② 総会資料２（総会当日持参）

八王子主任介護支援専門員連絡会
平成 30 年度

活動報告

一般社団法人 八王子介護支援専門員連絡協議会
東京都八王子市元本郷町 3-16-9 誠光ビル 302

主任介護支援専門員連絡会

平成３０年度 活動報告

１．連絡会
第１回 平成３０年 ４月 ３日（火）
第２回 平成３０年 ５月１０日（木）
第３回 平成３０年 ６月２２日（金）
第４回 平成３０年 ７月２６日（木）
第５回 平成３０年 ９月 ７日（金）
第６回 平成３０年１０月１５日（月）
第７回 平成３０年１２月 ４日（火）
第８回 平成３１年 １月１１日（金）
第９回 平成３１年 ２月２２日（金）
２．役員会
第１回 平成３０年 ４月１０日（火）
第２回 平成３０年１２月２０日（木）
３．全体会
第１回
日 時 平成３０年９月１２日（水）午後６時３０分から午後８時３０分
内 容 ・エリアごとの活動発表
・事例検討の研究に関しての中間報告
・市内の介護支援専門員を対象にしたアンケート調査結果報告
場 所 八王子市役所

職員会館 会議室

第２回
日 時 平成３１年３月２６日（火）午後６時３０分から午後８時３０分
内 容 ・新年度からの体制に関して
・エリアごとの活動発表
・事例検討の研究に関しての報告
場 所 八王子市役所

職員会館 会議室

４．八王子市ケアマネジャーガイドライン改定版編集委員会への委員派遣
主任介護支援専門員 ２名
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５．エリア活動
①ＳＵＮ Street（片倉、高尾、寺田、めじろエリア）
【エリア全体の活動】
・ミーティング
第１回 平成３０年 ４月１２日（木）
第２回 平成３０年 ５月２９日（火）ショート部会
第３回 平成３０年 ７月２５日（水）ショート部会
第４回 平成３０年 ９月 ４日（火）ショート部会
第５回 平成３０年１１月２２日（木）ショート部会
第６回 平成３０年１２月２０日（木）ショート部会
第７回 平成３１年 １月１７日（木）
第８回 平成３１年 ３月 ４日（月）ショート部会
・研修会
高齢者あんしん相談センター高尾・めじろ・片倉・寺田圏域介護支援専門員研修会
八王子市高齢者福祉課、社会福祉協議会、主任介護支援専門員連絡会ＳＵＮ Street
「地域住民の互助活動を知る、地域づくりにおけるケアマネの役割について」
日

時 平成３１年２月２０日(水) １６時から１８時３０分

場

所 エスフォルタアリーナ八王子 会議室・研修室

基調講演 八王子市役所高齢者福祉課 主査

辻野 文彦 氏

八王子社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 宮本 耀介 氏
パネルディスカッション
進

行 高齢者あんしん相談センター高尾 斎藤 健一 氏

パネラー 数井クリニック 院長 数井 学 先生
南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター
室長 木野田 典保 氏
常設サロン お茶の間「民」 代表 大倉 民江 氏
参 加 者 圏域ケアマネジャー、他

７３人

【片倉圏域活動】
・ミーティング
第１回 平成３０年 ６月１４日（木）
第２回 平成３０年 ７月 ５日（木）
第３回 平成３０年 ９月２７日（木）
第４回 平成３０年１０月２５日（木）
第５回 平成３０年１２月２１日（金）
第６回 平成３１年 ２月１５日（金）
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他

・交流会
第１回「片倉茶房へいらっしゃい！お話ししましょう！あんなこと、こんなこと」
日 時 平成３０年９月２０日（木）
場

所 みなみ野分館

第２回「もっとあなたを知りたいの」
日 時 平成３０年１２月１３日（木）
場

所 地域包括支援センター片倉

第３回「認知症と服薬」
八王子薬剤師会 アライ薬局 新井氏
日 時 平成３１年３月１４日（木）
場

所 地域包括支援センター片倉

【高尾圏域活動】
・ミーティング
第１回 平成３０年 ５月１１日（金）
第２回 平成３０年 ５月１８日（金）
第３回 平成３０年 ７月 ６日（金）
第４回 平成３０年 ７月１３日（金）
第５回 平成３１年 ３月 １日（金）
第６回 平成３１年 ３月１５日（金）
・研修会
第１回「平成３０年度介護保険改正について」
八王子市介護保険課 引間氏・高鳥氏 高齢者支援課 増田氏・野口氏
日 時 平成３０年５月２３日（水）
場

所 いちょう家族Ⅰ

第２回「事例検討会～多職種の協働による個別ケースの検討を通じた
① 地域ネットワークの構築
② 高齢者等の自立支援に資するケアマネジメント支援
③ 地域課題把握
八王子医師会、八王子薬剤師会、
南多摩保健医療圏地域リハビリテーション支援センター、市役所 参加
日 時 平成３０年７月１８日（水）
場

所 そんぽの家Ｓ高尾
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第３回「事例検討会」
日 時 平成３１年３月１８日（月）
場

所 いちょう家族Ⅰ

【寺田圏域活動】
・ミーティング
第１回 平成３０年 ６月１４日（木）
第２回 平成３０年１０月１２日（金）
第３回 平成３１年 １月１８日（金）
・研修会
第１回「管理栄養士との連携が在宅ケアを充実させます」
管理栄養士と連携するために知っておきたいこと
南多摩病院 管理栄養士 今西 慶 氏
日 時 平成３０年７月２０日（金）
場

所 地域包括支援センター寺田

第２回「高齢者の栄養ケア（経管栄養と嚥下調整食）」
永生病院

管理栄養士 岡部 貴代 氏

日 時 平成３０年１０月１２日（金）
場

所 地域包括支援センター寺田

第３回「介護生活に栄養をつなぐ」
永生病院

管理栄養士 松葉 杏子 氏

「認定栄養ステーション」
永生会 栄養統括管理部 佐藤 高雄 氏
日 時 平成３１年２月５日（火）
場

所 地域包括支援センター寺田

【めじろ圏域活動】
・ミーティング
第１回 平成３０年 ４月２４日（火）
第２回 平成３０年 ５月１６日（水）
第３回 平成３０年 ７月 ６日（金）
第４回 平成３０年 ９月１１日（火）
第５回 平成３０年１１月 ５日（月）
第６回 平成３１年 １月１５日（火）
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・研修会
第１回「地域包括ケアにおいての生活保護制度を考えよう」
八王子市役所福祉部生活自立支援課 専門幹 遠藤 治雄 氏
日 時 平成３０年７月２０日（金）
場

所 台町市民センター

第２回「事例検討

難病への不安を抱えながらも自立した生活を送りたい」

厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の利用に関わる届出書について
介護保険課 給付担当 下平氏
八王子市役所福祉部生活自立支援課、圏域訪問介護事業所サ責 参加
日 時 平成３０年１１月１４日（水）
場

所 台町市民センター

②チームＳ・Ｋ・Ｎ（左入、川口、中野エリア）
・ミーティング
第１回 平成３０年 ４月２０日（金）
第２回 平成３０年 ６月２６日（火）
第３回 平成３０年 ７月２０日（金）
第４回 平成３０年 ８月１５日（水）
第５回 平成３０年 ９月１２日（水）
第６回 平成３０年１０月１９日（金）
第７回 平成３０年１１月２０日（火）
第８回 平成３１年 １月１８日（金）
・Ｓ・Ｋ・Ｎ主催研修
第１回 「利用者・家族への対応方法について」
日 時 平成３０年９月１８日午後２時から午後３時３０分
場 所 新浅川園会議室
参加者 左入、川口、中野圏域のケアマネジャー37 名
第２回 「法改正後の運営基準のポイントと実地指導について」
日 時 平成３１年３月２２日午後２時から午後４時
場 所 新浅川園会議室
参加者 左入、川口、中野圏域の居宅管理者及び代理の方 22 名
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③夕やけボランチ-Ｔ（恩方、長房、元八王子、もとはち南）
・ミーティング
第１回 平成３０年

４月１６日（月）

第２回 平成３０年

５月１６日（水）

第３回 平成３０年

６月１３日（水）

第４回 平成３０年

７月１２日（木）

第５回 平成３０年

９月２６日（水）

第６回 平成３０年１１月２２日（木）
第７回 平成３１年

１月２５日（金）

第８回 平成３１年

２月１３日（水）

・夕やけボランチ-Ｔ主催研修
内 容 『地域資源についての情報交換』
日 時 平成３１年３月１３日（水）
場 所 元八王子市民センター
参加者 圏域内（居宅）主任・介護支援専門員３８名（小多機・看多機）２名
（包括）４名 計４４名
④チームＫＯＡ（子安・大横・旭町）
・ミーティング
第１回 平成３０年 ４月１６日（月）
第２回 平成３０年 ５月１４日（月）
第３回 平成３０年 ７月 ９日（月）
第４回 平成３０年 ９月１１日（月）
１０月２４日（水）
（１１.２９に向けて臨時ミーティング）
第５回 平成３０年１１月１２日（月）
第６回 平成３１年 １月２１日（月）
第７回 平成３１年 ３月１１日（月）
・包括子安・包括大横・チーム KOA 共催
「ＭＳＷ・ＣＭ交流会」
日 時 平成３０年１１月２９日（木）１４時から１６時３０分
場 所 大横保健福祉センター
参 加 圏域のケアマネジャー35 名
⑤東南主マネ会（堀之内・南大沢・長沼）
【堀之内ブロック連絡会】
第１回 平成３０年４月１８日
「ターミナルケアに必要な医療知識」
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第２回 平成３０年５月１８日
「主任ケアマネの集まりについて報告、今後の勉強会の在り方について」
第３回 平成３０年６月１１日
「今後の地域ケアマネ勉強会について」
第４回 平成３０年７月５日
事例検討「ものとられ妄想がありサービス介入が難しい」
第５回 平成３０年８月２日
事例検討 「認認介護のため危険認識低下のケース」
第６回 平成３０年１０月４日
事例検討 「多問題家族による自宅での生活について」
第７回 平成３０年１１月１３日
事例検討 「サービスが入ることによって本人と主介護者の関係が悪くなる事例」
第８回 平成３０年１２月６日
事例検討 「地域の社会資源を知る」生活支援コーディネーター２層、ふらっと
松が谷職員を講師に迎えて
第９回 平成３１年２月７日
事例検討 「妻を亡くした独居男性 区分変更申請中のケアプランについて～
キーパーソンが甥の嫁」
第 10 回 今年度の振り返り

次年度について

【南大沢ブロック連絡会】
第１回 平成３０年７月１２日
初顔合わせ
第２回 平成３０年９月１１日
事例検討 「先天性聾唖の独居女性への生活支援の見直し」
第３回 平成３０年１１月１５日
「ケアマネジャーが求められる医療連携術」
多摩南部地域病院 増井ＭＳＷを招いて
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第４回 平成３１年１月１８日
「転居をきっかけに医療の問題が続出した困難ケース」
第５回 平成３１年３月１４日
情報交換会を予定
【長沼ブロック連絡会】
定例会
毎月一回、長沼主任ＣＭ会議を開催
１０月より協力員４名も参加
長沼エリアのＣＭ対象の研修会の企画運営
長沼エリア主任会議にて、長沼エリアＣＭ研修の年度計画を作成し、企画から
運営まで協同で行うこととする。
今年度は４回（５月、９月、１２月、３月）研修会を開催
長沼エリアのＣＭの連携体制の構築
長沼エリアの居宅介護支援事業所及び予防支援事業所に所属しているＣＭの名
簿を作成し各事業所に配布
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