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八王子主任介護支援専門員連絡会 令和元年度 活動報告 

 

 

１．連絡会協力員会議 

    第１回  平成３１年 ４月１６日（火） 

第２回  令和 元年 ６月１３日（木） 

第３回  令和 元年 ７月１６日（火） 

第４回  令和 元年 ８月 ５日（月） 

第５回  令和 元年 ９月 ６日（金） 

第６回  令和 元年１０月１８日（金） 

第７回  令和 元年１１月１８日（月） 

    第８回  令和 元年１２月 ５日（木） 

    第９回  令和 ２年 １月１０日（金） 

 第１０回 令和 ２年 ２月１４日（金） 

 第１１回 令和 ２年 ３月 ４日（水） 

 

２．部会活動 

① 事例検討研究部会 

第１回  令和 元年 ６月２７日（木） 

第２回  令和 元年 ７月２３日（火） 

第３回  令和 元年 ８月２７日（火） 

第４回  令和 元年 ９月２６日（木） 

第５回  令和 元年１１月１５日（金） 

第６回  令和 元年１１月２９日（金） 

第７回  令和 元年１２月 ６日（金） 

第８回  令和 ２年 １月１５日（水） 

第９回  令和 ２年 ３月１７日（火） 

 事例検討会に関する主任介護支援専門員の意識調査（アンケート） 

 事例検討会研修（1/25・3/18に予定したが中止となる） 

 

振り返り 

事例検討部会は２年目の取り組みとなり、新メンバーを加えて上記９回の部会を開催した。 

１０/２４  

主任介護支援専門員全体会（ワールドカフェ）ではアンケートとグループ討議による事例

検討会に対する意識調査を実施した。（当会ホームページ参照） 

１/２０   

市主催「事例検討会」研修では 昨年度部会が作成した「始めてみよう事例検討会」の冊

子を参考に研修が行われた。 
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１/２５  

「１２年目の後悔と気づき・・・今なら何ができるだろう。」 

介護者の問題、認知症、精神疾患など多問題を抱えた家族を含めた支援について、担当者

の思い、参加者の理解をよりわかりやすく、楽しめる検討会にするためにグラフィックレ

コードを活用した検討会を企画した。１/２５・３/１８に予定したが残念ながら中止とな

った。 

 

② 医療介護連携部会 

第１回  令和 元年 ６月２７日（木） 

第２回  令和 元年 ８月 ７日（水） 

第３回  令和 元年１０月 ４日（金） 

第４回  令和 元年１２月２０日（金） 

 「ケアマネジャーとの連携」に関するアンケート実施 

 

３．全体会 

日 時 令和元年１０月２４日（木）午後６時３０分から午後８時３０分 

内 容 ５つのテーマを基にした意見交換（ワールドカフェスタイル） 

  場 所 八王子市職員会館 会議室  

 

４．認知症ＢＰＳＤケアプログラム インストラクターとして派遣 

主任介護支援専門員 １名 

 

５．エリア活動 

① チームＳ・Ｋ・Ｎ（左入、川口、中野、石川エリア） 

  ・ミーティング 

    第１回 令和 元年 ４月 ９日（火） 

    第２回 令和 元年 ６月１１日（火） 

    第３回 令和 元年 ８月 ２日（金） 

    第４回 令和 元年１０月１０日（木） 

    第５回 令和 元年１２月１１日（水） 

    第６回 令和 ２年 １月２１日（金） 

 

・「担当者会議」に関するアンケート実施 

エリアのケアマネジャー、包括職員、サービス事業所職員を対象に実施 

 

② ＳＵＮ 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 
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    第１回 平成３１年 ４月１８日（木） 

    第２回 令和 元年 ７月１１日（木） 

    第３回 令和 元年 ９月２６日（木） 

    第４回 令和 元年１１月 １日（金） 

    第５回 令和 ２年 １月１４日（月） 

    第６回 令和 ２年  ３月 ４日（水） 

     

・研修会 

   「サンストリート・ケアマネジャーと地域交流会 ２０２０」 

     日時 令和２年２月２１日（金）  １４時～１６時 

     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 福祉部 高齢者福祉課 主査 辻野 文彦氏 

          生活支援体制整備におけるケアマネジャーの役割 

     ＣＳＷの相談支援活動説明 

     地域活動を行う参加団体の紹介 

       サンストリート圏域で地域活動を行う参加団体の紹介（９団体） 

     各団体ブースにてＣＭとの意見交換 

     参加者 ７２人 

 

  【片倉圏域活動】 

 ・ミーティング 

    第１回 平成３１年 ４月２５日（木） 

    第２回 令和 元年 ５月２３日（木） 

    第３回 令和 元年 ７月１６日（火） 

    第４回 令和 ２年 ３月１５日（日） 

  

・交流会 

    「このプランで本当にいいのかな・・・」ケアマネジャーお悩み編 

      事例検討会 

      日時 令和元年 ６月２０日（木） １１：３０～１３：００ 

      場所 包括片倉 

      参加者 １５人 

 

    「家族システム理論」  講師 高齢者あんしん相談センター片倉 佐藤一宏氏 

      日時 令和元年 ９月２４日（月） １１：３０～１３：００ 

      場所 包括片倉 

      参加者 １５人 
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  【高尾圏域活動】  

 ・ミーティング 

    第１回 令和 元年 ５月３１日（金） 

   第２回 令和 元年 ７月 ４日（木） 

   第３回 令和 ２年 １月１４日（火） 

 

・研修会 

  「地域ケアマネ会」  事例検討会 

    日時 令和元年７月４日（木） １４：００～１６：００ 

    場所 そんぽの家 高尾 

    参加 ２３人 

 

  【寺田圏域活動】 

  ・ミーティング 

    第１回 令和 元年 ５月１５日（水） 

   第２回 令和 元年１０月１７日（木） 

 

・研修会 

  「ケアマネ業務に役立つ成年後見制度」 

    日時 令和元年 ６月１３日（木） １３：３０～１５：３０ 

    場所 包括寺田 

 

  「地域ケア会議（個別ケース会議）」 

    日時 令和元年 １１月２１日（木） １３：３０～１５：３０ 

    場所 包括寺田 

 

【めじろ圏域活動】 

  ・ミーティング 

    第１回 平成３１年 ４月１８日（木） 

   第２回 令和 元年 ７月１１日（木） 

   第３回 令和 元年 ９月２６日（木） 

   第４回 令和 元年１１月 １日（木） 

   第５回 令和 ２年 １月１４日（火） 

   第６回 令和 ２年 ３月 ４日（水） 

 

  ・研修会 

  「法テラスに相談してみた・・・。 ～多職種との連携の必要性～」 

   法テラス多摩 二本氏参加 事例検討会 
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   日 時 令和元年 ６月１１日（火） １４：００～１６：００ 

   場 所 台町市民センター 第１会議室 

   参加者 ３５人（訪問介護事業所 サ責も含む） 

 

 「ひきこもり支援の実状を知り、お互い（ひきこもり支援者とケアマネ）のことが解り、必要時、

連絡、相談ができる関係になりたい」 

   講 師 ＮＰＯ法人ゆどうふ 臨床心理士 辻岡 秀夫氏 

   内 容 事例を参考にグループワーク 

   日 時 令和元年 １１月２６日（火） １４：００～１６：００ 

   場 所 東浅川保健センター 第５会議室  

   参加者 ４０人 

 

③ チームＫＯＡ（子安・大横・旭町エリア） 

  ・ミーティング 

    第１回 令和 元年 ５月１３日（月） 

    第２回 令和 元年 ７月 ８日（月） 

    第３回 令和 元年 ９月 ９日（月） 

    第４回 令和 元年１１月１１日（月） 

    第５回 令和 ２年 １月２０日（月） 

＜その他学習会に向けての打ち合わせ＞ 

    令和元年９月５日（木）・令和２年１月１７日（金） 

 

・学習交流会実施 

令和元年 ９月１９日（木） 

「障がいサービス事業所との交流会～障がい者も高齢者も地域で生き生きと暮らすために～」 

介護・障がい事業所 22事業所 41名と八王子障害者福祉課職員が参加、ワールドカフェ形式で

学習・交流を深めた。 

   

・その他：３月９日（月）に予定していた第６回エリア会議、及び３月１９日（木）に実施を予定 

していた「障がいサービス事業所との交流会第 2弾」は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、 

中止となった。 

 

④ 夕やけボランチ-Ｔ（恩方・川口・元八王子・もとはち南・長房エリア） 

 ・ミーティング 

   第１回 令和 元年 ４月１８日（木） 

  第２回 令和 元年 ６月１８日（木） 

  第３回 令和 元年 ８月１９日（月） 

  第４回 令和 元年１０月１６日（水） 
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  第５回 令和 元年１２月１２日（木） 

  第６回 令和 ２年 ２月 ６日（木） 

 

○ 地域のケアマネジャーを集め『交流勉強会』令和元年 8月 30日（金）開催 

ガイドライン改訂版 留意事項など シルバーサポート八王子 八木 広行氏が内容説明 

・軽微な変更について 

① 軽微な変更点についての疑問点 

② 工夫している事 

・加算・減算にについて 

① 加算・減算についての疑問点 

② 工夫していること 

・医療との連携について 

・２０１９年４月～改正 介護認定者の外来リハ打ち切りについて 

指定居宅介護支援事業所元八王子 平山 美智子氏 

① 医療との連携についての疑問点 

② 工夫していること 

各①②についてグループで情報交換し発表を行う 

・厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助に係る届出 

     実際に届け出を提出したことの報告など シルバーサポート八王子 川口 雅美氏 

    交流会でのアンケート内容 

    ・業務に直結した内容だったので良かった。とおおむね好評 

    ・定期的に開催してほしい など集計を行った 

 

⑤ 東南主マネ会（長沼、南大沢、堀之内、由木東エリア）   

 

○ 第 1回東南エリアのケアマネ交流会（全体会）の開催 

日 時：令和 ２年 ２月 ４日（火）１４：００～１６：００ 

場 所：北野市民センター7階会議室  

参加者：５６名（長沼、南大沢、堀之内、由木東エリアの地域包括支援センター及び居宅ＣＭ） 

交流会テーマ：「５つのテーマをもとにした意見交換（ワールドカフェスタイル） 

テーマ １ 『ケアプラン有料化について』 

２ 『ケアプラン点検について』 

３ 『主マネ連絡会の在り方』 

４ 『主マネになって良かったこと、辛いこと』 

５ 『事例検討について』 

 

○ 東南主マネブロック長、協力員会議の開催 

第１回 平成３１年 ４月１９日（金） 
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第２回 令和 元年 ５月 ８日（水） 

第３回 令和 元年１０月 ３日（木） 

第４回 令和 元年１２月２０日（金）  

第５回 令和 ２年 １月２８日（火） 

第６回 令和 ２年 ３月 ４日（水） 

 

【長沼ブロック】 

○ 長沼エリアのＣＭ対象の研修会の企画運営 

令和元年度は年４回（６月・９月・１２月２月）研修会を開催 

第１回 令和元年 ６月１４日（金） 『第１回長沼エリアケアマネ研修』 

『自助と互助、住民による多様な活動について～続編』 

第２回 令和元年 ９月１７日（火） 『第２回長沼エリアケアマネ研修』 

『事例検討１』 

第３回 令和元年１２月１６日（月） 『第３回長沼エリアケアマネ研修』 

『ＡＣＰに関する基礎知識』 

 

○ 長沼エリアの主任ＣＭとの連携 

毎月１回、長沼エリア主任ＣＭ会議（主ＣＭ10名・協力員 4名参加）を開催 

第１回 令和元年 ４月１８日（木） 『東南主マネ会今年度の活動について』 

『長沼エリア研修計画及び第 1回研修会について』 

第２回 令和元年 ５月１４日（火） 『第 1回長沼エリア研修会について』 

第３回 令和元年 ６月１４日（金） 『第 1回長沼エリア研修会の振り返り』 

第４回 令和元年 ７月１９日（金） 『第 2回長沼エリア研修会について』 

『東南主マネブロック長会議報告』 

第５回 令和元年 ８月２０日（火） 『第 2回長沼エリア研修会役割分担』 

第６回 令和元年１１月２９日（金） 『第 3回長沼エリア研修会役割分担』 

第７回 令和元年 １月２４日（木） 『第 3回長沼エリア研修会の振り返り』 

『東南エリア合同研修会について』 

○ 長沼エリアのＣＭの連携体制の構築 

令和元年度に新しく加入したＣＭを名簿に載せて、各事業所に配布 

 

【南大沢ブロック】 

南大沢圏域のＣＭ：９事業所２８名で構成 

救護施設光華にて全５回開催 各回の担当主マネが開催内容や案内を通知し開催した。 

第１回 令和元年 ５月１７日（金） 『事例検討会』 

第２回 令和元年 ７月１９日（金） 『もしもの時に利用者の意思を尊重するには』 

   第３回 令和元年 ９月１３日（金） 『事例検討会』 

第４回 令和元年１１月１５日（金） 『薬について学ぼう』 薬剤師２名講師招待 
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   第５回 令和２年 １月１５日（水） 『訪問介護サ責との座談会』 サ責５名招待 

 

【堀之内ブロック】 

堀之内、由木東エリアを対象としたＣＭ対象の研修会の企画運営と連携体制の構築 

第１回 令和元年 ４月 １日（月）『令和元年度の勉強会の方針と進め方について』 

第２回 令和元年 ４月 ４日（木）『令和元年度のケアマネ勉強会について』 

第３回 令和元年 ６月１２日（水）『地域ケアマネジャーの名簿』作成と配布』 

 

○ 事例検討会の開催 

   堀之内、由木東エリアのＣＭが、ファシリテーター、司会、書記を持ち回りで行う。 

   開催日：原則毎月、第２水曜日１３：３０～１５：００ 

   場 所：ファミリーイン堀之内デイサービスセンター内 

   内 容：堀之内、由木東エリアのＣＭが、その時に困っている事例を検討する。 

 

令和元年 ６月１２日（水）『EVなし、５階で暮らすアルコール依存者の事例』 

令和元年 ７月１０日（水）『難病、在宅介護限界だが経済的に施設入所が難しい事例』 

令和元年 ９月１１日（水）『医療と介護費用で 23万、娘が離婚など、生活が厳しい事例』 

令和元年１０月  ９日（水）『90歳の長女が引篭もりや暴言の次女、三女の面倒をみる事例』 

令和元年１１月１３日（水）『治療が必要だが、精神的に医療介入が難しい事例』 

令和２年１２月１２日（木）『難病でサービスが必要だが、娘が人を入れたがらない事例』 

 


