
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

池尻 平成３０年度実施計画 在宅での服用管理について
前回の振り返りと今後の実施
計画について

訪問薬剤管理でできること
在宅医療と医療資源

について
　在宅緩和ケアを
みんなで考えよう

振り返りと次回準備
在宅に特化した入院を知る

（仮）
本年度の振り返り

太子堂 今年度の方向性
多職種連携会議

「本人の意思決定プロセスへの
支援～入院時の場合～」

事例検討打合せ
多職種連携会議
「薬局との連携」

事例検討打合せ 多職種連携会議
区民向け講座

「在宅療養について」
多職種連携会議 今年度の振り返り

若林 ２９年度振り返り
３０年度事業計画

区民向け講座
「おうちでずっと暮らしていくには」

在宅医療連携会の振り返り、
次回のテーマについての検討

多職種での事例検討「独居男
性の自宅での看取り」

「若林ケアマネジャーと多職種の
会」で行う事例検討会

区民講座と若林地区在宅医
療連携会の検討

ケアマネジャー等と医療連携
会の打合せ

若林地区在宅医療連携会
「若林ケアマネジャーと多職
種の会」で行う事例検討会

MSWとの意見交換、
事例検討等

上町 ２９年度事業報告
３０年度事業計画

３月実施の寸劇式区民講座の振
り返り／連携交流会打合せ

第１回「かみまち医療と福祉の
連携交流会」

交流会振り返り
事業者向け講座打合せ

福祉サービス事業者向け講座 区民向け講座打合せ 寸劇式　区民講座
区民講座振り返り
連携交流会打合せ

第2回｢かみまち医療と福祉
の連携交流会｣

事業者交流会振り返り
年度まとめ

経堂 顔合わせ 事業計画打合せ 地区包括ケア会議
「在宅診療の実際（介護・病院・
薬局との連携）」

事例検討会（認知症の方のター
ミナルケア）

事例検討会
「呼吸器疾患・肺炎・感染症
など」

事例検討会 事例検討会 区民向け講座

下馬 ２９年度の振り返り
３０年度事業計画

ケース検討 区民向け講座打合せ 在宅医療・介護について 災害時ケアマネに何が出来るか
在宅医療を支えるための社会

資源を調べよう
ケース検討 未定 未定 未定

上馬 事例検討
今後の進め方

事例検討
意見交換

事例検討
意見交換

事例検討
事例検討
意見交換

上半期まとめ
事例検討、意見交換
住民向けミニ講座企画

事例検討 新年住民向けミニ講座 未定

梅丘 今年度の事業内容
上半期分の事例検討会や
連携会議の打合せ

ターミナルケア①
サービス拒否の事例検討

ターミナルケア②
独居の事例検討

区民向け講座　「知っていきた
い在宅医療のあれこれ」

下半期分の事業内容打合せ 医療と介護の連携会議
在宅医療研修会
「在宅酸素療法」

事例検討会

代沢 企画会議 医療と介護の交流会 代沢・北沢地区ケアマネ連絡会 代沢・北沢地区ケアマネ連絡会 住民向け講座の打合せ 区民向け講座 （ケアマネ連絡会） （ケアマネ連絡会） 平成３０年度振り返り

新代田 平成２９年度振り返り
平成３０年度計画

事業者向け説明会
事業者意見交換会

ケアマネとの意見交換会
７月振り返り、

下半期計画打ち合わせ
ケアマネ向け事例検討会、区
民向け講座打合せ

ケアマネとの事例検討会
１１月振り返り

区民向け講座打合せ
区民向け講座

「在宅医療・介護について」
今年度の振り返り

北沢 代沢・北沢ケアマネ連絡会
なんでも相談会

事例検討
(ケアマネ連絡会)

事業打ち合わせ
居宅介護支援事業所きたざわ

苑との情報交換会
事例検討

（ケアマネ連絡会）
なんでも相談会
（ケアマネ連絡会）

未定 未定
代沢・北沢ケアマネ連絡会

なんでも相談会

松原 ２９年度振り返り
３０年度事業計画について

今年度の会議のテーマなど 会議について打合せ
新代田・松原地区合同包括ケ
ア会議：「終末期について」パネ

ルディスカッション

１１月の包括ケア会議
打ち合わせ

松原地区包括ケア会議
「介護に役立つ食の工夫」

１１月包括ケア会議の振り返
り、区民向け講座打ち合わせ

区民向け講座 ３０年度の振り返り

松沢 平成３０年度事業計画 ７月、８月会議の打合せ 災害時における対応について 在宅療養（医療依存度の高い
方）　　事例検討会

医師（地区）との情報交換会 １月講座の打合せ １月講座の準備、打合せ 区民向け講座 今年度の反省、来年度の予定

奥沢 ２９年度振り返り
３０年度上半期事業計画

介護保険改正に関する
情報交換会、意見交換会

民生委員、ケアマネとの懇親会 下半期事業打合せ
ケアマネ連絡会

「家族との関わり方」
訪問看護とケアマネジャーの
事例検討会

ヘルパーとケアマネとの
情報交換会

在宅医療ミニ講座

九品仏 平成３０年度前期事業計画
看護小規模多機能居宅介護に
ついて

通所リハビリについて 入退院時の連携について 認知症が心配になったら
奥沢・九品仏多職種連携会
「歯科について」

在宅医療ミニ講座 未定

等々力 ３０年度の事業計画 ケアマネカフェ 在宅医療ミニ講座
ケアマネと民生委員を中心とし

た意見交換会
等々力メディカルとコ・メディカル

情報交換会
ケアマネ勉強会 在宅療養勉強会打合せ 在宅療養勉強会の打合せ ケアマネカフェ

等々力地区
多職種交流会

上野毛 まち歩き準備会 まち歩き報告会
他地域との支援検討

意見交換会
多職種での事例検討会 多職種での事例検討会 多職種での意見交換会 多職種での事例検討会

多職種勉強会
「尊厳死について」

多職種の意見交換交流会 未定

用賀 ２９年度振り返り
３０年度事業計画

高次脳機能障害者の支援
高次脳機能障害の理解と支援
講師：玉川病院和田院長

前回の振り返り
次回の打合せ

認知症・精神疾患患者家族の支
援について（意見交換会）

前回の振り返り
次回の打合せ

区民講座
「在宅療養について」

前回の振り返り
次回の打合せ

未定 未定

深沢 ２９年度振り返り
３０年度事業計画

地区のケアマネ勉強会 地区のケアマネジャー勉強会 打ち合わせ
「そうだったのか会議！」テーマ
『医療アセスメントⅡ』

区民向け講座
「認知症をどう捉えるか」

地区のケアマネジャー勉強会 多職種による「そうだったのか
会議！」テーマ検討中

ケアマネジャー勉強会
多職種による「そうだったの
か会議！」テーマ検討中

祖師谷 ２９年度振り返り
３０年度事業計画

多職種事例検討会
祖師谷地区の医師と
ケアマネとの交流会

地域ケア会議 医療ケースカンファレンス 講演　パーキンソン病について 多職種事例検討会 未定

成城 事例検討会／在宅医療・
介護連携事業説明

心機能・心疾患の勉強会 事例検討会
成城地区医師とケアマネ

ジャー懇談会
在宅医療普及啓発講座 勉強会（予定） 事例検討（予定） 年間反省会

船橋 ２９年度振り返り
３０年度事業計画

ケアマネ交流会と合同で
「医療制度改正について」

船橋地区ケアマネ交流会と合同 講演会 船橋地区ケアマネ交流会と合同 事業内容振り返り
区民向け講座

「訪問診療について」
船橋地区ケアマネ交流会と合同

喜多見 ２９年度振り返り
３０年度事業計画

ターミナルケアの医療連携
についての勉強会

８０５０の事例に関する検討会 精神疾患研修
定期巡回・随時対応型訪問

介護看護勉強会
ターミナルケア・看取りの
事例に関する勉強会

事例検討会 未定

砧 ３０年度事業計画 困難事例検討 ケアマネ事例検討会 地域ケア会議B 在宅医療ミニ講座打合せ ケアマネ事例検討会 在宅医療ミニ講座 年間のまとめ

上北沢 ３０年度事業計画 服薬についての講義事例検討
人工栄養水分法について

「胃瘻、IVH」
在宅での抹梢点滴について 在宅医療に関わる医師と話そう 区民向け講座打合せ 区民向け講座 事例検討「癌」 事例検討「心不全」 事例検討「呼吸不全」

上祖師谷 年間計画調整
事例検討

「高次脳機能障害のケース」
事例検討

「リハビリ導入のケース」
区民向け在宅医療講座打合せ 区民向け在宅医療講座

事例検討「入退院ケース　精
神科病院の場合」

事例検討「入退院ケース　急
性期病院の場合」

事例検討「認知症・精神疾患・
ターミナルのケース」

事例検討「認知症・精神疾
患・ターミナルのケース」

事例検討
「総括と質疑応答」

烏山 年間計画作成 資源マップ作り
在宅医療について考える（サ高
住での看取り）

精神障がいの理解とケア
精神障がいの理解とケア

（依存症講座）
精神障がいの理解とケア
（訪問介護事業者向け）

脳卒中について 区民向け在宅医療ミニ講座
在宅医療について考える
（サ高住での看取り）

在宅医療について考える
（住み慣れた町で最期まで）
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砧地域合同
医療と福祉の連携懇談会

（打合せ）

合同地区包括ケア会議
「地域病院のしくみと役割を学ぶ」

奥沢・九品仏合同多職種連携
会「事例検討会」

北沢地域
合同多職種連携会議

砧地域合同
医療と福祉の連携懇談会

奥沢・九品仏多職種連携会
「医療連携について」


