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池尻 元年度実施計画
「現場で役立つ嚥下障害と口腔
ケアの知識」

パーキンソン病の困りごと 9月地区連携医事業打合せ
高齢者虐待への気づき
～医療者の視点から～

【池尻･太子堂・下馬合同】在
宅医療と福祉の会議打合せ

【池尻･太子堂・下馬合同】
在宅医療と福祉の会議

1月区民向け講座打合せ
区民向けミニ講座

（排泄に関する内容/予定）
今年度の振返り

太子堂 あんすこと地区連携医の顔
合せ、元年度の方向性

多職種連携会議
「情報交換会」

元年度事業計画打合せ パーキンソン病に関する勉強会
高齢者に多い整形外科疾患とそ
の支援

事例を基にした学びの会「病
院との連携」

【池尻･太子堂・下馬合同】
在宅医療と福祉の会議

打合せ 事例検討
今年度の振返り
来年度の目標

若林 元年度事業計画
多職種事例検討会「高血圧につ
いて基本を学び理解を深める」

若林地区医療連携会「自らが望
む人生の最終段階における医
療・介護」について

「若林ケアマネジャーと多職種
の会」と行う勉強会

「若林ケアマネジャーと多職種の
会」で行う事例検討会

区民向けミニ講座
打合せ

区民向けミニ講座
在宅医療

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」と行う事例検討会
（虐待対応）

今年度の振返り
（課題整理）

上町
定例会

元年度事業計画
連携交流会打合せ

連携交流会
区民向け講座打合せ

連携交流会
(事例検討）

区民向け講座打合せ 事業所向け医療講座（認知症）
定例会

事業所向け講座振返り
区民向け講座打合せ

寸劇式区民向けミニ講座 連携交流会打合せ
連携交流会（事例検討会・事
業所向け医療講座）

定例会
連携交流会振返り

今年度まとめ

経堂 ケア会議開催 元年度顔合せ 元年度事業計画打合せ 第1回意見交換会
第2回介護事業者向け医療講座
「在宅診療における経管栄養に
ついて学ぶ」

第3回事例検討会「薬について
学び利用者を理解する」①

第4回事例検討会「薬につい
て学び利用者を理解する」②

第5回事例検討会 第6回事例検討会
4月実施予定の

区民向け講座打合せ

下馬 ３０年度の振返り（課題整理）
元年度事業計画打合せ

世田谷地区在宅医療医師とケア
マネジャー、関係機関との交流
会

区民向け講座打合せ
区民向けミニ講座

「在宅医療ってなんですか」
世田谷地区在宅医療医師と介
護の連携会議

【池尻･太子堂・下馬合同】在
宅医療と福祉の会議打合せ

【池尻･太子堂・下馬合同】
在宅医療と福祉の会議

事例検討
世田谷地区在宅医療医師と
介護の連携会議

今年度事業計画振返り

上馬 ３０年度の振返り（課題整理）
元年度事業計画打合せ

事例検討「成年後見人制度の活
用が必要と思われる事例」

８月の交流会の計画
上馬・駒沢地区の医師、薬剤
師、介護事業所職員との交流
会

事例検討「妻への介護負担を感
じながらも身体介助を受け入れ
られない夫への対応」

今後の計画調整、打合せ 事例検討、意見交換 3月勉強会にむけた打合せ 事例検討、意見交換
脳卒中パス実践に基づく
他職種連携勉強会

梅丘 元年度の実施内容打合せ
          多職種事例検討会
「障害のサービスと介護保険の
サービス」

　　　多職種事例検討会
「医療や支援拒否の方への対
応」

　　　　在宅療養研修
「呼吸リハビリが必要な方への
ケアと支援」

下半期の実施内容打合せ
　　　【北沢地域合同】
在宅医療・介護連携会議

多職種事例検討会　（仮）
「介護者への理解と支援」

区民向けミニ講座   （仮）
「自宅での終末期の迎え方」

在宅療養研修　　（仮）
「嚥下障害へのケアと支援」

　　　多職種事例検討会
（仮）「糖尿病疾患の方への
ケアと支援」

代沢 企画会議
（年度計画）

MCS勉強会
区民向け講座打合せ

区民向けミニ講座
企画会議

（交流会打合せ）
代沢地区　医療と福祉の交流会

　　　【北沢地域合同】
在宅療養多職種連携会議

代沢・北沢ケアマネ連絡会
（事例検討会）

代沢・北沢ケアマネ連絡会
（なんでも相談会）

代沢・北沢ケアマネ連絡会
（事例検討会）

企画会議、今年度振返り
来年度の事業計画

新代田 ３０年度の振返り
元年度年間計画打合せ

「事例抽出と各部署の事業案内
について検討」

             医療･介護連携
「事例を用いて関係機関との意
見交換・交流会」

     ケアマネジャー対象研修
打合せ

     　　　講演・医療講座
「観察・アプローチ・ケアマネジメ
ントへのつなぎ」

　　　【北沢地域合同】
在宅療養に関わる多職種間で
在宅医療・介護連携会議

困難事例検討会 区民向け講座打合せ
　　　　区民向けミニ講座
「在宅で取組むリハビリテー
ション」

今年度振返り
来年度打合せ

北沢 代沢・北沢ケアマネ連絡会
情報交換会

代沢・北沢ケアマネ連絡会
事例検討会(認知症)

代沢・北沢ケアマネ連絡会
「何でも相談会の業務効率化」

代沢・北沢ケアマネ連絡会
「ACPについての勉強会」

代沢・北沢ケアマネ連絡会
事例検討「アルコール依存症」

　　　【北沢地域合同】
在宅療養に関わる多職種間で
在宅医療・介護連携会議

区民向け講座打合せ 区民向け講座打合せ 区民向けミニ講座 代沢・北沢ケアマネ連絡会

松原 ３０年度事業報告
元年度事業計画

連携交流会開催打合せ
「まつばら医療と福祉の連携交
流会」

事例検討実施に向けた打合せ 多職種による事例検討 区民向け講座打合せ
区民向けミニ講座

「在宅療養に関する」
多職種による事例検討

（仮）「まつばら医療と福祉の
連携交流会」

今年度事業報告・効果検証
来年度の重点目標について

松沢 事例検討会又は事例共有
会準備、講座打合せ

事例検討会・講座打合せ 介護職向け医療講座
医療ケースカンファレンス、事
例を通じて対応力を高める

多職種での「事例共有・意見交
換会」「医療講座」

　　　【北沢地域合同】
医療と介護福祉の連携会

多職種での「事例共有・意見
交換会」「医療講座」

　　　　　区民向けミニ講座
「住み慣れた地域でいつもまで
も」

多職種での「事例共有・意見
交換会」「医療講座」

多職種での「事例共有・意
見交換会」「医療講座」

奥沢 ３０年度振返り
元年度上半期事業計画

地域ケア会議
「近隣関係で問題、出来ていた
事が変わってきた方への支援」

医療連携
「喘息やCOPD用吸入薬、CPAP
療法、在宅酸素療法」

地域住民・民生委員・ケアマネ
ジャー意見交換会

元年度前期振返り
元年度後期の計画

訪問介護との情報交換会
【奥沢・九品仏合同】

多職種連携の会
精神疾患について 歯科との関わりについて

区民向けミニ講座
在宅医療について

九品仏 地区連携医とケアマネ
ジャー顔合せ・意見交換会

今年度の活動内容、
介護職向け医療講座の打合せ

介護職向け医療講座 区民向け講座打合せ
区民向けミニ講座

在宅医療
医療職、介護職の意見交換会

【奥沢・九品仏合同】
多職種連携の会

医療に関する事例検討
事例検討会 介護職向け医療講座 一年間の反省・まとめ

等々力 ３０年度振返り（課題整理）
元年度事業計画打合せ

事例検討会 在宅療養勉強会 区民向けミニ講座打合せ 大規模交流会 元年度後期の計画打合せ 区民向けミニ講座

上野毛 まち歩き準備会 まち歩き報告会 多職種事例検討会 9月スペシャルカフェ打合せ スペシャルカフェ
　　　　アルコール依存症
ブリーフインターベンションに
ついて

口腔ケアについて
精神疾患がある人の「生きづ
らさ」について考える

区民向けミニ講座 多職種事例検討会

用賀
３０年度振返り（課題調整）
元年度事業計画打合せ、
次回について

６月開催予定の事例検討会の
打合せ

①障害者支援について　地域障
害者相談支援センター「ぽーと
たまがわ」（事例紹介）

②障害者支援について　地域
障害者相談支援センター「ぽー
とたまがわ」（事例検討）

前回振返りと
10月の区民講座打合せ

区民向けミニ講座
「もしもの時のための考えよう」

講座の振返り
次回の打合せ

二子玉川
「地域の医療連携とは」

山口先生の講義

地区課題を踏まえた
医療連携について

意見交換会

区民向けミニ講座
「がん医療とケア」

予定
「精神疾患の利用者における

医療連携」打合せ

予定
「精神疾患の利用者に
おける医療連携」講義

12月の振返り
3月事例検討会の準備

予定「精神疾患の利用者に
おける医療連携」事例検討
会

深沢 ３０年度振返り
元年度事業計画打合せ

地区のケアマネジャー勉強会
多職種連携会「そうだったのか
会議！」～ACP～

多職種連携会「そうだったのか
会議！」～栄養について～

地区のケアマネジャー勉強会
区民向けミニ講座

「知ってほしい!安心してほし
い!」在宅医療と病院の役割

地区のケアマネジャー勉強会
多職種連携会「そうだったのか
会議！」

地区のケアマネジャー勉強会
多職種連携会「そうだったの
か会議！」

祖師谷 ３０年度振返り（課題整理）
元年度事業計画打合せ

　　　　　　医療講座
「こんな時、歯医者さんに相談し
てみては？」

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会について（意見交換）

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会

多職種事例検討会
医療ケースカンファレンス

（仮）疾患勉強会
医療講座

整形外科疾患
祖師谷地区の医師とケアマネ
ジャーとの交流会

区民向けミニ講座
在宅医療

成城 元年度事業計画打合せ
眼の疾患について勉強会・ケア
マネカフェ

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会について（意見交換）

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会

事例検討会 区民向け講座打合せ 区民向けミニ講座 事例検討会 勉強会・ケアマネカフェ 今年度振返り

船橋 元年度事業計画打合せ
事例検討/船橋地区ケアマネ
ジャー交流会と合同

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会について（意見交換）

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会

事例検討/船橋地区ケアマネ
ジャー交流会と合同

(仮)「介護職向け医療講座」打
合せ

(仮)「介護職向け医療講座」 区民向け講座打合せ 区民向けミニ講座
船橋地区の大規模団地等
の問題点や医療に関する検
討

喜多見 元年度事業計画と主任ケア
マネジャー顔合せ

地域ケア会議「地域住民が不安
に思っている認知症高齢者の支
援について」

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会（打合せ）

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会

11月「多職種連携」の打合せと
準備

地域ケア会議
多職種連携・医療との事例検
討会

事例検討会
「精神障害」

11･12月の反省会、
3月打合せ

　　　区民向けミニ講座
「在宅療養に関する普及啓
発」

砧 元年度事業計画打合せ
地域ケア会議　個別のケース検
討「障害がある方のひとり暮らし
を継続するための支援」

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会について（意見交換）

【砧地域合同】医療と福祉の連
携懇談会

地域ケア会議個別のケース検
討「地域活動の中心人物がその
役割を担えなくなった時」

事例検討会 在宅医療ミニ講座打合せ 事例検討会
区民向けミニ講座

在宅医療
ケアマネジャー向け研修

上北沢 ３０年度振返り（課題整理）
元年度事業計画打合せ

透析患者の終末期の考え方 元年度事業計画打合せ
脱水症状予防の対策
～在宅点滴を含む～

介護職向け医療講座
「東日本大震災に学ぶべき事」

高齢者ドライバーを考える
人生の最終段階を
どうサポートするか

在宅療養相談に関する事例から 区民向けミニ講座打合せ
　　　　区民向けミニ講座
「人生の最終段階をどうサ
ポートするか」

上祖師谷 年間計画作成 ACPを学ぶ（医療講座）
癌の緩和ケアについて

（医療講座）
区民講座打合せ（ACP）

区民向けミニ講座
(ACP)

神経難病について①
（総論・意見交換会）

神経難病について②
（各論・意見交換会）

神経難病の事例検討① 神経難病の事例検討②
総括・地区連携医との打合
せ

烏山
区民向けミニ講座「住み慣
れたまちで自分らしい暮ら
しを」

年間計画打合せ 医療講座「グリーフケア」
ガイドマップ作り（地区の訪問看
護ステーションとクリニックの情
報集約）

多職種検討「自立支援・介護予
防に向けた個別会議」

介護職向け医療講座「認知症
高齢者をケアする家族の支
援」

ネットワークづくり「精神障が
いの理解とケアピアサポート
について」

多職種検討会
「ALSの困難事例」

打合せ
医療職と介護職のネット
ワーク作り「薬の知識につい
て」

地区における多職種連携の取組み
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）


