（第２号議案）

品川区介護支援専門員連絡協議会
令和 3 年度 事業報告
１．役員幹事定例会議の開催
協議会の事務執行及び地区会・部会活動、研修会、総会についての
話し合いを毎月１回 １９：００よりリモートにて実施した。
実施日：第１回
令和３年 ４月１５日 （出席者２２名）
第２回
令和３年 ５月２０日 （出席者２２名）
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第１０回
第１１回
第１２回

令和３年
令和３年
令和３年
令和３年
令和３年
令和３年
令和３年
令和４年
令和４年
令和４年

６月１７日 （出席者２２名）
７月１５日 （出席者２１名）
８月１９日 （出席者２３名）
９月１６日 （出席者１９名）
１０月２１日（出席者１９名）
１１月１８日（出席者２１名）
１２月１６日（出席者１９名）
１月２０日 （出席者１８名）
２月２４日 （出席者２１名）
３月１７日 （出席者２４名）

２．地区会の開催
＜品川地区＞
●日時：１０月２２日（金） １６時００分 ～ １６時４５分
場所：リモート開催
出席者：１８名
①自己紹介
②災害ハザードマップを使用し品川地区の災害予測状況等の確認と
情報共有
③避難個別支援計画書の様式確認、作成してみての感想
④品川地区の現状と課題、災害時避難等に関する疑問点や検討事項

＜大崎地区＞
●日時：６月２４日（木） １６：００ ～ １７：００
１１名
６月２８日（月） １６：００ ～ １７：００
７名
場所：リモート開催
①コロナ禍でのケアマネジメント
②退院連携について
●日時：令和４年１月２５日（火） １７：００ ～ １８：００
場所：リモート開催
出席者：１０名
①災害時の支援について：大崎エリアの課題共有（土砂災害ハザ－ド
マップ・目黒川浸水避難対象区域）
②最近の業務状況・共有したい内容
③研修について・その他
＜八潮・大井地区＞
●日時：７月２９日（木） １４：００ ～ １５：３０
場所：リモート開催
出席者：９名
①コロナ禍のケアマネジメントと要望
②身寄りがいない人が逝去した場合のサービス利用料金の支払いに
ついて
③法改正後のがん末期、終末期におけるサービス利用開始前の逝去に
ついて
④ケアプラン記載様式変更について
＜荏原東地区＞
●日時：８月３１日（火）
場所：リモート開催
出席者：１６名
①自己紹介

１７：３０

～

１８：３０

②ケアマネとして防災計画作成に関する疑問点や討議
③荏原東地区でハザードマップと地図の確認と情報共有
④まとめ

＜荏原西地区＞
●日時：７月１９日（月）１９：００ ～ ２０：３０
場所：リモート開催
出席者：１１名
①災害時における防災・支援対策を取り巻く現状について
②質疑応答
３．部会の開催
＜医療介護連携部会＞
●日時：７月１５日（木）１９：００

～

２０：１０

場所：リモート開催
出席者：２７名
①区南部地域リハビリテーション支援センターのリハビリ専門職と
ケアマネジャーとの意見交換。（令和３年度 第４回 役員幹事定
例会議のなかで実施）
●日時：令和４月２月１５日（火）１８：３０ ～ ２０：００
場所：リモート開催
出席者：４７名
①病院の機能分化を知り、ＭＳＷと上手にコミュニケーションを取る
②講師：平林

朋子（介護老人保健施設 ソピア御殿山相談員
旧東芝病院 医療ソーシャルワーカー）

＜主任ケアマネ部会＞
●日時：６月２８日（月）１８：３０ ～ ２０：４５
場所：品川介護福祉専門学校 ５階 特別講義室
出席者：１３名
①疾患別 標準化研修 自主勉強会（心疾患Ⅰ期、心疾患Ⅱ期）
●日時：９月２８日（火）１８：３０ ～ ２０：４５
場所：品川介護福祉専門学校 ５階 特別講義室
出席者：２０名
①令和３年度 介護保険最新情報 Ｖｏｌ957.958.959 について
自主勉強会（各項目について各自で読み込みを実施後、意見交換）

＜障害ケアマネジメント部会＞
●日時：令和４年１月２１日（金）１８：３０ ～ ２０：３０
場所：リモート開催
出席者：２６名
① 部会メンバー 一言コーナー
② ケアマネと障害相談の連携の一例
③ 介護保険移行に際しての連携 「介護保険移行、動いています
④ 「介護支援専門員から相談支援専門員を担い・・・」
＜予防ケアマネジメント部会＞
●令和３年度活動実績なし

＜ケアマネジメント部会＞
●令和３年度活動実績なし
＜施設ケアマネジメント部会＞
●令和３年度活動実績はないが、活動再開に向けて部会員に
アンケートを実施。
●アンケート内容
・第６波に向けての対策について
・部会の開催方法について
→現在、アンケート結果を集約中。

４．ケアマネジメントの標準化研修
１回目 疾患別ケア 脳血管疾患
日時：令和３年１１月１２日（金）１８：３０～２１：００
場所：リモート研修
講師：一般社団法人 長寿社会開発センター
常任理事 遠藤征也氏
国際医療福祉大学大学院
石山麗子氏
参加人数：４９名

教授（前

厚生労働省

介護支援専門官）

２回目 疾患別ケア 脳血管疾患 実践報告会
日時：令和３年２月１６日（水）１８：３０～２１：００
場所：リモート研修
講師：一般社団法人 長寿社会開発センター
常任理事 遠藤征也 氏
国際医療福祉大学大学院 教授（前 厚生労働省 介護支援専門官）
石山麗子 氏
参加人数：２１名
３回目

疾患別ケア

脳血管疾患

実践報告会

日時：令和３年２月２１日（月）１８：３０～２１：００
場所：リモート研修
講師：一般社団法人 長寿社会開発センター
常任理事 遠藤征也 氏
国際医療福祉大学大学院 教授（前 厚生労働省 介護支援専門官）
石山麗子 氏
参加人数：２５名

５．
「支援の質の向上」につながる記録

「生活支援記録法」ケアマネ現場編

日時：令和３年５月１０日（月）１４：００～１７：２０
場所：リモート研修
講師：合同会社 鐵社会福祉事務所 代表社員
居宅介護支援事業所 てつ福祉相談室
主任介護支援専門員／社会福祉士
鐵 宏之 氏
参加人数：１１０名
（会員…７８名 非会員…９名 区（リモート視聴）…２名 ＰＶ…２１名）
６．生活支援記録法（Ｆ－ＳＯＡＩＰ）

初心者向け編研修

日時：１回目 令和３年６月１５日（火）１２：４５～１７：００
２回目 令和３年６月１６日（水）１２：４５～１７：００
３回目 令和３年７月１３日（水）１２：４５～１７：００
４回目 令和３年７月１４日（水）１２：４５～１７：００
場所：リモート研修
講師：合同会社 鐵社会福祉事務所 代表社員

居宅介護支援事業所 てつ福祉相談室
主任介護支援専門員／社会福祉士
鐵 宏之 氏
参加人数：１回目 １８名（内 会員１２名
２回目 １７名（内 会員１４名
３回目 ２１名（内 会員１７名
４回目 ２３名（内 会員１５名

非会員６名
非会員３名
非会員４名
非会員８名

）
）
）
）

７．生活支援記録法（Ｆ－ＳＯＡＩＰ）居宅介護支援経過記録編研修
日時：１回目 令和３年１１月２４日（水） １３：３０～１７：３０
２回目 令和３年１１月２５日（木） １３：００～１７：００
場所：リモート研修
講師：合同会社 鐵社会福祉事務所 代表社員
居宅介護支援事業所 てつ福祉相談室
主任介護支援専門員／社会福祉士
鐵 宏之 氏
参加人数：１回目 １９名（内 会員１８名
非会員１名 ）
２回目 ２３名（内 会員１９名
非会員４名 ）
８．生活支援記録法（Ｆ－ＳＯＡＩＰ）地域包括総合相談記録編研修
日時：１回目 令和３年１２月１０日（金） １３：３０～１７：３０
２回目 令和３年１２月１１日（土） １３：００～１７：００
場所：リモート研修
講師：合同会社 鐵社会福祉事務所 代表社員
居宅介護支援事業所 てつ福祉相談室
主任介護支援専門員／社会福祉士
鐵 宏之 氏
参加人数：１回目 ２１名（内 会員２０名
非会員１名 ）
２回目 １９名（内 会員１７名
非会員２名 ）
９．生活支援記録法（Ｆ－ＳＯＡＩＰ）管理者（指導者）向け研修
日時：１回目 令和４年３月１０日（木） １４：００～１６：５０
２回目 令和４年３月１１日（金） １４：００～１７：００
場所：リモート研修
講師：合同会社 鐵社会福祉事務所 代表社員
居宅介護支援事業所 てつ福祉相談室

主任介護支援専門員／社会福祉士
鐵 宏之 氏
参加人数：１回目 １９名（内 会員 １９名
２回目 １９名（内 会員 １９名

）
）

１０．令和３年度認知症講演会について
「ケアマネジメントから探る認知症ケアの可能性」
～科学的なケアと生活支援の手法～
日時：令和３年９月２１日（火）１４：００～１６：００
場所：平塚橋ゆうゆうプラザ（収録場所）
登壇者：司会 高桑係長（品川区役所高齢者福祉課支援調整係）
講師 石山先生（国際医療福祉大学 大学院教授）
品川区介護支援専門連絡協議会
鈴木会長・藤井副会長・齊藤主任ケアマネジメント部会幹事
公開方法：オンデマンド配信（区公式 YouTube 配信）
１１．品川区令和３年度委託事業
「ＩｏＴを活用した在宅高齢者支援ケアマネジメント調査事業」
①デジタル・ケアマネジメント（ケアマネジメント質の向上）実証事業
共同：パナソニック、品川区介護支援専門員連絡協議会、国際医療福祉
大学大学院
日時：令和３年７月～令和４年３月
協力利用者数： １３名
②品川区高齢者ＩｏＴ事業「ケアマネジメント向上研究会」
日時：令和４年３月２３日（水）１８：３０～２０：３０
場所：リモート会議
参加者：パナソニック、令和３年度（令和２年度含む）実証事業参加ケ
アマネジャーおよび同事業所所属ケアマネジャー、ケアマネ
ット役員、品川区高齢者福祉課、宮崎県都城市（ゲスト）、国
際医療福祉大学大学院
計 ３０名
１２．次年度の課題
・研修の体系づくり
・部会組織の見直し
・外部組織への参加
以上

