
長 寿 発 第143号

平成20年6月26日

都道府県各 高齢者福祉主管課長 様

指定都市

平成20年 度 訪問介護計画作成 セ ミナーL

時下、益々ご清栄の こととお慶 び申 し上 げます。

当セ ンターの事業 につ きましては、平素 よ り格別の ご高配 を賜 り厚 く御 礼 申し上 げます。

さて、 当センターでは昨年度、全国のサー ビス提 供責任者 を対象に 「訪問介護計画作成

セ ミナー」を新たに実施 いた したところ、多 くの受講者か ら大変 ご好評をいただきました

ことか ら、本年度 も別添開催要綱 の とお り開催 するこ とと致 しま した。

つきま しては、 ご多用の ところ誠に恐縮で ござい ますが より多 くのサー ビス提供責任者

の方々に受講 していただきた く、当セ ミナー の開催案内等にっ き、貴都道府 県 ・指定 都市

の広報誌 ・ホームペー ジ等での広報方、 ご協 力を賜 りた くお願い 申 し上げ る次第であ りま

す。

なお、重萱 内市 区町村 高齢者福祉 主管謬窒は別途、別添募集案 内等を送 付hた してお り

ますので、 ご承知お き下さい ますようお願い 申し上げます。 「

また、本セ ミナー につ きましては、当センターホームページtt〃wwwnenrlllorに

もお知 らせを掲載いた します(7月 上旬予定)と ともに、本件 に関するお問 い合 わせへの対応、

受講申 し込 み受付等の事務 はすべて 当セ ンターにおいて行いますので、受講希望者か らの

照会な どがあ りま した場合は、その 旨ご教示 いただければ幸い に存 じます。

お手数 をお掛 け致 しますが、何 卒宜 しくお願い 申し上げ ます。

記

送付書類

ユ.平 成20年 度 訪問介護計 画作成 セミナー開催要綱

2.同 カ リキュラム

3.同 申込書

で

【問い合わせ先 】

〒105-8446東 京都港 区虎 ノ門3-8-21虎 ノ門33森 ビル8F

財団法人 長寿社会 開発 センター 保健福 祉部

担 当=浅 野 ・工藤

TEL:03-5470-6755FAX:03-5470-6763



1目 的

平成20年 度 訪問介護計画作成セミナー 開催要綱

利用者の状態にあった訪問介護サー ビスを行 うためには、介護支援専門員はも

とよ り医療 ・看護従事者 との密接な連携 を構築 し、それぞれの知識 ・情報 を反

映 した訪問介護計画を作成する必要がある。

現在、訪問介護計画の様式は、事業所によって様々であるが、本研修ではよ

り情報 を共有化 しやすい訪問介護計画書の様式を用い、効果的で質の高い訪問

介護計画作成のスキルを習得することを目的とする。

2主 催 財団法人 長寿社会開発 ヒンター

3日 時 第1回:平 成20年12月5日(金>9:55～16=10

第2回=平 成21年2月6日(金)9=55～16:10

4会 場 AP浜 松町

〒105-0011東 京都 港区芝公 園2-4-1ダ ヴィンチ芝 パークB館 地下1階

TELG3-5405-6109

5受 講対象 現任 の サー ビス 提供 責任者

6受 講 定 貝 第1回 、第2回 、共 に ユ50名

7研 修内容 別紙1「 カリキュラム」参照

8参 加費用5.000円(昼 食込)※ 交通費は自己負担

9申 し込み 別紙2暖 講申込書」に必慶事項を記入の上、下記事務局まで、FAXま たは郵送

にてお申し込み下さい。

一 とします。
10受 講決定

11注 意事項

12事 務 局

受講確定後、受講決定通知等を送付 します。

応募者が定員を超えた場合は、抽選によ り受講者を決定させていただくこともあ

りますが、結果にっいては応募のあった方全てに通知 します。
i

修了証書を後 日送付します。なお、修 了証書は、遅亥吸 び早退の場創ま交付い

た しませんので、往復の交通機関の手配等は余裕を持って行って下さい。

財 団法 人 長 寿社会開発 セ ンター 保健福 祉部 〔担 当:浅 野 ・工藤)

〒105-8446東 京都 港区虎 ノ門3-8-21虎 ノ門33森 ビル8階

TEL:03-5470-6755FAX=03-5470-6763



(別紙1)

平成20年 度 訪問介護計 画作成セ ミナー カ リキュラム

第1回=平 成20年12月5日(金)

第2回:平 成21年2月6日(金)

時 聞 内 容

9:30～9:55 受 付

(25分)

9:55～1D;00 オ リエ ンテー シ ョ ン

(5分)

10:00～11:40 講 演

(100分) 『よ り良い訪問介護 の実現に向けて (仮題)』

講師:大 正大学 名誉教授 橋本 泰子 氏

U:4D侮12;40 昼 食

(60分)

12:40～13:4G 講 演

(60分) 『情報共有 と訪問介護計画』

講師=共 立女子大学 講師 田村 静子 氏

13:40～13=50 休 憩

　

(1G分)

13:50～16:10 演 習
♂

(14θ 分) 『訪問介護計画の作成』

講 師=(株)ク ロス ・ロー ド 教育研修部 部長 佐藤 寛子 氏1

※諸事情によ り、講師、カリキュラム等変更 となる場合があ りますので、予めご承知おき下 さい。


