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訪問看護ステーションの運営に必要な介護報酬と診療報酬について、それぞれの算定要件や
手続き等、概要やQ&Aで解説する。退院後訪問指導料等の平成28年度の診療報酬改定を受
け、Q&Aを追加するとともに、既存の内容を見直した。初任者からベテランまで必携の一冊。

2016年11月発行

編集：一般社団法人全国訪問看護事業協会　
発行：中央法規出版株式会社
B5判／642頁　
定価3,672円（本体3,400円＋税8％）

編集：一般社団法人全国訪問看護事業協会　
発行：中央法規出版株式会社
B5判／172頁（予定）　定価3,024円（本体2,800円＋税8％）

介護給付費及び訪問看護療養費の算定や訪問看護指示など、
訪問看護の実務を網羅したQ&Aの最新版!

この1冊で
訪問看護制度・運営の
全体がわかる!

この1冊で
訪問看護制度・運営の
全体がわかる!

平成28年度改定版

訪問看護
実務相談Q&A
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訪問看護制度の概要
第１部

訪問看護業務の概要
平成27年度介護報酬改定の概要
平成28年度診療報酬改定の概要
訪問看護の算定例
報酬額の変遷

関係法令・通知、資料
第３部

訪問看護実務相談Q&A
第２部

運営に関する事項
訪問看護指示に関する事項
記録に関する事項
介護保険か、医療保険か
介護保険̶介護給付費（訪問看護費）
医療保険̶訪問看護療養費
精神科訪問看護基本療養費
公費負担医療制度に関する事項　など

主要目次

看護小規模多機能型
居宅介護開設ガイドブック

医療ニーズの高い利用者を支える看護小規模多機
能型居宅介護。地域包括ケアシステムを構築する上
でのカギとされているが、十分な整備が進んでいな
い。本書は、サービス内容や効果、開設までの一連の
流れを先進事例を交えて解説。市町村担当者をはじ
め、開設を考えている介護サービス事業者必携の書。

医療ニーズの高い人を支える
地域密着型サービスのはじめ方

中央法規出版図書のご案内中央法規出版図書のご案内 2017.4

2017年4月
発行予定

第1章 看護小規模多機能型居宅介護の
概要

第2章 看護小規模多機能型居宅介護の
魅力・効果

第3章 数字から見る
看護小規模多機能型居宅介護の
現状・実際

第4章 開設の準備をはじめよう
第5章 全国の実践事例を参考にしよう
第6章 制度を理解しよう

主要目次

組見本
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編集：一般社団法人全国訪問看護事業協会　
B5判／100頁　
定価864円（本体800円＋税8％）

都道府県等が行う「喀痰吸引等研修」の指導者用のテキスト。カリキュラ
ムにそって、講義の必要性、指導上の留意点や工夫をまとめるとともに、
指導者用評価票を収載。改訂版では、半固形化栄養剤による胃ろう・腸
ろう経管栄養にかかる解説を追加した他、Q&Aも一層充実させた。

2016年1月発行

介護職員等による
喀痰吸引・経管栄養
研修テキスト 指導者用
指導上の留意点とＱ＆Ａ

改訂

※本申込書は書店では使用できません。

全国訪問看護事業協会取扱分　FAX申込書　FAX. 03-3837-8034

5250
第Ⅰ部　総論
第１章　人間と社会
第２章　保健医療制度とチーム医療
第３章　安全な療養生活
第４章　清潔保持と感染予防
第５章　健康状態の把握

第Ⅱ部　高齢者および障害児・者の喀痰吸引
第１章　高齢者および障害児・者の喀痰吸引概論
第２章　高齢者および障害児・者の喀痰吸引実施手順解説
第３章　介護職員等による喀痰吸引のケア実施の手引き

第Ⅲ部　高齢者および障害児・者の経管栄養
第１章　高齢者および障害児・者の経管栄養概論
第２章　高齢者および障害児・者の経管栄養実施手順解説
第３章　介護職員等による経管栄養のケア実施の手引き

第Ⅳ部　介護職員等による喀痰吸引等の研修評価票
１　喀痰吸引　介護職員等評価票
２　経管栄養　介護職員等評価票

主要
目次

喀痰吸引・経管栄養研修テキスト
介護職員等による

2015年9月発行編集：一般社団法人全国訪問看護事業協会
B5判／368頁　定価2,160円（本体2,000円＋税8％）

都道府県等が行う喀痰吸引・経管栄養にかかる研修用のテキスト。カリキュラ
ムに基づく基本知識の解説に加えて、実施の手順、自己評価表を収載する。改
訂版では、ヒヤリハット報告書の収載、半固形化栄養剤による胃ろう（腸ろう）
の経管栄養に関する記述を追加したほか、制度施行後の医療、介護技術の状
況をふまえて見直しを行った。

改訂

※5,400円（税込）以上ご購入の場合、送料サービス。　※お届けまでの日数は、1週間～10日程度かかります。
※未刊の書籍は、発行され次第お届けいたします。

方法業種区分 社員売上日コード

9

支払期日売上Ｎｏ 請納 場所 用紙 売上 支払
出版社使用欄

（記入不要）

平成　　　年　　　月　　　日 ④309-046

□振込

□代金引換
 ※一部、お取扱い
 　できない地域が
 　ございます。

見積書（　  通）・納品書（　  通）・請求書（　  通）

⇒ 

ど
ち
ら
か
を
お
選
び
く
だ
さ
い 

⇒

お
支
払
い
方
法

お届け先
ご住所

お名前
（ご担当者）

希望時間

代引送料  380円 ※5,400円（税込）以上ご購入の場合、サービス

必要書類

希望曜日

お支払い

電話（必須）

F A X

□ 平日  　□ 土曜  　□ 日曜  　□ 指定無

□ ご自宅　□ 勤務先（ご名称・部署名・ご担当者名をご記入ください）
〒

1　公費　　　　2　私費（個人購入）

※日程の指定はできません　
※「振込」を選んだ場合、曜日・時間の指定はできません 
※電話番号が無記入の場合、代金引換でのお届けはできません

□ 9～12時　 □ 12～14時　□ 14～16時　
□ 16～18時　□ 18～20時　□ 19～21時　□ 指定無　

ご名称

部署名

ご自宅の方は
記入不要です

ご自宅の方は
記入不要です

（銀行、郵便局、コンビニ）

※請求書は、原則商品と同送いたします。公費…約1か月以内、私費…約2週間以内にお支払下さい。
※送料実費。 5,400円（税込）以上ご購入の場合、サービス。

都道府県などが行う
喀痰吸引等研修のテキストとして

訪問介護事業所、特別養護老人ホームなどで行う
社内（施設内）研修のテキストとして

書　名 会員別（いずれかに  　） 価格（税込）コード 申込部数

□ 正会員　↓会員番号
（1－　　　　　　　 ）

□ 非正会員・非会員

3,304 円 （本体3,060円＋税8%） 部訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ
平成２8年度改定版 定価 3,672 円 （本体3,400円＋税8%） 部

5412
特別
価格

□ 正会員　↓会員番号
（1－　　　　　　　 ）

□ 非正会員・非会員

2,721 円 （本体2,520円＋税8%） 部看護小規模多機能型
居宅介護開設ガイドブック

定価 3,024 円 （本体2,800円＋税8%） 部
5491

特別
価格

改訂 介護職員等による 喀痰吸引・経管栄養 研修テキスト 定価 2,160 円 （本体2,000円 ＋ 税8%） 部5250

改訂 介護職員等による 喀痰吸引・経管栄養 研修テキスト 指導者用 定価　 864 円 （本体　800円 ＋ 税8%） 部5279

改訂 ＤＶＤで学ぶ 喀痰吸引・経管栄養の手順と留意点 価格 9,720 円 （本体9,000円 ＋ 税8%） 部5278

★お客様の個人情報のお取り扱いについて　個人情報保護管理者　第一編集部長　Tel. 03-3834-5810
●弊社はお客様の個人情報を商品の発送・納品、代金の請求、入金の確認、返金、サービス実施、弊社の商品、サービス、催し物のご案内、これらの確認のための連絡に使用します。弊社は法令に基づく場合を除いて、お客様の個
人情報を当該本人の同意を得ず第三者に提供することはありません。弊社はお客様によりよいサービスの提供のため、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、適切な管理を実施させて業務の一部を外部に
委託します。お客様が弊社に個人情報を与えることは任意ですが、お客様が弊社に個人情報を与えない場合には、弊社からの返信やサービスの提供ができない場合がありますのであらかじめご了承下さい。お客様には、ご自身の個
人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、訂正、追加、削除の要求、利用又は提供の拒否をする権利があります。必要な場合には、下記の窓口までご連絡下さい。【個人情報問合わせ窓口】中央法規出版株式会社　渉外課長

監修：上野桂子、川村佐和子
制作協力：柿崎恵美、佐野けさ美、原口道子、丸谷彩花、吉原由美子
　　　　　一般社団法人全国訪問看護事業協会　
DVD1枚組（84分）　価格9,720円（本体9,000円＋税8％）

「改訂 介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修テキスト」に収載されている
喀痰吸引、経管栄養の実施手順と手技を、留意点と併せて視覚的に学ぶことが
できる。救急蘇生法についても紹介。改訂版では、半固形化栄養剤による胃ろ
う・腸ろうの経管栄養についてを追加した。

2015年11月発売

喀痰吸引・経管栄養の
手順と留意点

ＤＶＤで学ぶ

介護職員等による喀痰吸引・経管栄養研修用教材

改訂 5278

2017年4月発行予定




