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webでの
お申込は

利用者と家族の地域生活を支えるために
精神科訪問看護テキスト 8176

● 定価2,750円（本体2,500円＋税10%）　
● B5判・288頁予定

● 監　　修 ＝ 一般社団法人全国訪問看護事業協会
● 編集代表 ＝ 萱間真美
● 編集協力 ＝ 一般社団法人日本精神科看護協会
　　　　　 　  公益財団法人日本訪問看護財団

関係団体による合同制作！
令和2年診療報酬改定に対応！
（GAF尺度による症状評価）
令和2年診療報酬改定に対応！
（GAF尺度による症状評価）

算定要件研修
に対応！

算定要件研修
に対応！

2020年8月発行予定

精神科訪問看護に関わる看護師が知っておくべき基本的な考え方や業務に必要
な知識・援助技術をまとめた一冊。精神科訪問看護基本療養費を算定するために
受講が必要な研修での使用に加え、GAF評価等最新知識のアップデートにも最適。

第１章　精神科訪問看護の背景と基本的な考え方
第２章　信頼関係の構築
第３章　病状のアセスメントと医療継続支援
　　　　　（危機介入含む）
第４章　精神科薬物療法の援助

第５章　日常生活と身体症状の援助
第６章　精神疾患をもつ人と家族
第７章　多職種との連携
第８章　事例検討の方法
第９章　精神科医療と福祉に関する制度

主要目次

精神科訪問看護に携わるなら、まずはこの一冊から！

令和2年4月の診療報酬改定に対応!令和2年4月の診療報酬改定に対応!

訪問看護 8193

2020年9月発行予定

● 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・600頁予定　
● 定価3,740円（本体3,400円＋税10%）

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（約500項目）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!

実務相談Q&A
主要目次

訪問看護制度の概要
訪問看護業務の概要
令和2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
主な算定要件早見表　など

第1部

関係法令・通知、資料第3部

訪問看護実務相談Q&A
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

第2部

年版

令和
２



5279

編集：一般社団法人全国訪問看護事業協会　
B5判／100頁　定価880円（本体800円＋税10%） 
上記テキストの指導者向け版。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。

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

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9,900円
（本体9,000円＋税10%） 

上記テキストに収載されている実施手順と手技を、留意点と併せて視覚的にわ
かりやすく学ぶことができる。

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

映像化指導者向け

※本申込書は書店では使用できません。※送料実費。5,500円（税込）以上ご購入の場合、送料サービス。代金引換の場合、別途代引手数料がかかります。　
※お届けまでの日数は、1週間～10日程度かかります
※今後発行されるものは、他の書籍とあわせて発行後に一括発送させていただきます。

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）

5250

第Ⅰ部　総論
第Ⅱ部　高齢者および障害児・者の喀痰吸引
第Ⅲ部　高齢者および障害児・者の経管栄養
第Ⅳ部　介護職員等による喀痰吸引等の研修評価票

主要
目次

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2,200円（本体2,000円＋税10%）

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。

喀痰吸引・経管栄養研修テキスト
介護職員等による改訂

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

★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　取締役総務部長　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

　　　　　年　　　月　　　日 ④309-058

□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
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⇒

お
支
払
い
方
法

お届け先
ご住所

お名前
（ご担当者）

希望時間

代引手数料  300円（税込）
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

郵便振替
銀行振込
コンビニエンスストア

※曜日・時間帯のご指定はできません。
※請求書は原則、商品と同送いたします。
公費でお支払いの方は「宛名・日付」空欄で発行いたします。
記載内容にご指定があった場合、別送となる場合があります。
公費→約１か月以内、私費→約２週間以内にお支払下さい。

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

□ 会員　 ↓会員番号

（　   　　　　　　　 ）

□ 非会員

3,366 円 （本体3,060円＋税10%） 部訪問看護実務相談Ｑ＆Ａ
令和2年版 定価 3,740 円 （本体3,400円＋税10%） 部

8193
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 2,200 円 （本体2,000円 ＋ 税10%） 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　 880 円 （本体　800円 ＋ 税10%） 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 9,900 円 （本体9,000円 ＋ 税10%） 部5278

書　名 会員別（いずれかに  　）

□ 会員　 ↓会員番号

（　   　　　　　　　 ）

□ 非会員

価格（税込）コード 申込部数

2,475 円 （本体2,250円＋税10%） 部精神科訪問看護テキスト
定価 2,750 円 （本体2,500円＋税10%） 部

8176
特別
価格新刊

新刊


