
 

 
 

 

 この度、訪問看護推進連携会議（日本看護協会・全国訪問看護事業協会・日本訪問看護振興財団）で

は、標記のフォーラムを開催いたします。 

午前の部は、「平成 21 年度介護報酬改定説明会」、および訪問看護推進連携会議が提案する「訪問

看護 10 ヵ年戦略」発表会です。午後の部では、平成 20 年度厚生労働省老人保健事業健康増進等事業

の中間報告会を実施し、在宅ケア・看護の最新の研究成果についてご報告をいただきます。 

在宅ケア・看護のより一層の拡充推進を目指し、政策や研究の最前線の状況について、皆様と広く情

報共有できる機会になればと願っております。 

関係者の皆様の多数のご参加をお願い申し上げます。 

 

日 時 平成 21 年 3 月 20 日（金・祝）10：00～17：30 

場 所 銀座フェニックスプラザ 2F フェニックスホール（次ページ案内図参照） 

東京都中央区銀座 3－9－11 TEL 03-3543-8118 

主 催 訪問看護推進連携会議 （日本看護協会・全国訪問看護事業協会・日本訪問看護振興財団） 

参 加 者 訪問看護・介護保険施設・病院等の関係者、研究者、報道関係者等 

＊定員 300 名（申込先着順とさせていただきます） 

参 加 費  (1)午前の部 1,000 円（介護報酬改定説明会 資料代として） 

＊当日会場にて申し受けます 

(2)午後の部 無料 

申 込 方 法 裏面申込用紙をご利用いただくか、日本看護協会・全国訪問看護事業協会・日本訪問看護

振興財団のﾎｰﾑﾍﾟー ｼﾞより申込用紙を印刷してＦＡＸ送信、またはﾒｰﾙにてお申込みください。 

＊申込の受信をもって参加登録といたします 

問合せ・申込先 日本看護協会 政策企画部 

         TEL：03-5778-8804   FAX：03-5778-8478    MAIL：kaigo@nurse.or.jp 

 

【プログラム】 （詳細は日本看護協会・全国訪問看護事業協会・日本訪問看護振興財団のホームページ参照） 

午 前 の 部  （１０：００～１２：１５） 

９：３０ 開場 

１０：００～１０：０５ 開会の挨拶 

１０：０５～１１：３５ 平成２１年度介護報酬改定説明会 

 講師 厚生労働省老健局 老人保健課長 鈴木康裕氏 

１１：３５～１２：１５ 訪問看護１０ヵ年戦略 発表会  

 日本看護協会 全国訪問看護事業協会 日本訪問看護振興財団 共同提案 

１２：１５～１３：３０ 昼食休憩 

午 後 の 部  （１３：３０～１７：３０） 

１３：３０～１７：２０ 平成 20 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業 中間報告会 

１７：２０～１７：３０ 閉会の挨拶 

２００９ 在宅ケアの 最 前 線 
－明日の在宅ケアを考えよう！－ 

開 催 の お 知 ら せ 



●会場案内図● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●申込方法● 

＊下記の参加申込 FAX 用紙またはメールにてお申し込みください。 

お申し込みの受信をもって参加登録といたします。定員を超過してお申し込みを受付できない場合

のみ、ご連絡を差し上げます。  

【3月6日付】定員に達しましたので、「終日参加」「午前の部のみ参加」については締め切らせていただ

きます。「午後の部のみ参加」はまだ若干の余裕がございます。 

 

＊メールでの申込先： kaigo@nurse.or.jp 
メールでお申し込みの場合は、①件名「2009 在宅ケアの最前線参加申し込み」、②氏名（フリガナ）、

③住所・電話番号、④所属・職種・職位、⑤参加希望（１．終日、2．午前の部のみ、3．午後の部のみ）

を明記してください。 

                                               

2009 在宅ケアの最前線  参加申込 FAX 用紙 

送付先： 日本看護協会 政策企画部    FAX 03-5778-8478 
フリガナ  

所属  

氏名  
職種・職位  

住所 

〒 参加希望 

（いずれかに○） 

１． 終日 （締切） 

２． 午前の部のみ（締切） 

３． 午後の部のみ 
TEL （      ）        － 

FAX （      ）        － 

お申し込みに際してお寄せ頂いた個人情報は、フォーラムの実施運営に関わる業務のみに限定して利用いたします。 

契約に基づく委託先を除いて、第三者へ提供することはありません。 

〒104-8139  

東京都中央区銀座 3-9-11 

銀座フェニックスプラザ ２F  

TEL 03-3543-8118 

■ 東京メトロ銀座線、丸ノ内線、日比谷線 

「銀座駅」（A12 出口）より 徒歩 2 分 

■ 東京メトロ日比谷線 

「東銀座駅」（A2 出口）より 徒歩 2 分 

■ 都営地下鉄浅草線 

「東銀座駅」（A7-A8 出口） より 徒歩 1 分 

■ ＪＲ山手線 

「有楽町駅」（中央口）より 徒歩 7 分 



２００９在宅ケア最前線－明日の在宅ケアを考えよう！－ 

【プログラム（予定）】 

 

 

◆ 午前の部（１０：００～１２：１５） ◆ 

 

９：３０        開場  

 

１０：００～１０：０５ 【5 分】   開会の挨拶                        

 

１０：０５～１１：３５ 【90 分】  平成２１年度介護報酬改定説明会 

講師 厚生労働省老健局 老人保健課長  

鈴木 康裕氏 

 

１１：３５～１２：１５ 【40 分】  訪問看護１０ヵ年戦略発表会 

日本看護協会 日本訪問看護振興財団 全国訪問看護事業協会 共同提案 

 

 

＊＊ 昼食休憩 １２：１５～１３：３０ 【75 分】 ＊＊ 

 

 

◆ 午後の部（１３：３０～１７：３０） ◆ 

 

１３：３０～１７：２０   平成２０年度厚生労働省老健局老人保健健康増進等事業 中間報告会 

 

１．１３：３０～１３：５０ 【20 分】 

「訪問看護・介護需給計画策定に関する調査研究」 

（（財）医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構） 

   発表者 （財）医療経済研究・社会保険福祉協会 医療経済研究機構 研究部副部長 

新野由子 

２．１３：５０～１４：１０ 【20 分】 

「訪問看護需給計画策定に関する調査研究事業」 

（東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻地域看護学分野） 

発表者 東京大学大学院医学系研究科 健康科学・看護学専攻地域看護学分野 助教 

田口敦子  

３．１４：１０～１４：３０ 【20 分】 

「訪問看護事業所数の減少要因の分析及び対応策のあり方に関する調査研究事業」 

（日本看護協会） 

 発表者 （社）日本看護協会 政策企画部 

青島耕平 

 

＊＊ 休憩 １４：３０～１４：４５ 【15 分】 ＊＊ 

 

４－１．１４：４５～１５：００ 【15 分】 

「訪問看護事業所の機能集約及び基盤強化促進に関する調査研究事業」 ①  

（聖隷クリストファー大学） 

発表者 聖隷クリストファー大学大学院 保健科学研究科／看護学研究科 教授 
川村佐和子 

４－２．１５：０0～１５：１５ 【15 分】 
「訪問看護事業所の機能集約及び基盤強化促進に関する調査研究事業」 ② 

（全国訪問看護事業協会） 

発表者  聖路加看護大学看護実践開発研究センター センター長・教授 
山田雅子 



５．１５：1５～１５：３５ 【20 分】 
「訪問看護業務記録の IT 化促進事業」 

（全国訪問看護事業協会） 

発表者  東京大学大学院情報学環・学際情報学府  准教授  

山本隆一 

６．１５：3５～１５：５５ 【20 分】 

「在宅医療、在宅療養推進のための医療材料、衛生材料供給のあり方に関する調査研究事業」 

（日本薬剤師会） 

発表者 名城大学薬学部 臨床経済研究室 教授 
坂巻弘之 

 

＊＊ 休憩 １５：５５～１６：１０ 【15 分】 ＊＊ 

 

 

７．１６：１０～１６：３０ 【20 分】 

「新卒看護師等の訪問看護ステーション受け入れ及び定着化に関する調査研究事業」 

（日本訪問看護振興財団） 
発表者 茨城県立医療大学保健医療学部看護学科 地域看護学 教授 

木下由美子 
８．１６：３０～１６：５０ 【20 分】 

「療養通所介護事業の効果的な運営体制のあり方に関する調査研究事業」 

（日本訪問看護振興財団） 

発表者  （財）日本訪問看護振興財団 事業部 
 深浦雅子 

９－１．１６：５０～１７：０５ 【15 分】 

「高齢者の生活機能再確立に向けた生活リズム調整ケアプロトコールの開発」 

（日本老年看護学会） 

発表者 千葉大学看護学研究科看護システム管理学専攻 教授 

酒井郁子 

   ９－２．１７：０５～１７：1２ 【7 分】 

「特別養護老人ホームにおける看護職のケア管理」 

(日本老年看護学会) 

 

発表者 慶応義塾大学看護医療学部 健康マネジメント研究科 教授 

 太田喜久子 

     ９－３．17:1２～17:20 【8 分】 

「特別養護老人ホームにおける医療行為のあり方について」 

(日本老年看護学会) 

発表者 東京女子医科大看護学部 老年看護学 教授 

水野敏子 

 

17：２０～１７：３０ 【10 分】  閉会の挨拶   





