連動セミナー
も開催決定！

<専門領域に優れた通訳者現地合流>

※写真はイメージです。

医療、介護、行政などが連携した地域包括ケアシステムをテーマに、スウェーデンの地方都市を巡り、各自治体で
行われている様々な医療サービスや介護施策の内容や現状について、現場で深く学んでいただきます。ターミナル
ケアから人生最期の時までの関わり方や、遺族に対する手厚いサポートなどスウェーデン独自の画期的な福祉施策
や制度を実際に目の当たりにしていただき、日本の「高齢者福祉」にとって何が必要なのか、この研修を通して、ぜひ
お考えいただけましたら誠に幸いです。幅広い関連職の方々より、沢山のご参加を心よりお待ち申し上げます。

訪問都市：
研修期間：
同行解説：
募集人員：
旅行代金：
募集開始：

リンシェーピング、ヘリダ(スウェーデン)／コペンハーゲン(デンマーク)
2017 年 11 月 26 日(日)～12 月 03(日)
西嶋公子先生 (医療法人社団公朋会 西嶋医院)
18 名予定 (最少催行人員 16 名予定)
1 名様 435,000 円 ※空港使用料および空港税、燃油料などが別途必要です。
2017 年 7 月下旬予定 (募集締切 9 月下旬予定)

西嶋公子先生よりお誘いの言葉
平成元年、ボランティアグループを結成して以来 28 年、地域医療に携わりながら住民参加の街
創りを行ってきた結果、現在フォーマル／インフォーマルなサービスを組み合わせて提供出来る
街に育ちました。地域包括ケアは市町村単位の一定財源でどこまで経済的で満足度の高いケアを
提供できるかが課題です。スウェーデンの福祉はコミューン単位で行われており、そのシステム
や問題点を学ぶことで、今後日本でどのように取り組むかが見えてくると思います。私の経験も
お伝えしながら、ご一緒に学びたいと考えております。
2014 年に東京初、女性 2 人目
の日本医師会赤ひげ大賞受賞！

西嶋公子先生のプロフィール

富山県生まれ。東京医科歯科大学医学部卒業後、国立小児病院、国立療養所
神奈川病院を経て、昭和 54 年に西嶋医院を開設。以後、地域のかかりつけ医
として長年在宅医療に精力的に取り組む。
「住民の、住民による、住民のため
の在宅ケア」を掲げ、住民グループと協働しながら市有地に 600 坪の高齢者
センター建設を働きかけるなど先駆者として地域医療に多大な功績を残す。
また外来診療や往診だけでなく、院内カンファレンスや住民とのふれあいを
大切に積極的な活動を続けている。

研修企画：株式会社リバティ・インターナショナル

研修とセミナーの
連動割引予定！

(東京都知事登録旅行業第 3-3466 号 日本旅行業協会正会員)

第164回国治研セミナー「地域包括ケアセミナー」8/27(日)
受付 9:30～ 会場 東京ビッグサイト
西嶋公子先生
西下彰俊先生
二ノ坂保喜先生
髙瀬義昌先生

<10:00～16:30予定>

開催！

701, 702会議室 (〒135-0063 東京都江東区有3-11-1 http://www.bigsight.jp/)

「地域包括ケアシステム ～ひとりぼっちで死なせない街づくり～」
「スウェーデン高齢者介護に関するコミューン間格差を情報公開する10年間の取り組み」
「いのちをうけとめる町づくり ～在宅ホスピスの現場から～」
「ともに生きるまちづくり ～在宅認知症ケアの実践～」 他ディスカッション、質疑応答
※最新情報については、随時弊所 HP などで更新いたします！コチラまで ⇒

プログラム送付希望の方は裏面の申込欄に必要事項を明記の上、弊所までご送信ください！
詳細内容が決定し、プログラムの完成後にご記入いただきました住所宛てに送付いたします。

お問い合わせ 研修パンフレットやセミナープログラムなど各種送付希望をお待ちしております！

リバティ・インターナショナル
Tel: 03-6386-3865

(一般社団法人 国際教育) ツアーコード: 17-009 担当: 縄手／金子

Fax: 03-6386-3870

Email: info@iiet.co.jp

Web: http://www.iiet.co.jp

スウェーデン地域包括ケアシステム視察研修 2017 日程予定
日数

都市

時間

内容

11 月 26 日(日)

東京(成田)

09:30

成田空港第 1 ターミナル指定場所にて参加者集合、航空会社カウンターで
搭乗手続後、出発前ミーティング(約 1 時間予定)
成田空港出発、一路コペンハーゲン(デンマーク)へ
コペンハーゲン空港到着、入国審査や税関検査後にフライト乗継
コペンハーゲン空港出発、一路ストックホルム(スウェーデン)へ
ストックホルム空港到着、専用車でリンシェーピングへ移動
ホテルにチェックイン
<リンシェーピング泊>
各自自由行動
［リンシェーピングにおける地域包括ケアシステム］
(コミューン独自のケア内容、福祉政策の実績と現状、サービスメニューと
料金設定、民間会社委託の実例、介護職員の就業規定、ボランティア業務、
ソーシャルワーカーの判断基準と評価方法など)
<リンシェーピング泊>
［リンシェーピングの病院施設で行われるターミナルケア］
(ケアサービスの内容、緩和ケアユニットの実際、専門職毎の役割、在宅
緩和ケアの実情、ターミナルケアから遺族サポートまで)
［リンシェーピングの介護ホームケア概要、職員業務と運営体制］
(介護サービスの詳細、認知症患者へのサポート内容、家族問題への対応、
職員やボランティアの活動ルーティンと育成方法など)
<リンシェーピング泊>
ホテルをチェックアウトして専用車でヘリダへ移動
［ヘリダにおける地域包括ケアシステムと行政サポ―ト］
(コミューン独自の活動内容、福祉サービスの課題と展望、地域内の看取り
と在宅支援、多職種協働サポート、行政トータルプランなど)
専用車でヨーテボリのホテルに移動してチェックイン
<ヨーテボリ泊>
［ヘリダにおける介護施設概要、職員業務と運営体制］
(介護サービスの実際、介護職員とボランティアそれぞれの職務と業務範囲、
市役所との業務連携と役割分担、運営マネジメントなど)
［コミューンとランスティングの関係、利用者への情報開示］
(コミューンとランスティングの相関性、役割とコラボレーション、格付け
ランキングや満足度調査への対応方法と活用内容など)
<ヨーテボリ泊>
ホテルをチェックアウトして専用車でヨーテボリ空港へ移動、搭乗手続
ヨーテボリ空港出発、一路コペンハーゲン(デンマーク)へ
コペンハーゲン空港到着、専用車でコペンハーゲン市内を観光
ホテルに移動してチェックイン、各自自由行動
<コペンハーゲン泊>
ホテルをチェックアウトして、各自自由行動
専用車でコペンハーゲン空港に移動して搭乗手続および出国手続
コペンハーゲン空港出発、直行便で一路成田へ
<機内泊>
成田空港帰着、一旦ロビーで集合後に解散

コペンハーゲン

1

ストックホルム
リンシェーピング

12:30
16:05
18:10
19:20
夜

11 月 27 日(月)

リンシェーピング

午前
午後

11 月 28 日(火)

リンシェーピング

午前

2

午後

3

11 月 29 日(水)

リンシェーピング
ヘリダ

朝
午後

ヨーテボリ

夕方

ヘリダ

午前

4

11 月 30 日(木)

午後

5

ヨーテボリ
12 月 01 日(金)

ヨーテボリ
コペンハーゲン

6

朝
09:40
10:25
15:00

12 月 02 日(土)

コペンハーゲン

午前
13:00
15:45

12 月 03 日(日)

東京(成田)

10:40

7

8

2017/07/21

月日(曜日)

航空会社:
スカンジナビア航空(エコノミークラス)
宿泊ホテル: Scandic Frimurarehotellet 同等(リンシェーピング)、Clarion Hotel 同等(ヨーテボリ)、Scandic Copenhagen 同等(コペンハーゲン)
食事条件： 朝食 6 回 ※その他の食事は各自別途負担となります。
現地移動： 空港～ホテル間、ホテル(視察先)～視察先間、リンシェーピング～ヘリダ都市間は専用車で移動いたします。
◇◇◇現地事情により上記スケジュールおよび視察先、内容は急遽変更される場合がございます◇◇◇

お問い合わせ パンフレットおよびプログラムご希望は下記必要事項を明記の上、
弊所まで Fax または郵送でご送付ください！
リバティ・インターナショナル 国際教育(〒100-6510 千代田区丸の内1-5-1 新丸ビル9F EGG JAPAN メディカルオデッセィ内)

Tel: 03-6386-3865

Fax: 03-6386-3870

Email: info@iiet.co.jp

Web: http://www.iiet.co.jp

-－-－-－-－-－－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－- キリトリ -－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－-－--－-－-

ご希望の方に○を⇒スウェーデン地域包括ケアシステム研修 2017 パンフレット ／ 第 164 回国治研 地域包括ケアセミナープログラム
フリガナ
男
・
女

名前

所属先名称と職業

フリガナ
<送付先> 自宅・勤務先

住所

〒

Tel 番号

(

)

-

Fax 番号

Ｅmail アドレス
こちらの研修およびセミナーをお知りになったのは？
□紹介(
様より)
□DM
□専門誌

(

)

-

＠
□HP

□講演会／学会

□リピーター

□その他(

)

