
○ 英国ウースター大学ブルッカー教授らにより制
作された認知症ケア視聴覚教材「Stand by me」を
参考に、当NPOでは、地域包括ケアシステムを目
指したパーソン・センタード・ケア視聴覚教材の開
発に取り組んで参りました。認知症をもつ人とご家
族、支援者の、早期からエンド・オブ・ライフまでの
６つのロールプレイのDVDと、解説および討議の
ための設問を含む資料集からなり、職場や地域で
の研修に活用できるものと考えております。
○編集には、監修の水野裕先生（いまいせ心療
センター）はじめ、委員の方々にご協力いただき、
映像製作はシルバーチャンネルの方々、出演も
一部マッパーの方々にご協力いただきながら、今
年度中の完成予定です。
○映像製作には費用も要し、下記の通り100万円
を目標に募金活動中です。（8月現在、16件のご
寄附をいただいております。誠にありがとうござい
ました！！）趣旨をご理解頂き、何卒ご支援を賜り
ますよう、お願い申し上げます。
NPOパーソン・センタード・ケアを考える会代表村田康子

視聴覚教材制作のための寄附金

法人 一口 30000円
個人 一口 1000円

（募集期間 2015年 6月 1日
～2015年 11月 30日）

NPO法人パーソン・センタード・ケアを考える会
URL：http://www.pcdc.or.jp/         E-mail：office@pcdc.or.jp
TEL:080-2025-7416      FAX: 042-505-8620

映像製作：シルバーチャンネル
後 援 ：Ｊ-Ｐ-Ｄネットワーク

パーソン・センタード・ケアを考える会

氏名 所属

監修 水野　裕 社会医療法人杏嶺会いまいせ心療センター

内田達二 東京医療学院大学保健医療学部作業療法学科
鈴木みずえ 浜松医科大学看護学部地域看護学講座
中村裕子 認知症介護研究・研修大府センター研修部
村田康子 NPOパーソン・センタード・ケアを考える会
佐久間尚実 社会福祉法人沼風会在宅介護支援センター
住垣千恵子 国立長寿医療研究センターもの忘れセンター
城田裕子 メイクカンパニー合同会社
関口清貴 医療法人健英会
田邊　薫 医療法人翠会和光病院
中嶋健児 社会福祉法人こうほうえん小規模多機能居宅介護　デイハウスあがりみち

中西誠司 介護老人保健施設青い空の里
羽柴　徹 メディカルケアサービス
吉村浩美 聖隷三方原病院看護部
渡辺恵美子 豊島区訪問看護ステーション
桑野康一
小原信之

シルバーチャンネル映像制作

開発委員

実行委員

本教材の監修・委員・映像制作一覧

目標
100万円！


検討会議名簿 配布

		　　視聴覚教材開発　委員名簿　　（敬称略、ｱイウエオ順） シチョウカクキョウザイカイハツイインメイボ

				氏名 シメイ		所属 ショゾク		22日 ニチ		23日 ニチ		領域 リョウイキ

		実行委員 ジッコウイイン		内田達二 ウチダタツジ		東京医療学院大学作業療法学科 トウキョウイリョウガクインダイガクサギョウリョウホウガッカ		〇		〇

				鈴木みずえ スズキ		浜松医科大学看護各部地域看護学講座 ハママツイカダイガクカンゴカクブチイキカンゴガクコウザ		〇		〇

				中村裕子 ナカムラユウコ		認知症介護研究・研修大府センター研修部 ニンチショウカイゴケンキュウケンシュウオオブケンシュウブ		〇		〇

				村田康子 ムラタヤスコ		NPOその人を中心とした認知症ケアを考える会 ヒトチュウシンニンチショウカンガカイ		〇		〇

		開発委員 カイハツイイン		佐久間尚実 サクマナオミノル		社会福祉法人沼風会在宅介護支援センター シャカイフクシホウジンヌマカゼカイザイタクカイゴシエン		〇		〇		在宅ケアマネ・施設 ザイタクシセツ

				住垣千恵子 スカキチエコ		国立長寿医療研究センターもの忘れセンター コクリツチョウジュイリョウケンキュウワス		〇		欠 ケツ		病院外来 ビョウインガイライ

				関口清貴 セキグチキヨタカ		ゆうあいHDグループサービス月高齢者住宅はなことば前橋 ツキコウレイシャジュウタクマエハシ		〇		〇		老健・施設 ロウケンシセツ

				田邊　薫 タナベカオル		医療法人翠会和光病院 イリョウホウジンミドリカイワコウビョウイン		欠 ケツ		〇		小規模 ショウキボ

				中嶋健児 ナカシマケンジ		社会福祉法人こうほうえん小規模多機能居宅介護　デイハウスあがりみち		〇		欠 ケツ		小規模・ケアマネ ショウキボ

				中西誠司 ナカニシセイジ		介護老人保健施設青い空の里 カイゴロウジンホケンシセツアオソラサト		〇		欠 ケツ		老健・若年 ロウケンジャクネン

				羽柴　徹 ハシバトオル		メディカルケアサービス		〇		〇		在宅・ケアマネ ザイタク

				城田裕子 シロタユウコ				〇		〇		ＧＨ

				吉村浩美 ヨシムラヒロミ		聖隷三方原病院看護部 セイレイミカタハラビョウインカンゴブ		〇		〇		病院入院 ビョウインニュウイン

				渡辺恵美子 ワタナベエミコ		豊島区医師会訪問看護ステーション トシマクイシカイホウモンカンゴ		〇		〇		訪問看護 ホウモンカンゴ

								13名 メイ		11名 メイ





検討会議旅費

		　　視聴覚教材開発　委員旅費・懇親会名簿　　（敬称略、ｱイウエオ順） シチョウカクキョウザイカイハツイインリョヒコンシンカイメイボ												2014.1.21

				氏名 シメイ		所属 ショゾク		22日 ニチ		23日 ニチ		交通費 コウツウヒ		宿泊費 シュクハクヒ		旅費合計 リョヒゴウケイ		懇親会 コンシンカイ

		実行委員 ジッコウイイン		内田達二 ウチダタツジ		東京医療学院大学作業療法学科 トウキョウイリョウガクインダイガクサギョウリョウホウガッカ		〇		〇		1080				1080		〇

				鈴木みずえ スズキ		浜松医科大学看護各部地域間語学講座 ハママツイカダイガクカンゴカクブチイキカンゴガクコウザ		〇		〇		15860		8000		23860		〇

				中村裕子 ナカムラユウコ		認知症介護研究・研修大府センター研修部 ニンチショウカイゴケンキュウケンシュウオオブケンシュウブ		〇		〇		22000		8000		30000		〇

				村田康子 ムラタヤスコ		NPOその人を中心とした認知症ケアを考える会 ヒトチュウシンニンチショウカンガカイ		〇		〇		2760				2760		〇

		開発委員 カイハツイイン		佐久間尚実 サクマナオミノル		社会福祉法人沼風会在宅介護支援センター シャカイフクシホウジンヌマカゼカイザイタクカイゴシエン		〇		〇		2720				2720		〇

				城田裕子 シロタユウコ		グループホーム国府 コクフ		〇		〇		23540		8000		31540		〇

				住垣千恵子 スカキチエコ		国立長寿医療研究センターもの忘れセンター コクリツチョウジュイリョウケンキュウワス		〇		欠 ケツ		22560				22560		〇

				関口清貴 セキグチキヨタカ		ゆうあいHDグループサービス月高齢者住宅はなことば前橋 ツキコウレイシャジュウタクマエハシ		〇		〇		4020		8000		12020		〇

				田邊　薫 タナベカオル		医療法人翠会和光病院 イリョウホウジンミドリカイワコウビョウイン		欠 ケツ		〇		920				920		×

				中嶋健児 ナカシマケンジ		社会福祉法人こうほうえん小規模多機能居宅介護　デイハウスあがりみち		〇		欠 ケツ		10000				10000		〇

				中西誠司 ナカニシセイジ		介護老人保健施設青い空の里 カイゴロウジンホケンシセツアオソラサト		〇		欠 ケツ		31140				31140		△

				羽柴　徹 ハシバトオル		メディカルケアサービス		〇		〇		24200		8000		32200		〇

				吉村浩美 ヨシムラヒロミ		聖隷三方原病院看護部 セイレイミカタハラビョウインカンゴブ		〇		〇		16540		8000		24540		〇

				渡辺恵美子 ワタナベエミコ		豊島区医師会訪問看護ステーション トシマクイシカイホウモンカンゴ		〇		〇		2040				2040		〇

								13名 メイ		11名 メイ		179380		48000		227380		12名＋別注文 メイベツチュウモン





検討会議名簿

		　　視聴覚教材開発　委員名簿　　（敬称略、ｱイウエオ順） シチョウカクキョウザイカイハツイインメイボ												2014.1.21

				氏名 シメイ		所属 ショゾク		22日 ニチ		23日 ニチ		E-mail		TEL

		実行委員 ジッコウイイン		内田達二 ウチダタツジ		東京医療学院大学作業療法学科 トウキョウイリョウガクインダイガクサギョウリョウホウガッカ		〇		〇		ot-uchida@umin.ac.jp		070-6672ｰ6513

				鈴木みずえ スズキ		浜松医科大学看護各部地域間語学講座 ハママツイカダイガクカンゴカクブチイキカンゴガクコウザ		〇		〇		m~suzuki@hama-med.ac.jp		090-8189-8314

				中村裕子 ナカムラユウコ		認知症介護研究・研修大府センター研修部 ニンチショウカイゴケンキュウケンシュウオオブケンシュウブ		〇		〇		y.nakamura.o-dcrc@dcnet.gr.jp		090-9926-9405

				村田康子 ムラタヤスコ		NPOその人を中心とした認知症ケアを考える会 ヒトチュウシンニンチショウカンガカイ		〇		〇		yskmrtot1261@gmail.com		080-6531-7204

		開発委員 カイハツイイン		佐久間尚実 サクマナオミノル		社会福祉法人沼風会在宅介護支援センター シャカイフクシホウジンヌマカゼカイザイタクカイゴシエン		〇		〇		ugn01645@nifty.com		090-406905407

				城田裕子 シロタユウコ		グループホーム国府 コクフ		〇		〇		100darth@gmail.com		080-3069-1052

				住垣千恵子 スカキチエコ		国立長寿医療研究センターもの忘れセンター コクリツチョウジュイリョウケンキュウワス		〇		欠 ケツ		chibino@ncgg.go.jp		090-1729-5736

				関口清貴 セキグチキヨタカ		ゆうあいHDグループサービス月高齢者住宅はなことば前橋 ツキコウレイシャジュウタクマエハシ		〇		〇		sekiguchi-k@hanakotoba.co.jp		080-2241-1827

				田邊　薫 タナベカオル		医療法人翠会和光病院 イリョウホウジンミドリカイワコウビョウイン		欠 ケツ		〇		k.tanabe@wako-hos.jp		090-9299ｰ05966

				中嶋健児 ナカシマケンジ		社会福祉法人こうほうえん小規模多機能居宅介護　デイハウスあがりみち		〇		欠 ケツ		nakasima@kohoen.jp		090-7125-8131

				中西誠司 ナカニシセイジ		介護老人保健施設青い空の里 カイゴロウジンホケンシセツアオソラサト		〇		欠 ケツ		seijin5656@gmail.com		090-9282-7452

				羽柴　徹 ハシバトオル		メディカルケアサービス		〇		〇		100darth@gmail.com		090-8861-1318

				吉村浩美 ヨシムラヒロミ		聖隷三方原病院看護部 セイレイミカタハラビョウインカンゴブ		〇		〇		hyoshimura@sis.seirei.or.jp

				渡辺恵美子 ワタナベエミコ		豊島区医師会訪問看護ステーション トシマクイシカイホウモンカンゴ		〇		〇		konomi3@d2.dion.ne.jp		090-9670-6130

								13名 メイ		11名 メイ
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Sheet1

		視聴覚教材　委員名簿 シチョウカクキョウザイイインメイボ						（敬称略、ｱイウエオ順） ジュン		2014.1.21

				氏名 シメイ		所属 ショゾク		E-mail		TEL

		実行委員 ジッコウイイン		内田達二 ウチダタツジ		東京医療学院大学作業療法学科 トウキョウイリョウガクインダイガクサギョウリョウホウガッカ		ot-uchida@umin.ac.jp

				鈴木みずえ スズキ		浜松医科大学看護各部地域間語学講座 ハママツイカダイガクカンゴカクブチイキカンゴガクコウザ		m~suzuki@hama-med.ac.jp

				中村裕子 ナカムラユウコ		認知症介護研究・研修大府センター研修部 ニンチショウカイゴケンキュウケンシュウオオブケンシュウブ		y.nakamura.o-dcrc@dcnet.gr.jp

				村田康子 ムラタヤスコ		NPOその人を中心とした認知症ケアを考える会 ヒトチュウシンニンチショウカンガカイ		yskmrtot1261@gmail.com

		開発委員 カイハツイイン		佐久間尚実 サクマナオミノル		社会福祉法人沼風会在宅介護支援センター シャカイフクシホウジンヌマカゼカイザイタクカイゴシエン		ugn01645@nifty.com

				城田裕子 シロタユウコ		グループホーム国府 コクフ		100darth@gmail.com

				住垣千恵子 スカキチエコ		国立長寿医療研究センターもの忘れセンター コクリツチョウジュイリョウケンキュウワス		chibino@ncgg.go.jp

				関口清貴 セキグチキヨタカ		ゆうあいHDグループサービス月高齢者住宅はなことば前橋 ツキコウレイシャジュウタクマエハシ		sekiguchi-k@hanakotoba.co.jp		080-2241-1827

				田邊　薫 タナベカオル		医療法人翠会和光病院 イリョウホウジンミドリカイワコウビョウイン		k.tanabe@wako-hos.jp

				中嶋健児 ナカシマケンジ		社会福祉法人こうほうえん小規模多機能居宅介護　デイハウスあがりみち		nakasima@kohoen.jp

				中西誠司 ナカニシセイジ		介護老人保健施設青い空の里 カイゴロウジンホケンシセツアオソラサト		seijin5656@gmail.com

				羽柴　徹 ハシバトオル		メディカルケアサービス		100darth@gmail.com

				吉村浩美 ヨシムラヒロミ		聖隷三方原病院看護部 セイレイミカタハラビョウインカンゴブ		hyoshimura@sis.seirei.or.jp

				渡辺恵美子 ワタナベエミコ		豊島区医師会訪問看護ステーション トシマクイシカイホウモンカンゴ		konomi3@d2.dion.ne.jp

		アドバイザー委員 イイン		遠藤真一 エンドウシンイチ		未依頼 ミイライ

				高木はるみ タカギ		未依頼 ミイライ

				永田壽子 ナガタトシコ		未依頼 ミイライ

				松永美根子 マツナガミネコ		未依頼 ミイライ

				吉川聡史 ヨシカワサトシ		未依頼 ミイライ
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Sheet2

				氏名 シメイ		所属 ショゾク

		監修 カンシュウ		水野　裕 ミズノユタカ		社会医療法人杏嶺会いまいせ心療センター シャカイイリョウホウジンアンズミネカイシンリョウ

		実行委員 ジッコウイイン		内田達二 ウチダタツジ		東京医療学院大学保健医療学部作業療法学科 トウキョウイリョウガクインダイガクホケンイリョウガクブサギョウリョウホウガッカ

				鈴木みずえ スズキ		浜松医科大学看護学部地域看護学講座 ハママツイカダイガクカンゴガクブチイキカンゴガクコウザ

				中村裕子 ナカムラユウコ		認知症介護研究・研修大府センター研修部 ニンチショウカイゴケンキュウケンシュウオオブケンシュウブ

				村田康子 ムラタヤスコ		NPOパーソン・センタード・ケアを考える会 カンガカイ

		開発委員 カイハツイイン		佐久間尚実 サクマナオミノル		社会福祉法人沼風会在宅介護支援センター シャカイフクシホウジンヌマカゼカイザイタクカイゴシエン

				住垣千恵子 スカキチエコ		国立長寿医療研究センターもの忘れセンター コクリツチョウジュイリョウケンキュウワス

				城田裕子 シロタユウコ		メイクカンパニー合同会社 ゴウドウカイシャ

				関口清貴 セキグチキヨタカ		医療法人健英会 イリョウホウジンケンエイカイ

				田邊　薫 タナベカオル		医療法人翠会和光病院 イリョウホウジンミドリカイワコウビョウイン

				中嶋健児 ナカシマケンジ		社会福祉法人こうほうえん小規模多機能居宅介護　デイハウスあがりみち

				中西誠司 ナカニシセイジ		介護老人保健施設青い空の里 カイゴロウジンホケンシセツアオソラサト

				羽柴　徹 ハシバトオル		メディカルケアサービス

				吉村浩美 ヨシムラヒロミ		聖隷三方原病院看護部 セイレイミカタハラビョウインカンゴブ

				渡辺恵美子 ワタナベエミコ		豊島区訪問看護ステーション トシマクホウモンカンゴ

		映像制作 エイゾウセイサク		桑野康一 クワノヤスシイチ		シルバーチャンネル

				小原信之 オハラノブユキ
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    ①別紙の申込用紙の必要事項にご記入の上、メールまたは FAX にて、下記の NPO 事務局まで

送付ください。 
    ②法人・個人のお名前、連絡先を明記の上、寄付金をお振込みください。 
     また、連絡事項欄に、「教材制作寄付金」とご記入ください。 
 
       
 
 
 
 
 

・御寄附いただきました法人（団体）においては、DVD および資料集巻末の協賛者一覧に、  
法人名を掲載させていただき、成果物（DVD および資料集）1 組を贈呈させていただきます。 

・個人の方のご寄付は 1 口 1000 円となっておりますが、できましたら 3 口以上でお願いできま

すと幸いです。また、10 口以上ご寄付いただきました場合には、成果物（DVD と資料集）1 組

を贈呈させていただきます。 
・教材販売予定価格 1 万円（税込、送料別） 

 
 
   NPO 法人パーソン・センタード・ケアを考える会 事務局  担当：村田康子 
    TEL：080-2025-7416  E-mail：office@pcdc.or.jp 
    FAX：042-505-8620 

 
本教材の監修・委員・映像制作一覧 

氏名 所属

監修 水野　裕 社会医療法人杏嶺会いまいせ心療センター

内田達二 東京医療学院大学保健医療学部作業療法学科
鈴木みずえ 浜松医科大学看護学部地域看護学講座
中村裕子 認知症介護研究・研修大府センター研修部
村田康子 NPOパーソン・センタード・ケアを考える会
佐久間尚実 社会福祉法人沼風会在宅介護支援センター
住垣千恵子 国立長寿医療研究センターもの忘れセンター
城田裕子 元メディカルケアサービス
関口清貴 医療法人健英会
田邊　薫 医療法人翠会和光病院
中嶋健児 社会福祉法人こうほうえん小規模多機能居宅介護　デイハウスあがりみち

中西誠司 介護老人保健施設青い空の里
羽柴　徹 メディカルケアサービス
吉村浩美 聖隷三方原病院看護部
渡辺恵美子 豊島区訪問看護ステーション
桑野康一
小原信之

シルバーチャンネル映像制作

開発委員

実行委員

         
 
 

ゆうちょ銀行   口座記号番号  ００１９０－１－７６５５７８ 
  ＊他行からのお振込の場合は 
 店名（店番）〇一九店（０１９）当座 口座番号 ０７６５５７８ 

加入者名： NPO パーソン・センタード・ケアを考える会 
 

お申込方法 
 

注意事項 
 

問合せ先 
 

mailto:office@pcdc.or.jp


 
 
 
 
 

＜寄附金申込書＞ 

                        年  月  日 

 NPO 法人パーソン・センタード・ケアを考える会 御中 

 

  地域包括ケアシステムを目指した認知症のパーソン・センタード・ケア 

視聴覚教材制作への寄附を申し込みます。 

□  法人（1 口 30000 円）  口数    口 

 

         □  個人（1 口 1000 円）   口数    口 
                （3 口以上でお願いできますと幸いです。） 

 

 

ご住所 〒                    

                       

Tel：                

Fax：                

      E-mail：               

 

法人（団体）名 / 氏名                 

       法人の場合は、ご担当者名：              

   
 

FAX 

042-505-8620 

パーソン・センタード・ケアを考える会 
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