
l ケアマネの“いま"がわかる月刊誌 I 

.毎月27自発売

.85判/96貰クアマネジャー .定価1，028円(税込)・送料94円

.年間購読料 12，343円(税・送料込み)

*便利な年間購読をお申込みください!!

ケアマネジメントの本質を見据えながら、
業務に役立つ知識・視点・技術をお届けします。

タイムリーな制度情報や、対人j墨田職として身につけだいスキルをわかりやすく解説しだ“特集"のほか、

介護・福祉業界を牽引している執筆障による“連載"など、業務のノウハウ満載のケアマネジ、ヤ一専門誌です。

ケアマネジヤマ 2014年 12月号(通巻第 177-9-)(11月 27目指)

州 生活保護、成年後売、
悪徳商法、2割負担...

【特集】 イマドキ「お金」の問題支援ガイド
イマドキ
fお金Jの問題
支援ガイド 伊

⑮ .λ欄 帽 糟

来年の手銀凶決まフた?

10，人の手帳公開&
ブロのおすすめ

利用者の「お金」のこと、どの程度把握していますか? 経済的lこ苦しく生活保護など

がl必要なケースから、認知症などで金銭管理ができず、成年後見制度を利用するケース、

財産があるゆえ|こ悪徳商法から狙われるケースまで、利用者の「お金JIこ焦点をあて、

支援のあり万を考えます。
回一"。たり蘭，. • Chapterl :利用者とお金の話、していますか? お金の話を聞く・知るコツ・Chapter2:金銭的な支援が必要な利用者への関わり方

• Chapter3 :利用者の金銭トラブルへの関わり方

• Chapter4 :金銭管理が難しい人への成年後見制度の活用

. Column :サービス提供者が加害者にならないために

《好評連載中》

・基礎力を養う
-個人情報の取り扱いOとx:山本伊都子

.新・訪問医が教える医療知識:和田忠志

.悪徳商法の傾向と対策:平井俊圭

-事例から考える ケアマネジャーのトラプ

ル予防策:山田滋

圃スキルを磨く

-ケアプランセンター活動日誌:吉田光子

-自立支援に向けた認知症の人のケアマネジ

メント:渡這浩文

・「あの手この手」でスキルアップ:伊庭裕美

置実践を深める
-援助関係の軌跡 クライ工ン卜との間にあ

切れ闘のない

支銀を行うために

大切なポイン卜
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-事例で考える相談援助のキーワード

:八木E紀子

・"制度"と上手につきあう法:藤井賢一郎
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口85判/96頁
口定価1，028円(税込)・送料94円

口年間購読料 12，343円(税・送料込み)

『ケアマネジャー』のご購読は、毎号確実IZお客様のあ手元|こお

届けする、便利な年間購読をご利用ください。

本誌の年間購読は前金制!こなっております。お申込書の到着後、

専用の振替用紙を送付いだします。

お近<の金属虫機関、コンビ二工ンスストアであ支払いください。

平成 26年 4月以降の購読料のご案内

従来、各号の定価 1.000円(本体 952円+税 5%)、年間購読料

12.000円(本体 11.429円+税 5%)の価格にて販売させていただ

いておりましたが、平成 26年4月以降は、下記の消費税率 8%に

基ずく価格にて販売させていただきます。なお、本体価格は据え

置きで、消費税率引き上げ分のみの価格改定となります。

<平成 26年4月以降の販売価絡>

. 各月号定価 1.028円(本体 952阿+税 8%) ※送料 94円

. 年間購読料 12.343円(本体 11.429円+税 8%) ※送料込み
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.バックナンバーのご紹介.

回醒彊圃 特集
ちょっとのプラスで、グッとよくなる!
“記録の苦手"解消法

特集
障害福祉から介護保険への

高官主乙h三t円
「移行」支援ガイド

特集 見直そう!r排池」へのアプローチ

特集
利用者がわかる 関係が深まる
「聴く力」の磨き方

特集
よくわかる高齢者の精神疾患
症状・薬から支援のポイントまで

園陸軍調

圃麗翠画

園匿璽画

圃匿墨画

圃匿翠画 護 サービス担当者会議に強くなる!
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| l it.:.~~申込書 (必要事項を記入のうえ 下記の中央湖出版営業所まで開送信願いか | 

+wケアマネジャー』最新号から____$ 年間購読を申し込みます

+wケアマネジ;ャー』 年一一一月号を一一一部申し込みます(単品)
※月号の指定がない場合は、最新号のお届けとなります

フリガナ

ご氏名・ご名称

T 

ご送付先

電話番号

FAX番号

お支払い ① 公費 ② 私費

必要書類 見積書 ( 通) 納品書 ( 通) 請求書 ( 通)

会お客機の個人情報のお取り扱いについて 個人情報保隆管理者第一編軍部畏TB_.03-3834-581 0 

郵社はお客織の個人情報在商品の発送納品、代金の精求、入金の確認、返金、サ ピス実施、弊社の商品 サ ピス・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、お客機の個人情報を当額本人の同
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、個人情報在適切に取り扱って
いると認められる委託先在選定し、適切な管理在実施させて業務の 部在外部に委託します。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。

[00人情報問合わせ窓口l中央法規出版株式会社峨阜営業所長

吾参竺立掛子hZ抑制
1元00255 s哩1豆電空軍 発行予定や受験対策情報などを発信 !#chuohok i _e i 

岐車営業所
TEL.058-231-8752 FAX.058・231-8756
〒502-0905岐阜市山吹町1-4
http://www.chuohokl.co.Jpj 

webでのお申込はe-booksで!

http://www.chuohoki.jp/ebooks/main 

直豆至司


