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服部万里子=著 定価2，100円

ケアマネジメントの第一人者・服部万里子氏が、自らの

実践をもとに体系化したケアマネジャーの業務指南書。

ケアマネジメントの概念を整理し、ケアマネジメントプロ

セスの要点を解説。医療との連携など、多くのケアマネ

ジャーが課題とするテーマへの実践技術も紹介。

ケア会議で学ぶケアマネジメントの本質

野中猛、上原久=著 定価2，730円

地域包括ケアを実現する上で重要性か高まるケア会

議。本書は前半でケア会議、ケアマネジメント、ケアマ

ネジャーの本質・機能・技術を探求し、後半では 12 
のケア会議事例に則して、技術の実際を解説する。理

論と事例を通して、ケアマネジメントの本質が学べる一

冊。

「相談力』入門

鈴木雅人=著 定価2，100円

社会福祉士をはじめとする対人援助職に向けた、相

談対応の実践的入門書。相談対応を「信頼関係構

昌吉品暫 ι 築J→「受け取る準備J→「変化をもたらすJの3ステツ

向子て?い;ηr プに分け、各段階で求められる 36の「相談力Jスキル

を解説する。クライアントに変化をもたらす相談力が身

につく一冊。

三訂介護 支援専門員のためのケアプラン作成事例集

NPO法人千葉県介護支援専門員協議会=編集

定価2，940円

アセスメントからケアプランの作成まで一連のプロセスを

E臨幸するための事例集。介護支援専門員の「視点」や

支援の方向性を出す際の「判断Jをポイントとして解説

し、実務で応用するためのヒントを提示する。初任者に

はもちろん、上級者のスキルアップ!こも最適。

はじめてのケアマネジメント仕事のコツがわかるチェックポイン卜

はじめてのケアマネジメント作成委員会=著

定価1，260円-町
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---nv' ケアマネジャー業務の基本を仕事の流れに沿って確認

できる一冊。カパ〉の中身、利用者や家族への電話の

留意点、アセスメン卜やモニタリング時の着眼点、サービ

ス担当者会議の進行のコツなど、項目ご、とにチェックポイ

ン卜と詳しい解説を収載する。はじめて仕事に就く方に

軍適。

改 訂 ケ ア マ ネ 業 務 の た め の 生 活 保 護Q&A
六波羅詩閉=編著/長友祐三、須藤昌寛=著

¥哲/ 定価1，470円

~ ケアマネジャー業務で押さえておきたい生活保護の知

識を、「給付管理」と「ケアマネジメントJの両面から解

説。制度聞にまたがる複雑な事務手続きを、事例や

Q&Aによってやさしくサポー卜する。改訂版では、権

利擁護や低所得者制度の追加など、最新の制度内

容に更新した。

相談健助職の記録の書き方

八木亜紀子=著 定価2，310円
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電子カルテの導入や説明責任、個人情報の開示請

求など、近年相談援助職の記録には高い客観性と専

門性が求められている。本書では、記録に必要とされる

要素や用いるべき語旬、実際の記録の添削例なとを

収載し、限られた時間で的確な記録を残す具体的な

ノウ)¥ウを提示する。

三訂居宅介護支援・介護予防支援給付管理業務マニュアル
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公益社団法人かながわ福祉サービス振興会=編集

NPO法人神奈川県介護支援専門員協会=編集協力

定価3，990円

ケアマネジャーの給付管理業務の必須事項を網羅した

マニュアル。毎月の業務の流れや利用者・サービス提供

事業者とのかかわり、関連制度についてもわかりやすく

解説する。 2012年の介護保険制度改正・介護

報酬改定に完全対応。サービスコード表等を収録した

CD-ROMイ寸。

ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 質 問 力生活支援がわかるケアマネジャーの医療知識
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ケアマネットふじのくに=編著 定価2，940円

高齢者によくみられる 31の疾患を「基礎知識Jと「生
活障害のマネジメン卜Jの2部構成で解説。ケアマネ

ジャーが知っておきたい基本的な知識を押さえ、各疾

患に潜む生活障害へのケアマネジメン卜の視点を示

す。在宅医療に携わる医師8名がおくる医療知識の

決定版!
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高室成幸=著 定価2，100円

利用者のニーズを正確に把握するためには、的確な問

いかけを行うことが不可欠である。本書はアセスメントや

モニタリングの基礎となる「質問のしかた」や「質問の組

み立て方JIこ焦点を当てた。多様な情報を引き出すと

ともに利用者・家族の意欲を高める「質問力Jを磨く一

冊。



オリジナル様式か5考えるケアマネジメント実践マニュア)~
NPO法人神奈川県介護支援専門員協会=編集

現場の視点で開発された、ケアマネジメント実践のための様式集。使い勝

手を第一に考えたオリジナルの様式には、ケアマネ業務を円滑に進めるた

めのアイデアが満載。様式データを収載したCD-ROM付。

ケアマネジャー実践力向上ワークブック

基礎編 定価2，520円

高艮麻子=著

もっと実践力を高めたし1と考えるケアマネジャーに一。本

書は各地の実務者向け研修で実証済みのプログラム

を編集した記入式のワークブ、ツク。「基礎編Jでは、相談

面接技術の基礎から他H制重との連携技術、モニタリン

グ・記録技術まで、実務ですぐに役立つ技術を網羅す

る。

ケア会議の技術2 事例理解の深め方

上原久=著定価2，625円
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改訂居宅編
定価2，730円

改訂施設編
定価2，730円

介護予防編
定価2，520円
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スキルアツフc編 定価2，520円

もっと実践力を高めたし1と考えるケアマネジャーに一。本

書は参加型の学習により自然と実践力が高まるワーク

ブ''Yク。「スキルアップ編Jでは利用者の意欲回復、家族

機能を高める支援、権利擁護、スーJ¥ーヒ、ジョン、スト

レスマネジメントなど、さらなる実践力向上を目指す。

介護保険事業運営の手引居宅介護支提編三訂版

帽醐開 品 介護保険事業運宮の手引編集委員会=編集

延出| 定価2，730円
保健医療福祉現場では、多1樹重協働を進めるケア会

議が重要性を増している。本書は、会議において事例

忠実〈理解し、実行可能な支援策を導き出すための知

識と技術を整理。司会技術や会議の展開について詳

細に解説した実践例も収載し、「思考の進め方Jを学

ぶことができる。

居宅介護支援サービスを提供・運営する上で必要とな

る運営基準・解釈通知と介護報酬算定基準・留意事

項通知をわかりやすく収載。また各々に平成24年に

出された処遇改善加算等のQ&Aを幅広く収載し、

制度改正と報酬改定に完全対応。居宅介護支援

サービス事業者必携の一冊。

身体知と言語対人援助按術を鍛える

奥川幸子=著 定価3，360円
ケア会議で学ぶ精神保健ケアマネジメント

野中猛=著定価2，730円
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マ盛・・
ヂi;精神保健が専門でない福祉職でもわかりやすいよう、

31 ! 精神障害ケアマネジメントの技術を詳細に解説。精神

若手陣に 三 疾患の基礎知識、精神科治療の要点、薬の知識の

翠喜忌 ~ ほか、著者が進行役を務めるケア会議の実践例を収

載した。「現場で使える知識と技術」を学ぶことができる

一冊。

ケア会議の技術

野中猛、高室成幸、 上原久=著

定価2，730円

多職種協働が求められる現代の保健・医療・福祉現

場では、ケア会議の重要性がこれまで・にも増して高まっ

ている。本書では、豊富な経験を持つ3氏がケア会議

に必要な技術体系を整理した。10のケア会議事例

も収載しており、実例に則して実践のポイントを学ぶこと

ができる。

基礎か8学べる「ケアマネラメント実践力」養成ワークブック

圃".，.，_・ NPO法人千葉県介護支援専門員協議会=編集

結ZZ2 後藤佳苗=著 定価2，310円

ケアマネジメント実践に不可欠なコンブライアンスの正し

い理解に加え、「利用者主体Jfリフレーミンク、」等をテー

マにした様々な体験式ワーク(演習)を通じて、「ケア

マネジメントJスキルの獲得につなげるテキス卜。介護支

援専門員実務従事者基礎研修カリキュラムにも対

応。

援助者がクライアントを支援するとき、どのようなメカニズ

ムが働いているのか。臨床実践家はどんなプロセスを

通ってプ口へと成長してし1くのか。 30年以上に及ぶ実

践をもとに、援助者に必要とされる知識・技術を細密

に言語化。読むたびに新しい「気づきJをもたらす一書。

図説ケアチーム

Eケアチーム 野中猛=著 定価2，100円

保健医療福祉領域での多職種協働チームについて、

概念、課題、効果研究、実践的基礎技術、リーダー

シップ論、組織管理論など、 50項目を取り上げ¥豊

富な文献をもとに最新の知見をもって解説する。右頁

に解説文を、左頁に視覚化した図を配し、理解しやす

い構成にした。

主任介護支援専門員ハンドブック

社団法人京都府介護支援専門員協会=編集

定価3，150円

地域における多1制重・他機関とのネットワーク構築、連

携・調整やケアマネのサポート等、地域包括ケアにおい

て主任ケアマネの役割は大きい。本書は、主任ケアマ

ネの業務上のノウハウを収載。関連書式例なと実務に

役立つツールも満載の一冊。主任ケアマネ研修カリキユ

ラム準拠。



生活施設のケアプラン実践
施設ケアプラン研究会=編集/森

定価2，100円
包百貨録。
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生活施設のケアプラン実践 事例編
繁樹=編集代表 「 施設ケアプラン研究会=編集/森繁樹=編集代表

|卑 定価μ00円
| 絡肢の
|ケアプラン
1:実跡ア 1 

施設入居者の個々の暮らしを実現するためには、施設 いん.'"' I W生活施設のケアプラン実践』の抗編。ケアプラン作成

ケアフランの適正な作成と実施が何よりも望まれる。本 | に欠かせない「介護とは何かJi生活支援とは何かJi利
書は、特養や老健でのアセスメント・ケアフランの実践 I -- 用者理解とは{可かjとしりた抽象的な概念を、カンファ

事例を示しなが、ら、施設ケアマネジャーの役割と施設に レンスや事例からひもとき、具体的に解説した。明日か

おける介護サービスのあり方について考える。 らケアプランの作成・実践に活かせるヒントカ句前載。

介護予防ケアマネジメント
高室成幸=著 定価2，100円

「作り方がわかりにくいJといわれる介護予防ケアプラン。

本書は「質問力」をキーワードに、国が定めたf基本

チェックリストJを「さらに一歩深める」ことで、利用者の意

欲を引き出し、最適なケアプランづくりをめさす。介護予

防ケアマネジメン卜研修用テキストにも最適。

三訂ケアマネジメント実践記録様式Q&A
社団法人日本社会福祉士会=編集

定価2，730円
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日本社会福祉士会が開発したアセスメントツール「ケア

マネジメント実践記録様式Jの使い方を解説する}~/ド

ブ沙ク。ケアマネ初任者のための基本解説、実務に役

立つQ&A、様式を活用したケアマネ実践事例なとを

収載した。初任者からベテランまで、広くご活用いただけ

る一冊。

利用者ニーズに基づくケアプランの手引き
白津政和=監修/二ツセイ基礎研究所=編集

定価2，730円

IWII著ニースに・っく
ケアプラン由"引き

ケアプランを作成する際に最も要となる「生活課題

(ニーズ)Jのとらえ方について、白津政和氏の星座

理論をもとに解明。この「生活課題にーズ)Jの解明

こそが、ケアマネジャーがケアプランをつくる際の支援を可

能2にする。

介護保険ケアプラン点検支媛マニュアル活用の手引
ケアプラン点検支援マニュアル活用の手引編集委員会=編集

定価2，520円

ケアフラン点検の事前準備に最適。「ケアプラン点検支

援マニュアルJの全文を読みやすく整理するとともに、新

規で作成した「解説Jiチ工ツクシート」及び「関係法令J
でさらに理解をj菜めることができる。点~を受けるケアマ

ネジャー、点検を行う保険者の必携の書。

ザーピス担当者会議の聞き方・すすめ方【DVD】
野中猛、篠田道子=監修

定価12，600円

ケアマネジャーの仕事のなかで重要な位置を占める

サービス担当者会議。「なかなか開けないJという現場

の声に応え、その意義、招集の仕方、進行のポイント、

開催場所別の留意点なとを丁寧に解説した。サービス

担当者会議が聞きたくなる 1本。

ケアマネ三》メントの仕事術
高室成幸=著 定価2，940円
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「ケアマネジメントの仕事はおもしろいJをキーコンセプト

に、ストレスマネジメントの方法、利用者のタイプ別アセ

スメントのポイント、ケアプラン作成のヒント、社会資源

のコーディネー卜術など、業務直結のノ切りが満載。

明日からの仕事にポジティブに取り組むための一冊。

ストレングスモデルによる介護予防ケアマネジメント
介護予防研究会=監修/白津政和=編集

定価840円

介護予防ケアマネジメン卜に求められる視点を集約し

た、オリジナルの「介護予防ケアマネジメント用紙Jの特

徴と記入方法を解説。利用者のもつ能力・意欲、家

族等の環境状況をアセスメントする際のポイントに重点

を置き、介護予防ケアプラン作成をサポートする

ストレングスに着目したケアプランの手引き
白津政和=監修/二ツセイ基礎研究所=編集

定価1，890円

『利用者二一ズに基づくケアプランの手引き』の姉妹編。

利用者の意欲や希望にも着目した「生活課題にー

ズ)Jのとらえ方について、白津政和氏の星座理論を

もとに解明。また、モニタリングの視点についても解説す

る。

面接への招待 【DVD】
奥川幸子、渡部律子=監修

DVD版定価36，750円

相談援助面接の基本的要素のすべてを学習できるビ

デオ。面接の全過程をつぶさに追いながら、面接に不

慣れな職員が行った場合とエキス}¥一卜が担当した場

合との対比や、面接で使われている技法がどのような効

果を生みだすかなど、「面接の奥義Jを体験することがで

きる。

月刊誌ケアマネジャー

「現場とともに歩むJ、「専門性が高まるJ、「実践者が働きやすい環境をつくる」

を基本コンセプトに、業務の実践ノウ)¥ウ、必須の知識・教養、最新情報を掲

載。ケアマネヲメシトの本質を見据えながら、「プロフェッショナル」を目指す方に向

けて、必要な知識・視点・技術を提出します。

月刊毎月20日発行

B5判 88頁

定価1，000円
年間購読料12，000円(税・送料含)

※雑誌の年間購読は前払し1となります。お申し込みいただいた

方には振込用紙を送付します。



申 込 書(愛知県介護支援専門員協会専用特典:送料無料)

*太枠内をご記入ください。 会員番号ご不明の方は協会事務局にお問合せください。 8052-219-2071(担当:石川1)

コード 書名 税込定価 部数 コード 書名 税込定価 部数

3811 服部万里子のケアマネジメン卜実践法 2，100 3544 基礎から学べる「ケアマネジメント実践 2，310 カJ養成ワークブック

3858 ケア会議で学ぶケアマネジメントの 2，730 3707 介護保険事業運営の手引居宅介護 2;730 本質 支援編三訂版

3799 「相談力J入門 2，100 2856 身体知と言語 3，360 

3730 ニ訂介護支援専門員のためのケア 2，940 2947 図説ケアチーム 2，100 プラン作成事例集

3452 生活支援がわかるケアマネジャーの 2，940 3675 主任介護支援専門員ハンドブ‘ック 3，150 医療知識

3516 はじめてのケアマネジメント 1，260 2616 生活施設のケアプラン実践 2，100 

3469 改訂ケアマネ業務のための生活保 1，470 3084 生活施設のケアプラン実践事例編 2，100 護Q&A

3721 相談援助職の記録の書き方 2，310 2838 介護予防ケアマネジメント 2，100 

3696 二訂居宅介護支援・介護予防支援 3，990 3438 ニ訂ケアマネジメント実践記録様式 2，730 
給付管理業務マニュアル Q&A 

3172 ケアマネジャーの質問力 2，100 1869 利用者ニーズに基づ‘くケアプフンの手 2，730 
引き

3194 改訂オリジナル篠式から考えるケア 2，730 4845 介護保険「ケアプフン点検支援マーユ 2，520 
マネジメント実践マニュアル居宅編 アルj活用の手引

3195 改訂オリジナル様式から考えるケア 2，730 2866 サービス担当者会議の聞き方・すすめ 12，600 
マネジメント実践マニュアル施設編 方 DVD版

2805 オリジナル様式から考えるケアマネ 2，520 2523 ケアマネジメントの仕事術 2，940 
ジメント実践マニュアル~介護予防編

3058 ケアマネジャー実践力向上ワーク 2，520 2945 ス卜レングスモデルによる介護予防ケ 840 
ブック基礎編 アマネジメント

3059 ケアマネジャー実践力向上ワーク 2.520 2574 ストレングスに着目したケアプフンの 1，890 
ブ、ックスキルアップ編 手引き

3676 ケア会議の技術2 2，625 2865 函後への招待 DVD版 36，750 

3443 ケア会議で学ぶ精神保健ケアマネジメ 2，730 670B ケアマネジャー年間購読 12，000 
ント 【前金制}

2924 ケア会議の技術 2，730 

T 

住所 電話番号

ふりがな 日本介護支援員会員番号
お名前

2300-

弊社使用欄 お客様コード 日上番号|
t日当 斡旋番号 支払期日 区分 請納|場所 用紙 出庫 支払

議長
*:お客織の個人青報の取り級いについて 個人情報保護管理者 常務取締役 TEL03-3379-3899 

露五五扇細川両扇品の発送・納品、代金の請求.入金の確認、齢 、サービス実施、弊社の商品、サービス、胤物のご案内、 これらの確認のための連絡及びお間合わせの回答
に使用します.弊社は法令に基づく場合を除いて、お客繍の個人情報を当絵本人の同意を得ず第三者に提供することはありません固弊社はお客織によりよいサービスの提供のため、個人情
報を適切に取り被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ー却を外部に委託します.お客僚が弊牡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、弊祉からの返信や必要なサービスの提供ができない場合がありますの予めご了承ください.ウレジツトカード情報について、取得者名中央法規出版株式会役、
提供先名 白S8) ベリトランス株式会社、保存期間入金確認後2ヶ月以内お客僚には.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
le否をする催利があります.必要な場合には、下記の窓口までご連絡ください.【個人情報間合わせ窓口】干502-0905岐阜市山吹町1-4 中央法続出版岐阜営業所長 TEL05日

231-8752 
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議

~失明 中央法規出版株式会社 岐阜営業所
千502-0905 岐阜市山吹町1-4 TEL 058-231 -8752 
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