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● 定価3,960円 （本体3,600円＋税10％）　● 2021年4月発行
● B5判・428頁　● ISBN978-4-8058-8296-2
「課題分析標準項目」 を居宅介護支援 128 項目、 施設介護支援 151 項目に細分化し、 それぞれの
項目の目的、 課題分析のためのポイントを解説する。 詳細なアセスメントによって、 利用者の理
解を深め、 利用者の生活を支える居宅 （施設） サービス計画の作成につなげることができる。

● 定価2,200円（本体2,000円＋税10％）●2021年４月発行
● B5判・176頁  ●ISBN978-4-8058-8288-7
ケアマネジャーをはじめとした相談援助職向けに、介護保険制度の概要、利用の手引き、
各サービスの内容・報酬単価、ケアプラン作成時のポイントなどを、イラスト・図版を交
えてわかりやすく解説します。2021年4月の介護保険改正、介護報酬改定に完全対応！

業務に役立つ書籍のご案内

編集＝白澤政和、 岡田進一、 川越正平、 白木裕子、 福富昌城

●2019 年8 月発行　　● B5判 ・ 354 頁
●定価  4,180円（本体 3,800 円+税10％） ● ISBN 978-4-8058-5921-6

第１章　介護保険制度及び地域包括ケアシステムの動向

第２章　リハビリテーション及び福祉用具の活用に関する事例

第３章　看取り等における看護サービスの活用に関する事例

第４章　認知症に関する事例

第５章　入退院時等における医療との連携に関する事例

第６章　家族への支援の視点が必要な事例

第７章　社会資源の活用に向けた関係機関との連携に関する事例

第８章　状態に応じた多様なサービスの活用に関する事例

主
要
目
次

介護支援専門員現任研修テキスト 第４巻 主任介護支援専門員更新研修
第2版

主要目次

お申し込みの際は裏面のFAX購入申込書に必要事項をご記入のうえ、ファックス送信願います。

ケアマネジャー編集部＝編集

主要目次

注目Topics    2021年度改正のポイント
第１章　介護保険のしくみ
第２章　介護保険の利用方法
第３章　介護保険のサービスと使い方
第４章　介護保険豆知識

● 定価 2,750円（本体2,500円+税10％）●2021年4月発行
● B5判・232頁　ISBN978-4-8058-8295-5
管理者として求められる管理 ・ 運営のノウハウとポイントを解説する。
管理者の仕事を、 「１ 年単位」 「半年単位」 「１ か月単位」 などの期間と、
「人を育てる」 「連携」 「リスクマネジメント」 などのテーマでわけ、管理
者がどのようなサイクルで何を行えばよいか具体的に示した。

一般社団法人日本ケアマネジメント学会認定ケアマネジャーの会＝監修
白木裕子＝編著

１　管理者とは何をするのか？ 
２　１年単位で行う管理者の“仕事” 
３　半年単位で行う管理者の“仕事” 
４　１か月単位で行う管理者の“仕事” 
５　毎日の業務を通じて行う管理者“仕事” 
６　法令で定められている管理者の“仕事” 
７　人を育てる、定着させるための管理者の“仕事” 
８　連携のための管理者の“仕事” 
９　事業所経営のための管理者の“仕事” 
10　職員が安心して働くことができる
　環境を整えるための管理者の“仕事” 
11　指導監督に対応するための管理者の“仕事” 
12　リスクマネジメントのための管理者の“仕事”

【編集】
特定非営利活動法人
宮城県ケアマネジャー協会
・小湊純一。
・手引き編集委員会

第１章　アセスメントのための情報収集シート
（居宅介護支援）

第２章　アセスメントのための情報収集シート
記入の手引き（居宅介護支援）

第３章　ケアプラン策定のための課題検討の手
引き（居宅介護支援）

第４章　アセスメントのための情報収集シート
（施設介護支援）

第５章　アセスメントのための情報収集シート
記入の手引き（施設介護支援）

第６章　ケアプラン策定のための課題検討の手
引き（施設介護支援）



※ 3,500円（税込）以上ご購入の場合、送料サービス。

※ ご注文の受付からお届けまでに、１週間程度かかります。お早めにお申し込みください。【5/19申込締切】

お申し込みの際

下記に必要事項をご記入のうえ

下記番号までファックス送信願います　

Fax：022-216-5087
中央法規出版株式会社 仙台営業所

コード 書　名　 定　価 部数

8288 ケアマネ・相談援助職必携プロとして知っておきたい！
介護保険のしくみと使い方　２０２１年介護保険改正対応

2,200円
（本体2,000円＋税10％）

部

8295 居宅介護支援事業所のための管理・運営ハンドブック
人材育成からリスクマネジメント、実地指導まで

2,750円
（本体2,500円＋税10％）

部

8296 アセスメントのための情報収集シート
ケアプラン策定のための課題検討用紙を活用した  介護支援の手引き

3,960円
（本体3,600円＋税10％）

部

業務に役立つ書籍

令和3年度　主任介護支援専門員更新研修　指定テキスト
コード 書　名　 定価 部数

部4,180円
（本体3,800円+税10％）
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【山形県老人福祉施設協議会 専用】
FAX購入申込書 

◆この申込書は書店では使用できません。

☆お客様の個人情報のお取り扱いについて　個人情報保護管理者　取締役総務部長　℡ .03-3834-5810

●弊社はお客様の個人情報を商品の発送・納品、代金の請求、入金の確認、返金、サービス実施、弊社の商品、サービス、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、お客様の個人情報を

当該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、個人情報を適切に取り扱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一部を外部に委託します。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。　【個人情報問合わせ窓口】　中央法規出版株式会社　仙台営業所長 (210405S)

出版社使用欄
（記入不要）

コード 売上日 売上 No 区分 社員 業種 方法 請納 場所 用紙 売上 支払

２

斡旋

1　1101 ② 2601-813

年 月 日　

お届け先

ご 住 所

( 必 須 )

ご自宅 ・ 勤務先（ご名称・部署名・ご担当者名をご記入ください）

〒

話電

( 必  須 )

F A X

お支払い ２. 私費 ( 個人購入 )

ご名称
＊ご自宅の方は
　記入不要です 代金引換

※一部、お取

扱いできな

い地域がご

ざいます。

希望曜日

１. 公費

平日 土曜 日曜 無指定

※日程の指定は出来ません

※「振込」を選んだ場合、曜日・時間の指定は出来ません

※電話番号が無記入の場合、代金引換でのお届けは出来ません

希望時間
９～12 時 12～14 時 14～16 時 16～18 時
18～20 時 19～21 時 無指定部署名

＊ご自宅の方は
　記入不要です 代引手数料300 円 ※ご購入3,500円（税込）未満の場合、別途送料がかかります。

お名前

（ご担当）

( 必須 )

振込（銀行、郵便局、コンビニ） 必要書類 見積書 (　 通 ) 納品書 (　 通 ) 請求書 (　 通 )

※請求書は、商品と同送いたします。公費→約 1 カ月以内、私費→約 2 週間以内にお支払下さい。

スマホからの
お申込みは
こちら☟

上記ＱＲコードから
注文フォームにアクセス

で検索 ！公式Twitterで最新情報を発信しています。 　　　　　　　　　　　　　　　中央法規出版

中央法規出版株式会社　仙台営業所

〒980-0014　仙台市青葉区本町1-9-2-5F

TEL.022-222-1693　FAX.022-216-5087
介護・福祉職を応援！受験対策もサポート

メールマガジン
会員募集中
新刊等の情報を

いち早くお届けします！


	80-15.pdf
	_139010_o
	_139010_u




