
平成19年4月刊(第4刷)  
 

 複雑化する制度の仕組みの中で、介護支援専

門員が果たすべき役割としての「給付管理業

務」及び「ケアマネジメント」はその重要性を

増しています。法令や運営基準、さらに細かい

解釈通知等を正しく理解することはまさにその

第一歩となりますが、膨大な情報の中から必要

な情報を上手く整理し、引き出すことは意外に

難しいとの声が聞かれています。 

 現場業務支援の一助として、あえてQ＆Aのみ

に焦点を絞り、これを軸に介護保険制度全体を

見通せるように整理しました。 

 
【編集】日本介護支援専門員協会 

    居宅介護支援事業所部会 

 ■Ａ４判・１１０頁 

 ■定 価:１,５００円  ■会員価格：１,０００円(税込・送料別途) 

 国が示した住宅改修の理由書の標準様式を 
基に、作成するための流れと留意点を簡潔な 

「記入要領」と「記入例」によって解説した 

手引き書です。 

 また、理由書作成がよくわからないという 

方もこの一冊で完全マスター! 

好評発売中！ 

 

①「ケアマネジメントとそれを担う介護支援専門員の倫理」 

   著者：井形 昭弘 (名古屋学芸大学学長/日本ケアマネジメント学会理事長） 

 「サービス展開におけるリスクマネジメント」 

  著者：前田 優二（社会福祉法人神戸福生会 高齢者ケアセンター甲南） 

 「事例研究及び事例指導方法論」 

  著者：國光 登志子（立正大学教授） 

②「スーパービジョン」 

  著書：髙橋 学 （昭和女子大学教授） 

③「主任介護支援専門員の役割と視点｣ ←(③は好評発売中！) 

    著者:落久保 裕之（当協会常任理事) 

 「コミュニティソーシャルワーク」 

   著者:菱沼 幹男 （NPO法人日本地域福祉研究所研究員） 

④「ターミナルケア論」 

  著者：遠藤 英俊 （国立長寿医療センター包括診療部長） 

  ｢人事管理｣ 

  著者：綱川 晃弘（HRM－RINKS代表取締役） 

  ｢経営管理｣ 

  著者：松澤 進 (公認会計士松澤進事務所代表） 

 【ご注文方法は裏面をご覧ください。】 

 介護支援専門員の業務を行う上で欠かせない
知識や技術、現場で役立つノウハウなどを紹介

するテキスト(全４巻）です  

 厚生労働省が示した主任介護支援専門員研修カ

リキュラムに完全準拠しており、さらには介護

支援専門員の現任研修(実務従事者基礎・基礎・

専門Ⅰ・専門Ⅱ・更新)のテキストにも対応する

ものです。 

 介護保険制度を理解するために、制度改革の経緯

や制度内容、これから目指していくケアマネジメン

ト等について解説しています。 

 巻末には、「居宅介護支援の報酬告示」「居宅介

護支援省令・基準解釈通知」等々の介護支援専門員

にる資料や介護報酬改定に関する資料を掲載してい

ます。介護支援専門員必携の1冊です。 
   

 

 おかげ様で初回作成分は完売いたしま
した。 

 「バッジが光すぎる」とのご指摘がをい

ただきましたので、モノトーンの七宝焼き

風(1cm角）に新たに作成したところ、大変

好評をいただいています。 

 ■Ａ５判・３３０頁 

 ■定価:２,６２５円 ■会員価格：２,０００円 

                       （税込・送料別途)  
      

 

 ■会員価格：５００円（税込・送料別途) 

大好評!! 

20年2月刊(第3巻) 

平成20年2月刊 

平成20年8月刊 

 ■Ａ４判 
 ■定価：各巻３,０００円 ■会員価格：各巻２,５００円  

                   (税込・送料別途) 
 ※各巻ごとの価格です。 

 介護保険について一般に誤解されている点を 

中心に全編マンガで構成しました。 

①元気な高齢者にも介護保険は使われています!! 

②困ったら地域包括支援センターへ相談に行きましょう(品切れ) 

③元気なからだはお口のケアからはじまめしょう(品切れ) 

④自立支援を促す住宅改修と福祉機器・用具 

⑤自分にあった適切な介護サービスを選ぶために 

⑥認知症になったらもうおわり・・・ 

 その考えがいかにあやまりであったか。 

⑦「老いる」ということを誤解をしていませんか？(品切れ) 

■定価：１００部３,５００円(税込・送料別途) 
 ※１００部単位でのお申込みを受け付けております。 

(各シリーズ4頁オールカラー) 

【発行】社団法人シルバーサービス振興会 

    日本介護支援専門員協会 

 ■Ａ４判横   ■定価:２００円（税込・送料別途)  

  ★本冊子の内容を含んだ「介護保険関係者のための住宅改修の手引き｣も 

  好評発売中です。 

    【価格】定価:3,000円 会員価格：2,800円(税込・送料別途) 

    ※会員の方は、上記特別価格にてご購入いただけます。  

   当協会ホームページの会員専用サイトよりご注文下さい。 

※①②は９月上旬発売予定 

  ④は順次発行予定 



日本介護支援専門協会 行 

※ご記入いただきました上記内容は、安全かつ適切に取り扱い、商品の発送、請求及び入金の確認にかかる事務および、各種ご案内、 

 アンケートのお願い等にご使用させていただくことがございます。 

Ⅲ．ご注文方法 

・郵便局に備え付けの郵便払込用紙にて下記郵便口座に事前に書籍代と送料代を合わせた金額をお支払いく    

 ださい。（必ず、お名前・ご住所・電話番号のご記入をお願いいたします。) 

・注文用紙に必要事項をご記入の上、当協会事務局宛にＦＡＸにて送信してください。 

・上記事項をご確認させていただき、後日発送いたします。 

 ※郵便口座：００１１０－９－７４１８０５ 日本介護支援専門員協会 宛 

 （振込用紙通信欄には必ず、お名前・ご住所・電話番号・ご注文の書籍番号と冊数をお書き添え下さい。) 

ご住所 〒   －    （ご自宅・勤務先） 

  

  

【勤務先名】 

お名前(ふりがな) 会 員 

・ 

非会員 

会員番号 

TEL FAX 

備考 

【お問合せ先】  

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-3-3 八重洲山川ビル6階 有限責任中間法人日本介護支援専門員協会 
    TEL：03-3548-7955 FAX：03-3548-7956 E-mail：info@jcma.gr.jp 
                                                                        
 

番号 刊行物・ロゴバッチ 定価 会員価格 注文数 

① 介護保険 集約Q＆A VOL.1 １,５００円 １,０００円 冊 

② 

介護支援専門員 必携テキスト 
第3巻「主任介護支援専門員の役割と視点」 
   「コミュニティソーシャルワーク」 

※発売中の第3巻のみ注文を承ります。 

３,０００円 ２,５００円 

冊 

③ 
必携 介護支援専門員ガイドブック 
―新介護保険制度の理解のために― 

２,６２５円 ２,０００円 
冊 

④ 
介護支援専門員(ケアマネジャー）のための 
『住宅改修が必要な理由書』作成の手引き 

 ２００円  ２００円 
冊 

⑤ 協会ロゴバッジ 個 ５００円 

Ⅱ．送料代金（下記の送料を合わせた金額をお振込ください。） 

  送 料 １６０円 300円 800円 1,000円 左記以上は、 
15冊ごとに 
１,０００円増し 書

籍
番
号 

①②③ ― １～2冊 ３～5冊 6～15冊 

④⑤ 

 

★１～４冊(個）  

１）④または⑤のみ注文の場合 

 ■160円 
２）①～③のいずれかの書籍   

  と併せてご注文の場合 

 ■①～③の書籍分の送料 

  のみとなります。 

★左記個数以上は、5冊(個)ごとに①～③の書籍1冊分として計算

をお願いいたします。 
1）５～１０冊(個)→①～③書籍１冊分  
2）11～15冊(個)→①～③書籍2冊分 
3）16～20冊(個)→①～③書籍3冊分・・・・ 
(例) バッジ６個＋①～③の書籍いずれか1冊 
  =送料3００円(①～③の書籍2冊分の送料と同等) 

Ⅰ．注文数について 

★マンガパンフレット「介護保険を理解するために」をご注文の場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。 



    日本介護支援専門員協会 

斡 旋 図 書 の ご 案 内 

有限責任  
中間法人    

 

     年 間 購 読（月刊誌） 体 裁 定 価 会員価格 送 料

月刊介護保険 □発行：法研  
★制度改正に伴う法令・通知の解説や、各地域の新制度施策状況などをはじめ、今後の医療制度・
障害者施策と介護保険の関係に関する情報をもらさず報道している情報誌です。現在、当協会
ではＪＣＭＡ通信を連載中です！ 
★毎月 1日発行 ★購読料は前納制です。購読期間の中途解約はできません。 

A4判 
変型 

15,840円 
(年間) 

12,720円
(年間) 

購読料

に含む

   

斡 旋 図 書  体 裁 定 価 会員価格 送 料

介護保険関係者のための住宅改修の手引き  
□編集：社団法人シルバーサービス振興会 □製作：社会保険研究所  ※2008 年 6 月発行 
★介護保険等に関係する方々が、高齢者等の心身の状態や生活環境を十分に把握して、 
適切な住宅改修を行うための知識や技術を体系的にまとめた新刊。 
ケアマネジャーに必要な内容が充実していて研修テキストや自己研鑽に最適。 

Ａ4判 
227頁 3,000円 2,800円 実費 

介護における医療と隣接行為ハンドブック  
□編集：東京介護福祉士会 □発行：看護の科学社 ※2008 年 3 月発行 

B5判 
110頁 1,680円  会員   

 無料 

基礎から学ぶ気づきの事例検討会  
□編者：渡部 律子 □発行：中央法規出版 ※2007 年 12 月発行 

B5判 
356頁 2,940円 2,646円 実費 

DVD・ビデオ 気づきの事例検討会 
□監修：渡部 律子 □中央法規出版 ※2007 年 6 月刊行 

－ 18,900円 17,010円 実費 

実践事例で学ぶ介護予防ケアマンジメントガイドブック 
□著者：辻 一郎  □発行：中央法規出版 ※2007 年 11 月発行 

A4判 
122頁 2,100円 1,890円 実費 

ケアプラン作成の基本的考え方 
□著者：佐藤 信人 □発行：中央法規出版 ※2008 年 6月発行 

B5判 
178頁 1,680円 1,512円 実費 

実務に役立つケアマネジメント 実践ハンドブック 
□著者：國光 登志子 □発行：中央法規出版 ※2007 年 11 月発行 

A5判 
226頁 1,890円 1,701円 実費 

介護支援専門員のためのスキルアップテキスト[専門研修課程Ⅰ対応版] 
□監修：白澤 政和 □発行：中央法規出版 ※2007 年 1月発行 

A4判 
358頁 2,940円 2,646円 実費 

改訂・第 2版 認知症の人のためのケアマネジメント  
センター方式の使い方・活かし方 
□編集：認知症介護研究・研修東京センター □発行：中央法規出版 ※2008 年 4 月発行 

A4判 
240頁 3,570円 3,213円 実費 

認知症ケアをもっと“楽”に！～本人と家族のためのセンター方式ガイド～ 
□監修：認知症介護研究・研修東京センター □編著：永田 久美子 ※2008 年 3 月発行 

A4判 
114頁 1,470円 1,323円 実費 

介護保険六法 平成 20 年版  
□監修：介護保険法規研究会 □発行：中央法規出版 ※2008 年 6 月発行 

Ａ5判 
2,306頁 5,250円 4,725円 実費 

介護報酬算定 Q＆A 平成 20 年改訂版 ～算定から請求までの手引き～ 
□監修：介護保険研究会 □発行：中央法規出版 ※2008 年 6月発行 

B5判 
1,450頁 7,350円 6,615円 実費 

在宅ホスピス緩和ケア 在宅ターミナルのケアマンジメント 
□監修：井形 昭弘  □編集：NPO 法人シルバー総合研究所 □発行：日総研出版 ※2007年8月発行 

B5判  
120頁 2,200円 2,000円 実費 

生活機能分類の活用に向けて 
－ICF（国際生活機能分類）：活動と参加の基準－(暫定案)  
□発行・編集：厚生労働省大臣官房統計情報部 ※2007 年 6 月発行 

A4判  
68頁 

800円 
(会員は 6冊以上 600円)

無料 

介護保険 MEMO   
□監修：田中 滋 □編集：石田 光広 □発行：新日本法規出版 ※2007 年 10 月発行 

B5判 
324頁  3,150円 2,835円 340円

新版 介護トラブル相談ハンドブック－契約から見た 114 の事例－ ※2007 年 8 月発行 
□監修：杉岡 直人・山口 康夫 □編著：渋谷 絢子 □著者：佐藤 みゆき・児玉良子 

A5判 
500頁 4,305円 3,874円 340円

おじいちゃん、おばあちゃんの暮らしの安心読本  
□編集：高齢者の生活と法律研究会 □発行：法律情報出版 ※2007 年 12 月発行 

Ａ4判  
60頁 880円 800円 80円

利用者と共有できる 介護情報ナビ  
□著者：阿部 崇 □発行：じほう ※2006 年 4月発行 

A4判  
595頁 3,675円 3,300円 実費 

こうすればできる！これからの介護予防・地域ケア  
□著者：東内 京一 □発行：サンライフ企画 ※2006 年 3月発行 

B5判  
272頁 2,940円 2,600円 400円

高齢期をいかに生活するか 健康長寿をめざして ※2005 年 11 月発行 
□著者：太田 壽城  □編集：財団法人長寿科学振興財団  □発行：サンライフ企画  

B5判  
176頁 1,280円 1,100円 300円

※書籍に関する詳細は、当協会ホームページ＞会員専用頁＞書籍案内に掲載しております。http://www.jcma.gr.jp/ 
※送料は書籍 1冊をご注文の場合の価格です。 

(税込価格) 



有限責任中間法人 
日本介護支援専門員協会 行 

 

 

Ⅰ．注文数について(ご注文の書籍の冊数をご記入下さい) 

年 間 購 読 発 売 元 開始購読日 部 数 

月刊介護保険 法研 平成  年  月号～ 部 

    

斡 旋 図 書 発 売 元 冊 数 

介護保険関係者のための住宅改修の手引き (社)シルバーサービス振興会 冊 

介護保険における医療と隣接行為ハンドブック 看護の科学社 冊 

基礎から学ぶ気づきの事例検討会 冊 

DVD・ビデオ 気づきの事例検討会 本 

実践事例で学ぶ 介護予防ケアマネジメントガイドブック 冊 

ケアプラン作成の基本的考え方 冊 

実務に役立つケアマネジメント 実践ハンドブック 冊 

介護支援専門員のためのスキルアップテキスト 
[専門研修課程Ⅰ対応版] 冊 

改訂・第 2 版 認知症の人のためのケアマネジメント 
センター方式の使い方・活かし方 冊 

認知症ケアをもっと“楽”に! 
～本人と家族のためのセンター方式ガイド～ 冊 

介護保険六法 平成 20 年版 冊 

介護報酬算定Q＆A 平成 20 年改訂版 
～算定から請求までの手引き～ 

中央法規出版 

冊 

在宅ホスピス緩和ケア  
在宅ターミナルケアのケアマネジメント 

日総研出版 冊 

生活機能分類の活用に向けて 
-ICF(国際生活機能分類)活動と参加の基準‐(暫定案) 

厚生労働省 
大臣官房統計情報部 冊 

介護保険MEMO 冊 

新版 介護トラブル相談ハンドブック 
-契約から見た 114 の事例- 

新日本法規出版 
冊 

おじいちゃん、おばあちゃんの暮らしの安心読本 法律情報出版 冊 

利用者と共有できる 介護情報ナビ じほう 冊 

こうすればできる！これからの介護予防・地域ケア- 冊 

高齢期をいかに生活するか 健康長寿をめざして 
サンライフ企画 

冊 

  

ご住所 
〒 
 
 
【お勤め先名】 

お名前 
 

必要書類 見積書(  枚)・納品書(  枚)・請求書(  枚) 

TEL  FAX  会員番号  

Ⅱ．注文方法について 
・注文用紙に必要事項をご記入の上、当協会事務局宛に FAX にて送信してください。 
・ご注文いただきました書籍は、発売元ごとの発送となりますのでご了承ください。 

【お問合せ先】 

〒103-0027 東京都中央区日本橋 3-3-3 八重洲山川ビル 6階 有限責任中間法人日本介護支援専門員協会 

TEL：03-3548-7955 FAX：03-3548-7956 E-mail:info@jcma.gr｡jp http://www.jcma｡gr｡jp 

※ご記入いただきました上記内容は、安全かつ適切に取り扱い、商品の発送、請求及び入金の確認にかかる事務に使用いたします。 


