
FAX申込書 中央法規出版 宛  FAX.092-726-2060

☆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、右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　福岡営業所長　　（171226）

平成　　　　年　　　　月　　　　日　

お届け先

ご 住 所

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）

〒
電 話

F A X

お支払い １. 公費　　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

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 代引送料380円　※5,400円（税込）以上ご購入の場合、代引送料サービス

お名前

（ご担当）

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。

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 支払期日

7 964

 ※ 5,400円(税込)以上ご購入の場合、送料サービス。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜大分県介護支援専門員協会　専用＞　 
    ※ ご注文の受付からお届けまでに、１週間～１０日程度かかります。

コード 書　　名 定　価 部　数

5633 介護支援専門員実務研修　実習指導マニュアル
 2,808円

（本体 2,600円+税8％）
部

TEL.092-724-8714  FAX.092-726-2060中央法規出版株式会社
福岡営業所☆担当：平間☆ 〒810-0073　福岡市中央区舞鶴3-2-1

実習指導者・主任介護支援専門員必読の１冊！

第１章　 介護支援専門員実務研修に　

おける実習の位置づけと目的

第２章　実習受け入れ事業所の準備

第３章　実習指導者の準備

第４章　実習指導の実際（展開）

第５章　実習後の振り返り

資料編

主要目次

●B5判・192頁  ●2018年1月発行　●定価2,808円（本体2,600円＋税8％）

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＝編集

介 専護 門 務支 員 研援 実 修 ISBN978-4-8058-5633-8

介護支援専門員実務研修に位置づ

けられた実習(見学実習）において、

事業所や実習指導者が準備すべき

こと・心構えについて解説。実習指導

の展開や実習後の振り返りを、効果

的に行うための知識をマニュアル化

した。地域で後進を育成する主任介

護支援専門員にも役立つ１冊。

実習指導マニュアル



FAX申込書 中央法規出版 宛  FAX.092-726-2060

☆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、右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　福岡営業所長　　（171226）

平成　　　　年　　　　月　　　　日　

お届け先

ご 住 所

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）

〒
電 話

F A X

お支払い １. 公費　　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

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 代引送料380円　※5,400円（税込）以上ご購入の場合、代引送料サービス

お名前

（ご担当）

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。

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 支払期日

7 964

　※ 　 5,400円(税込)以上ご購入の場合、送料サービス。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜大分県介護支援専門員協会　専用＞  
※ ご注文の受付からお届けまでに、１週間～10日程度かかります。

　　　

コード 書　　名 定　価 部　数

5632
介護支援専門員実務研修 実習ガイドブック
2018年1月発行

 2,376円
（本体 2,200円+税8％）

部

TEL.092-724-8714  FAX.092-726-2060中央法規出版株式会社
福岡営業所☆担当：平間☆ 〒810-0073　福岡市中央区舞鶴3-2-1

見学実習をより有意義にするための必携書 ！

序　章  介護支援専門員実務研修における　
実習への期待

第１章  介護支援専門員実務研修における　
実習の位置づけと目的

第２章 実習にあたっての受講者の準備
第３章  実習の実際～ケアマネジメント　　

　プロセスにおける見学のポイント
第４章  実習振り返りにおける報告書作成の

　ねらいとポイント

主要目次

●A4判・176頁  ●2018年1月発行　●定価2,376円（本体2,200円＋税8％）

公益社団法人京都府介護支援専門員会＝監修

松本善則、福富昌城＝編著

介 専護 門 務支 員 研援 実 修 ISBN978-4-8058-5632-1

介護支援専門員実務研修にお

ける実習（見学実習）について、

ガイドラインに準拠して、実習内

容、習得目標、留意点、姿勢・態

度、振り返りなどのポイントを明快

に解説する。実習で作成する各種

帳票等の記入例も収載しており、

本書で予習・復習することで、より

有意義な実習が行える。

実習ガイドブック



Ｑ＆Ａでおさえる業務のツボ

Ｑ＆Ａでおさえる業務のツボ

日ごろの業務で法令遵守、できていますか？

無意識に、法令違反していませんか？

介護事業所の業務の法的根拠は広範で熟知が難しく、 無意識に法令に

抵触して実地指導等で指摘されてしまうこともある。

本書は、 実務者の理解の薄い運営基準等を厳選し、 実務上の根拠

を 【Ｑ＆Ａ＋解説＋プラスα】 で平易に指南した。

本書ではケアマネジメントプロセスに沿って、 間違って理解しがち

な実務のルールを 【Ｑ＆Ａ＋解説＋プラスα】 でわかりやすく指

南。自己流に陥らず、適切で効率的な業務を行うための必読書。

裏面のFAX申込書にてお申込ください！

第１部　総論編

法律と法令の違い／遵守すべき基準（省令）／

基準の条例委任／介護保険制度の再確認／

事業の一般原則

第２部　実践編

第１章　基本方針・人員基準・設備基準

第２章　運営基準①　間接支援

第３章　運営基準②　care 提供

第４章　運営基準③　全般

第５章　2014（平成 26）年制度改正

主要目次

主要目次

第１部　総論編

介護保険制度の再確認／居宅サービス計画（ケ

アプラン）の役割／介護サービスの費用（基本

報酬）の決め方／加算・減算の考え方

第２部　実践編

第１章　通則

第２章　訪問系サービス①　　　

第３章　訪問系サービス②　　　

第４章　通所系サービス

第５章　リハビリ・短期入所系サービス

第６章　居宅介護支援

介護サービス事業所職員 ・
ケアマネジャー

経験を積むうちに曖昧になってしまった法令上の
根拠を再確認するための参考ツールとして！

実地指導 （運営指導） を
行う行政職員

根拠に基づいた指導が実施でき、 事業所職員等
から受ける疑問・質問への対応にも活用！

好評の“法的根拠”シリーズのご案内です。

介護報酬 ・加算減算編

法的根拠に基づく

ケアマネ実務ハンドブック

Ｑ＆Ａでおさえる報酬管理のツボ
【著】後藤 佳苗

【著】後藤 佳苗

【著】後藤 佳苗

● 2017 年２月発行　●定価 2,160 円 （本体 2,000 円＋税 8％）

●Ａ５判 ・232 頁　● ISBN978-4-8058-5467-9

 法的根拠に基づく 介護事業所運営ハンドブック

 法的根拠に基づく ケアマネ実務ハンドブック

●2015 年10月発行　●定価 2,160 円 （本体 2,000 円＋税 8%）

●Ａ５判・196頁　● ISBN 978-4-8058-5262-0

●2014年 3月発行　●定価 2,160円（本体 2,000 円＋税 8%）

●Ａ５判・222頁　● ISBN 978-4-8058-3983-6

算定の根拠、きちんと理解できていますか？
介護報酬、加算・減算について取り扱いの多いサービス、過誤請求を起こ

しやすいもの等をわかりやすく整理。実務者の理解が薄い介護報酬、加算・

減算の法令上の根拠を【Ｑ＆Ａ＋解説＋プラスα】で指南する。ケアマネを

はじめ幅広い職種が活用できる一冊。

ケアマネ ・ 介護サービス
事業所職員等

介護報酬、 加算・減算等の算定上の根拠を
確認するための参考ツールとして！

実地指導 ［報酬請求指導］
を行う行政職員

根拠に基づいた指導が実施でき、 事業所職員等
から受ける疑義の対応にも活用！

法的根拠を再確認するための
参考ツールとして！

ケアマネジャー

根拠に基づいた点検支援の提供や
ケアマネジャー等から受ける疑問・
質問への対応にも活用！

行政職員

最新刊

 好評の既刊本



コード 書　　名 定　価 部　数

5467
法的根拠に基づくケアマネ実務ハンドブック
介護報酬・加算減算編  Ｑ＆Ａでおさえる報酬管理のツボ

 2,160円
（本体 2,000円+税8％）

部

5262
法的根拠に基づく 介護事業所運営ハンドブック
Ｑ＆Ａでおさえる業務のツボ

 2,160円
（本体 2,000円+税8％）

部

3983 法的根拠に基づく ケアマネ実務ハンドブック
Ｑ＆Ａでおさえる業務のツボ

 2,160円
（本体 2,000円+税8％）

部

　※ 5,400円(税込)以上ご購入の場合、送料サービス。                                 　　     ＜大分県介護支援専門員協会　専用＞
   ※ ご注文の受付からお届けまでに、１週間 ～１０日程度かかります。

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

〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-1　

TEL.092-724-8714  FAX.092-726-2060中央法規出版株式会社
福岡営業所☆担当：平間☆

170124

☆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　福岡営業所長

平成　　　　年　　　　月　　　　日　

お届け先

ご 住 所

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）

〒
電 話

F A X

お支払い １. 公費　　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

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

代引送料380円　※5,400円（税込）以上ご購入の場合、代引送料サービス

お名前

（ご担当）

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。

通信欄

FAX申込書
お申し込みの際は、下記に必要事項をご記入のうえ

弊社までファックス送信願います。

FAX.  092-726-2060

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 支払期日

7 964


