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Care management and Operation in welfare facilities for the elderly

平成30年度
介護報酬対応！

特典教材

地域包括ケアを担う

・Word
介護サービス加算 算定手続き・ルールと必要書類集（ PDF
Excel 等 ）

（PDF）
本誌人気連載「masaの相談員雑感」

ダウンロード
配信中

菊地雅洋 北海道介護福祉道場 あかい花 代表

特養・老健・通所のケアプラン・ケア計画事例集

本誌で読めない
事例を掲載
（PDF）

年間の特集記事予定
①家族支援 ②地域包括ケア ③ケアマネジメント ④経営 ⑤通所サービスの記事を掲載
月号

２

対応を間違えるな！「過度な要求」
「理不尽な要求」をする家族への正しいかかわりかた

家族にさまざまな問題をかかえる人の施設入所とソーシャルワーク実践
プランがパターン化していませんか？ その人らしさを重視したアセスメントとプランニング
転ベッド… 日程変更… 緊急受入…

ショートステイの稼働率アップのための具体策

災害に備える！ 通所サービスにおける防災対策の実践
月号

5

ほか

地域活動・地域連携特別編集号 「地域」を知るための活動・地域連携がわかる！
巻頭
特別企画

地域包括ケアシステム構築に向けた医療・介護連携の展望
地域活動・地域連携を推進するためのソーシャルワーカーの役割

地域でいつまでも暮らせるために！さまざまな資源の支援が必要な家族への対応

地域の社会資源として！施設・事業所の機能を活かしたさまざまな地域活動・サービスの実践

医療、関係機関との連携・支援が必要な利用者の計画立案のポイント

地域に利用者を帰す！超強化型老健の在宅復帰のケアプラン事例集

地域、利用者のニーズに応じた保険外サービスの展開と地域づくり

地域と共生・協働した活動展開！通所サービスにおける地域連携拠点としての実践

月号

８ 精神疾患？発達障害？が疑わしい家族への正しいかかわり方

地域包括支援センター・関係機関との協働と上手な付き合い方

地域を共につくる！

家族と共に取り組むターミナル
（看取り介護 ）
ケアプラン立案

家族と共に取り組んだターミナル期のケアプラン事例集

日常生活継続支援加算における入所マネジメント！重度者のみ？ それとも稼働率を考え要介護3も受け入れるか！ ほか

月号

11 利用者と家族のニーズが異なる場合のソーシャルワーカーの対応
通所、短期入所、訪問…

地域でいつまでも暮らせるための居宅サービス事業者の連携・協働

要介護度維持・改善！アウトカム評価を見据えた通所介護
（リハ）計画立案のポイント

アウトカム評価を見据えた通所介護（リハ）計画事例集

次期介護報酬改定を見据え、介護保険事業者は何をしなければならないのか
今から準備しておくべきことは

お問合せ
ご注文

TEL：

ほか

※内容は都合により変更する場合がございます。

URL：www.nissoken.com

日総研

〒451-0051 名古屋市西区則武新町3-7-15 日総研ビル
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Care management and Operation in welfare facilities for the elderly

ソーシャルワークの進化と
連携調整の工夫

特集１ 相談援助・地域展開

地域で生活が営めない…

家族にさまざまな問題をかかえる人の
施設入所とソーシャルワーク実践
35

地域で複雑な問題を抱える利用者・家族への支援とソーシャルワーカーの役割

39

施設入所だけでは課題が解決しない利用者・家族への支援

参考資料
最新号 目次

２

2019

月配本号

湖山医療福祉グループ 社会福祉法人大和会本部 人材採用担当／特別養護老人ホーム愛生苑 主任生活相談員 五箇忠司

社会福祉法人清心福祉会 特別養護老人ホームファミリーマイホーム 副施設長
東京都高齢者福祉施設協議会 職員研修委員会 生活相談員研修委員会 委員 田代航也

特集２

プランがパターン化していませんか？

ケアマネジメント
実務編

その人らしさを重視したアセスメントとプランニング
48

56

なぜケアプラン（ケア計画）がパターン化してしまうのか？

〜その人らしさを追求したアセスメントの視点と工夫

福岡シティ福祉サービス 代表 白石

認知症の人の その人らしさ のアセスメントとケアプラン立案のコツ

株式会社きらめき介護塾 代表取締役／一般社団法人きらめき認知症トレーナー協会 代表理事

均

渡辺哲弘

特集２
ケアマネジメント
ケーススタディ編

BPSDの見られる認知症の人の
通所介護計画事例集
61

介護サービス拒否の見られる認知症の人の通所介護計画

66

送迎車両に乗らない，
帰宅願望が見られる認知症の人の通所介護計画

有料老人ホームグローバルケア森の家 デイサービス森の家３ 管理者

黒田敏子

有限会社おもやいの家 取締役／社会福祉士／介護福祉士／介護支援専門員 有益大介

特集３ 経営・業務マネジメント

転ベッド… 日程変更… 緊急受入…

特集４ 通所サービス

災害に備える！ 通所サービスにおける防災対策の実践

ショートステイの稼働率アップのための具体策
71

ショートステイ相談員として知っておくべきベッドマネジメントの極意

77

居宅ケアマネと家族の連携強化！「日程変更…居室移動…」
してほしい場合の相談員の交渉術！
特別養護老人ホーム江戸川光照苑 統括係長／生活相談員 関根 悟

82

ショートステイの30日超減算と稼働率の関係を考える… 経営的視点を見据えたベッドマネジメント
特別養護老人ホーム西水元あやめ園 生活相談員 野村貴男

特別養護老人ホーム江戸川光照苑 相談支援課 課長 阿部正人

87

通所サービスにおける防災対策のスタンダードとは

92

防災マニュアルの整備と地域との防災協定，
福祉避難所のあり方

96

災害経験から学ぶ！緊急時，
通所サービスとしてどう対応すべきなのか

株式会社SYMケアサポート 代表取締役

前泊寛道

社会福祉法人リデルライトホーム 特別養護老人ホーム リデルホーム黒髪／特別養護老人ホーム リデルホーム龍田
養護老人ホーム ライトホーム 施設長 中山泰男

医療法人興和会 介護老人保健施設なごみの里 事務長／熊本県介護支援専門員協会 理事（法定研修部会委員長）
社会福祉士／介護支援専門員 西田 剛

スペシャル
レポート
新連載

26

施設側として受け入れることのできない「過度な要求」
「理不尽な要求」をする家族とは？

31

どこまで対応すればよいのか！「要求・要望」への正しい対応方法とコミュニケーション

10

老健における相談員の新しい役割！在宅復帰・在宅療養支援等指標マネジメント

18

デキる相談員になろう！ココだけは押さえたい

連載

1

名寄市立大学 保健福祉学部 社会福祉学科 教授 佐藤みゆき
特別養護老人ホームけいあいの郷 影取 施設長

石川朝彦

介護老人保健施設 うなね杏霞苑 支援相談員／社会福祉士 新野

緒

経営的視点とマネジメント

社会福祉法人浴風会 第二南陽園 主任生活相談員 工藤章子

地域とのかかわり紹介します！施設・事業所の地域活動レポート（No.12）
株式会社ライフケア創合研究所 代表取締役

23

masaの相談員雑感（第36回）

105

福祉職なら読んでおきたい一冊（第36回）

106

今でも心に残るソーシャルワーク実践（第５回）

湯川直紀

北海道介護福祉道場 あかい花 代表 菊地雅洋

特別養護老人ホームスマイルケアみつなし 生活相談員 滝

和也

彩の国あんしんセーフティネット事業 社会貢献支援員 張替健太

読者限定ダウンロード 特典教材

ケアマネジメント特集 ケアマネジメント特集連動企画
連動企画

データ形式 PDF

特養・老健・通所のケアプラン・ケア計画事例集

介護サービス拒否の見られる認知症の人の通所介護計画
▶事例１：利用者とのかかわり方の工夫により，
介護拒否の軽減につながった事例

▶事例２：これまで行ってきたケアが

本誌
未収録

何かの事象をきっかけにしてうまくいかなくなり，
認知症の利用者へのかかわりがまた一からのスタートとなった事例

平成30年度介護報酬対応！
『介護サービス加算

送迎車に乗らない，帰宅願望が見られる
認知症の人の通所介護計画
▶事例１：暴力行為，危険行為などによって
他施設を利用中止になったＡさん

本誌
未収録

▶事例２：帰宅欲求が強く，他のデイサービスで
対応が不可能になったＭさん

算定手続き・ルールと必要書類集』WEB版

データ形式 Excel

①新設加算
②見直し加算
生活機能向上連携加算（介護老人福祉施設・通所介護・短期入所生活介護） 夜勤職員配置加算（介護老人福祉施設・短期入所生活介護）
排せつ支援加算（介護老人福祉施設・介護老人保健施設）
個別機能訓練加算（介護老人福祉施設・通所介護・短期入所生活介護）
褥瘡マネジメント加算（介護老人福祉施設・介護老人保健施設） ほか
・口腔衛生管理加算（介護老人福祉施設・介護老人保健施設） ほか

本誌人気連載『masaの相談員雑感』プレイバック配信

［第１回：相談員には雑学も大事だよ］から［第９回：利用者に寄り添う援助者であれ］まで

データ形式PDF

