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・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 ）

「masaの相談員雑感」

本誌人気連載

菊地雅洋 北海道介護福祉道場 あかい花 代表

］PDF）
人気ブロガーmasaが時代の変遷と共に
「何を考え、何を伝えたいのか！」過去記事36本［ 配信月に9本お届け （

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）

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

5

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！
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
地域を共につくる！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

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！
通所サービスにおけるアウトカム評価！ADL維持等加算・社会参加支援加算算定の実践

月 合併・リニューアル号

11

特別
企画

地域包括ケアシステムから地域共生社会へ！2040年に向けた介護保険事業者のマネジメントとは

新時代突入！地域包括ケアにおける介護老人保健施設が進むべき方向性

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とは
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

「家に一人で居させられない…」
「行きたくない…」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

アウトカム評価を見据えた通所介護（リハ）計画立案と事例集
デイサービス・デイケアの機能分化と今後の方向性

※掲載内容は変更になる場合があります。

『【通所＆施設】
地域包括ケアを担うケアマネ＆相談員』
11月より『通所サービス＆マネジメン
合併・リニューアル
ト』
と
地域包括ケアシステムの構築に向けた新時代に沿った施設・事業所マネジメントがわかる情報誌
経営管理、地域連携・地域貢献、家族対応・相談援助、ケア計画、
通所サービス情報をキーワードに新時代に生き残れる施設・事業所になるための情報を提供

TEL：

URL：www.nissoken.com
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巻頭特別企画

1

地域包括ケアシステム構築に向けた医療と介護の課題

7

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

参考資料
最新号 目次

産業医科大学 医学部 公衆衛生学教室 教授 松田晋哉
大正大学 人間学部 社会福祉学科 教授 神山裕美

スペシャル
レポート

20

介護保険サービスを利用する高齢者を取り巻く状況の変化と家族支援

25

高齢者を介護する家族への支援とソーシャルワーカーに求められるコンピテンス

株式会社喜楽ケア 代表取締役 江藤

誠

ルーテル学院大学 総合人間学部 人間福祉心理学科 教授 山口麻衣

特集１
相談援助・
地域展開

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
30

社会福祉法人における地域公益活動と地域づくり

35

強化型老健における地域連携・地域貢献活動の実践

社会福祉法人 小茂根の郷 特別養護老人ホーム 東京武蔵野ホーム 施設長

杉田美佐子

介護老人保健施設せんだんの丘 統括部長 加藤

誠

特集２
ケアマネジメント
実務編

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
43

医療依存度が高く，
医療連携が必要な利用者の介護計画立案

51

さまざまな社会資源の活用，
支援が必要な利用者の計画立案のポイント

有限会社 時輪／グループホームのんきさん・おたがいさま／デイサービスのんきさん・デイサービスげんきさん
デイサービスげんきさんⅡ／サービス付き高齢者向け住宅あいがて／ヘルパーステーションあいがて
訪問看護ステーションすなお／時和ケアプラン 代表取締役 黒木みよ子
年長者の里 在宅介護支援センター 管理者 中西雄一

特集２

地域に利用者を帰す！

ケアマネジメント
ケーススタディ編

超強化型老健の在宅復帰のケアプラン事例集
55

在宅復帰のケアプラン事例〈その１〉

60

在宅復帰のケアプラン事例〈その２〉

社会福祉法人恩賜
早坂
財団済生会支部山形県済生会 介護老人保健施設フローラさいせい 介護支援専門員

愛 ほか

介護老人保健施設サンガーデン府中 支援相談員 喜多恭平 ほか

特集３ 経営・業務マネジメント

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
70

介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせたサービス提供と今後の展望

77

地域に開かれた施設を演出！フロントエンドとしての保険外サービスの実践と効果

小濱介護経営事務所 代表／介護事業経営研究会（C-MAS）最高顧問
一般社団法人医療介護経営研究会（C-SR）専務理事 小濵道博
コミュニティホーム長者の森 取締役 石原孝之

82 「なごみのさと」における保険外サービスの実践

社会福祉法人あけぼの会 介護老人保健施設なごみのさと 支援相談員／入所・短期入所療養介護担当

武藤

綾 ほか

特集４ 通所サービス

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

連載

88

地域連携の拠点となるための事業所の役割

93

地域連携拠点実践事例その１ 和が家介護グループの認知症ケア，
予防ケア，
地域ケア

99

地域連携拠点実践事例その２ 介活ネットさわら中央の事業者連携

13

masaの相談員雑感（第37回）

16

デキる相談員になろう！ココだけは押さえたい

104

福祉職なら読んでおきたい一冊（第37回）

105

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（第２回）

森本

剛

和が家介護グループ 代表 直井

誠

認定NPO法人 緩和ケア支援センターコミュニティ 看護小規模多機能型居宅介護 三丁目の花や 管理者

地域密着型通所介護 紺然想 管理者 河村智弘

北海道介護福祉道場 あかい花 代表 菊地雅洋

経営的視点とマネジメント（第２回）

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

高瀬ケアセンター 特別養護老人ホームたかせ 生活相談員／介護支援専門員 中川
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

剛
緒

