サービス＆
マネジメント

隔月刊誌
定期刊行物
会員制

地域と連携するデイを創る判断と行動！
B5変型判 104頁 年6回（奇数月の末日）発行
入会金 3,000円 年間購読料 15,400円（共に税込）
※開始号数により価格は少しお安くなります。

［特典教材 ］ダウンロード （合併後、2019年11月より）

平成30年度
介護報酬対応！

・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
事業戦略

19
年

マネジメント

月号特集

5
6

人材・労務

メンタルヘルス不調者の早期発見と対応

事業戦略

生き残るデイサービスの経営力と戦略

サービス

認知症の人が 嫌がらない 上手なアプローチ

人材・労務

間違ったスタッフ指導の改善と組織づくり 育たない・定着しない原因とは？

月号特集

マネジメント

マネジメント

『【通所＆施設】地域包括ケアを担う
ケアマネ＆相談員』
『通所サービス＆マネジメント』
と
19年

11月より

合併・リニューアル
19
年

月号特集

11

今さら聞けないコンプライアンス

利用者のＩＡＤＬとＱＯＬをプロデュース 「活動」が変わる環境づくり！

マネジメント

7
8

【最新】転ばぬ先の実地指導対策のキモ

サービス

マネジメント

マネジメント

19
年

本誌で読めない事例を掲載
（PDF）

職場環境への不適応を防ぐ！

地域で必要とされる社会資源になる！
思いを汲み取るプロの技！

地域包括ケアシステムの構築に向けた
施設・事業所マネジメントがわかる情報誌に！
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

デイサービス・デイケアの機能分化と今後の方向性
要介護度維持・改善！アウトカム評価を見据えた
通所、短期入所、訪問…
地域でいつまでも暮らせるための

アウトカム評価が求められる
通所サービスが進むべき道

通所介護（リハ）計画立案のポイント＆事例集

居宅サービス事業者間の連携・協働

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
今から準備しておくべきこととは？
20
年

月号特集

2

次期報酬改定を見据えた介護事業者の対応

社会参加支援加算・ADL維持等加算算定を実現する体制整備とサービス実践
医療依存度が高く、認知症を有する人の受入！

リスクの高い認知症の人のケアプラン立案と事例集
利用者・家族にスキを見せない

お問合せ
ご注文

TEL：

施設・事業所の「説明責任」の極意

ほか

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

サービス＆ 地域と連携する
マネジメント デイを創る判断と行動！

隔月刊誌

今さら聞けないコンプライアンス！

【最新】転ばぬ先の
事業戦略
実地指導対策のキモ

マネジメント特集

11

サービス

マネジメント特集

27

利用者のIADLと
QOLをプロデュース

買い物をしながら自然に介護予防！

日常生活支援総合事業で展開する
「ショッピングリハビリ 」
とは？

光プロジェクト株式会社 代表取締役／作業療法士 杉村卓哉

34

男性利用者の興味・関心を引き出して
生きがい支援をする活動の実際

社会福祉法人徳心会 特別養護老人ホームいずみえん
施設長 眞弓 勉

38

「料理」
という役割の
再獲得に向けた活動と
IADL訓練の実際

人材・労務

マネジメント特集

43

メンタルヘルス
不調者の
早期発見と対応

介護スタッフが共感疲労に
陥らないためのサポートのあり方

1

52

介護スタッフのメンタルヘルス不全を
予防する管理者・リーダーの
コミュニケーション

こころ元気研究所 所長
株式会社エンパワーコミュニケーション 代表取締役 鎌田 敏

57

介護スタッフのメンタルヘルスを支える
組織的なラインケアの進め方
国際医療福祉大学 赤坂心理・医療福祉マネジメント学部 心理学科
国際医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 臨床心理学専攻
准教授 小野寺敦志

作るも楽しい！食べるも楽しい！

笑顔で挑戦！季節のおやつレク《第36回》

地域栄養ケアセンターとよだ 認定在宅訪問管理栄養士
介護支援専門員 豊田綾子

4

ぬり絵で機能訓練！

ぬるビリテーションのすすめ《第28回》

ライフデザインワークス 代表 志田清美

62

大道芸人が楽しくレクチャー！

笑いと健康の素敵な関係《第12回》

Dr.Kataria school認定 笑いヨガリーダー 田久朋寛

67

不機嫌な組織からの脱却！

職場内コミュニケーション活性化術《第5回》

株式会社1983 部長
サービス付き高齢者向け住宅 一家団蘭あさひ 家長
（施設長）
NATURAL CARE SUPPORT 代表 鷲見直実

71

外国人介護人材の活用に向けて

押さえておきたいポイント《第2回》

一般社団法人 日本介護職業能力育成機構
（JCCD）理事長
株式会社CPI 代表取締役 本宮 薫

76

ICT化で変わる介護現場

導入・活用を成功させるポイント《第2回》

株式会社ライフケア 代表取締役
関西医療大学 準研究員
トリプルグッド介護経営研究会 特別顧問 一谷勇一郎

82

DASUケア 流

排泄の小咄《第4回》

DASUケアLAB 代表／認定排泄ケア専門員 大関美里

86

選ばれるデイの条件と実際の取り組み《第１7回》

700軒以上の事業所を見学してきた経験則から解説！

〜感情労働の視点から

天理大学 人間学部 人間関係学科 社会福祉専攻
教授 松田美智子

Co nte nt s

連載

株式会社アクティブ・ライフ・サポート 代表取締役
作業療法士 三村和礼

職場環境への不適応を防ぐ！

201９

最新号 目次

株式会社ヘルプズ・アンド・カンパニー
（HELPZ ＆ Co.）
代表取締役 西村栄一

「活動」が変わる環境づくり！

５ ６月号

参考資料

介護ぷらす 代表者／介護コーディネーター 山川

91

仁

デイサービス経営に必要な計数管理

「どんぶり勘定」
からの脱却《第5回》

有限会社HMM-JAPAN 代表取締役
つどい場
「さくらんぼ」 村上和之

98

アメリカ短期留学 介護実習生見聞録《第5回》

医療法人中村会 介護老人保健施設あさひな
認知症介護レクリエーション実践研究会
社会福祉士／介護福祉士 尾渡順子

