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☆新刊☆

①当協会ホームページから「発行物のご案内（右図のバナー）」をクリックしてください。

②ご希望の書籍を選んで「クレジットカード」でお支払いください。

③決済手続き確認後に発送いたします。

★この書籍はオンラインでお求め頂けます★ ※各書籍の詳しい内容をHPで紹介しています。是非ご覧ください。

～医療職と連携するために～

ケアマネジャーのための医療職との
連携ハンドブック

今までなかった！

コード番号
【128】

【コード番号:128】 ●A5判209頁 ● 2014年11月発売
●日本介護支援専門員協会 会員価格1,100円/定価1,500円(本体価格1,389円＋税）（送料別）
●編集/監修：日本介護支援専門員協会

■こんな本がほしかった！ よくわかる医療職との連携指南書！！

■誰に・いつ・どのようにアプローチすればよいか、本書を開けばすぐ解決！

■生活障害に視点をおいた、画期的なハンドブック！

■A5判サイズで持ち運びにとても便利！日常業務には欠かせない一冊！

■厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）により作成した冊子

が大変好評を博したため、内容を追加して判型を変更し、実費で頒布しております。

※ご注文はご文用紙に商品のコード番号（【 】内の番号）をご記入ください。代金は前払い制です。

一般社団法人日本介護支援専門員協会発行書籍のご案内 １／２

■介護支援専門員が、糖尿病について、「どこを見て」、「どこに気付くべきか」、「どのように
ケアマネジメントをすべきか」のポイントが分かる！

■ 「要点」 「症例」「解説」「まとめ」「ケアマネジメントのポイント」の章立てで、イラスト、図表を
使いポイントを押さえた理解しやすい解説が特徴！関連事項の「コラム」や図の解説も充実！

■日本糖尿病協会・日本介護支援専門員協会平成28年度合同事業で制作！

※ご注文は、ご注文用紙に商品のコード番号（【 】内の番号）をご記入ください。 代金は前払い制です。

コード番号【136】
１ インスリン自己
注射の見守り

●各A4判１６頁 ●2017年2月発売 ●定価・会員価格共に各冊とも500円（税込・送料別）

コード番号【138】
２ こわいぞ低血糖

コード番号【140】
３ 糖尿病は
どんな病気

コード番号【142】
４ 旬の惣菜で楽し
む食事療法【秋】



●会員価格：500円（税込・送料別）
七宝焼き風(直径12㎜）のロゴバッジ。入会者のステータスアイテムとして大人気！

コード番号

【117】 協会ロゴバッジ

コード番号

【121】

【コード番号:121】
● A4判188頁 ●2010年9月発売
●日本介護支援専門員協会会員価格：2,300円/

定価：2,500円（共に税込・送料別）
●編著：高橋泰（国際医療福祉大学大学院教授・医学博士）、

遠藤征也（前・厚生労働省老健局振興課介護支援専門官）、
木村隆次（当協会前会長）

●編集協力：「疾患別ケアマネジメント基礎講座」編集委員会
★ケアマネジャーが医療職と連携するために知っておくべき医療知識について、

イラストを多用して分かりやすく解説。
★まずは代表的な３疾患について、知っておきたい基礎知識を解説。

また各疾患における状態変化の全体像がわかる 「病気の経過を示した地図」
をもとに、ステ－ジごとにケアのポイントやケアプラン例を具体的に例示。

★医師とケアマネジャーの連携にも焦点をあてて、ステージごとに
介護支援専門員が医師に提供すべき情報等を収載。
ケアマネジメントを行う上ですぐに役立つよう編集しています。

※ご注文は注文用紙に商品のコード番号（【 】内の番号）をご記入ください。 代金は前払い制です。
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一般社団法人日本介護支援専門員協会発行書籍のご案内 ２／２

２

疾患別ケアマネジメント基礎講座 vol.１
医療と介護の連携のための

※介護支援専門員必携テキスト【112】～【116】ならびに【122】介護支援専門員の医療的ケアの知識向上のためのテキスト、
【120】改訂版災害対応マニュアル につきましては、販売を終了いたしました。

【コード番号:126】
●A4判128頁 ●2013年7月発売

●定価・会員価格共に本体1,050円（税込・送料別）
●編集/監修：日本介護支援専門員協会

★医学的情報や健康に関する課題に対する苦手意識を
払拭できる解説書！

★利用者の望む暮らしを実現するための課題（ニーズ）を網羅。

★豊富な事例やポイントを押さえた解説により、円滑な訪問看護導入を

実現。

★きめ細かく設定されたフローチャートを辿ることで、医療ニーズの有無

やサービス導入の適否を的確に判定！

★厚生労働省老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等

事業分）により作成された冊子等を一部改変して掲載。

医療ニーズと支援のポイント
コード番号

【126】

コード番号

【126】



一般社団法人 日本介護支援専門員協会

斡旋図書のご案内
協会発行書籍とは
異なりますので
ご注意ください。

３

コード 年 間 購 読（月刊誌） 出版社 体 裁 定 価 会員価格 送 料

1028
月刊介護保険
★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。

法研 A4判 変型
18,480円

（年間）
14,832円

（年間）
購読料
に含む

斡旋図書

年間購読（月刊誌）

コード 斡 旋 図 書 出版社 体 裁 定 価 会員価格 送 料

1115 平成29年版社会福祉六法 新日本法規出版 A5判・3,950頁 6,372円 5,734円 460円

1114 [改訂版]相談・支援のための福祉・医療制度活用ハンドブック 新日本法規出版 A5判・404頁 4,212円 3,790円 350円

1113 ケアマネ・福祉職のための精神疾患ガイド 中央法規出版 A5判・266頁 2,592円 2,332円 実費※1

1112 地域で支える認知症～事例に学ぶ地域連携サポート～ ぎょうせい A5判・264頁 3,024円 2,722円
会員
無料

1111 介護保険制度史 基本構想から法施行まで 社会保険研究所 A5判728頁 4,968円 4,480円 432円

1110 平成28年4月版 訪問看護業務の手引き 社会保険研究所 Ｂ5判712頁 3,780円 3,210円 432円

1109 高齢者向け住まい＆介護に備える入門ガイドブック アールシップ A4判52頁 594円 540円 360円※2

1108 ワークブック 自立支援型ケアプラン作成ガイド ぎょうせい Ｂ5判216頁 3,564円 3,208円
会員
無料

1107 介護福祉士養成テキスト 第4巻「医療的ケア」
日本介護福祉士
養成施設協会

B5判147頁 2,620円 2,620円 400円※3

1106 介護福祉士養成テキスト 第3巻「コミュニケーション技術／生活支援技術Ⅰ・Ⅱ」
日本介護福祉士
養成施設協会

B5判260頁 3,570円 3,570円 400円※3

1105 介護福祉士養成テキスト 第2巻「介護の基本／介護過程」
日本介護福祉士
養成施設協会

B5判300頁 3,620円 3,620円 400円※3

1104 介護福祉士養成テキスト 第1巻「人間の尊厳と自立／社会の理解」
日本介護福祉士
養成施設協会

B5判272頁 3,620円 3,620円 400円※3

1103 通知でわかる介護サービス事業の実務 新日本法規出版 B5判902頁
（全1巻 ケース付）

11,880円 10,692円 610円

1102 平成27年版介護保険六法 新日本法規出版 A5判3,000頁 5,508円 4,957円 460円

1101 Q&A成年後見の実務 新日本法規出版 B5判1,284頁
（全1巻 ケース付）

12,960円 11,664円 610円

1100 高齢者介護手続マニュアル 新日本法規出版 B5判2,618頁
（全2巻 ケース入）

13,500円 12,150円 830円

1099 介護職員のためのリスクマネジメント養成講座
レクシスネクシス・

ジャパン
A5判191頁
(DVD付) 2,808円 2,527円 無料

1098 保険料と介護保険財政 平成27年8月版 介護保険の実務 社会保険研究所 A5判296頁 2,160円 1,960円 432円

1097 平成27年8月版 介護保険制度の解説 (解説編のみ) 社会保険研究所 Ｂ5判520頁 3,240円 2,940円 432円

1096 平成27年8月版 介護保険制度の解説 (解説編＋法令付) 社会保険研究所 Ｂ5判1,408頁 5,184円 4,710円 432円

1095 10のステップで理解する！ 企業のためのマイナンバー実務 ぎょうせい Ａ5判100頁 1,200円 1,080円
会員
無料

1094 従業員が知っておきたいマイナンバー10のポイント ぎょうせい Ｂ5判32頁 324円 324円 210円※4

1093 ライフデザイン白書2015年 ぎょうせい Ａ5判188頁 1,900円 1,710円
会員
無料

1092 Ｑ＆Ａ訪問介護サービスのグレーゾーン 第２次改訂版 ぎょうせい Ｂ5判216頁 3,132円 2,819円
会員
無料

1091 介護報酬ナビ2015 じほう A4判 341頁 3,564円 3,200円 300円

1090 高齢社会の道案内 ジェロントロジー入門 社会保険出版社 B5判 288頁 3,024円 2,570円 864円

1089 平成27年4月版 介護事業所のための介護給付費請求の手引き 社会保険出版社 A4判 896頁 4,752円 4,039円 864円

1087 平成27年4月版 障害福祉サービス 報酬の解釈 社会保険研究所 B5判 1,000頁 4,320円 3,930円 432円

1086 平成27年4月版 在宅サービス 介護報酬 算定の手引 社会保険研究所 B5判 200頁 2,376円 2,160円 432円

平成28年度～

※1：1113の送料は、税込 5,400 円（本体5,000 円＋税8％）以上ご購入の場合は、送料無料。 ※2：1109の送料は5冊以上ご注文で無料。 ※3：1104
～1107の送料は、2冊ご注文で510円、3冊以上無料。 ※4：1094の送料は、20部以上ご注文で無料。 170222書-1



ご勤務先

（お届け先住所）
〒 －

（ふりがな）

（お名前）

●お届け先が 「勤務先」 の場合のみ下記に名称をご記入ください。

●ご注文の品のコード番号（頭３桁・ハイフン以降の数字がある場合は省略）と数量をご記入ください。

区 分

‐0 0

●書籍の送料は以下のとおりです。

Ⅱ．ご注文主情報

コード番号 数 量 金額

Ⅲ-Ⅰ.ご注文情報（協会発行書籍：コードが３桁の書籍です）

ＦＡＸ：０３-３５１８-０７７８

会員
NO.

1～5冊 600円/ 6～10冊 800円/ 11冊以上 お問い合わせください。

170222書-1

冊

冊

冊

円

円

円

送 料

ご請求先名

●会員の方は、各項目の登録情報に変更がある場合はそれぞれ ☑ を入れて下さい。

☑ を入れた項目は、当協会と支部の情報を更新いたしますのでご了承ください。

□

□

（変更有り）

（変更有り）

（変更有り）

□

★オンラインでもご購入頂けます★

電話 － － FAX － －

●会員は会員番号をご記載ください。 会員番号がない場合は、非会員
価格とさせて頂く場合がございます。

郵便口座：

00140-0-600875
加入者名：
一般社団法人
日本介護支援専門員協会

※振込用紙通信欄には
商品番号、注文数、お名前、
ご住所、電話番号を必ず
ご記入ください。

Ⅳ．郵便払込受領証
添付欄

円

合計 円

【117】 『バッジ』 の単品注文時の送料について
・1～10個までは160円とし、他の書籍とご注文時は書籍送料に

含むこととします。11個以上はお問合せください。

【オンライン販売のお手続き】

①当協会ホームページから「発行物の
ご案内」をクリックしてください。

②ご希望の書籍を選んで「クレジットカード」
でお支払いください。
③決済手続き確認後に発送いたします。

Ⅰ．ご注文方法

・協会発行書籍（コード3桁）は、Ⅱ欄にご記入の上、Ⅲ-Ⅰ欄に記入をお願い致します。 お振込は、Ⅳ.郵便振込添付欄をご使用下さい。
・斡旋図書（コード4桁）は、Ⅱ、Ⅲ-Ⅱ欄のみご記入下さい。（注意：お振込は不要です）。記入後、当協会宛にFAX下さい。

Ⅲ-Ⅱ．ご注文情報（斡旋図書：コードが４桁の書籍です）※出版社から請求書が送付されます

コード番号 数 量 図書名（略称で結構です）

一般社団法人

日本介護支援専門員協会
〒101-0052 東京都千代田区

神田小川町1-11 金子ビル2階

TEL：03-3518-0777

FAX：03-3518-0778

E-mail: jigyouka@jcma.or.jp

① 「書籍代」と「送料」を計算してください。 その上で郵便局に備え付けの
郵便払込用紙にて、「書籍代」 と 「送料」を合わせた金額をお振込みください。

② 本紙（注文書）に必要事項を楷書でご記入（Ⅱ欄・Ⅲ-Ⅰ欄）いただき、
受領書を添付（Ⅳ.郵便振込添付欄）の上、 当協会事務局宛にＦＡＸしてください。

□ 会 員

□ 非会員

□ 支 部

1 0 2 8

コード番号 数 量 年間購読

月刊介護保険/購読開始日 平成 年 月 から

見積書（ 枚） 納品書（ 枚）

請求書（ 枚）

◎商品の送付先と請求先は同一です。

切

取

線

切

取

線

切

取

線

都道
府県

※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、請求及びご入金の確認にかかる事務、
各種ご案内、 アンケートのお願い等に使用させていただくことがございます。

【136～142】 『糖尿病テキスト』 の単品注文時の送料について 1～２0冊までは360円となります。２１冊以上はお問合せください。
(注意) 送料が異なりますので、他の書籍、バッジとは別々に、「糖尿病テキストシリーズ」のみでご注文願います。


