
〈第１巻〉　介護保険制度と介護支援

八訂『基本テキスト』 ページ ケアマネジャー基本問題集’18　上巻

第１章　ケアマネジメントの理解

　第１節　ケアマネジメントの定義 4 問題174～175

　第２節　介護支援専門員の役割 8 問題176～181

　第３節　介護支援専門員の業務に必要な基本知識 15 －

第２章　高齢化の進展と高齢者を取り巻く状況

　第１節　人口構造等の将来予測と課題 22 問題１～２

　第２節　地域包括ケアシステムの基本理念 26 －

第１章　介護保険制度導入の背景等

　第１節　介護保険制度創設のねらい 38 問題３、８～９

　第２節　介護保険制度の改正経緯の概要 43 問題５～７

　第３節　介護保険制度の実施状況 48 問題４

第２章　介護保険制度のしくみ

　第１節　介護保険制度の目的等 54 問題10～12

　第２節　保険者および被保険者 57

　１．保険者 57 問題13

　２．被保険者 58 問題25～28

　３．被保険者資格の取得と喪失 61 問題29～36

　４．国および地方公共団体等の責務等 66 問題14～20

　第３節　財政構造と保険料 75

　１．財政構造 75 問題98～101

　２．第１号被保険者にかかる保険料 77 問題102～107

　３．医療保険者の納付金 81 問題111

　４．第２号被保険者にかかる保険料 82 問題108～110

　５．財政安定化基金事業 84 問題112

　６．市町村相互財政安定化事業 84 問題113

　第４節　要介護認定および要支援認定 85

　１．要介護状態と要支援状態 85 問題37～40

　２．要介護認定の流れ 87

　３．要支援認定の流れ 98

　４．認定有効期間 98 問題55

　５．更新認定等 99 問題56～57

　６．住所移転時の認定 100 問題57

　７．要介護認定等の広域的実施 101 問題58

　第５節　保険給付の種類・内容等 102

　１．保険給付の種類と内容 102 問題60～73

　２．介護報酬 108 問題76、91～93

　３．介護報酬の支給限度額 111 問題94～97

　４．保険給付の方法 115 問題74～75

　第６節　利用者負担 117

　１．定率の利用者負担 117 問題77～78

　２．主な低所得者対策 122 問題79～83

　第７節　他の法令等による給付調整等その他の規定 129

　１．他の法令による給付との調整 129 問題85～86

　２．保険給付にかかるその他の規定 132 問題87～90

第１編　介護支援専門員に必要な基本視点

第２編　介護保険制度

問題41～54、58～59



　第８節　介護支援専門員 135

　１．介護支援専門員の登録等 135

　２．介護支援専門員の義務等 138

　第９節　サービス提供事業者・施設 140

　１．指定居宅サービス事業者 140 問題129～133

　２．指定居宅介護支援事業者 147 問題153～155

　３．指定介護予防サービス事業者 147 問題169

　４．指定介護予防支援事業者 148 問題170～171

　５．指定地域密着型サービス事業者 148

　６．指定地域密着型介護予防サービス事業者 151

　７．基準該当サービス事業者 152

　８．離島等における相当サービス事業者 152

　９．介護保険施設 153 問題142～147

　10．介護サービス情報の公表 156 問題172～173

　第10節　地域支援事業等 160

　１．地域支援事業の創設趣旨 160

　２．地域支援事業の事業構成等 161

　３．総合事業の具体的な内容 163

　４．総合事業の事業構成 166

　５．包括的支援事業 167

　６．任意事業 171

　７．地域包括支援センター 173 問題120～121

　８．地域ケア会議 176

　９．その他（保健福祉事業） 178

　第11節　介護保険事業計画等 179

　１．基本方針 179 問題21

　２．市町村介護保険事業計画 179 問題22

　３．都道府県介護保険事業支援計画 181 問題23

　４．地域における医療および介護の総合的な確保 185 問題24

　第12節　国民健康保険団体連合会の業務 187

　１．介護報酬の審査・支払 187

　２．介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の審査・支払 187

　３．介護給付費等審査委員会 187

　４．苦情処理等の業務 188

　５．第三者行為求償事務 189

　６．その他の業務 189

　第13節　審査請求および雑則 190

　１．介護保険審査会 190 問題125～126

　２．雑則 192 問題127～128

第１章　介護保険制度におけるケアマネジメント

　第１節　介護保険制度におけるケアマネジメント 200

　１．介護保険制度におけるケアマネジメントの定義等 200

　２．ケアマネジメントの基本的理念と意義 203

　第２節　運営基準を遵守したケアマネジメントの重要性 209

　１．運営基準（支援）の理解 209 問題156～165

　２．介護支援専門員の基本倫理・理念 251

　３．利用者・家族の主体性尊重のしくみ 259
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　４．家族への支援の必要性 262

　５．チームアプローチと適切なサービス利用の視点 270 問題181

　６．地域包括ケアシステムにおける位置づけ 276 －

　第３節　居宅介護支援の介護報酬 278

　１．基本報酬 278

　２．加算・減算の算定要件 278

　３．介護報酬の算定構造 282

第２章　居宅のケアマネジメント

　第１節　利用者本位の徹底とチームアプローチの実施 286

　１．受付・初期面接相談（インテーク） 286 問題199～201

　２．アセスメント 290 問題202～205

　３．計画の作成 303 問題206～211

　４．モニタリングと計画の修正、情報提供と秘密保持 312 問題212～213

　第２節　ケアマネジメントの記録 319

　１．記録の意義とケアマネジメントの記録 319

　２．記録の方法 323

　第３節　居宅のケアマネジメントの実際 328 －

第３章　介護予防ケアマネジメント

　第１節　運営基準（予防）を遵守したケアマネジメントの必要性 348

　第２節　指定介護予防支援の介護給付費（介護報酬） 353

　第３節　介護予防ケアマネジメントの意義・目的 354

　第４節　介護予防ケアマネジメントの開始過程 356

　第５節　介護予防サービス・支援計画作成のための課題分析 360

　第６節　介護予防サービス・支援計画作成指針 363

　第７節　モニタリングおよび介護予防サービス・支援計画での再課題分析367

　第８節　介護予防支援事業者と関係機関・関係者との連携 369

　第９節　介護予防ケアマネジメントの実際 371 －
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