
FAX申込書

※誤発送防止のため、お名前・住所・電話番号などは、楷書ではっきりとお書きください。　特別価格はこの申込書のみでのご注文の場合となり、書店等では適用となりませんのでご了承ください。

FAX

〒 （ ご自宅 ・ お勤め先 ）※○をおつけください

（いずれかにチェック）
※必須

お支払方法 法人　□ 代金引換　□ 請求書

個人　□ 代金引換のみ
※代金引換の場合は別途代引
　手数料270円かかりますお申し込み日　　　　　年　　　　月　　　　日

E-mail

役職名 担当者

日中連絡が
とれる
TEL番号

医 療 白 書 2015-2016 年版 特別価格 4,131円（税込） 特別価格：3,888 円（税込） 冊

医療経営白書 2015-2016 年版 特別価格 4,590円（税込） 特別価格：4,320 円（税込） 冊

介護経営白書 2015-2016 年版 特別価格 4,131円（税込） 特別価格：3,888 円（税込） 冊

国民の栄養白書 2015-2016 年版 特別価格 3,672円（税込） 特別価格：3,456 円（税込） 冊

   　1冊購入価格  2冊以上ご購入の場合 

医 療 白 書 2016-2017 年版 定価 4,860円（税込） 特別価格：4,374 円（税込） 冊

医療経営白書 2016-2017 年版 定価 5,616円（税込） 特別価格：5,054 円（税込） 冊

介護経営白書 2016-2017 年版 定価 4,320円（税込） 特別価格：3,888 円（税込） 冊

国民の栄養白書 2016-2017 年版 定価 4,320円（税込） 特別価格：3,888 円（税込） 冊

フリガナ
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ご住所

お名前

部署名

フリガナ

お勤め先

◆お客様より取得した個人情報については、目的以外での利用、及び無断での第三者への開示は一切いたしません。　

FAX FAX：03-3256-7499

組み合わせは
自由です。
組み合わせは
自由です。

☎03-3256-7495 ●関東支社 ☎03-3256-2885　●関 西 支 社 ☎06-7660-1761
●九州支社 ☎092-418-2828　●北信越支社 ☎076-231-7791
●中部支社 ☎052-209-5451　●北海道支社 ☎011-223-5125

9271

定価4,860円（税込）➡定価4,860円（税込）定価4,860円（税込）定価4,860円（税込）定価4,860円（税込）定価4,860円（税込）

定価5400円（税込）➡定価5400円（税込）定価5400円（税込）定価5400円（税込）定価5400円（税込）定価5400円（税込）

定価4860円（税込）➡定価4860円（税込）定価4860円（税込）定価4860円（税込）定価4860円（税込）定価4860円（税込）

定価4320円（税込）➡定価4320円（税込）定価4320円（税込）定価4320円（税込）定価4320円（税込）定価4320円（税込）

本申し込み有効期限
2016年12月20日まで ☆送料無料！

2冊以上ご購入がお得です！
本申込書限定！ 特別価格にてご提供します

2015～
2016年版

日本医療企画
白書シリーズも
好評発売中！

2016‐2017年版
日本医療企画の白書シリーズ

医療白書 
2016-2017年版

医療経営白書
2016-2017年版

国民の栄養白書
2016-2017年版

介護経営白書
2016-2017年版



医療白書 
2016-2017年版

新しい地域医療への挑戦
地域全体で治し、

支える医療の実現に向けて
○体裁：B5判2色刷り　○ ISBN978-4-86439-461-1

○定価：4 ,500円＋税

監修：西村 周三 一般財団法人医療経済研究社会保険福祉協会医療経済研究機構 所長

医療経営白書
2016-2017年版

地域イノベーションを生み出す
病医院大転換戦略

経営人財の覚醒が日本の未来を切り拓く
○体裁：B5判2色刷り　○ ISBN978-4-86439-464-2

○定価：5 ,200円＋税

編集委員代表：吉原 健二　日本医療経営実践協会 代表理事

国民の栄養白書
2016-2017年版

災害、食の安全、生活習慣病…
食の不安時代を生き抜く
サバイバル栄養の実践
○体裁：B5判2色刷り　○ ISBN978-4 -86439 -463 -5

○定価：4 ,000円＋税

監修：金田 雅代　女子栄養大学栄養科学研究所 客員教授

◆
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●巻頭言　視点

病医院が牽引する地域イノベーション
──地域医療を守り、地域活性化につながる医療経営とは

●第１部　総力特集　地域イノベーションを生み出す病医院大転換戦略

第1章　提言インタビュー：病医院大転換戦略実現のための要点
 １　研究者による提言
 ２　医療経営者による提言
第2章　座談会： 2035年の地域医療を支える医療経営人財の覚醒
第3章　実践事例： 地域イノベーション創出につながる病院大転換戦略

の実践
 １　医療法人博仁会志村大宮病院（茨城県常陸大宮市）
 　　── リハビリを中心とした在宅支援をまちづくりと一体となっ

て推進
 ２　南医療生活協同組合南生協病院（愛知県名古屋市）
 　　──市民の協同でつくる健康なまちづくり支援病院
 ３　医療法人真誠会（鳥取県米子市）
 　　── 感動ある医療福祉を追求した生活支援拠点「ホスピタウン」

の実現
 ４　医療法人社団和楽仁芳珠記念病院（石川県能美市）
 　　── 地域に愛される病院をめざして、まちづくりにも積極的に

参画

●第２部　医療界 最新経営動向──2016-2017年トピックス

第１章　2016年度診療報酬改定から予測する、これからの医療経営
第２章　療養病床再編へのカウントダウン
第３章　医薬品業界の現状と展望
第４章　歯科界の現状と展望

●第３部　病院経営関連データ集

１　都道府県別医療資源情報2016年版
２　注目病院グループ　事業・財務データ（2014年度）

●巻頭言　医療における予防の発想とその将来
 　   ――専門職が隣接領域に一歩進み出る時代へ

●第1部　総力特集　新しい地域医療への挑戦
    　――かかりつけ医と住民が創造するトータルヘルスケア

第1編　特別座談会 日本のプライマリ・ケアはどうあるべきか

  ――地域医療を牽引するリーダーの役割とその育成に向けて

第2編　かかりつけ医が変える地域医療の未来

  ――地域全体で治し、支える医療の実現に向けて

第1章　英国の家庭医（GP）が考える日本の保健医療システムの可能性
第2章　医師の“総合的に診る力”をいかに高めていくか
第3章　かかりつけ医が認知症ケアで果たすべき役割とは？
第4章　かかりつけ医は在宅医療にどのように参画していくべきか
第5章　遠隔医療の普及・推進を求める論点　在宅医療における有効活用に向けて
第6章　これからの医師に求められる適切な患者・家族支援のあり方とは？

第3編　「医療者×地域住民」が実現するソーシャル・イノベーション

  ――新しい地域づくりと健康長寿社会への挑戦
総　論　医療者は社会変革にどのように貢献すべきか
事例1　「医療×まちづくり」を実践できる地域リーダーの育成を目指して
事例2　健康長寿社会構築のためには「人の健康」に加えて「都市の健康」づくりを
事例3　青森県の短命県返上に向けた地域住民の意識改革と健康づくり
事例4　地域の健康問題解決につながる医療従事者と住民によるカフェ型コミュニケーション

●第2部　日本の医療の「現在」と「未来」がわかる
 　　――2016年度 医療制度・政策をめぐる10の論点

第1章　医療費の地域間格差是正とインセンティブ改革
第2章　日本版CCRC（生涯活躍のまち）構想と健康長寿社会
第3章　岡山メディカルセンター構想と地域連携推進法人
第4章　健康経営と医療機関経営
第5章　地域包括ケアにおける「かかりつけ薬剤師」の果たすべき役割
第6章　日本の保険医療における費用対効果のあり方
第7章　「全国がん登録」制度スタート！　情報の一元化でがん予防は進むのか
第8章　終末期医療の倫理に関する事例と疑念的区別
 ――安楽死か、尊厳死か、自殺幇助か
第9章　ストレスチェック義務化導入における実効性への課題と展望
第10章　医療ビックデータ、医療ID（マイナンバー）、電子版お薬手帳
   ――革新的ICTが変える医療の未来

●第3部　年表・資料編　「介護保険制度」創設以降における保健・医療・福祉・介護の歩み

 　　2000（平成12）年～2016（平成28）年

●第1部　介護の未来をつくる新リーダーの挑戦――新発想で高めるサービスと人材の価値

第1章　新発想で介護経営イノベーションを実践する挑戦者たち

第2章　新発想で高める人材の質――介護人材の新しい価値を検証する

１　介護職の能力向上をめざす新教育 
 １　利用者のできることを護っていく介護

 　　生活能力を可能な限り維持し、さらに潜在能力を引き出し向上させる

 ２　対人援助サービスを担う総合実践職の創設と課題

 ３　ロボット、福祉用具を活かす人材育成と課題 

 ４　介護人材養成教育の変遷──介護者の人間力の必要性について

 ５　対利用者以外への社会性を磨く人材育成 

 ６　看取り期の介護を人材の育成に活用するには 
２　新たな介護人材を育てる
 １　介護福祉を支える人づくり

 　　――新たな介護人材育成のあり方についての考察

 ２　在住外国人は地域の財産　

 　　誰もが安心して暮らせる社会の実現に向けて

 ３ 高齢者を笑顔にする技術を磨く

 ４ 人生の終焉をサポートできる人材の育成

 ５ 日本で育成、中国で就労、人材交流の好循環をつくる

第3章　特別対談　「介護」の変わる価値、変わらない価値

●第2部　介護経営の傾向と対策――介護業界の新潮流を読む

第１章　日本再興戦略／経済・財政再生計画がめざす介護の将来像

 ――“ 公的サービスの産業化”をいかに推進するか?

第２章　サービスの融合で新しい価値を創造

第３章　介護事業への展開でシナジー効果を狙う注目企業

第４章　消費税増税の延期がもたらす影響と対策

第５章　社会福祉法人の資産管理・会計管理

第６章　ヘルスケアリートの活用と今後の展望

第7章　介護事業の海外展開の動向と課題

第8章　介護業界Ｍ＆Ａから倒産まで今後の展開と課題

●資料編　介護保険者別データ集

巻頭特集　災害と食のリスク管理

①熊本地震と被災者の栄養管理
②阪神淡路大震災に学ぶ建物倒壊と食材管理
③東日本大震災に学ぶエマージェンシー栄養管理
④鬼怒川決壊に学ぶ食材の浸水対策

特別対談　あの震災から学ぶ食のリスク管理

●第１部　情報と食生活

第１章　放射能汚染の真実

第２章　農薬についての報道と表示

第３章　食品添加物の事実

第４章　健康食品のエビデンスとは

第５章　輸入食品に対する不安と安全

第６章　メディア・リテラシーについて

●第２部　異常気象と食材管理

第１章　温暖化と海産物の異変

第２章　葉物野菜の価格暴落

第３章　食材の安定仕入への取り組み

●第３部　震災時の衛生管理

第１章　熊本地震と状況と課題

第２章　避難所における炊き出しの衛生管理問題

第３章　世界に類を見ない学校給食における衛生管理の徹底

第４章　学校給食をベースにした震災時の給食の展望

●第４部　子どもを取り巻く栄養リスク

第１章　子どもの栄養状態と心身状態

第２章　噛む機能の低下が生活習慣病リスクを高める

第３章　つながるSNSが弧食を加速する

第４章　ファストフードリスクから中食リスクへ

第５章　栄養教諭と給食を用いた食育

●資料編　わが身を守るサバイバル栄養食品

介護経営白書
2016-2017年版

介護福祉新時代の“到来”
今、注目されるニューリーダー11人の
発想と人材育成術

○体裁：B5判2色刷り　○ ISBN978-4-86439-462-8

○定価：4 ,000円＋税

編集委員代表：多田　宏　日本介護福祉経営人材教育協会 代表理事


