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News Release 2016 年 12 月 12 日 

新新刊刊案案内内『『ここれれかかららのの医医療療とと介介護護ののカカタタチチ』』	 	 

在在宅宅医医療療ののイイノノベベーータターー佐佐々々木木淳淳とと 2244 人人のの先先駆駆者者がが  

超超高高齢齢社社会会をを明明るるいい未未来来ににすするるたためめのの方方策策をを探探るる  

	 

ヘヘルルススケケアア分分野野のの総総合合情情報報出出版版社社、、株株式式会会社社日日本本医医療療企企画画（（代代表表取取締締役役・・林林	 	 諄諄））はは

1122 月月 1122 日日、、『『ここれれかかららのの医医療療とと介介護護ののカカタタチチ～～超超高高齢齢社社会会をを明明るるいい未未来来ににすするる 1100 のの

提提言言』』をを発発売売ししまますす。。	 	 

本本書書はは、、気気鋭鋭のの在在宅宅診診療療医医、、佐佐々々木木淳淳・・医医療療法法人人社社団団悠悠翔翔会会理理事事長長がが、、医医療療とと介介護護のの

最最前前線線でで活活躍躍すするる 2244 名名のの先先駆駆者者ととのの熱熱いい議議論論をを通通じじてて、、超超高高齢齢化化がが進進むむ日日本本のの未未来来をを

探探るる内内容容でですす。。	 	 

1133 本本のの対対談談をを収収録録しし、、医医療療、、介介護護、、ままちちづづくくりりにに関関わわるるすすべべててのの方方々々にに、、ささままざざまま

なな角角度度かからら新新ししいい時時代代ののああるるべべきき姿姿をを問問いいかかけけるる一一冊冊でですす。。	 	 

	 	 

	 	 

お問い合わせ 
株株式式会会社社日日本本医医療療企企画画  
〒101-0033 東京都千代田区神田岩本町 4-14 神田平成ビル 
Tel：03-3256-2863／Fax：03-3256-2809 （担当：教育出版事業本部 星野、吉見） 

160208-211 
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【商品の概要】	 

●商品名：『これからの医療と介護のカタチ～超高齢社会を明るい未来にする10の提言』	 	 	 

●編著：佐々木	 淳（医療法人社団悠翔会理事長）	 

●体裁：Ａ５判、352頁	 	 

●定価：本体価格2,000円＋税	 

●発売日：2016年12月12日	 

●ISBN：978-4-86439-516-8	 

●書籍の内容	 	 

世界で誰も経験したことのない、急流を下るような人口減少＋超高齢化。これまでの

価値観や地域のカタチでは、この激変していく社会環境に対応できません。	 

それでは超高齢社会を明るい未来にするために、何が必要なのでしょうか?	 

医療界内外から注目を集める在宅医療のイノベーターが、医療・介護・地域づくりな

どの専門家とともに、さまざまな角度から新しい時代にあるべき私たちのカタチを考え

ました。	 

	 

●目次	 	 

第一章	 日本が迎えた「超高齢社会」を識る	 

	 日本の未来に対するアドバンスケアプランニング	 辻	 哲夫×西村周三	 

	 

第二章	 医療と介護の未来を拓く	 

	 「病院のある安心な街」から「病院がなくても安心な街」へ	 森田洋之	 

	 GP 先進国、英国から考える日本の未来	 	 澤	 憲明	 

	 高齢化に最適化した医療を実現するために	 秋下雅弘×平井みどり	 

	 高齢者に対する予防医学的アプローチ	 	 前田圭介×戸原	 玄	 

	 ゴールを見据えた入院医療と在宅復帰支援	 宇都宮宏子×渡辺美恵子	 

	 健康寿命を延伸するのは、医療ではなくケア	 山崎泰広	 

	 認知症になっても困らない社会へ	 	 加藤忠相×前田隆行×樋口直美	 

	 地域におけるケアの課題と介護職の役割	 	 堀田聰子×高瀬比左子	 

	 誰もが納得できる最期を迎えるために	 	 小澤竹俊×岩本ゆり	 

	 

第三章	 地域と社会の明日を創る	 

	 これからの在宅介護と家族のカタチ	 上野千鶴子×川口有美子×下河原忠道	 

	 高齢者というカテゴライズのいらない地域社会	 山崎	 亮	 

	 世界が注目する高齢先進国、日本	 	 村田裕之×小川利久	 

	 

最終章	 在宅医療に取り組んだ医療法人社団悠翔会 10 年の軌跡	 
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●対談者一覧（収録順）	 

	 辻	 哲夫	 東京大学高齢社会総合研究機構特任教授	 

	 西村周三	 医療経済研究・社会保険福祉協会	 医療経済研究機構所長	 

	 森田洋之	 南日本ヘルスリサーチラボ代表	 

	 澤	 憲明	 英国の General	 Practitioner(家庭医療専門医)	 

	 秋下雅弘	 東京大学大学院医学研究科加齢医学教授	 

	 平井みどり	 神戸大学医学部内科系講座薬剤学分野教授	 

	 前田圭介	 玉名地域保健医療センター摂食嚥下栄養療法科内科医長	 

	 戸原	 玄	 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科准教授	 

	 宇都宮宏子	 在宅ケア移行支援研究所代表	 

	 渡辺美恵子	 悠翔会在宅医療部本部看護部長	 

	 山崎泰広	 株式会社アクセスインターナショナル代表取締役会長	 

	 加藤忠相	 株式会社あおいけあ代表取締役	 

	 前田隆行	 DAYS	 BLG	 !	 NPO 町田市つながりの開理事長	 

	 樋口直美	 レビー小体病当事者	 

	 堀田聰子	 国際医療福祉大学大学院教授	 

	 高瀬比左子	 未来をつくる Kaigo カフェ代表	 

	 小澤竹俊	 めぐみ在宅クリニック院長	 

	 岩本ゆり	 NPO 法人楽患ねっと副理事長	 

	 上野千鶴子	 認定 NPO 法人ウィメンズ	 アクション	 ネットワーク理事長	 

	 川口有美子	 NPO 法人 ALS/MND サポートセンターさくら会副理事長	 

	 下河原忠道	 株式会社シルバーウッド代表取締役	 

	 山崎	 亮	 studio-L 代表	 	 

	 村田裕之	 東北大学加齢医学研究所特任教授	 

	 小川利久	 株式会社エイジング・サポート代表取締役	 

	 

●お買い求め方法：	 	 

お近くの書店でお求めになるか、弊社に以下のいずれかの方法でご用命ください。	 	 

①Web サイトからご注文	 	 

	 弊社ホームページ（http://www.jmp.co.jp）よりご注文が可能です。	 	 

②FAX でのご注文	 	 

	 お電話（03-3256-7495、受付時間	 平日 9:30～17:30）または	 E-Mail（アドレス：	 	 	 

	 syouhinkanri@jmp.co.jp）にてご連絡ください。注文用紙をお送りします。	 	 	 	 
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参考：株式会社日本医療企画について	 

	 

■会社概要	 

	 設立	 	 1980（昭和 55）年 4 月 26 日	 

	 資本金	 3,000 万円	 

	 代表者	 代表取締役	 林	 諄	 

	 本社	 	 東京都千代田区神田岩本町 4-14	 神田平成ビル	 

	 	 TEL：03-3256-2861(代)	 FAX：03-3256-2865	 

	 	 http://www.jmp.co.jp	 

	 従業員数	 100 人（グループ社員総数）	 

	 

■事業内容	 

・医療全般に関する情報収集・雑誌・単行本制作販売	 

・介護・福祉分野に関する情報収集・雑誌・単行本制作販売	 

・栄養・食事分野に関する情報収集・雑誌・単行本制作販売	 

・医療・介護関連ビジネスに関する情報誌等の編集制作	 

・各種調査・研究および情報交換会、各種セミナー開催	 

・医療・健康・介護関連商品の販売	 

・医療・介護関連コンサルタント業務	 

・その他前記に付帯する一切の業務	 

	 

■支社	 

【北海道支社】北海道札幌市中央区南	 1	 条西	 6-15-1	 札幌あおばビル	 201	 

TEL：011-223-5125	 FAX：011-223-5126	 

	 

	 【関東支社】	 東京都千代田区神田岩本町 4-14	 神田平成ビル 2 階	 

	 	 TEL：03-3256-2885	 FAX：03-3256-2865	 

	 

	 【中部支社】	 愛知県名古屋市中区栄 2-12-12	 アーク栄白川パークビル 3 階	 

	 	 TEL：052-209-5451	 FAX：052-209-5452	 

	 

	 【関西支社】	 大阪府大阪市中央区平野町 1-7-3	 吉田ビル 4 階	 

	 	 TEL：06-7660-1761	 FAX：06-7660-1763	 

	 

	 【北信越支社】石川県金沢市西念 4-18-40	 N・Y ビル 305 号	 

	 	 TEL：076-231-7791	 FAX：076-231-7795	 

	 

	 【九州支社】	 福岡県福岡市博多区博多駅南 1-3-6	 第三博多偕成ビル 5 階	 

	 	 TEL：092-418-2828	 FAX：092-418-2821	 

	 

	 【NEW	 YORK 支局】	 5830	 TYNDALL	 AVE.,	 RIVERDALE,NEW	 YORK	 10471,U.S.A.	 

	 	 	 TEL：718-884-1071	 

	 

	 

	 	 


