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医学通信社
2018年 新規配信タイトル
医療と介護のクロスロード to 2025
著編者名

武藤 正樹

発行年

2018

同時1アクセス（本体）

¥1,485

冊子版ISBN

9784870586673

商品コード
同時3アクセス（本体）
¥2,970
1027551685
2018年同時改定とその先の2025年へと続く道を指し示す“医療・介護のロードマップ”──2018年2月緊急出版。中医協／入院医療等の調
査・評価分科会会長である著者が，2018年診療報酬・介護報酬同時改定の全貌と詳細，2025年に向けた制度改革の方向性と文脈を，実際
の中医協の議論とデータ分析に基づき的確に解読。

医療&介護職場のルールBOOK
―社会人の基本、仕事のルール、職場のマナー150カ条―
著編者名

鷹取 敏昭

発行年

2017

同時1アクセス（本体）

¥1,188

冊子版ISBN

9784870586598

商品コード
同時3アクセス（本体）
¥2,376
1026623172
病院・クリニック・介護スタッフのための職場のルールブック全150カ条，ケーススタディ30事例を1冊に総まとめ。明日からの実務を確実にブ
ラッシュアップさせる実践ハンドブック！社会人としての常識，仕事における基本姿勢と共通ルール，職場における基本マナーと服務規程，
組織を活性化させるマネジメントの要諦などをわかりやすくコンパクトに総まとめ。

医療機器&材料ディテールBOOK
―イラスト&写真でわかる : 主要60種類臨床での適応とマネジメント術―
著編者名

上野 雅巳

発行年

2017

同時1アクセス（本体）

¥2,178

冊子版ISBN

9784870586604

商品コード
同時3アクセス（本体）
¥4,356
1026623173
医療機器・材料の基礎知識，医療材料のマネジメント術（購入方法・コスト管理・コード管理・在庫管理・請求もれ対策等）を事例も交えて実
践的に解説。さらに，主な機器・材料（主要60品目）をすべて網羅し，目的と適応，構造と特徴，実際の使用方法，算定できる診療報酬・材
料等の全ディテールをわかりやすく解説。臨床と業務を結ぶガイドブックとして，医療機関での的確な保険請求にも役立つ知識を完全収録。

"攻める"診療報酬
―戦略と選択 : 2018年同時改定から2025年へ : 自院のポジショニングと機能をいかに最適化させるか―
著編者名

工藤 高

発行年

2017

同時1アクセス（本体）

¥2,475

冊子版ISBN

9784870586642

商品コード
同時3アクセス（本体）
¥4,950
1026623174
2018年同時改定とその後の変遷を，プロフェッショナルの目で的確に読み解き，多角的にシミュレートし，中・長期戦略を立案。2018年から
2025年へ向けて，自院の施設基準をどうデザインして診療報酬を最大化するか，地域でのポジショニングと機能をどう選択するかを提案す
る経営戦略とシミュレーション分析の手引き。地域医療構想・地域包括ケアを好機として捉えて“反転攻勢”に出る攻略の書。

医業経営を最適化させる36メソッド
―機能選択・経営マネジメント・診療報酬の最適化マニュアル : 2025年への経営ロードマップ―
著編者名

小松 大介

発行年

2017

同時1アクセス（本体）

¥2,772

冊子版ISBN

9784870586635

商品コード
同時3アクセス（本体）
¥5,544
1026623175
医療機関の収益の基本計算式は「診療単価×患者数－コスト」。この相関する３つの数値を“最適化”させるための６つの戦略，「戦略・ビ
ジョン」「経営企画」「コストパフォーマンス」「診療報酬」「組織管理」「財務管理」を見直す方法を紹介。 医業経営のトップ・コンサルタントが，
その企業秘密とも言うべき経営改善の秘訣３つの原則，６つの戦略，36のメソッド を１冊に総まとめ。
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■営業部 http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022 東京都港区海岸1-9-18 国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080 FAX: 03-6367-6185

神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町87-4 東戸塚N&Fビル1 2階

TEL: 045-827-2571 FAX: 045-827-2579

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

TEL: 029-851-6000 FAX: 029-851-4310

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5 新立川ビル5階

TEL: 042-512-8511 FAX: 042-512-9630

札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222 FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133 FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14 JT本町ビル2階

TEL: 019-654-1051 FAX: 019-654-1359

【関東甲信越】

【北海道・東北】

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15 JPR名古屋伏見ビル5階

TEL: 052-209-2602 FAX: 052-209-2614

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3 コンフィデンス金沢5階

TEL: 076-231-3155 FAX: 076-231-3299

大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

TEL: 06-6251-2622 FAX: 06-6251-2588

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10 大日本印刷（株）京都工場内

TEL: 075-863-5321 FAX: 075-863-5352

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36 岩屋ビル

TEL: 078-389-5311 FAX: 078-389-5312

岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262 FAX: 086-231-4370

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10 FURUMOTOビル1階

TEL: 089-941-5279 FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23 住生平和大通り第2ビル6階

TEL: 082-247-2252 FAX: 082-247-1576

福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

TEL: 092-561-1831 FAX: 092-561-1854

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

TEL: 095-843-0355 FAX: 095-843-0333

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23 桜ビル辛島町3F

TEL: 096-312-0533 FAX: 096-241-8801

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7 不動産会館ビル6階

TEL: 098-861-4837 FAX: 098-863-0090

【関西】
久太郎町恒和ビル4階

【中四国】

【九州】

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。
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〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル TEL: (03)6367-6008 FAX: (03) 6367-6184
e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

