
日本医療経営実践協会推薦図書_個人正会員購入価格

定　価 会員価格(税込)

初級テキスト[第2版]各巻 本体2,500円＋税 2,160円

初級テキスト[第2版]全8巻セット 本体20,000円＋税 17,280円

初級2010年5月発行初版テキスト対応ＤＶＤ全8枚 本体19,046円＋税 16,450円

定　価 会員価格(税込)

中級(一般講座・専門講座）テキスト各巻 本体2,800円＋税 2,410円

中級（一般講座）テキスト全10巻セット 本体28,000円＋税 24,100円

中級（専門講座）テキスト全9巻セット 本体25,200円＋税 21,700円

中級(一般講座・専門講座)テキスト全19巻セット 本体47,620円＋税 41,140円

中級テキスト（一般講座）対応DVD全10枚 本体28,000円＋税 24,100円

中級テキスト（専門講座）対応DVD全9枚 本体25,200円＋税 21,700円

中級テキスト(一般講座・専門講座)対応DVD全19枚 本体44,759円＋税 38,670円

定　価 会員価格(税込)

上級テキスト各巻 本体3,000円＋税 2,590円

上級テキスト全13巻セット 本体39,000円＋税 33,670円

上級テキスト＆対応ＤＶＤ各巻　 本体6,000円＋税 5,180円

定　価 会員価格(税込)

シリーズ1 なるほど、なっとく医療経営Ｑ＆Ａ〔改訂版〕 本体3,000円＋税 2,590円

シリーズ2 診療科別・病院経営戦略の「理論」と「実践」 本体3,000円＋税 2,590円

シリーズ3 経営テー゙タの活用と金融機関との上手なつきあい方 本体3,000円＋税 2,590円

シリーズ4 職員トラブルを未然に防ぐ医療機関のための人事労務管理術 本体3,000円＋税 2,590円

定　価 会員価格(税込)

医療経営データ集2013 本体2,800円＋税 2,410円

医療経営データ集2012 本体2,800円＋税 2,410円

医療経営用語集  2011-2012 本体3,000円＋税 2,590円

定　価 会員価格(税込)

経営企画部門のマネジメント 本体2,500円＋税 2,160円

薬剤部門のマネジメント 本体3,000円＋税 2,590円

※中級対応ＤＶＤの各巻の購入はできません。ご了承ください。

商品名

●『医療経営士』サブテキスト

商品名

●『医療経営士テキスト初級』
商品名

商品名

●『医療経営士』実践テキストシリーズ
商品名

●『医療経営士テキスト中級』

※上級6巻DVDは出版いたしません。なお、上級DVD全巻セットおよび単巻の購入はできません。ご了承ください。

●『医療経営士テキスト上級』

●『医療経営士』病院部門別・運営の実践シリーズ

日本医療経営実践協会　推薦図書　正会員価格表
（2014年8月現在）

※初級対応ＤＶＤの各巻の購入はできません。ご了承ください。

☆日本医療経営実践協会と日本介護福祉経営人材教育協会における会員価格の設定の都合上、「医療経営士」関連書籍・
雑誌は税込表示、「介護福祉経営士」関連書籍・雑誌は税別表示とさせていただいております。

商品名
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定　価 会員価格(税込)

NEW JMP4　 病医院の経営を推進する人材育成法60 本体1,200円＋税 1,037円

NEW JMP6　 病医院経費節減マニュアル60 本体1,200円＋税 1,037円

NEW JMP23 新入職員を大きく伸ばす効果的教育法60 本体1,200円＋税 1,037円

NEW JMP29　 病医院の企画・営業機能アップへの道60 本体1,200円＋税 1,037円

NEW JMP43　 病医院経営のための銀行活用ハンドブック 本体1,200円＋税 1,037円

NEW JMP45　 新・病院経営人事マネジメント入門60 本体1,200円＋税 1,037円

NEW JMP54　 人間ドック経営戦略ポイント60 本体1,200円＋税 1,037円

NEW JMP3 病院経営のサービス・マネジメント90 本体1,429円＋税 1,230円

NEW JMP5 患者さんを満足させる対応術70 本体1,429円＋税 1,230円

NEW JMP7 いざというときの病医院税務対策のポイント50 本体1,429円＋税 1,230円

NEW JMP9 病医院経営に活かす、マーケティング70 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP10 信頼される病院職員の実務ポイント80 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP13 患者を引き付ける実践的広報戦略80 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP28 医療事故防止のリスクマネジメント100 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP33 相続で、困らない！もめない！損しない！急所80 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP47 患者さまが集まるポイント90 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP51 医業経営を革新する実践基本ポイント80 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP52 病医院の新しい食事サービス実践ポイント70 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP58 組織を活性化する病医院TQCのすすめ70 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP66 成功する中小病院建て替えの進め方70 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP67 変革期の医療・介護制度を理解するための病医院経営ハンドブック 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP72 病医院キャッシュフロー経営成功の秘訣60 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP73 PET導入・運営のための実践ポイント50 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP74 病医院の労務管理ポイント70 本体1,429円＋税 1,230円
NEW JMP75 第五次医療法改正のポイントと対応戦略60 本体1,429円＋税 1,230円

医療経営白書2014年版（9月発売予定） 本体5,000円＋税 4,320円

医療経営白書2013年版 本体5,000円＋税 4,320円

医療経営白書2012年版 本体5,000円＋税 4,320円

介護経営白書2014年版（8月発売予定） 本体4,000円＋税 3,450円

介護経営白書2013年版 本体4,400円＋税 3,800円

介護経営白書2012年版 本体4,400円＋税 3,800円

医療白書2014年版（8月発売予定） 本体4,500円＋税 3,880円

医療白書2013年版 本体4,500円＋税 3,880円

医療白書2012年版 本体4,500円＋税 3,880円
だれでもわかる!　医療現場のための病院経営のしくみ
〔改訂2版〕（8月発売予定） 本体2,000円＋税 1,720円

だれでもわかる!　医療現場のための病院経営のしくみ２ 本体2,000円＋税 1,720円

定　価 会員価格(税込)

月刊『医療経営士』　単月購入 本体800円＋税
会員価格の設定はございません。

定価での販売となります。

月刊『医療経営士』　年間購読 本体9,600円＋税 9,000円

『最新医療経営　Phase3』　単月購入 本体1,200円＋税 1,037円

『最新医療経営　Phase3』　年間購読 本体14,400円＋税 12,444円

月刊『医療経営士』＋『最新医療経営　Phase3』定期購読パック 本体24,000円＋税 19,800円

●『医療経営士』実務のための参考書

商品名

●『医療経営士』月刊誌

商品名
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定　価 会員価格

基礎編（Ⅰ、Ⅱ）　全10巻セット 本体25,000円＋税 本体20,000円＋税

基礎編Ⅰ　全６巻セット 本体15,000円＋税 本体12,000円＋税

基礎編Ⅱ　全４巻セット 本体10,000円＋税 本体8,000円＋税

基礎編　テキスト各巻 各本体2,500円＋税 各本体2,000円＋税

定　価 会員価格

実践編（Ⅰ、Ⅱ）　全11巻セット 本体27,500円＋税 本体22,000円＋税

実践編Ⅰ　全４巻セット 本体10,000円＋税 本体8,000円＋税

実践編Ⅱ　全７巻セット 本体17,500円＋税 本体14,000円＋税

実践編　テキスト各巻 各本体2,500円＋税 各本体2,000円＋税

定　価 会員価格

介護福祉経営士テキスト全21巻セット 本体52,500円＋税 本体42,000円＋税

定　価 会員価格

99の言葉の杖 本体2,500円＋税 本体2,000円＋税

定　価 会員価格

ES向上型人事制度で人を育てる　志が伝わる介護事業所づくり 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

よくわかる実地指導への対応マニュアル 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

介護事業の基礎力を鍛える　コンプライアンス経営 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

経営ビジョンを戦略的に実現する　「介護会計」のすべて 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

めざす介護を実現する 高齢者住宅・施設の建築デザイン戦略 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

現場の成功事例から学ぶ 安全な介護を実現する事故・トラブル防止術 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

よくわかる 地域包括ケアの理論と実践 ――社会資源活用術 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

導入から開発、ソリューションまで ICTが創造する業務イノベーション 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

新しい福祉機器と介護サービス革命　導入の視点と活用ポイント 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

成功する「差別化・情報」戦略　ブランディングによる人の集め方・活かし方 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

プロ意識を高め、思いやりの心を磨く！ 一流の介護職員が育つ 奇跡の人材育成法 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

定　価 会員価格

現場リーダーのための介護経営のしくみ【改訂版】 本体2,000円＋税 本体1,600円＋税

2012～2014年度対応　まるわかり！介護報酬改定 本体2,500円＋税 本体2,000円＋税

2012年度診療報酬・介護報酬W改定 政策シナリオの全貌 本体2,000円＋税 本体1,600円＋税

新入介護職員早期戦力化マニュアル 本体1,800円＋税 本体1,440円＋税

サービス付き高齢住 らくらく開設･運営のポイント12 本体3,000円＋税 本体2,400円＋税

病医院・介護施設のM&A　成功の法則 本体1,500円＋税 本体1,200円＋税

医療と介護の融合 本体2,500円＋税 本体2,000円＋税
すべての人にハッピーシニアライフを 
─介護予防のパイオニア　イー・ライフ・グループの挑戦─ 本体1,400円＋税 本体1,120円＋税

マンガでできる介護職員研修 本体1,200円＋税 本体960円＋税

よくわかり、すぐ使える　新　訪問介護計画書のつくりかた 本体2,000円＋税 本体1,600円＋税

事例で学ぶ「デイサービス計画書のつくりかた」 本体2,000円＋税 本体1,600円＋税

事例で学ぶ「グループホーム計画書のつくりかた」 本体2,000円＋税 本体1,600円＋税

事例に学ぶ「施設サービス計画書のつくりかた」 本体2,000円＋税 本体1,600円＋税

商品名

◆『介護福祉経営士テキスト基礎編・実践編』
商品名

◆『介護福祉経営士テキスト基礎編』
商品名

◆『介護福祉経営士テキスト実践編』
商品名

◆『介護福祉経営士』人間力シリーズ
商品名

◆『介護福祉経営士』実行力テキストシリーズ
商品名

◆『介護福祉経営士』実践力強化のための図書
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定　価 会員価格
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
1～5巻BOXセット　※下記1～5巻のセットです 本体3,500円＋税 本体2,800円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
1巻　こころをつかむ　礼儀とマナー 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
2巻　こころがかよう　聴き方、話し方 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
3巻　こんなときどうする　救急対応Q&A 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
4巻　事例で学ぶ　介護サービスNG集 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
5巻　カラダにやさしい　介護のしかた 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
6巻　自立に向けた　いきいき身体介護 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
7巻　みんなが集まる　レクリエーション 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
8巻　よく見て伝える　介護記録の書き方 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
9巻　知ってあんしん　法律のはなし 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
10巻　QOLを高める　食事の工夫 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
11巻　知っておきたい　医療のことば 本体800円＋税 本体640円＋税
【介護のしごとが楽しくなるこころシリーズ】
12巻　気持ちを届ける　ことばの選び方 本体800円＋税 本体640円＋税

NEW JMP-76　
介護・福祉シリーズ3
こんなときどうする?　ホームヘルパーの実践ポイント100 本体1,429円＋税 本体1,143円＋税

NEW JMP-78　
介護・福祉シリーズ4
ホームヘルパーのための現場で役立つ上手な言葉かけ80 本体1,429円＋税 本体1,143円＋税

国民の栄養白書2014年版（10月発売予定） 本体3,800円＋税（予価） 本体3,040円＋税（予価）

国民の栄養白書2013年版 本体3,800円＋税 本体3,040円＋税

国民の栄養白書2012年版 本体3,800円＋税 本体3,040円＋税

定　価 会員価格

『最新介護経営 介護ビジョン』　単月購入 本体1,200円＋税 本体960円＋税

『最新介護経営 介護ビジョン』　年間購読 本体14,400円＋税 本体11,520円＋税

◆『介護福祉経営士』実践力強化のための図書
商品名

◆『介護福祉経営士』月刊誌
商品名

☆日本医療経営実践協会と日本介護福祉経営人材教育協会における会員価格の設定の都合上、「医療経営士」関連書籍・
雑誌は税込表示、「介護福祉経営士」関連書籍・雑誌は税別表示とさせていただいております。


