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概要
激動期の病医院経営を多面的な視点で捉えた医療経営の集大成。経営改革・向上に取り組む
病医院の最新事例を一挙公開。「病医院大

2016年2月8日 . 晴天の能登ですが、朝は凍てつき、道路や木々は凍ります。いつものように、月曜
の朝は能登北部の恵寿鳩ケ丘での診療から始まります。鳩ケ丘の理事長室には、毎週職員が花
や山野草を活けてくれます。今週は、春を呼ぶネコヤナギです。ネコヤナギのふわふわが冬の固い芽
の覆いを押し上げています。その姿がアヒルや.
0. 医療経営白書〈2014‐2015年版〉競争から協調へ―病医院… ヘルスケア総合政策研究所.
登録. 0. 医療白書2011年度版 少子超高齢・人口減少時代における｢国民課題. 医療白書

2011年度版 少子超高齢・人口減少時代における｢国… ヘルスケア総合政策研究所. 登録. 1.
介護経営白書２０１０年度版 ―介護保険制度１０年目の真実と１…
医療経営白書（2017-2018年版） 医療大変革期の組織改革と人材育成ー地域ニーズに即した
病医院経 [ 医療経営白書編集委員会 ]. 5,616円 送料 .. 中古 【中古】 医療経営白書(2012
年度版) 病医院大転換期における医療“経営”イノベーション 医療経営に新潮流をつくるための視
点 ／医療経営白書編集委員会【編】，吉原健 【中古】afb. 2,050円.
発売日:2012年10月18日 / ジャンル:経済・ビジネス / フォーマット:本 / 出版社:日本医療企画 / 発
売国:日本 / ISBN:9784864391269 / アーティストキーワード:医療経営白書編集委員会 内容詳
細:目次:第１部 総力特集 病医院大転換期における医療“経営”イノベーション（座談会 医療経
営において中核となるイノベーションと、実現のための視点/ 医療.
ヘルステックのグローバルカンファレンス「Health 2.0 Asia - Japan 2017」が2017年12月5日-6日に東
京・渋谷ヒカリエで開催！医療ヘルスケアの最先端を行く技術と情報、人に出会える2日間。 . バイ
エル薬品株式会社 オープンイノベーションセンター R&Dアドバンストアナリティクス＆デジタルヘルス
イノベーション マネジャー プロフィール. Person.
平成30年度予算編成の基本方針」の策定方針を答申 ～政府の経済財諮問会議; 「効果的・
効率的な医療の提供につながる遠隔診療を推進」～平成30年度予算編成等に .. 必須 ～自民
党・医療政策研究会、月内に意見集約; 一般病院の損益率、改定前より0.5ポイント悪化 ～厚
労省、「特に給与費が伸びている」; 「これ以上経営が続けることが.
6 日前 . 中古本を買うならブックオフオンラインヤフオク！店。まとめ買いで更にお得に！！ タイトル
医療経営白書 病医院大転換期における医療“経営”イノベーション 医療経営に新潮流をつくるた
めの視点 作者 医療経営白書編集委員会 販売会社 日本医療企画/ 発売年月日 2012/10/18
JAN 9784864391269 ご入札する前にご確認.
は診療所経営は困難で、かつ医師などの医療従事者を得ることが難しいため、診療所単独では
なく公的. 医療機関の出張診療所として設置され、運営費の補助も行われた。 1960年代後半に
なると、国民皆保険による医療需要の拡大にともなって、大病院や都市部の診療所で. も医師不
足が顕著になり、全国的に医科大学の定員が増員された。
2017年7月13日 . 等」を20年以上にわたり実施しているほか、新経済成長大国についても、2012
年度より調査研究を開始するなど、さまざまな観点から. 諸外国の . 2017年は、「広島都市圏にお
ける基幹病院連携強化について（広島県病院事業管理者広島 .. 晴子氏）、「医療の経済評価
が進める共同研究」（慶應義塾大学経営管理研究科 准教授.
厚生労働省, 平成28年度版 厚生労働白書 163～164ページ 「ICTを活用した医療介護連携～
宮城県石巻市の場合～」. 9月20日. 株式会社サイサン, 炎の花束No.67 「いきいき健康プラザ」
（祐ホームクリニック平和台院長 林 伸宇）. 9月20日. 日本医療企画, 月刊医療経営士 2016年9
月号 （祐ホームクリニック 事務長/薬剤師 岡崎理絵）. 9月9日.
2017年2月2日 . 平成 28 年度外務省 ODA 評価. 無償資金協力「日本方式」の普及の評価.
（第三者評価）. 報告書. 平成 29 年 2 月. みずほ情報総研株式会社 . 保健医療経営大学保
健医療経営学部の伊達卓二教授にアドバイザーとして医療機. 材についての専門的な ... 医療機
材を導入した病院などにおける，施術や検査の変化. ・ 次世代.
また、病院の経営改善のサポ. ートに向けて事業計画づくり等の経営コン. サルティング業務を行っ
ているほか、医療を. めぐる諸課題等に関する調査・研究業務な. ども行っています。 平成24年3月
末の医療業向け融資残高. は、前年度末比4.7%増の469億円となり. ました。 CSR・ディスクロー
ジャー誌 2012. 14. 医療・福祉分野への取り組み.
2014年4月26日 . 2025年. 149兆円. 2012年度. 109.5兆円. ＧＤＰ対比. 22.8％ .. 国は、都道府
県における地域医療構想（ビジョン）策定のためのガイドラインを策定する（平成26年度 . 民間病
院も. 経営の必要があり、上が決めなくても、ふさわしい医療をやっていく」. • 慶応義塾大学経営大
学院教授の田中滋氏. – 「がちがちに基準を決めるのは.
昨年末の将来人口推計（出生低位・死亡低位）によれば、2025 年には、後期. 高齢者人口が
2006 年比で 1.8 倍に増加する一方で、20 歳から 65 歳までの人口. が１千万人超減少する見通

しであり、このまま少子化傾向に歯止めがかからな. ければ、日本経済に対して深刻な打撃を与え
ることは必至である。財政健全化. という最重要課題を抱え、.
国立大学附属病院の今後のあるべき姿を求めて. ～その課題と展望～. （看護部編）. 平成 26
年 12 月. 国立大学病院看護部長会議 . してきた。2004 年に国立大学が法人化して以降、実
状にあった病院経営や医療従事者. の増員など現場の裁量が .. 24) 日本看護協会編:平成 24
年版 看護白書，日本看護協会出版会，209，2012． 25) 日本.
2017年3月31日 . シオノギは、現在取り組みを進めている中期経営計画SGS2020におきまして、
「創薬型製薬企業として社会とともに成長 .. 2つの転換期と対応（2008–2017年） ... 詳細について
はこちら http://www.shionogi.co.jp/ir/pdf/p161031_1.pdf. 成長する地域・領域. 成長の鍵. 社会
課題の解決. イノベーションと. 医療経済性のバランス.
１．介護サービス市場における法人形態別提供比率と特徴. ２．介護サービス市場の競争環境に
ついて. ３．小規模社会福祉法人の連携・経営強化. ４．地域経営に関して. 2 .. 地域の連携病
院. ・歯科医療、薬局. 老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等. ・地域包括支援センター. ・ケア
マネジャー. 通院・入院. 通所・入所. 病院：. 急性期、回復期、.
2010年5月1日 . この論理は直感的には魅力的にみえるためか、特に大病院勤務医の間ではかな
りの支持を得ているようです。 . (1)航空会社の経営・マネジメントについての代表的な教科書と研
究書の読解(6-9)、(2)直近20年間の 『運輸白書』と『国土交通白書』 （平成2年～20年度）の航
空事業の項 .. 医療経営白書 2009年度版』2009,33頁。
2013年1月3日 . 医療文化社. 01-16-132. 医療経営白書―病医院大転換期における医療“経
営"イノベーション 医療経. 営に新潮流をつくるための視点. ヘルスケア総合政策研究所、吉原健
二(日本医療経営実践協会代表理事)、医療経営白. 書編集委員会、 堺常雄(日本病院会会
長). 日本医療企画. 01-16-133 医療経営白書2013年度版.
2012年12月7日 . 介護経営白書2012年度版"介護維新"現場からの介護人材教育改革』の「特
別座談会」で堀田聰子独立行政法人労働政策研究・研修機構研究員が述べているように「 ..
そしてシンポジウムでは 映画に出演した佐久総合病院の北澤彰浩医師の率直でかつ前向きな発
言や地域医療・在宅ケアの最前線で活躍する古屋聡医師・菅原.
場 所： 日本医療企画九州支社セミナールーム. （福岡県福岡市博多区博多駅南1-3-6 第3博
多偕成ビル5階）. 受講料：正会員1,000円 一般3,000円. 問い合わせ 株式会社日本医療企画
☎03-3256-2862 http://www.jmp.co.jp/. 医療経営白書2012年度版. ── 病医院大転換期にお
ける医療“ 経営”イノベーション. 第1部 総力特集 病医院大転換期.
2011年3月3日 . 近年の医局の崩壊も、医師の地域偏在、診療科目間の不均衡、病院・診療所
間の不均衡. を招き、医師不足の一因と . 医療政策における、官僚・政治主導の再分配戦略か
ら、市民主導の戦略への転換を. 図る。 3. 財政発動、 . 検討に当たっては兵庫県立大学大学院
経営研究科医療マネジメント専攻の 12 名. の大学院生と同・.
2014年10月1日 . 本研究は75歳以上の後期高齢者誤嚥性肺炎を研究対象とし、病院管理デー
タを使用し入院時の血清アルブミン値が入院日数と . Ａ病院に2012年4月1日以降入院、2013年3
月31日迄に退院した75歳以上で、入院で最も多くの医療資源を投入した傷病名が誤嚥 .. 内閣
府、平成26年版 高齢社会白書（概要版）、2014年. 4.
健康寿命延伸産業は健康増進・予防サービス、生活支援サービス、医薬品、医療機器、高齢者
向け住宅等. 参考： . 国内市場における医療関連産業の動向. ◇国内の市場 ... 開始. 2012年.
ノーベル賞. 受賞. 18. ２．なぜ大阪・関西なのか？ ➢ 世界に先駆けた再生医療など先端的な取
組の多くは大阪・関西で実施。世界的なトップ研究者も集積。
2015年3月20日 . 第２節 大学病院における原価計算システムデザイン・データ活用状況 . .. 医療
政策学における. 政策動向の病院経営への影響を整理し、①医療費増大による診療報酬抑
制、②患者ニーズの. 変化、③医療機関 .. 厚生労働省編(2012)『平成 24 年度版厚生労働白
書－社会保障を考える』（全国官報販売協同. 組合）では、『「福祉.
2017年11月6日 . 平成29年版厚生労働白書−社会保障と経済成長−」（10月24日）
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/ ○日本政策投資銀行・経済産業省・「医療機

器イノベーションを加速するエコシステム研究会」報告書（10月25日）

http://www.dbj.jp/ja/topics/region/industry/files/0000028653_file2.pdf ○大阪府大阪府保健医
療.
E. B. C. 医. 療. 政. 策. 白書. 2. 015. 年版. ACCJ–EBC医療政策白書. 2015年版. 健康寿命の
延長による日本経済活性化. 在日米国商工会議所 . 企業の日本における経営者を中心に、現
在では約1,000社を .. 6. ACCJ「疾病の予防、早期発見および経済的負担に関する意識調査：
報告書 確定版」2012年7月 http://www.accj.or.jp/ja/about/.
2015年3月15日 . 高齢者を支える新しい仕組みづくりが求められている。2014(平成26)年6月に成
立した「医. 療介護総合確保推進法」は、2025(平成 37)年を一つの通過点として中長期を見越
し、医療. と介護に係る給付費を削減していく方向性を示す内容であった。今後、病院は本来の
急性. 期医療の機能に特化され、現在の介護保険の要支援・.
55, 制度ﾘｽｸを乗り越え､現状を打破する攻撃的経営戦略の追究(介護経営白書;2008年度版),
ﾍﾙｽｹｱ総合政策研究所, 日本医療企画. 56, 家計消費状況調査 ... 219, 病医院大転換期に
おける医療"経営"ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ:医療経営に新潮流をつくるための視点(医療経営白書;2012年度
版), 医療経営白書編集委員会編集, 日本医療企画. 220, ｺｰﾙｾﾝﾀｰ.
2008年11月20日 . 2009年より現職。信州大学経営大学院客員教授、法政大. 学大学院政策
創造研究科講師、長野県食と農業農村振興審. 議会会長、松本市地産地消推進会議会長 .
高齢化社会のさまざまな課題を抱える日本で. 、医療や福祉の分野に﹁. 食. ﹂ や﹁. 農. ﹂の
強みを生かし. 、﹁. 医福食農. ﹂の新たな連携によって健康長寿社会.
2012年11月22日 . 弊社取締役コンサルティング事業部長 小松大介が、以下の原稿を執筆しまし
た。 医療経営白書２０１２年度版. 『病医院大転換期における医療"経営"イノベーション』 「開
業・再生支援から見えてくる地域ニーズと求められる病医院のあり方」. 医療経営白書2012-2.jpg.
≪ 〔執筆情報〕ばんぶう10月号 · 〔執筆情報〕月刊保険診療10月.
2013年5月8日 . 第一期中期目標期間の終了. ◇平成22（2010）年4月. 第二期中期目標期間
の開始. 法人化の過程. 大学としての. ビジョンの明確化. 責任ある. 経営体制の確立 .. 大学数
（2012）. ○学生数（2012）. 出典 学校基本調査（平成24年度）. 出典 学校基本調査（各年版）.
４. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 744. 756.
総力特集 病医院大転換期における医療"経営"イノベーション ◇第1編 座談会 医療経営におい
て中核となるイノベーションと、実現のための視点 参加者：夏川 周介（長野県厚生農業協同組合
連合会 理事、佐久総合病院 統括院長） 森田 潔（国立大学法人岡山大学 学長、前岡山大
学病院 院長） 中井 一郎 （株式会社企業再生支援機構 ヘルスケア.
病医院大転換期における医療"経営"イノベーション : 医療経営に新潮流をつくるための視点 / 医
療経営白書編集委員会編集. 東京 : 日本医療企画 , 2012.10 . - (医療経営白書 / 医療経営
白書編集委員会編集 ; 2012年度版).
2014年3月5日 . 中国が「世界の工場」から「世界の市場」と言われるようになってから久しい。モノ
づ. くり大国日本から多くの企業がすでに中国に進出してきたが、近年、中国という「世界の. 市場」
への売り込みが新たなトレンドとなっている。その中でも医薬品、医療機器、医療. サービスといった
医療をキーワードとする分野への関心が高まっており、.
わが国の病院経営. モデルは、概ね三期に亘る変遷を辿るが、これらを整理・分析する際に欠かせ
ない重要なファ. クターに、医療制度の変容と改革の中身がある。 . 4. 近年の病院経営モデル；イノ
ベーション特化型病院経営モデルの戦略と課題 ... 出所） 平成 23 年度版 厚生労働白書 厚生
労働省大臣官房統計情報部「医療施設調査 病床数の年.
2015年4月22日 . 2015 年度の経済産業省の政策では、経済の好循環のため企業の連携に関連
する策も多く、中. 小企業の . 醤油㈱（広島信用金庫取引先）、医工連携での医療機器進出で
自社開発品中心への体質転. 換を果たした㈱スズキ . 業内外の環境変化に対して積極的・主体
的にイノベーションで経営革新を図る 中小企. 業経営者自身.
医療経営白書編集委員会の表紙・装丁画像一覧.
2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |

2005年 | 2004年 .. 第2回医進塾, 山形県; 2015年8月; 村上正泰：適切な保険診療と病院経営.
. 2014; 78 (12): 821-825; 伊藤嘉高, 村上正泰：山形県内病院における医療型療養病床の運用
実態―地域一体的な慢性期医療の構築に向けて.
2015年7月15日 . 各医療機関の平成２６年度の決算はかなり厳しい内容で、国立病院機構にお
いても下降線であるが、財務データと診療データを用いた経営分析を十分に駆使することで、病.
院ごとに個別の効果的な経営 .. 国立病院機構における医療安全対策への取組み（医療安全白
書）～平成２５年度版～」の公. 表について. ２．病院間相互.
2016年9月9日 . このように医療における ICT の推進と医療・介護ビッグデータの活用により、患者
個. 人単位のミクロなレベル ... 日本の病院の大部分は公立ではなく、民間により経営されている。
これは明治初期. に生じた国の .. 9 ）厚生労働省「平成 19 年版 厚生労働省白書」（第 1 部 医
療構造改革の目指すもの 第 1. 章 我が国の保健医療を.
平 成 ２ ４ 年 ３ 月. 産業技術総合研究所. 地 域 担 当 理 事. １．地域に対する現状認識. －
地域経済の危機と地域発イノベーションの必要性－. （１）「産業の空洞化」による地域 .. 病院で
の. 傷害情報. 入力インタ. フェース. 実環境での. 行動計測. 技術. 子ども行動. シミュレータ. 子ど
も傷害. シミュレーション. 事故再現. CG配信. ５医療機関. ４大学.
医療経営白書2012年度版 病医院大転換期における医療経営 . . 病医院大転換期における医
療“経営”イノベーション◇第1編座談会医療経営において中核となるイノベーションと、実現のため
の視点長野県厚生農業協同組合連合会理事、佐久総合病院統括院長夏川周介国立大学
法人岡山大学学長、前 . …続きを見る. 企業と関係ない記事.
2017年9月28日 . 医薬品 －AI・医療ビッグデータの進化と製薬産業に求められる取り組み. ３．医
療機器. －医療機器業界におけるデジタルイノベーションと医療機器メーカーの戦略. ４． .. 必要も
生じるだろう。 テクノロジーの活. 用面での課題. ①技術力・ノウハ. ウの不足. ②収集・蓄積・共.
有されるデータの. 不足. 経営・事業戦略. 面での課題.
2016年8月18日 . 近年、MR（製薬会社の医療情報担当者）の仕事の在り方が大きく変わった。
大きな動きで言えば、2012年4月の「医療用医薬品製造業公正競争規約」改定により、「MRによ
る医療機関との懇親のみを目的とした接待」が全面的に禁止となった。また医師の多忙やセキュリ
ティ等を理由に、MR訪問の規制を強化している病院も多い。
2014年3月19日 . 平成２５年度. 厚生労働省医政局委託. 平成２５年度. 医療施設経営安定
化推進事業. 医療法人等の提携・連携の推進に関する調査研究. 報告書. 平成２６年３月. 委
託先 .. 全国病院一覧データ（2013 年 9 月 20 日版）より作成。 6. 14. 17. 26. 27. 27. 0. 5. 10.
15. 20. 25. 30. 2009年3月. 2010年3月. 2011年3月. 2012年3月.
鈴木準「医療保険制度の持続可能性を高めるために」大和総研レポート（2012年4月13日） . 医
療費増大を抑制するには、医療費の適正化計画策定、高齢者医療を含めた医療保険体制の
見直し、風邪など日常医療サービスを提供する家庭医と、大学病院など高度専門医療の提供機
関を .. 予防医療のイノベーション：ワンコイン健診のケアプロ.
2017年9月27日 . 経営ビジョン. 2014年11月に「再生医療等安全性確保法」および「医薬品医療
機器等法」が施行されたことにより、「細胞加工業」への. 進出、「細胞医療製品事業」の展開によ
る成長を目指す。 .. 免疫細胞治療技術の共同開発やこれまで継続的に行ってきた大学病院等と
の共同研究を通じて、細胞医療製品の可能性. を探求して.
以上を背景として、保健医療分野（NHS＋ソーシャルケアの一部）における VFM とア. カウンタビリ
ティの ... 1 オーディット・コミッションは廃止されるという方針が訪問調査後の 2010 年 8 月 13 日に
公表された（2012 年 12 月. に廃止予定）。 .. 急性期病院は約 300 あり、その多くは、NHS トラス
ト（医療機関を経営する国の独立行政. 法人）又は.
前回（2017年）各種セミナー . 経営戦略としての働き方改革. （株）ワーク・ライフバランス 代表取締
役社長小室 淑恵. 講演内容・詳細はこちら . 「IT のものづくり」最先端の現場から学ぶ、イノベー
ションを生み出す働き方とは. グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 Google Cloud 事業本部長塩
入 賢治. 講演内容・詳細はこちら.
52. 科学技術とイノ. ベーション専門. 委員会. 2012 年 1 月～. 2014 年 9 月. 久間和生氏（三菱

電機. ㈱顧問）. 齊藤正憲氏（三菱電機. ㈱顧問）. 2014 年 12 月に政策提言「科学技術. イノ
ベーションを通じて成長をめざ. す」を作成、政府、与党関係者に御. 説明。 表 2-2. JATES「技術
経営・イノベーション賞」評価表. （2016 年度版）. ①社会的意義.
一般病院に入院した時です。医療費の自己負担. が１カ月あたり８万円と言われ母は驚きまし.
た。病院の方が特別養護老人ホームよりも濃密. なケアをしてくれているにもかかわらず、１カ. 月あ
たり自己負担が約 . 年３月から2012. 年６月までの期間における１時間当たり人件費 ... 医療経
営白書2012年版」掲載の座談会の中で. 国立大学学長が.
早稲田大学政治経済学部を2006年に卒業。病院向け経営コンサルティング会社である㈱アイテッ
ク、㈱MMオフィスを経て、2012年度から沖縄県立中部病院・経営アドバイザーとして（NPO法人
病院経営支援機構所属）病院経営支援を行う。診療報酬を駆使した収益増、医療機器等の費
用削減、業務効率化に携わる。2015年度から特定医療法人.
2012年3月12日 . 況を踏まえると、イギリス NHS 改革における取組はわが国の今後の医療政策の.
あり方を検討 ... なお、GP には、診療所を経営する GP（開業医）もいれば、GP Practice . 急性期
病院. 病院等. ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄｾﾝﾀｰ. 専門ｸﾘﾆｯｸ. ｳｫｰｸｲﾝｾﾝﾀｰ. MIUS. NHS Direct. 救急部門. 救
急コール999. 患者搬送. 二次・三次医療. 登録. 診療予約.
2012.12.21 公的病院の特別交付税、算定方法見直し 総務省・・ 2012年１２月10日 メディ;
2012.12.21 NPO法人は日本医療流通改善研究会は11月22日、港区高輪で、「新しい院内感
染症; 2012.12.20 日本初の「こどものホスピス」が 大阪市立総合医療センターに誕生; 2012.12.20
１２月説明会満員御礼のため追加開催決定！！ 病院無料説明.
2016年6月2日 . ⑤ 保険者機能の強化等による健康経営やデータヘルス計画等の更なる取組強
化 ⅱ）ロボット・センサー等の技術を活用した介護の質・生産性の向上 ⅲ）医療・介護等分野にお
ける ICT 化の徹底. ① 医療等分野における ID の導入等. ② ビッグデータ活用によるイノベーショ
ン促進、医療現場や政策への活用. ③ 個人の医療・健康.
同分野の日本における草分け的存在の1人で、医療経済学会の初代会長を務めた。 .. 医療白
書 2012年度版 ～地域包括ケア時代に迫られる、病院 “大再編”と地域医療 “大変革”』 .. この
10年ほどで病院経営者たちは慢性期医療に注目するようになりましたが、経営層の医師だけでは
なく、現場の医師たちも意識を転換する必要があります。
2012年2月5日 . 平成 22・23 年度. 医 療 政 策 会 議 報 告 書. 医療を営利産業化していいの
か. 平 成 2 4 年 1 月. 日本医師会医療政策会議 .. ある。2011 年版における「医療機器・医薬
品」の貿易障壁の指摘と是正. 要求は、保険、テレ . 要求として、全国レベルでの株式会社の病
院経営解禁と混合診療の原則解. 禁、つまり医療への全面的.
NISTEP NOTE（政策のための科学） No.8. 科学技術イノベーション政策における. 重要施策デー
タベースの構築. 2013 年 11 月. 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 .. 版白書 2-1-2】。 ○.
生倫理専門調査会は、平成 21 年度、文部科学大臣より総合科学技術会議に諮問され. た、
人クローン胚研究を容認する指針案について及びヒト ES 細胞.
2016年4月1日 . 都市や郊外、中山間地の開発政策史研究を続け、人口減少期における地域
政策・観光まちづくりの手法研究を進めている。 . 2012 年2 月. 久保田貴文. ・地域におけるメンタ
ルヘルス対策シンポジウムについて、経営情報研究（多摩大. 学研究紀要）、No.19、pp. 135140、2015. . ものづくり中小企業におけるイノベーション.
東京医科歯科大学 医療経済学分野 川渕孝一研究室. . 川渕孝一：病医院経営の総括と将
来展望（座談会）、医療経営白書、2010年度版、3-19、2010. 4. 田中滋、川渕孝一、河野敏鑑
編著：「会社と . 平成21年度8020公募研究事業「摂食・嚥下における歯科・医科連携と医療費
に関する研究」，財団法人8020推進財団. 6. エルゼビア・ジャパン.
中国における公立医療. 機関の概要. • 国家衛生計画生育委員会の直轄公立医療機関は、合
計44ヵ所であり、主に三級甲病院となっている。う. ち、総合病院は25ヵ所、専門病院は19ヵ所であ
る。 • 国家衛生計画生育委員 .. 2012年に、「健康診断基本項目目録」が国家標準として発表
され、国全体での標準化が進んでいる。 • 2005年から2014年.
水俣病は、. 環境庁発足の契機ともなった公害の原点ですが、半. 世紀を超えて今なお苦しんでい

る方がいらっしゃい. ます。3 月には和解の基本的合意が成立し、4 月に. は救済措置 .. 4 森林環
境の保全と持続可能な経営の推進----------370 .. 注：平成11年以前の現物給付は医療のみで
あり、平成14年以降については医療、介護、保育である.
Amazonでヘルスケア総合政策研究所, 吉原健二(日本医療経営実践協会代表理事), 医療経
営白書編集委員会, 堺常雄(日本病院会会長), 西澤寛俊(全日本病院協会会長), 日野頌三
(日本医療法人協会会長), 山崎學(日本精神科病院協会会長)の医療経営白書―病医院大
転換期における医療“経営"イノベーション 医療経営に新潮流をつくるため.
2016年2月15日 . 日本医療企画医療経営白書2015-2016年版編集委員、IFHE国際病院設備
学会. 諮問委員会委員、医療 . 医療機関における携帯電話等の使用に関する作業部会委員、
日本医学健康管. 理評価協議会、健保連との .. 病床過剰の地域ではいかにしてベッド数を減ら
したり病床転換をしていくのか、その進捗状. 況を見守っていく。
医療機器・医療IT 新製品情報，企業情報，医用画像検査関連機器，関連ソフトなどの新製品
情報や企業情報についての最新情報を掲載しています。
本報告書は、総務省の委託として、NTT データ経営研究所が実施した「ICT 利活用によ. る地域
活性化と国際競争力強化に関する調査研究」についての調査結果をとりまとめたも. のである。 総
務省では昭和 48 年以降、日本国内における情報通信の現状および情報通信の動向につ. い
て、国民の広い理解を目的として「情報通信白書」を編纂、公表.
テーマは「2018年同時改定の動向と戦略的対応」で、地域医療における病院戦略を論じます。 .
ディサービスやサ高住関連は特に厳しいかと思われ、医療法人経営の介護事業も転換点を迎えよ
うとしていますポイントとなるヒトの問題とサ高住など住まい系事業を中心に講じ .. 急性期医療から
保育まで医療福祉の様々な分野の社会人が挑みます。
2013年6月27日 . （2005年4月～）. 出所：東証・大証開示資料より当社作成. ※東京・大阪・名
古屋証券取引所に上場している内国株券（マザーズ、JASDAQ、セントレックス含む）. 過去最高.
SBI証券におけるこれまでの最大値を. 記録した2006年1月を基準に指数化. 2005年. 2006年.
2007年. 2008年. 2009年. 2010年. 2011年. 2012年. 2013年.
. 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 · ナノバイオ・
テクノロジー 静岡大学ナノバイオ科学研究分野編 · 医療経営白書2015-2016年版 · 医療経営
白書2013年度版 · 医療経営白書―病医院大転換期における医療“経営"イノベーション 医療経
営に新潮流をつくるための視点 · Financial Adviser 2012年 8.
病医院大転換期における医療”経営”イノベーション : 医療経営に新潮流をつくるための視点 / 医
療経営白書編集委員会 (医療経営白書 / 医療経営白書編集委員会編集 ; 2012年度版),
2012, N007看白040. “成長産業”としての医療を担う経営戦略 : 地域社会をけん引する病医院の
新たな展開 / 医療経営白書編集委員会 (医療経営白書 / 医療経営.
平成 27 年度文部科学省委託調査. 科学技術イノベーション政策における「政策のための. 科学」
推進事業の人材育成に関する調査分析. 報告書. 2016 年 3 月. Page 2. 本報告書は、文部科
学省の平成 27 年度委託事業による委託. 業務として、株式 .. システム論、公共政策学、経済
学、経営学、科学技術社会論、研究方法論・手法、分野別（環.
日本の財政をどう立て直すか』, 日本経済新聞出版社, 編著, 2012年2月. ・ 『入門｜ .. 夢の新
薬』は国を滅ぼすかー薬価制度改革に向けた論点」, 『医療白書』, 2017-2018年版, 154-158頁,
2017年8月. .. 自治体経営におけるソーシャルメディアの活用」, 地方自治研究機構『地方自治体
の情報化戦略に関する調査研究』, 174頁, 2013年3月.
産業医・医療専門職・健康保険組合が施策立案に関わる比率が高くなり、効果検証の実施も
増えるなど、健康経営 .. を「健康白書」としても公開しています。 ... は2012年度30.9%から2015年
度35.2%に上. 昇。生活習慣改善の意識が高まっている。 CHOのマネジメントのもと. 病院・専門
部署が連携. CHO（最高健康責任者）を設置し、専務.
9. 2012年版 病医院大転換期における医療"経営"イノベーション : 医療経営に新潮流をつくるた
めの視点 / 医療経営白書編集委員会編集 東京 : 日本医療企画 , 2012.10. 10. 2013年度版
"成長産業"としての医療を担う経営戦略 : 地域社会をけん引する病医院の新たな展開 / 医療経

営白書編集委員会編集 東京 : 日本医療企画 , 2013.10. 11.
2015年4月20日 . ①川崎市におけるライフイノベーションの取組. ②京浜臨海部ライフ . (5) 都市
農業の強みを活かした農業経営の強化. (6) 就業と人材活用を ... 医薬品・医療機. 器の開発・
製造. と健康関連産業. の創出. ○外国人医師、研. 究者、その家族等. の出入国に係る特. 例
措置. ○総合保税地域の. 指定及び保税展示. 場の要件緩和.
2018年1月5日 . 留学 医学生よ、大海を知れ。」pp16-17 DOCTOR-ASE No.10 2014年夏）.
『「弱さ」を知ることで、謙虚になれる。その謙虚さが本当の「強さ」を生み出す。』 ― 「学び」が拓く
未来の医療 ― 「Primaria」創刊1周年記念企画（「Primaria」pp20 Vol.7 2014年7月）. ※日本
赤十字医療センター／石橋由孝先生の記事を紹介します。
医療経営白書の2012年度版が発売されました。 第一部にサブタイトルにもなっている「病医院大
転換期における医療“経営”イノベーション 医療経営に新潮流をつくるための視点」について、座談
会や提言、イノベーションに向けた動きが紹介されています。 第２部は、病医院・医療界の最新経
営動向と展望として、２０１２年度診療報酬改定の徹底分析.
2011年3月11日 . 第一三共グループは、2015年ビジョンとしてGlobal Pharma Innovatorを掲げ、
2010∼2012年度の. 第2期中期経営計画において、CSR中期方針と5つの重点課題に積極的に取
り組んでいます。重点課題の一つに. は、「国際的視野での医療アクセスの拡大」を掲げており、グ
ローバル社会貢献活動として、国連ミレニアム開発.
助産院は，1948 年の「医療法」によって，大学病院・病院・診療所と同様に医療施設と. 位置づ
け .. 昭和 20）年，太平洋戦争の終了後に，わが国の医療体制が大転換する。 ... 2006. 2007.
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 図 2-5 全国 ・助産院（有床）・ 東京都の出生数の前年度比. 全
国出生前年度比. 助産所出生前年度比. 東京都出生前年比.
健康寿命の延伸につながる ICT 活用. に関する調査研究報告書. 【最終報告書】. 2017 年 3
月. 株式会社国際社会経済研究所 ... 第 3 章「我が国におけるヘルスケア（健康・医療・介護）
分野の政策動向」で詳しく説明するよう. に、政府は 2016（平成 28）年 5 . 2 内閣府、『平成 28
年版高齢社会白書』 http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-.
3 「安全・安心な社会の構築に求められる科学技術イノベーションに関する研究」. 研究会：今年
度の活動. □ 研究会. 第１回 平成 23 年 9 月 7 日（水） 15 時 00 分～17 時 00 分（ .. 経営戦略
の分野などにおいても利用されている。 .. 高齢社会化が進む中で、病院での医療対応には限界
があり[１]、在宅での医療や介護対応と組み合わせ.
こちらの商品には新版があります。 目次. 第１部 総力特集 病医院大転換期における医療“経
営”イノベーション（座談会 医療経営において中核となるイノベーションと、実現のための視点；医療
経営に新潮流をつくるための提言；医療“経営”イノベーションに向けたさまざまな動き） 第２部 病医
院・医療界の最新経営動向と展望（病医院・歯科診療所経営.
2005年5月6日 . 医療経営白書 ２００４年版 病医院経営勝ち残りの条件/医療経営白書編集
委員会（経済・ビジネス）の最新情報・紙の本の購入はhontoで。あらすじ、レビュー（感想）、書
評、発売日情報など充実。書店で使えるhontoポイントも貯まる。国内送料無料で、最速24時間
以内出荷。
公益財団法人堺都市政策研究所では、近畿大学医学部及び附属病院の泉ヶ丘駅近隣への
移転を契機として、. 健康医療 . 境の網羅的整理、先行する他地域の事例調査、健康医療分
野における中核施設の立地による影響把握のための ... ③医療機関における各種の重複(検査、
投薬、事務作業等)を削減することにより、医療機関の経営効率.
提供体制の確保を図り、その中で公立病院が安定した経営の下でへき地医療・不採算 . リハビリ
テーション部門における原価について見てみると、材料費等の変動費はほ . ぞれに診療点数が定め
られている。なお、セラピストの人数による区分の詳細を表. 2 に示す。 表 1：リハビリテーション施設
基準と診療点数（平成 26 年度改定）. 心大血管疾患.
2015年3月2日 . 具体的には平成24年病院経営実態分析調査（全. 国公私病院連盟）を参照
し病床規模別の100床当たり延床面積を用い、600床の. 場合は7,867㎡／100床（600～699床）
を、800床の場合は、5,837㎡／100床（7. 00床以上）を用いた。 パターン 1. 1)大学病院＋大学

院. 2)一般病院. 病床規模. 600 床. 医療機能. 周産期医療 3.
2012年12月31日 . アニュアルレポート 2012 ∼社会責任報告書 統合版∼. 2012年12月期 ...
（2008-2012年）. ロシュからの導入品の充実. 19品目導入（2008-2012年）. 個別化医療に基づく.
開発品の充実. 14品目連携（2012年）. グローバル基準の .. 対象病院の拡大により、病院経営の
あり方も変化し、患者さんが入手できる情報も増加.
2013年1月18日 . 画期的な情報であり、これほどまでにまとまったものは今までに世に出てはいな
い。 医療計画の策定、地域状況の把握、今後の病医院の経営戦略に医療関係者必読の書で
ある。（竹）. 発行／（株）医療企画 定価／5,250円（税込）. 一冊の本. 医療経営白書2012年度
版. 病医院大転換期における医療“経営”イノベーション.
2017年11月28日 . 医療機関の経営をめぐる状況 .. に転換. 2016年度に全都道府県で策定完
了. ⇒地域ごとに、2025年時点での. 病床の必要量を『見える化』. 90.7. 万床. ①「地域医療構
想調整会議」における公立病院・公的病院等の . 個別の病院名や転換する病床数等の具体的
対応方針の速やかな策定に向けて、２年間程度で集中的に検討.
東病院. ○先端医療開発センター. ○がん予防・検診研究センター. ○がん対策情報センター. ○人
材育成センター. Novel, Challenge and Change 革新への挑戦と変革 .. < 参考 > 国立がん研究
センターの論文数と被引用数. （1）論文数、被引用数（2016年6月1日時点）. 2010年. 2011年.
2012年. 2013年. 2014年. 2015年. 3,669（3,425）.
第4号となる今回の白書は、周産期医療、小児の身体と精神にわたる発達成長、現役世代の健
康管理、高. 齢者医療と .. 古城 隆雄. （ 自治医科大学. 地域医療学センター地域医療学部
門）. 森田 喜紀. （ 鹿児島県立大島病院. 総合内科（兼）臨床研修センター）. 3. 地域医療白
書 第4号（概要） .. では経営が成り立たないため、病床数を増やせず、.
2010年7月1日 . 経営ソリューション. ○ 国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 様. ○ 富
士通フロンテック株式会社. IFRS対応、情報の戦略的活用で. グローバル市場を勝ち抜く p.06. 注
目のソリューション②. 電子カルテシステム. 患者様中心の医療、. 病院経営効率の向上に貢献す
る. プロダクト＆サービス p.10. 世界初！100万部品を0.2.
2016年6月28日 . 備考）株式会社日本総研（2013）『経済産業省「平成24 年度医療・介護等
関連分野における規制改革・産業創出調査研究事業（医療・介護周辺サービス産業 .. 大機能
を提供. また、異業種企業と協働し、イノベーションを生起する. 異業種企業. 協働. 事業支援. 出
資. 経営人材投入. 新たなヘルスケア事業. （医療機関・介護事業者.
国立大学経営力戦略」等を踏まえ，今や待ったなしの状況にある大学改革を確実に実行段. 階
へと移し，その成果として，社会を変革するエンジンとしての大学の役割を国民が更に実. 感すること
ができるようになることを目指して改革に取り組んでいます。 このほか，医療人や法曹などの専門人
材の養成や，地域医療の中核としての大学附属病院.
2013年3月11日 . 中小製造企業における先端技術開発と. イノベーションに関する調査研究.
2013 年 3 月. 独立行政法人 中小企業基盤整備機構. 経営支援情報センター .. このような産
業構造の変革期においては、市場支配力とイノベーシ. ョンとの関連 .. 経済産業省 (2012b),
『2012 年版ものづくり白書（ものづくり基盤技術振興基本法第 8 条.
超高齢社会におけるフレイル・サルコペニアと漢方 〜伝統医学と先進医学の融合による高齢者医
療〜 萩原圭祐（大阪大学大学院医学系研究科先進融合医学共同研究講座）. JMS View 衰
勢の製薬業、医療機器製造業の活性化で国民医療費の抑制（前編） 廣瀬輝夫（日本医療経
営学会名誉理事長 国際融合医療学会理事長 秀明大学名誉教授.
この「ACCJ–EBC 医療政策白書2017年版」は、日本国民. の健康に投資をすることで生活の質が
. 世界中の医療従事者、政府そして経営者は、健康維持と予. 防が患者の生活の質の向上をも
たらし、 .. ２） 2012年発表 ＡＣＣJ「疾病の予防、早期発見及び経済的負担に関する意識調査」
全国（n=5000). 口腔衛生に関する質問より、歯間清掃具.
25. 東京大学政策ビジョン研究センター. 平成 27 年度年報. Research Topics. Introduction.
Archives. Annual Report 2015. Policy Alternatives Research Institute .. 健康経営と病院経営」.
第. 53回日本医療・病院管理学会学術総会シンポジウム, 福岡. 2. 健康経営研究ユニット

（2014.9.28）. オーガナイズドセッション「「保険者. 機能」の発揮.
2017年8月18日 . 例えば、経営側により示された見解は常に企業の見解として、弊社による見解
は弊社見解として提示されま. す。弊社の目的は ... 2017年8月4日、同社は、2017年9月期第3四
半期決算を発表した。 .. 免疫細胞治療技術の共同開発やこれまで継続的に行ってきた大学病
院等との共同研究を通じて、細胞医療製品の可能性を.

