
※お客様より取得したお名前、電話番号等の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。 担当：     
一般社団法人日本医療経営実践協会　 〒104-0032　東京都中央区八丁堀三丁目20番5号　S-GATE八丁堀9F  TEL: 03-3553-2906

お届け先℡ 　　　　　　　　（　　　　　　　） 携帯電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　　　）

FAX 　　　　　　　　（　　　　　　　） 認定登録番号
（必ず記入してください）

部署貴社・
法人名

お届け先住所
 〒 □ご自宅　　□お勤め先（いずれか☑）

    個人　□代金引換のみ

お申込み者

※ご法人様の
場合は、

ご担当者名

フリガナ

氏名 姓 名 様

フリガナ

※初級1巻、7巻および中級（一般講座）１巻、2巻、5巻、６巻、８巻、９巻、同（専門講座）7巻、８巻、上級6巻DVDは発売しておりません。
※また、上級DVD全巻セットおよび単巻、ならびに初級、中級対応DVDのセットの購入はできません。ご了承ください。

【当協会会員価格は当申込用紙のみ有効です】　FAX：03-3553-2907
☆書店では『テキスト対応 ＤＶＤ』のお取扱はいたしておりません。会員価格は当申込用紙のみ有効です。

☆お申込の際は、必ず会員本人の氏名及び認定登録番号をご記入ください。　　　☆5,000円以上お買い上げの場合、送料450円⇒無料

☆商品のお届けは、当協会推薦図書の発行元である株式会社日本医療企画よりお送りさせていただきます。

※お支払い方法
（必ずいずれか

マークしてください）

　　法人  □代金引換　　　□請求書
※送料450円＋代金引換の場合は、
別途代引手数料320円かかります。 お申し込み日 　　　 年　  　　月　　　  日

医療経営士中級（専門講座）テキスト対応DVD（各巻）
※第7巻、第８巻は未発売 3,080円（税込） 2,464円（税込） 1　　2　　３　　4　　５　　６　　９

巻

医療経営士上級テキスト&テキスト対応ＤＶＤ　（各セット）
※テキスト第6巻対応のDVDは未発売のため、
※テキスト第6巻はセットに含まれません

6,600円（税込） 5,280円（税込）
１　　２　　３　　４　　５　　７　　8
９　　10　　11　　12　　13 セット

医療経営士中級（一般講座）テキスト対応DVD（各巻）
※第１巻、第2巻、第５巻、第６巻、第８巻、第９巻は未発売です。 3,080円（税込） 2,464円（税込） ３　　４　　７　　10　　　

巻

【医療経営士テキスト（対応DVD）】 【定　価】 【会員価格】 ※購入を希望する巻数に○をしてください。

医療経営士初級テキスト[新版、第3および第4版]対応DVD

※第1巻、第7巻は未発売です
2,750円（税込） 2,200円（税込） ２　　３　　４　　５　　６　　８

巻

医療経営士中級（専門講座）テキスト（各巻）
※第１巻は第6版に、第４巻は第５版に、第９巻は第２版に改訂
※第2巻、第３巻、第５巻、第６巻及び第7巻は新版として刊行

3,080円（税込） 2,464円（税込）
１　　２　　３　　４　　５　　６　　７
８　　９

冊

医療経営士上級テキスト　（各巻） 3,300円（税込） 2,640円（税込）
１　　2　　３　　４　　５　　６　　７
８　　９　　10　　11　　12　　13 冊

医療経営士中級（一般講座）テキスト（各巻）
※第2版もしくは新版に全面改訂

3,080円（税込） 2,464円（税込）
１　　２　　３　　４　　５　　６　　７
８　　９　　10 冊

【医療経営士テキスト（単巻）】 【定　価】 【会員価格】 ※購入を希望する巻数に○をしてください。

医療経営士初級テキスト[第3版]　（各巻）
※第2・3巻は[第4版]に改訂。第8巻は改訂・改題に伴い新版として刊行

2,750円（税込） 2,200円（税込）
１　　２　　３　　４　　5　　６　　７
８ 冊

中級（一般・専門）テキスト全19巻セット 52,390円（税込） 41,912円（税込） セット

上級テキスト全13巻セット 42,900円（税込） 34,320円（税込） セット

中級（一般講座）テキスト全10巻セット
※第2版もしくは新版に全面改訂

30,800円（税込） 24,640円（税込）
セット

中級（専門講座）テキスト全9巻セット
※第１巻は第6版に、第４巻は第５版に、第９巻は第２版に改訂
※第2巻、第３巻、第５巻、第６巻及び第7巻は新版として刊行

27,720円（税込） 22,176円（税込）
セット

会員専用「医療経営士」試験対策のための当協会推薦教材・図書注文書 〔2022年12月版〕

【医療経営士テキスト（セット）】 【定　価】 【会員価格】

初級テキスト[第3版]全8巻セット
※第2・3巻は[第4版]に改訂。第8巻は改訂・改題に伴い新版として刊行

22,000円（税込） 17,600円（税込）
セット



2,288円（税込） 冊

3,960円（税込） 3,168円（税込） 冊

医療経営白書　2022年度版 5,720円（税込） 4,576円（税込） 冊

医療白書　2022年度版 4,950円（税込） 3,960円（税込） 冊

国民の介護白書　2022年度版

※お客様より取得したお名前、電話番号等の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。 担当：          

一般社団法人日本医療経営実践協会　 〒104-0032　東京都中央区八丁堀三丁目20番5号　S-GATE八丁堀9F  TEL: 03-3553-2906

お届け先℡ 　　　　　　　　（　　　　　　　） 携帯電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　　　）

FAX 　　　　　　　　（　　　　　　　） 認定登録番号
（必ず記入してください）

部署貴社・
法人名

お届け先住所
 〒 □ご自宅　　□お勤め先（いずれか☑）

    個人　□代金引換のみ

お申込み者

※法人様の
場合は、

ご担当者名

フリガナ

氏名 姓 名 様

フリガナ

【当協会会員価格は当申込用紙のみ有効です】　FAX：03-3553-2907
☆書店では『テキスト対応 ＤＶＤ』のお取扱はいたしておりません。会員価格は当申込用紙のみ有効です。
☆お申込の際は、必ず会員本人の氏名及び認定登録番号をご記入ください。
☆商品のお届けは、当協会推薦図書の発行元である株式会社日本医療企画よりお送りさせていただきます。
☆5,000円以上お買い上げの場合、送料450円⇒無料　

※お支払い方法
（必ずいずれか

マークしてください）

　　法人  □代金引換　　　□請求書 ※送料450円＋代金引換の場合は、
別途代引手数料320円かかります。 お申し込み日 　　　年　　　月　　　日

競合と差がつくクリニックの経営戦略 2,420円（税込） 1,936円（税込） 冊

幕末維新とパンデミック 医療戦士かく戦えり 1,980円（税込） 1,584円（税込） 冊
建築家と共創する病院づくり 2,860円（税込）

開業する医者の９割が知らないクリニック経営で本当に大切なこと 2,750円（税込） 2,200円（税込） 冊
クリニックは立地で決まる！ 患者が集まる開業場所の選び方 2,420円（税込） 1,936円（税込） 冊

変貌するヘルスケア業界──あらゆる企業がヘルスケア事業者に 2,750円（税込） 2,200円（税込） 冊
デジタル医療・介護を一般診療において実現させる 2,750円（税込） 2,200円（税込） 冊

公立病院のための地方独立行政法人設立・運営マニュアルQ&A 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊
地域ヘルスケア基盤の構築 2,750円（税込） 2,200円（税込） 冊

国民の栄養白書　2021年度版 4,400円（税込） 3,520円（税込） 冊
介護経営白書　2021年度版 4,400円（税込） 3,520円（税込） 冊

医療白書　2021年度版 4,950円（税込） 3,960円（税込） 冊
医療白書　2020年度版 4,950円（税込） 3,960円（税込） 冊

医療経営白書　2020年度版 5,720円（税込） 4,576円（税込） 冊

病院経営・運営の実務に役立つ 医療経営用語集 1,980円（税込） 1,584円（税込） 冊

医療経営白書　2021年度版 5,720円（税込） 4,576円（税込） 冊

冊

【サブテキスト＆参考図書】 【定　価】 【会員価格】

ヘルスケア業界データブック2022 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊

【「医療経営士」基礎力ＵＰ講座】 【定　価】 【会員価格】

医療経営士が知っておきたい医学の基礎知識 2,200円（税込） 1,760円（税込）

冊

薬剤部門のマネジメント 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊

【病院部門別　管理・運営の実践シリーズ】 【定　価】 【会員価格】
経営企画部門のマネジメント 2,750円（税込） 2,200円（税込）

シリーズ3  医療・介護制度改革へ向けた病院経営戦略 1,650円（税込） 1,320円（税込） 冊

シリーズ4　インバウンド時代を迎え撃つ 医療の国際化と外国人患者の受入れ戦略 1,650円（税込） 1,320円（税込） 冊

シリーズ1　第六次医療法改正のポイントと対応戦略60 1,650円（税込） 1,320円（税込） 冊

シリーズ2　「医療事故調査制度」早わかりハンドブック 1,650円（税込） 1,320円（税込） 冊

シリーズ7　なるほど、なっとく医療経営Ｑ＆Ａ60中級　患者・経営・政策の視点でポイント整理〔改訂版〕 4,180円（税込） 3,344円（税込） 冊

【必修シリーズ】 【定　価】 【会員価格】

シリーズ5　これだけは知っておきたい医療機関のためのマイナンバー対策 1,980円（税込） 1,584円（税込） 冊

シリーズ６　これからの医療政策の論点整理と戦略的病院経営の実践 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊

シリーズ3　経営データの活用と金融機関との上手なつきあい方 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊

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 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊

シリーズ1　なるほど、なっとく医療経営Ｑ＆Ａ50初級〔5訂版〕 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊

シリーズ2　診療科別・病院経営戦略の「理論」と「実践」 3,300円（税込） 2,640円（税込） 冊

会員専用「医療経営士」試験対策・実務のための当協会推薦教材・図書注文書 〔2022年12月版〕

【実践テキストシリーズ】 【定　価】 【会員価格】



姓 名 様

一般社団法人日本医療経営実践協会　 〒104-0032　東京都中央区八丁堀三丁目20番5号　S-GATE八丁堀9F  TEL: 03-3553-2906

FAX 　　　　　　　　（　　　　　　　） 認定登録番号
（必ず記入してください）

※お客様より取得したお名前、電話番号等の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。 担当：          

お届け先住所
 〒 □ご自宅　　□お勤め先（いずれか☑）

お届け先℡ 　　　　　　　　（　　　　　　　） 携帯電話番号 　　　　　　　　（　　　　　　　　）

お申込み者

※法人様の
場合は、

ご担当者名

フリガナ

氏名

フリガナ

部署貴社・
法人名

☆バックナンバーの内容は、㈱日本医療企画ホームページをご参照ください。URL://www.jmp.co.jp　

※お支払い方法
（必ずいずれか

マークしてください）

　　法人  □代金引換　　　□請求書
※送料450円＋代金引換の場合は、
別途代引手数料320円かかります。 お申し込み日 　　　年　　　月　　　日

    個人　□代金引換のみ

注意）月刊誌【年間購読】のご注文は、㈱富士山マガジンサービスにて対応いたします。その場合、お支払い方法は「振込みハガキによるコンビニ・銀行払い」となります。
また商品のお届けも㈱富士山マガジンサービスからとなります。

【当協会会員価格は当申込用紙のみ有効です】　FAX：03-3553-2907
☆書店では『テキスト対応 ＤＶＤ』のお取扱はいたしておりません。会員価格は当申込用紙のみ有効です。
☆お申込の際は、必ず会員本人の氏名及び認定登録番号をご記入ください。
☆商品のお届けは、当協会推薦図書の発行元である株式会社日本医療企画よりお送りさせていただきます。
☆5,000円以上お買い上げの場合、送料450円⇒無料　

『最新医療経営　Phase3』　単月購入 　　年　　 月号 1,320円（税込） 1,056円（税込） 冊

『最新医療経営　Phase3』　年間購読 　　年　　　月号から1年間 15,840円（税込） 12,672円（税込） 毎月　　　　　冊

月刊『医療経営士』　単月購入 　　年　　 月号 880円（税込）
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。 冊

月刊『医療経営士』　年間購読 　　年　　　月号から1年間 10,560円（税込） 9,000円（税込） 毎月　　　　　冊

会員専用「医療経営士」実務のための当協会推薦教材・図書注文書 〔2022年12月版〕

【最新の動向がわかる月刊誌】 【定　価】 【会員価格】


