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長野県の長寿力 阿部　守一 ワニブックス 2014

社会保障亡国論 鈴木　亘 講談社 2014

介護経営白書―“介護維新”現場からの介護人材教
育改革〈２０１３年度版〉

江草安彦 日本医療企画 2013

地域連携論－医療・看護・介護・福祉の協働と包括
的支援－

高橋紘士／武藤正樹 (編
集)

オーム社 2013

これからの地域の急性期医療を考えるDPCデータ活
用の多彩な展開

藤森研司、松田晋哉 じほう 2012

地域包括ケアシステム 高橋　紘士 オーム社 2012

よくわかる!ケアマネジャーのためのH.24改正対応 法
改正これ1冊で大丈夫!!

長谷憲明／監修　石山麗
子／編著　長谷憲明／編
著

ひかりのくに 2012

医療の経済学(第2版) 河口 洋行 日本評論社 2012

介護経営白書―“介護維新”現場からの介護人材教
育改革〈２０１２年度版〉

川渕 孝一、青木 正人 日本医療企画 2012

患者中心の意思決定支援―納得して決めるための
ケア

中山和弘、岩本貴／編集 中央法規 2012

症状から学ぶ医療知識
葛谷雅文、鈴木裕介／編
著

中央法規 2012

介護イノベーション
田中　滋、栃本一三郎 編
著　日本介護経営学会 編
集協力

第一法規 2011

日本の介護システム－政策決定過程と現場ニーズ
の分析－

結城　康博 岩波書店 2011

コミュニティのちから : "遠慮がちな"ソーシャル・キャ
ピタルの発見

今村晴彦、園田紫乃、金
子郁容

慶應義塾大学出版会 2010

病院の世紀の理論 猪飼　周平 有斐閣 2010

だまされないための年金・医療・介護入門 鈴木　亘 東洋経済新報社 2009

介護―現場から検証― 結城　康博 岩波書店 2008

参考文献リスト
都市自治体行政の専門性（医療・介護・保健）に関する研究会

書
籍



2/4 ※原則として「カテゴリー別 → 発行年順」で記載

分類 書籍（論文）名 著編者 発行者・発表雑誌 発刊年

「元気クラブいなべ」が展開する健康づくりとつながり
づくり

水上　博司 ガバナンス 2014

ICTが支える在宅医療　クラウドシステムがチーム医
療・介護を実現

武藤　真祐 月刊J-LIS 2014

あかびら・地域まるごと元気アッププログラムの実践 高尾　弘明 市政 2014

スマートウエルネスシティの建設を目指す自治体共
用型健幸クラウド

長沢　弘美 月刊J-LIS 2014

どうなる介護保険－軽度者向け介護予防サービスの
市町村移管をめぐって－

山本　惠子 地方自治職員研修 2014

ビックデータ活用による健康都市づくりの推進－
Smart Wellness Cityの創造－

久野　譜也 ガバナンス 2014

医療・健康・介護におけるICT利活用について 島田　達巳 月刊J-LIS 2014

健康づくりから健康政策へ－自治体の役割と責務－ 岩永　俊博 ガバナンス 2014

健康寿命をのばした「健康長寿社会」をどう構想する
か

小宮山　宏 ガバナンス 2014

自治体維新 首長インタビュー－千葉県柏市長 秋山
浩保氏 福祉に尽力、在宅医療・介護が本格化へ－

秋山　浩保 日経グローカル 2014

住民主体の介護予防で地域を活性化－大東元気で
まっせ体操－

東坂　浩一 市政 2014

地域を挙げた高齢者の健康運動の意義 鈴木　隆雄 市政 2014

地域資源や高齢者人材を活用し住民主体の介護予
防を推進

中嶋　憲正 市政 2014

地域連携をマネジメントする取組みが超高齢社会を
支える 井堀　幹夫

月刊J-LIS 2014

超高齢化時代に向けての新潟市の戦略を考える 上山　信一 地方行政 2014

平均寿命日本一の長野県にて２次医療圏でのICT活
用事例－２次医療圏で地域医療を守っていく取組み
－

飯田市立病院 月刊J-LIS 2014

論
文
・
記
事
等



3/4 ※原則として「カテゴリー別 → 発行年順」で記載

分類 書籍（論文）名 著編者 発行者・発表雑誌 発刊年

「健康寿命延伸都市・松本」の創造を目指して 菅谷　昭 市政 2013

「歩く」を基本とする『健幸』なまち 久住　時男 市政 2013

医療・福祉関係機関の連携におけるICTの有効性と
現状 在宅医療・介護の連携に軸を置いたICT利活用
の必要性

島田　達巳 月刊LASDEC 2013

健康寿命を延ばし長生きを喜べる健康都市おおぶ 久野　孝保 市政 2013

高齢者向け長期ケアの地域マネジメントに関する研
究－ブループリント手法を利用した日本の3事例の比
較より－

河口　洋行 医療と社会 2013

少子高齢化社会における社会保障の財源問題 岩本　康志 学術の動向 2013

地域ぐるみのヘルス・プロモーションの展開 宮地　元彦 市政 2013

地域を挙げたヘルス・プロモーションの推進とその効
果

星　旦二 市政 2013

地域包括ケア、成功のカギは 幸手(埼玉)、団地自治
会と病院が組む 新宿(東京)、看護師が同じ目線で相
談

若杉　敏也 日経グローカル 2013

福井県坂井地区における在宅医療推進のまちづくり 半田　信哉 地方自治職員研修 2013

「ヘルスケアにおける連携」の社会的位置づけ－政
策論の観点から－

田中　滋 医療と社会 2012

2025年に備える地域包括ケアシステムの構築 田中　滋 都市問題 2012

医療と介護の「連携」－地域包括ケアシステムの視
点から－

田中　滋 社会保険旬報 2012

自立と支援、支えあいの福祉社会に向けて 始まった
第5期介護保険事業計画の運営と保険者機能 : 和光
市長寿あんしんプランから見る地域包括ケア基盤整
備の在り方像

東内　京一 地方自治職員研修 2012

要介護認定システムにおける国と市町村の役割 結城　康博 年報自治体学 2010

良質な高齢者医療&ケアを実現するためには－社会
的入院の問題点と解消策－

印南　一路 経済セミナー 2010
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地域で支える高齢者医療－粕屋北部在宅医療ネット
ワーク－

原　速 地方自治職員研修 2008

平成18年改正法に基づく保険者の変容 加藤　智章 ジュリスト 2007

高齢者医療・介護における予防の意義について－介
護予防を中心に－

松田　晋哉 ESP 2004

インタビュー 地域包括ケアシステムの先進地・御調
町から

山口 昇、安藤　欣賢 月刊自治研 1997

分類 書籍（論文）名 発行所・報告者 URL等 発刊年

平成26年版高齢社会白書 厚生労働省
http://www8.cao.go.jp/ko
urei/whitepaper/index-
w.html

2014

事例を通じて、我がまちの地域包括ケアを考えよう
「地域包括ケアシステム」事例集成
～できること探しの素材集～

㈱日本総合研究所

http://www.kaigokensaku.
jp/chiiki-
houkatsu/files/mhlw_care
_system_2014.pdf

2014

持続可能な医療・介護システムの再構築　報告書
21世紀政策研究所研究プロジェクト－持続可能な社
会保障の構築に向けて-効率化・重点化の視点も踏
まえて－

21世紀政策研究所
http://www.21ppi.org/pdf
/thesis/130329_02.pdf

2013

ディジーズ・マネジメント・レポーター ㈱損保ジャパン研究所
http://www.sj-
ri.co.jp/research/healthca
re_socials/dmr.html

2004

地域包括ケア研究会 報告書－今後の検討のための
論点整理－地域包括ケア研究会

厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/ho
udou/2009/05/dl/h0522-
1.pdf

2009
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