
医療経済関係研究論文（2月更新分）

　ここに掲載される論文リストは、医学中央雑誌に毎月更新される文献のうち、①医療経
済学・医療政策、②臨床経済学・薬剤経済学、③医療費、④医療保障制度、⑤診療報酬・
薬価、⑥医業経営、⑦医療関連ビジネスの７領域に関する検索結果を掲載している。検索
式については当機構ホームページ内「医学中央雑誌による医療経済研究論文の検索」を参
照のこと。検索式によっては、主題と不適合の論文もあるが、検索結果をそのまま掲載し
ている。なお、オリジナル文献コピーの提供は実施していない。
　ここに提供されるデータの著作権法上の権利は医学中央雑誌刊行会に帰属する。この
データについては、著作権法に定める個人の私的使用の範囲外の使用はできない。また、
このデータを、医学中央雑誌刊行会の許諾を得ずに、第三者に対して使用させたり、公開
したりすることはできない。

医療経済学・医療政策
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020046669【健康日本21（第二次）の中間評価

とこれからの課題】健康日本21（第
二次）を取り巻く諸課題　健康づく
りと医療経済学

橋本 英樹（東京大学大
学院 医学系研究科 公共
健康医学専攻 保健社会
行動学分野）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻10号 
Page1171-1174
（2019.12）

解説/特
集

2020045393【運動器慢性疼痛マネージメントに
おけるリハビリテーション診療の意
義と重要性】慢性疼痛治療における
医療経済的側面からみたリハビリテ
ーション診療

鈴木 啓太（金沢大学大
学院 先進予防医学研究
科 先進予防医学共同専
攻博士課程）, 中村 裕之

MEDICAL 
REHABILITATION
（1346-0773）242号 
Page9-13（2019.11）

解説/特
集

2020044365 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本病院会雑誌（0385-
9363）66巻10号 
Page1183-1194
（2019.10）

解説

2020041375 処方せんへの検査値記載による医療
経済効果

國津 侑貴（滋賀医科大
学医学部附属病院 薬剤
部）, 森河内 彩, 平 大樹, 
十亀 裕子, 寺田 智祐

医療薬学（1346-342X）
45巻10号 Page568-
575（2019.10）

原著論文

2020039379 看護×経済学　経済学で読み解く看
護サービスと医療政策（第10回）（最
終回）　よりよい看護のために　看
護管理者の役割とは

角田 由佳（山口大学 経
済学部）

看護管理（0917-1355）
29巻10号 Page948-
954（2019.10）

解説

2020034921 超高齢化・医療費膨張時代における
循環器医療提供体制と医療政策の
あり方　わが国の循環器医療提供体
制の現状と今後のあり方　退院後疾
病管理における運動・栄養介入の重
要性

後藤 葉一（公立八鹿病
院）

循環器専門医（0918-
9599）28巻 Page57-
66（2019.08）

解説



2020034621 院内感染対策としての銀増幅高感度
イムノクロマト迅速診断システム導
入によるアウトブレイク封じ込めと
医療経済的効果

中村 和之（労働者健康
安全機構横浜労災病院 
中央検査部）

日本臨床検査自動化学
会会誌（0286-1607）
44巻4号 Page385
（2019.08）

会議録

2020028653【日本の医療経済分析の現状】医療
事業系の経営分析の方法事例　研
究開発の経済的な予測評価

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page715-722
（2019.11）

解説/特
集

2020028652【日本の医療経済分析の現状】医療
機器の医療経済的評価の事例　高
額医療機器の経済価値評価

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page709-714
（2019.11）

解説/特
集

2020028650【日本の医療経済分析の現状】医療
経済分析におけるコスト解析の方法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院 医療経
営・管理学講座）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page699-703
（2019.11）

解説/特
集

2020028649【日本の医療経済分析の現状】臨床
アウトカム評価の概要と最新動向
（HEOR）

森島 敏隆（大阪府立病
院機構大阪国際がんセ
ンター がん対策情報セ
ンター）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page694-698
（2019.11）

解説/特
集

2020028648【日本の医療経済分析の現状】医療
経済学の視点・基礎知識と最近のト
ピックス

二木 立（日本福祉大学） 医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page691-693
（2019.11）

解説/特
集

2020026677 山梨県の肝がん死亡率低下と医療行
政施策の関連の検討　Joinpoint回
帰

横道 洋司（山梨県福祉
保健部 健康増進課がん
登録室）, 岩佐 景一郎, 
内田 裕之, 小野 千恵, 
米山 晶子, 高倉 江利花, 
山縣 然太朗

厚生の指標（0452-
6104）66巻12号 
Page21-28（2019.10）

原著論文

2020024360 日本において統合失調症の持効性注
射剤処方に対する入院時出来高算定
が導入された場合の医療経済効果評
価

桐谷 麻美（ヤンセンフ
ァーマ）, 若松 昭秀

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集29回・49
回 Page134（2019.10）

会議録

2020021153 消化管腫瘍の診断と治療　15mm以
下胃腫瘍に対する多機能SOUTEN 
snareを用いた内視鏡的切除術の有
用性と医療経済効果

千代 大翔（香川大学 医
学部 消化器・神経内科
学）, 西山 典子, 小原 英幹, 
森 宏仁, 正木 勉

日本消化器病学会四国
支部例会プログラム・
抄録集111回 Page40
（2019.06）

会議録

2020019748 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 外来小児科（1345-
8043）22巻3号 
Page282（2019.08）

会議録

2020019747 医療政策を取り巻く今日的課題 自見 はなこ（参議院） 外来小児科（1345-
8043）22巻3号 
Page281（2019.08）

会議録



2020018380 腹腔鏡下肝切除術の短期成績と医
療経済に関する検討

渋谷 和人（富山大学大
学院 医学薬学研究部 消
化器・腫瘍・総合外科）, 
吉岡 伊作, 渡辺 徹, 
平野 勝久, 森 康介, 
馬場 逸人, 北條 荘三, 
奥村 知之, 長田 拓哉, 
藤井 努

日本消化器外科学会総
会74回 Page P177-4
（2019.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020046340 冠動脈疾患合併ASに対する治療　

CABG+SAVRとPCI+TAVIの成績と
コストから考える冠動脈疾患合併重
症大動脈弁狭窄症への治療戦略

高木 数実（久留米大学  
医学部 外科学講座 心臓
血管外科）, 高瀬谷 徹, 
有永 康一, 佐藤 晃, 
大塚 裕之, 庄嶋 賢弘, 
新谷 悠介, 財満 康之, 
朔 浩介, 福田 倫史, 
押領司 篤宣, 田中 啓之

日本冠疾患学会誌
（2434-2157）
Suppl.2019 Page96
（2019.12）

会議録

2020045728【Respiratory ECMO】Respiratory 
ECMO、その費用対効果をめぐって

田口 聡久（神戸市立医
療センター中央市民病
院 麻酔科）, 瀬尾 龍太
郎

ICUとCCU（0389-
1194）43巻10号 
Page587-592
（2019.10）

解説/特
集

2020045593 お薬との上手な付き合い方（第12
回）　ジェネリック医薬品・バイオ
シミラーとは?

小久江 伸介（東京大学
医学部附属病院 薬剤部）

さかえ: 月刊糖尿病ライ
フ59巻12号 Page23
（2019.12）

解説

2020045489【新時代に入った植込型補助人工心
臓】Destination therapy導入に向け
た関連学会の取り組み

戸田 宏一（大阪大学 心
臓血管外科）

心臓（0586-4488）51
巻11号 Page1129-
1132（2019.11）

解説/特
集

2020045305 バイオシミラーの普及への期待と課
題　バイオシミラーの普及推進につ
いて

田中 大平（厚生労働省 
医政局 経済課ベンチャ
ー等支援戦略室）

新薬と臨牀（0559-
8672）68巻11号 
Page1442-1444
（2019.11）

会議録

2020045304 バイオシミラーの普及への期待と課
題　バイオシミラーと診療報酬の一
考察

坂巻 弘之（神奈川県立
保健福祉大学大学院 ヘ
ルスイノベーション研
究科）

新薬と臨牀（0559-
8672）68巻11号 
Page1441-1442
（2019.11）

会議録

2020045303 バイオシミラーの普及への期待と課
題　リウマチと薬『2015年リウマ
チ白書』より

長谷川 三枝子（日本リ
ウマチ友の会）

新薬と臨牀（0559-
8672）68巻11号 
Page1439-1440
（2019.11）

会議録

2020045301 進歩した関節リウマチ診療における
バイオシミラー普及の意義

山中 寿（順和会山王メ
ディカルセンター リウ
マチ・痛風・膠原病セ
ンター）

新薬と臨牀（0559-
8672）68巻11号 
Page1433-1437
（2019.11）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2020044407 平成の医療から令和の医療へ　続・
ふしぎの国の医療

田辺 功 病院設備（0007-764X）
61巻4号 Page7-10
（2019.10）

解説

2020044342 がん化学療法における薬剤師外来の
業務と展開

水上 康弘（八戸市立市
民病院 薬局）, 奥山 裕子, 
田村 健悦

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）55巻11
号 Page1310-1317
（2019.11）

原著論文

2020044340 病棟薬剤業務と連動した医薬品副作
用被害救済制度の申請支援体制

中川 義浩（国立病院機
構熊本医療センター 薬
剤部）, 浮池 聡子, 高武 
嘉道, 井上 大奨, 藤田 
強記, 横田 千明, 花田 
聖典, 鶴崎 泰史, 伊藤 
愛, 中山 洋輔

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）55巻11
号 Page1300-1303
（2019.11）

原著論文
/比較研
究

2020043203 臼歯部中間1歯欠損補綴治療の費用
効用分析

寺西 祐輝（大阪歯科大
学 口腔インプラント）, 
新井 是宣, 馬場 俊輔

日本口腔インプラント
学会誌（0914-6695）
32巻2号 Page 
E88-E89（2019.06）

会議録

2020042417【大腸腫瘍の内視鏡治療戦略-攻める
か、引くか?】クリーンコロンは要ら
ない

樫田 博史（近畿大学 医
学部 消化器内科）

消化器内視鏡（0915-
3217）31巻10号 
Page1532-1535
（2019.10）

解説/特
集

2020042196 耳科領域における再生医療最前線　
感音難聴に対する再生医療開発の現
況と今後の展開

中川 隆之（京都大学大
学院 医学研究科 耳鼻咽
喉科・頭頸部外科）

日本耳鼻咽喉科学会会
報（0030-6622）122
巻10号 Page1285-
1292（2019.10）

総説

2020041967【遭遇の機会が増えたIPMN/膵嚢胞-
現状と課題】IPMN/膵嚢胞の診療　
小膵嚢胞の観察法

笹平 直樹（がん研究会
有明病院 肝胆膵内科）, 
武田 剛志, 金田 遼, 
松山 眞人, 佐々木 隆, 
尾阪 将人

臨床消化器内科（0911-
601X）34巻12号 
Page1507-1513
（2019.10）

解説/特
集

2020041375 処方せんへの検査値記載による医療
経済効果

國津 侑貴（滋賀医科大
学医学部附属病院 薬剤
部）, 森河内 彩, 平 大樹, 
十亀 裕子, 寺田 智祐

医療薬学（1346-342X）
45巻10号 Page568-
575（2019.10）

原著論文

2020040950 複数の疾患・障害を対象とした集団
行動分析プログラムの導入と費用対
効果の検討

三谷 絵音（あいち保健
管理センター）, 三上 勇
気

日本認知・行動療法学
会大会プログラム・抄
録集45回 Page243-
244（2019.08）

会議録/
事例

2020039449 訪問看護ステーションの経営戦略　
紹介手数料が経営に与える影響

渡邉 尚之（渡邉会計事
務所）

コミュニティケア21巻
11号 Page31-35
（2019.10）

解説



2020034406 人工透析におけるスクロオキシ水酸
化鉄のリン吸着効果および鉄関連値
への影響

大橋 史嵩（旭川厚生病
院 薬剤部）, 田中 壮周, 
越智 裕太, 丸山 卓哉, 
後藤 悠, 嘉屋 則子, 
田畑 裕和, 稲垣 育宏, 
小寺 隆二, 柴波 明男

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）68巻2号 
Page148-154
（2019.07）

原著論文

2020034078 Advanced diagnostic endoscopyが
変えたclinical practice　大腸内視
鏡検査受診患者における拡大併用
NBI（Narrow Band Imaging）の費用
対効果分析

細井 貴晴（オリンパス
光学工業 臨床開発部 臨
床開発3G）, 久保 日出信, 
尾田 恭

日本消化器病学会九州
支部例会プログラム・
抄録集113回 Page92
（2019.05）

会議録

2020032298 日本における虚血性心疾患に対する
経皮的冠動脈インターベンションと
薬物療法の費用対効果（Cost-
Eff ectiveness of Percutaneous 
Coronary Intervention Compared 
With Medical Therapy for Ischemic 
Heart Disease in Japan）（英語）

Kodera Satoshi
（Department of 
Cardiovascular 
Medicine, Graduate 
School of Medicine, 
The University of 
Tokyo）, Morita 
Hiroyuki, Kiyosue 
Arihiro, Ando Jiro, 
Komuro Issei

Circulation Journal
（1346-9843）83巻7号 
Page1498-1505
（2019.06）

原著論文
/比較研
究

2020029405 非弁膜症性心房細動における抗凝固
薬による血栓塞栓症の予防の費用対
効果　Hokuriku-Plus AF Registryの
追加分析（Cost-eff ectiveness for 
prevention of thromboembolism by 
anticoagulants in non-valvular atrial 
fi brillation: additional analysis from 
the Hokuriku_Plus AF Registry）（英
語）

Yamagishi Masakazu
（Department of 
Cardiovascular and 
Internal Medicine, 
Kanazawa University 
Graduate School of 
Medicine）, Tsuda 
Toyonobu, Kato 
Takeshi, Furusho 
Hiroshi, Hayashi 
Kenshi, The Hokuriku-
plus AF Registry 
Research Group

Heart and Vessels
（0910-8327）34巻6号 
Page1024-1030
（2019.06）

原著論文
/比較研
究

2020029300 グラム陰性桿菌の菌血症治療におけ
る抗菌薬の内服切り替え効果

高橋 尊（秋田市立秋田
総合病院 薬剤部）, 梅田 
慎也, 藤原 洋之, 南雲 
徳昭

医薬品相互作用研究
（0385-5015）43巻2号 
Page106-111
（2019.05）

原著論文
/比較研
究

2020028652【日本の医療経済分析の現状】医療
機器の医療経済的評価の事例　高
額医療機器の経済価値評価

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page709-714
（2019.11）

解説/特
集

2020028651【日本の医療経済分析の現状】医薬
品等の費用対効果評価の事例　高
額医薬品の医療経済分析

小寺 聡（東京大学医学
部附属病院 循環器内
科）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page704-708
（2019.11）

解説/特
集



2020028648【日本の医療経済分析の現状】医療
経済学の視点・基礎知識と最近のト
ピックス

二木 立（日本福祉大学） 医学のあゆみ（0039-
2359）271巻8号 
Page691-693
（2019.11）

解説/特
集

2020028083 乳鉢・乳棒を使用した粉砕化調剤時
の錠剤飛散防止のための器具の開発
と使用感の評価

尾崎 正和（山口大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
硲 貴和子, 藤本 昌平, 
野利本 悠, 安田 研一, 
高砂 美和子, 幸田 恭治, 
北原 隆志

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）71巻11
号 Page1375-1380
（2019.11）

原著論文

2020027509【スウェーデンのガイドラインに学
ぶ!エビデンス見きわめ力向上委員
会】（PART 2）スウェーデンの歯科
ガイドライン

西 真紀子（最先端のむ
し歯・歯周病予防を要
求をする会（PSAP））, 
加藤 雄大

デンタルハイジーン
（0285-0508）39巻11
号 Page1146-1157
（2019.11）

解説/特
集

2020027294【多様化し始めた手術ナビゲーショ
ンの有用性】ナビがもたらす治療の
進展と経営的効果　ポータブルナビ
ゲーションシステムを活用した人工
関節置換術の有用性及び費用対効
果を説く

高澤 誠（柏厚生総合病
院 人工関節センター）

新医療（0910-7991）
46巻11号 Page70-73
（2019.11）

解説/特
集

2020024913 難治性の慢性蕁麻疹（CSU）におけ
るオマリズマブ（OMA）の費用対効
果についての検討

松原 大樹（広島大学）, 
高萩 俊輔, 森脇 昌哉, 
森桶 聡, 岩本 和真, 田
中 暁生, 秀 道広

西日本皮膚科（0386-
9784）81巻5号 
Page431（2019.10）

会議録

2020024826【次回診療報酬改定における新たな
視点の確立のために考えるべき事
項】

野口 雄司（NOGUCHI-
コンシェル）

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
66巻10号 Page1157-
1165（2019.10）

解説/特
集

2020024809 根拠のない習慣（第1回）　未破裂脳
動脈瘤のスクリーニング目的の頭部
MRIは本当に必要か?

原田 洸（岡山大学病院 
総合内科・総合診療科）

Hospitalist（2188-
0409）7巻3号 
Page624-627
（2019.09）

解説

2020024557 日本人を対象とした実臨床データ及
びメタアナリシスに基づく非定型抗
精神病薬の治療戦略に関する費用対
効果評価

村田 篤信（慧眞会協和
病院 薬剤科）, 
五十嵐 中

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集29回・49
回 Page251（2019.10）

会議録

2020024352 クロザピン治療におけるHLA-
B*59:01遺伝子検査の費用対効果を
用いた有用性の検討

二宮 光平（藤田医科大
学病院 精神神経科学）, 
岩田 仲生, 池田 匡志, 
大河内 智, 齋藤 竹生, 
谷口 賢, 青木 玲

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集29回・49
回 Page132（2019.10）

会議録



2020019400 急性複雑性虫垂炎に対する待機的
腹腔鏡下虫垂切除術の費用対効果
についての検討

杉浦 清昭（国立病院機
構栃木医療センター 外
科）, 梅山 知成, 
尾曲 健司, 橋本 健夫, 
鈴木 慶一, 田村 明彦

日本消化器外科学会総
会74回 Page P115-2
（2019.07）

会議録

2020015813 超高齢脳卒中患者に対するリハビリ
テーション医療の検証

野原 慎二（江南病院 リ
ハビリテーション科）, 
筒井 宏益, 渡辺 充伸, 
内賀嶋 英明

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
56巻特別号 Page3-
P3K-2-8（2019.05）

会議録

2020014141 世界での入院リハビリテーションの
現状と将来展望　英国における専門
家による入院リハビリテーション
（Current status and future 
perspective of inpatient 
rehabilitation around the world 
Inpatient Specialist Rehabilitation 
in the United Kingdom）（英語）

Ward Anthony B.（North 
Staff ordshire 
Rehabilitation Centre, 
Haywood Hospital, 
Stoke on Trent, 
Staff ordshire 
University）

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
56巻特別号 Page 
S209（2019.05）

会議録

2020012875 シスプラチン含有高催吐性化学療法
を施行した日本人患者におけるアプ
レピタントの費用対効果（Cost-
eff ectiveness of aprepitant in 
Japanese patients treated with 
cisplatin-containing highly 
emetogenic chemotherapy）（英語）

Tsukiyama Ikuto
（Faculty of Pharmacy, 
Meijo University）, 
Hasegawa Shiori, Ikeda 
Yoshiaki, Takeuchi 
Masayuki, Tsukiyama 
Sumiyo, Kurose 
Yusuke, Ejiri Masayuki, 
Sakuma Masaki, Saito 
Hiroko, Arakawa Ichiro, 
Inoue Tadao, 
Yamaguchi Etsuro, 
Kubo Akihito

Cancer Science（1347-
9032）109巻9号 
Page2881-2888
（2018.09）

原著論文
/比較研
究

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020039627 歯科医療費の推移　社会医療診療

行為別統計を用いて
鶴貝 隆男（足利歯科医
師会）

栃木県歯科医学会誌71
巻 Page67-72
（2019.04）

原著論文

医療費



2020032337 避難者の健康状態悪化　福島県に
おける2011年東日本大震災後の医
療費の解析（Worsening Health 
Status among Evacuees: Analysis 
of Medical Expenditures after the 
2011 Great East Japan 
Earthquake and Nuclear Disaster 
in Fukushima）（英語）

Hasegawa Makoto
（Department of Health 
Risk Communication, 
Fukushima Medical 
University School of 
Medicine）, Murakami 
Michio, Nomura Shuhei, 
Takebayashi Yoshitake, 
Tsubokura Masaharu

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine
（0040-8727）248巻2
号 Page115-123
（2019.06）

原著論文

2020013471 日本においてアルツハイマー病治療
に用いられるシロスタゾールの医療
費（Medical expenses for 
cilostazol to treat Alzheimer's 
disease in Japan）（英語）

Kuboyama Izumi
（Graduate School of 
Emergency Medical 
Systems, Kokushikan 
University）, 
Ito Susumu, Kaminaka 
Toshiaki, 
Hata Katsuhiko

国士館大学体育研究所
報（0389-2247）37巻 
Page15-21（2019.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020045205 タイの公的医療保険制度の現状と課

題（下）
松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）, 藤本 賢治

社会保険旬報（1343-
5728）2765号 
Page14-20（2019.11）

解説

2020044046 タイの公的医療保険制度の現状と課
題（上）

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）, 藤本 賢治

社会保険旬報（1343-
5728）2764号 Page6-
12（2019.11）

解説

2020043460 激変!どうなる医療制度改革、今後
の課題と対応策　先月の医療・介護
情報を速読する（第44回）　2020年
4月診療報酬改定を先読みする「リ
ハビリテーション関連の評価はどう
なる」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻11
号 Page44-47
（2019.11）

解説

2020040820【進化する医療の国際化　海外勤務
を経験した医師からの報告～イギリ
スとアジアにおける医療制度と課題
～】医療の国際化の後進国、日本が
今後とるべき方向性についての考察　
3つの外資系民間医療企業と日・星・
中・越・泰での勤務経験より

中島 敏彦 医事業務26巻570号 
Page19-24（2019.10）

解説/特
集

2020040819【進化する医療の国際化　海外勤務
を経験した医師からの報告～イギリ
スとアジアにおける医療制度と課題
～】イギリス事情に関する医療情勢

太田 嗣人（国際医療協
会）, 佐々江 龍一郎, 
酒井 雅彦

医事業務26巻570号 
Page17-18（2019.10）

座談会/
特集

医療保障制度



2020040818【進化する医療の国際化　海外勤務
を経験した医師からの報告～イギリ
スとアジアにおける医療制度と課題
～】イギリスの医療とGPの役割

佐々江 龍一郎（NTT東
日本関東病院 総合診療
科）

医事業務26巻570号 
Page12-17（2019.10）

解説/特
集

2020039458 激変!どうなる医療制度改革、今後
の課題と対応策　先月の医療・介護
情報を速読する（第43回）　2020年
4月診療報酬改定を先読みする　
「急性期・慢性期・回復期の課題が
明確に」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻10
号 Page39-41
（2019.10）

解説

2020036052 日本の医療制度　そのドラマトゥル
ギー

小田 泰宏（藍野大学 医
療保健学部）

藍野大学紀要（2433-
8745）31巻 Page1-23
（2019.05）

解説

2020034970 激変!どうなる医療制度改革、今後
の課題と対応策　先月の医療・介護
情報を速読する（第42回）　2020年
4月診療報酬改定を先読みする　
「リハビリ特化型訪問看護STは適正
化へ」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻9号 
Page39-41（2019.09）

解説

2020029067 日本の医療制度における漢方薬製品　
法的位置付けと品質保証（Kampo 
pharmaceutical products in the 
Japanese health-care system: 
Legal status and quality 
assurance）（英語）

Arai Ichiro（Department 
of Pharmaceutical 
Sciences, Nihon 
Pharmaceutical 
University）, Kawahara 
Nobuo

Traditional & Kampo 
Medicine（2053-4515）
6巻1号 Page3-11
（2019.04）

総説

2020026676 経済協力開発機構方式を用いた都道
府県別医療制度パフォーマンスの検
討

中島 尚登（東京慈恵会
医科大学附属病院 医療
保険指導室）, 矢野 耕也

厚生の指標（0452-
6104）66巻12号 
Page8-20（2019.10）

原著論文
/比較研
究

2020024880 医療通訳inバンクーバー（第7回）　
カナダの医療制度

高橋 麻貴子
（Trans Med）

看護教育（0047-1895）
60巻10号 Page0863
（2019.10）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020045563 原価計算システムを活用して経営改

善を図る　診療科ヒアリングの実施
で改善策を提案

佐藤 一城(筑波メディカ
ルセンター病院 医事入
院課)

病院羅針盤10巻158号 
Page31-40(2019.11)

解説

2020039353 購買適正化で病院経営強化　目から
ウロコの薬価交渉術(第25回)　令和
元年薬価交渉「夏の陣」

中野 一夫(ヘルスケア・
システム研究所)

薬事(0016-5980)61巻
13号 Page2388-
2390(2019.10)

解説

2020031284 がん診療の均てん化が進まない地域
の診療報酬加算とがん看護の実態

青木 君恵(千葉科学大学 
看護学部 看護学科), 
梅田 君枝

千葉科学大学紀要
(1882-3505)12号 
Page237-
244(2019.02)

原著論文

診療報酬・薬価



2020028015 購買適正化で病院経営強化　目から
ウロコの薬価交渉術(第26回)　令和
元年度上期の薬価交渉　消費税に
関連する薬価改定直前の交渉の行方
は?

中野 一夫(ヘルスケア・
システム研究所)

薬事(0016-5980)61巻
15号 Page2929-
2931(2019.11)

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020045305 バイオシミラーの普及への期待と課

題　バイオシミラーの普及推進につ
いて

田中 大平（厚生労働省 
医政局 経済課ベンチャ
ー等支援戦略室）

新薬と臨牀（0559-
8672）68巻11号 
Page1442-1444
（2019.11）

会議録

2020044388 Centaur Chemistによる低分子創薬
の加速

田中 大輔（Exscientia） 薬学図書館（0386-
2062）64巻4号 
Page193-199
（2019.10）

解説

2020044242 令和新時代における企業-アカデミ
ア交流と薬剤学会の役割

金沢 貴憲（日本大学 薬
学部）, 岩尾 康範, 辛島 
正俊, 清水 広介, 兵頭 
健治

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）79巻6号 
Page262-268
（2019.11）

座談会

2020044191 日本ベンチャーの底力　その技術と
発想力（第14回）　Veritas In Silico
社のmRNA構造解析技術

中村 慎吾（Veritas In 
Silico）

ファルマシア（0014-
8601）55巻11号 
Page1068-1070
（2019.11）

解説

2020042318 整形外科　知ってるつもり　痛みの
可視化　fMRIを用いて

高松 宏幸（浜松ファー
マリサーチ）

臨床整形外科（0557-
0433）54巻11号 
Page1166-1169
（2019.11）

解説

2020029308 研究公正化、医薬品開発のスピード
アップのための「信頼性確保の知
識・方法論」の産学官での共有を目
指して　非臨床試験の信頼性確保に
向けた企業の取り組み　GLP試験、
GLP適合性調査、信頼性の基準試
験

藤川 康浩（エーザイ バ
イオファーマシューティ
カルアセスメント機能
ユニット）

薬学雑誌（0031-6903）
139巻6号 Page881-
885（2019.06）

解説

2020029283 製薬メーカーにおける職業性ブルセ
ラ症に対する緊急対応（Emergency 
response to occupational 
brucellosis in a pharmaceutical 
manufacturing enterprise）（英語）

Zhang Meibian
（Zhejiang Provincial 
Center for Disease 
Control and 
Prevention）, Yuan 
Weiming, Huang Haijun

Journal of 
Occupational Health
（1341-9145）61巻3号 
Page261-262
（2019.05）

レター

医療関連ビジネス



2020028708【がん研究10か年戦略の成果と課題-
基礎から実用化までをつなぐ研究開
発】臨床研究　新規治療薬の開発/
医師主導治験　革新的抗がんウイル
ス療法の実用化臨床研究

藤堂 具紀（東京大学医
科学研究所先端医療研
究センター 先端がん治
療分野）, 伊藤 博崇

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻9号 
Page916-922
（2019.11）

解説/特
集

2020024466 あなたの知らない製薬企業の創薬研
究"　抗精神病薬ブロナンセリンの
研究開発"

馬場 聡子（大日本住友
製薬）, 富田 純子, 
籔内 一輝

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集29回・49
回 Page180（2019.10）

会議録

2020024465 あなたの知らない製薬企業の創薬研
究"　アゴニスト作用の低い新規
AMPA型グルタミン酸受容体増強薬
TAK-137とTAK-653の抗うつ薬様
作用の検証（"Development of new 
drugs in pharmaceutical industry" 
you do not know  Characterization 
of the AMPA Receptor 
Potentiators with Little Agonistic 
Eff ects TAK-137/TAK-653 as 
Potential Antidepressants）（英語）"

木村 温英（武田薬品工
業 リサーチニューロサ
イエンス創薬ユニット）

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集29回・49
回 Page179（2019.10）

会議録

2020024464 あなたの知らない製薬企業の創薬研
究"　グループII代謝型グルタミン酸
受容体作動薬TS-134の研究開発"

吉田 茂（大正製薬 医薬
開発本部開発企画部）

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集29回・49
回 Page179（2019.10）

会議録

2020013260 Brain scienceを探る　血液脳関門
を中心に　tPA療法後の脳出血防止
を目指したトランスレーショナルリ
サーチ

下畑 享良（岐阜大学大
学院 医学系研究科 神経
内科・老年学分野）

脳循環代謝（0915-
9401）30巻1号 
Page11-15（2018.）

解説


