
医療経済関係研究論文（３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

2018064447 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 Rituximabの費用対効果

平田 信太郎（広島大学
病院 リウマチ・膠原病
科）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page614-618

（2017.12）

解説／
特集

2018064446 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 バイオシミラーの開発の
現状と未来

田中 良哉（産業医科大
学 医学部 第一内科学講
座）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page607-613

（2017.12）

解説／
特集

2018064445 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 患者医療費負担を考慮し
た関節リウマチの治療　安価なcon-
ventional DMARDsによる治療

松野 博明（松野リウマ
チ整形外科）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page600-606

（2017.12）

解説／
特集

2018064444 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 関節リウマチの薬物治療
におけるステロイド治療の最近のト
レンドとエビデンス

平野 裕司（豊橋市民病
院 リウマチ科）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page593-599

（2017.12）

解説／
特集

2018064443 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 Tight control strategyが
cost effectiveである

亀田 秀人（東邦大学 医
学部 内科学講座 膠原病
学分野）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page590-592

（2017.12）

解説／
特集



2018064442 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 関節リウマチ治療におけ
る生物学的製剤の減量・中止

天野 宏一（埼玉医科大
学総合医療センター リ
ウマチ・膠原病内科）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page582-589

（2017.12）

解説／
特集

2018064441 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 労働生産性の評価

田中 栄一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page576-581

（2017.12）

解説／
特集

2018063820 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 山形県医師会学術雑誌
（1340-783X）
53巻 
Page58-76（2017.09）

解説

2018055950 肺癌治療におけるニボルマブの医療
経済負担

眞田 悠希（新潟医療福
祉大学 医療経営管理学
部 医療情報管理学科），
松井 彩楓，吉澤 杏那

診療情報管理
（1883-7972）
29巻2号 
Page356（2017.08）

会議録

2018053155 内用療法の国内展開のために 日本
における内用療法のためのアドボカ
シー　どのように市民参加型組織が
医療政策に影響を与えることができ
るか?

大井 賢一（がんサポー
トコミュニティー）

核医学技術
（0289-100X）
37巻予稿集 
Page377（2017.09）

会議録

2018048754 【末期腎不全治療の最前線】 腎不全
の医療経済

武本 佳昭（大阪市立大
学大学院 泌尿器病態
学），長沼 俊秀

泌尿器外科
（0914-6180）
30巻12号 
Page1753-1756

（2017.12）

解説／
特集

2018048391 医療政策ヒストリー座談会録　第2
回「1984（昭和59）年健康保険法改
正」

和田 勝，野々下 勝行，
田中 耕太郎，浜田 淳

医療と社会
（0916-9202）
27巻3号 
P a g e297-346,353-
375（2017.11）

座談会

2018046424 診療報酬について 医療経済性から
みた腹膜透析（PD）療法　PD療法
の診療報酬について

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）

腎と透析
（0385-2156）
83巻 別 冊 腹 膜 透 析
2017 
Page51-54（2017.11）

解説

2018041802 日本医師会の医療政策　2025年を
見据えた医師会共同利用施設の展開

横倉 義武（日本医師会） 沖縄県医師会報
（0917-1428）
53巻10号 
Page1159-1161

（2017.10）

会議録



2018064501 【ここまできた小児神経・筋疾患の
診断と治療】 診断　新生児マススク
リーニング

中村 公俊（熊本大学大
学院 生命科学研究部 小
児科学分野）

小児科診療
（0386-9806）
81巻1号 
Page17-22（2018.01）

解説／
特集

2018064447 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 Rituximabの費用対効果

平田 信太郎（広島大学
病院 リウマチ・膠原病
科）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page614-618

（2017.12）

解説／
特集

2018064443 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 Tight control strategyが
cost effectiveである

亀田 秀人（東邦大学 医
学部 内科学講座 膠原病
学分野）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page590-592

（2017.12）

解説／
特集

2018064440 【医療経済をかんがみた関節リウマ
チの診療】 関節リウマチ薬剤の費用
対効果評価

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

リウマチ科
（0915-227X）
58巻6号 
Page571-575

（2017.12）

解説／
特集

2018064371 高額医薬品の費用対効果 五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

呼吸器内科
（1884-2887）
32巻6号 
Page579-583

（2017.12）

解説

2018063832 地域医療ネットワークをめぐる最近
の話題

秋山 美紀（慶応義塾大
学 環境情報学部）

山形県医師会学術雑誌
（1340-783X）
53巻 
Page160-174

（2017.09）

解説

2018063688 【くすりの値段を考える】 薬剤師の
フィールド研究における費用対効果
評価

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学研究室）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2688-2693

（2017.12）

解説／
特集

2018063687 【くすりの値段を考える】 薬局薬剤
師から見た費用対効果評価の実際

榊原 幹夫（杉浦記念財
団）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2683-2686

（2017.12）

解説／
特集

2018063686 【くすりの値段を考える】 精神科病
棟薬剤業務に関する薬剤経済学的評
価の実施意義とその波及効果　費用
効用分析で分かる「くすりの値段の
適正化」を担う薬剤師の役割

村田 篤信（慧眞会協和
病院 薬剤科）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2675-2681

（2017.12）

解説／
特集

臨床経済学・薬剤経済学



2018063685 【くすりの値段を考える】 コンサル
ティング会社から見た医療技術評価

（HTA）

小林 慎（クレコンメデ
ィカルアセスメント）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2669-2673

（2017.12）

解説／
特集

2018063684 【くすりの値段を考える】 企業から
見た費用対効果評価

廣居 伸蔵（武田薬品工
業 メディカルアフェア
ーズ部 HEORプログラ
ム），吉田 真奈美

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2665-2667

（2017.12）

解説／
特集

2018063683 【くすりの値段を考える】 費用対効
果の政策応用　諸外国の状況

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2659-2662

（2017.12）

解説／
特集

2018063682 【くすりの値段を考える】 医療技術
評価（HTA）導入の流れ

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2653-2656

（2017.12）

解説／
特集

2018063681 【くすりの値段を考える】 薬の費用
対効果とは?　やるリスクから,やら
ないリスクへ

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学寄付講座）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2645-2650

（2017.12）

解説／
特集

2018063569 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3回）　薬価
交渉の実際

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事
（0016-5980）
59巻16号 
Page3345-3348

（2017.12）

解説

2018063155 【透析患者の感染症　適切に対応で
きるチカラを身につける】 わが国に
おける透析の現状と感染症のリス
ク・インパクト

龍華 章裕（名古屋大学
大学院 医学系研究科 病
態内科学講座 腎臓内科
学），志水 英明

薬局
（0044-0035）
68巻13号 
Page3716-3722

（2017.12）

解説／
特集

2018062906 薬 剤 師 主 導 に よ るantimicrobial 
stewardship programの導入

佐々木 康弘（多摩南部
地域病院 薬剤科），金丸 
亜佑美，山口 明子，矢
野 雅隆

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
32巻6号 
Page369-373

（2017.11）

原著論文／
比較研究

2018061473 医療資源配分における健康機会費用
アプローチ

中村 良太（一橋大学 社
会科学高等研究院）

医療経済研究
（1340-895X）
29巻1号 
Page18-32（2017.10）

解説



2018060591 日本における集学的痛み治療の現
況・その課題 運動器疼痛治療の社
会経済的な価値評価

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

Journal of Musculo-
skeletal Pain Research

（2186-2796）
9巻3号 
Page S29（2017.10）

会議録

2018058619 【痒み十人十色-がんこな痒みの仕組
みと対処法】 （Part2）痒みを評価す
る（評価 4）　痒みのQOL評価手法
と労働生産性

高橋 彩（大阪大学 医学
部 皮膚科学教室），室田 
浩之，片山 一朗

Visual Dermatology
（2186-6589）
16巻11号 
Page1090-1091

（2017.10）

解説／
特集

2018057201 【内視鏡検診の実態と今後の課題】 
費用対効果の視点からみた大腸がん
検診

関口 正宇（国立がん研
究センター中央病院 検
診センター），松田 尚久

臨床消化器内科
（0911-601X）
32巻12号 
Page1589-1595

（2017.10）

解説／
特集

2018055951 切除不能な進行、再発非小細胞がん
に対するニボルマブの費用対効果分
析

久保 瞳（新潟医療福祉
大学 医療経営管理学部 
医療情報管理学科），横
井 祐希，山田 亜寿香

診療情報管理
（1883-7972）
29巻2号 
Page356（2017.08）

会議録

2018055878 大腸癌入院化学療法パスにおける収
支バランスの調査について　原価計
算での費用対効果

丸山 こずえ（国立病院
機構都城医療センター 
医療情報管理部），増元 
光希，税所 幸一郎

診療情報管理
（1883-7972）
29巻2号 
Page314（2017.08）

会議録

2018052134 80歳以上の重症大動脈弁狭窄症の
患者に対する治療と費用対効果（英
語）

香川 英介（広島市立安
佐市民病院），土谷 朱
子，土手 慶五，加藤 雅
也，佐々木 正太，小田 
登，國田 英司，永井 道
明，東原 佑，竹内 有則

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page RD14-2

（2017.07）

会議録

2018052053 保険診療・医療制度委員会主催セッ
ション　2018年保険大改定に向け
て（外保連・内保連ジョイントセッ
ション） 循環器専門医の立場から

羽鳥 裕（中央社会保険
医療協議会）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page PD19-3

（2017.07）

会議録

2018051855 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 現行医療保険制度の実臨床　
心カテーテル室の収支分析（英語）

林 孝俊（兵庫県立淡路
医療センター），奥田 正
則，岡本 浩，井上 琢海，
岩崎 正道，鎌田 太郎，
山下 健太郎，小田島 進，
正木 亮太，竹内 真理子，
濱名 智世

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page S3-6（2017.07）

会議録

2018051852 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 費用対効果評価　革新評価と
社会調和（英語）

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page S3-3（2017.07）

会議録



2018049503 日本で結腸直腸癌患者に施行された
補助化学療法レジメンの費用最小化
分析（Cost-minimization analysis 
of adjuvant chemotherapy regi-
mens g i v en t o p a t i e n t s w i t h 
colorectal cancer in Japan）（英語）

Takata Kosuke（Depart-
ment of Healthcare and 
Regulatory Sciences，
School of Pharmacy，
Showa University），
Fujita Ken-ichi，Kubota 
Yutaro，Ishida Hiroo，
Ichikawa Wataru，
Shimada Ken，
Sekikawa Takashi，
Taki-Takemoto Iori，
Kamei Daisuke，Iwai 
Shinichi，Sasaki 
Yasutsuna

Journal of Pharmaceu-
tical Health Care and 
Sciences

（2055-0294）
2巻November 
Page1-9（2016.11）

原著論文／
比較研究

2018048394 ベトナムにおける医薬品使用の現状
と医薬系企業進出の可能性に関する
調査

中島 理恵（日本大学 薬
学部），白神 誠

医療と社会
（0916-9202）
27巻3号 
Page411-419

（2017.11）

原著論文

2018048393 三大疾病に起因する健康損失の地域
の富への影響　キャピタル・アプロ
ーチによる都道府県単位の健康資本
計測

高橋 慶（九州大学大学
院 工学研究院修士課
程），池田 真也，馬奈木 
俊介

医療と社会
（0916-9202）
27巻3号 
Page393-409

（2017.11）

原著論文

2018048155 【皮膚とこころ】 皮膚疾患とQOL・
ボディイメージ

檜垣 祐子（若松町ここ
ろとひふのクリニック）

心身医学
（0385-0307）
57巻12号 
Page1215-1220

（2017.12）

解説／
特集

2018047189 術後集中治療の意義と麻酔科医の
役割

仙頭 佳起（名古屋市立
大学大学院 医学研究科 
麻酔科学・集中治療医
学分野）

臨床麻酔
（0387-3668）
41巻11号 
Page1483-1490

（2017.11）

総説

2018045408 感染症業界ここがアカンやろ![第5
回]　プロアクティブかつコスパ重
視の中長期戦略がない!

坂本 史衣（聖路加国際
病院 QIセンター感染管
理室）

J-IDEO
（2432-7077）
1巻5号 
Page734-735

（2017.11）

解説

2018044177 【就労世代の認知症（1）】 産業保健
で知っておくべき認知症の基礎知識

三村 將（慶応義塾大学 
医学部 精神・神経科学
教室）

健康管理
（0451-6508）
761号 
Page2-14（2017.11）

解説／
特集



2018043745 （1→3）-β-D-グルカン検査の院内
導入におけるコストベネフィット分
析　抗真菌剤の使用状況から

中村 岳史（新潟大学医
歯学総合病院），小林 清
子，椎谷 恵子，横山 和
弘，草間 文子，星山 良
樹

新潟県臨床検査技師会誌
（1882-0077）
57巻4号 
Page228（2017.10）

会議録

2018042793 学校心臓検診における標準12誘導
心電図スクリーニングの有効性

大日方 春香（信州大学 
医学部 小児医学教室），
元木 倫子，山崎 聖子，
蜂谷 明，赤澤 陽平，松
崎 聡，小池 健一

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）
121巻10号 
Page1662-1670

（2017.10）

原著論文

2018040682 医療費用の増加に係る薬剤種類数と
後発医薬品種類数による抑制効果に
ついて　主要3傷病に着目しながら

村田 正夫（東京医科歯
科大学大学院 医歯学系
専攻 環境社会医歯学講
座 政策科学分野）

日本医療・病院管理学
会誌

（1882-594X）
54巻Suppl. 
Page144（2017.09）

会議録

2018040679 前立腺癌骨転移患者に対するRadi-
um-223の費用効果分析

竹田 祐馬（立命館大学 
大学院 生命科学研究科
生命科学専攻），村澤 秀
樹，下妻 晃二郎

日本医療・病院管理学
会誌

（1882-594X）
54巻Suppl. 
Page141（2017.09）

会議録

2018040649 日本における白血病の疾病コスト　
経時的な動向と将来の予測（Cost 
of illness of the leukemia in Japan: 
a time trend and future projec-
tions）（英語）

アミン・レベカ （東邦大
学 医学部 社会医学講
座），松本 邦愛，長谷川 
友紀

日本医療・病院管理学
会誌

（1882-594X）
54巻Suppl. 
Page111（2017.09）

会議録

2018037798 年齢別にみた内因性院外心停止患者
に対する医療費の検討

西山 知佳（京都大学），
後藤 励，山田 知輝，中
尾 彰太，木口 雄之，岸
本 正文，西村 哲郎，林 
靖之，曽我部 拓，石見 
拓

日本循環器学会学術集
会抄録集
81回 
Page CP-307

（2017.03）

会議録

2018037525 石灰化病変に対するLacrosse NSE 
ALPHAOとスコアフレックスの手技
成績と費用対効果についての比較検
討

芝田 圭佑（国立病院機
構浜田医療センター），
豊田 大祐，明石 晋太郎，
加藤 敏輝，森田 祐介，
松田 晋，齋藤 謙司，飯
田 博

日本循環器学会学術集
会抄録集
81回 
Page CP-034

（2017.03）

会議録

2018036794 日本の手術不能の重症大動脈弁狭窄
症患者における内科的治療と経カテ
ーテル大動脈弁留置術（Sapien XT）
の費用対効果比較（Cost-Effective-
ness of Medical Therapy versus 
Transcatheter Aortic Valve Implan-
tation（Sapien XT） among Inopera-
ble Patients with Severe Aortic 
Stenosis in Japan）（英語）

小寺 聡（東京大学 循環
器内科），清末 有宏，安
東 治郎，小室 一成

日本循環器学会学術集
会抄録集
81回 
Page PJ-070

（2017.03）

会議録



2018036793 日本の心血管疾患二次予防における
eicosapentaenoic acidの費用対効
果（Cost-Effectiveness of Eicosa-
pentaenoic Acid for Secondary 
Prevention of Cardiovascular Dis-
eases in Japan）（英語）

小寺 聡（東京大学 循環
器内科），清末 有宏，安
東 治郎，小室 一成

日本循環器学会学術集
会抄録集
81回 
Page PJ-069

（2017.03）

会議録

2018035816 経皮的冠動脈インターベンション施
行 患 者 に お け る 負 荷 心 筋 血 流
SPECTの費用対効果の冠動脈CT血
管造影との比較（Cost Effective-
ness of Stress Myocardial Perfu-
sion SPECT in Patients Undergo-
i n g Pe r c u t a neou s Co r o na r y 
Interventions in Comparison to 
Coronary CT Angiography）（英語）

Matsumoto Naoya（De-
partment of Cardiolo-
gy，Nihon University 
Hospital），
Naya Masanao，
Uemura Yukari，
Momose Mitsuru，
Nakajima Takatomo，
Hida Satoshi，Katoh 
Takao，Suzuki Eriko，
Tamaki Nagara

日本循環器学会学術集
会抄録集
81回 
Page PE-028

（2017.03）

会議録

2018035408 経カテーテルおよび外科的大動脈弁
置換術における費用解析　日本の施
設における早期商業 経験（Cost 
Analysis in Transcatheter and Sur-
gical Aortic Valve Replacement- 
Early Commercial Experience in 
Japanese Institutions）（英語）

Hosoba Soh（Division 
of Cardiovascular Sur-
gery，Toyohashi Heart 
Center），
Yamamoto Masanori，
Shioda Kayoko，Sago 
Mitsuru，Sawada 
Kohshi，Goto 
Yoshihiro，Ogawa 
Shinji，Koyama 
Yutaka，Fukaya 
Shunsuke，Kagase Ai，
Shimura Tetsuro，
Kodama Atsuko，
Ookawa Yasuhide，
Suzuki Takahiko

日本循環器学会学術集
会抄録集
81回 
Page OE-276

（2017.03）

会議録

2018035049 DEFINE FLAIRからの主要結果　生
理学ガイド下冠動脈血行再建に関す
るiFRおよびFFRRの意思決定の臨
床転帰および費用対効果についての
多施設共同前向き国際ランダム化試
験（Primary Results of DEFINE-
FLAIR: A Multi-Centre，Prospec-
tive，International，Randomized，
Double-Blinded Comparison of 
Clinical Outcomes and Cost Effi-
ciencies of iFR and FFR Decision-
Making for Physiological Guided 
Coronary Revascularization）（英語）

Davies Justin（Imperial 
College London），
Gotberg Matthias

日本循環器学会学術集
会抄録集
81回 
Page FS24（2017.03）

会議録



2018061161 大都市圏地域の類型化による医療費
の地域差要因について

皿谷 麻子（中央大学大
学院 総合政策研究科博
士課程）

厚生の指標
（0452-6104）
64巻13号 
Page16-22（2017.11）

原著論文

2018061680 中国における医療保険制度の変遷　
重層的な医療保障システムのあり方

周 文君（上海中医薬大
学 科学技術処）

川崎医療福祉学会誌
（0917-4605）
27巻1号 
Page1-12（2017.07）

総説

2018061475 日本における私的医療保険の需要決
定要因

小坂 雅人（東京海上研
究所），近藤 正英

医療経済研究
（1340-895X）
29巻1号 
Page58-83（2017.10）

原著論文

2018057830 我が国の成長障害の診療の歴史　
診断・治療・医療保障制度の変遷と
将来に向けて

井原 健二（大分大学 医
学部 小児科学講座）

日本内分泌学会雑誌
（0029-0661）
93巻2号 
Page531（2017.10）

会議録

2018055802 タイにおける医療制度と診療情報管
理

清水 隆明（姫路獨協大
学 人間社会学群 産業経
営学類），大崎 雅一，若
林 卓司，村崎 愛，橋本 
直賢

診療情報管理
（1883-7972）
29巻2号 
Page276（2017.08）

会議録

2018052054 保険診療・医療制度委員会主催セッ
ション　2018年保険大改定に向け
て（外保連・内保連ジョイントセッ
ション） 平成30年度診療報酬改訂
に対する内保連の基本方針

工藤 翔二（結核予防会） 日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page PD19-4

（2017.07）

会議録

2018052053 保険診療・医療制度委員会主催セッ
ション　2018年保険大改定に向け
て（外保連・内保連ジョイントセッ
ション） 循環器専門医の立場から

羽鳥 裕（中央社会保険
医療協議会）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page PD19-3

（2017.07）

会議録

2018052052 保険診療・医療制度委員会主催セッ
ション　2018年保険大改定に向け
て（外保連・内保連ジョイントセッ
ション） 外保連の取り組み

川瀬 弘一（聖マリアン
ナ医科大学），岩中 督，
瀬戸 泰之，一般社団法
人外科系学会社会保険
委員会連合

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page PD19-2

（2017.07）

会議録

医療費

医療保障制度



2018051855 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 現行医療保険制度の実臨床　
心カテーテル室の収支分析（英語）

林 孝俊（兵庫県立淡路
医療センター），奥田 正
則，岡本 浩，井上 琢海，
岩崎 正道，鎌田 太郎，
山下 健太郎，小田島 進，
正木 亮太，竹内 真理子，
濱名 智世

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page S3-6（2017.07）

会議録

2018051854 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 本邦における循環器系デバイ
ス導入の問題点（英語）

上妻 謙（帝京大学医学
部附属病院）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page S3-5（2017.07）

会議録

2018051853 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 医療保険制度の現状と今後の
展開（心血管インターベンション領
域）（英語）

道下 一朗（国家公務員
共済組合連合会横浜栄
共済病院）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page S3-4（2017.07）

会議録

2018051852 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 費用対効果評価　革新評価と
社会調和（英語）

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page S3-3（2017.07）

会議録

2018051851 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 諸外国の医療保険制度、医療
技術評価（英語）

松田 晋哉（産業医科大
学）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 
Page S3-2（2017.07）

会議録

2018051850 医療保険制度と費用対効果評価を考
える 医療保険制度の方向性（英語）

森田 朗（津田塾大学） 日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
26回 Page S3-1

（2017.07）

会議録

2018050874 維持期リハビリテーションの医療保
険から介護保険移行における課題

斎藤 亜野（会田記念リ
ハビリテーション病院），
五十嵐 康美，今村 剛，
市丸 勝二

The Japanese Journal 
of Rehabilitation Medi-
cine

（1881-3526）
54巻特別号 
Page2-P1-4-2

（2017.05）

会議録

2018044342 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20回）　疾患別
リハビリテーションの評価はどうな
る?

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
44巻11号 
Page39-41（2017.11）

解説

2018043325 【病院の生産性とは何か】 生産性重
視と医療提供体制確保との調和　医
療制度改革が求める病院医療の生産
性向上とは何か

迫井 正深（厚生労働省 
保険局 医療課）

病院
（0385-2377）
76巻11号 
Page845-849

（2017.11）

解説／
特集



2018038796 ミャンマーの医療保険制度の現状 長谷部 瞭（名古屋大学
大学院 医学系研究科 医
療 行 政 学 ），Su Myat 
Cho ，杉本 拓也，Saw 
Yu Mon ，浜島 信之

東海公衆衛生雑誌
（2187-736X）
5巻1号 
Page48（2017.07）

会議録

2018063569 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3回）　薬価
交渉の実際

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事
（0016-5980）
59巻16号 
Page3345-3348

（2017.12）

解説

2018059972 DPC分析・原価計算システムを活
用した収支改善への取り組み

中村 由里（大阪府立病
院機構大阪国際がんセ
ンター），高島 由貴，川
崎 弥寿子，小林 省吾，
和田 浩志，東山 聖彦，
左近 賢人，大阪国際が
んセンターパスレビュ
ーチーム

日本クリニカルパス学
会誌

（2187-6592）
19巻4号 
Page477（2017.11）

会議録

2018055878 大腸癌入院化学療法パスにおける収
支バランスの調査について　原価計
算での費用対効果

丸山 こずえ（国立病院
機構都城医療センター 
医療情報管理部），増元 
光希，税所 幸一郎

診療情報管理
（1883-7972）
29巻2号 
Page314（2017.08）

会議録

2018055877 原価計算データの活用事例（part2）　
診療科支援について

和泉 孝（創起会くまも
と森都総合病院），大嶋 
悠一，犬童 克也

診療情報管理
（1883-7972）
29巻2号 
Page314（2017.08）

会議録

2018055876 原価計算データの活用事例（part1）　
経営改善について

大嶋 悠一（創起会くま
もと森都総合病院 事務
部医事課），和泉 孝，犬
童 克也

診療情報管理
（1883-7972）
29巻2号 
Page313（2017.08）

会議録

2018051538 入院中の転倒・転落に起因する骨折
および頭蓋内出血症例の検出　診療
報酬情報と他の医療情報を統合した
モニタリング手法の開発

鳥羽 三佳代（東京医科
歯科大学医学部附属病
院 クオリティ・マネジ
メント・センター），森
脇 睦子，横内 清子，尾
林 聡，伏見 清秀

医療の質・安全学会誌
（1881-3658）
12巻3号 
Page270-278

（2017.07）

原著論文

2018045781 平成28年診療報酬改定による看護
必要度に係わる急性期病院としての
取り組み

宮澤 裕子（博慈会記念
総合病院 看護部），博慈
会記念総合病院看護部
看護必要度委員会

未病と抗老化
（1347-667X）
26巻 
Page125-128

（2017.10）

原著論文

診療報酬・薬価



2018044402 地域住民の健康を支える薬局でのア
ロマセラピーの活用 横浜薬科大学
でのアロマセラピーに関する活動及
び日本薬局方精油、薬価収載精油の
活用法について

山下 真理（横浜薬科大
学），佐藤 玲子，武田 
収功

日本アロマセラピー学
会誌

（1349-1857）
16巻2号 
Page035（2017.10）

会議録

2018064837 【舌下免疫療法の現状】 わが国での
舌下免疫療法の歩み

米倉 修二（千葉大学医
学部附属病院 耳鼻咽喉・
頭頸部外科）

日本医事新報
（0385-9215）
4890号 
Page24-30（2018.01）

解説／
特集

2018064372 製薬企業における免疫チェックポイ
ント阻害剤の開発

高井 信治（小野薬品工
業 メディカルアフェア
ーズ統括部）

呼吸器内科
（1884-2887）
32巻6号 
Page584-588

（2017.12）

解説

2018063684 【くすりの値段を考える】 企業から
見た費用対効果評価

廣居 伸蔵（武田薬品工
業 メディカルアフェア
ーズ部 HEORプログラ
ム），吉田 真奈美

医薬ジャーナル
（0287-4741）
53巻12号 
Page2665-2667

（2017.12）

解説／
特集

2018063569 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3回）　薬価
交渉の実際

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事
（0016-5980）
59巻16号 
Page3345-3348

（2017.12）

解説

2018063425 創薬研究から製品化へのマネジメン
ト・モデル（第2回）　創薬研究開発
領域の「選択と集中」は的を射るか

高橋 義仁（専修大学 商
学部）

ファルマシア
（0014-8601）
53巻12号 
Page1204-1206

（2017.12）

解説

2018063417 【日本のイノベーションのアクセラ
レーター】 アカデミアシーズの事業
化　アクセラレーターとアカデミア
の視点

安西 智宏（ファストト
ラックイニシアティブ），
佐藤 太郎，佐藤 康夫，
嶋内 明彦，松本 雄大，
渡邉 昭彦

ファルマシア
（0014-8601）
53巻12号 
Page1163-1168

（2017.12）

解説／
特集

2018063416 【日本のイノベーションのアクセラ
レーター】 大学発ベンチャーキャピ
タルの挑戦　研究成果の実用化促
進を目指して

河野 修己（京都大学 イ
ノベーションキャピタル 
投資部）

ファルマシア
（0014-8601）
53巻12号 
Page1157-1161

（2017.12）

解説／
特集

医療関連ビジネス



2018063415 【日本のイノベーションのアクセラ
レーター】 ライフサイエンス分野に
おけるオープン・イノベーションの
現状と課題　政策動向とケーススタ
ディ

黒河 昭雄（科学技術振
興機構社会技術研究開
発センター）

ファルマシア
（0014-8601）
53巻12号 
Page1152-1156

（2017.12）

解説／
特集

2018063401 Pragmatic Clinical Trialへの誘い
（いざない） クリニカル・イノベー
ション・ネットワークの取組み

中村 治雅（国立精神・
神経医療研究センター
トランスレーショナル・
メディカルセンター 臨
床研究支援室）

薬理と治療
（0386-3603）
45巻Suppl.2 
Page s73-s75

（2017.11）

解説

2018063054 【ゲノム医療をめぐる最近の動向
2017-2018】1 企業による取り組み　
福島医薬品関連産業支援拠点化事
業における網羅的解析技術の開発と
生体試料の産業応用に向けた取り組
み

西川 暁（ニッポンジー
ン 研究本部医薬・診断
薬開発支援グループ）

臨床病理レビュー
（1345-9236）
158号 
Page49-57（2017.11）

解説／
特集

2018063053 【ゲノム医療をめぐる最近の動向
2017-2018】 SCRUM-Japanの進捗
と今後の展望

土原 一哉（国立がん研
究センター先端医療開
発センター ゲノムトラ
ンスレーショナルリサー
チ分野）

臨床病理レビュー
（1345-9236）
158号 
Page43-48（2017.11）

解説／
特集

2018062330 がん治療における革新的変化を踏ま
えた最先端技術と新たな開発戦略の
現状、今後の方向性　リキッドバイ
オプシーの臨床開発（オシメルチニ
ブを実例に）　製薬企業から

長尾 晃一（アストラゼ
ネカ）

腫瘍内科
（1881-6568）
20巻5号 
Page519-523

（2017.11）

解説

2018054365 日の丸創薬を復活させるために　日
本癌学会が行うべきこと アカデミ
アのシーズと産業界のニーズとのミ
スマッチにいかに取り組むか（英語）

大和 隆志（エーザイ オ
ンコロジービジネスグ
ループ）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）
76回 
Page SS2-7（2017.09）

会議録

2018054363 日の丸創薬を復活させるために　日
本癌学会が行うべきこと 抗悪性腫
瘍薬開発におけるアカデミアと製薬
メーカーとの共同研究　非臨床試験
及び治験内での共同研究実例（英語）

田村 研治（国立がん研
究センター中央病院 乳
腺・腫瘍内科）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）
76回 
Page SS2-5（2017.09）

会議録

2018053571 医薬品開発におけるAMEDの役割　
アカデミアと産業界をつなぐ（英語）

菱山 豊（日本医療研究
開発機構）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）
76回 
Page IS4-1（2017.09）

会議録

2018048850 医療安全と薬剤師　大阪府病院薬
剤師会医療安全対策委員会の取り組
み

河瀬 留美（西淀病院 医
療安全管理室）

薬事新報
（0289-3290）
3026号 
Page19-22（2018.01）

解説



2018046367 日本のメディカル・アフェアーズの
めざす姿

大村 稔（武田薬品工業），
片山 泰之，菊池 隆一，
岩崎 幸司

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）
48巻11号 
Page720-733

（2017.11）

座談会

2018038825 田辺三菱製薬の歴史に見る、製薬企
業が歩んできた道と今後の方向性

土屋 裕弘（田辺三菱製
薬）

薬史学雑誌
（0285-2314）
52巻1号 
Page1-8（2017.06）

解説


