医療経済関係研究論文（６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

2018159679 医師からの指示として「残薬調整」 深津 祥央（京都大学医 日本病院薬剤師会雑誌
をプレ印字した処方せんの医療経済 学部附属病院 薬剤部）
，（1341-8815）
効果

論文種別
原著論文／
比較研究

池見 泰明，米澤 淳，尾 54巻3号
崎 淳子，淺野 理子，櫻 Page307-312
井 香織，上杉 美和，吉 （2018.03）
田 優子，傳田 将也，大
谷 祐基，大村 友博，今
井 哲司，中川 俊作，中
川 貴之，今井 博久，松
原 和夫

2018159169 下肢創傷領域の医療経済評価

岩本 哲哉（東京大学大 日本下肢救済・足病学会誌 総説
学院 医学系研究科 保健 （1883-857X）
社会行動学分野）

9巻3号
Page133-139
（2017.09）

2018157955 語り継ぐ医療政策 政策選択の動き 高木 安雄（慶応義塾大 社会保険旬報
と展望 老人病院のサービスと経済 学）

（1343-5728）

の30年 バブル景気の終焉と第2の

2703号

創業期"を考える（下）"

Page32-37（2018.02）

2018156837 文在寅大統領政府の保健医療政策 李 榮成（韓国保健医療 保険診療
と急性期病院の対応戦略

研究院）

解説

（0385-8588）
73巻2号
Page115-117
（2018.02）

解説

2018156547 腹腔鏡下虫垂切除術に対する医療経 瀧口 暢生（兵庫県立西 日本腹部救急医学会雑誌

会議録

宮病院）
，武岡 奉均，岡 （1340-2242）

済を考慮した治療戦略

田 一幸，雪本 龍平，斎 38巻2号
藤 明菜，松野 裕旨，小 Page427（2018.02）
西 健，横山 茂和，福永
睦，小林 研二
2018156545 急性虫垂炎に対する腹腔鏡下手術と 上村 紀雄（宮崎県立延 日本腹部救急医学会雑誌

会議録

開腹法における医療経済的比較検討 岡 病 院 外 科 ）
，甲斐 田 （1340-2242）
剛圭，石躍 裕之，土居 38巻2号
浩一
2018152919 腎植の医療経済的な価値評価

Page427（2018.02）

田倉 智之（東京大学大 日本臨床腎移植学会雑誌

総説

学院 医学系研究科 医療 （2187-9907）
経済政策学）

5巻2号
Page113-121
（2017.12）

2018146950 手術室運営

効率化と安全性

医 風戸 拓也（がん研究会 日本臨床麻酔学会誌

会議録

療経済学の観点から 周術期管理チ 有明病院 麻酔科）
，平島 （0285-4945）
ームに関する麻酔科医の意識調査

潤子，横田 美幸

37巻6号
Page S161（2017.10）

2018146949 手術室運営

効率化と安全性

医 西脇 公俊（名古屋大学 日本臨床麻酔学会誌

会議録

療経済学の観点から 周術期の効率 大学院 医学系研究科 麻 （0285-4945）
化と安全を推進するための周術期管 酔・蘇生医学分野）

37巻6号

理センター設立に向けた名古屋大学

Page S161（2017.10）

の取り組み
2018146948 手術室運営

効率化と安全性

医 佐和 貞治（京都府立医 日本臨床麻酔学会誌

会議録

療経済学の観点から 周術期の安全 科大学 麻酔科学教室） （0285-4945）
と効率化における取り組み

37巻6号
Page S160（2017.10）

2018146947 手術室運営

効率化と安全性

医 西山 純一（東海大学 医 日本臨床麻酔学会誌

会議録

療経済学の観点から 私立総合大学 学部 医学科 外科学系麻 （0285-4945）
の経営と医学部付属病院（手術室） 酔科）

37巻6号

の収益性について

Page S160（2017.10）

2018146946 手術室運営

効率化と安全性

医 田倉 智之（東京大学大 日本臨床麻酔学会誌

会議録

療経済学の観点から 麻酔・手術の 学院 医学系研究科 医療 （0285-4945）
経営パフォーマンスや医療資源の生 経済政策学）

37巻6号

産性に関して

Page S159（2017.10）

2018146945 手術室運営

効率化と安全性

医 三浦 倫一（昭和大学 医 日本臨床麻酔学会誌

会議録

療経済学の観点から「日本における 学部 麻酔科）
，大嶽 浩 （0285-4945）
医療経済の行方と手術室運営」につ 司

37巻6号

いて

Page S159（2017.10）

2018144570 小児歯科における保険請求（第164 大原 裕（大原歯科医院） 小児歯科臨床
回） 診療報酬の疑問
態調査について

医療経済実

（1341-1748）
23巻3号
Page92-93（2018.03）

解説

2018142573 語り継ぐ医療政策 政策選択の動き 高木 安雄（慶応義塾大 社会保険旬報
と展望 老人病院のサービスと経済 学）

解説

（1343-5728）

の30年 バブル景気の終焉と第2の

2702号

創業期"を考える（上）"

Page16-21（2018.02）

2018139879 肺葉切除の葉間形成における組織補 出口 博之（岩手医科大 日本内視鏡外科学会雑誌

会議録

強材一体型自動縫合器の有用性と医 学 呼吸 器 外 科 ）
，友安 （1344-6703）
療経済的問題点の検討

信，重枝 弥，菅野 紘暢， 22巻7号
谷田 達男

Page SF042-07
（2017.12）

2018138166 医療政策 ビッグデータからみえて 田宮 菜奈子（筑波大学 茨城県医師会報

解説

くる医療・介護の現状と課題 ヘル 医学医療系ヘルスサー （0914-4501）
スサービスリサーチの視点から茨城 ビスリサーチ分野）

770号

を考える

Page20-43（2018.01）

2018137895 医学の進歩と高額医療のあり方につ 森岡 正博（早稲田大学 臨床死生学
いて考える/我々が考えるべきこと 人間科学学術院）
を探る 医療経済と良い人生

解説

（1342-6206）
22巻1号
Page48-50（2017.12）

2018136013 【10年後"への舵取り〜社会・医療・ 村上 正泰（山形大学大 保険診療
介護はどこへ漂着するか〜】
（Part 学院 医学系研究科 医療 （0385-8588）
3）"10年後"に向けていかに舵を取 政策学講座）

73巻1号

るか 医療政策の不透明さと持続可

Page47-51（2018.01）

解説／
特集

能性への課題"
2018132642 臨床細胞学の未来

最新の医療政 自見 はなこ（参議院）

策に照らして

日本臨床細胞学会雑誌

会議録

（0387-1193）
56巻Suppl.2
Page588（2017.10）

臨床経済学・薬剤経済学
2018161474 【超高齢社会における肺炎診療を考 西條 知見（長崎大学病 医学のあゆみ
え る-成 人 肺 炎 診 療 ガ イド ラ イ ン 院 呼吸器内科）
，迎 寛 （0039-2359）
2017のインパクト】高齢者の肺炎

265巻3号

予防 ワクチンと口腔ケア

Page217-222

解説／
特集

（2018.04）
2018161249 【関節リウマチ治療の新しいエビデ 亀田 智広（香川大学 医 リウマチ科
ンス】DRESS study

学部 血液・免疫・呼吸 （0915-227X）
器内科学）
，土橋 浩章

解説／
特集

59巻3号
Page281-286
（2018.03）

2018160930 睡眠負債の問題は、そんなに単純な 岡島 義（早稲田大学人 心と社会
話ではない

間科学学術院）

（0023-2807）
49巻1号
Page74-79（2018.03）

解説

2018160881 管理のこじれた問題も多面的にとら 谷田 一久（ホスピタル ナースマネジャー
えてスッキリ!

医療経営学から見 マネジメント研究所）

る看護現場の歩き方（第25回） 費

解説

20巻1号
Page80-81（2018.03）

用対効果"について議論しよう!"
2018160552 【循環器疾患診療50年を振り返って 澤 芳樹（大阪大学 心臓 心臓
-心不全におけるわが国の歩み-】心 血管外科）
不全に対する外科治療

心臓移植、

（0586-4488）

解説／
特集

50巻3号

LVADそして再生医療

Page258-265
（2018.03）

2018160083 小児の急性頭痛に対する治療戦略 松田 正（正紘和会みさ 漢方と最新治療
漢方薬を用いた二段階ステップ法

ク）

Page67-72（2018.02）

2018159784 メンタルヘルス障害のある労働者の 角藤 芳久（宮城県立精 宮城県医師会報
職場復帰

原著論文

とファミリークリニッ 27巻1号

宮城県の精神科救急の 神医療センター）

現状と当院の役割

解説

866号
Page175-179
（2018.03）

2018159679 医師からの指示として「残薬調整」 深津 祥央（京都大学医 日本病院薬剤師会雑誌
をプレ印字した処方せんの医療経済 学部附属病院 薬剤部）
，（1341-8815）
効果

原著論文／
比較研究

池見 泰明，米澤 淳，尾 54巻3号
崎 淳子，淺野 理子，櫻 Page307-312
井 香織，上杉 美和，吉 （2018.03）
田 優子，傳田 将也，大
谷 祐基，大村 友博，今
井 哲司，中川 俊作，中
川 貴之，今井 博久，松
原 和夫

2018159169 下肢創傷領域の医療経済評価

岩本 哲哉（東京大学大 日本下肢救済・足病学会誌 総説
学院 医学系研究科 保健 （1883-857X）
社会行動学分野）

9巻3号
Page133-139
（2017.09）

2018158306 当院におけるBMSとDESの短期成 町田 圭介（諏訪赤十字 日本内科学会雑誌
績の比較と費用対効果評価

会議録

病院 循 環 器 科 ）
，榎 本 （0021-5384）
香織，小松 美穂，川口 107巻Suppl.
政徳，相澤 万象，筒井 Page200（2018.02）
洋，大和 眞史

2018158041 精神疾患の予防-20年の到達点と今 桂 雅宏（東北大学病院 日本社会精神医学会雑誌
後の展望 精神疾患の予防と早期介 精神科）

解説

（0919-1372）
27巻1号

入 早期精神病研究からの示唆

Page38-45（2018.02）
2018157586 ESA（erythropoiesis stimulating 枝川 右（生駒市立病院 奈良県医師会透析部会誌
agent）併用療法の有用性

腎泌尿器科）
，平野 一，（1343-2877）
東 治人

23巻1号
Page137（2018.01）

会議録

2018157539 ESA（erythropoiesis stimulating 枝川 右（生駒市立病院 奈良県医師会透析部会誌
agent）併用療法の有用性

腎泌尿器科）
，平野 一，（1343-2877）
東 治人

原著論文／
比較研究

23巻1号
Page23-26（2018.01）

2018157314 【ICTを活用した循環器遠隔医療の 上田 暢彦（国立循環器 循環器内科
最前線】デバイスモニタリングによ 病研究センター 心臓血 （1884-2909）
る不整脈の遠隔診断

解説／
特集

管内科部門不整脈科）
， 83巻2号
石橋 耕平，草野 研吾

Page124-132
（2018.02）

2018155884 【過剰診断・過小診断と薬物療法】 山本 暢朋（国立病院機 臨床精神薬理
疾患啓発広告が医療に及ぼす影響

構榊原病院 精神科）
，稲 （1343-3474）
田 俊也

解説／
特集

21巻3号
Page339-345
（2018.03）

2018152919 腎植の医療経済的な価値評価

田倉 智之（東京大学大 日本臨床腎移植学会雑誌

総説

学院 医学系研究科 医療 （2187-9907）
経済政策学）

5巻2号
Page113-121
（2017.12）

2018145341 アロマターゼ阻害剤を処方されてい Sowa P. Marcin
るオーストラリア人乳癌女性におけ （Research School of
る二重エネルギー X線吸光光度分析 Population Health，
法+再吸収阻害薬治療の費用対効果 Australian National
（Cost-effectiveness of dual-energy University）
，
X-ray absorptiometry plus antire- Downes Martin J.，

Journal of Bone and 原著論文
Mineral Metabolism
（0914-8779）
35巻2号
Page199-208
（2017.03）

sorptive treatment in Australian Gordon Louisa G.
women with breast cancer who receive aromatase inhibitors）
（英語）
2018145323 【がん抗体医薬の新展開-新規分子に 吉田 順一（下関市立市 医学のあゆみ
よる創薬・治療から副作用対策ま 民病院 呼吸器外科）
，三 （0039-2359）
で】感染症に対する抗体医薬 Be- 鴨 廣繁
zlotoxumabによるClostridium difficile感染症再発予防

265巻1号
Page110-115
（2018.04）

2018145322 【がん抗体医薬の新展開-新規分子に 池田 俊也（国際医療福 医学のあゆみ
よる創薬・治療から副作用対策ま 祉大学 医学部 公衆衛生 （0039-2359）
で】抗体医薬の医療技術評価（HTA） 学）

解説／
特集

解説／
特集

265巻1号
Page105-109
（2018.04）

2018145287 【ジェネリック医薬品・バイオシミ 黒川 達夫（バイオシミ Progress in Medicine
ラー再考】日本におけるバイオシミ ラー協議会）
，南部 静洋 （0287-3648）
ラーの使用状況と今後の課題

38巻3号
Page281-284
（2018.03）

解説／
特集

2018145286 【ジェネリック医薬品・バイオシミ 義若 博人（第一三共エ Progress in Medicine
ラー再考】オーソライズド・ジェネ スファ）

（0287-3648）

リック（AG）メーカーの立場から

38巻3号

安心を届けるAGとは

Page273-279

解説／
特集

（2018.03）
2018145283 【ジェネリック医薬品・バイオシミ 今村 聡（日本医師会）
ラー再考】医師の立場から ジェネ

Progress in Medicine
（0287-3648）

リック医薬品に対する問題意識と今

38巻3号

後の課題

Page255-261

解説／
特集

（2018.03）
2018145282 【ジェネリック医薬品・バイオシミ 笠貫 宏（早稲田大学 重 Progress in Medicine
ラー再考】レギュラトリーサイエン 点領域機構医療レギュ （0287-3648）

解説／
特集

スからみたジェネリック医薬品、バ ラトリーサイエンス研究 38巻3号
イオシミラーの課題

所）
，松橋 祐輝

Page243-254
（2018.03）

2018142700 病院管理学の新たな展開-国民の求 山内 一信（東員病院）

東海病院管理学研究会年報 会議録
（1880-2966）

める健康社会の実現を求めて- 東海
病院管理学研究会の50年と将来展

24巻

望

Page23（2017.11）

2018142510 卵巣がんをモデルとしたジェネリッ 大野 正文（新潟県立中 新潟県立中央病院医誌

解説

ク医薬品・包括医療を考慮した化学 央病院 産婦人科）
，齋藤 （1341-4062）
療法

強太，沼田 雅裕，有波 25巻1号
良成

Page52-54
（2017.12）

2018139183 誌上ディベート（第7回） 胃癌に対 中内 雅也（藤田保健衛 消化器外科

解説

する手術アプローチ ロボット手術 生 大 学 総 合 消 化 器 外 （0387-2645）
vs.腹腔鏡下手術

ロボット手術の 科 ）
，石 田 善 敬，須 田 41巻2号

立場から

康一，稲葉 一樹，宇山 Page204-210
一朗

（2018.02）

2018138219 【グローバリゼーションと臨床精神 西川 隆（大阪府立大学 臨床精神医学
医学】グローバリゼーションの負債 大学院 総合リハビリテ （0300-032X）
貧困・高齢の都市生活者に見える風 ーション学研究科）

47巻2号

景

Page169-175

解説／
特集

（2018.02）
2018138216 【グローバリゼーションと臨床精神 田中 増郎（慈圭病院）
， 臨床精神医学
医学】グローバリゼーションにおけ 長 徹二，橋本 望，佐久 （0300-032X）
る依存症の治療実践

日米英の3か 間 寛之

国を中心とした治療の現状と発展

解説／
特集

47巻2号
Page147-153
（2018.02）

2018138106 【不整脈デバイス治療の進歩】植込 丹野 郁（昭和大学江東 Cardiovascular Con- 解説／
み型ループレコーダー

豊洲病院 循環器センタ temporary
ー循環器内科）

（2186-9340）
6巻1号
Page34-37（2017.12）

特集

2018136726 外来通院中の高齢糖尿病患者の低 馬場 敦子（三菱神戸病 三菱神戸病院誌
血糖を予防する介入体制の構築

解説

院 健康サポート室）
，青 （2186-6066）
野 福子，冨士田 裕子， 6巻
松本 健

Page65-69（2016.12）

2018136506 【実施診療のための最新認知症学-検 秋山 治彦（横浜市立脳 日本臨床
査・治療・予防・支援-】認知症予 卒中・神経 脊 椎センタ （0047-1852）
防 G8認知症サミットおよびその ー）

76巻増刊1 実施診療の

後継イベントと認知症予防

ための最新認知症学 検

解説／
特集

査・治療・予防・支援
Page174-181
（2018.01）
2018136486 【実施診療のための最新認知症学-検 冨田 尚希（東北大学病 日本臨床
査・治療・予防・支援-】評価法と 院 加齢・老年病科）
検査法 高齢者総合的機能評価

（0047-1852）

解説／
特集

76巻増刊1 実施診療の
ための最新認知症学 検
査・治療・予防・支援
Page36-43（2018.01）

2018136013 【10年後"への舵取り〜社会・医療・ 村上 正泰（山形大学大 保険診療
介護はどこへ漂着するか〜】
（Part 学院 医学系研究科 医療 （0385-8588）
3）"10年後"に向けていかに舵を取 政策学講座）

73巻1号

るか 医療政策の不透明さと持続可

Page47-51（2018.01）

解説／
特集

能性への課題"
2018134914 肘部管症候群に対する局所麻酔下日 蔡 栄美（市立池田病院 日本手外科学会雑誌
帰り手術の検討

整形外科）

会議録

（2185-4092）
34巻2号
Page220-221
（2017.11）

2018134361 人工呼吸患者に対する口腔ケア方法 小谷 怜奈（医仁会武田 京都病院学会集録
の変更後の効果

会議録

総合病院）
，竹内 錠太，（1883-8642）
小宮山 司，粟原 結唯， 52回
原田 勇介

Page311（2017.11）

2018130821 H.pylori Test and Treatによるリス 酒井 恭子（済生会吹田 Gastroenterological 会議録
ク層別化胃癌検診 モデルシミュレ 病院 臨床検査科）
，大矢 Endoscopy
ーションによる最適内視鏡間隔と費 寛久，天野 一郎，松本 （0387-1207）
用対効果の検討

淳子，田中 いずみ，澤 59巻Suppl.2
井 直樹，水野 智恵美， Page2200（2017.09）
岡上 武

2018129807 過活動膀胱薬物治療の薬剤経済評 山西 由里子（東邦大学 日本排尿機能学会誌

会議録

価 一次治療にはミラベグロンまた 医療センター大森病院 （1347-6513）
はトルテロジンのいずれが費用対効 薬剤部）
，山西 友典，田 28巻1号
果に優れるか

嶋 博樹，池田 俊也

Page302（2017.09）

2018129065 実臨床データを用いた高齢者2型C 五十嵐 中（東京大学 大 肝臓
型慢性肝炎へのソホスブビル+リバ 学院・薬学系 研究科 ）
，（0451-4203）
ビリンの費用効果分析

古庄 憲浩，小川 栄一， 58巻Suppl.2
林純

Page A576（2017.09）

会議録

2018127556 食道胃十二指腸鏡検査におけるL-メ Onochi Kengo
ントール頓用はルーチンでの嬬動抑 （Department of

秋田医学
（0386-6106）

制薬使用の代わりとなりうる（ON Gastroenterology，

43巻3-4号

DEMAND USE OF L-MENTHOL Akita University

Page99-104

M A Y S U B S T I T U T E F O R T H E Graduate School of

原著論文／
比較研究

（2017.03）

ROUTINE USE OF ANTI PERI- Medicine）
，
STALTIC DRUGS IN ESOPIIAGO- Gotoda Takuji，
GASTRODUODENOSCOPY）
（英 Mashima Hirosato，
語）

Kusano Chika，
Iijima Katsunori

医療費
2018159060 運 動 器 検 診 に お け る 側 彎 症 検 診 平野 徹（新潟大学大学 Journal of Spine Re- 原著論文／
医療費削減効果の検討からみた専門 院 医歯学総合研究科 機 search
医参画の意義

比較研究

能再建医学講座 整形外 （1884-7137）
科学分野）
，渡辺 慶，大 9巻2号
橋 正幸，庄司 寛和，溝 Page147-150
内 龍樹，高橋 郁子，遠 （2018.02）
藤 直人

2018137457 本邦における外傷センターの整備 遠藤 彰（東京医科歯科 日本外傷学会雑誌
DPCデータからみた本邦における 大学医学部附属病院 救 （1340-6264）

原著論文／
比較研究

施設あたりの重症外傷患者数と生存 命救急センター）
，白石 32巻1号
率・入院総医療費との関連の検討

淳，伏見 清秀，村田 希 Page40-43（2018.01）
吉，大友 康裕

医療保障制度
2018161379 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）

情報を速読する（第25回） 2018年

45巻4号

度介護報酬改定で新設された介護医

Page57-59（2018.04）

療院のポイント整理
2018142964 治験/臨床研究に起因する健康被害 鍋岡 勇造（中外製薬 臨 臨床評価

解説

の治療に対する公的医療保険制度の 床開発業務部）
，栗原 千 （0300-3051）
適用について

絵子，三村 まり子，小 45巻4号
池 竜司，渡邉 裕司

Page701-709
（2018.02）

2018136945 医事業務ビギナーズ（第26回） 医 藤本 武志（相和会渕野 医事業務
療保険と介護保険

辺総合病院 医事課）

解説

25巻532号
Page51-53（2018.02）

2018136830 こういう場合はどうする!? 「給付 楠元 睦巳（オフィスイ ケアマネジャー
管 理 業 務 」 徹 底 解 説（Volume.6） ーケア）

20巻2号

医療保険と介護保険の対象について

Page66-67（2018.01）

（後編）

解説

2018134015 【眼科医に必要な医療制度の知識】 菅原 岳史（千葉大学医 あたらしい眼科
医薬品医療機器総合機構

学部附属病院 臨床試験 （0910-1810）
部）

解説／
特集

34巻11号
Page1563-1569
（2017.11）

2018134014 【眼科医に必要な医療制度の知識】 三宅 正裕（京都大学大 あたらしい眼科
日本医療研究開発機構

学 院 医 学 研究 科 眼 科 （0910-1810）
学）

解説／
特集

34巻11号
Page1557-1562
（2017.11）

2018134013 【眼科医に必要な医療制度の知識】 許斐 健二（慶応義塾大 あたらしい眼科
厚生労働省

学 医学部 眼科学教室） （0910-1810）

解説／
特集

34巻11号
Page1549-1556
（2017.11）
2018134012 【眼科医に必要な医療制度の知識】 虎島 泰洋（長崎大学 大 あたらしい眼科
ゲノム医療

学院移植・消化器外科）（0910-1810）

解説／
特集

34巻11号
Page1537-1547
（2017.11）
2018134011 【眼科医に必要な医療制度の知識】 今井 浩二郎（京都府立 あたらしい眼科
再生医療法

医科大学大学院 医学研 （0910-1810）

解説／
特集

究科 医療フロンティア 34巻11号
展開学）

Page1531-1535
（2017.11）

2018134010 【眼科医に必要な医療制度の知識】 加藤 浩晃（京都府立医 あたらしい眼科
臨床研究法の法制化

科大学大学院 医学研究 （0910-1810）

解説／
特集

科 視 覚 機 能 再 生 外 科 34巻11号
学）

Page1523-1530
（2017.11）

2018134009 【眼科医に必要な医療制度の知識】 吉村 健佑（国立保健医 あたらしい眼科
NDBを用いた眼科研究の可能性

療科学院 医療・福祉サ （0910-1810）
ービス研究部）

解説／
特集

34巻11号
Page1515-1522
（2017.11）

2018134008 【眼科医に必要な医療制度の知識】 加藤 浩晃（京都府立医 あたらしい眼科
遠隔診療に関する制度

科大学大学院 医学研究 （0910-1810）

解説／
特集

科 視 覚 機 能 再 生 外 科 34巻11号
学）

Page1509-1514
（2017.11）

2018134007 【眼科医に必要な医療制度の知識】 真田 昌爾（大阪大学医 あたらしい眼科
眼科における先進医療

学部附属病院 未来医療 （0910-1810）
開発部臨床研究センタ 34巻11号
ー）

Page1501-1508
（2017.11）

解説／
特集

2018134006 【眼科医に必要な医療制度の知識】 三宅 正裕（京都大学大 あたらしい眼科
診療報酬の枠組み

学 院 医 学 研究 科 眼 科 （0910-1810）
学）

解説／
特集

34巻11号
Page1493-1500
（2017.11）

2018134005 【眼科医に必要な医療制度の知識】 山下 英俊（山形大学 医 あたらしい眼科
新たな専門医制度 日本専門医機構 学部 眼科学講座）
，坂本 （0910-1810）
と眼科専門医制度

泰二，石橋 達朗

解説／
特集

34巻11号
Page1487-1491
（2017.11）

診療報酬・薬価
2018160133 病院経営の質向上と次世代を読む新 武知 浩二（松山赤十字 日本病院会雑誌
たな取り組み 病院経営の質向上と 病院 事務部）

解説

（0385-9363）

次世代を読む新たな取り組み 当院

65巻2号

における診療科別原価計算の変遷

Page158-166
（2018.02）

2018159113 購買適正化で病院経営強化 目から 中野 一夫（ヘルスケア 薬事
ウ ロ コ の 薬 価 交 渉 術（ 第6回 ） システム研究所）
2018年

岐路に立つ医薬品価格交

解説

（0016-5980）
60巻4号

渉

Page736-738
（2018.03）

2018150401 皮膚・排泄ケア認定看護師による地 貝谷 敏子（札幌市立大 日本創傷・オストミー・ 原著論文
域連携に関連する診療報酬算定の実 学 看護学部）
，間宮 直 失禁管理学会誌
態調査

子，吉田 美香子，祖父 （1884-233X）
江 正代，内藤 亜由美， 21巻3号
高橋 麻由美，谷口 珠実， Page284-295
南 由起子，渡邉 千登世，（2017.10）
青木 和恵，真田 弘美

2018143862 税務 確定申告において留意すべき 今村 正（千代田パート DENTAL DIAMOND
売上原価

ナーズ税理士法人）

Q&A

（0386-2305）
43巻4号
Page123（2018.03）

医業経営
2018157396 病院経営健全化に向けた目標推計値 竹下 晋司（宮崎市郡医 社会医療研究
の標準的手法の確立に関する研究

師会病院）
，小塩 誠

15巻
Page3-10（2017.03）

原著論文

医療関連ビジネス
2018159888 医薬品開発教育コースの紹介とその 内田 一郎（日本製薬医 臨床医薬
ネットワーキングの可能性について 学会 教育部会）
Pharma Train製薬医学教育コース

解説

（0910-8211）
34巻2号

の今までと今後

Page103-105
（2018.02）

2018159071 医薬品製造の技術移転の留意点とさ 池松 康之（エーザイ グ PHARM TECH JAPAN 解説
らなる人材育成 GDPおよび一変 ローバルクオリティー本 （0910-4739）
申請時のCTD対応を考慮して

部日本リージョナルクオ 34巻3号
リティ統括部）
，松本 欣 Page447-455
也，日本製薬工業協会 （2018.03）
品質委員会GMP部会

2018145287 【ジェネリック医薬品・バイオシミ 黒川 達夫（バイオシミ Progress in Medicine
ラー再考】日本におけるバイオシミ ラー協議会）
，南部 静洋 （0287-3648）
ラーの使用状況と今後の課題

解説／
特集

38巻3号
Page281-284
（2018.03）

2018145286 【ジェネリック医薬品・バイオシミ 義若 博人（第一三共エ Progress in Medicine
ラー再考】オーソライズド・ジェネ スファ）
リック（AG）メーカーの立場から

（0287-3648）

解説／
特集

38巻3号

安心を届けるAGとは

Page273-279
（2018.03）

2018142658 日本発の新規抗菌薬開発の可能性

佐藤 淳子（医薬品医療 呼吸器内科

解説

機器総合機構 国際協力 （1884-2887）
室）

33巻2号
Page180-184
（2018.02）

2018133509 臨床研究に伴う患者試料の将来利用 中野 真子（日本イーラ 臨床薬理

会議録

の条件 治験等のプロトコールで採 イリリー 研究開発本部）（0388-1601）
取が規定されている、測定対象を特

48巻Suppl.

定しない検体（stored samples）と

Page S241（2017.11）

その取扱い 企業の立場から
2018133492 臨床薬理学の知識およびファーマコ 長谷川 真裕美（ブリス 臨床薬理

会議録

メトリックスの手法がどう小児臨床 トル・マイヤーズ スク （0388-1601）
のニーズに応えるか? 小児の医薬品 イブメディカル・開 発 48巻Suppl.
アクセス促進に向けた取り組み 企 部門臨床薬理戦略部）

Page S230（2017.11）

業の視点から
2018133443 若手女性医師、女子学生のキャリア 中野 真子（日本イーラ 臨床薬理
を考える会 製薬会社の臨床開発医 イリリー）

（0388-1601）

師 最初は考えてもみなかったキャ

48巻Suppl.

リアが意外に楽しく、子育てとも両

Page S197（2017.11）

立可能

会議録

2018133416 臨床に貢献する製造販売後（調査） 野中 健史（ヤンセンフ 臨床薬理

会議録

情報の収集に向けて 製薬企業が抱 ァーマ 研究開発本部）
，（0388-1601）
える製造販売後調査の課題と今後の 竹下 尚，加藤 俊哉，谷 48巻Suppl.
展望

村 相，上堀 雅由，外村 Page S180（2017.11）
謙介

2018133395 患者中心の医療に向けて 患者によ Schneider Roslyn F.

臨床薬理

る患者のためのより良い健康のため （Global Patient Affairs，（0388-1601）
の橋渡し（Bridges to Better Health Pfizer）

48巻Suppl.

for Patients with Patients）

Page S166（2017.11）

会議録

