
医療経済関係研究論文（7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
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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

2018193993 【婦人科がん（第2版）-最新の研究動
向-】 婦人科がん　概論　がんの医
療行政　がん対策推進基本計画に
おけるがん検診の位置づけ

森重 健一郎（岐阜大学
大 学 院  医 学 系 研 究
科 産科婦人科学分野）

日本臨床（0047-1852）
76巻増刊2 婦人科がん 
Page95-99（2018.03）

解説/
特集

2018191397 病理をとりまく医療経済（第1回）　
日本の医療経済の概況

松本 邦愛（東邦大学 医
学部  社会医学講座），
長谷川 友紀

病理と臨床（0287-
3745）36巻4号 
Page364-368

（2018.04）

解説

2018190531 終末期がん患者におけるNPPVと
HFTの医療経済性の比較検討につ
いて

加藤 博史（神戸市地域
医療振興財団西神戸医
療センター 臨床工学
室），中本 皓太

日本医療マネジメント
学会兵庫地方会プログ
ラム・抄録集（1881-
8048）11回 Page41

（2017.02）

会議録

2018190513 医療政策・医療経営の最近の話題に
ついて　兵庫県における動きととも
に

山本 光昭（兵庫県健康
福祉部）

日本医療マネジメント
学会兵庫地方会プログ
ラム・抄録集（1881-
8048）11回 Page28

（2017.02）

会議録

2018171496 【薬剤耐性（AMR）対策アクション
プランが示す方向性〜新規抗菌薬・
診断法の開発を含めて〜】 薬剤耐性

（AMR）と医療経済

莊司 智和（山梨大学医
学部附属病院 薬剤部），
赤沢 学

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻3号 
Page837-840

（2018.03）

解説/
特集

2018168306 日本歯科医師会の歯科医療政策　こ
れまでの10年とこれからの10年

堀 憲郎（日本歯科医師
会）

日本歯周病学会会誌
（0385-0110）59巻秋
季特別 Page82

（2017.11）

会議録



臨床経済学・薬剤経済学
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2018194498 【感染性疾患の病理】 （第1部）感染
症の病理学的側面（病理学的感染症
学概論）　微生物検査室で行われて
いる同定の現状と進歩　質量分析法
を用いた微生物の迅速同定検査

中村 彰宏（天理医療大
学 医療学部 臨床検査
学科），小松 方

病理と臨床（0287-
3745）36巻臨増 
Page96-103

（2018.04）

解説/
特集

2018194151 【社会のため心理学】 社会のための
心理学に向けての提言　日本版心理
療法アクセス改善政策（IAPT）の実
現に向けて

長谷川 寿一（東京大学） 心理学評論（0386-
1058）60巻4号 
Page436-441

（2018.03）

解説/
特集

2018193993 【婦人科がん（第2版）-最新の研究動
向-】 婦人科がん　概論　がんの医
療行政　がん対策推進基本計画に
おけるがん検診の位置づけ

森重 健一郎（岐阜大学
大 学 院  医 学 系 研 究
科 産科婦人科学分野）

日本臨床（0047-1852）
76巻増刊2 婦人科がん 
Page95-99（2018.03）

解説/
特集

2018193783 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7回）　薬価
制度の動向からみるわが国の医療制
度の問題点

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻5号 Page909-921

（2018.04）

解説

2018193229 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 国民皆保険、ユニバー
サル・ヘルス・カバレッジと高額医
薬品"

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医
薬政策学）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2303-
2307（2018.04）

解説/
特集

2018193228 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 エビデンスと経済合理
性に基づいた薬剤選択指針"フォー
ミュラリー "の基礎と実践　病院に
おけるフォーミュラリー導入・運用
の実践"

上田 彩（聖マリアンナ
医科大学附属病院 薬剤
部 医薬品情報課）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2297-
2301（2018.04）

解説/
特集

2018193227 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 エビデンスと経済合理
性に基づいた薬剤選択指針"フォー
ミュラリー "の基礎と実践　わが国
におけるフォーミュラリーの重要性
と今後の課題"

前田 幹広（聖マリアン
ナ医科大学附属病院 薬
剤部）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2291-
2295（2018.04）

解説/
特集

2018193224 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　骨
粗鬆症"

岡田 悟（東京北医療セ
ンター  総合診 療科 ），
南郷 栄秀

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2274-
2278（2018.04）

解説/
特集



2018193223 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　気
管支喘息"

倉原 優（国立病院機構
近畿中央胸部疾患セン
ター 内科）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2269-
2272（2018.04）

解説/
特集

2018193221 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　認
知症・BPSD"

福士 元春（武蔵国分寺
公園クリニック）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2257-
2260（2018.04）

解説/
特集

2018193220 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　う
つ病"

宮岡 等（北里大学 医学
部 精神科学）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2252-
2255（2018.04）

解説/
特集

2018193219 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　脂
質異常症"

岡田 唯男（亀田メディ
カルセンター亀田ファミ
リークリニック館山）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2244-
2250（2018.04）

解説/
特集

2018193218 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　糖
尿病"

岩岡 秀明（船橋市立医
療センター 代謝内科）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2238-
2242（2018.04）

解説/
特集

2018193217 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　不
整脈"

小田倉 弘典（土橋内科
医院）

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2231-
2236（2018.04）

解説/
特集

2018193216 【所得格差時代の薬物治療経済的負
担を軽減したい"患者の訴えにいか
に応えるか】 診療のプロが考える経
済的負担を減らすための選択肢　高
血圧"

藤原 健史（自治医科大
学 内科学講座 循環器
内科学部門），苅尾 七臣

薬局（0044-0035）69
巻5号 Page2223-
2229（2018.04）

解説/
特集

2018193009 【これからどうなる?バイオシミラ
ー】 バイオシミラーの登場と協議会
の成り立ち

黒川 達夫（バイオシミ
ラー協議会）

ファルマシア（0014-
8601）54巻4号 
Page322-324

（2018.04）

解説/
特集

2018193007 【これからどうなる?バイオシミラ
ー】 医療機関におけるバイオ後続品
の課題　後発医薬品の使用推進状
況と比較して

鎌田 泉（ノーベルファ
ーマ 社長室）

ファルマシア（0014-
8601）54巻4号 
Page316-318

（2018.04）

解説/
特集



2018192972 インスリン製剤をバイオ後続品へ切
り替えた際の製品への患者からの評
価に関するアンケート調査

五十嵐 康郎（鶴岡市立
荘内病院 薬局），鎌田 
敬志，庄司 知摩

鶴岡市立荘内病院医学
雑誌（0915-7670）28
巻 Page55-59

（2018.03）

原著論文

2018192323 他 科 と の 連 携（Vol.4）　Implant 
placement VS Endodontic treat-
ment

大森 さゆり（代官山デ
ンタルサロン）

歯界展望（0011-8702）
131巻4号 Page744-
754（2018.04）

解説

2018191264 【フッ化物応用UPDATE!】 （Chapter 
2）セルフケア・コミュニティケア
としてのフッ化物洗口

眞木 吉信（東京歯科大
学 衛生学講座）

デンタルハイジーン
（0285-0508）38巻4
号 Page389-393

（2018.04）

解説/
特集

2018190355 ERにおける「発熱精査」オーダー導
入後の現状と考察

渡辺 綾野（愛知県厚生
農業協同組合連合会海
南病院 内科），藤浪 春
菜，椙村 真裕，荒木 孝，
平田 陽祐，増渕 麻里子，
高橋 弘泰，松田 雅光，
大川 浩永，諸戸 昭代，
山森 章，蔵成 徹，藤本 
佐希子，井之口 博美，
奥村 明彦

海南病院学術雑誌3巻1
号 Page32-34

（2017.05）

原著論文

2018190171 当院における抗悪性腫瘍薬の使用傾
向の変遷（最近5年間）と薬剤経済
学的評価

一川 悦子（JA岐阜厚生
連中濃厚生病院 薬剤
科），鬼塚 友里絵，足立 
好三，辻 一智，熊田 克
幸，加藤 昌之，三品 慶
高，高田 実

ぎふ病薬: 岐阜県病院
薬剤師会雑誌（0919-
5645）63号 Page4-6

（2018.03）

原著論文

2018190085 高齢者2型C型慢性肝炎へのソホス
ブビル+リバビリン（SOF+RBV）の
費用効果分析の検討

古庄 憲浩（九州大学病
院 総合診療科），小川 
栄一，村田 昌之，豊田 
一弘，加勢田 富士子，
林 純，五十嵐 中

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）66巻2
号 Page282-283

（2018.03）

会議録

2018190084 高齢者1型C型慢性肝炎へのレジパ
スビル/ソホスブビル（LDV/SOF）
の費用効果分析の検討

古庄 憲浩（九州大学病
院 総合診療科），小川 
栄一，村田 昌之，豊田 
一弘，加勢田 富士子，
林 純，五十嵐 中

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）66巻2
号 Page282

（2018.03）

会議録

2018187661 細菌感染症と院内感染症対策-Pros 
and Cons- 術前にMRSAの除菌を行
うことの是非（Cons）

田中 悠平（川崎医科大
学附属病院 小児科），
木村 将裕，武井 悠，佐
藤 公則，大塚 岳人，宮
崎 紘平，田村 大輔

小児科臨床（0021-
518X）71巻3号 
Page392-397

（2018.03）

解説



2018186113 大腸がん検診（便潜血）陽性者に対
する精密検査としての大腸カプセル
内視鏡の費用対効果

石黒 めぐみ（東京医科
歯科大学大学院 応用腫
瘍学講座），白岩 健，柴
原 秀俊，岡 志郎，田中 
信治

日本大腸肛門病学会雑
誌（0047-1801）70巻
抄録号 Page A79

（2017.09）

会議録

2018185504 新薬について 高野 みなみ（福島県立
医科大学 医学部），武
田 朋樹，田中 竜太郎，
田母神 千沙江，曹 賢輝，
月岡 純，辻 真伍，土山 
晃弘

福島医学雑誌（0016-
2582）67巻3号 
Page208-211

（2017.12）

解説

2018184824 300床の中規模急性期病院は常勤の
言語聴覚士を雇用すべきか?　持続
可能で効率的な嚥下診療を目指して

溝上 大輔（国立病院機
構西埼玉中央病院 耳鼻
咽喉科・頭頸部外科），
廣田 俊之，佐藤 暢，外
村 正美，橋本 浩一，小
村 伸朗，成宮 学

国立病院総合医学会講
演抄録集71回 
Page2445（2017.11）

会議録

2018183425 腰椎変性疾患に対するinstrumenta-
tionを併用したPLIFの費用対効果の
検討

藤原 啓恭（国立病院機
構 大 阪 南 医 療 セ ン タ
ー 整形外科），小田 剛
紀，島田 裕子，森口 悠，
齋藤 正伸

国立病院総合医学会講
演抄録集71回 
Page1023（2017.11）

会議録

2018180003 部分免荷式トレッドミルトレーニン
グと一般的な歩行練習における歩行
速度の向上に対する利得と費用対効
果の比較　人時を作業量とした計算
を用いて

若竹 雄治（関西リハビ
リテーション病院），鍬
田 幸輔，田中 志織，谷
山 昂，土肥 英幸，松本 
憲二，坂本 知三郎，吉
田 直樹

理学療法学（0289-
3770）42巻Suppl.2 
Page P1-B-0234

（2015.04）

会議録

2018176501 Choosing Wiselyキャンペーンとは
（Vol.3）Choosing WiselyとHigh 
Value Care　価値に基づいた医療
へのACPの取組み

上野 文昭（大船中央病
院）

医学のあゆみ（0039-
2359）265巻4号 
Page310-312

（2018.04）

解説

2018175990 これからの高齢者地域医療と介護に
おける課題　漢方の効果的な運用　
高齢者における漢方使用時の留意点

加藤 士郎（筑波大学附
属病院）

Geriatric Medicine
（0387-1088）56巻3
号 Page281-285

（2018.03）

解説

2018175522 行動医学の新しい展開:臨床から健
康増進へ 企業における健康経営の
現状

栗林 勝（三友会深川ギ
ャザリアクリニック），
月間 紗也

心身医学（0385-0307）
58巻3号 Page255-
260（2018.04）

解説

2018175032 Precision Cancer Medicine 次世代
シークエンサーを用いた癌遺伝子パ
ネル検査によって解ったこと　乳癌
と大腸癌の解析結果から

永橋 昌幸（新潟大学大
学院 医歯学総合研究
科 消化器・一般外科学
分野）

新潟医学会雑誌（0029-
0440）131巻11号 
Page619-622

（2017.11）

解説



2018173097 イルリガードルの洗浄による再使用
は、単回使用と比較し医療費の削減
に繋がるのか

伊藤 真也（羽島市民病
院 薬剤部），鈴木 俊敬，
浅井 和浩，鈴木 美佐子，
山田 卓也

日本静脈経腸栄養学会
雑誌（2189-0161）33
巻Suppl. Page295

（2018.01）

会議録

2018172560 バイオ医薬品の包装容器への課題や
要望　臨床施用や患者自己注射の
視点から

鎌田 泉（ノーベルファ
ーマ）

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）78巻2
号 Page86-90

（2018.03）

解説

2018172250 厚生労働省新HTA制度（第5回）　中
医協の費用対効果に関する審議につ
いて　3段階判定と価格調整法を批
判的に吟味する

鎌 江 伊 三 夫（ 東 京 大
学 公共政策大学院）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）49巻3
号 Page164-171

（2018.03）

解説

2018172247 後発医薬品使用割合向上の取り組み 大沢 昌二（国立病院機
構仙台医療センター 情
報管理室），三上 定利，
西村 康人

医療の広場58巻3号 
Page40-42（2018.03）

原著論文

2018171496 【薬剤耐性（AMR）対策アクション
プランが示す方向性〜新規抗菌薬・
診断法の開発を含めて〜】 薬剤耐性

（AMR）と医療経済

莊司 智和（山梨大学医
学部附属病院 薬剤部），
赤沢 学

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻3号 
Page837-840

（2018.03）

解 説/特
集

2018171029 経済活動から見た医薬品のハラル制
度

中田 雄一郎（大阪大谷
大学）

大阪大谷大学紀要
（1882-1235）52号 
Page15-22（2018.02）

原著論文

2018167442 抗アミロイドβ薬の開発から見えた
今後の認知症創薬研究の展望　抗
体医薬品の薬剤経済学とは?

五十嵐 中（東京大学 大
学院 薬学系研究科 医
薬政策学）

Dementia Japan
（1342-646X）31巻4
号 Page541

（2017.10）

会議録

2018162830 様々なスキャンパラメータでのCT 
X線管スキャン時間や最適照射量と
の関連における、X線管の費用対効
果に関する分 析 （Computed To-
mography X-ray tube scan-time 
and optimal radiation dose for dif-
ferent scanning parameters to ana-
lyze X-ray tube cost-benefits） （英
語）

Kao Yuan-Hung（De-
partment of Radiology, 
Buddhist Tzu Chi 
Medical Foundation）

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
64巻9号 Page1250-
1251（2017.09）

会議録

2018162095 筋骨格障害を持つ患者の理学療法へ
の直接的アクセス　文献レビュー

（Direct access to physical therapy 
for the patient with musculoskele-
tal disorders, a literature review）

（英語）

Piano Leonardo （Unit 
of Rehabilitation and 
Functional Recovery, 
Casa di Cura La 
Residenza）, Maselli 
Filippo, Viceconti 
Antonello, Gianola 
Silvia, Ciuro Aldo

Journal of Physical 
Therapy Science

（0915-5287）29巻8
号 Page1463-1471

（2017.08）

原著論文



2018161860 公衆衛生問題としての視覚障害（Vi-
sual Impairment as a Public Health 
Problem）（英語）

Hiratsuka Yoshimune 
（Department of  
Ophthalmology,  
Juntendo University 
Faculty of Medicine）

順天堂醫事雑誌（2187-
9737）63巻3号 
Page201-203

（2017.06）

解説

2018161762 プレガバリン上市前後の帯状疱疹後
神経痛患者の治療パターンおよび医
療費への影響　日本医療データセン
ター提供の日本人診療報酬データの
解 析（Trea tmen t pa t t e rns o f 
postherpetic neuralgia patients be-
fore and after the launch of prega-
balin and its effect on medical 
costs: Analysis of Japanese claims 
data provided by Japan Medical 
Data Center）（英語）

Honda Mariko （Dr 
Mariko Skin and 
Dermatology Clinic）, 
Murata Tatsunori, Ebata 
Nozomi, Fujii Koichi, 
Ogawa Setsuro

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）44巻7号 
Page767-773

（2017.07）

原著論文/
比較研究

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2018192972 インスリン製剤をバイオ後続品へ切
り替えた際の製品への患者からの評
価に関するアンケート調査

五十嵐 康郎（鶴岡市立
荘内病院 薬局），鎌田 
敬志，庄司 知摩

鶴岡市立荘内病院医学
雑誌（0915-7670）28
巻 Page55-59

（2018.03）

原著論文

2018172446 離島における糖尿病関連国民健康保
険医療費の考察

山下 一也（隠岐広域連
合立隠岐病院），吾郷 美
奈恵，野島 慶明

島根県立大学出雲キャ
ンパス紀要（2187-
199X）13巻 Page13-
20（2018.03）

原著論文

2018161762 プレガバリン上市前後の帯状疱疹後
神経痛患者の治療パターンおよび医
療費への影響　日本医療データセン
ター提供の日本人診療報酬データの
解 析 （Trea tmen t pa t t e rns o f 
postherpetic neuralgia patients be-
fore and after the launch of prega-
balin and its effect on medical 
costs: Analysis of Japanese claims 
data provided by Japan Medical 
Data Center） （英語）

Honda Mariko （Dr 
Mariko Skin and 
Dermatology Clinic）, 
Murata Tatsunori, Ebata 
Nozomi, Fujii Koichi, 
Ogawa Setsuro

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）44巻7号 
Page767-773

（2017.07）

原著論文/
比較研究



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2018193783 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7回）　薬価
制度の動向からみるわが国の医療制
度の問題点

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻5号 Page909-921

（2018.04）

解説

2018191010 生活困窮者への医療保障に向けた医
療生協の事業と運動に関する一考察　
医療生協の組織的特徴に注目して

岸本 貴士（佛教大学大
学院 社会福祉学研究
科 社会福祉学専攻 博
士後期課程）

佛教大学大学院紀要
（社会福祉学研究科篇）
（1883-4019）46号 
Page13-30（2018.03）

解説

2018185120 ヘルスケアシステムにおける健診の
役割　国際的視点から 多様な米国
医療制度による健康診断の適用範囲

（role of health examination from 
viewpoints of total health care  
system Health Examination  
Coverage by Various US Health 
Care Systems） （英語）

Shambaugh Vicki L.
（Pacific Health  
Research and  
Education Institute）

総合健診（1347-0086）
45巻1号 Page183

（2018.01）

会議録

2018172690 患者様のための歯科疾患への漢方薬
物療法 歯科における漢方の基礎と
実践　歯科医療保険による漢方薬
選択の考え方　抜歯後疼痛・口内
炎・歯周組織炎・口腔乾燥症

別部 智司（神奈川歯科
大学大学院 全身管理医
歯学講座 麻酔科学分
野）

歯科薬物療法（0288-
1012）37巻2号 
Page44（2018.03）

会議録

2018172450 韓国とわが国の医療制度の比較　地
域包括ケアへの期待

山下 一也（島根県立大
学短期大学部 出雲キャ
ンパス），藤田 小矢香

島根県立大学出雲キャ
ンパス紀要（2187-
199X）13巻 Page45-
50（2018.03）

解説

2018170916 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24回）　開業医
として知っておきたい2018年度診
療報酬改定のポイント

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）45巻3
号 Page43-45

（2018.03）

解説

2018169489 医療保険と介護保険のパネルデータ
を用いたヘルスケアコストへの季節
要因の影響 （Seasonal effects on 
healthcare costs: Using panel data 
from medical and long-term care 
claim records of the elderly in 
Hokkaido） （英語）

秋山 直美（岩手医科大
学 看護学部 地域包括
ケア講座），白岩 健

保健医療科学（1347-
6459）66巻6号 
Page640-649

（2017.12）

原著論文/
比較研究



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2018193783 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7回）　薬価
制度の動向からみるわが国の医療制
度の問題点

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻5号 Page909-921

（2018.04）

解説

2018190524 TDABC（時間駆動型活動基準原価
計算）の有効性に関する検討　医療
現場に管理会計を持ち込むために

香山 淳吉（英明会大西
脳神経外科病院 事務
部 総務課）

日本医療マネジメント
学会兵庫地方会プログ
ラム・抄録集（1881-
8048）11回 Page37-
38（2017.02）

会議録

2018168750 診療報酬上の評価における短縮要因
を除外した在院日数の変動　65歳
以上による改定年度間の比較検証

小野 元気（国立病院機
構西埼玉中央病院 医療
情報部），成宮 学，山本 
康弘，たら澤 邦男

診療情報管理（1883-
7972）29巻3号 
Page87-91（2017.12）

原著論文/
比較研究

2018161762 プレガバリン上市前後の帯状疱疹後
神経痛患者の治療パターンおよび医
療費への影響　日本医療データセン
ター提供の日本人診療報酬データの
解析 （Treatment patterns of 
postherpetic neuralgia patients 
before and after the launch of 
pregabalin and its effect on medi-
cal costs: Analysis of Japanese 
claims data provided by Japan 
Medical Data Center） （英語）

Honda Mariko（Dr 
Mariko Skin and Der-
matology Clinic）, 
Murata Tatsunori, Ebata 
Nozomi, Fujii Koichi, 
Ogawa Setsuro

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）44巻7号 
Page767-773

（2017.07）

原著論文/
比較研究

医療関連ビジネス
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2018193956 患者さんにとって価値ある医療を生
み出すために　人工知能（AI）やビ
ッグデータの有効利用と次世代への
期待　小児に必要な医薬品は適切に
届いているのか?　日本の小児用医
薬品開発の現状と今後の取り組み　
アカデミアからみた日本における小
児用医薬品開発について

中川 雅生（啓信会京都
きづ川病院），日本小児
科学会薬事委員会

臨床医薬（0910-8211）
34巻3号 Page143-
146（2018.03）

解説

2018193783 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7回）　薬価
制度の動向からみるわが国の医療制
度の問題点

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻5号 Page909-921

（2018.04）

解説



2018171003 【中枢薬の新たなイノベーション】 
創 薬 開 発 に 向 け た 産 官 学 連 携　
Public Private Partnerships, PPPs

池田 和隆（東京都医学
総合研究所 精神行動医
学研究分野），小居 秀
紀，菊地 哲朗，森尾 保
徳，川上 善之，須原 哲
也，中込 和幸，山脇 成
人

臨床精神医学（0300-
032X）47巻3号 
Page315-319

（2018.03）

解説/
特集

2018163300 女性ヘマトロジストのキャリア形成
:私の辿った道とこれから それって、
患者さんのためになってますか?

（Building a career as a female 
hematologist: The path I've  
pursued and future prospects Is it 
patient centricity?）（英語）

Mukai Harumi（アッヴ
ィ合同会社 医学統括本
部）

臨床血液（0485-1439）
58巻9号 Page1449

（2017.09）

会議録


