
医療経済関係研究論文（8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

2018226666 【Real World Data（実臨床データ）
を用いた臨床疫学研究】 Real World 
Dataを用いた統計モデリングとそ
の費用対効果評価への応用　JJ医
療経済モデル

田中 司朗（京都大学
大学院 医学研究科 臨
床統計　学　　），清　水 　　さ　や　か

医学のあゆみ（0039-
2359）265巻11号 
Page925-930

（2018.06）

解説/
特集

2018225608 【診断と治療のABC[126]関節リウ
マチ】 （第4章）管理・治療　関節リ
ウマチの医療経済

田中 榮一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター 膠
原病リウマチ内科）

最新医学（0370-8241）
別冊関節リウマチ 
Page182-188

（2017.09）

解説/
特集

2018220155 医療政策の動向　平成30年度診療
報酬改定を中心に

古 元 重 和（ 厚 生 労 働
省 保険局 医療課）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）35巻
2号 Page236

（2018.04）

会議録

2018220071 ヘリコバクター・ピロリ抗体検査と
血清ペプシノゲン検査による胃がん
リスク層別化検診の医療経済効果の
推定

齋藤 翔太（新潟医療福
祉大学 医療経営管理学
部 医療情報管理学科），
石川 卓，赤澤 宏平

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page1056-1058

（2017.11）

会議録

2018217705 眼科医療の将来を見据えて 医療政
策の視点から

迫井 正深（厚生労働省
保険局 医療課）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）122巻
臨増 Page61

（2018.03）

会議録

2018217402 『未来の社会創造』21世紀の医療の
姿と社会デザイン 国民皆保険の将
来　人口構造の変容と医療政策の課
題

島崎 謙治（政策研究大
学院大学）

東京女子医科大学雑誌
（0040-9022）88巻1
号 Page15-16

（2018.02）

会議録



2018210283 【特発性正常圧水頭症の基礎と臨床】 
iNPH　髄液シャント介入の適応と
タイミング、医療経済効果

中島 円（順天堂大学 脳
神経外科学講座）

Dementia Japan
（1342-646X）32巻2
号 Page225-232

（2018.04）

解説/
特集

2018205432 【骨粗鬆症リエゾンサービスの現状
と未来】 骨粗鬆症による医療経済的
負担増に対する軽減対策　リエゾン
サービスの活用の必要性

太田 博明（国際医療福
祉大学）

腎と骨代謝（0914-
5265）31巻2号 
Page95-100

（2018.04）

解説/
特集

2018197556 統合医療と医療経済 葛西 洋介（岡山大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 疫学・衛生学分野）

日本生体電気・物理刺
激研究会誌（1882-
1014）31巻 Page27-
32（2017.11）

解説

2018196930 骨 代 謝 マ ー カ ー の 現 状 と 課 題、
2017 骨代謝マーカー活用による医
療経済効果分析の試み

太田 博明（国際医療福
祉大学臨床医学研究セ
ンター）

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）3巻
Suppl.1 Page138

（2017.09）

会議録

2018195369 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（0022-7854）
54巻Suppl. Page S30

（2017.09）

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

2018226668 【Real World Data（実臨床データ）
を用いた臨床疫学研究】 関節リウマ
チコホートを用いた臨床疫学研究

山中 寿（東京女子医科
大学膠原病リウマチ痛
風センター）

医学のあゆみ（0039-
2359）265巻11号 
Page935-938

（2018.06）

解説/
特集

2018226666 【Real World Data（実臨床データ）
を用いた臨床疫学研究】 Real World 
Dataを用いた統計モデリングとそ
の費用対効果評価への応用　JJ医
療経済モデル

田中 司朗（京都大学
大学院 医学研究科 臨
床統計　学　），清　水　　 さ　や　か

医学のあゆみ（0039-
2359）265巻11号 
Page925-930

（2018.06）

解説/
特集

2018225608 【診断と治療のABC[126]関節リウ
マチ】 （第4章）管理・治療　関節リ
ウマチの医療経済

田中 榮一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター 膠
原病リウマチ内科）

最新医学（0370-8241）
別冊関節リウマチ 
Page182-188

（2017.09）

解説/
特集

2018224428 【医薬品開発を成功に導くシミュレ
ーション研究】 Quantitative sys-
tems pharmacologyを用いた医薬品
開発

川合 良成（シミック コ
ンサルティング事業部）

ファルマシア（0014-
8601）54巻5号 
Page410-414

（2018.05）

解説/
特集



2018224236 【認知症　診療の質の向上へ向けて】 
治療　実地医家が実践すべき治療
法の現状　認知症の音楽療法の実
際とは?　具体例も交えて

佐藤 正之（三重大学大
学院 医学系研究科 認
知症医療学）

Medical Practice
（0910-1551）35巻5
号 Page787-792

（2018.05）

解説/
特集

2018224234 【認知症　診療の質の向上へ向けて】 
治療　実地医家が実践すべき治療
法の現状　認知症の薬物治療の実
践

福井 俊哉（かわさき記
念病院）

Medical Practice
（0910-1551）35巻5
号 Page777-781

（2018.05）

解説/
特集

2018224110 スイッチOTC薬導入による医療用
医薬品処方への影響と社会経済学的
効用の評価

漆原 尚巳（慶応義塾大
学 薬学部）

薬学研究の進歩（0914-
4544）34号 Page81-
89（2018.03）

原著論文

2018223010 【ICUにおける早期リハビリテーシ
ョン-有用性、方法、モニター、開
始・中止基準-】 ICUでの早期リハビ
リテーションのCost effectiveness

門 浄彦（神戸市立医療
センター中央市民病院  
リハビリテーション技術
部），岩田 健太郎

ICUとCCU（0389-
1194）42巻3号 
Page181-188

（2018.03）

解説/
特集

2018221858 【再生処理と単回使用器材（SUD）
のパラダイムシフト】 中・小規模病
院のための再生処理のススメ　一次
処理〜中央化〜外部委託まで

井上 通人（洛和会音羽
病院 感染防止対策室）

感染対策ICTジャーナ
ル（1881-4964）13巻
2号 Page141-148

（2018.04）

解説/
特集

2018221418 糖尿病研究の最前線 窪田 直人（東京大学大
学院），後藤 温，渡邊 昌

医と食（1883-6658）
10巻2号 Page66-73

（2018.04）

座談会

2018220271 経済的負担を考慮した乾癬治療計画 梅澤 慶紀（東京慈恵会
医科大学 皮膚科），中川 
秀己

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）35巻
2号 Page367

（2018.04）

会議録

2018220225 アトピー性皮膚炎の病態生理とアン
メットニーズあるいは疾病負荷につ
いて

井 川 健（ 獨 協 医 科 大
学 皮膚科）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）35巻
2号 Page321

（2018.04）

会議録

2018220111 医療分野におけるTV会議システム
導入の費用対効果の検討

松本 武浩（長崎大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 先進予防医学講座  
医療情報学），岡田 みず
ほ，西口 真由美，江副 
智美，一橋 了介，本多 
正幸

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page1177-1178

（2017.11）

会議録

2018219918 Hyper-Converged Infrastructure
（HCI）による仮想化環境全体の高速
化と長寿命化

野口 忠祥（済生会熊本
病院），甲斐 聖人，中熊 
英貴，東 賢剛，松尾 健
司，佐方 友和

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page544-547

（2017.11）

会議録

2018219904 高額医療費の要因分析に適したデー
タマイニング手法に関する研究

村永 文学（鹿児島大学
病院 医療情報部），岩
穴口 孝，宇都 由美子，
熊本 一朗

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page484-487

（2017.11）

会議録



2018219816 医療の質向上に貢献する診療支援シ
ステムとその効果分析

岡垣 篤彦（国立病院機
構 大阪医療センター），
草深 裕光，松波 和寿，
山本 康仁，吉田 茂

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page196-199

（2017.11）

会議録

2018218994 当院健診センターにおける胃X線検
査の現状と課題　費用効果分析によ
る成績評価

鈴木 伶奈（帯広厚生病
院 医療技術部 放射線
技術科），北 就一，有野 
好之，武田 裕，高瀬 泰
和

北海道農村医学会雑誌
（1341-4666）50巻 
Page155-159

（2018.03）

原著論文

2018217334 当院におけるポリファーマシーの実
態調査

松島 亜紀（浦添総合病
院 薬剤部），與儀 邦子，
佐次田 頌，宮里 弥篤，
川上 博瀬，浜元 善仁，
翁長 真一郎

社会医療法人仁愛会医
報（2185-5366）18巻 
Page1-2（2018.01）

原著論文

2018216587 環境負荷物質対策の費用対効果に
ついて

井上 和也（産業技術総
合研究所）

大気環境学会年会講演
要旨集58回 Page220-
221（2017.08）

会議録

2018215298 がん薬物療法時の予防的制吐薬の処
方状況と看護アセスメント

奥山 絢子（国立がん研
究センター がん対策情
報センター がん登録セ
ンター），中村 文明，東 
尚弘

がん看護（1342-0569）
23巻1号 Page63-68

（2018.01）

解説

2018212783 高齢者双極性障害の介護者の負担　
機能性と神経精神症状との関係

（Caregiver burden in older adults 
with bipolar disorder: relationship 
to functionality and neuropsychiat-
ric symptoms）（英語）

dos Santos Glenda D. 
(Faculty of Medicine, 
Department and 
Institute of Psychiatry 
University of Sao 
Paulo), Forlenza 
Orestes V., Ladeira 
Rodolfo B., Aprahamian 
Ivan, Almeida Jouce G., 
Lafer Beny, Nunes 
Paula V.

Psychogeriatrics
（1346-3500）17巻5
号 Page317-323

（2017.09）

原著論文/
比較研究

2018212779 若年認知症と高齢認知症の介護を担
う配偶者ではニーズに違いがあるか　
比較試験（Do spouse caregivers of 
young and older persons with de-
mentia have different needs? A 
comparative study）（英語）

Wawrziczny Emilie 
(Laboratory SCALab, 
UMR CNRS 9193), 
Pasquier Florence, 
Ducharme Francine, 
Kergoat Marie-Jeanne, 
Antoine Pascal

Psychogeriatrics
（1346-3500）17巻5
号 Page282-291

（2017.09）

原著論文/
比較研究



2018212730 ガノデリン酸Aに対する単鎖可変領
域（scFv）抗体のバクテリア発現　
scFvベースの酵素結合免疫吸着ア
ッセイを用いた定量分析に関する費
用対効果の高いアプローチ（Bacteri-
al Expression of a Single-Chain 
Variable Fragment（scFv） Antibody 
against Ganoderic Acid A: A Cost-
Effective Approach for Quantitative 
Analysis Using the scFv-Based 
Enzyme-Linked Immunosorbent As-
say）（英語）

Yusakul Gorawit (De-
partment of Pharma-
cognosy, Graduate 
School of Pharmaceuti-
cal Sciences, Kyushu 
University), Nuntawong 
Poomraphie, Sakamoto 
Seiichi, Na Bhuket 
Pahweenvaj Ratnati-
laka, Kohno Toshitaka, 
Kikkawa Nao, Rojsit-
thisak Pornchai, Shi-
mizu Kuniyoshi, Tanaka 
Hiroyuki, Morimoto 
Satoshi

Biological & 
Pharmaceutical 
Bulletin（0918-6158）
40巻10号 Page1767-
1774（2017.10）

原著論文

2018212336 日本で単離されたイミペネム型また
はニューデリー型メタロβ-ラクタ
マーゼ産生腸内細菌科を検出するた
めの市販の表現型分析法の評価

（Evaluation of commercial pheno-
typic assays for the detection of 
IMP- or New Delhi metallo-β-lac-
tamase-producing Enterobacteria-
ceae isolates in Japan）（英語）

Sakanashi Daisuke 
(Department of 
Infection Control and 
Prevention, Aichi 
Medical University 
Hospital), Kawachi 
Makoto, Uozumi Yuki, 
Nishio Mitsuru, Hara 
Yuki, Suematsu 
Hiroyuki, Hagihara 
Mao, Nishiyama Naoya, 
Asai Nobuhiro, Koizumi 
Yusuke, Yamagishi 
Yuka, Mikamo 
Hiroshige

Journal of Infection 
and Chemotherapy

（1341-321X）23巻
7-8号 Page474-480

（2017.08）

原著論文

2018212023 【暑熱環境下における牛の栄養代謝】 
暑熱期における牛へのグリセリン

（グリセロール）給与の効果

谷村 英俊（福井県畜産
試験場 酪農研究グルー
プ），和田 卓也

臨床獣医（0912-1501）
36巻5号 Page20-24

（2018.05）

解説/
特集

2018210472 学術総会を記念して　変遷と展望 田中 秀子（淑徳大学 看
護栄養学部 看護学科）

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌（1884-
233X）22巻1号 
Page1-7（2018.04）

解説

2018210283 【特発性正常圧水頭症の基礎と臨床】 
iNPH　髄液シャント介入の適応と
タイミング、医療経済効果

中島 円（順天堂大学 脳
神経外科学講座）

Dementia Japan
（1342-646X）32巻2
号 Page225-232

（2018.04）

解説/
特集



2018209918 がん患者における周術期口腔機能管
理の医科歯科連携の問題点とその対
応に関する研究

湯浅 秀道（国立病院機
構豊橋医療センター 歯
科口腔外科），栗田 賢
一，藥師寺 登，今井 裕，
宮田 勝，田中 潤一，小
早川 元博，横江 義彦，
山下 徹郎，牧野 修治郎，
下郷 和雄，古木 良彦，
林 升，柴原 孝彦，古郷 
幹彦

日本歯科医学会誌
（0286-164X）37巻 
Page40-45（2018.03）

原著論文

2018209743 在宅療養支援診療所でのPBPM導入
とその効果

今城 宏文（ドクターゴ
ン鎌倉診療所），小川 亮
子，岡 豊香，長谷川 聰，
平田 恵里，岸本 正人，
泰川 恵吾，廣原 正宜，
串田 一樹

癌と化学療法（0385-
0684）45巻Suppl.I 
Page35-37（2018.03）

原著論文

2018209348 ピッキングサポートシステムを監査
時に利用することによる調剤過誤防
止対策の効果

多賀 小枝子（大垣市民
病院 薬剤部），木村 美
智男，吉村 知哲

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻4
号 Page416-420

（2018.04）

原著論文

2018209300 薬剤師による処方設計〈67〉科学的
な根拠と経済性を考慮した処方介入

金井 紀仁（青葉会新座
病院 薬剤科）

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻4号 
Page1075-1079

（2018.04）

解説

2018206911 抗EGFR抗体薬を投与されている大
腸がん患者の皮膚障害に対する思い　
外見変化をきたした患者のQOL維持
をめざして

八木橋 喜代子（青森市
民病院 外来化学療法
室），佐藤 直子，太田 
千草

青森市民病院医誌
（0914-7500）21巻1
号 Page57-65

（2018.02）

原著論文

2018206830 【Structural Heart Diseaseインター
ベンション-「新しい」インターベン
ションのすべて】TAVI TAVIと費用
対効果

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部），井上 幸
恵

循環器ジャーナル
（2432-3284）66巻2
号 Page214-220

（2018.04）

解説/
特集

2018206746 【認知行動療法のひろがりとその技
法】 ARMS（アットリスク精神状態）
に対する認知行動療法の現状

松本 和紀（東北大学大
学院 医学系研究科 精
神神経学分野），濱家 由
美子，冨本 和歩

最新精神医学（1342-
4300）23巻2号 
Page105-112

（2018.03）

解説/
特集

2018206021 PCRを用いたアルゴリズムのClos-
tridium difficle関連感染（CDI）に対
する費用対効果での有用性

中嶋 一彦（兵庫医科大
学 感染制御部），竹末 
芳生，一木 薫，植田 貴
史，石川 かおり，和田 
恭直，土田 敏恵

日本環境感染学会総会
プログラム・抄録集33
回 Page233

（2018.02）

会議録



2018205476 【感染症外来診療「賢医の選択」-検
査・経口薬・ワクチンをどう使えば
いいんですか?】 感染症予防ワクチ
ンのChoosing Wisely　予防医療の
エキスパートになる　肺炎球菌ワク
チン

南 宮 湖（ 永 寿 総 合 病
院  呼吸器内科）

総合診療（2188-8051）
28巻4号 Page519-
523（2018.04）

解説/
特集

2018205432 【骨粗鬆症リエゾンサービスの現状
と未来】 骨粗鬆症による医療経済的
負担増に対する軽減対策　リエゾン
サービスの活用の必要性

太田 博明（国際医療福
祉大学）

腎と骨代謝（0914-
5265）31巻2号 
Page95-100

（2018.04）

解説/
特集

2018205265 【かかりつけ医のための認知症診療
の手引き】 認知症の現在と未来

横井 優磨（国立精神・
神経医療研究センター
病院），水澤 英洋

臨牀と研究（0021-
4965）95巻3号 
Page229-232

（2018.03）

解説/
特集

2018204101 【新薬展望2018】（第III部）治療にお
ける最近の新薬の位置付け〈薬効別〉
〜新薬の広場〜 気管支喘息治療薬・
COPD治療薬

山口 将史（滋賀医科大
学医学部附属病院 呼吸
器内科），黄瀬 大輔，中
野 恭幸

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻増刊 
Page635-639

（2018.02）

解説/
特集

2018204074 【新薬展望2018】（第I部）新薬創出を
取り巻く環境変化 薬価制度改革と
国民皆保険の維持

西村 周三（医療経済研
究機構）

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻増刊 
Page436-439

（2018.02）

解説/
特集

2018204073 【新薬展望2018】（第I部）新薬創出を
取り巻く環境変化 医療における効
率性と公平性　医薬品産業の持続
可能性も視野に

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命科学部 生命医
科学科）

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻増刊 
Page429-435

（2018.02）

解説/
特集

2018203178 ワクチン公費助成後の重症ロタウイ
ルス胃腸炎入院症例減少効果

守分 正（国立病院機構
岩国医療センター 小児
科），川口 典子，内田 
伊織，平岡 知浩，二川 
奈都子，越智 裕昭，新
治 文子，杉峯 貴文，高
田 啓介

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）122巻2
号 Page329

（2018.02）

会議録

2018203127 NICUでの鑑視培養の費用対効果解
析と選択的監視培養の検討

北野 泰斗（奈良県立病
院機構奈良県総合医療
センター 新生児集中治
療室），高木 久美子，新
居 育世，安原 肇，恵美
須 礼子，扇谷 綾子，北
川 大輔，岡 美也子，桝
尾 和江，箕輪 秀樹

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）122巻2
号 Page316

（2018.02）

会議録

2018202514 自家末梢血幹細胞採取・移植におけ
るバイオ後続品filgrastimの有効性と
安全性　単施設での後方視的検討

飯野 昌樹（山梨県立中
央病院 血液内科），山
本 健夫

臨床血液（0485-1439）
59巻2号 Page145-
152（2018.02）

原著論文/
比較研究



2018200236 【報告】塩化ラジウム（223Ra）注射
液を用いた内用療法に係る医療実態
調査報告書（第2報）

絹谷 清剛（金沢大学 医
薬保健研究域医学系核
医学），加藤 克彦，神岡 
健，新村 俊幸，的場 義
典，伊藤 健吾

核医学（0022-7854）
54巻1号 Page603-
621（2017.02）

原著論文

2018197370 高リスクの高齢骨粗鬆症女性に対す
るデノスマブ治療は費用対効果に優
れるか?

吉沢 知宏（筑波大学 医
学医療系整形外科），西
野 衆文，星 淑玲，大久
保 一郎，山崎 正志

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）3巻
Suppl.1 Page324

（2017.09）

会議録

2018197220 大腿骨近位部骨折の二次骨折予防に
対する各種骨粗鬆症治療薬の評価　
費用対効果からみて薬価は適正とい
えるか

松永 俊二（今給黎総合
病院 整形外科）

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）3巻
Suppl.1 Page285

（2017.09）

会議録

2018195202 腹部大動脈瘤に対するステントグラ
フト内挿術の費用効用分析（A Cost- 
Utility Analysis of Endovascular 
Aneurysm Repair for Abdominal 
Aortic Aneurysm）（英語）

Takayama Yutaka 
(Department of Vascu-
lar Surgery, Ibaraki 
Prefectural Central 
Hospital)

Annals of Vascular 
Diseases（1881-
641X）10巻3号 
Page185-191

（2017.09）

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

2018222726 2025年医療制度改革におけるBNP
検査の重要性

斎藤 能彦（奈良県立医
科大学 循環器内科学），
佐藤 幸人，錦見 俊雄，
土田 桂蔵

MMJ14巻2号 Page68-
71（2018.04）

座談会

2018220977 在宅医療制度を患者の利益に推進す
る取組み　全国在宅医療テストと訪
問看護活用のためのアプリ

江篭平 紀子（ゆうの森），
永吉 裕子，飯森 俊介，
永井 直美，木原 信吾，
永井 康徳，甲斐 博，高
橋 寛

日本在宅医学会大会20
回 Page402

（2018.04）

会議録

2018220221 平成28年度医療制度検討委員会会
長諮問答申「遠隔医療の現状と対応」

浅井 俊弥（浅井皮膚科
クリニック）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）35巻
2号 Page314

（2018.04）

会議録

2018220129 医療保険オンライン資格確認及び医
療機関受診記録生成システムの開発

福田 賢一（東京工業大
学），小尾 高史，岩丸 良
明，鈴木 裕之，平良 奈
緒子，中嶋 秀樹，長澤 
潔，石原 聰，大山 永昭

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page1236-1238

（2017.11）

会議録



2018219912 医療保険のオンライン資格確認を活
用した個人医療情報管理の実現手法
について

平良 奈緒子（東京工業
大学 科学技術創成研究
院社会情報基盤研究セ
ンター），小尾 高史，福
田 賢一，岩丸 良明，鈴
木 裕之，大山 永昭

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page523-526

（2017.11）

会議録

2018219793 医療保険者・疾病管理事業者・医療
機関等が連携した生活習慣病重症化
予防サービスの標準化・事業モデル
創出を目指した研究

中島 直樹（九州大学病
院 メディカル・インフ
ォメーションセンター）

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）37
回 Page134

（2017.11）

会議録

2018209745 諸外国の在宅医療に対する薬剤師の
かかわりと医療制度国際比較の一考
察

奥田 徳子（大阪市立大
学大学院）

癌と化学療法（0385-
0684）45巻Suppl.I 
Page41-44（2018.03）

原著論文

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2018226034 トヨタが考える「医療材料・消耗品
原価改善活動」について

大西 みちる（トヨタ記
念病院 調達グループ），
川上 光男，久野 邦明，
平松 基成

日本病院会雑誌（0385-
9363）65巻4号 
Page391-396

（2018.04）

解説

2018225002 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8回）　医薬
品価格交渉をどう進化させるか

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻6号 Page1111-
1114（2018.05）

解説

2018224369 2018年度診療報酬改定　わが病院
における対応策　単純置き換えで
0.09%の増収　薬価引き下げ分はマ
イナス、手術・短期滞在3はプラス

矢島 健二 病院羅針盤9巻124号 
Page27-33（2018.05）

解説

2018204074 【新薬展望2018】（第I部）新薬創出を
取り巻く環境変化 薬価制度改革と
国民皆保険の維持

西村 周三（医療経済研
究機構）

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻増刊 
Page436-439

（2018.02）

解説/
特集

2018197220 大腿骨近位部骨折の二次骨折予防に
対する各種骨粗鬆症治療薬の評価　
費用対効果からみて薬価は適正とい
えるか

松永 俊二（今給黎総合
病院 整形外科）

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）3巻
Suppl.1 Page285

（2017.09）

会議録

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2018210380 副看護師長の認識と役割に関する実
践の実態

名原 千穂（大田市立病
院），横田 恵美子，郷原 
真裕子，原 ゆかり，杉
本 奈々絵，秋鹿 都子

日本看護学会論文集: 
看護管理（1347-8184）
48号 Page261-264

（2018.04）

原著論文/
比較研究



2018210370 他部門研修における新人看護職員の
学びの考察

梶川 景子（札幌医科大
学附属病院），首藤 英里
香，濱田 奈緒子，北越 
孝栄，岡本 佳代子，澤
田 佳代，正岡 経子，林 
佳子，田畑 久江，梅田 
聖子，城丸 瑞恵，大日
向 輝美，萩原 直美

日本看護学会論文集: 
看護管理（1347-8184）
48号 Page221-224

（2018.04）

原著論文

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

2018225002 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8回）　医薬
品価格交渉をどう進化させるか

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻6号 Page1111-
1114（2018.05）

解説

2018224430 【医薬品開発を成功に導くシミュレ
ーション研究】 DILIsymを用いた薬
剤誘発性肝障害の臨床予測

齊藤 隆太（田辺三菱製
薬 創薬本部創薬基盤研
究所）

ファルマシア（0014-
8601）54巻5号 
Page420-424

（2018.05）

解説/
特集

2018224428 【医薬品開発を成功に導くシミュレ
ーション研究】 Quantitative sys-
tems pharmacologyを用いた医薬品
開発

川合 良成（シミック コ
ンサルティング事業部）

ファルマシア（0014-
8601）54巻5号 
Page410-414

（2018.05）

解説/
特集

2018224425 【医薬品開発を成功に導くシミュレ
ーション研究】 医薬品開発における
モデリング&シミュレーションの概
論

奥平 典子（第一三共 研
究開発本部 臨床薬理
部）

ファルマシア（0014-
8601）54巻5号 
Page397-401

（2018.05）

解説/
特集

2018218642 日本の治験で止めてもよいと思われ
る業務等のアンケート調査結果

高橋 英司（クインタイ
ルズ・トランスナショナ
ル・ジャパン 臨床開発
事業本部クリニカルオ
ペレーション統括部），
福島 達也，青野 寛之，
慶山 珠美，榎本 有希子，
内田 正志

Clinical Research 
Professionals64号 
Page8-18（2018.02）

原著論文

2018216171 抗体医薬品生産における培養プロセ
ス開発戦略

槙坪 寛勝（中外製薬 製
薬研究部（生物技術）），
岡本 浩

日本生物工学会大会講
演要旨集平成29年度 
Page110（2017.08）

会議録

2018216154 創薬研究におけるウェット・ドライ
連携によるバイオインフォマティク
ス

六嶋 正知（塩野義製薬） 日本生物工学会大会講
演要旨集平成29年度 
Page95（2017.08）

会議録

2018215530 【学術情報ソリューションセミナー】 
日本血液製剤機構におけるARROW
導入事例

大槻 是代（日本血液製
剤機構 研究開発本部）

薬学図書館（0386-
2062）63巻1号 
Page64-67（2018.01）

解説/
特集



2018211527 【日本PDA製薬学会編　Life Cycle 
Management】 （第9章）バイオ医薬
品の連続生産　バイオ医薬品　連
続生産における現状と課題

時枝 養之（化学及血清
療法研究所），粟津 洋
寿，伊藤 隆夫，岡野 清，
小川 伸哉，河野 栄樹，
左海 順，菅谷 真二，新
見 伸吾，松野 哲巌，山
本 耕一，山本 秀樹，吉
村 卓也，日本PDA製薬
学会バイオウイルス委
員会連続生産工程開発
及び工程管理分科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻6
号 Page1184-1192

（2018.04）

解説/
特集

2018211526 【日本PDA製薬学会編　Life Cycle 
Management】 （第8章）ICH Q12施
行に向けてのCMC・GMPの機会　
ICH Q12の施行に向けたPQS及び
連携機能強化の必要性

篠部 哲次（キッセイ薬
品工業），日本PDA製薬
学会開発QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻6
号 Page1178-1182

（2018.04）

解説/
特集

2018211525 【日本PDA製薬学会編　Life Cycle 
Management】 （第8章）ICH Q12施
行に向けてのCMC・GMPの機会　
ICH Q12施行に向けてのCMCの機
会

淺原 初木（グラクソス
ミスクライン ），日本
PDA製薬学会開発QA委
員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻6
号 Page1167-1176

（2018.04）

解説/
特集

2018211518 【日本PDA製薬学会編　Life Cycle 
Management】 （第3章）有効な技術
移転のための組織構築、および管理
戦略、開発知識に基づいたOngoing 
process verification（日常的工程確
認）の実施　管理戦略とOngoing 
Process Verification　少量懸濁注
射剤プレフィルドシリンジ事例研究

浅川 みちる（テルモ），
菊地 基哉，臺場 昭人，
坪井 貴司，檜山 行雄，
日本PDA製薬学会技術
教育委員会非固形製剤
分科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻6
号 Page1072-1085

（2018.04）

解説/
特集

2018211517 【日本PDA製薬学会編　Life Cycle 
Management】 （第3章）有効な技術
移転のための組織構築、および管理
戦略、開発知識に基づいたOngoing 
process verification（日常的工程確
認）の実施　組織と技術移転の関係　
適切な技術移転の実施

山崎 龍一（日本製薬），
佐藤 崇郁，中川 知哉，
橋爪 裕也，橋本 葭人，
宮崎 達也，宮崎 雄太，
日本PDA製薬学会技術
教育委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻6
号 Page1063-1070

（2018.04）

解説/
特集



2018211513 【日本PDA製薬学会編　Life Cycle 
Management】 （第1章）非無菌製剤
製造所の監査・査察に関する研究　
非無菌製剤製造所の監査・査察に関
する研究

井上 敬介（武田薬品工
業），賀屋 拓郎，野田 
実希，菅谷 佳代，田中 
広徳，浦山 由巳，上久
木田 務，白井 俊光，白
木澤 治，杉山 篤央，須
藤 眞生，那須川 真澄，
平原 茂人，堀江 匠，光
吉 浩，宮本 貴之，村上 
大吉郎，日本PDA製薬
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