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看護と医療政策を考えるヒント

（Number.27）「グリーフケア」と

看護

フェムト秒レーザーによる角膜移植

術の医療経済分析

虫垂手術での、創縁ドレープ使用に

よる医療経済効果の検討

TAZ/PIPC（ゾシン）は医療経済的

に病院に貢献するか?

医療政策の変化が医療感染関連対策

をどう変えていくか

【運動器疾患に対する最小侵襲手術】

最小侵襲手術の功罪　医療経済への

影響　最小侵襲手術の医療経済への

影響を考える

破裂性腹部大動脈瘤手術症例の検討

治療成績及びDPC導入に伴う医療

経済面からみた問題点

論文種別

解説

原著論文／

比較研究

会議録

会議録

会議録

解説／

特集

会議録

出典

看護管理

（0917-1355）21巻7号

Page597（2011.07）

Pharma Medica

（0289-5803）29巻6号

Page141-146（2011.06）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page290（2011.02）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page242（2011.02）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page115（2011.02）

別冊整形外科

（0287-1645）59号

Page238-242（2011.04）

日本血管外科学会雑誌

（0918-6778）20巻2号

Page390（2011.04）

著者（所属）

松村啓史（テルモ）

島崎潤（東京歯科大学附

属市川総合病院 眼科），

坪田一男，荒井宏幸，

坂谷慶子，稗田牧，篠崎

尚史，天野史郎，木下茂

柴原美也子（藤沢市民

病院），佐藤厚夫，井上

明子，金井明子，喜古

康博，大隅智之

石倉久嗣（徳島赤十字

病院 ICT），角谷美千代，

藤本華織，大久保真由美，

堀本厚子，福田靖，田中

えり子

柴孝也

（東京慈恵会医科大学）

鎌江伊三夫（慶応義塾大

学大学院 健康マネジメ

ント研究科），鎌江真希

新谷英夫（国家公務員共

済組合連合会 大手前病

院 心臓血管外科），初岡

慎一，近藤晴彦

医療経済関係研究論文（9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



2011224055

2011220062

2011212722

2011210150

2011210131

2011209707

2011209392

2011206833

医療経済からみた腹部大動脈瘤の治

療選択

Clostridium difficile感染症に対する

経口Vancomycinの至適投与量に関

する臨床的および医療経済的効果

地域スポーツクラブ会員の運動頻度

の増加からみた医療経済効果　健

康・スポーツ政策の立案過程におけ

る公共的理由としての医療費

歯科用衛生材料の個別包装化に伴う

医療経済的結果について

歯科用衛生材料の個別包装化に伴う

医療経済的結果について

医療政策の転換と日本社会の対応に

ついて　戦後期の健康保険制度確立

について

脊髄損傷医療経済を考察するに当た

って　脊髄損傷データベースシステ

ムからのデータ解析

日本での急性B型肝炎　発症率、臨

床診療、医療政策（Acute hepatitis

B in Japan: Incidence，clinical prac-

tices and health policy）（英語）

小野原大介（長崎大学病

院 心臓血管外科），江石

清行，橋詰浩二，有吉

毅子男，谷口真一郎，

泉賢太，中路俊，松丸

一朗，住瑞木，坂本一郎，

上谷雅孝

添田博（東京医科大学

附属病院 薬剤部），友田

由香子，犬伏厚夫，金子

亜希子，明石貴雄，中村

造，松本哲哉

水上博司（日本大学 文

理学部），大平利久，大澤

裕美，伊藤俊樹

砂川光宏（東京医科歯

科大学 総合診療科クリ

ーンルーム歯科外来），

松本宏之，和泉雄一

砂川光宏（東京医科歯科

大学歯学部附属病院 総

合診療科クリーンルー

ム歯科外来），松本宏之，

和泉雄一

渡部幹夫（順天堂大学

医療看護学部），福田洋，

田中誠二，鈴木晃仁

坂井宏旭（総合せき損

センター），出田良輔，

前田健，森英治，弓削

至，河野修，高尾恒彰，

益田宗彰，宿利知之，

林哲生，植田尊善，芝啓

一郎

Sako Akahito（国立国際

医療研究センター 消化

器科），Yasunaga Hideo，

Horiguchi Hiromasa，

Hashimoto Hideki，

Masaki Naohiko，

Matsuda Shinya

日本血管外科学会雑誌

（0918-6778）20巻2号

Page288（2011.04）

日本環境感染学会誌

（1882-532X）26巻3号

Page149-153（2011.05）

日本大学文理学部人文

科学研究所研究紀要

（0286-6447）81号

Page61-79（2011.03）

口腔病学会雑誌

（0300-9149）78巻1号

Page47（2011.03）

口腔病学会雑誌

（0300-9149）78巻1号

Page35-39（2011.03）

医療看護研究

（1349-8630）7巻1号

Page80-81（2011.03）

Journal of Spine

Research

（1884-7137）2巻3号

Page633（2011.03）

Hepatology Research

（1386-6346）41巻1号

Page39-45（2011.01）

会議録

原著論文／

比較研究

解説

会議録

原著論文

会議録

会議録

原著論文
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2011238143

2011238066

2011236599

2011235453

2011235452

2011235451

2011235450

2011235303

2011235302

2011234869

タイトル

戦略的病院経営　財務・レセプト・

DPC・外来・手術・コスト・看護

必要度を活用する（第3回） 外来

部門の経営戦略は、病院の機能とビ

ジョンで大きく変わる

医院経営　押しどころ引きどころ

（Vol.43） 変動費割合の認識と取

引先との関係

一般病院における小児外科の経済的

問題点とその対策

子宮がんのcost of illnessの検討

乳がんの疾病費用の推計

前立腺がんの疾病費用の推計

肺がんの疾病費用の推計

診療情報を用いた医薬品のジェネリ

ックシフトについて

当院における持参薬管理システムの

構築（第二報） 持参薬の経済性の

検討

大腸がんの疾病費用の推計

著者（所属）

工藤高（MMオフィス）

小笠原康二

（ディーピーエス）

鳥羽山滋生（聖隷浜松病

院小児外科），河野澄男，

宮崎栄治，鄭英里

瀬戸加奈子（東邦大学

医学部 社会医学講座），

呉映暉，伊藤慎也，藤田

茂，北澤健文，松本邦愛，

長谷川友紀

吉田愛（東邦大学 医学

部 社会医学講座），羽賀

洋一，松本邦愛，長谷川

友紀

北澤健文（東邦大学 医

学部 社会医学講座），

高野研一郎，松本邦愛，

長谷川友紀

高野研一郎（東邦大学

医学部 社会医学講座），

北澤健文，松本邦愛，

長谷川友紀

村守隆史（董仙会恵寿

総合病院 医事課），川村

研二，藤田昌雄，笹谷

忠志

藤本康嗣（横浜新緑総合

病院薬剤部），山浦紋子，

関口信香，岩城康子，

藤田力也，豊田彰，後藤

直樹

合地俊治（東邦大学 医

学部 社会医学講座），

藤田茂，松本邦愛，

長谷川友紀

出典

医療アドミニストレー

ター2巻16号

Page66-69（2011.07）

アポロニア21211号

Page092-095（2011.07）

聖隷浜松病院医学雑誌

（1346-9045）11巻1号

Page51-55（2011.05）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page414

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page414

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page413

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page413

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page376

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page376

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page262

（2011.06）

論文種別

解説

解説

原著論文

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2011234868

2011234811

2011234614

2011232491

2011231590

2011230650

2011230646

2011230526

2011230458

胃がんの疾病費用の推計

病院管理データによる転倒・転落に

起因する追加的医療費算出の試み

制吐剤使用法適正化による薬剤費節

減に関する化学療法委員会の取り組

み

心肺蘇生　最新の治療戦略と今後の

展望　ECPR の費用効果分析

SAVE-J多施設共同研究の結果から

慢性腎臓病（CKD）患者の心血管

発症抑制におけるアロプリノールの

費用効果分析

小児科病棟における院内曝露に関す

る対策費の検討

吸引カテーテルの院内標準化による

吸引手順の統一と経済的効果

医療廃棄物処理装置導入による経済

効果

TAZ/PIPC（ゾシン）は医療経済的

に病院に貢献するか?

芳賀香代子（東邦大学

医学部 社会医学講座），

松本邦愛，伊藤慎也，

長谷川友紀

中林愛恵（島根大学医

学部附属病院 医療サー

ビス課），廣瀬昌博，

伊藤孝史，三原美津江，

福田治久，竹村匡正，

岡本和也，今中雄一

中島誠（国立病院機構

長良医療センター 薬剤

科），松本修一，吉田

久美，小倉典子，佐野

公泰，田中亨，加藤

達雄，杉山正

渥美生弘（神戸市立医

療センター中央市民病

院 救命救急センター），

坂本哲也，浅井康文，

長尾建，森村尚登，田原

良雄，横田裕行，奈良

理，長谷守，佐藤愼一，

有吉孝一

若杉三奈子（新潟大学

臓器連関研究センタ

ー），風間順一郎，成田

一衛

升永憲治（久留米大学

病院），藤内聖子，三浦

美穂，渡邊浩

植木葉子（岩手医科大

学医学部附属病院 医療

安全管理部 感染症対策

室 VAPチーム），櫻井滋，

小野寺直人

倉本朗（北楡会札幌北

楡病院 看護部），長倉

竜也，佐々木由紀子，

安田一恵

石倉久嗣（徳島赤十字

病院 ICT），角谷美千代，

藤本華織，大久保真由美，

堀本厚子，福田靖，田中

えり子

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page262

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page248

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page198

（2011.06）

日本臨床救急医学会雑誌

（1345-0581）14巻2号

Page197（2011.04）

日本腎臓学会誌

（0385-2385）53巻3号

Page339（2011.05）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page290（2011.02）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page289（2011.02）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page259（2011.02）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page242（2011.02）

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録



2011230244

2011228894

2011228283

2011225849

2011224055

2011223423

2011223188

2011222494

2011221671

薬剤師による感染症治療戦略 診療

所における抗菌薬適正使用への薬剤

師の介入　グラム染色の活用による

治療効果の改善と医療費の抑制

わが国の医療現場を取り巻く環境

現況と展望　DPCとICU機能評価

課題と展望

長期にわたる脳卒中予防対策に関す

る費用効果分析

【運動器疾患に対する最小侵襲手術】

最小侵襲手術の功罪　医療経済への

影響　最小侵襲手術の医療経済への

影響を考える

医療経済からみた腹部大動脈瘤の治

療選択

わが国におけるB型肝炎母子感染の

問題と対策　ユニバーサルワクチン

接種に向けて

内視鏡手術の麻酔

職員胃検診における各種検診法の費

用と効果についての検討

新規抗認知症薬に求められるもの

認知症治療の新たな展開

前田雅子（まえだ耳鼻

咽喉科クリニック）

西村匡司（徳島大学 大

学院病態情報医学講座

救急集中治療医学）

山岸良匡（筑波大学 社

会健康医学），大久保

一郎，佐藤眞一，北村

明彦，木山昌彦，岡田

武夫，谷川武，大平

哲也，今野弘規，近藤

正英，石川善紀，嶋本

喬，磯博康

鎌江伊三夫（慶応義塾

大学大学院 健康マネジ

メント研究科），鎌江

真希

小野原大介（長崎大学

病院 心臓血管外科），

江石清行，橋詰浩二，

有吉毅子男，谷口真一

郎，泉賢太，中路俊，

松丸一朗，住瑞木，

坂本一郎，上谷雅孝

乾あやの（済生会横浜

市東部病院 こどもセン

ター肝臓・消化器部門）

荻原幸彦（東京医科大

学八王子医療センター

麻酔科）

足立経一（島根大学 医

学部 看護学科 臨床看護

学講座），古田賢司，

相見正史，深澤厚輔，

清村志乃，大原俊二，

森田照美，森山美香，

澄川真珠子，三瓶まり，

木下芳一

新井平伊（順天堂大学

医学部精神医学教室）

日本環境感染学会総会

プログラム・抄録集26回

Page146（2011.02）

医薬の門（0579-2762）

50巻6号

Page446-449（2011.01）

日本循環器病予防学会誌

（1346-6267）46巻2号

Page139（2011.04）

別冊整形外科

（0287-1645）59号

Page238-242（2011.04）

日本血管外科学会雑誌

（0918-6778）20巻2号

Page288（2011.04）

日本小児科学会雑誌

（0001-6543）115巻3号

Page529-537（2011.03）

麻酔科学レビュー2010巻

Page156-161（2010.05）

島根大学医学部紀要

（1880-084X）33巻

Page1-6（2010.12）

臨床精神薬理

（1343-3474）14巻7号

Page1123-1129

（2011.07）

会議録

解説

会議録

解説／

特集

会議録

総説

総説

原著論文

解説



2011221593

2011221523

2011220973

2011220677

2011219687

2011218977

2011214967

2011214596

2011214539

2011211550

【産前・産後のクラスでそのまま使え

る! 母親学級パワーアップガイド】

（第1章）総論 母親学級、産前・産

後クラスの意義

【生薬資源と漢方】

環境制御による薬用植物の効率的生

産とその将来性　省資源・環境保全

と高品質・高収量の両立

RIS・PACSシステム導入による効

果

【押さえておきたい!在宅皮下輸液の

ポイント】

〈総論〉在宅皮下輸液の基礎知識

感染症の看護とケアのポイント　手

術部位感染予防と感染発生時の看護

ケアのポイント

西東京市における大腸がん検診　特

定健診と同時実施の成果

腎臓内科学　進行したステージの

CKDを有する糖尿病患者に対する

AST-120の投与は費用効果的である

わが国の医療現場を取り巻く環境

現況と展望　DPC制度によりわか

ったこと、変わったこと　今後の医

療の方向性

病院情報システムの仮想化による導

入コストの比較

マルコフモデルを用いた白内障検診

プログラムの効用分析

島田啓子（金沢大学 医

薬保健研究域保健学系

看護科学領域健康発達

看護学講座）

古在豊樹（千葉大学 環

境健康フィールド科学セ

ンター），新藤聡，松本

洋俊，松原紀嘉，渡辺

均，池上文雄

相川修二（札幌社会保

険総合病院 放射線部），

松村俊也，田村良枝，

川上亮，木村智茂，伴

伸次，塩崎満，関均，

星野広史，加藤信博，

薮野孝，吉川裕幸，松岡

伸一，秦温信

木下朋雄（コンフォガ

ーデンクリニック）

平松玉江（国立がん研

究センター中央病院）

石田秀世（西東京市医

師会），和田敏史，森谷

雅人，水村泰夫，水野

昌之，竹内俊二，高原

佳憲，川瀬義彦

林野泰明（京都大学大

学院 医学研究科 社会健

康医学系専攻医療疫学

分野）

小山信彌（東邦大学医

療センター大森病院）

水谷晃三（帝京大学医

療情報システム研究セ

ンター），五味悠一郎，

澤智博

山田昌和（国立病院機

構東京医療センター），

阿久根陽子，平塚義宗

ペリネイタルケア

（0910-8718）2011

夏季増刊

Page10-15（2011.06）

漢方と最新治療20巻2号

Page125-130（2011.05）

札幌社会保険総合病院

医誌（1342-6656）

18巻 Page12-15

（2009.12）

コミュニティケア

13巻6号

Page12-16（2011.06）

化学療法の領域

（0913-2384）27巻6号

Page1504-1512

（2011.05）

東京都医師会雑誌

（0040-8956）64巻4号

Page430-433（2011.05）

医学のあゆみ

（0039-2359）237巻8号

Page847-848（2011.05）

医薬の門

（0579-2762）50巻5号

Page348-355（2010.11）

医療情報学

（0289-8055）30巻2号

Page109-118（2011.04）

日本眼科学会雑誌

（0029-0203）115巻臨増

Page314（2011.04）

解説／

特集

解説／

特集

原著論文

解説／

特集

解説

解説

解説

解説

原著論文

会議録



2011210150

2011210131

歯科用衛生材料の個別包装化に伴う

医療経済的結果について

歯科用衛生材料の個別包装化に伴う

医療経済的結果について

砂川光宏（東京医科歯

科大学 総合診療科クリ

ーンルーム歯科外来），

松本宏之，和泉雄一

砂川光宏（東京医科歯

科大学歯学部附属病院

総合診療科 クリーンル

ーム歯科外来），松本

宏之，和泉雄一

口腔病学会雑誌

（0300-9149）78巻1号

Page47（2011.03）

口腔病学会雑誌

（0300-9149）78巻1号

Page35-39（2011.03）

会議録

原著論文

文献番号

2011229716

2011229350

2011220018

2011209825

2011206135

タイトル

第14回透析医療費実態調査報告

日本人における野菜摂取量と医療費

との関連　生態学的研究

（The Relation between Vegetable

Intake and Medical Costs in Japan-

ese: Ecological Study）（英語）

群馬県における肝炎医療費助成の現

状と問題点

歯科医療費に関する意識調査（第1

報） 外来患者、歯科医師、歯学部

学生との比較

日本人の1日の歩行数と医療費との

関係に関する生態学的研究

（The Relation between Daily Step

Counts and Medical Costs in Japan-

ese: Ecological Study）（英語）

著者（所属）

太田圭洋，杉崎弘章，

隈博政，篠田俊雄，鈴木

正司，戸澤修平，村上

秀一，山川智之，吉田

豊彦，山崎親雄，日本

透析医会適正医療経済

部会

宮武伸行（香川大学 医

学部衛生学），宮地元彦，

田畑泉，沼田健之

柿崎暁（群馬大学大学

院 病態制御内科学），

山崎勇一，橋爪洋明，

堀口昇男，佐藤賢，森

昌朋，阿部毅彦，高木

均，佐藤智子，横井敏之，

川崎英弘，小林二郎，

長嶺竹明

中村貴美（松本歯科大

学 口腔生理学講座），富

田美穂子，山下秀一郎，

中村浩二，浦野浩子，

安藤宏，浅沼直和

Miyatake Nobuyuki

（香川大学医学部衛生

学），Miyachi Motohiko，

Tabata Izumi，

Numata Takeyuki

出典

日本透析医会雑誌

（0914-7136）26巻1号

Page62-75（2011.04）

日本予防医学会雑誌

（1881-4271）6巻1号

Page37-39（2011.03）

肝臓

（0451-4203）52巻5号

Page287-294（2011.05）

松本歯学

（0385-1613）36巻3号

Page199-208（2010.12）

地域環境保健福祉研究

（1343-9286）13巻1号

Page54-56（2010.09）

論文種別

原著論文

原著論文

原著論文

原著論文／

比較研究

原著論文

医療費



文献番号

2011238146

2011234372

2011226027

2011224872

2011221484

2011221478

2011220554

2011220553

2011220286

タイトル

各国の医療制度と JCI（第 4回）

メディカルツーリズムとJCI認証に

積極的なタイ

医療制度を取り巻く現状と課題

医療崩壊の中でのロービジョンケア

の近未来を考える 保険医療制度に

おけるロービジョンケア

【慢性期医療認定病院の認定審査の

ねらい】

認定審査を受審して　立神リハビリ

テーション温泉病院　医療制度の改

善を求め、病院としての質のよさが

発展していく唯一の方法

【師長の困りごと・悩みごとこれで

解決!事例で学ぶ病棟マネジメント

に役立つ法律・制度の基礎知識　厳

選32】

（第1章）これだけはおさえておき

たい　法律・制度の基礎知識　高齢

者医療制度　年齢による制度の区別

に見直し論議

【師長の困りごと・悩みごとこれで

解決!事例で学ぶ病棟マネジメント

に役立つ法律・制度の基礎知識　厳

選32】

（第1章）これだけはおさえておき

たい　法律・制度の基礎知識　医療

保険制度　保険者間の公平性の担保

が課題

フランスとドイツの医療制度改革

（下）その方向性の変化と政権交代

高齢者医療制度の再構築（上）リス

ク調整を踏まえた生涯医療保険制度

の提案　リスク調整付き突き抜け方

式に関する財政試算とその効果

各国の医療制度と JCI（第 3回）

中国病院改革　格差医療から患者中

心の医療へ

著者（所属）

真野俊樹（多摩大学 統

合リスクマネジメント

研究所 医療リスクマネ

ジメントセンター）

迫井正深（厚生労働省

保険局医療課）

長谷川一郎（長谷川眼

科）

松野正宏（立神リハビ

リテーション温泉病院）

河野秀一（伊藤忠人事

サービス）

河野秀一（伊藤忠人事

サービス）

本田達郎，公害等調整

委員会

田近栄治（一橋大学 国

際・公共政策大学院），

河口洋行，菊池潤

真野俊樹（多摩大学 統

合リスクマネジメント

研究所）

出典

医療アドミニストレー

ター2巻16号

Page80-81（2011.07）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page111

（2011.06）

日本ロービジョン学会

誌10巻

Page12（2011.03）

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻1号

Page38-44（2011.04）

Nursing BUSINESS

（1881-5766）

2011夏季増刊

Page051-054（2011.06）

Nursing BUSINESS

（1881-5766）

2011夏季増刊

Page028-030（2011.06）

社会保険旬報

（1343-5728）2461号

Page32-38（2011.06）

社会保険旬報

（1343-5728）2461号

Page20-31（2011.06）

医療アドミニストレー

ター2巻15号

Page82-83（2011.06）

論文種別

解説

会議録

会議録

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説

解説

解説

医療保障制度



2011218734

2011218241

2011206996

医療制度改革が目指すもの　超高齢

社会に向けての医療の展望

医療制度を取り巻く現状と課題

ベトナムにおける医療制度　現状と

挑戦

（Health care system in Vietnam: cur-

rent situation and challenges）（英語）

辻哲夫（東京大学高齢

社会総合研究機構）

迫井正深（厚生労働省

保険局医療課）

LeDuc-Cuong（産業医

科大学 医学部 公衆衛生

学），

Kudo Tatsuhiko，

Fujino Yoshihisa，

Pham Truong-Minh，

Matsuda Shinya

日本老年泌尿器科学会

誌（1341-7118）23巻

Page2（2010.11）

日本臨床皮膚科医会雑誌

（1349-7758）28巻3号

Page267（2011.04）

産業医科大学雑誌

（0387-821X）33巻1号

Page121（2011.03）

会議録

会議録

会議録

文献番号

2011235410

2011235398

2011234613

2011234604

2011234582

2011234520

タイトル

人件費を基準とした新たな原価計算

による経営分析

オペ室の原価管理

当院におけるクリティカルパス対応

型患者別原価計算システムについて

患者別疾患別原価計算システムによ

る疾患別コスト分析

京セラ式部門別原価管理手法の導入

職員の経営管理意識の醸成に向けて

当院乳癌手術クリティカルパスの変

遷　DPC導入、電子パス、原価計

算システム導入にて

著者（所属）

中川義章（金沢医科大

学 公衆衛生学），楠岡英

雄，中川義信

水落一人（エニアス九州

支店），川野正裕，羽生

正宗

貴志美紀（労働者健康

福祉機構香川労災病院

外科），渡辺信之，立本

昭彦，津村眞，藤本

俊一郎

濱邊秋芳（白十字会 経

営企画統括本部 情報管

理室），岩崎勝則，林田

みどり，岩佐裕子，濱田

太一，平尾幸一

安原真人（パナソニッ

ク健康保険組合松下記

念病院 経営企画室），高

城一郎，奥山武生，加藤

進治

碇秀樹（白十字会佐世保

中央病院），戀塚しのぶ，

岩佐裕子，松田典子，

岩崎勝則，野口早由里，

深草葉月，野口直美

出典

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page403

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page400

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page198

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page196

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page190

（2011.06）

日本医療マネジメント

学会雑誌（1881-2503）

12巻　Suppl. Page175

（2011.06）

論文種別

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

診療報酬・薬価



2011228988

2011214583

2011210446

「在宅療養支援病院」が地域におい

て果たす役割と課題　2010年診療

報酬改定前の状況

わが国の医療現場を取り巻く環境

現況と展望　平成22年度薬価改正

の新しい試み　新薬創出・適応外薬

解消等促進加算など

小児歯科専門医における平成22年

度診療報酬改定の評価　混合歯列期

歯周組織検査の導入と課題について

武田誠一（新潟青陵大

学 看護福祉心理学部 福

祉心理学科）

山本信夫（保生堂薬局）

品川光春（しながわ小

児歯科医院），田中光郎，

犬塚勝昭，大原裕，國本

洋志，鈴木広幸，早崎

治明，福本敏，日本小

児歯科学会社会保険委

員会

新潟青陵学会誌

（1883-759X）3巻2号

Page39-43（2011.03）

医薬の門

（0579-2762）50巻4号

Page245-249（2010.09）

小児歯科学雑誌

（0583-1199）49巻1号

Page20-28（2011.03）

原著論文

解説

原著論文

文献番号

2011214536

2011212866

タイトル

７対１看護導入の経営分析　600床

規模の自治体病院の収益に対する影

響について

経費削減への取り組み　光熱費対策

を実施して

著者（所属）

松浦一（奈良県立医科大

学 健康政策医学講座），

小川俊夫，伊藤雪絵，

御輿久美子，赤羽学，

今村知明

佐藤敏光（JA秋田厚生

連秋田組合総合病院），

秋元静香，七尾弘美，

鎌田順子，飯沼修

出典

医療情報学

（0289-8055）30巻2号

Page77-83（2011.04）

秋田県農村医学会雑誌

（0002-368X）55巻2号

Page4-6（2010.02）

論文種別

原著論文

原著論文

医業経営

文献番号

2011227087

2011221702

2011220952

2011220277

タイトル

国際保健医療に対する国際政治経済

の影響　主要５事例による検討

日本およびアジアからのグローバル

開発　日本企業の取り組み

製薬業界におけるオペレーショナル

エクセレンス（第3回） OPEX追

求の実態　社内改革事例における

OPEX取り組みの視点と効果

本当は子どもに“使えない”薬の話

実際と、これをどう打開するか

（Vol.6） 未承認薬を減らす医師主

導治験　治験調整事務局での業務

著者（所属）

湯浅資之（順天堂大学

医学部 公衆衛生学講

座），丸井英二

鈴木正紀（第一三共 開

発第二部）

太田信之（バレオコン

ジャパン）

齊藤秀和（日本臨床研

究支援ユニット），鈴木

健夫

出典

国際保健医療

（0917-6543）26巻1号

Page1-9（2011.03）

腫瘍内科

（1881-6568）7巻5号

Page472-475（2011.05）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻7号

Page1221-1227

（2011.06）

医学のあゆみ

（0039-2359）237巻11

号　Page1078-1082

（2011.06）

論文種別

総説

解説

解説

解説

医療関連ビジネス



2011217952

2011214910

2011214583

2011210091

シリーズ　COP10を終えて生物多

様性を考える　中外製薬における天

然物創薬と海外資源の利用

再生医療の産業化に対して必要な仕

組みとは

わが国の医療現場を取り巻く環境

現況と展望　平成22年度薬価改正

の新しい試み　新薬創出・適応外薬
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