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　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、
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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
2018320414 医療政策ヒストリー座談会録（第3

回）　「1988（昭和63）年国民健康
保険法改正」

尾形 裕也，柴田 雅人，
中田 正，新田 秀樹，島
崎 謙治，三谷 宗一郎，
江利川 毅，木村 哲也

医療と社会（0916-
9202）28巻2号 
Page162-198,216-
222,228-237
（2018.08）

座談会

2018317925 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）

日本の眼科（0285-
1326）89巻7号 
Page1001-1002
（2018.07）

会議録

2018317160【変わる！診療報酬2018　あなたの
働き方が！評価が！キャリアが！】 
（Part 2）2025年に向けた医療政策
の方向性

濱中 洋平（メディキャ
スト NKアカデミー事業
部）

ナース専科（0285-
0451）38巻8号 
Page54-59（2018.07）

解説/特
集

2018312715 当院血液透析患者におけるクエン酸
第二鉄水和物内服の臨床・医療経済
効果

石川 隆太（信和会石川
泌尿器科 泌尿器科），河
田 哲也，上田 峻弘，後
藤 敏明，石川 登喜治

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page748
（2018.05）

会議録

2018310779 Online-haemodiafiltration療法の臨
床的および医療経済的利点（Clinical 
and Health Economic Benefits of 
Online-Haemodiafi ltration Therapy）
（英語）

Bowry Sudhir
（Scientifi c Value 
Creation，
Fresenius Medical 
Care Deutschland），
Busink Ellen，Apel 
Christian

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page414
（2018.05）

会議録

2018310710 透析医療経済の今後　日本腎臓学
会の視点から

前田 国見（前田記念会
石神井公園じんクリニ
ック）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page397
（2018.05）

会議録



2018308449 東京都小児救急医療政策の効果と
課題

伊藤 史幸（東京都保健
医療公社多摩北部医療
センター 小児科），小保
内 俊雅，松平 隆光，阪
井 裕一，岡 明

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）122巻
5号 Page928-932
（2018.05）

原著論文

2018307244 医療データに基づく地域医療政策の
今後

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
55巻2号 Page114
（2018.04）

会議録

2018306042 胸腰椎圧迫骨折に対する保存療法と
hydoroxyapatiteを用いた経皮的椎
体形成術の医療経済的側面を含めた
比較検討

原田 遼（緑眞会世田谷
下田総合病院 整形），中
川 雅之

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S853（2018.03）

会議録

2018305678 医療経済から見た整形外科の重要性
と問題点

堀田 哲夫（新潟大学大
学院 整形），遠藤 直人

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S653（2018.03）

会議録

2018304974 Surgical ICU増設の当院における医
療経済効果（第2報）　特定集中治療
管理料1を取得して

橋場 英二（弘前大学医
学部附属病院 集中治療
部），廣田 和美，丹羽 
英智，斎藤 淳一，工藤 
倫之

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）25巻
Suppl. Page [P89-8]
（2018.02）

会議録

2018301136 病理をとりまく医療経済（第5回）　
病理における分子診断の医療経済

畑中 豊（北海道大学病
院 ゲノム・コンパニオ
ン診断研究部門）

病理と臨床（0287-
3745）36巻8号 
Page807-813
（2018.08）

解説

2018298302 閉鎖性骨折手術後の手術部位感染
が病院収支に与える医療経済学的影
響

高橋 周矢（帝京大学医
学部附属病院 外傷セン
ター），石井 桂輔，鈴木 
卓，黒住 健人，松井 健
太郎，宮本 英明，小林 
誠，渡部 欣忍，阿部 哲
士，河野 博隆

日本骨・関節感染症学
会プログラム・抄録集
41回 Page114
（2018.07）

会議録

2018295452 β-D-グルカン検査導入における医
療経済評価　抗真菌薬の使用状況
から

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

日本医学検査学会抄録
集67回 Page468
（2018.05）

会議録

2018292921 価値に基づく医療（Value-Based 
Practice;VBP）について考える　
WOC領域における活動で実践して
いること 価値に基づく医療につい
て考える　医療経済学・医療技術評
価の観点から

小笠原 克彦（北海道大
学大学院 保健科学研究
院）

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌（1884-
233X）22巻2号 
Page149（2018.05）

会議録



臨床経済学・薬剤経済学

2018292904 日本の医療経済の状況とこれからの
動向

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌（1884-
233X）22巻2号 
Page89（2018.05）

会議録

2018320226【中小規模病院を元気にするIT新潮
流】 病院活性化の力となるIT　中小
規模病院におけるクラウド型セキュ
リティ対策の有用性と将来展望

植木 祐治（友志会 法人
本部情報システム室）

新医療（0910-7991）
45巻9号 Page58-60
（2018.09）

解説/特
集

2018319383【C.diffi  cile感染症の診断・治療・予
防に関する今後の展望】

三鴨 廣繁（愛知医科大
学大学院 医学研究科 臨
床感染症学），大毛 宏
喜，柳原 克紀，舘田 一
博

Astellas Square: 明日
の医療を考える（1880-
0319）14巻4号 
Page4-10（2018.08）

座談会/
特集

2018319211 A離島における輸血療法の意義 久田 友治（公立久米島
病院 内科）

沖縄医学会雑誌（0911-
5897）57巻1号 
Page41（2018.06）

会議録

2018318859 ジェネリックPICK UP ミノドロン
酸水和物

小宮 実直（亀田総合病
院 薬剤管理部），舟越 
亮寛

薬事（0016-5980）
60巻11号 Page2150-
2154（2018.08）

解説

2018318858 ジェネリックPICK UP ベポタスチ
ンベシル酸塩

小池 博文（横浜市立大
学附属病院 薬剤部）

薬事（0016-5980）
60巻11号 Page2147-
2150（2018.08）

解説

2018318856 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11回）　薬
価改定後の価格交渉のポイント

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）
60巻11号 Page2135-
2137（2018.08）

解説

2018318774【ロボット手術の現状と展望】総論 
ロボット手術の適応はどこまで広が
るのか?　米国の現状

伊藤 寛倫（がん研究会
有明病院 消化器センタ
ー肝胆膵外科）

外科（0016-593X）
80巻9号 Page903-
906（2018.08）

解説/特
集

2018318365【80歳からの診療スタンダードUp 
to Date-Silver Standard】80歳以上
の高齢者診療トピックUp to Date 
マルチモビディティ　より複雑化す
るマルチモビディティへのアプロー
チ法は?

藤沼 康樹（日本医療福
祉生活協同組合連合会
家庭医療学開発センタ
ー）

総合診療（2188-8051）
28巻8号 Page1102-
1103（2018.08）

解説/特
集

2018317849 医療経営士のための臨床講座 クス
リの教科書（第9回）　メタボリック
シンドロームと高血圧治療を考える

北畑 智英（済生会栗橋
病院 薬剤科）

医療経営士49号 
Page34-35（2018.07）

解説

2018317714 HISの定理（第60回）　際限がない
セキュリティ&障害対策　求める可
用性により対応レベルを決め技術の
みならず運用法でも対策講じる

根本 大介（トーマツ） 新医療（0910-7991）
45巻8号 Page72-74
（2018.08）

解説



2018317052【免疫アレルギー領域における指定
難病】 スチーヴンス・ジョンソン症
候群

相原 道子（横浜市立大
学大学院 医学研究科 環
境免疫病態皮膚科学）

アレルギーの臨床
（0285-6379）38巻8号 
Page737-740
（2018.08）

解説/特
集

2018316788 非小細胞肺癌に対する抗癌剤治療の
支払い意思額に関する意識調査

堀田 信之（横浜市立大
学大学院 医学研究科 呼
吸器病学教室），江口 
尚，金子 猛

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）7巻4号 
Page204-211
（2018.07）

原著論文
/比較研
究

2018316127 新薬くろ～ずあっぷ（第206回）　オ
ルミエント錠2mg、4mg（バリシチ
ニブ）

舟越 亮寛（亀田総合病
院 薬剤部）

調剤と情報（1341-
5212）24巻9号 
Page1389-1397
（2018.07）

解説

2018314889 輸血感染症検査のコスト・ベネフィ
ット

平 力造（日本赤十字社
血液事業本部）

血液事業（0917-7833）
41巻1号 Page73-75
（2018.05）

解説

2018313250 血液透析患者におけるHb維持量お
よび費用対効果からみたエポエチン
カッパならびにダルベポエチンの比
較検討

土岐 清秀（仁悠会ゆう
クリニック），上田 晋也

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page838
（2018.05）

会議録

2018312088 鉄含有リン吸着薬投与による血清リ
ン、ヘモグロビン、医療費への影響

原 正樹（埼友草加病院 
腎臓内科），鈴木 博貴，
浅尾 りん，西田 和正，
中村 裕也，中村 雅将，
大澤 勲，後藤 善和，後
藤 博道

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page640
（2018.05）

会議録

2018311565 残薬の現況と薬物治療適正化がもた
らす影響

渡部 優作（放射線第一
病院），井上 直樹，藤山 
大介，智内 貴美子，坂
本 理恵，丹司 望，寺戸 
隆，松本 充司

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page553
（2018.05）

会議録

2018310779 Online-haemodiafiltration療法の臨
床的および医療経済的利点（Clinical 
and Health Economic Benefits of 
Online-Haemodiafi ltration Therapy）
（英語）

Bowry Sudhir
（Scientifi c Value 
Creation，
Fresenius Medical Care 
Deutschland），
Busink Ellen，
Apel Christian

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page414
（2018.05）

会議録

2018310707 透析医療の臨床経済評価の考え方 田倉 智之（東京大学医
学部附属病院 医療経済
政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page396
（2018.05）

会議録

2018310510 透析医療における診療報酬のゆくえ 
透析医療における費用対効果のあり
方を考える

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page345
（2018.05）

会議録



2018309944 慢性C型肝炎患者におけるテラプレ
ビル3剤併用療法の費用対効果　全
国規模のデータベースを用いた検討

山中 美絵（静岡県立大
学 薬学部 医薬品情報解
析学分野），芥川 麻衣
子，井出 和希，古島 大
資，川崎 洋平，正木 尚
彦，山田 浩

臨床薬理（0388-1601）
49巻Suppl. Page S63
（2018.05）

会議録

2018308780 学術研究からの少子化対策　日本衛
生学会からの提言に向けて　微量の
化学物質と子供の未来-鉛を例とし
て

松川 岳久（順天堂大学 
医学部 衛生学講座），横
山 和仁，ヴィージェ・
モーセン ，西岡 笑子

日本衛生学雑誌（0021-
5082）73巻2号 
Page210-214
（2018.05）

総説

2018308590 産業保健師が保健事業評価を行う際
に必要な専門能力

春日 美穂（東海大学 大
学院健康科学研究科），
錦戸 典子

日本地域看護学会誌
（1346-9657）21巻1号 
Page4-13（2018.04）

原著論文

2018308100【「AIとロボットは支援者になれるの
か」】 歩行支援型ロボット

飯田 修平（帝京平成大
学 健康メディカル学部 
理学療法学科）

Rehabilitation Engi-
neering（1342-3444）
33巻2号 Page56-57
（2018.05）

解説/特
集

2018306444 慢性腰痛患者に対する整形外科治
療の費用対効果評価（パイロットス
タディ）

五十嵐 中（東京大学院 
薬医薬政策学），三宅 信
昌，牛田 享宏，松原 三
郎，吉井 一郎

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S1083
（2018.03）

会議録

2018305678 医療経済から見た整形外科の重要性
と問題点

堀田 哲夫（新潟大学大
学院 整形），遠藤 直人

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S653（2018.03）

会議録

2018305675 Instrumentationを併用した後方経路
腰椎椎体間固定術の費用構造評価

藤原 啓恭（国立病院機
構大阪南医療センター  
整形），小田 剛紀，牧野 
孝洋，森口 悠，斉藤 正
伸，吉川 秀樹，海渡 貴
司

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S652（2018.03）

会議録

2018305674 本邦における整形外科待機的手術の
費用対効果に関する疾患別検討

八木 満（慶応義塾大学  
整形），藤田 順之，大矢 
昭仁，中村 雅也，松本 
守雄，原藤 健吾

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S651（2018.03）

会議録

2018305673 QALYを用いた骨・軟部肉腫治療の
経済的評価

矢澤 康男（埼玉医科大
学国際医療センター 骨
軟部組織腫瘍・整形），
今西 淳悟，鳥越 知明，
織田 弘美，門野 夕峰，
税田 和夫

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S651（2018.03）

会議録

2018305579 医療技術の費用対効果評価　基本
手法と事例

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S601（2018.03）

会議録



2018305427 整形外科人工材料の社会的意義を
語る 医療機器のイノベーションと
医療費負担

田村 誠（医療機器セン
ター）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）92巻3号 
Page S516（2018.03）

会議録

2018303917 ICUにおける注射薬破棄の現状調査
と薬剤費の改善の可能性について

菅 広信（秋田大学医学
部附属病院 集中治療
部），金子 郁，藤坂 奈
緒美，籾山 恵里菜

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）25巻
Suppl. Page [O47-5]
（2018.02）

会議録

2018303253 高齢者の人工呼吸器管理への集中
治療の寄与とその費用効果分析

原野 由美（九州大学大
学院 医学系学府）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）25巻
Suppl. Page [O35-7]
（2018.02）

会議録

2018302821 臨床判断分析を用いた、切除不能進
行性または再発性大腸癌に対する
mFOLFOX6を基本とする第一選択
レジメンの経済的評価（Economic 
Evaluation of mFOLFOX6-based 
First-line Regimens for Unresect-
ab l e Advanced o r Recu r r en t 
Colorectal Cancer Using Clinical 
Decision Analysis）（英語）

Shida Toshihiro
（Division of Pharmacy，
Yamagata University 
Hospital），
Endo Yuji，
Shiraishi Tadashi，
Yoshioka Takashi，
Suzuki Kaoru，
Kobayashi Yuka，
Ono Yuki，
Ito Toshinori，
Inoue Tadao

薬学雑誌（0031-6903）
138巻1号 Page83-90
（2018.01）

原著論文
/比較研
究

2018301136 病理をとりまく医療経済（第5回）　
病理における分子診断の医療経済

畑中 豊（北海道大学病
院 ゲノム・コンパニオ
ン診断研究部門）

病理と臨床（0287-
3745）36巻8号 
Page807-813
（2018.08）

解説

2018299573 医療ICT実践講座<コラム>　イノベ
ーションは眺めるより使え！（第62
回）　電子カルテの買い替えのポイ
ント

大西 大輔（MICTコンサ
ルティング）

Clinic Magazine
（0389-7451）45巻7号 
Page50-51（2018.07）

解説

2018299565 話題のくすり　ベズロトクスマブ 朝岡 みなみ（名古屋市
立大学病院 感染制御
室），中村 敦

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻7号 
Page878-881
（2018.07）

解説

2018299555 費用効用分析による精神科病棟薬剤
業務の薬剤経済学的有用性評価

村田 篤信（協和病院 薬
剤科），五十嵐 中，橋本 
亮太，桑原 秀徳，谷藤 
弘淳，林 貴史，三輪 高
市，善本 正樹，吉尾 隆

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻7号 
Page835-840
（2018.07）

原著論文
/比較研
究

2018299522 医療マンダラ　思考と感性のセンス
を磨く　医薬品の臨床試験に被験者
として参加する患者が受けることの
できる恩恵をめぐって

中野 重行（大分大学） 薬局（0044-0035）69
巻8号 Page2771-
2776（2018.07）

解説



2018299021【肺高血圧症Cutting Edge】肺高血
圧症のトピックスあるいはコントラ
バーシ 肺高血圧症治療の費用対効
果

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

循環器ジャーナル
（2432-3284）66巻3号 
Page468-473
（2018.07）

解説/特
集

2018295937 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　
費用対効果比からみる漢方の有用性

加藤 士郎（筑波大学附
属病院）

Geriatric Medicine
（0387-1088）56巻5号 
Page477-481
（2018.05）

解説

2018295931【高齢者におけるポリファーマシー
の課題と対策】 臨床に役立つQ&A　
ポリファーマシーに関連した費用に
ついて教えてください

浜田 将太（医療経済研
究機構 研究部）

Geriatric Medicine
（0387-1088）56巻5号 
Page447-449
（2018.05）

解説/特
集

2018295705【変形性膝関節症の早期病変の診断
から治療まで】 早期OAの定義と疫
学　早期OAの意義、定義と今後の
展望

中田 研（大阪大学大学
院 医学系研究科 スポー
ツ医学），前 達雄，武 
靖浩，馬込 卓弥，下村 
和範，金本 隆司，佐道 
准也，横山 光樹，吉川 
秀樹

THE BONE
（0914-7047）32巻1号 
Page27-30（2018.05）

解説/特
集

2018295424 多項目ウイルス感染症スクリーニン
グ検査法の確立

大木 圭子（筑波大学附
属病院），南木 融，川上 
康，福島 敬，加藤 貴康

日本医学検査学会抄録
集67回 Page440
（2018.05）

会議録

2018292914 WOCN不在施設におけるストーマ
スキンケア遠隔看護支援システムの
効果検証

中村 徳子（金沢医科大
学附属病院 看護部），松
井 優子，紺家 千津子

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌
（1884-233X）22巻2号 
Page130（2018.05）

会議録

2018292904 日本の医療経済の状況とこれからの
動向

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌
（1884-233X）22巻2号 
Page89（2018.05）

会議録

2018289534 脳梗塞に対する急性期治療の現状と
展望 費用対効果からみた血栓回収
療法の合理性

矢木 亮吉（大阪医科大
学 脳神経外科・脳血管
内治療科），宮地 茂，平
松 亮，黒岩 輝壮，山田 
佳孝，大西 宏之，鱒渕 
誉宏，山下 太郎，高橋 
賢吉，黒岩 敏彦

Neurosurgical 
Emergency（1342-
6214）21巻3号 
Page302（2017.02）

会議録



2018289429 日本人高コレステロール血症患者に
おける心血管疾患予防のためのスタ
チン+エイコサペンタエン酸併用療
法の費用対効果　Japan Eicosa-
pentaenoic Acid Lipid Intervention 
Study（JELIS）に基づく分析
（Cost-Eff ectiveness of Statin Plus 
Eicosapentaenoic Acid 
Combination Therapy for 
Cardiovascular Disease Prevention 
in Japanese Patients With 
Hypercholesterolemia: An Analysis 
Based on the Japan 
Eicosapentaenoic Acid Lipid 
Intervention Study（JELIS））（英語）

Kodera Satoshi
（Department of 
Cardiovascular 
Medicine，Graduate 
School of Medicine，
The University of 
Tokyo），
Morita Hiroyuki，
Kiyosue Arihiro，
Ando Jiro，Komuro 
Issei

Circulation Journal
（1346-9843）82巻4号 
Page1076-1082
（2018.03）

原著論文
/比較研
究

2018289414 アテローム動脈硬化性心血管疾患予
防における有効な費用対効果分析を
目指して
（Towards Eff ective Cost-
Eff ectiveness Analysis in 
Atherosclerotic Cardiovascular 
Disease Prevention）（英語）

Kajinami Kouji
（Department of 
Cardiology，Kanazawa 
Medical University）

Circulation Journal
（1346-9843）82巻4号 
Page954-955
（2018.03）

コメント

2018288459 B型肝炎表面抗原が60歳以前に血清
から消失した女性において肝細胞癌
検査は費用対効果が乏しい（Hepa-
tocellular carcinoma surveillance 
is no longer cost-effective in fe-
males after hepatitis B surface an-
tigen seroclearance younger than 
60 years old）（英語）

Yip Terry Cheuk Fung
（Institute of Digestive 
Disease，Department 
of Medicine and 
Therapeutics，The 
Chinese University of 
Hong Kong），
Chan Henry Lik Yuen，
Wong Vincent Wai 
Sun，Tse Yee Kit，
Chan Francis 
Ka-Leung，Wong 
Grace Lai Hung

日本消化管学会雑誌
（2433-3840）2巻
Suppl. Page359
（2018.02）

会議録

2018288334 当院化学療法調製室における消化器
がん抗がん剤に関する経済的考察

伊東 俊雅（Tokyo 
Women’s Medical 
University Medical 
Center East dep. 
Pharmacy），山賀 亮祐，
周治 由香里，藤田 亜希
子

日本消化管学会雑誌
（2433-3840）2巻
Suppl. Page314
（2018.02）

会議録

2018287266 Helmet型マスクの時代は来るか? 財津 昭憲（雪ノ聖母会
聖マリア病院 集中治療
科），手塚 麻里子，大石 
絵未

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）16巻
4号 Page429-432
（2009.10）

解説



2018301585 腹部緊急手術における在院日数・医
療費に対する関連因子の検討

松井 あや（王子総合病
院 外科），細井 勇人，
京極 典憲，鯉沼 潤吉，
狭間 一明，渡邉 幹夫，
岩井 和浩，平野 聡

王子総合病院医学雑誌
8号 Page9-13
（2018.07）

原著論文
/比較研
究

2018288560『経済・財政と暮らしの指標「見え
る化」データ集』を活用した都道府
県別一人当たり医療費に関連する要
因のマクロ分析の一例

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室），槙島 美佐子，藤野 
善久

日本ヘルスサポート学
会年報（2188-2924）
3巻 Page27-34
（2018.02）

原著論文

2018287340 地域在住高齢者における医療費と知
的能動性の横断的関連性（Cross-
sectional association between 
medical expenses and intellectual 
activity in community-dwelling 
older adults）（英語）

Tomioka Kimiko（Nara 
Prefectural Health 
Research Center，
Nara Medical 
University），
Kurumatani Norio，
Hosoi Hiroshi

Environmental Health 
and Preventive 
Medicine（1342-078X）
22巻August Page1-11
（2017.08）

原著論文
/比較研
究

2018317448 医療保険の手引き[内科全般] 清水 惠一郎，東京都医
師会医療保険委員会

東京都医師会雑誌
（0040-8956）71巻6号 
Page63-68（2018.07）

解説

2018310559 腹膜透析研究の進歩と将来 腹膜透
析の医療制度のあり方

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page358
（2018.05）

会議録

2018310509 透析医療における診療報酬のゆくえ 
診療報酬政策と医療保険財政

遠藤 久夫（国立社会保
障人口問題研究所）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page345
（2018.05）

会議録

2018300987【糖尿病】 糖尿病と医療保険福祉の
制度　治療にかかる費用と社会保
障・福祉制度の最強リファレンス

渥美 義大（東京都済生
会中央病院 糖尿病・内
分泌内科）

Hospitalist（2188-
0409）6巻2号 
Page499-512
（2018.06）

解説/特
集

2018300177【老年医学（上）-基礎・臨床研究の
最新動向-】 高齢者医療と制度や政
策　高齢者医療制度

川渕 孝一（東京医科歯
科大学 医療経済学分
野）

日本臨床（0047-1852）
76巻増刊5 老年医学
（上） Page417-421
（2018.06）

解説/特
集

2018299570 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28回）　2018年
度同時改定で見直しされたみなし通
所リハビリテーションに注目

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）45巻7号 
Page43-45（2018.07）

解説

医療費

医療保障制度



2018297816 医療制度改革と男性医学 堀江 重郎（順天堂大学
大学院 医学研究科 泌尿
器外科）

泌尿器外科（0914-
6180）31巻臨増 
Page583（2018.06）

会議録

2018319901 化学療法における急性期病院とがん
専門病院の原価計算の比較について

植松 裕（国立病院機構
熊本医療センター 事務
部），増元 光希，丸山 
こずえ

医療の広場58巻8号 
Page12-18（2018.08）

原著論文

2018318856 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11回）　薬
価改定後の価格交渉のポイント

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）
60巻11号 Page2135-
2137（2018.08）

解説

2018318321 我が国のリンパ浮腫診療の現状およ
び平成28年度診療報酬改定による
変化について

新井 恒紀（神奈川衛生
学園専門学校），矢形 
寛，松原 忍，齊藤 幸裕，
重松 宏

日本リンパ浮腫治療学
会雑誌（2433-7110）
1巻1号 Page89-94
（2018.01）

原著論文

2018311568 透析を含む手技料と費用の対比　部
署別原価計算・自院での分析

石川 俊幸（小倉第一病
院），井口 かおり，野坂 
秀行，中村 秀敏

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）51巻
Suppl.1 Page553
（2018.05）

会議録

2018299660 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10回）　矛
盾と混乱のなかで迎える2018年度
上期薬価交渉

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）
60巻9号 Page1729-
1731（2018.07）

解説

2018307164 看護師と薬剤師協働によるオピオイ
ドサポートの効果の検討

鈴木 聡子（秋田県厚生
農業協同組合連合会由
利組合総合病院 緩和ケ
アチーム看護部），山田 
郁恵，橋本 正治

由利組合総合病院医報
（0915-5414）28号 
Page42-44（2018.03）

原著論文

2018307063 当院におけるレジオネラ定期環境調
査とLegionella pneumophila sero-
group 5による給水汚染対策

伏見 華奈（静岡市立清
水病院）， 土屋 憲，池ヶ
谷 佳寿子，加瀬澤 友梨，
齋藤 敦子，更谷 和真， 
徳濱 潤一，原田 晴司， 
高森 康次，柴田 洋，増
田 昌文，静岡市立清水
病院感染対策委員会

日本環境感染学会誌
（1882-532X）33巻2号 
Page56-61（2018.03）

原著論文

2018302797 心不全患者に対する計画的な退院支
援の実施　経済的貢献の視点から考
える

西田 千草（砂川市立病
院 看護部）

砂川市立病院医学雑誌
（0289-5102）30巻1号 
Page71-73（2017.12）

原著論文

診療報酬・薬価

医業経営



2018321015 Novel treatment strategy for MM 
using novel drugs in combination 
with immune modulation 難治性多
発性骨髄腫に対するCAR-T療法の
開発

大嶺 謙（自治医科大学 
内科学講座 血液学部門）

臨床血液（0485-1439）
59巻8号 Page1058-
1065（2018.08）

解説

2018320316 動物用医薬品の研究開発から承認申
請について　循環器領域の製剤を中
心に

木下 現（ベーリンガー
インゲルハイムアニマ
ルヘルスジャパン），和
久井 康裕

動物の循環器（0910-
6537）51巻1号 
Page1-7（2018.06）

総説

2018318856 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11回）　薬
価改定後の価格交渉のポイント

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）
60巻11号 Page2135-
2137（2018.08）

解説

2018318719 創薬研究から製品化へのマネジメン
ト・モデル（第6回）　競争的創薬研
究開発環境でのCI（competitive in-
telligence）の引き出し方

高橋 義仁（専修大学 商
学部）

ファルマシア（0014-
8601）54巻8号 
Page804-806
（2018.08）

解説

2018316804 製剤処方・プロセスの最適化検討
FG　Quality by Design（QbD）アプ
ローチに関するアンケート結果報告　
リスクアセスメント、実験計画法、
デザインスペース

安田 昭仁（日本新薬），
藤井 拓也，山口 正純，
長友 章文，宮嶋 勝春，
大貫 義則，荒井 宏明，
則岡 正，一色 信行，小
野下 哲也，桑子 正行，
小杉 敦，高垣 恵介，高
山 幸三，谷村 信爾，田
中 智之，前田 芳周，製
剤処方・プロセスの最
適化検討フォーカスグ
ループ

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）78巻4号 
Page197-204
（2018.07）

原著論文

2018309908 ビッグデータと人工知能（AI）の医
療・医薬品開発への活用 ビッグデ
ータやAIがもたらすイノベーション
と医薬品開発への応用

神谷 幸太郎（バイエル
薬品）

臨床薬理（0388-1601）
49巻Suppl. Page S42
（2018.05）

会議録

2018308193 SOATアイソザイム選択的阻害剤の
展望

大城 太一（北里大学 院
薬），小林 啓介，大多和 
正樹，長光 亨，供田 洋

脂質生化学研究（0285-
1520）60巻 Page57-
60（2018.05）

原著論文

2018307876【治験・臨床研究-患者の医療アクセ
スの改善、被験者保護と臨床研究開
発の推進-】 臨床研究法について

福田 亮介（厚生労働 省
医政局 研究開発振興
課）

医療と社会（0916-
9202）28巻1号 
Page63-77（2018.04）

解説/特
集

医療関連ビジネス


