
医療経済関係研究論文（12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 論文種別
2018362316 病理をとりまく医療経済（第6回）　

衛生検査所における病理検査報告の
今後の方向性

田澤 裕光（KBBM）， 佐
々木 毅

病理と臨床（0287-
3745）36巻9号 
Page909-913
（2018.09）

解説

2018356909【COPD　最新の知見に基づく実地
診療の進め方】 セミナー　最新の
COPD実地診療のポイント整理と活
用　COPDの疫学的動向と医療経済
的インパクト

柴田 陽光（福島県立医
科大学 医学部 呼吸器内
科学講座）

Medical Practice
（0910-1551）35巻8号 
Page1199-1204
（2018.08）

解説/特
集

2018353929 医療技術と医療経済の価値評価-費
用対効果評価とは

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学講座）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター
（1346-2733）20巻2号 
Page41（2018.06）

会議録

2018352939 医療政策の動向　地域医療構想を
中心に

佐々木 健（厚生労働省
医政局 地域医療計画
課）

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
54巻秋季特別号 
Page S128（2017.09）

会議録

2018351552 夜間緊急入院対応を主とする病棟に
おける薬剤関連入院の調査と薬剤師
業務による医療経済的効果

森川 剛（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 薬剤部）

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）
21巻2号 Page268
（2018.04）

会議録

2018350004 カプサイシンを使った外耳道刺激に
よる肺炎予防の及ぼす医療経済効果

陣内 自治（JA徳島厚生
連阿南共栄病院 耳鼻咽
喉科）， 近藤 英司， 大西 
皓貴， 川田 育二， 武田 
憲昭

日本耳鼻咽喉科学会会
報（0030-6622）
121巻4号 Page569
（2018.04）

会議録



2018348167 急性虫垂炎に対する腹腔鏡下手術と
開腹法における医療経済的比較検討

上村 紀雄（宮崎県立延
岡病院 外科）， 甲斐田 
剛圭， 石踊 裕之， 土居 
浩一

日本外科学会定期学術
集会抄録集118回 
Page1610（2018.04）

会議録

2018343457 深層を読む・真相を解く　2018年
度同時改定を医療政策の視点からど
う読むか?

二木 立（日本福祉大学） 日本医事新報（0385-
9215）4928号 
Page24-25（2018.10）

解説

2018335364【診断と治療のABC[135]喘息】 （第
4章）管理・治療　医療経済的考察

東田 有智（近畿大学 医
学部 呼吸器・アレルギ
ー内科）， 東本 有司

最新医学（0370-8241）
別冊喘息 
Page211-215
（2018.06）

解説/特
集

2018332870 呼吸器外科新設の医療経済からのメ
リット

三好 孝典（友愛記念病
院 呼吸器外科）

日本呼吸器外科学会雑
誌（0919-0945）32巻
3号 Page P96-3
（2018.04）

会議録

2018331081 医療政策に対する病院の反応に関す
る縦断研究

加藤 尚子（国際医療福
祉大学 医療福祉学部 医
療福祉・マネジメント
学科）

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）22巻
抄録号 Page128
（2018.03）

会議録

2018329028【診断と治療のABC[134]心房細動】 
（第4章）管理・治療　心房細動の診
療・管理と医療経済

池村 修寛（慶応義塾大
学医学部附属病院 循環
器内科）， 香坂 俊

最新医学（0370-8241）
別冊心房細動 
Page194-200
（2018.05）

解説/特
集

2018326151 心不全患者に対する集学的チームア
プローチによる医療経済の影響
（The Impact of Medical Economy 
by Multidisciplinary Team 
Approach for Heart Failure 
Patients）（英語）

Suzuki Makoto
（Department of 
Cardiology， Yokohama 
Minamikyosai 
Hospital）， Omori Mari， 
Taomoto Yuta， 
Kaneda Toshio， 
Yamakami Yosuke， 
Iiya Munehiro， 
Shimada Hiroshi， 
Manno Tomoko， 
Shimizu Masato， 
Fujii Hiroyuki， 
Yamawake Noriyoshi， 
Matsumura Akihiko， 
Nishizaki Mitsuhiro， 
Hirao Kenzo

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 
Page OE67-6
（2018.03）

会議録

2018325271 Destination Therapy（DT）の医療
経済的影響（Health Economic 
Impact of DT（Destination 
Therapy））（英語）

田倉 智之（東京大学 医
療経済政策学）

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 Page 
TP1-2（2018.03）

会議録



2018324745「自助・互助・共助・公助」のコン
セプトで実施される日本の高齢者向
け医療政策（Japan's healthcare 
policy for the elderly through the 
concepts of self-help（Ji-jo）， 
mutual aid（Go-jo）， 
social solidarity care（Kyo-jo）， and 
governmental care（Ko-jo））（英語）

Sudo Kyoko（National 
College of Nursing）， 
Kobayashi Jun， 
Noda Shinichiro， 
Fukuda Yoshiharu， 
Takahashi Kenzo

BioScience Trends
（1881-7815）12巻1号 
Page7-11（2018.02）

解説

2018324047 最新の脊椎固定術が局所・全身そし
て社会へ与えるインパクト　骨癒
合・低侵襲・医療安全・医療経済の
観点から

海渡 貴司（大阪大学 整
形外科）

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page444
（2018.03）

会議録

2018361881【血栓・塞栓症-診断・治療・予防の
最新動向-】 検査診断学の進歩　潜
在性発作性心房細動の検出手段

長谷川 泰弘（聖マリア
ンナ医科大学 脳神経内
科）

日本臨床（0047-1852）
76巻9号 
Page1547-1552
（2018.09）

解説/特
集

2018361550 尋常性乾癬治療におけるステロイド
と活性型ビタミンD3の配合外用薬
の有用性　臨床研究エビデンスから
の検証

江藤 隆史（東京逓信病
院 皮膚科）， 多田 弥生， 
今福 信一， 高橋 英俊

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）
128巻9号 Page1945-
1956（2018.08）

原著論文

2018359151 医療・介護のビッグデータ分析　介
護予防・生活総合事業の経済的効果
に関する試行的検討

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）， 藤本 賢治， 藤野 善
久

社会保険旬報（1343-
5728）2719号 
Page20-25（2018.08）

原著論文
/比較研
究

2018358778 介護施設のフレイルな高齢者に対し
専門的なケアを提供するための遠隔
医療の費用対効果
（Cost Eff ectiveness of using 
Teleconsultations to provide 
specialist care for frail patients in 
the nursing Homes）（英語）

Tan Laurence（Khoo 
Teck Puat Hospital， 
Yishun Health 
Campus）

Palliative Care Re-
search（1880-5302）
13巻Suppl. Page 
S527（2018.06）

会議録

2018357960 がんで死亡した患者の残薬に関する
前向き観察研究

大前 隆仁（神戸大学大
学院 医学研究科 先端緩
和医療学分野）， 余谷 暢
之， 坂下 明大， 八木 佑
加子， 田中 祐子， 木澤 
義之

Palliative Care Re-
search（1880-5302）
13巻Suppl. Page 
S269（2018.06）

会議録

2018356997 費用対効果分析からみたBell麻痺に
おける抗ウイルス薬の検討

藤原 崇志（倉敷中央病
院 耳鼻咽喉科）

Facial Nerve Research
（0914-790X）36巻 
Page149-151
（2017.02）

原著論文
/比較研
究

臨床経済学・薬剤経済学



2018355558 保険薬局における患者の残薬の薬効
別分類とその解消対策に関する研究

千葉 百合香（しなの薬
局新通店）

応用薬理（0300-8533）
94巻5-6号 Page71-76
（2018.07）

原著論文

2018353929 医療技術と医療経済の価値評価-費
用対効果評価とは

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学講座）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター
（1346-2733）20巻2号 
Page41（2018.06）

会議録

2018353006 人工股関節全置換術における術当日
リハビリテーションの臨床的有効性
と経済的効果

薮野 亙平（りんくう総
合医療センター 整形外
科人工関節センター）， 
澤田 典与司

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
54巻秋季特別号 
Page S173（2017.09）

会議録

2018351552 夜間緊急入院対応を主とする病棟に
おける薬剤関連入院の調査と薬剤師
業務による医療経済的効果

森川 剛（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 薬剤部）

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）
21巻2号 Page268
（2018.04）

会議録

2018351286（薬学生の）キャリアに差がつく薬
剤経済学のすすめ

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）138
年会1号 Page340
（2018.03）

会議録

2018346357 日本における虚血性心疾患のCost 
of Illness　時間的傾向と将来展望
（Cost of Illness of Ischemic heart 
Disease in Japan: a time trend and 
future projections）

合地 俊治（東邦大学 社
会環境医療系医療政策
経営科学）

東邦医学会雑誌（0040-
8670）65巻1号 
Page40（2018.03）

会議録

2018344816 ハイボリューム産科ユニットでの帝
王切開時におけるカルベトシンの費
用対効果分析（Cost eff ectiveness
analysis of carbetocin during
cesarean section in a high volume
maternity unit）（英語）

Voon Hian Yan
（Department of 
Obstetrics and 
Gynecology，
 Sri Aman Hospital）， 
Shafi e Asrul A.，
Bujang Mohamad A.， 
Suharjono Haris N.

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology Research
（1341-8076）44巻1号 
Page109-116
（2018.01）

原著論文
/比較研
究

2018344335 日本における心血管疾患治療の費用
対効果分析（Cost-Effectiveness 
Analysis of Cardiovascular 
Disease Treatment in Japan）
（英語）

Kodera Satoshi
（Department of 
Cardiovascular Medi-
cine， Graduate School 
of Medicine， 
The University of 
Tokyo）， 
Kiyosue Arihiro， 
Ando Jiro， Akazawa 
Hiroshi， Morita Hi-
royuki， 
Watanabe Masafumi， 
Komuro Issei

International Heart 
Journal（1349-2365）
58巻6号 
Page847-852
（2017.11）

総説



2018344231 USAにおける小児および成人にお
ける毒素性ショック症候群の有病
率、共存疾患および死亡率
（Prevalence， comorbidities and 
mortality of toxic shock syndrome 
in children and adults in the USA）
（英語）

Strom Mark 
A.（Department of 
Dermatology，
 Feinberg School of 
Medicine at 
Northwestern 
University）， 
Hsu Derek Y.， 
Silverberg Jonathan I.

Microbiology and 
Immunology（0385-
5600）61巻11号 
Page463-473
（2017.11）

原著論文
/比較研
究

2018343375【眼内血管新生疾患の病態と治療-加
齢黄斑変性と糖尿病網膜症】 糖尿病
網膜症　糖尿病網膜症の抗VEGF療
法

村上 智昭（京都大学大
学院 医学研究科 眼科
学）

医学のあゆみ（0039-
2359）266巻12号 
Page924-928
（2018.09）

解説/特
集

2018342690 地域・職場の健康課題の見える化と
効果的な保健事業 効果的・効率的
な保健事業実施のための方法論　ポ
ピュレーションヘルスマネジメント
とは

加澤 佳奈（広島大学大
学院 医歯薬保健学研究
科 成人看護開発学）， 森
山 美知子

保健師ジャーナル
（1348-8333）74巻9号 
Page786-792
（2018.09）

解説

2018342616【内科疾患における生物学的製剤の
使い分け】 《使い方と実際》　バイオ
ホリデーの可能性

平田 信太郎（広島大学
病院 リウマチ・膠原病
科）

Modern Physician
（0913-7963）38巻9号 
Page994-996
（2018.09）

解説/特
集

2018342615【内科疾患における生物学的製剤の
使い分け】 《使い方と実際》　バイオ
シミラーとその使い分け

田中 栄一（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）， 山
中 寿

Modern Physician
（0913-7963）38巻9号 
Page992-993
（2018.09）

解説/特
集

2018342083 硝子体内注射の現況と進展 眼内ド
ラッグデリバリーシステムの現況

安川 力（名古屋市立大
学大学院 医学研究科 視
覚科学）

眼薬理（0914-1405）
32巻1号 Page47-50
（2018.08）

解説

2018341039 Special Current Review（第19回）　
療養型病院での感染対策のポイント　
療養型病院に勤務する医師の立場か
ら

玉城 仁（はごろも会仲
本病院 内科）

INFECTION 
CONTROL
（0919-1011）
27巻9号 Page892-
896（2018.09）

解説

2018340903 ひたちなか総合病院と近隣保険薬局
におけるプロトコールに基づく薬物
治療管理による残薬調整連携システ
ム構築と成果

平井 利幸（日立製作所
ひたちなか総合病院）， 
渡邉 文之， 寺門 祐介， 
篠原 久仁子， 亀井 美和
子， 関 利一

医療薬学（1346-342X）
44巻8号 Page429-
438（2018.08）

原著論文
/比較研
究

2018340902 歯科領域における日帰り手術後の経
口抗菌薬適正使用に向けた取り組み
とその効果

倉本 恵里子（神戸市立
医療センター中央市民
病院 薬剤部）， 平畠 正
樹， 中浴 伸二， 安藤 基
純， 池末 裕明， 平井 雄
三， 土井 朝子， 橋田 亨

医療薬学（1346-342X）
44巻8号 Page422-
428（2018.08）

原著論文
/比較研
究



2018340900 病棟薬剤師による薬学的介入の評価
項目の作成　「薬学的患者ケアのた
めのチェックリスト」の分類を利用
して

田嶋 恭典（福井大学医
学部附属病院 薬剤部）， 
新谷 智則， 古俵 孝明， 
矢野 良一， 渡辺 享平， 
塚本 仁， 中村 敏明， 後
藤 伸之

医療薬学（1346-342X）
44巻8号 
Page410-416
（2018.08）

原著論文

2018340496 高齢者を治療対象とした高額C型慢
性肝炎の経口剤治療の費用対効果
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， 貝沼 
茂三郎， 豊田 一弘， 高
山 耕治， 加勢田 富士
子， 久佐賀 晃， 原田 裕
士， 松本 佑慈， 有吉 拓
哉， 林 純， 五十嵐 中

日本病院総合診療医学
会雑誌（2185-8136）
14巻4号 Page395
（2018.07）

会議録

2018339601【バイオ医薬品製造の最新動向】 バ
イオ医薬品の生産・剤形面から見た
動向

赤羽 宏友（Meiji Seika
ファルマ バイオ医薬事
業推進部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
34巻10号 
Page2015-2020
（2018.08）

解説/特
集

2018339531 LED照明導入におけるコストの一考
察

秋山 武範（聖マリア病
院 環境管理部）， 大塚 
卓男， 上田 尚， 高山 龍
三， 平田 和浩， 國武 秀
城， 平田 聡， 大佐古 勝
司， 江口 寛正， 豊福 寛
太

聖マリア医学
（0285-0699）43巻 
Page50（2018.07）

会議録

2018337715 消化器内視鏡の洗浄・消毒標準化に
むけたガイドライン

岩切 龍一（長晴会木下
医院）， 田中 聖人， 後藤
田 卓志， 岡 志郎， 大塚 
隆生， 坂田 資尚， 千葉 
俊美， 樋口 和秀， 増山 
仁徳， 野崎 良一， 松田 
浩二， 下野 信行， 藤本 
一眞， 田尻 久雄， 日本
消化器内視鏡学会， 日本
感染症学会， 日本消化器
内視鏡学会ガイドライ
ン委員会， ワーキング委
員会

Gastroenterological 
Endoscopy
（0387-1207）
60巻7号 
Page1372-1396
（2018.07）

解説/診
療ガイド
ライン

2018337493【上手な予測と現場ですぐできる予
防策で快適な治療を実現しよう　先
回り式抗がん薬副作用対策トリビ
ア】症状別副作用対策 B型肝炎ウイ
ルスの再活性化対策

楠本 茂（名古屋市立大
学病院 血液・腫瘍内科）

Cancer Board Square
（2189-6410）4巻2号 
Page248-254
（2018.07）

解説/特
集



2018336091 アトピー性皮膚炎患者における疾病
負荷と治療満足度に関する横断研究

中原 剛士（九州大学）， 
畠中 聡， 出宮 スヴェ
ン， 本山 聡平， 古江 増
隆

西日本皮膚科（0386-
9784）80巻3号 
Page298（2018.06）

会議録

2018333307 処方総合感冒薬薬剤費の性・年齢・
地域分布　NDBオープンデータベ
ースから

南園 佐知子（秋田大学
大学院 医学系研究科 環
境保健学講座）， 岩田 豊
人， 前田 恵理， 村田 勝
敬

秋田県公衆衛生学雑誌
（1348-9305）14巻1号 
Page44（2018.05）

会議録

2018330750 ホスピタル・プレイ士の10年間の
活動のまとめと将来への視点

長野 友希（大阪府立病
院機構大阪母子医療セ
ンター 育・療支援部門）， 
後藤 真千子， 山本 悦
代， 小杉 恵， 川田 博昭

大阪府立母子保健総合
医療センター雑誌
（0911-2081）
33巻1-2号 Page83-87
（2018.03）

原著論文

2018329216 非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）
の標準的治療に対する当帰芍薬散の
併用で、治療効果を増し医療費を軽
減する先進的試み

小野 孝彦（国際医療福
祉大学附属熱海病院 腎
臓内科・漢方内科）， 平
戸 佳奈， 二宮 文乃

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）
69巻別冊 Page164
（2018.05）

会議録/
症例報告

2018329028【診断と治療のABC［134］心房細動】 
（第4章）管理・治療　心房細動の診
療・管理と医療経済

池村 修寛（慶応義塾大
学医学部附属病院 循環
器内科）， 香坂 俊

最新医学（0370-8241）
別冊心房細動 
Page194-200
（2018.05）

解説/特
集

2018328256 循環器疾患ガイドラインに準じた心
不全患者における栄養管理　糖質制
限食（ケトン食）の栄養素量及び食
材費についての分析・評価

中川 明彦（金沢医科大
学 栄養部）， 笹川 美千
代， 山本 香代， 青木 洋
文， 梶波 康二

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 
Page CP13-5
（2018.03）

会議録

2018328082 費用対効果の観点からinclisiran
（PCSK9合成を標的とする低分子干
渉RNA）の価格を推定
（Price Estimate for Inclisiran（Small 
Interfering RNA to Target PCSK9 
Synthesis） from a Cost Effective 
Point of View）（英語）

小寺 聡（東京大学 循環
器内科）， 森田 啓行， 清
末 有宏， 安東 治郎

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 
Page PJ068-4
（2018.03）

会議録

2018328079 日本における冠動脈三枝病変に対す
るPCSK-9阻害薬の費用対効果
（Cost-Eff ectiveness of PCSK-9 
Inhibitor for Triple Vessel Coronary 
Artery Disease in Japan）（英語）

小寺 聡（東京大学 循環
器内科）， 森田 啓行， 清
末 有宏， 安東 治郎

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 Page 
PJ068-1（2018.03）

会議録

2018325954 非弁膜症性心房細動における血栓塞
栓症予防の費用とベネフィット　北
陸plus心房細動登録研究の追加解析
（Cost and Benefi t for Prevention 
of Thromboembolism in 
Non-valvular Atrial Fibrillation: 
Additional-analysis from the 
Hokuriku-plus AF Registry）（英語）

Yamagishi Masakazu
（Department of 
Cardiovascular and 
Internal Medicine， 
Kanazawa University 
Hospital）， 
Tsuda Toyonobu， 
Hayashi Kenshi

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 
Page OE43-2
（2018.03）

会議録



2018324479 Instrumentationを併用した後方経路
腰椎椎体間固定術の術後2年におけ
る費用構造評価

藤原 啓恭（国立病院機
構大阪南医療センター 
整形外科）， 小田 剛紀， 
森口 悠， 牧野 孝洋， 米
延 策雄， 海渡 貴司

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page663
（2018.03）

会議録

2018324205 腰部脊柱管狭窄症に対する低侵襲
除圧術の費用対効用分析

外村 仁（京都府立医科
大学 運動器機能再生外
科学（整形外科））， 八田 
陽一郎， 長江 将輝， 高
取 良太， 阪田 宗弘， 
野々村 卓， 三上 靖夫， 
久保 俊一

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page523
（2018.03）

会議録

2018323719 医療費対効果からみた高齢者腰椎変
性疾患に対するMIS固定術の術式比
較

和田 明人（東邦大学 整
形外科）， 飯田 泰明， 柘
植 新太郎， 長谷川 敬
二， 福武 勝典， 中村 一
将， 土谷 一晃， 高橋 寛

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page270
（2018.03）

会議録

2018323600 脊椎疾患治療の費用対効果 BKPの
費用対効果の評価

高橋 真治（大阪市立大
学 整形外科）， 星野 雅
俊， 安田 宏之， 辻尾 唯
雄， 寺井 秀富， 豊田 宏
光， 鈴木 亨暢， 河野 浩， 
笹岡 隆一， 高山 和士， 
兼松 文昭， 林 和憲， 玉
井 孝司， 大山 翔一朗， 
堀 悠介， 中村 博亮

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page209
（2018.03）

会議録

2018323599 脊椎疾患治療の費用対効果 慢性腰
痛症に対する薬物治療から考える脊
椎疾患治療における費用対効果研究
の意義

海渡 貴司（大阪大学 整
形外科）， 持田 譲治， 松
山 幸弘， 山下 敏彦， 川
上 守， 田口 敏彦， 波呂 
浩孝， 今釜 史郎， 山崎 
正志， 井上 玄， 村上 英
樹， 西田 康太郎， 宮腰 
尚久， 山田 宏， 新谷 歩

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page208
（2018.03）

会議録

2018323598 脊椎疾患治療の費用対効果 脊椎転
移に対する手術加療の費用対効用

角谷 賢一朗（神戸大学 
整形外科）， 宮崎 真吾， 
由留部 崇， 酒井 良忠， 
伊藤 雅明， 高田 徹， 黒
田 良祐， 西田 康太郎

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page208
（2018.03）

会議録

2018323597 脊椎疾患治療の費用対効果 腰椎変
性すべり症に対する除圧術と椎体間
固定術の費用対効果の比較

八木 満（慶応義塾大学 
整形外科）， 藤田 順之， 
岡田 英次朗， 辻 収彦， 
名越 慈人， 中村 雅也， 
松本 守雄， 渡辺 航太

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
9巻3号 Page207
（2018.03）

会議録



2018322045 BRCA1/2の変異キャリアのサーベ
イランスおよび予防戦略の費用対効
果（Cost-eff ectiveness of 
surveillance and prevention 
strategies in BRCA1/2 mutation 
carriers）（英語）

Yamauchi Hideko
（Department of Breast 
Surgical Oncology， 
St. Luke's International 
Hospital）， 
Nakagawa Chizuko， 
Kobayashi Makoto， 
Kobayashi Yusuke， 
Mano Toshiki， 
Nakamura Seigo， 
Arai Masami

Breast Cancer（1340-
6868）25巻2号 
Page141-150
（2018.03）

原著論文

2018321861 小児免疫性血小板減少症における診
療パターンの最近の傾向および免疫
グロブリンとコルチコステロイドの
比較（Recent trends in practice
 patterns and comparisons 
between immunoglobulin and 
corticosteroid in pediatric immune 
thrombocytopenia）（英語）

Okubo Yusuke
（Department of 
Epidemiology， UCLA 
Fielding School of 
Public Health）， 
Michihata Nobuaki， 
Morisaki Naho， 
Hangai Mayumi， 
Matsui Hiroki， 
Fushimi Kiyohide， 
Yasunaga Hideo

International Journal of 
Hematology
（0925-5710）
107巻1号 Page75-82
（2018.01）

原著論文
/比較研
究

2018321771 保険薬局における残薬の確認とその
解消対策に関する研究

千葉 百合香（市民薬局） 応用薬理（0300-8533）
93巻3-4号 Page71-74
（2018.01）

原著論文

2018321227 院外心停止の転帰改善を目的とす
る、一般市民が利用可能な自動体外
式除細動器の効果的展開（Eff ective 
deployment of public-access 
automated external defi brillators to 
improve out-of-hospital cardiac 
arrest outcomes）（英語）

Nakahara Shinji
（Department of 
Emergency Medicine， 
Teikyo University 
School of Medicine）， 
Sakamoto Tetsuya

Journal of General and 
Family Medicine
（2189-6577）18巻5号 
Page217-224
（2017.10）

総説

2018339807 病院経営層におけるバイオシミラー
の理解度と経営方針を把捉するため
のアンケート調査

小寺 一平（ファイザー 
エッセンシャルヘルス
事業部門メディカル・
アフェアーズ統括部）， 
田邊 康祐， 藤本 陽子

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻7号 
Page779-784
（2018.07）

原著論文

医療費



2018336908 2型糖尿病患者における外来医療費
の支払いに対する負担感

田中 麻理（メディカル
プラザ江戸川）， 伊藤 裕
之， 安藤 成紀， 松本 涼
子， 尾本 貴志， 篠崎 正
浩， 西尾 真也， 阿部 眞
理子， 安徳 進一， 三舩 
瑞夫， 当金 美智子

糖尿病（0021-437X）
61巻6号 Page382-
388（2018.06）

原著論文
/比較研
究

2018324756 中国、上海の高齢者における終末期
医療費に影響を及ぼす決定要因の探
索（Exploring the determinants that 
infl uence end-of-life hospital costs 
of the elderly in Shanghai， China）
（英語）

Li Fen（Shanghai 
Health Development 
Research Center）， 
Zhu Bifan， He Zhimin， 
Zhang Xiaoxi， 
Wang Changying， 
Wang Linan， 
Song Peipei， 
Ding Lingling， 
Jin Chunlin

BioScience Trends
（1881-7815）12巻1号 
Page87-93（2018.02）

原著論文

2018324755 死亡前の1年間の医療費調査　上海
での経験（Tracking hospital costs 
in the last year of life: The Shang-
hai experience）（英語）

Zhu Bifan（Shanghai 
Health Development 
Research Center）， 
Li Fen， 
Wang Changying， 
Wang Linan， He 
Zhimin， Zhang Xiaoxi， 
Song Peipei， Ding 
Lingling， Jin Chunlin

BioScience Trends
（1881-7815）12巻1号 
Page79-86（2018.02）

原著論文

2018359174 補装具支給・判定Q&A 障害者総合
支援法と医療保険のどちらの制度を
利用すべきですか?

樫本 修（宮城県リハビ
リテーション支援センタ
ー）

総合リハビリテーショ
ン（0386-9822）
46巻8号 
Page785-787
（2018.08）

Q&A

2018354847【戦後社会保障改革史-オーラルヒス
トリーと史資料で描くその軌跡-】 
医療保険制度改革を規定するもの　
1980年代前半の改革を素材として

新田 秀樹（中央大学 法
学部）

社会保障研究3巻1号 
Page40-54
（2018.06）

解説/特
集

2018352245 新しい公衆衛生看護学教育の基盤を
固めるために健康格差の拡大と医療
制度改革を背景として

佐伯 和子（北海道大学 
大学院 保健科学研究
院）

保健師教育（2433-
6890）1巻1号 
Page2-7
（2017.05）

解説

医療保障制度



2018345264 東日本大震災後の患者自己負担の免
除政策および医療制度の利用
（Copayment Exemption Policy and 
Healthcare Utilization after the 
Great East Japan Earthquake）
（英語）

Matsuyama Yusuke
（Department of 
International and 
Community Oral 
Health， Tohoku 
University Graduate 
School of Dentistry）， 
Tsuboya Toru， 
Bessho Shun-ichiro， 
Aida Jun， Osaka Ken

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine
（0040-8727）
244巻2号 
Page163-173
（2018.02）

原著論文

2018342789 マレーシアの医療制度と歯科事情 野村 眞弓（ヘルスケア
リサーチ）

アポロニア21297号 
Page090-094
（2018.09）

解説

2018341656 変化に対応し経営参画!　データと
図解で読み解く医療制度改革・診療
報酬改定の今後（第3回）　たった
1%で数千万円の収益増!?今さら聞
けないDPCの「係数」基礎知識と経
営的戦略

澤田 優香（グローバル
ヘルスコンサルティン
グ・ジャパン）

ナースマネジャー
20巻6号 Page73-78
（2018.08）

解説

2018341195 医療生協による無料低額診療事業
「人権としての医療保障」に向けた
事業と運動の実践として

岸本 貴士（尼崎医療生
活協同組合）

民医連医療（0285-
2241）553号 Page56-
60（2018.09）

解説

2018340554 医療保険と介護保険の相補的運用　
介護認定審査会の視点から見えてく
る現状と課題

中山 富雄（法務省 矯正
局 高松管区高知刑務所 
医務課）

日本病院総合診療医学
会雑誌（2185-8136）
14巻4号 Page425
（2018.07）

会議録

2018340552 医学教育における介護保険制度の学
習と実地運用トレーニング　医療保
険と介護保険の相補的運用をめざし
て

中山 富雄（法務省 矯正
局 高松管区高知刑務所 
医務課）

日本病院総合診療医学
会雑誌（2185-8136）
14巻4号 Page424
（2018.07）

会議録

2018339289 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29回）　医療法
等改正に伴う医療広告ガイドライン
の内容に注目

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
45巻8号 Page41-43
（2018.08）

解説

2018338924 変化に対応し経営参画!　データと
図解で読み解く　医療制度改革・診
療報酬改定の今後（第2回）　新設
「入院時支援加算」を武器にする!

澤田 優香（グローバル
ヘルスコンサルティン
グ・ジャパン）

ナースマネジャー
20巻5号 Page66-71
（2018.07）

解説

2018337456 病院経営Q&A　YCGコンサルティ
ングレポート 病院運営　医療制度
や医療提供体制の急激な変化など、
病院を取り巻く環境は年々厳しくな
りますが、自院が今後、地域での信
頼を得て存続していくためには、ど
のような戦略が必要でしょうか

渋江 弘幸（山田コンサ
ルティンググループ 経
営コンサルティング事
業本部ヘルスケアコン
サルティング事業部）

病院羅針盤9巻129号 
Page52-53（2018.07）

Q&A



2018325204 社会福祉制度と医療制度間の学際的
統合医療チームワークによるクリニ
カルパスの共同作成から発展した心
疾患患者のための地域社会パートナ
ーシップ（Local Community 
Partnership for People with Heart 
Disease Developed from 
Collaboration of the Clinical 
Pathway by Multi-disciplinary and 
Integrated Care Team Work 
between Social Welfare， Health 
and Medical Systems）（英語）

渡辺 徳（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 循環器内科）， 
Hasegawa Satoru， 
Tsuji Noriko， 
Tanaka Chieko

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 
Page SS22-5
（2018.03）

会議録

2018324940 非伝染性疾患（NCD）の時代におけ
る医療制度発展と革新のモデルとし
ての糖尿病性足病変の治療
（Diabetic Foot Care as a Model 
for Health Systems Evolution and 
Innovation in the Era of NCDs
（Non-communicable Diseases））
（英語）

Mills Joseph L.（Baylor 
College of Medicine， 
Michael E. DeBakey 
Department of Surgery， 
Division of Vascular 
Surgery and 
Endovascular Therapy）

日本循環器学会学術集
会抄録集82回 
Page SL9（2018.03）

会議録

2018322311 特発性肺線維症急性増悪の診断と
治療　先進医療制度によるPMX療
法

阿部 信二（東京医科大
学 呼吸器内科学分野）

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）7巻増刊 
Page117（2018.03）

会議録

2018342387 病院総合力UP!　現場の応用力（第
1回）　病院原価計算を生かす経営
分析の勘所　概要編

遠藤 健一（メディカル・
データ・ビジョン さく
らDB部企画ユニット）

医事業務25巻545号 
Page42-45（2018.09）

解説

2018341191【診療報酬・介護報酬改定の影響】 
薬価改定について

金田 早苗（全日本民医
連）

民医連医療
（0285-2241）553号 
Page20-21（2018.09）

解説/特
集

2018340925 事務長養成講座 経営管理・運営編
（第5回）　病院原価計算の手法と課
題

竹内 宏（ユアーズブレ
ーン 財務コンサルティ
ング部）

病院羅針盤9巻130号 
Page66-67（2018.08）

解説

2018339807 病院経営層におけるバイオシミラー
の理解度と経営方針を把捉するため
のアンケート調査

小寺 一平（ファイザー 
エッセンシャルヘルス
事業部門メディカル・
アフェアーズ統括部）， 
田邊 康祐， 藤本 陽子

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻7号 
Page779-784
（2018.07）

原著論文

診療報酬・薬価

医業経営



2018359027 有害事象自発報告データベースの薬
剤疫学研究への活用法とその注意点 
自発報告データベースを用いた薬剤
疫学的研究における落とし穴　副作
用報告を行う製薬企業の立場から

宮崎 真（MSD グローバ
ル研究開発本部 ファー
マコビジランス領域）

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集21回 Page93
（2018.06）

会議録

2018359023 その情報、信頼して大丈夫ですか?
～不適切な医薬品プロモーション活
動を見極めるために～ 適正な広告
活動に関する製薬協の最近の取組み

田中 徳雄（日本製薬工
業協会）

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集21回 Page90
（2018.06）

会議録

2018354032 米欧におけるアカデミアが売り手の
創薬技術や創薬シーズに関わる取引
状況

重茂 浩美（文部科学省
科学技術・学術政策研
究所科学技術予測セン
ター）， 今西 典昭， 知場 
伸介， 石井 健

保健医療科学（1347-
6459）67巻2号 
Page196-205
（2018.05）

原著論文

2018350988 研究公正化、医薬品開発のスピード
アップのための「信頼性確保の知
識・方法論」の産学官での共有を目
指して 非臨床試験の信頼性確保に
向けた企業の取り組み　GLP試験、
GLP適合性調査、信頼性の基準試
験

藤川 康浩（エーザイ）， 
日本製薬工業協会医薬
品評価委員会基礎研究
部会

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）138年
会1号 Page143
（2018.03）

会議録

2018344161 マイクロサンプリングの技術的課題
とその対策　JBF DG2016-21によ
るアンケート調査及び文献調査より

大道 浩三（興和）， 家木 
克典， 木下 尚之， 公平 
陽子， 斎藤 嘉朗， 中井 
恵子， 難波 英太郎， 二
橋 陽一郎， 長谷川 拓
郎， 原田 智隆， 山根 真
一

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S332（2017.06）

会議録

2018344007 非臨床開発業務受託機関への期待と
その変遷

徳武 巧記（スリーエス・
ジャパン プロジェクト
管理部）， 飯塚 淳次， 富
澤 知佳子， 久持 陽子， 
藤原 なつみ， 菊地 江
理， 藤井 登志之

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S255（2017.06）

会議録

2018344004 製薬企業のSEND対応事例　プロジ
ェクト立ち上げからSENDデータの
有効活用まで

正田 俊之（日本たばこ
産業医薬総合研究所安
全性研究所）， 二関 拓
也， 横山 英明， 大信田 
慎一， 石田 富男， 剣持 
佑介， 松尾 祐志， 真下 
祐輔， 高橋 統一， 松井 
拓也， 柿本 恒知， 益崎 
泰宏， 菅井 象一郎

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S254（2017.06）

会議録

医療関連ビジネス



2018344003 製薬企業のSEND対応事例　作製フ
ロー及び照合体制の構築

益崎 泰宏（日本たばこ
産業医薬総合研究所安
全性研究所）， 二関 拓
也， 横山 英明， 大信田 
慎一， 石田 富男， 剣持 
佑介， 松尾 祐志， 真下 
祐輔， 高橋 統一， 松井 
拓也， 柿本 恒知， 正田 
俊之， 菅井 象一郎

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S253（2017.06）

会議録

2018344002 バイオアナリシス受託施設における
SENDへの取り組み

石井 琢帆（サンプラネ
ット 筑波研開支援事業
部バイオアナリシスユ
ニット）， 中川 文美， 喜
多 梨沙， 佐藤 玄， 佐野 
善寿

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S253（2017.06）

会議録

2018343839 臨床フェーズ1試験の安全性を考え
る　BIA 10-2474事件から何を学ぶ
か 医薬品を開発する臨床開発担当
者の立場から

中出 進（小野薬品工業） The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S149（2017.06）

会議録

2018343838 臨床フェーズ1試験の安全性を考え
る　BIA 10-2474事件から何を学ぶ
か 医薬品を開発する非臨床担当者
の立場から

朝倉 省二（エーザイ 筑
波安全性研究部）， 永山 
裕子， 間野 祐司

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S148（2017.06）

会議録

2018343774 非臨床安全性評価から臨床へのトラ
ンスレーショナル臨床化学　副作用
を回避する従来型検査法に加わる新
規バイオマーカの有用性 日本製薬
工業協会の取り組みと提言

鈴木 睦（日本製薬工業
協会）， 日本製薬工業協
会医薬品評価委員会基
礎研究部会

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
42巻Suppl. 
Page S77（2017.06）

会議録

2018341191【診療報酬・介護報酬改定の影響】 
薬価改定について

金田 早苗（全日本民医
連）

民医連医療
（0285-2241）553号 
Page20-21（2018.09）

解説/特
集

2018339727【ジェネリック医薬品使用促進が与
えたインパクト】 先発メーカーの在
り方に関してジェネリック医薬品使
用促進が与えたインパクト

三浦 哲也（日本製薬団
体連合会）， 日本製薬団
体連合会GEロードマッ
プ対応プロジェクト

臨床医薬（0910-8211）
34巻7号 
Page462-467
（2018.07）

解説/特
集

2018339608 ウイルス由来核酸の検出に用いる理
化学機器

平澤 竜太郎（日本医療
研究開発機構（AMED））

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
34巻10号 Page2091-
2096（2018.08）

解説

2018339601【バイオ医薬品製造の最新動向】 バ
イオ医薬品の生産・剤形面から見た
動向

赤羽 宏友（Meiji Seika
ファルマ バイオ医薬事
業推進部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
34巻10号 Page2015-
2020（2018.08）

解説/特
集



2018337973 ドラッグリプロファイリング:成功の
ための戦略 DR開発の意義と課題に
ついて　製薬企業の立場から

三村 正文（ノーベル 開
発）

応用薬理（0300-8533）
94巻5-6号 Page92
（2018.07）

会議録

2018321882 最近の新規医薬品に関する安全使用
に係わる現状と課題

大箸 義章（中外製薬 信
頼性保証ユニット）

薬学雑誌（0031-6903）
138巻2号 Page177-
183（2018.02）

総説


