
医療経済関係研究論文（1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
2019006097【「1滴」のチカラを科学する!点眼剤】 

「1滴」が医療費に与える点眼剤のチ
カラ　「1滴」量からみた薬の価格と
使用可能期間にみられる医療経済的
な問題

池田 博昭（徳島文理大
学 香川薬学部 医療薬学
講座）

Rp.+17巻4号 
Page070-071
（2018.10）

解説/特
集

2019006096【「1滴」のチカラを科学する!点眼剤】 
「1滴」が医療費に与える点眼剤のチ
カラ　眼に必要な点眼液の用量と点
眼剤の「1滴」量のズレと医療経済
的な問題

池田 博昭（徳島文理大
学香川薬学部 医療薬学
講座）

Rp.+17巻4号 
Page068-069
（2018.10）

解説/特
集

2019001943 医薬品等の費用対効果評価は「医療
政策的」にはもう終わった

二木 立（日本福祉大学） 保険診療（0385-8588）
73巻9号 Page40-42
（2018.09）

解説

2019001711 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）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）35巻
4号 Page562-577
（2018.07）

解説

2019001374 ホルモン補充療法（HRT）のこれま
でとこれから　更年期からのヘルス
ケアとHRT　医療経済からHRTに
期待すること

河端 恵美子（帝京平成
大学 ヒューマンケア学
部 看護学科）

更年期と加齢のヘルス
ケア学会・日本サプリ
メント学会学術集会プ
ログラム・抄録集17回・
6回 Page45（2018.09）

会議録

2019001337 知っておきたい緩和医療における医
療経済性と在宅緩和ケアにおいて薬
剤師に求められる役割

児玉 佳之（佳生会こだ
ま在宅内科緩和ケアク
リニック）

ぎふ病薬: 岐阜県病院
薬剤師会雑誌（0919-
5645）64号 Page11
（2018.09）

会議録



2019000127 全国済生会事務（部）長会　医療政
策・医事研究部会　平成27年度診
療報酬改定ワーキンググループ

松下 龍司（山口県済生
会豊浦病院 医事課），太
田 信夫，名古屋 和也，
南條 純子，齊藤 克幸，
町田 洋治，佐賀 宜則，
藤井 裕子，日置 康志

済生会滋賀県病院医学
誌（1880-0173）26巻 
Page96（2017.05）

会議録

2018387180【血管炎（第2版）-基礎と臨床のクロ
ストーク-】 最新の研究トピックス　
臨床研究の進歩　ANCA関連血管炎
の治療に関する医療経済学的検討

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

日本臨床（0047-1852）
76巻増刊6 血管炎（第
2版） Page618-621
（2018.07）

解説/特
集

2018384867 健康寿命の延伸と医療政策を取り巻
く今日的課題

自見 はなこ（参議院） 人間ドック（1880-
1021）33巻2号 
Page217（2018.08）

会議録

2018383301 医療行政を知れば皮膚科診療の幅が
拡がる

尾見 徳弥（クイーンズ
スクエアメディカルセン
ター）

Bella Pelle（2432-
2016）3巻3号 
Page217（2018.08）

会議録

2018383141 医療政策から見た平成30年診療報
酬改定の評価 診療報酬における市
場経済、統制経済の混在

上塚 芳郎（東京女子医
科大学）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻3号 Page166
（2018.07）

会議録

2018383140 医療政策から見た平成30年診療報
酬改定の評価 診療報酬・介護報酬
同時改定と医療・介護政策

尾形 裕也（九州大学） 日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻3号 Page165-166
（2018.07）

会議録

2018383139 医療政策から見た平成30年診療報
酬改定の評価 平成30年の改定概要
と医療政策との関係について

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3号 Page165
（2018.07）

会議録

2018382929 歯科の低医療政策について　歯保
連試案2016より

秋山 和雄（秋山歯科診
療所）

医学評論（0019-1574）
118号 Page20-26
（2018.07）

解説

2018378698【医療経済を考える】 持続可能な保
険医療とイノベーションの狭間にあ
るもの

桜井 なおみ（CSRプロ
ジェクト）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page845-849
（2018.08）

解説/特
集

2018378697【医療経済を考える】 費用対効果評
価の視点からの臨床試験の重要性

大西 佳恵 BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page840-844
（2018.08）

解説/特
集

2018378695【医療経済を考える】 創薬研究サイ
ドからみた医療経済評価（HTA）

廣實 万里子（医薬産業
政策研究所）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page830-834
（2018.08）

解説/特
集



2018378694【医療経済を考える】 ワクチンの医
療技術評価（HTA）

池田 俊也（国際医療
福祉大学 医学部 医学

科）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page825-829
（2018.08）

解説/特
集

2018378693【医療経済を考える】 医薬品・医療
機器の医療技術評価（HTA）の最新
動向

福田 敬（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page820-824
（2018.08）

解説/特
集

2018374736 ポリファーマシー（多剤服用）につ
いて考える 医療経済の観点から見
た多剤併用解消の効果とその解消に
向けた施策

中村 洋（慶応義塾大学 
大学院 経営管理研究
科）

日本薬剤学会年会講演
要旨集33年会 Page26
（2018.05）

会議録

2018367138 国家財政と末期腎不全（腎移植が増
えるほど医療費はこれだけ削減でき
る?） 高齢者社会での腎移植の医療
経済的な意義

内田 潤次（大阪市立大
学大学院 医学研究科 泌
尿器病態学），壁井 和
也，岩井 友明，長沼 俊
秀，仲谷 達也

日本泌尿器科学会総会
106回 Page SY7-3
（2018.04）

会議録

2018366748 BS製剤の経済効果　医療経済・患
者視点からみたBS製剤

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）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集62回 Page919
（2018.03）

会議録

2018366699 医療経済的視点からみた関節リウマ
チにおけるバイオシミラーの位置づ
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）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集62回 Page885
（2018.03）

会議録

2019008038 超高齢社会における高齢者治療の標
準化　HTAベースで考える

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命科学部 生命医科
学科）

薬学図書館（0386-
2062）63巻4号 
Page211-215
（2018.10）

解説

2019007591【注目の乳房撮影装置の実力、そし
て訴求力】 乳房検査の有用性と課題
を示す　デジタルブレストトモシン
セシスは臨床にどう生かせるか
Selenia Dimensionsを使用した健診
および臨床の現場から

川口 暢子（刈谷豊田総
合病院 乳腺内分泌外
科）

新医療（0910-7991）
45巻11号 Page86-89
（2018.11）

解説/特
集

2019006282 クライオアブレーション用液化亜酸
化窒素（クライオガス）ボンベ交換
頻度削減による費用対効果

高野 真史（茨城県厚生
農業協同組合連合会総
合病院土浦協同病院），
小松崎 達也，久松 学，
寺田 紀子，小橋 和彦

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）67巻3号 
Page340（2018.09）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2019006101【「1滴」のチカラを科学する!点眼剤】 
要点整理!点眼剤の薬学管理　患者
に寄り添う点眼アドヒアランスを考
える

池田 博昭（徳島文理大
学 香川薬学部 医療薬学
講座）

Rp.+17巻4号 
Page096-097
（2018.10）

解説/特
集

2019006097【「1滴」のチカラを科学する!点眼剤】 
「1滴」が医療費に与える点眼剤のチ
カラ　「1滴」量からみた薬の価格と
使用可能期間にみられる医療経済的
な問題

池田 博昭（徳島文理大
学 香川薬学部 医療薬学
講座）

Rp.+17巻4号 
Page070-071
（2018.10）

解説/特
集

2019006096【「1滴」のチカラを科学する!点眼剤】 
「1滴」が医療費に与える点眼剤のチ
カラ　眼に必要な点眼液の用量と点
眼剤の「1滴」量のズレと医療経済
的な問題

池田 博昭（徳島文理大
学 香川薬学部 医療薬学
講座）

Rp.+17巻4号 
Page068-069
（2018.10）

解説/特
集

2019005367 WTPを用いた交通事故のコストに
関する予備的研究　交通事故加害者
のPTSDについて（A Pilot Study of 
the Cost of Traffic Accidents Us-
ing WTP: Focus on the Traffi  c Ac-
cident Off enders' PTSD）（英語）

Chung Misook（Jeju 
National University）, 
Park Gillsoo, Chio 
Boyoung

日本心理学会大会発表
論文集82回 Page985
（2018.08）

会議録

2019002256 非ホジキンリンパ腫患者に対する
CHOP療法に伴う発熱性好中球減少
症の1次予防におけるペグフィルグ
ラスチムの費用対効果

杉本 智哉（名古屋大学
医学部附属病院 薬剤
部），近藤 有，一木 万
奈美，荒川 裕貴，間瀬 
広樹，牛膓 沙織，佐久
間 昌基，小山 佐知子，
大島 有美子，宮崎 雅之，
築山 郁人，佐藤 由美子，
久田 達也，板倉 由縁，
山田 清文，愛知県病院
薬剤師会がん部会

医療薬学（1346-342X）
44巻9号 Page441-
448（2018.09）

原著論文
/比較研
究

2019001943 医薬品等の費用対効果評価は「医療
政策的」にはもう終わった

二木 立（日本福祉大学） 保険診療（0385-8588）
73巻9号 Page40-42
（2018.09）

解説

2019001942【医療機関コンサルタント大集合!】 
（Part 4）コンサルタントをいかに活
用するか

新井 良和（美心会黒沢
病院 事務部），在原 右

保険診療（0385-8588）
73巻9号 Page33-38
（2018.09）

座談会/
特集

2019001866 事前合意事項における薬剤師の疑義
照会代行回答の実態調査

鈴木 仁（誠光会草津総
合病院）

滋賀県病院薬剤師会誌
（1345-3408）41巻2号 
Page5-6（2018.08）

原著論文

2019001838【循環器疾患におけるディベート】 
識る　血圧は低ければ低いほどいい
のか?

藤原 健史（自治医科大
学 内科学講座 循環器内
科学），苅尾 七臣

Heart View（1342-
6591）22巻10号 
Page951-962
（2018.10）

解説/特
集



2019001673【乾癬治療の達人を目指す】 乾癬治
療を整理しよう　内服療法

鎌田 昌洋（帝京大学医
学部附属病院 皮膚科）

皮膚科の臨床（0018-
1404）60巻10号 
Page1481-1488
（2018.09）

総説/特
集

2019001252 後発品使用状況の解析と数量シェ
ア・金額シェアの検討

近藤 澄子（ピノキオ薬
局），田中 直哉，篠原 
祐樹，加藤 誠一，豊田 
彬，寺戸 靖，大塚 祥貴，
青木 一恭，矢島 毅彦，
佐藤 均

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）70巻9号 
Page1135-1139
（2018.09）

原著論文

2019001192【日本の原薬の現状と今後の展望を
探る】 日本医薬品原薬工業会の取り
組み　わが国の原薬の現状と課題を
探る

寺薗 隆（日本医薬品原
薬工業会），桂 良太郎，
白鳥 悟嗣，立崎 仁，高
美 時郎

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻11
号 Page2343-2356
（2018.09）

座談会/
特集

2018388335 クローン病から推察するバイオシミ
ラーによる医療費削減効果

横井 祐希（新潟医療福
祉大学 医療経営管理学
部 医療情報管理学科），
小野沢 奏海，横田 佳歩

診療情報管理（1883-
7972）30巻2号 
Page318（2018.08）

会議録

2018388118 地域包括ケア病棟導入に伴う効果と
業務影響について

山口 健司（神戸市立医
療センター西市民病院 
医事課医療情報係），嶋
村 倫子，宮崎 春光，新
川 敏弘，小野 真敬

診療情報管理（1883-
7972）30巻2号 
Page203（2018.08）

会議録

2018388040 地域包括ケア病棟開設による改善効
果分析

矢島 博仁（公立学校共
済組合関東中央病院），
中野 憲吾，林 友里

診療情報管理（1883-
7972）30巻2号 
Page164（2018.08）

会議録

2018387645 日本における牛ウイルス性下痢症に
対する着地検査およびバルク乳検査
の費用対効果

磯田 典和（北海道大学
人獣共通感染症リサー
チセンター），浅野 明弘，
一條 満，大野 浩，佐藤 
一彦，岡本 浩一，中尾 
茂，加藤 肇，斉藤 一真，
伊藤 直樹，臼井 章，高
山 裕章，迫田 義博

北海道獣医師会雑誌
（0018-3385）62巻8号 
Page353（2018.08）

会議録

2018387180【血管炎（第2版）-基礎と臨床のクロ
ストーク-】 最新の研究トピックス　
臨床研究の進歩　ANCA関連血管炎
の治療に関する医療経済学的検討

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

日本臨床（0047-1852）
76巻増刊6 血管炎（第
2版） Page618-621
（2018.07）

解説/特
集

2018386321【高血圧:エビデンスと推奨-日常診療
への提言】 特殊治療とチーム医療　
高血圧治療と費用対効果

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

腎と透析（0385-2156）
85巻2号 Page341-
346（2018.08）

解説/特
集



2018385224 巡回健診における検診車購入による
メリット

川村 優子（新虎の門会
新浦安虎の門クリニッ
ク），佐々木 美香子，齋
藤 智，北村 佳織，大前 
利道，大前 由美，沼本 
美由紀

人間ドック（1880-
1021）33巻2号 
Page344（2018.08）

会議録

2018383141 医療政策から見た平成30年診療報
酬改定の評価 診療報酬における市
場経済、統制経済の混在

上塚 芳郎（東京女子医
科大学）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻3号 Page166
（2018.07）

会議録

2018382986【急速に変貌する肝細胞癌の薬物療
法2018　Update】 レンバチニブ　
レンバチニブのQOLと費用対効果

上嶋 一臣（近畿大学 医
学部 消化器内科），工藤 
正俊

肝・胆・膵（0389-
4991）77巻2号 
Page306-309
（2018.08）

解説/特
集

2018380362 誌上ディベート『米国型vs.スカンジ
ナビア型』歯周病患者に対する補綴
歯科治療の専門性　『米国型vs.スカ
ンジナビア型』を読んで

江草 宏（東北大学大学
院 歯学研究科分子・再
生歯科補綴学分野）

日本補綴歯科学会誌
（1883-4426）10巻3号 
Page202-208
（2018.07）

コメント

2018380011 Excel VBAを利用したNAPスコア算
定システムの開発

西原 佑昇（パナソニッ
ク健康保険組合松下記
念病院 臨床検査科），塩
崎 尚子，村瀬 幸生，川
端 健二

医学検査（0915-8669）
67巻4号 Page492-
496（2018.07）

解説

2018378999 臨床微生物検査の最新技術 大楠 清文（東京医科大
学 微生物学分野）

最新医学（0370-8241）
73巻7号 Page970-
976（2018.07）

解説

2018378702 医療技術評価の社会的活用のあり方
について　英国と我が国の比較から

飯島 佐知子（順天堂大
学大学院 医療看護学研
究科）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page874-879
（2018.08）

解説

2018378697【医療経済を考える】 費用対効果評
価の視点からの臨床試験の重要性

大西 佳恵 BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page840-844
（2018.08）

解説/特
集

2018378696【医療経済を考える】 ファーマシュ
ーティカルケアに関する薬剤経済学
的評価の意義と今後の在り方

村田 篤信（慧眞会協和
病院 薬剤科）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page835-839
（2018.08）

解説/特
集

2018378695【医療経済を考える】 創薬研究サイ
ドからみた医療経済評価（HTA）

廣實 万里子（医薬産業
政策研究所）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page830-834
（2018.08）

解説/特
集



2018378694【医療経済を考える】 ワクチンの医
療技術評価（HTA）

池田 俊也（国際医療
福祉大学 医学部 医学

科）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page825-829
（2018.08）

解説/特
集

2018378693【医療経済を考える】 医薬品・医療
機器の医療技術評価（HTA）の最新
動向

福田 敬（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page820-824
（2018.08）

解説/特
集

2018378692【医療経済を考える】 総論　薬剤経
済評価・HTAとその政策応用

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page816-819
（2018.08）

解説/特
集

2018378580【神経・筋難病治療の最前線】 医薬
品の条件付き早期承認制度について

中村 治雅（国立精神・
神経医療研究センター
トランスレーショナル・
メディカルセンター 臨
床研究支援部臨床研究
支援室）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻8号 
Page741-746
（2018.07）

解説/特
集

2018369828 費用対効果からみたC型慢性肝疾患
に対するDAAs治療法の選択

羽生 泰樹（大阪府済生
会野江病院 消化器内
科），片山 雅之，南川 
健，小松 貴一，松本 浩
尚，松井 淳，松原 揚典，
野山 裕揮，土屋 さやか，
高 貴範

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）115巻臨
増総会 Page A311
（2018.04）

会議録

2018369454 大腸癌撲滅を目指した大腸癌スクリ
ーニングの現状と今後の展望 大腸
がん検診における内視鏡の有効活用
に向けて　費用対効果と受診者リス
ク層別化の観点から

関口 正宇（国立がん研
究センター中央病院 検
診センター），角川 康夫，
松田 尚久

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）115巻臨
増総会 Page A154
（2018.04）

会議録

2018368449 前立腺癌に対する密封小線源治療
（LDR）、ロボット支援手術、アクテ
ィブサーベイランスのコストベネフ
ィットの比較検討

松井 強（日本大学），村
田 保貴，大日方 大亮，
吉澤 剛，持田 淳一，山
口 健哉，相澤 拓也，坂
口 雅洲，石橋 直也，前
林 俊也，高橋 悟

日本泌尿器科学会総会
106回 Page PP2-065
（2018.04）

会議録

2018368375 高リスク前立腺癌に対する前立腺全
摘に伴う術前ホルモン療法と拡大リ
ンパ節郭清における費用対効果の検
討

松本 哲平（弘前大学大
学院），畠山 真吾，山本 
勇人，今井 篤，米山 高
弘，橋本 安弘，古家 琢
也，大山 力

日本泌尿器科学会総会
106回 Page PP1-232
（2018.04）

会議録

2018367136 国家財政と末期腎不全（腎移植が増
えるほど医療費はこれだけ削減でき
る?） 腎不全医療の経済的な問題点　
マクロとミクロの視点から

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科），相
川 厚

日本泌尿器科学会総会
106回 Page SY7-1
（2018.04）

会議録



2018367039 2016年の国民健康保険制度の診療
報酬改定下での財務的存続可能性
に必要とされるロボット支援胸部手
術の費用対効果シミュレーション
（Cost-Benefi t Performance Simula-
tion of Robot-Assisted Thoracic 
Surgery As Required for Financial 
Viability under the 2016 Revised 
Reimbursement Paradigm of the 
Japanese National Health Insur-
ance System）（英語）

Kajiwara Naohiro
（Department of 
Surgery，Tokyo 
Medical University），
Kato Yasufumi，
Hagiwara Masaru，
Kakihana Masatoshi，
Ohira Tatsuo，
Kawate Norihiko，
Ikeda Norihiko

Annals of Thoracic 
and Cardiovascular 
Surgery（1341-1098）
24巻2号 Page73-80
（2018.04）

原著論文
/比較研
究

2018366748 BS製剤の経済効果　医療経済・患
者視点からみたBS製剤

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）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集62回 Page919
（2018.03）

会議録

2018365793 NinJaにおける費用および効果の分
析年次報告2016　DMRADs費用の
頭打ち続く

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター リ
ウマチ・膠原病内科），
木村 大作，當間 重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集62回 Page638
（2018.03）

会議録

2018365431 リウマチ性疾患の疫学1 NNT（Num-
ber Needed to Treat）と実医療費に
よる生物学的製剤の費用対効果の検
討

針金 健吾（横浜市立大
学附属市民総合医療セ
ンター リウマチ膠原病
センター），持田 勇一，
佐原 輝，三ツ木 直人，
齋藤 知行

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集62回 Page513
（2018.03）

会議録

2018364953 RAにおける高額医療費と保険請求
の問題点 本邦の関節リウマチに対
するバイオシミラーの展望

金子 敦史（国立病院機
構名古屋医療センター 
整形外科リウマチ科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集62回 Page246
（2018.03）

会議録

2018364798 前立腺癌におけるPSA検診の有効
性評価　海外のエビデンスと我が国
のガイドライン

沖原 宏治（京都府立医
科大学附属北部医療セ
ンター 泌尿器科）

京都府立医科大学附属
北部医療センター誌
（2188-5400）3巻1号 
Page2-16（2017.03）

総説

2018364689 入院時持参麻薬の中断理由と廃棄量
に関する検討

加藤 正太郎（秋田大学
医学部附属病院 薬剤
部），森澤 さおり，佐々
木 克也，三浦 昌朋

医薬品相互作用研究
（0385-5015）42巻1号 
Page32-36（2018.02）

原著論文

2018364686 ベバシズマブの残薬廃棄による経済
的損失は容量規格追加により削減さ
れる可能性がある

岡田 浩司（東北医科薬
科大学 薬学部 病院薬剤
学教室），本庄 伸輔，菊
池 昌之，高橋 典哉，菊
池 亮大，小笠原 信敬，
及川 淳，村上 正美，熊
谷 範之，宮本 亜希，大
村 雅之，及川 尚子，薄
井 健介，渡辺 善照

医薬品相互作用研究
（0385-5015）42巻1号 
Page11-15（2018.02）

原著論文



2018364555 急性リンパ芽球性白血病の成人患者
に対する一次真菌症予防としてのフ
ルコナゾールとカビ活性トリアゾー
ルとの比較　臨床アウトカムと費用
対効果分析（Fluconazole versus 
mould-active triazoles for primary 
antifungal prophylaxis in adult 
patients with acute lymphoblastic 
leukemia: clinical outcome and 
cost-eff ectiveness analysis）（英語）

Wang Yan（Department 
of Pharmacy，The First 
Affi  liated Hospital of 
Xi'an Jiaotong Univer-
sity），Xing Yuanming，
Chen Lu，Meng Ti，Li 
Ying，Xie Jiao，Chen 
Limei，Dong Yalin，
Dong Weihua

International Journal of 
Hematology（0925-
5710）107巻2号 
Page235-243
（2018.02）

原著論文
/比較研
究

2018363669 Adalimumab non-interventional trial 
for up-verifi ed eff ects and utility
（ANOUVEAU）試験に参加した日本
人関節リウマチ患者におけるアダリ
ムマブ投与の経済的影響（Eco-
nomic impact of adalimumab 
treatment in Japanese patients 
with rheumatoid arthritis from the 
adalimumab non-interventional trial 
for up-verifi ed eff ects and utility
（ANOUVEAU） study）（英語）

Tanaka Yoshiya（The 
First Department of 
Internal Medicine，
School of Medicine，
University of Occupa-
tional and Environmen-
tal Health），Yamazaki 
Kiyotaka，Nakajima 
Ryo，Komatsu Shuichi，
Igarashi Ataru，Tango 
Toshiro，Takeuchi 
Tsutomu

Modern Rheumatology
（1439-7595）28巻1号 
Page39-47（2018.01）

原著論文

2018363567 原発性肺癌に対する拡散強調MRIの
経済的利益と診断の質（Economic 
Benefi ts and Diagnostic Quality of 
Diffusion-Weighted Magnetic Res-
onance Imaging for Primary Lung 
Cancer）（英語）

Usuda Katsuo（Depart-
ment of Thoracic 
Surgery，Kanazawa 
Medical University），
Funazaki Aika，Maeda 
Ryo，Sekimura Atsu-
shi，Motono Nozomu，
Matoba Munetaka，
Uramoto Hidetaka

Annals of Thoracic 
and Cardiovascular 
Surgery（1341-1098）
23巻6号 Page275-
280（2017.12）

総説

2018363303 アメリカ合衆国における血漿交換療
法の規制と医療費償還（Therapeutic 
Apheresis Regulation and Reim-
bursement in the United States）
（英語）

Siami Flora Sandra
（NERI）

Therapeutic Apheresis 
and Dialysis（1744-
9979）21巻5号 
Page525（2017.10）

会議録

2018363183 慢性術後疼痛の予防　リスク因子を
早期に特定することの重要性（Pre-
vention of chronic post-surgical 
pain: the importance of early iden-
tifi cation of risk factors）（英語）

Tawfi c Qutaiba（Depart-
ment of Anesthesiology 
and Perioperative Medi-
cine，London Health 
Science Centre，
Western University），
Kumar Kamal，Pirani 
Zameer，Armstrong 
Kevin

Journal of Anesthesia
（0913-8668）31巻3号 
Page424-431
（2017.06）

総説



2019001334 胃癌患者における術前禁煙治療の入
院医療費削減効果に関する検討

山中 崇寛（国立病院機
構千葉医療センター），
守 正浩，粕谷 雅晴，杉
山 友啓，坂崎 仁美，船
津 悠也，五十嵐 悠大，
高橋 知也，平林 智子

禁煙科学12巻5号 
Page1-6（2018.05）

原著論文
/比較研
究

2018387909 急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切
除術と開腹手術の臨床成績および医
療費についての検討

齋藤 健太郎（札幌市立
札幌病院 外科），大島 
隆宏，大島 由佳，谷 道
夫，上坂 貴洋，寺崎 康
展

外科（0016-593X）80
巻10号 Page1039-
1043（2018.09）

原著論文
/比較研
究

2018380327 DPCデータを用いた入院医療費に
影響する因子　食道悪性腫瘍と喫煙
歴の関係

光本 英雄（昭和大学大
学院 保健医療学研究科 
医療マネジメント領
域），的場 匡亮，上條 
由美

昭和学士会雑誌（2187-
719X）78巻1号 
Page55-60（2018.02）

原著論文
/比較研
究

2018377221 健康寿命に影響を与える年齢階級別
医療費および要介護度別介護費用に
ついての検討

中島 尚登（東京慈恵会
医科大学附属病院 医療
保険指導室），矢野 耕
也，加藤 里香，松川 晃
子，鳥海 弥寿雄

厚生の指標（0452-
6104）65巻6号 
Page1-10（2018.06）

原著論文

2018364081 高齢者のフットケアによる転倒リス
クと医療費の減少（Reduction in 
Fall Risk and Medical Cost with
Foot Care in the Elderly）（英語）

Yamashita Kazuhiko
（Department of 
Biodesign for 
Healthcare Innovation，
Graduate School of 
Medicine，Osaka 
University），Anzai 
Emi，Yamashita 
Tomoko，Ohta Yuji，
Sato Mitsuru，Ino 
Shuichi，Yamada 
Kenji，Ohno Yuko

Advanced Biomedical 
Engineering（2187-
5219）6巻 Page83-87
（2017.01）

原著論文
/比較研
究

2019008001 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32回）　訪問介
護と通所介護の混合介護サービスは
奏功するか

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）45巻11
号 Page34-37
（2018.11）

解説

医療費

医療保障制度



2019006207 戦後日本の医療制度の概要及び超高
齢化社会が到来する日本における医
療・長期介護政策の展望

Tamiya Nanako（De-
partment of Health 
Services Research，
Faculty of Medicine 
Research &amp; 
Development Center 
for Health Services，
University of Tsukuba）

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）67巻3号 
Page304-305
（2018.09）

会議録

2019003331 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4回）　KPI導
入でぐっ "と近づく「ヘルシーワー
クプレイス（健康で安全な職場）」の
実現"

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
7号 Page45-49
（2018.09）

解説

2019002267 海外医療機器便り　米国の医療保
険制度　州政府の係わり

鈴木 啓介（Keisuke 
Med Tech Consulting）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）49巻9号 
Page627-631
（2018.09）

解説

2019001633 平成30年度医療保険・介護保険同
時改定　課題と対策

張本 浩平（gene） 訪問リハビリテーショ
ン（2185-7911）8巻1
号 Page001-008
（2018.04）

解説

2019001356 女性の健康-健康増進と予防医療の
実現に向けて- 現状の医療制度か
ら、これからの時代へマッチすべき
医療となるには

萩池 洋子（DR.YOKO 
BEAUTY TERRACE 
CLINIC）

更年期と加齢のヘルス
ケア学会・日本サプリ
メント学会学術集会プ
ログラム・抄録集17回・
6回 Page22（2018.09）

会議録

2018381562「韓国における公的医療保険の課題
と民間医療保険の拡大」　医療保険
における公共性と市場原理との衝突

小笠原 信実（京都大学 
経済学研究科 後期博士
課程）

医療福祉政策研究
（2433-6858）1巻1号 
Page63-91（2018.03）

解説

2018376240 陰性細胞診の責任と検査士資格の
展望 医療保険の算定基準に見られ
る医師の関与と保険点数

佐々木 毅（東京大学医
学部附属病院 病理部・
病理診断科）

日本臨床細胞学会雑誌
（0387-1193）57巻
Suppl.1 Page135
（2018.04）

会議録

2018371857 介護保険給付額と併存疾患の関係　
関東地方のA市における介護・医療
保険レセプトデータ解析から

森 隆浩（筑波大学 医学
医療系ヘルスサービス
リサーチ分野），田宮 菜
奈子，吉江 悟，高橋 秀
人，浜田 将太，飯島 勝
矢，石崎 達郎

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）55巻
Suppl. Page110
（2018.05）

会議録

2018366774 災害時の医療制度について　関節リ
ウマチを含む慢性疾患の患者支援の
ために知っておくべき知識

冨岡 正雄（大阪医科大
学），佐浦 隆一

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集62回 Page936
（2018.03）

会議録



2019004245 病院総合力UP!現場の応用力（第2
回）　病院原価計算を生かす経営分
析の勘所　実践編

岸本 健二（メディカル・
データ・ビジョン 原価
構築ユニット）

医事業務25巻547号 
Page48-51（2018.10）

解説

2019003274 平成28年度診療報酬改定に基づい
た外来患者における抗精神病薬減量
の試み

坂本 靖之（国立病院機
構賀茂精神医療センタ
ー 薬剤科），助川 鶴平，
佐藤 康一，三島 直也，
堀 浩政，光山 忠史，西
川 正直，永見 幸人

臨床精神薬理（1343-
3474）21巻10号 
Page1379-1390
（2018.10）

原著論文
/比較研
究

2019001245 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12回）　
2018年度上期薬価交渉と流通改善
ガイドライン

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻12号 Page2315-
2316（2018.09）

解説

2018388186 新病院転移に伴う原価計算コスト配
賦ロジックの再構築と損益結果につ
いての考察

大嶋 悠一（創起会くま
もと森都総合病院），和
泉 孝，犬童 克也

診療情報管理（1883-
7972）30巻2号 
Page239（2018.08）

会議録

2018383134「患者相談体制の充実による効果」
質問票の信頼性・妥当性の検証　診
療報酬加算に基づく患者相談窓口全
国調査

荒神 裕之（東京医科大
学 公衆衛生学分野），小
田切 優子，山本 武志，
橋本 廸生，井上 茂

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻3号 Page123-131
（2018.07）

原著論文

2018367039 2016年の国民健康保険制度の診療
報酬改定下での財務的存続可能性
に必要とされるロボット支援胸部手
術の費用対効果シミュレーション
（Cost-Benefi t Performance Simula-
tion of Robot-Assisted Thoracic 
Surgery As Required for Financial 
Viability under the 2016 Revised 
Reimbursement Paradigm of the 
Japanese National Health Insur-
ance System）（英語）

Kajiwara Naohiro
（Department of Sur-
gery，Tokyo Medical 
University），Kato 
Yasufumi，Hagiwara 
Masaru，Kakihana 
Masatoshi，Ohira 
Tatsuo，Kawate 
Norihiko，Ikeda 

Norihiko

Annals of Thoracic 
and Cardiovascular 
Surgery（1341-1098）
24巻2号 Page73-80
（2018.04）

原著論文
/比較研
究

2018363115 診療報酬請求事務学習のためのルー
ブリック評価表の開発

米本 倉基（藤田保健衛
生大学），荻原 栞里，黒
野 伸子

Medical Secretary
（2188-6792）14巻2号 
Page20-25（2017.09）

原著論文

2018379182 新卒看護師4月研修の再考　入職7
ヵ月後の意識調査から

新藤 竜也（函館市立函
館病院），森山 唆智，川
口 礼子，新井田 義博，
益子 健

北海道看護研究学会集
録（2432-1516）平成
30年度 Page121-123
（2018.06）

原著論文

診療報酬・薬価

医業経営



2019003121 臨床試験データ共有の現状と展望　
データを繋ぐ倫理性、信頼性、利用
可能な技術

山内 慶太（慶応義塾大
学 看護医療学部），津本 
周作，椿 広計，栗原 雅
直，加藤 智子，角田 亮，
高橋 克巳

臨床評価（0300-3051）
46巻1号 Page7-42
（2018.06）

座談会

2019001567【人工知能（AI）がもたらす創薬イノ
ベーション】 バイオメディカル・基
礎から臨床への開発プロセス　バイ
オロジクス・製剤・ロボティクス
医薬品製造・バイオロジクス生産に
向けたAI技術開発

荒木 通啓（京都大学
大学院 医学研究科 寄
附講座臨床システム腫
瘍学　講座）

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻9号 
Page2055-2058
（2018.09）

解説/特
集

2019001566【人工知能（AI）がもたらす創薬イノ
ベーション】 バイオメディカル・基
礎から臨床への開発プロセス　トラ
ンスレーショナルリサーチと機械学
習

夏目 やよい（医薬基盤・
健康・栄養研究所 バイ
オインフォマティクスプ
ロジェクト）

医薬ジャーナル（0287-
4741）54巻9号 
Page2049-2053
（2018.09）

解説/特
集

2019001259【国内発ファーストインクラスの医
薬品創出における薬理学研究の役
割】 フィルグリペル（GPR119作動
薬）創製における薬理学研究の役割

松本 康嗣（第一三共 研
究開発本部臓器保護ラ
ボラトリー），吉富 智美，
島田 多堅

日本薬理学雑誌（0015-
5691）152巻3号 
Page119-124
（2018.09）

解説/特
集

2019001192【日本の原薬の現状と今後の展望を
探る】 日本医薬品原薬工業会の取り
組み　わが国の原薬の現状と課題を
探る

寺薗 隆（日本医薬品原
薬工業会），桂 良太郎，
白鳥 悟嗣，立崎 仁，高
美 時郎

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻11
号 Page2343-2356
（2018.09）

座談会/
特集

2019001191【医薬品製造アウトソーシング】 バ
イオ医薬品開発および製造における
アウトソーシングの動向　海外編

岡村 元義（ファーマト
リエ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻11
号 Page2307-2329
（2018.09）

解説/特
集

2018379564 医学科6年生を対象とした「臨床開
発・レギュラトリーサイエンス」実
習

長堀 正和（東京医科歯
科大学 医学部），岩井 
秀之，新田 沙由梨

医学教育（0386-9644）
49巻Suppl. Page144
（2018.07）

会議録

2018378695【医療経済を考える】 創薬研究サイ
ドからみた医療経済評価（HTA）

廣實 万里子（医薬産業
政策研究所）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻9号 
Page830-834
（2018.08）

解説/特
集

2018378578【神経・筋難病治療の最前線】 球脊
髄性筋萎縮症における疾患修飾療法
の開発

橋詰 淳（名古屋大学
大学院 医学系研究科 
神経内科学），祖父江 
元，勝野 雅央

BIO Clinica（0919-
8237）33巻8号 
Page729-734
（2018.07）

解説/特
集

2018374782 サステナブル社会の実現に向け医薬
品包装が直面している課題～偽薬/
流通/アドヒアランス～ 医薬品流通
の仕組みと流通からみた医薬品包装
について

鈴木 竜太（東邦ホール
ディングス）

日本薬剤学会年会講演
要旨集33年会 Page91
（2018.05）

会議録

医療関連ビジネス



2018374758「最近の中国の製薬関連情報」 中国
における「口腔内崩解錠」の現状と
展望

馬 俊（深せん万和製薬 
研究開発部），彭 瀟波，
侯 代松

日本薬剤学会年会講演
要旨集33年会 Page56
（2018.05）

会議録

2018364592 リスク・ベネフィットコミュニケー
ションの新たな展開-安全性情報が
十分に伝達され理解されるために- 
患者思考の情報提供実現のために　
企業の取り組みから

竹本 信也（中外製薬 医
薬安全性本部安全性コ
ミュニケーション部安
全性情報戦略グループ）

薬学雑誌（0031-6903）
138巻3号 Page315-
323（2018.03）

総説


