
医療経済関係研究論文（2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
2019039108【診断と治療のABC[140]慢性閉塞

性肺疾患（COPD）】 （第4章）管理・
治療　COPDの医療経済

桂田 雅大（神戸大学医
学部附属病院 呼吸器内
科）, 西村 善博

最新医学（0370-8241）
別冊慢性閉塞性肺疾患
（COPD） Page219-
227（2018.11）

解説/特
集

2019036949 語り継ぐ医療政策　政策選択の動き
と展望　老人病院のサービスと経済
の30年　1990年の定額包括払い制
の導入とその効果（I）

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2728号 
Page18-24（2018.11）

解説

2019036077 臓器提供数増加のためにすべきこと 
腎移植の医療経済　社会への貢献
度を考慮した対透析比較

絵野沢 伸（国立成育医
療研究センター 先端医
療研究室）

Organ Biology（1340-
5152）25巻3号 
Page51（2018.10）

会議録

2019032985 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
10号 Page797-798
（2018.10）

会議録

2019031327 成人科とともに歩む小児リウマチ性
疾患移行期医療 リウマチ医療経済
からみた小児期発症成人移行例の問
題点

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）

日本小児リウマチ学会
総会・学術集会プログ
ラム・抄録集28回 
Page51（2018.10）

会議録

2019030483 院内がん登録新標準様式には医療
行政の将来像が反映されている!

馬場 紀行（東京共済病
院 院内がん登録室）, 細
田 裕, 福田 光枝, 山本 
アコ, 仲野 貴子

共済医報（0454-7586）
67巻Suppl. Page161
（2018.10）

会議録

2019028430 病理をとりまく医療経済（第7回）　
病理診断科診療所の開業の経験

島田 修（白亜会DPJ細
胞病理医院）

病理と臨床（0287-
3745）36巻10号 
Page1009-1016
（2018.10）

解説



2019025396 国内外の最新検診ガイドラインから
将来の方向性を考える JUAガイド
ライン　検診効率・医療経済の見地
から

杉原 亨（自治医科大
学 泌尿器外科）, 久米 
春喜, 康永 秀生

泌尿器外科（0914-
6180）31巻8号 
Page1239-1242
（2018.08）

解説

2019024753 日本の地域包括ケアの経験-政策か
ら地域医療・住民活動まで- 少子高
齢社会で安心して生活できる地域づ
くりを支援する日本の保健医療政策

佐原 康之 国際保健医療（0917-
6543）33巻2号 
Page119-123
（2018.06）

解説

2019024750【プライマリヘルスケア40周年】 医
療経済学とプライマリ・ケア

井伊 雅子（一橋大学 国
際・公共政策大学院）

国際保健医療（0917-
6543）33巻2号 
Page99-104
（2018.06）

解説/特
集

2019022002 病理をとりまく医療経済（第8回）　
病理診断科診療所　若手病理医育
成と人生設計、地域医療への貢献

岸川 正大（長崎病理）, 
黒濱 大和, 松岡 優毅, 
中島 正洋

病理と臨床（0287-
3745）36巻11号 
Page1109-1113
（2018.11）

座談会

2019021887【平成30年度トリプル改定】 クロザ
ピンが包括範囲から除外された背景　
重度かつ慢性統合失調症に対する医
療政策とクロザピンの有用性

押淵 英弘（東京女子医
科大学 精神医学講座）, 
石郷岡 純

日本精神科病院協会雑
誌（1347-4103）37巻
9号 Page942-947
（2018.09）

解説/特
集

2019015972 経済学的視点から歯科業界を読み解
く　医療経済学からみた医療制度の
問題点

濱田 吉之輔（大阪大学
大学院 医学系研究科）

歯界展望（0011-8702）
132巻4号 Page862-
863（2018.10）

解説

2019013057 医療制度の変革と医療技術の進歩に
血液事業はどのように向き合うか 
医療政策の変更が血液事業に及ぼす
影響について

河原 和夫（東京医科歯
科大学大学院 政策科学
分野）

血液事業（0917-7833）
41巻2号 Page404
（2018.08）

会議録

2019009845 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本病院会雑誌（0385-
9363）65巻8号 
Page931-941
（2018.08）

解説

2019039466 薬剤数減量の観点から検討した漢方
診療の有用性　ポリファーマシー対
策への可能性

高野 静子（千葉大学大
学院 医学研究院 和漢
診療学）, 中村 道美, 森
田 智, 龍 興一, 和泉 裕
子, 永井 千草, 八木 明
男, 島田 博文, 永嶺 宏一
, 平崎 能郎, 岡本 英輝, 
並木 隆雄

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）69巻4号 
Page328-335
（2018.10）

原著論文

2019039108【診断と治療のABC[140]慢性閉塞
性肺疾患（COPD）】 （第4章）管理・
治療　COPDの医療経済

桂田 雅大（神戸大学医
学部附属病院 呼吸器内
科）, 西村 善博

最新医学（0370-8241）
別冊慢性閉塞性肺疾患
（COPD） Page219-
227（2018.11）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2019039042【後期高齢者へのがん薬物治療】 が
ん薬物治療と医療経済

濃沼 信夫（東北医科薬
科大学 医学部）

臨床腫瘍プラクティス
（1880-3083）14巻4号 
Page255-261
（2018.11）

解説/特
集

2019038921 薬価制度70年を振り返る　共同討
議　薬価制度の歴史から学び、活か
していくこと（第1回）　抜本改革を
歴史の流れで考える

長野 明（薬価制度の歴
史を考える会）

新薬と臨牀（0559-
8672）67巻11号 
Page1383-1397
（2018.11）

座談会

2019038201 小児MRI検査時の鎮静や麻酔の質の
向上のための政策提言に向けて　費
用効果分析の視点から考える

小原 崇一郎（埼玉県立
小児医療センター 麻酔
科）

日本小児麻酔学会誌
（1341-5603）24巻
Suppl. Page90
（2018.10）

会議録

2019038155 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

2019037496【悪性リンパ腫の最新分類と新規治
療】 注目の疾患　原発性マクログロ
ブリン血症/リンパ形質細胞性リン
パ腫の診断と治療

関口 直宏（国立病院機
構災害医療センター 血
液内科）

最新医学（0370-8241）
73巻11号 Page1436-
1440（2018.11）

解説/特
集

2019036462 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14回）　
2018年度上期薬価交渉の論点整理

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻15号 Page2999-
3002（2018.11）

解説

2019036458 臨床ですぐに使える薬学トリビア
（第7回）　「p<0.05であるため有効
である」の時代は終焉?

宮川 泰宏（名古屋大学
医学部附属病院 薬剤
部）

薬事（0016-5980）60
巻15号 Page2973-
2976（2018.11）

解説

2019035287 ストレスチェック制度を自施設で行
なった場合のメリット・デメリット
に関する検討

榎田 奈保子（産業医科
大学保健センター）, 立
石 清一郎, 工藤 智美, 
高松 あずみ, 田原 真帆, 
野原 由美子, 岡山 聡子, 
田尾 香織, 伊藤 直人, 
山本 幸代, 池上 和範, 
川波 祥子, 丸山 崇, 廣 
尚典

CAMPUS HEALTH
（1341-4313）55巻1号 
Page424-426
（2018.03）

会議録

2019034923 NDBを用いた帯状疱疹の疾病負荷
と医療費に関する研究

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部 医学科）, 
白岩 健

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻Suppl. Page153
（2018.10）

会議録

2019034921 虚血性心疾患の都道府県別社会的
負担の推計

北澤 健文（東邦大学医
学部 社会医学講座）, 長
浜 誉佳, 平田 幸輝, 松
本 邦愛, 藤田 茂, 瀬戸 
加奈子, 長谷川 友紀

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻Suppl. Page151
（2018.10）

会議録



2019034920 脳血管疾患の都道府県別疾病負担
の算出

平田 幸輝（東邦大学大
学院 医学研究科 社会
医学講座）, 長濱 誉佳, 
北澤 健文, 松本 邦愛, 
長谷川 友紀

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻Suppl. Page150
（2018.10）

会議録

2019034890 高齢者に対する股関節人工骨頭挿入
術の周術期に行われる予防的抗菌薬
投与の費用最小化分析

三尾 諒（東北大学大学
院 医学系研究科 公衆
衛生学専攻 医療管理学
分野）, 藤森 研司, たら
澤 邦男

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）55
巻Suppl. Page120
（2018.10）

会議録

2019031634 CRBSI予防対策と費用対効果 森兼 啓太（山形大学医
学部附属病院 検査部）

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）38巻6号 
Page S216（2018.10）

会議録

2019030045 節薬バッグ運動における残薬確認に
よる処方調整の効果及び薬効別服薬
アドヒアランスの評価

小林 大介（九州大学大
学院 薬学研究院臨床育
薬学分野）, 小柳 香織, 
窪田 敏夫, 坂本 佳子, 
木原 太郎, 三井所 尊正, 
加崎 哲夫, 國武 雅弘, 
竹下 文明, 安東 恵津子, 
馬場 智弘, 瀬尾 隆, 田中 
泰三, 島添 隆雄

薬学雑誌（0031-6903）
138巻10号 Page1313-
1322（2018.10）

原著論文
/比較研
究

2019029598 錠剤製造技術である直打を考える　
MEGGLEにおける直接打錠の発展
と、日本での費用対効果と技術革新
への貢献

Penz Franz K.（ドイツ）, 
横溝 純

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻13
号 Page2723-2727
（2018.10）

解説

2019029340 抗がん剤曝露対策の推進における費
用増加対策と効果の評価

上原 友美（鹿児島厚生
連病院 薬剤科）, 堀内 
智裕, 中松 穂菜美, 鶴永 
大貴, 中島 理恵, 中村 有
莉恵, 赤星 真広, 石神 
誠子, 池増 鮎美, 佐多 
照正, 奥村 浩, 前之原 
茂穂

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻10
号 Page1258-1263
（2018.10）

原著論文

2019029339 ベバシズマブ製剤の使用量請求がも
たらす経済性の検討

中村 暢彦（京都薬科大
学 臨床薬学教育研究セ
ンター）, 楠本 正明, 中
嶋 江美, 木下 里紗, 岡
田 知子, 森田 直, 谷本 
祐子, 小林 政彦, 矢野 
義孝

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻10
号 Page1251-1257
（2018.10）

原著論文



2019027895【患者データが狙われている-最新セ
キュリティ対策】 医療システムに向
けたセキュリティ対策と製品群　
SDN技術を使った医療システムに
対するサイバーセキュリティ対策
（SES）

中島 豊（アライドテレ
シス Envigilant事業部）

新医療（0910-7991）
45巻10号 Page107-
106（2018.10）

解説/特
集

2019027886【今、病院が選んで納得するCTを考
える】 CT選択の視座と展望　地域
包括医療を担う神経内科病院におけ
るCTの更新　選択の経緯と有用性

泉山 昌洋（仙台中江病
院）

新医療（0910-7991）
45巻10号 Page55-58
（2018.10）

解説/特
集

2019025396 国内外の最新検診ガイドラインから
将来の方向性を考える JUAガイド
ライン　検診効率・医療経済の見地
から

杉原 亨（自治医科大
学 泌尿器外科）, 久米 
春喜, 康永 秀生

泌尿器外科（0914-
6180）31巻8号 
Page1239-1242
（2018.08）

解説

2019025395 国内外の最新検診ガイドラインから
将来の方向性を考える JUAガイド
ライン　有効性検証の見地から

深貝 隆志（昭和大学江
東豊洲病院 泌尿器科）

泌尿器外科（0914-
6180）31巻8号 
Page1235-1237
（2018.08）

解説

2019025377 2002～2016年度の伊勢崎市前立
腺がん検診研究の結果集計

藤塚 雄司（伊勢崎市民
病院 泌尿器科）, 伊藤 
一人, 大木 亮, 牧野 武
朗, 悦永 徹, 齋藤 佳隆, 
竹澤 豊, 小林 幹男, 山
本 巧, 松本 和久, 古作 
望, 鈴木 和浩

泌尿器外科（0914-
6180）31巻8号 
Page1171-1173
（2018.08）

原著論文

2019025035 日本と中国における生活習慣関連疾
患の現状と国家レベルで協力するた
めの手段 中国におけるアルツハイ
マー病の経済学的コスト　クラスタ
ー無作為観察研究（The current 
state of the lifestyle-related dis-
eases in China and Japan, and the 
measures to cope with at the na-
tional level Economic cost of Al-
zheimer's disease in China: a clus-
ter randomized observat ional 
study）（英語）

賈 建平（Department of 
Neurology, Xuan Wu 
Hospital, Capital Medi-
cal University）

日中医学（0912-6287）
33巻2号 Page67
（2018.08）

会議録



2019024662 新生児集中治療室におけるルーチン
のカテーテルチップ培養の有効性
（Efficacy of routine catheter tip 
culture in a neonatal intensive 
care unit）（英語）

Kitano Taito（Neonatal 
Intensive Care Unit , 
N a r a P r e f e c t u r e 
G e n e r a l M e d i c a l 
C e n t e r）, T a k a g i 
Kumiko , A ra i I kuyo , 
Y a s u h a r a H a j i m e , 
Ebisu Reiko, Ohgitani 
A y a k o , K i t a g a w a 
Daisuke, Oka Miyako, 
Masuo Kazue, Minowa 
Hideki

Pediatrics International
（1328-8067）60巻5号 
Page423-427
（2018.05）

原著論文

2019024347 4cm未満の腎腫瘍に対する凍結アブ
レーションと腎部分切除を比較する
費用対効果分析（Cost-eff ectiveness 
analysis of cryoablation versus 
partial nephrectomy for renal tumor 
less than 4cm）（英語）

Sugawara Shunsuke
（D e p a r t m e n t o f 
Diagnostic Radiology, 
N a t i o n a l C a n c e r 
Center）, Arai Yasuaki, 
S o n e M i y u k i , I t o u 
Chihiro, Wada Shinji, 
Hasegawa Tetsuya, 
Umakoshi Nor iyuk i , 
K u b o T a k a t o s h i , 
Fujimoto Hiroyuki, Hara 
T o m o h i k o , E s a k i 
Minoru, Igarashi Ataru

IVR: Interventional 
Radiology（1340-
4520）33巻Suppl. 
Page241（2018.04）

会議録

2019024009 薬事温故知新（第100回）　後発医
薬品の使用促進策

土井 脩（医薬品医療機
器レギュラトリーサイエ
ンス財団）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）49巻4号 
Page256-257
（2018.04）

解説

2019022334【不眠に漢方をどう使うか】 不眠治
療における漢方薬のメリット

小川 純人（東京大学大
学院 医学系研究科 加
齢医学）

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻10
号 Page1103-1105
（2018.10）

解説/特
集

2019021975【がんのPrecision Medicine（精密医
療）-SCRUM-Japanの取り組みを中
心に-】 Precision Medicineと高額薬
剤、Precision Medicineと費用対効
果

五十嵐 中（東京大学大
学院薬学系研究科医薬
政策学）

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻9号 
Page963-966
（2018.09）

解説/特
集

2019021170 日本人乳がん患者を対象とした
willingness to payの検証研究（背景
とデザイン）

岩谷 胤生（聖マリアン
ナ医科大学 外科学乳
腺・内分泌外科）

腫瘍内科（1881-6568）
22巻4号 Page450-
458（2018.10）

解説

2019020540 特定看護師　タスクシフトを進める
ためには医師の現状維持意識"変革
が不可欠"

藤井 将志（谷田会谷田
病院 事務部）

医療経営士52号 
Page50-51（2018.10）

解説



2019018635 抗凝固薬の費用対効果の検討 長岡 司晃（武蔵野大
学 薬学部 臨床薬学セ
ンター）, 三原 潔, 西牟
田 章戸, 小川 潤子, 小
川 ゆかり, 小清水 治太, 
田島 純一, 益戸 智香子, 
吉井 智子, 高尾 良洋, 
山下 直美

日本地域薬局薬学会誌
（2187-7823）6巻1号 
Page 要71（2018.06）

会議録

2019016942 当院の栄養管理業務における診療報
酬改定前後での収支結果について

山崎 恵（横須賀共済病
院 栄養管理科）, 齊藤 
かしこ, 河越 美香, 一之
瀬 隆哉, 野崎 梢, 藤間 
和美, 野間 友紀, 服部 
みな子, 千葉 成美, 齋藤 
誠記

共済医報（0454-7586）
67巻3号 Page289-
292（2018.08）

原著論文

2019015041 3Dプリント模型の日常臨床への導
入方法と問題点

橋爪 崇（菊名記念病
院 放射線科）, 穴村 聡, 
劉 清隆

日本医学放射線学会秋
季臨床大会抄録集
（0048-0428）54回 
Page S513（2018.09）

会議録

2019011989 後方除圧術を実施した腰椎変性疾患
例における質調整生存年（quality-
adjusted life year:QALY）

加藤 相勲（大阪市民病
院機構大阪市立総合医
療センター 整形外科）, 
並川 崇, 松村 昭, 岩前 
真由, 日高 典昭, 中村 博
亮

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）61巻秋季学会 
Page46（2018.09）

会議録

2019011727【反復経頭蓋磁気刺激法（rTMS）と
精神科診療】 うつ病に対する反復経
頭蓋磁気刺激療法の費用対効果

和田 真孝（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経
科学教室）, 佐渡 充洋

臨床精神医学（0300-
032X）47巻8号 
Page921-927
（2018.08）

解説/特
集

2019010461【動き始めたがんゲノム医療　深化
と普及のための基礎研究課題】 （第1
章）ゲノム医療の体制　現状と課題　
ゲノム医療の経済評価における研究
動向と課題

齋藤 英子（国立がん研
究センターがん対策情
報センター がん統計・
総合解析研究部）, 片野
田 耕太

実験医学（0288-5514）
36巻15号 Page2507-
2512（2018.09）

解説/特
集

2019009884【終末期を考える　今、わかってい
ること&医師ができること　すべて
の終末期患者と家族に必要な医療・
ケア】 （第4章）事例に学ぶ　家族・
遺族ケアから医療者のケアまで　終
末期患者の家族ケア、遺族ケア　緩
和ケア医の立場から

小杉 和博（国立がん研
究センター東病院 緩和
医療科）

Gノート（2188-3033）
5巻6号 Page1062-
1068（2018.09）

解説/特
集



2019027766 大都市圏における医療費の都府県内
格差と都府県間格差

皿谷 麻子（ESBリサー
チ&amp;コンサルティン
グ）

厚生の指標（0452-
6104）65巻11号 
Page31-38（2018.09）

原著論文

2019027762 在宅療養支援診療所の発展と医療
費の伸び率との関連

伊藤 敦（北見工業大
学 工学部）

厚生の指標（0452-
6104）65巻11号 
Page1-7（2018.09）

原著論文

2019022642 開腹およびロボット支援下根治的膀
胱摘除術における周術期アウトカム
と医療費の比較

竹村 光太郎（武蔵野赤
十字病院）, 藤村 哲也, 
山田 雄太, 高橋 さゆり, 
山田 大介, 中川 徹, 田中 
良典, 本間 之夫, 福原 
浩, 久米 春喜

Japanese Journal of 
Endourology（2186-
1889）31巻2号 
Page266-270
（2018.09）

原著論文
/比較研
究

2019038896 外科医のインセンティブ導入をめざ
して　わが国の医療保険制度におけ
る外科手術の評価について

迫井 正深（厚生労働省
保険局 医療課）

日本外科学会雑誌
（0301-4894）119巻6
号 Page684-686
（2018.11）

解説

2019034303 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5回）　結局、
改定後はどうなった!?重症患者割合
や注目加算算定状況をデータで見え
る化

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
8号 Page76-79
（2018.10）

解説

2019023098 明るい日本の将来の医療制度に向け
て

横倉 義武（日本医師会） 未病と抗老化（1347-
667X）27巻 Page17-
19（2018.11）

解説

2019022886 急速遂娩　産科医療保障制度原因
分析報告書からの教訓　急速遂娩
術のための適切な判断と方法とは　
鉗子遂娩術を中心に

竹田 省（順天堂大学 医
学部 産婦人科）

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）70巻
11号 Page2480-2484
（2018.11）

解説

2019022885 急速遂娩　産科医療保障制度原因
分析報告書からの教訓　分析対象
事例からみた吸引遂娩術の課題

鈴木 俊治（葛飾赤十字
病院 産婦人科）

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）70巻
11号 Page2477-2479
（2018.11）

解説

2019018242【CAD/CAMレジン冠　失敗しない
保険治療のために押さえておきたい
ポイント】 公的医療保険下のCAD/
CAMレジン冠

坪田 有史（坪田デンタ
ルクリニック）

日本歯科評論（0289-
0909）増刊2018 
Page58-61（2018.10）

解説/特
集

2019015972 経済学的視点から歯科業界を読み解
く　医療経済学からみた医療制度の
問題点

濱田 吉之輔（大阪大学
大学院 医学系研究科）

歯界展望（0011-8702）
132巻4号 Page862-
863（2018.10）

解説

2019013431 医療保険の手引き[小児科] 須永 進（東京都医師会）,
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8号 
Page682-687
（2018.09）

解説

医療費

医療保障制度



2019013057 医療制度の変革と医療技術の進歩に
血液事業はどのように向き合うか 
医療政策の変更が血液事業に及ぼす
影響について

河原 和夫（東京医科歯
科大学大学院 政策科学
分野）

血液事業（0917-7833）
41巻2号 Page404
（2018.08）

会議録

2019013056 医療制度の変革と医療技術の進歩に
血液事業はどのように向き合うか 
肝切除における輸血　自己血貯血の
意義

梛野 正人（名古屋大学
大 学 院 医 学 系 研 究
科 腫瘍外科学）

血液事業（0917-7833）
41巻2号 Page404
（2018.08）

会議録

2019013055 医療制度の変革と医療技術の進歩に
血液事業はどのように向き合うか 
地域医療構想・医療計画による医療
界の変化と、これが急性期・輸血医
療に及ぼす影響について

今村 知明（奈良県立医
科大学 公衆衛生学講
座）

血液事業（0917-7833）
41巻2号 Page403
（2018.08）

会議録

2019013054 医療制度の変革と医療技術の進歩に
血液事業はどのように向き合うか 
病院医療はどこに向かっているのか

猪口 雄二（全日本病院
協会）

血液事業（0917-7833）
41巻2号 Page403
（2018.08）

会議録

2019009844 社会環境の激変と医療制度改革の荒
波を受ける病院の未来

相澤 孝夫（日本病院会） 日本病院会雑誌（0385-
9363）65巻8号 
Page911-930
（2018.08）

解説

2019009843 医療制度ルネサンス　未来を見据
え、今を創新する

山田 哲司（石川県立中
央病院）

日本病院会雑誌（0385-
9363）65巻8号 
Page902-910
（2018.08）

解説

2019038921 薬価制度70年を振り返る　共同討
議　薬価制度の歴史から学び、活か
していくこと（第1回）　抜本改革を
歴史の流れで考える

長野 明（薬価制度の歴
史を考える会）

新薬と臨牀（0559-
8672）67巻11号 
Page1383-1397
（2018.11）

座談会

2019036462 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14回）　
2018年度上期薬価交渉の論点整理

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻15号 Page2999-
3002（2018.11）

解説

2019029628 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13回）　企
業評価から考える薬価交渉のポイン
ト

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻13号 Page2467-
2469（2018.10）

解説

2019016942 当院の栄養管理業務における診療報
酬改定前後での収支結果について

山崎 恵（横須賀共済病
院 栄養管理科）, 齊藤 
かしこ, 河越 美香, 一之
瀬 隆哉, 野崎 梢, 藤間 
和美, 野間 友紀, 服部 
みな子, 千葉 成美, 齋藤 
誠記

共済医報（0454-7586）
67巻3号 Page289-
292（2018.08）

原著論文

診療報酬・薬価



2019011885 日常の歯科診療への漢方薬の適用　
日本歯科医師会「薬価基準による歯
科関係薬剤点数表」に収載された7
種類の漢方薬について

五味 暁憲（前橋赤十字
病院 歯科口腔外科）, 横
尾 聡, 須佐 岳人, 清水 
崇寛, 高橋 紗也子, 境野 
才紀, 伊藤 佑里子

群馬県歯科医学会雑誌
（1343-2435）22巻 
Page39-45（2018.08）

解説

2019025388 前立腺がん術後および放射線治療
後の地域連携パスの作成と運用　6
年間の実践報告

竹澤 豊（伊勢崎市民病
院 泌尿器科）, 根井 翼, 
藤塚 雄司, 牧野 武朗, 
悦永 徹, 斎藤 佳隆, 小
林 幹男

泌尿器外科（0914-
6180）31巻8号 
Page1211-1213
（2018.08）

原著論文

2019021868 日本精神科病院協会　平成28年度
「セルフレビュー（自己評価）」実施
結果について

日本精神科病院協会病
院経営管理委員会

日本精神科病院協会雑
誌（1347-4103）37巻
7号 Page734-743
（2018.07）

原著論文

2019039042【後期高齢者へのがん薬物治療】 が
ん薬物治療と医療経済

濃沼 信夫（東北医科薬
科大学 医学部）

臨床腫瘍プラクティス
（1880-3083）14巻4号 
Page255-261
（2018.11）

解説/特
集

2019038921 薬価制度70年を振り返る　共同討
議　薬価制度の歴史から学び、活か
していくこと（第1回）　抜本改革を
歴史の流れで考える

長野 明（薬価制度の歴
史を考える会）

新薬と臨牀（0559-
8672）67巻11号 
Page1383-1397
（2018.11）

座談会

2019035383 RNA干渉法の核酸医薬への利用（1）高橋 朋子（東京大学大
学院 理学系研究科 生
物科学専攻）, 程 久美子

日本核酸医薬学会誌21
巻1号 Page14-21
（2017.06）

解説

2019033719 酪農学園大学における薬剤耐性菌教
育と研究活動の源流

田村 豊（酪農学園大
学  動物薬教育研究セン
ター）

北海道獣医師会雑誌
（0018-3385）62巻10
号 Page435-438
（2018.10）

解説

2019029628 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13回）　企
業評価から考える薬価交渉のポイン
ト

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻13号 Page2467-
2469（2018.10）

解説

2019029597 ライフサイエンス産業のグローバル
拠点として発展するアイルランド

ロバート・ネスター （ア
イルランド政府産業開
発庁）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻13
号 Page2719-2721
（2018.10）

解説

医業経営

医療関連ビジネス



2019028964【医薬品業界のグローバルトピック
2018-変わりゆく国内外の医薬品製
造・品質管理の潮流-】 産業界の視
点からみたICH神戸会合の結果につ
いて

横田 昌史（日本製薬工
業協会）, 日本製薬工業
協会ICHプロジェクト委
員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻12
号 Page2559-2564
（2018.09）

解説/特
集

2019026959 BioCelerate Toxicology Data Shar-
ing Initiative　バイオ製薬産業のた
めの中央集積型検索可能前臨床デー
タリポジトリの開発（BioCelerate 
Toxicology Data Sharing Initiative: 
development of a centralized, 
searchable Preclinical Data Re-
pository for the Biopharmaceutical 
Industry）（英語）

福島 民雄（塩野義製薬）,
目良 国寛, 葛本 雅宣, 
Graziano Mike, Vock 
E s t h e r , K ah l b a ugh 
George, Houser Wil-
l i am , F i s h Co l i n J . , 
Page Todd, Bjerregaard 
T h om a s G . , F r a hm 
Stephanie

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）43巻
Suppl. Page S257
（2018.06）

会議録

2019026735 ヒト医薬品環境影響評価の新展開 
欧州の製薬産業の環境と製薬に関す
る総合的アプローチ　Eco-Pharma-
co-Stewardship（The European 
Pharmaceutical Industry's Holistic 
Approach to Pharmaceuticals in 
the Environment: Eco-Pharmaco-
Stewardship）（英語）

Eskola Sini M.（Europe-
an Federation of Phar-
maceutical Industries 
and Associations（EF-
PIA））, Nedog Katarina, 
A n q u e z - T r a x l e r 
Christelle, Snape Ja-
son, Laenge Reinhard, 
Mattson Bengt

The Journal of Toxico-
logical Sciences
（0388-1350）43巻
Suppl. Page S83
（2018.06）

会議録

2019026706 CDISCを活用した非臨床安全性評
価 製薬企業におけるSEND実装へ
向けた取り組み・課題

鈴木 睦（協和発酵キリ
ン 研究開発本部 トラ
ンスレーショナルリサー
チユニット）

The Journal of Toxico-
logical Sciences
（0388-1350）43巻
Suppl. Page S53
（2018.06）

会議録

2019026678 製薬産業界のトランスフォーメーシ
ョンとアカデミア創薬の展望

榑林 陽一（神戸大学 学
術・産業イノベーショ
ン創造本部）

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）43巻
Suppl. Page S15
（2018.06）

会議録

2019021974【がんのPrecision Medicine（精密医
療）-SCRUM-Japanの取り組みを中
心に-】 Precision Medicineが投げか
ける抗がん剤適応承認の問題

糸谷 涼（国立がん研究
センター東病院 呼吸器
内科）, 葉 清隆

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻9号 
Page959-962
（2018.09）

解説/特
集

2019020611 臨床研究法 臨床研究法の進め方と
課題　企業、CROの立場から

吉田 浩輔（リニカル）, 
日本臨床試験学会臨床
研究法対応検討委員会

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集24回 Page54-
55（2018.10）

会議録

2019015784【わが国の治験の活性化に向けて】 
治験データの集約化を目指して

森尾 保徳（田辺三菱製
薬 育薬本部 プロジェ
クトマネジメント部）, 
小居 秀紀, 池田 和隆, 山
脇 成人, 中込 和幸

精神科（1347-4790）
33巻4号 Page353-
358（2018.10）

解説/特
集



2019008480 日本精神神経学会における利益相反
申告の実際

稲垣 中（青山学院大学
保健管理センター）

精神神経学雑誌（0033-
2658）120巻8号 
Page695-705
（2018.08）

解説


