
医療経済関係研究論文（3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
2019068793【スギ・ヒノキ花粉症　最新の話題】

スギ・ヒノキ治療法のトピックス 
初期療法の医療経済学

岡野 光博（国際医療福
祉大学 医学部 耳鼻咽
喉科）

アレルギー・免疫
（1344-6932）26巻2号 
Page188-195
（2019.01）

解説/特
集

2019067466【検証　平成30年度診療報酬・介護
報酬同時改定】 医療経済・政策学の
視点から平成30年度同時改定を読
む

二木 立（日本福祉大学） 病院（0385-2377）77
巻12号 Page928-933
（2018.12）

解説/特
集

2019066795 腹圧性尿失禁患者への手術に対する
骨盤底筋トレーニングの費用対効果
の推定　理学療法が保険適用した場
合の医療経済評価

中口 拓真（花と森の東
京病院）

理学療法ジャーナル
（0915-0552）52巻12
号 Page1182-1185
（2018.12）

原著論文
/比較研
究

2019066321 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（II）

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2730号 
Page10-17（2018.11）

解説

2019059477 医療経済と和漢薬 ポリファーマシ
ーにおける漢方薬の医療経済効果の
検証　薬剤師の職能開発、社会薬
学の視点から

湯本 哲郎（星薬科大
学 薬剤師職能開発研究
部門）

和漢医薬学会学術大会
要旨集35回 Page68
（2018.09）

会議録

2019059476 医療経済と和漢薬 漢方診療は儲か
らない

新井 信（東海大学 医学
部 専門診療学系漢方医
学）

和漢医薬学会学術大会
要旨集35回 Page67
（2018.09）

会議録

2019059475 医療経済と和漢薬 大規模診療デー
タベースを活用した漢方薬の効果お
よび費用分析

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科 臨
床疫学・経済学）

和漢医薬学会学術大会
要旨集35回 Page66
（2018.09）

会議録



2019057954 富山県ドクターヘリ導入後の医療経
済効果

小倉 憲一（富山県厚生
部）, 山川 祐子, 大鋸 立
邦, 菊川 哲英, 若杉 雅
浩, 廣田 幸次郎, 大田 祥
子

日本航空医療学会雑誌
（1346-129X）19巻1号 
Page18-25（2018.07）

原著論文

2019053899 日本における多発性硬化症のための
高額薬剤と医療経済学（High-priced 
drugs for multiple sclerosis and the 
medical economy in Japan）（英語）

Shimizu Yuko
（Department of 
Neurology, Tokyo 
Women's Medical 
University School of 
Medicine）

Clinical and 
Experimental 
Neuroimmunology
（1759-1961）8巻4号 
Page289-291
（2017.11）

コメント

2019053564 地域包括ケアシステムは機能するか
（vol.9）　医療行政が推進する地域
包括ケアシステム

木全 真理（東京大学高
齢社会総合研究機構）, 
飯島 勝矢

医学のあゆみ（0039-
2359）268巻2号 
Page149-153
（2019.01）

解説

2019053339【アレルギー疾患とバイオマーカー】 
バイオマーカーとアレルギー疾患対
策　医療経済学的な観点も含めて

玉利 真由美（東京慈恵
会医科大学総合医科学
研究センター 基盤研究
施設（分子遺伝学））, 廣
田 朝光

アレルギー・免疫
（1344-6932）26巻1号 
Page14-19（2018.12）

解説/特
集

2019052043【腰痛治療の最前線】 腰痛の医療経
済　腰痛の医療経済

海渡 貴司（大阪大学大
学院 医学系研究科 器
官制御外科学（整形外
科））

関節外科（0286-5394）
37巻12号 Page1358-
1362（2018.12）

解説/特
集

2019048317 医療関連感染と医療経済 福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営学分野）

呼吸器内科（1884-
2887）34巻4号 
Page384-388
（2018.10）

解説

2019043129 高い安全性を求めた新規SPPARM
α製剤の出現は何をもたらすのか　
エビデンス検証の可能性と医療経済
学的考察

穴井 元暢（東京大学医
科学研究所先端医療研
究センター システム生
物医学ラボラトリー）, 
田中 十志也, 児玉 龍彦

薬理と治療（0386-
3603）46巻4号 
Page471-480
（2018.04）

原著論文
/比較研
究

2019068793【スギ・ヒノキ花粉症　最新の話題】
スギ・ヒノキ治療法のトピックス 
初期療法の医療経済学

岡野 光博（国際医療福
祉大学 医学部 耳鼻咽
喉科）

アレルギー・免疫
（1344-6932）26巻2号 
Page188-195
（2019.01）

解説/特
集

2019068563 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16回）　下
期薬価交渉に向けての理論武装

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻1号 Page118-122
（2019.01）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2019068496 関節リウマチ治療の最適化-beyond 
remissionの重要性と問題点- 寛解後
のTNF阻害薬減量・中止は可能か

伊藤 聡（新潟県立リウ
マチセンター）

臨床リウマチ（0914-
8760）30巻3号 
Page199-209
（2018.09）

解説

2019068390 フォーミュラリーの普及に向けて 
地域フォーミュラリーの必要性と提
案　日本調剤（株）の薬局調剤デー
タから試算した削減効果と理想の地
域フォーミュラリー

関 こころ（日本医薬総
合研究所）, 佐藤 貴之, 
増原 慶壮

ジェネリック研究
（1881-9117）12巻2号 
Page90-95（2018.12）

解説

2019067648 厚労省新HTA制度（第6回）　医薬経
済学から見た価値と価格の関係　価
値に基づく価格決定のサイエンスと
アート

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）49巻12
号 Page805-810
（2018.12）

総説

2019067527 日本調剤那覇中央薬局における残薬
調整による服薬アドヒアランス向上
および薬剤費削減

吉井 佑太（日本調剤久
茂地薬局）, 武田 訓幸, 
中居 利恵, 福岡 勝志, 弓
削 吏司

診療と新薬（0037-
380X）55巻11号 
Page869-872
（2018.11）

原著論文

2019067489【あなたは考えていますか?　前立腺
癌検診・生検・治療のQOLと費用
対効果】前立腺癌検診:QALY・費用
対効果の視点からの有効性評価 費
用対効果の見地からの妥当性

杉原 亨（自治医科大学  
腎泌尿器外科学講座）, 
康永 秀生

臨床泌尿器科（0385-
2393）72巻13号 
Page1046-1049
（2018.12）

解説/特
集

2019067488【あなたは考えていますか?　前立腺
癌検診・生検・治療のQOLと費用
対効果】前立腺癌検診:QALY・費用
対効果の視点からの有効性評価 
QALYの見地からの妥当性

沖原 宏冶（京都府立医
科大学附属北部医療セ
ンター 泌尿器科）

臨床泌尿器科（0385-
2393）72巻13号 
Page1042-1044
（2018.12）

解説/特
集

2019066795 腹圧性尿失禁患者への手術に対する
骨盤底筋トレーニングの費用対効果
の推定　理学療法が保険適用した場
合の医療経済評価

中口 拓真（花と森の東
京病院）

理学療法ジャーナル
（0915-0552）52巻12
号 Page1182-1185
（2018.12）

原著論文
/比較研
究

2019064361【心理職も知らないと困る医療現場
の常識】 医療保険制度の仕組み

前田 由美子（日本医師
会総合政策研究機構）

臨床心理学（1345-
9171）18巻6号 
Page639-642
（2018.11）

解説/特
集

2019064037 わが国における進行腎細胞がん患者
に対するスニチニブ対インターフェ
ロンαの費用効果分析

戸村 和希（昭和大学藤
が丘病院 薬局）, 内藤 
由貴, 須永 登美子, 栗原 
竜也, 臼田 昌弘, 永谷 明
子, 小川 由美子, 秋山 菜
央, 佐々木 春明, 村田 達
教, 坂巻 弘之, 向後 麻
里, 佐々木 忠徳

薬学雑誌（0031-6903）
138巻11号 Page1397-
1407（2018.11）

原著論文



2019063783 帯状疱疹サブユニットワクチン　シ
ングリックス　判定保留　効果は確
実だが、害の判定方法に欠陥あり

薬のチェックTIP編集委
員会

薬のチェック: The 
Informed Prescriber
（2189-1508）18巻80
号 Page128-131
（2018.11）

解説

2019063450【Immunology～領域を超えた挑戦
～】 RA領域　RA治療の真の費用対
効果　医療行為の価値を考える

三宅 信昌（三宅整形外
科医院）

クリニシアン（0387-
1541）65巻10号 
Page839-844
（2018.10）

解説/特
集

2019062585 後発医薬品数量シェア80%に向け
ての保険薬局の取り組みと課題に関
するアンケート調査

廣谷 芳彦（大阪大谷大
学 薬学部 臨床薬剤学
講座）, 大竹 由起, 向井 
淳治, 岡本 知佳, 川須 
菖, 川口 莉奈, 浦嶋 庸子
, 池田 賢二

薬局薬学（1884-3077）
10巻2号 Page225-
236（2018.10）

原著論文

2019061462 AYA世代がん患者のがん・生殖に
関する費用および時間的負担に関す
る実態調査　若年性乳がん患者支
援団体の立場より

御舩 美絵（若年性乳が
んサポートコミュニティ
Pink Ring）, 北野 敦子, 
鈴木 瞳, 鈴木 葵, 中山 
千絵, 橋爪 絢, 茂戸藤 
恭世

日本がん・生殖医療学
会誌（2433-7528）1巻
1号 Page113
（2018.02）

会議録

2019061376 子宮内膜症と妊孕性温存 原田 美由紀（東京大学  
医学部 産婦人科）

日本がん・生殖医療学
会誌（2433-7528）1巻
1号 Page12-16
（2018.02）

総説

2019059475 医療経済と和漢薬 大規模診療デー
タベースを活用した漢方薬の効果お
よび費用分析

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科 臨
床疫学・経済学）

和漢医薬学会学術大会
要旨集35回 Page66
（2018.09）

会議録

2019056918 日本での2型糖尿病患者の治療目標
達成にかかる費用は、週1回投与の
GLP-1RA　セマグルチドの方がデ
ュラグルチドよりも低い

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医
薬政策学）, ハント・バ
ルナビィ , ポロック・リ
チャード , ウィルキンソ
ン・ラーズ , 中西 理恵, 
清水 健一郎, ランガー・
ヤコブ 

糖尿病（0021-437X）
61巻Suppl.1 Page 
S-375（2018.04）

会議録

2019055751 インスリン治療に対する患者様への
経済的負担を考える

名城 真弓（たねだ内科
クリニック）, 三浦 環美, 
阿部 美智江, 草野 康子, 
小森 弘美, 藤澤 恭子, 
種田 嘉信

糖尿病（0021-437X）
61巻Suppl.1 Page 
S-226（2018.04）

会議録

2019054763 非弁膜症性心房細動患者に対するエ
ドキサバンの費用効果分析

是恒 之宏（国立病院機
構大阪医療センター）, 
井上 博, 山下 武志, 井
上 幸恵, 赤坂 高明, 木
村 哲也

Therapeutic Research
（0289-8020）39巻5号 
Page419-439
（2018.05）

原著論文
/比較研
究



2019054646 中規模病院と保険薬局間で策定され
たプロトコルに基づく疑義照会の簡
略化への取り組み

譲原 千広（公立南砺中
央病院 薬剤科）, 小川 
紗知, 波多 晶子, 中澤 
美樹子, 橋爪 和恵, 窪田 
真弓, 鶴居 勝也

薬局薬学（1884-3077）
10巻1号 Page140-147
（2018.04）

原著論文
/比較研
究

2019054064 障害新生児に対する治療の差控え/
中止　最善利益、医学的無益性およ
び医療資源分配の正義について
（Withholding/Withdrawing Treat-
ment to Neonates Born with Im-
pairment）（英語）

Mori Yoshinori（Toho 
University）

Journal of Philosophy 
and Ethics in Health 
Care and Medicine
（1881-2201）10号 
Page23-32（2016.12）

解説

2019054000 リアルワールドにおける糖尿病予防　
JDPPおよびJ-DOIT1で得られた洞
察（Diabetes prevention in the real 
world: Insights from the JDPP and 
J-DOIT1）（英語）

Sakane Naoki（Division 
of Preventive Medicine, 
Clinical Research 
Institute, National 
Hospital Organization 
Kyoto Medical Center）

Journal of General and 
Family Medicine
（2189-6577）18巻6号 
Page325-330
（2017.12）

総説

2019053899 日本における多発性硬化症のための
高額薬剤と医療経済学（High-priced 
drugs for multiple sclerosis and the 
medical economy in Japan）（英語）

Shimizu Yuko
（Department of 
Neurology, Tokyo 
Women's Medical 
University School of 
Medicine）

Clinical and 
Experimental 
Neuroimmunology
（1759-1961）8巻4号 
Page289-291
（2017.11）

コメント

2019052994 Diffi  cult Patient相談室　よく出会う
ちょっと困った患者さんへの対応の
コツ教えます!（第8回）　ノン・アド
ヒアランス患者（2）

鋪野 紀好（千葉大学医
学部附属病院 総合診療
科）, 土屋 晃三

薬事（0016-5980）60
巻16号 Page3131-
3135（2018.12）

解説

2019052953【ジェネリック外用剤　患者のニー
ズにあった製剤を選択するための見
方・考え方】 徹底解説!ジェネリック
外用剤の製剤的特徴　NSAIDs（半
固形製剤）

山田 成樹（藤田医科大
学病院 薬剤部）

薬局（0044-0035）69
巻13号 Page3487-
3491（2018.12）

解説/特
集

2019052949【ジェネリック外用剤　患者のニー
ズにあった製剤を選択するための見
方・考え方】 ジェネリック外用剤の
キホンQ&A　ジェネリック外用剤の
採用の際にみるべきポイントは?

小池 博文（横浜市立大
学附属病院 薬剤部）

薬局（0044-0035）69
巻13号 Page3463-
3469（2018.12）

解説/特
集

2019052043【腰痛治療の最前線】 腰痛の医療経
済　腰痛の医療経済

海渡 貴司（大阪大学大
学院 医学系研究科 器
官制御外科学（整形外
科））

関節外科（0286-5394）
37巻12号 Page1358-
1362（2018.12）

解説/特
集

2019050798 バイオシミラーの理解促進と適正使
用に向けた展望 薬剤師の立場から
みたバイオシミラー

鈴木 貴明（千葉大学医
学部附属病院 薬剤部）

臨床医薬（0910-8211）
34巻10号 Page689-
693（2018.10）

解説



2019050796 バイオ医薬品産業の現状とバイオシ
ミラー

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

臨床医薬（0910-8211）
34巻10号 Page670-
685（2018.10）

解説

2019050795 バイオ医薬品の振興策 飯村 康夫（厚生労働
省 医政局 経済課ベン
チャー等支援戦略室）

臨床医薬（0910-8211）
34巻10号 Page659-
669（2018.10）

解説

2019050355 同一冷媒系統にGHPとEHPを有す
るハイブリッド空調の研究

清水 真人（東京ガス エ
ネルギーソリューション
本部都市エネルギー事
業部商品・サービス部）

病院設備（0007-764X）
60巻5号 Page138
（2018.11）

会議録

2019050350 LED導入による効果 相馬 陽胤（日本メディ
カルプロパティマネジ
メント 営業本部）

病院設備（0007-764X）
60巻5号 Page133
（2018.11）

会議録

2019049399【画像診断関連の最新動向】 画像診
断環境に適応したLED照明について

小林 拓矢（東京計器ア
ビエーション EMC営業
部）

医療機器学（1882-
4978）88巻5号 
Page577-581
（2018.10）

解説/特
集

2019049134 新生児聴覚スクリーニングの費用対
効果の検討

片岡 祐子（岡山大学大
学院 医歯薬学総合研究
科耳鼻咽喉・頭頸部外
科）, 菅谷 明子, 福島 邦
博, 前田 幸英, 假谷 伸, 
西崎 和則

日本耳鼻咽喉科学会会
報（0030-6622）121
巻10号 Page1258-
1265（2018.10）

原著論文
/比較研
究

2019048320【いのちとくらしを守る】 生活保護
基準の引き下げと医療扶助の締め付
けにどう対応するか

尾藤 廣喜（生活保護問
題対策全国会議）

いのちとくらし研究所
報（1881-3194）64号 
Page2-11（2018.10）

解説/特
集

2019048317 医療関連感染と医療経済 福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院 医療
経営学分野）

呼吸器内科（1884-
2887）34巻4号 
Page384-388
（2018.10）

解説

2019046011【Structural heart diseases inter-
ventionの現在と未来】 TAVIのcost 
eff ectiveness（費用対効果）

小寺 聡（東京大学医学
部附属病院 循環器内
科）

循環器内科（1884-
2909）84巻3号 
Page227-231
（2018.09）

解説/特
集

2019044928【睡眠を考える】 現代人と睡眠 杉山 幸比古（自治医科
大学）, 櫻井 武, 田中 美
加

成人病と生活習慣病
（1347-0418）48巻8号 
Page829-840
（2018.08）

座談会/
特集

2019043755 経カテーテル大動脈弁置換術時代に
おける80歳代の患者に対する外科
的大動脈弁置換術（Surgical Aortic 
Valve Replacement in Octogeneri-
ans in the Era of Transcatheter 
Aortic Valve Replacement）（英語）

Yamauchi Takashi
（Department of 
Cardiovascular Surgery, 
Dokkyo Medical 
University Saitama 
Medical Center）, 
Takano Hiroshi, Toda 
Koichi, Sawa Yoshiki

Circulation Journal
（1346-9843）82巻6号 
Page1592-1597
（2018.05）

原著論文
/比較研
究



2019043129 高い安全性を求めた新規SPPARM
α製剤の出現は何をもたらすのか　
エビデンス検証の可能性と医療経済
学的考察

穴井 元暢（東京大学 医
科学研究所先端医療研
究センター システム生
物医学ラボラトリー）, 
田中 十志也, 児玉 龍彦

薬理と治療（0386-
3603）46巻4号 
Page471-480
（2018.04）

原著論文
/比較研
究

2019043114 医師・看護師・薬剤師の連携による
地域医療の質の向上～忘れがちな障
害、爪白癬の共同的治療を通して～ 
在宅患者の爪白癬外用療法における
薬局薬剤師の役割

山浦 克典（慶応義塾大
学 薬学部）, 林 直子, 今
津 嘉宏, 米田 吉位, 内田 
恵美子, 鈴木 順子

薬学雑誌（0031-6903）
138巻5号 Page615-
619（2018.05）

総説

2019043078 日本の大動脈弁狭窄症患者における
経カテーテル的大動脈弁置換術の費
用対効果（Cost effectiveness of 
transcatheter aortic valve implan-
tation in patients with aortic steno-
sis in Japan）（英語）

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

Journal of Cardiology
（0914-5087）71巻3-4
号 Page223-229
（2018.04）

原著論文
/比較研
究

2019043077 経カテーテル的大動脈弁置換術　適
応の範囲について（Transcatheter 
aortic valve replacement: Suitable 
for all?）（英語）

Minakata Kenji（Division 
of Cardiovascular 
Surgery, Temple 
University Lewis Katz 
School of Medicine）

Journal of Cardiology
（0914-5087）71巻3-4
号 Page221-222
（2018.04）

コメント

2019042902 病院によるジェネリック医薬品の使
用　地域薬局での薬の調剤への影
響（The adoption of generic drugs 
by a hospital: eff ects on drug dis-
pensation among community phar-
macies）（英語）

Tachi Tomoya
（Laboratory of Clinical 
Pharmacy, Gifu 
Pharmaceutical 
University）, Saito 
Kosuke, Esaki Hiroki, 
Sugita Ikuto, Yoshida 
Aki, Kanematsu Yuta, 
Noguchi Yoshihiro, 
Umeda Michi, Yasuda 
Masahiro, Mizui 
Takashi, Tsuchiya 
Teruo, Goto Chitoshi, 
Teramachi Hitomi

Journal of 
Pharmaceutical Health 
Care and Sciences
（2055-0294）4巻
March Page1-8
（2018.03）

原著論文
/比較研
究

2019042818 Zero-smoking policyの厚生経済分
析　日本における事例研究（Welfare 
analysis of a zero-smoking policy: 
A case study in Japan）（英語）

Nakamura Yuuki
（Graduate School of 
Pharmacy, Nihon 
University）, Takahashi 
Kenzo, Nomura Marika, 
Kamei Miwako

Drug Discoveries & 
Therapeutics（1881-
7831）12巻1号 
Page37-41（2018.02）

原著論文



2019041980 子宮内膜吸引組織診におけるネラト
ンカテーテルと吸引式内膜検査器具
の費用対効果の比較検討

吉満 輝行（大牟田市立
病院）, 深川 知明, 藤田 
智之, 河野 亮介

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）70巻
2号 Page774
（2018.02）

会議録

2019053903 レセプトデータベースの解析に基づ
く日本の多発性硬化症の有病率、治
療および医療費（Prevalence, treat-
ments and medical cost of multiple 
sclerosis in Japan based on analy-
sis of a health insurance claims 
database）（英語）

Ogino Mieko
（International University 
of Health and Welfare, 
School of Medicine, 
Center for Medical 
Education）, Okamoto 
Shuichi, Ohta Hiroyuki, 
Sakamoto Mariko, 
Nakamura Yusuke, 
Iwasaki Kosuke, 
Yoshida Manami, Hiroi 
Shinzo, Kawachi Izumi

Clinical and 
Experimental 
Neuroimmunology
（1759-1961）8巻4号 
Page318-326
（2017.11）

原著論文

2019051674 中心静脈カテーテル感染のカテーテ
ル先端培養陽性例に伴う医療費の検
討

目黒 英二（函館五稜郭
病院 臨床検査科）, 飯
塚 尭, 坂本 勝, 山本 亜
希子, 山根 のぞみ, 長谷
川 愛里, 佐藤 亮介, 高
金 明典, 中田 智明

函館五稜郭病院医誌
（1341-0687）26巻 
Page6-11（2018.09）

原著論文
/比較研
究

2019064361【心理職も知らないと困る医療現場
の常識】 医療保険制度の仕組み

前田 由美子（日本医師
会総合政策研究機構）

臨床心理学（1345-
9171）18巻6号 
Page639-642
（2018.11）

解説/特
集

2019064360【心理職も知らないと困る医療現場
の常識】 医療制度の下での心理臨床

黒木 俊秀（九州大学大
学院 人間環境学研究
院）

臨床心理学（1345-
9171）18巻6号 
Page635-638
（2018.11）

解説/特
集

2019053431【産婦人科医が押さえておくべき法・
指針・医療体制-これからの産婦人
科医療のために】 医療保険制度

三宅 正裕（京都大学医
学部附属病院 眼科）

産科と婦人科（0386-
9792）86巻1号 
Page23-29（2019.01）

解説/特
集

2019047142 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31回）　2019年
10月の消費税引き上げ　診療・介
護報酬改定はどうなる（2）

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）45巻10
号 Page39-41
（2018.10）

解説

医療費

医療保障制度



2019040846 産婦人科と医療保険 宮崎 亮一郎（順江会江
東病院）

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）70巻
2号 Page382
（2018.02）

会議録

2019068563 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16回）　下
期薬価交渉に向けての理論武装

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻1号 Page118-122
（2019.01）

解説

2019065764 日本化学療法学会　抗微生物薬適
正使用推進検討委員会　抗菌薬適
正 使 用 支 援 プ ロ グ ラ ム
（an t im i c r o b i a l s t ewa r d s h i p 
programs;ASPs）全国調査アンケー
ト　2018年度診療報酬改定前の現
状調査

川口 辰哉（熊本保健科
学大学 保健科学部 医
学検査学科）, 賀来 満夫
, 青木 洋介, 小阪 直史, 
関 雅文, 田邊 嘉也, 藤田 
直久, 前田 真之, 村木 
優一, 森田 邦彦, 柳原 
克紀, 山田 武宏, 吉田 耕
一郎

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）66巻6号 
Page700-703
（2018.11）

原著論文

2019060917 診療報酬改定に伴った栄養指導への
取り組み

志賀 孝（千船病院 技術
部 栄養管理科）, 奥村 
あゆ, 田中 理恵子, 中村 
愛美

愛仁会医学研究誌49巻 
Page75-76（2018.07）

原著論文

2019052998 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15回）　
2018年度上期薬価交渉を振り返っ
て

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻16号 Page3168-
3170（2018.12）

解説

2019049234 病院総合力UP!現場の応用力（第3
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）

医事業務25巻549号 
Page48-52（2018.11）

解説

2019045649 診療報酬改定後のがん疾患栄養食
事指導件数の変化

松原 弘樹（船橋市立医
療センター 栄養管理
室）, 稲野 利美, 落合 由
美, 清水 純子, 菅野 真
美, 千歳 はるか, 蛇口 真
理子, 星野 早紀, 鈴木 
知子, 野口 一彦, 須永 
将広, 宮内 眞弓, 河合 美
佐子, 桑原 節子

日本病態栄養学会誌
（1345-8167）21巻3号 
Page425-434
（2018.09）

原著論文

2019051107 リハに特化した患者満足度調査報告 村山 幸照（慈泉会相澤
病院 リハセラピスト部
門）, 全国病院経営管理
学会リハ専門委員会

看護のチカラ23巻504
号 Page18-30
（2018.11）

原著論文

診療報酬・薬価

医業経営



2019068569 データベース/レジストリ研究、デ
ータシェアリングの現状と課題～こ
れからの臨床研究開発・製造販売後
安全性監視のあり方を考える!～ 日
本神経精神薬理学会の産学官連携
活動におけるデータシェアリングの
試み

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）

薬理と治療（0386-
3603）46巻Suppl.2 
Page s85-s86
（2018.12）

解説

2019067651 医薬品の品質をめぐって　ジェネリ
ック医薬品企業の供給者管理

小西 啓介（沢井製薬 研
究開発本部 開発QA部）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）49巻12
号 Page822-826
（2018.12）

解説

2019066150 産業と行政　国内製薬メーカーの
10年間のアライアンス分析　見え
てきた国内製薬産業のエコシステム
の課題

鈴木 伸之（バイオイン
ダストリー協会）

バイオサイエンスとイ
ンダストリー（0914-
8981）76巻6号 
Page512-515
（2018.11）

解説

2019059890 難治性運動器疾患に対する新規治
療法開発にむけて AJIPHASE　味
の素（株）が展開するペプチド、核
酸医薬製造技術の医療への貢献

黒澤 渉（味の素 製薬カ
ス タ ム サ ー ビ ス
部 AJIPHASEグ ル ー
プ）

日本筋学会学術集会プ
ログラム・抄録集
（2433-975X）4回 
Page74（2018.08）

会議録

2019057918【クリニカルバイオバンクの現状と
展望】 産業界からクリニカルバイオ
バンクに期待すること

赤塚 浩之（日本製薬工
業協会）, 日本製薬工業
協会研究開発委員会

BIO Clinica（0919-
8237）33巻10号 
Page942-946
（2018.09）

解説/特
集

2019057914【クリニカルバイオバンクの現状と
展望】 医療開発とヒト生体試料利用
インフラ

小柳 智義（筑波大学 つ
くば臨床医学研究開発
機構）

BIO Clinica（0919-
8237）33巻10号 
Page922-926
（2018.09）

解説/特
集

2019050796 バイオ医薬品産業の現状とバイオシ
ミラー

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

臨床医薬（0910-8211）
34巻10号 Page670-
685（2018.10）

解説

2019044196 まず使って、後で払う!　富山県に
おける製薬産業の歴史と現状（Use 
first, pay later! The history and 
current situation of pharmaceutical 
industry in Toyama）（英語）

Shioi Yasuhiko（KO-
KANDO）

Experimental Animals
（1341-1357）67巻
Suppl. Page S4
（2018.07）

会議録

2019040626 製薬会社で医薬開発における発生毒
性試験の代替法の現況（Current 
status of the use of alternative 
methods for developmental toxicity 
testing in drug development by 
pharmaceutical companies）（英語）

Nishizawa S.（Teijin 
Pharmaceutical）, 
Fujiwara M., Sabuissho 
A., Itagaki K., Tanaharu 
T., Iwase Y., Watabe 
Kazuto K.

Congenital Anomalies
（0914-3505）56巻6号 
Page A6（2017.11）

会議録

医療関連ビジネス


