医療経済関係研究論文（5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）

2019124372 医療費はどの程度増えるのか 日本 松本 吉郎（日本医師会)
医師会の医療政策

出典
社会保険旬報（1343-

論文種別
解説

5728)2733号 Page1618（2018.12)

2019120625 医薬品等の費用対効果評価は「医療 二木 立（日本福祉大学)
政策的」にはもう終わっている

日本医療・病院管理学

会議録

会誌（1882-594X)55
巻4号 Page213
（2018.10)

2019114210 【AMR対策の現 状と問題 点を考え 赤沢 学（明治薬科大学 ファルマシア（0014る】AMR対策の医療経済

公衆衛生・疫学研究室)

8601)55巻2号

解説/特
集

Page131-133
（2019.02)
2019111261 実践!スキンケア・テクニック

臨 間宮 直子（大阪府済生 Expert Nurse（0911-

床ナースが行うスキンケア（第8回) 会吹田病院)

0194)35巻1号

管理的な視点からみた看護師が行う

Page97-100（2018.12)

解説

スキンケア 医療経済的側面を踏ま
えて
2019110982 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 小津 兆一郎（国立病院 腎臓内科・泌尿器科

原著論文

器の技術等の費用対効果（技術・産 機構東京医療センター （2188-9147)8巻6号

/比較研

前立腺がんに対するロボット 泌 尿 器 科), 矢 木 康 人, Page559-563

究/特集

業)

支援下根治的前立腺全摘除術の医 青 木 啓 介, 遠 山 義 彦, （2018.12)
療経済的検討

松本 純夫

2019110981 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 内田 明子（聖隷横浜病 腎臓内科・泌尿器科
器診療の医療経済的動向（診療・経 院 看護部)
営)

腎領域におけるチーム医療の

経済

（2188-9147)8巻6号

集

Page554-558
（2018.12)

2019110980 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 市丸 直嗣（大阪大学大 腎臓内科・泌尿器科
器診療の医療経済的動向（診療・経 学院 医学系研究科 先 （2188-9147)8巻6号
営)

解説/特

腎臓移植の費用対効果（腎代 端移植基盤医療学)

替医療3)

Page551-553
（2018.12)

解説/特
集

2019110979 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 中元 秀友（埼玉医科大 腎臓内科・泌尿器科
器診療の医療経済的動向（診療・経 学病院 総合診療内科）, （2188-9147）8巻6号

解説/特
集

営） 腹 膜 透 析 療 法の医 療 経 済 学 西山 強, Marshall Mark Page542-550
（腎代替医療2）

R., Deenitchina Souza- （2018.12）
na S., 大西 宏幸

2019110978 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 川西 秀樹（土谷総合病
器診療の医療経済的動向（診療・経 院）

腎臓内科・泌尿器科
（2188-9147）8巻6号

解説/特
集

Page536-541

営） 血 液 透 析 療 法の医 療 経 済 学

（2018.12）

（腎代替医療1）

2019110977 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 後藤 励（慶応義塾大学 腎臓内科・泌尿器科
器の疾病対策の社会経済（政策・予 経営管理研究科）

（2188-9147）8巻6号

解説/特
集

Page531-535

防） 腎泌尿器科疾患の行動経済学

（2018.12）

人間の非合理性を逆手に取った疾病
管理プログラム

2019110976 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 大久保 麗子（筑波大学 腎臓内科・泌尿器科
器の疾病対策の社会経済（政策・予 医学医療系保健医療政 （2188-9147）8巻6号

解説/特
集

防） 腎泌尿器関連の疾病予防（先 策学・医療経済学）, 山 Page527-530
制医療）の医療経済

縣 邦弘

（2018.12）

2019110975 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 長谷川 正宇（厚生労働 腎臓内科・泌尿器科
器の疾病対策の社会経済（政策・予 省保険局 医療課）, 古元 （2188-9147）8巻6号
防） 本邦における腎泌尿器関連の 重和

解説/特
集

Page520-526
（2018.12）

診療報酬制度の動向

2019110974 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 福田 誠一（厚生労働省 腎臓内科・泌尿器科
器の疾病対策の社会経済（政策・予 健康局 難病対策課）, 田 （2188-9147）8巻6号
防） 本邦における腎不全関連の疾 中 彰子

解説/特
集

Page511-519
（2018.12）

病対策の政策の潮流

2019109008 当院におけるくも膜下出血に対する 橋川 拓郎（雪ノ聖母会 脳血管内治療（2423-

会議録

クリッピング術とコイル塞栓術の比 聖マリア病院）, 吉武 秀 9119）3巻Suppl. Page
較検討 医療経済的側面から

展, 長田 優衣, 坂井 英 S291（2018.11）
生, 高橋 研二

2019103046 中国における医療保険に関する医療 Dou Guanshen
経済学的負担の軽減 成果と課題
（Reducing the medical economic

BioScience Trends

Economics, School of

burden of health insurance in

Public Health, Fudan

China: Achievements and

University）, Wang Qun,

challenges）
（英語）

Ying Xiaohua

2019100465 患者転帰と医療経済学に基づく濾胞 Muneishi Manaka

Page215-219
（2018.06）

International Journal of 原著論文

性リンパ腫のファーストライン治療 （Department of Clinical Clinical Oncology
Oncology, Ehime

tive analysis of ﬁrst-line treatment

University School of

for follicular lymphoma based on

Medicine）, Nakamura （2018.04）

outcomes and medical economics） Ayaka, Tachibana
Katsumi, Suemitsu
Junko, Hasebe Shinji,
Takeuchi Kazuto,
Yakushijin Yoshihiro

/比較研

（1341-9625）23巻2号 究

に関する後ろ向き解析（Retrospec-

（英語）

解説

（Department of Health （1881-7815）12巻3号

Page375-381

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019129712 【過量服薬A to Z】ビッグデータを 奥村 泰之（東京都医学 臨床精神薬理（1343活用した過量服薬のリアルワール 総合研究所 精神行動医 3474）22巻3号
ド・エビデンス 疫学、ベンゾジア 学研究分野）

論文種別
解説/特
集

Page243-250
（2019.03）

ゼピン受容体作動薬への曝露と、心
理社会的アセスメント

2019129360 「外来患者の投与日数調整プロトコ 畠山 智明（KKR札幌医 KKR札幌医療センター
ル」の効果

原著論文

療センター 薬剤科）, 氷 医学雑誌（1881-6207）
見 矩彬, 山田 春奈, 篠 15巻1号 Page47-51
原 一宏

（2018.11）

2019124439 【プレシジョンメディシンと創薬】 宮川 清（東京大学大学 Precision Medicine
がん遺伝子パネルによる個別化医療 院 医学系研究科附属疾 （2434-3625）1巻1号

解説/特
集

患生命工学センター 放 Page15-18（2018.10）
射線分子医学部門）
2019124374 【難病法の運用とその問題点】我が 葛原 茂樹（鈴鹿医療科 日本難病医療ネットワ

解説/特

国の難病対策の歴史と難病法による 学大学 看護学部看護学 ーク学会機関誌（2188- 集
難病克服事業の展開

科）

1006）3巻2号
Page1-9（2017.08）

2019123852 【最新のエビデンスに基づいた介護 残間 由美子（宮城厚生 介護人財15巻5号
施設の感染予防/管理/対応】介護施 協会坂総合病院 医療安 Page4-5（2018.11）
設で感染対策が重要視されるわけ

解説/特
集

全センター感染制御室）

2019123582 系統的論文調査による回復期患者に 金井 紀仁（青葉会新座 アプライド・セラピュ

原著論文

おける尿酸生成抑制薬に関するフォ 病院）, 鈴木 義人

ーティクス（1884-

/メタア

ーミュラリの構築

4278）10巻 Page26-

ナリシス

46（2018.12）
2019120830 M因子診断の費用対効果 術前M因 中尾 将之（がん研究会 肺癌（0386-9628）58

会議録

子 検 索 の 費 用 対 効 果 part-solid 有明病院 呼吸器センタ 巻6号 Page464
GGNに術前M因子検索は必要か?

ー外科）, 北園 聡, 近藤 （2018.10）
泰人, 河口 洋平, 三ツ堀
隼 弘, 一 瀬 淳 二, 松 浦
陽介, 文 敏景, 中川 健,
西尾 誠人, 奥村 栄

2019120829 M因子診断の費用対効果 費用対効 加藤 勝也（川崎医科大 肺癌（0386-9628）58
果を考えるうえでの脳転移診断

学総合医療センター）

会議録

巻6号 Page464
（2018.10）

2019120828 M因子診断の費用対効果 肝臓・副 藪内 英剛（九州大学大 肺癌（0386-9628）58
腎転移診断の費用対効果

学院 医学研究院保健学 巻6号 Page463
部門）

（2018.10）

2019120827 M因子診断の費用対効果 骨転移診 本多 修（大阪大学大学 肺癌（0386-9628）58
断の費用対効果

会議録

会議録

院 医学系研究科放射線 巻6号 Page463
統合医学講座放射線医 （2018.10）
学）

2019120826 M因子診断の費用対効果 肺癌画像 五十嵐 中（東京大学大 肺癌（0386-9628）58
診断の費用対効果

学院 薬学系研究科医薬 巻6号 Page463
政策学）

（2018.10）

会議録

2019120625 医薬品等の費用対効果評価は「医療 二木 立（日本福祉大学） 日本医療・病院管理学
政策的」にはもう終わっている

会議録

会誌（1882-594X）55
巻4号 Page213
（2018.10）

2019120624 諸外国の状況と日本への示唆

五十嵐 中（東京大学大 日本医療・病院管理学

会議録

学院 薬学系研究科医薬 会誌（1882-594X）55
政策学）

巻4号 Page213
（2018.10）

2019120623 費用効果分析の基礎と費用対効果評 小林 慎（クレコンメデ 日本医療・病院管理学
価の試行的導入について

ィカルアセスメント）

会議録

会誌（1882-594X）55
巻4号 Page212-213
（2018.10）

2019119871 【がんクリニカルシークエンス】世 澤田 元太（がん研究会） Medical Science
界のがんゲノム医療の現状と日本の , 森 正樹, 野田 哲生

Digest（1347-4340）

課題

44巻12号 Page655-

解説/特
集

658（2018.10）
2019116067 日本医薬品市場の特殊性及び今後の 柴田 翔洋（慶応義塾大 日本薬学会年会要旨集

会議録

医薬品開発の方向性に関する薬学- 学院薬薬学教育研セ）, （0918-9823）138年会
経済学横断的研究
2019115198 2型糖尿病と新規に診断された中国

鈴木 岳之

4号 Page73
（2018.03）

Wu Bin（Medical

Journal of Diabetes

人患者における腎不全の有病率 費 Decision and Economic Investigation（2040用対効果分析
（Prevention of renal failure in

Group, Department of

1116）9巻1号

Pharmacy, Ren Ji

Page152-161

Chinese patients with newly

Hospital, South Cam-

diagnosed type 2 diabetes: A

pus, School of Medi-

原著論文
/比較研
究

（2018.01）

cost-eﬀectiveness analysis）
（英語） cine, Shanghai Jiaotong
University）, Zhang
Suhua, Lin Houwen,
Mou Shan
2019114444 【新薬展望2019】
（第III部）
治療におけ 大崎 能伸（旭川医科大 医薬ジャーナル（0287- 解説/特
る最近の新薬の位置付け<薬効別> 学 病 院 呼 吸 器 セ ン タ 4741）55巻増刊

集

新 薬 の 広 場 気 管 支 喘 息 治 療 薬・ ー）, 佐々木 高明, 奥村 Page419-426
COPD治療薬

俊介, 南 幸範

（2019.01）

2019114442 【新薬展望2019】
（第III部）
治療におけ 平山 篤志（大阪警察病 医薬ジャーナル（0287- 解説/特
る最近の新薬の位置付け<薬効別> 院 循環器内科）

4741）55巻増刊

新薬の広場 心不全治療薬

Page409-413

集

（2019.01）
2019114413 【新薬展望2019】
（第I部）これからの 荒川 裕司（厚生労働省 医薬ジャーナル（0287- 解説/特
医療のゆくえ 薬価制度のゆくえ

医 政 局 研 究 開 発 振 興 4741）55巻増刊
課）

集

Page214-218
（2019.01）

2019114210 【AMR対 策の現 状と問題 点を考え 赤沢 学（明治薬科大学 ファルマシア（0014る】AMR対策の医療経済

公衆衛生・疫学研究室） 8601）55巻2号
Page131-133
（2019.02）

解説/特
集

2019114170 【マインドフルネスとこころの健康】 佐渡 充洋（慶応義塾大 精神科（1347-4790）

解説/特

マインドフルネス的介入の費用対効 学 医学部精神・神経科 34巻2号 Page116-120 集
果
2019114104 初収載

学教室）

（2019.02）

ジェネリックPICK UP ミ 小池 博文（横浜市立大 薬事（0016-5980）61

ルタザピン

学附属病院 薬剤部）

解説

巻3号 Page547-550
（2019.02）

2019114103 初収載

ジェネリックPICK UP ト 小宮 実直（亀田総合病 薬事（0016-5980）61

解説

ラマドール塩酸塩/アセトアミノフ 院 薬剤管理部）, 舟越 巻3号 Page544-547
ェン配合錠

亮寛

（2019.02）

2019114038 リアルワールドデータを用いたバイ 後藤 悌（国立がん研究 医学と薬学（0389-

原著論文

オ医薬品を取り巻く環境とバイオシ センター中央病院 呼吸 3898）76巻2号
ミラーの使用が薬剤費に与える影響 器内科）, 土屋 孝範, 田 Page193-207
に関する調査報告

邊 康祐

（2019.01）

2019113537 【変わりゆくうつ病-診断と治療の現 井上 和臣（内海慈仁会 精神科治療学（0912在-】認知療法の現在

内海メンタルクリニッ 1862）34巻1号
ク・認知療法研究所）

2019112742 Comprehensive cost of illness of

解説/特
集

Page75-80（2019.01）

花岡 晋平（東邦大学 社 東邦医学会雑誌（0040- 会議録

dementia in Japan-a time trend

会環境医療系医療政策・ 8670）65巻4号

analysis based on Japanese

経営科学）

Page181（2018.12）

oﬃcial statistics
2019112045 放射線治療装置を立ち上げよう 治 林 直樹（藤田医科大学 日本放射線技術学会雑
療装置の設置と受け入れ試験

医療科学部）

解説

誌（0369-4305）74巻
12号 Page1465-1472
（2018.12）

2019112013 子牛の牛白血病ウイルス遺伝子検査 小林 憲一郎（長野県農 日本獣医師会雑誌

原著論文

による酪農場の地方病性牛白血病対 政部）, 羽生 宜弘, 神田 （0446-6454）71巻12
策の検討

章

号 Page702-707
（2018.12）

2019111860 臨床獣医師が考える子牛における牛 叶 有斗（鹿児島県曽於 家畜感染症学会誌
RSウイルス病対策

総説

農業共済組合北部診療 （2186-7208）7巻4号
所）

Page119-127
（2018.12）

2019111327 【トップの証言-私はこの戦略で生き 北里 淳（船井総合研究 新医療（0910-7991）
残る】病院成長のための実践的具体 所 地 域 包 括 ケ ア 支 援 46巻1号 Page49-51
策 今後の病院の成長のために、資 部）

解説/特
集

（2019.01）

本はいかなるインフラに投資すべき
か?
2019111295 造血器腫瘍におけるﬁlgrastimおよび 吉田 功（国立病院機構 血液内科（2185-582X） 解説
rituximabのバイオ後続品に関する 四国がんセンター 血液 77巻6号 Page800エビデンス

腫瘍内科）

805（2018.12）

2019111007 【疫学的検討からみるIBD診療の現 山田 哲弘（東邦大学医 IBD Research（1881状と未来への展望】生物学的製剤の 療センター佐倉病院 内 6533）12巻4号
疫学

科学講座）, 鈴木 康夫

Page216-221
（2018.12）

解説/特
集

2019110986 診療報酬制度の新たな潮流を読み解 福田 敬（国立保健医療 腎臓内科・泌尿器科
く 費用対効果評価の試行的導入

解説

科学院 保健医療経済評 （2188-9147）8巻6号
価研究センター）

Page582-586
（2018.12）

2019110984 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 河村 英将（群馬大学重 腎臓内科・泌尿器科
器の技術等の費用対効果（技術・産 粒子線医学研究センタ （2188-9147）8巻6号

解説/特
集

業） 腎 泌 尿 器 分 野の 粒 子 線 治 療 ー）, 渋谷 圭, 大野 達也 Page572-576
（2018.12）

（重粒子線）の臨床経済

2019110983 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 田倉 智之（東京大学大 腎臓内科・泌尿器科
器の技術等の費用対効果（技術・産 学院 医学系研究科医療 （2188-9147）8巻6号
業） 腎泌尿器分野の薬物療法（が 経済政策学）

解説/特
集

Page564-571
（2018.12）

ん治療薬領域）の臨床経済

2019110982 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 小津 兆一郎（国立病院 腎臓内科・泌尿器科

原著論文

器の技術等の費用対効果（技術・産 機構東京医療センター （2188-9147）8巻6号

/比較研

業） 前立腺がんに対するロボット 泌尿器科）, 矢木 康人, Page559-563

究/特集

支援下根治的前立腺全摘除術の医 青 木 啓 介, 遠 山 義 彦, （2018.12）
療経済的検討

松本 純夫

2019110980 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 市丸 直嗣（大阪大学大 腎臓内科・泌尿器科
器診療の医療経済的動向（診療・経 学院 医学系研究科先端 （2188-9147）8巻6号
営） 腎臓移植の費用対効果（腎代 移植基盤医療学）

解説/特
集

Page551-553
（2018.12）

替医療3）

2019110978 【腎泌尿器診療の医療経済】腎泌尿 川西 秀樹（土谷総合病 腎臓内科・泌尿器科
器診療の医療経済的動向（診療・経 院）
営） 血 液 透 析 療 法の医 療 経 済 学

（2188-9147）8巻6号

解説/特
集

Page536-541

（腎代替医療1）

（2018.12）

2019110770 重複投薬・相互作用等防止加算関連 味澤 香苗（岐阜薬科大 医療薬学（1346-342X） 原著論文
業務の分析と経済効果

学 実 践 社 会 薬 学 研 究 44巻12号 Page599-

/比較研

Pharmaceutical Intervention

室）, 鈴木 学, 林 由依, 606（2018.12）

究

Record（薬学的介入報告）の分析

甲 斐 絢 子, 小 林 篤 史,
小 原 道 子, 生 木 庸 寛,
國府田 真綾, 金地 夏実,
林 秀樹, 棚瀬 友啓, 土
屋 照雄, 杉山 正

2019110542 【ネフローゼ症候群-MCNS/FSGS 岩渕 裕子（東京女子医 腎と透析（0385-2156） 解説/特
の最新知見】治療のエビデンスとそ 科大学 腎臓内科）, 唐澤 85巻6号 Page823-

集

の構築 成人ネフローゼ症候群 生 一 徳, 森 山 能 仁, 新 田 827（2018.12）
物学的製剤（リツキシマブ）の使い 孝作
方
2019110206 臨床研究

骨粗鬆症論文で理解す 田中 司朗（京都大学大 日本骨粗鬆症学会雑誌

る生物統計学 代表的な手法とその 学院 医学研究科臨床統 （2189-8383）4巻4号
結果の解釈（第12回） 医薬品の費 計学）, 清水 さやか, 耒 Page461-466
用対効果

海 美穂, 今井 匠, 上村 （2018.11）
夕香理

解説

2019105584 【前立腺がん検診ガイドライン改訂 杉原 亨（自治医科大学 Prostate Journal
の概要と背景】検診効率・経済的評 腎泌尿器外科学）, 久米 （2188-4978）5巻2号
春喜, 康永 秀生

価

解説/特
集

Page188-194
（2018.10）

2019103353 切除不能非小細胞肺がんにおける化 寺田 亜規代（静岡県立 静岡県立総合病院医学

原著論文

学療法の延命効果及び費用の検討 総合病院 薬剤部）, 嘉屋 雑誌（0911-4157）27

/比較研

Pemetrexed・Bevacizumabの承認 道 裕, 鈴 木 裕 香, 中 條 巻1号 Page39-47

究

前後を比較して

倫成, 木村 緑

2019100418 シンガポールにおける統合プライマ Saxena Nakul（Departリケア主導の認知症分担介護プログ ment of Health Serラムの評価 有効性と費用対効果に vices and Outcomes
関する研究（Evaluation of an

Research, National

（2017.12）
Geriatrics & Gerontol-

原著論文

ogy International

/比較研

（1444-1586）18巻3号 究
Page479-486

integrated primary care-led demen- Healthcare Group, Tan （2018.03）
tia shared care program in Singa-

Tock Seng Hospital）,

pore: An eﬀectiveness and cost-

George Pradeep Paul,

eﬀectiveness study）
（英語）

Teo Kelvin W.S., Tan
Woan Shin, Ng Charis,
Heng Bee Hoon, Yeo
Cindy Ying Ying,
Anthony Philomena,
Tan Colin, Low Kang
Yih, Wu Valerie, Ali
Noorhazlina Binte,
Chong Mei Sian

2019099984 腰椎変性疾患の治療に対する

Liu Kan（Department of Journal of Orthopaedic 原著論文

Dynesys動的安定システムと器具に Orthopedics, General

Science（0949-2658） /ランダ

よる腰椎固定術の費用効用分析（A

Hospital of Chinese

22巻6号 Page982-

ム化比較

cost-utility analysis of Dynesys

People's Liberation

987（2017.11）

試験

dynamic stabilization versus

Army）, Sun Wei, Lu

instrumented fusion for the treat-

Qiang, Chen Jiying,

ment of degenerative lumbar spine Tang Jiaguang
diseases）
（英語）

医療費
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019123041 後期高齢者における歯数と医療費と 齋藤 瑞季（愛知学院大 厚生の指標（0452の関連

三重県後期高齢者医療広 学大学院 歯学研究科博 6104）65巻13号

域連合歯科健診の結果とレセプトデ 士 課 程 ）, 嶋 崎 義 浩, Page8-13（2018.11）
ータから

論文種別
原著論文
/比較研
究

野々山 順也, 田所 泰

2019103155 山梨県のレベル3新生児集中治療部 小林 千尋（山梨大学大 山梨医科学雑誌（1348- 原著論文
における先天異常を有する患者の医 学院 総合研究部医学域 5091）33巻1号
療費

/比較研

小児科学講座）, 矢ヶ崎 Page17-30（2018.06） 究
英 晃, 小 泉 敬 一, 根 本
篤, 内藤 敦, 沢登 恵美,
中根 貴弥, 杉田 完爾

2019103136 慢性心不全患者の再入院および医
療費に対するadaptive servo-

Hiasa Go（Department
of Cardiology, Ehime

ventilation療法の便益効果（Beneﬁ-

Prefectural Central

cial eﬀects of adaptive servo-

Hospital）, Okayama

ventilation therapy on readmission

Hideki, Hosokawa Saki,

and medical costs in patients with

Kosaki Tetsuya,

chronic heart failure）
（英語）

Kawamura Go, Shige-

Heart and Vessels

原著論文

（0910-8327）33巻8号
Page859-865
（2018.08）

matsu Tatsuya, Takahashi Tatsunori, Kawada Yoshitaka, Yamada
Tadakatsu, Matsuoka
Hiroshi, Saito Makoto,
Sumimoto Takumi,
Kazatani Yukio
2019103135 日本における医療費と末梢動脈疾患 Seo Akihiko（Division

Heart and Vessels

（0910-8327）33巻8号 /比較研

の重症度の関係（The relationship

of Vascular Surgery,

between medical expenses and

Department of Surgery, Page853-858

the severity of peripheral arterial

Graduate School of

disease in Japan）
（英語）

Medicine, The Univer-

原著論文
究

（2018.08）

sity of Tokyo）, Yamamoto Kota, Akai Atsushi, Akagi Daisuke,
Takayama Toshio,
Hoshina Katsuyuki

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019127893 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

論文種別
解説

（0389-7451）46巻2号
Page39-41（2019.02）

情報を速読する（第35回） 2019年
10月消費税引き上げ時における診
療報酬・介護報酬同時改定の影響を
先読みする（3）

2019127555 【先進医療の現況と展望-先進医療制 藤原 康弘（国立がん研 カレントテラピー

座談会/

度の今後の展望-】先進医療制度は 究センター中央病院）, （0287-8445）37巻2号 特集
医薬品や医療機器への患者のアクセ 岡田 潔, 山本 晴子

Page204-214
（2019.02）

ス向上に貢献するのか?

2019127554 【先進医療の現況と展望-先進医療制 沖田 南都子（国立がん カレントテラピー
度の今後の展望】拡大治験

解説/特

研究センター中央病院） （0287-8445）37巻2号 集
Page198-202
（2019.02）

2019127553 【先進医療の現況と展望-先進医療制 片山 晶博（岡山大学病 カレントテラピー
度の今後の展望】患者申出療養

解説/特

院 新医療研究開発セン （0287-8445）37巻2号 集
ター）

Page191-197
（2019.02）

2019127552 【先進医療の現況と展望-先進医療制 柴田 大朗（国立がん研 カレントテラピー
度の今後の展望】先進医療

解説/特

究センター研究支援セ （0287-8445）37巻2号 集
ンター 生物統計部）

Page186-190
（2019.02）

2019127551 【先進医療の現況と展望-先進医療制 松浦 良平（大阪大学大 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】耳介後部コネクタ 学院 医学系研究科外科 （0287-8445）37巻2号 集
ーを用いた植込み型補助人工心臓に 学講座心臓血管外科）, Page180-185
よる治療経験

堂前 圭太郎, 戸田 宏一, （2019.02）
澤 芳樹

2019127550 【先進医療の現況と展望-先進医療制 西脇 聡史（名古屋大学 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】チオテパを用いた 医学部附属病院 先端医 （0287-8445）37巻2号 集
自家末梢血幹細胞移植療法

療開発部）, 安藤 雄一

Page174-179
（2019.02）

2019127549 【先進医療の現況と展望-先進医療制 角南 久仁子（国立がん カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】個別化医療に向け 研究センター中央病院 （0287-8445）37巻2号 集
たマルチプレックス遺伝子パネル検 病理・臨床検査科）
査

Page168-173
（2019.02）

2019127548 【先進医療の現況と展望-先進医療制 若林 大志（金沢大学附 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】131I-MIBGを用い 属病院 核医学診療科）, （0287-8445）37巻2号 集
た内照射療法

稲 木 杏 吏, 萱 野 大 樹, Page161-167
絹谷 清剛

（2019.02）

2019127547 【先進医療の現況と展望-先進医療制 志賀 哲（北海道大学大 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】11C標識メチオニ 学院 医学研究科病態情 （0287-8445）37巻2号 集
ンを用いたポジトロン断層撮影によ 報学講座核医学）, 玉木 Page156-160
る診断

長良

（2019.02）

2019127546 【先進医療の現況と展望-先進医療制 佐藤 世羅（大阪大学大 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】アテロコラーゲン 学院 医学系研究科健康 （0287-8445）37巻2号 集
半月板補填材を用いた半月板修復療 スポーツ科学講座スポ Page150-155
法の生体材料由来新規医療機器開 ーツ医学教室）, 廣瀬 毅 （2019.02）
発

人, 大堀 智毅, 下村 和
範, 金本 隆司, 前 達雄,
中田 研

2019127545 【先進医療の現況と展望-先進医療制 村瀬 剛（大阪大学大学 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】カスタムメイド手 院 医学系研究科器官制 （0287-8445）37巻2号 集
）, Page142-149
術ガイドおよびカスタムメイド骨接 御外科学（整形外科）
合プレートを用いた上肢骨の変形の 岡 久仁洋, 岡田 潔, 平田 （2019.02）
矯正

仁

2019127544 【先進医療の現況と展望-先進医療制 高田 正泰（京都大学医 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】エストロゲン受容 学 部 附 属 病 院 乳 腺 外 （0287-8445）37巻2号 集
体陽性HER2陰性乳癌に対するティ 科）, 戸井 雅和
ーエスワン（TS-1）術後療法

Page137-141
（2019.02）

2019127543 【先進医療の現況と展望-先進医療制 鎌田 正（量子科学技術 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】粒子線治療（先進 研究開発機構放射線医 （0287-8445）37巻2号 集
医療から保険収載まで） 重粒子線 学総合研究所病院）
治療を中心に

Page131-136
（2019.02）

2019127542 【先進医療の現況と展望-先進医療制 戸松 真琴（藤田医科大 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】ロボット支援手術 学 総合消化器外科学）, （0287-8445）37巻2号 集
先進医療から保険収載まで

中内 雅也, 菊地 健司, 角 Page125-130
谷 慎一, 須田 康一, 稲 （2019.02）
葉 一樹, 宇山 一朗

2019127541 【先進医療の現況と展望-先進医療制 中村 清吾（昭和大学 医 カレントテラピー

解説/特

度の今後の展望】乳癌センチネルリ 学部外科学講座乳腺外 （0287-8445）37巻2号 集
ンパ節生検 先進医療から保険収載 科学部門）

Page120-124
（2019.02）

まで

2019111825 くらしに根づくイタリアの植物療法 石橋 志保（武蔵野大学 aromatopia（0918-

解説

医療保険制度と現代のエルボリステ 大学院 人間社会研究科 4295）27巻6号
人間学専攻）

リアのハーブ処方（1）
2019111193 医療保険の手引き 糖尿病関連

Page82-84（2018.12）

櫻井 達也, 東京都医師 東京都医師会雑誌
会医療保険委員会

解説

（0040-8956）71巻10
号 Page1135-1138
（2018.12）

2019103046 中国における医療保険に関する医療 Dou Guanshen
経済学的負担の軽減 成果と課題
（Reducing the medical economic

BioScience Trends

解説

（Department of Health （1881-7815）12巻3号
Economics, School of

burden of health insurance in

Public Health, Fudan

China: Achievements and

University）, Wang Qun,

challenges）
（英語）

Ying Xiaohua

Page215-219
（2018.06）

診療報酬・薬価
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

論文種別

2019128693 【平成30年度医療・介護同時改定を 荒川 裕司（厚生労働省 病院経営Master7巻1号 解説/特
終えて】平成30年度薬価制度の抜 医 政 局 研 究 開 発 振 興 Page36-40（2019.02） 集
課）

本改革の概要

2019126911 医療用医薬品の流通改善に向けて流 藤井 将志（谷田会谷田 医療経営士55号
通関係者が遵守すべきガイドライン 病院 事務部）

解説

Page50-51（2019.01）

流通改善ガイドラインによって医療
機関の薬価交渉は厳しい状況に
2019123536 高薬価対策としてのアカデミアの役 小島 勢二（名古屋大学） 保団連（0288-5093）
割

解説

1283号 Page36-41
（2018.12）

2019123429 表計算ソフトを用いた患者別手術原 村田 卓也（ワタキュー 日本手術医学会誌
価管理システムの構築

解説

セイモア 業務本部）, 菅 （1340-8593）39巻4号
谷 真明, 渡部 昌二, 伏 Page198-202
見 了, 岡本 昇

2019114495 小児心身症の診療継続のために求め 保険委員会
られる診療報酬とは?
からの報告

保険委員会

（2018.11）
子どもの心とからだ
（0918-5526）27巻4号
Page522-525
（2019.02）

原著論文

2019114413 【新薬展望2019】
（第I部）これからの 荒川 裕司（厚生労働省 医薬ジャーナル（0287- 解説/特
医療のゆくえ 薬価制度のゆくえ

医 政 局 研 究 開 発 振 興 4741）55巻増刊

集

Page214-218

課）

（2019.01）
2019114102 購買適正化で病院経営強化 目から 中野 一夫（ヘルスケア・ 薬事（0016-5980）61
ウロコの薬価交渉術（第17回） 病 システム研究所）

解説

巻3号 Page540-542
（2019.02）

院にしわ寄せされる薬価制度の矛盾

2019110359 全薬価収載医薬品に対応した腎機能 藪下 健太郎（八王子薬 日本腎臓病薬物療法学

会議録

低下時に必要な注意情報を付加した 剤センター薬局）, 添石 会誌（2187-0411）7巻
遼 平, 松 本 有 右, 茂 木 2号 Page S126

データベースの作成

徹, 竹 内 裕 紀, 古 久 保 （2018.09）
拓, 平田 純生

医業経営
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019124366 副看護師長の病院経営参画に対する 阿部 慈（香川大学医学 香川県看護学会誌
意識調査 委員会活動の評価から

部附属病院）

論文種別
原著論文

（1884-5673）9巻
Page35-38（2018.11）

2019108064 総合病院における高額医療機器導入 宮下 公将（近森会近森 JHAC（1344-2147）

原著論文

の貢献利益を簡便に試算する方法の 病院 管理部診療支援部 24巻1号 Page130-135
検討 人件費の扱いについて

施設用度課）

（2018.11）

2019108062 病院新築移転と祝日開院による労働 田上 肇（大阪府済生会 JHAC（1344-2147）
生産性への影響に関する考察

野江病院）

原著論文

24巻1号 Page119-123
（2018.11）

2019108061 エネルギー供給システム、コージェ 杉本 政夫（大雄会 法人 JHAC（1344-2147）
ネレーションシステムの効果検証

原著論文

本部総務課施設管理グ 24巻1号 Page114-118
ループ）

（2018.11）

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019128819 AMR感染症に対する創薬促進の動 山口 栄一（日本製薬工 感染症学雑誌（0387向 AMR対策のための製薬協提言

業協会）

論文種別
会議録

5911）93巻1号
Page38（2019.01）

2019125385 【日本もついに本気モード

新時代 安井 潔（塩野義製薬 医 ファルマシア（0014-

のオープンイノベーション】製薬企 薬研究本部研究企画統 8601）55巻1号

解説/特
集

業における多面的オープンイノベー 括 室 戦 略 企 画2グ ル ー Page47-49（2019.01）
ションの取り組み
2019125383 【日本もついに本気モード

プ）
新時代 Encinas Jeffrey A.（ア ファルマシア（0014-

のオープンイノベーション】外資系 ネンティ・セラピューテ 8601）55巻1号
製薬メーカーの日本でのオープンイ ィクス）
ノベーション

Page39-41（2019.01）

解説/特
集

2019125382 【日本もついに本気モード

新時代 永岡 真（ファイザー 医 ファルマシア（0014-

のオープンイノベーション】グロー 薬開発部門デベロップ 8601）55巻1号

解説/特
集

バル製薬企業におけるオープンイノ メント・ イノ ベ ーショ Page36-38（2019.01）
ン・リード）

ベーション
2019125381 【日本もついに本気モード

新時代 荒森 一朗（アステラス ファルマシア（0014-

のオープンイノベーション】組織的 製薬）

8601）55巻1号

産学連携によるオープンイノベーシ

Page33-35（2019.01）

解説/特
集

ョン創薬
2019125380 【日本もついに本気モード

新時代 井形 英樹（武田薬品工 ファルマシア（0014-

のオープンイノベーション】オープ 業リサーチ湘南リサー 8601）55巻1号

解説/特
集

ンイノベーション推進による医療ソ チセントラルオフィス）, Page30-32（2019.01）
リューションの実現 エコシステム 藤本 利夫
構築における製薬企業の果たす役割
2019124447 「見えないものを見える化する技術」 益尾 憲（コニカミノル Precision Medicine

解説

で創薬・研究開発を加速するコニカ タプレシジョンメディシ （2434-3625）1巻1号
ミノルタ社のPrecision Medicine

ンジャパン）

Page49-55（2018.10）

2019124440 【プレシジョンメディシンと創薬】 岡田 尚巳（日本医科大 Precision Medicine
遺伝子治療の現状と展望

学 生化学・分子生物学 （2434-3625）1巻1号
（分子遺伝学）
）
大学 薬）

集

Page19-23（2018.10）

2019116731 経済活動から見た医薬品のハラル制 中田 雄一郎（大阪大谷 日本薬学会年会要旨集
度

解説/特

会議録

（0918-9823）138年会
4号 Page186
（2018.03）

2019116687 個別化医療医薬品開発のための戦略 牧 野 智 宏（ 立 命 館 大 日本薬学会年会要旨集
的取引に関する解析

会議録

学 テクノロジーマネジ （0918-9823）138年会
メント研究科）, 児玉 耕 4号 Page179
太

（2018.03）

2019116067 日本医薬品市場の特殊性及び今後の 柴田 翔洋（慶応義塾大 日本薬学会年会要旨集

会議録

医薬品開発の方向性に関する薬学- 学院薬薬学教育研セ）, （0918-9823）138年会
経済学横断的研究

鈴木 岳之

4号 Page73
（2018.03）

2019114626 製薬企業営業職を対象とした電子メ 重松 美智子（田辺三菱 産業衛生学雑誌（1341- 会議録
ールを用いた生活習慣病予防のため 製薬 人事部健康推進グ 0725）61巻1号
の健康情報配信による効果

ループ）

Page37（2019.01）

2019114413 【新薬展望2019】
（第I部）これからの 荒川 裕司（厚生労働省 医薬ジャーナル（0287- 解説/特
医療のゆくえ 薬価制度のゆくえ

医 政 局 研 究 開 発 振 興 4741）55巻増刊
課）

集

Page214-218
（2019.01）

2019114102 購買適正化で病院経営強化 目から 中野 一夫（ヘルスケア・ 薬事（0016-5980）61
ウロコの薬価交渉術（第17回） 病 システム研究所）
院にしわ寄せされる薬価制度の矛盾

解説

巻3号 Page540-542
（2019.02）

2019114052 今さら聞けない「QbD って何?」医 岡崎 公哉（グラクソス PHARM TECH JAPAN 解説
薬品品質保証のパラダイムシフト ミスクライン）
（第1回）

（0910-4739）35巻2号
Page305-308
（2019.02）

2019114051 医薬品工場の設計とトレンド（第1 井戸 真嗣（日揮）
回） 固形製剤工場の設計

PHARM TECH JAPAN 解説
（0910-4739）35巻2号

新しい

Page299-304

工場の形

（2019.02）
2019114048 【GDP対応および流通・輸送の品質 下田 絵理（塩野義製薬 PHARM TECH JAPAN 解説/特
確保に向けて】日本版GDPガイドラ 信頼性保証本部品質保 （0910-4739）35巻2号 集
インの概要と要点、製薬企業への今 証部）, 小山 靖人
後の期待

Page239-246
（2019.02）

2019113920 【精神科医が知っておきたい抗てん 谷口 豪（東京大学医学 精神神経学雑誌（0033- 解説/特
かん薬の使い方・付き合い方】抗て 部 附 属 病 院 精 神 神 経 2658）121巻1号
んかん薬のてんかん以外の精神・神 科）

集

Page30-38（2019.01）

経疾患への適用およびオフラベル使
用について
2019113004 獣医師の社会科見学（第2回） ワク 大森 崇司（日本生物科 Veterinary Immunology 解説
チンの開発・製造・販売

学研究所 製品開発部） for Practitioners
（2189-8901）4巻1号
Page34-39（2019.01）

