
医療経済関係研究論文（6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
2019169889【更年期診療UPDATE】 保険診療と

医療政策　女性診療における医療政
策

倉澤 健太郎（横浜市立
大学大学院 医学研究科
生殖成育病態医学講座）

医学のあゆみ（0039-
2359）269巻1号 
Page109-115
（2019.04）

解説/特
集

2019169888【更年期診療UPDATE】 保険診療と
医療政策　更年期診療と保険診療

高橋 一広（あかねヶ丘
高橋レディスクリニッ
ク）

医学のあゆみ（0039-
2359）269巻1号 
Page102-107
（2019.04）

解説/特
集

2019166885 語り継ぐ医療政策　老人病院のサー
ビスと経済の30年　老人定額包括
払い制導入の背景とその推進力を考
える（下）

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2741号 
Page18-25（2019.03）

解説

2019163342 台湾における乾癬への皮膚科治療に
関する医療経済（Medical econom-
ics in dermatological therapy from 
the aspect of psoriasis in Taiwan）
（英語）

Tsai Dino（Department 
of Dermatology, 
Dianthus Medical 
Group）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）129巻2
号 Page202（2019.02）

会議録

2019163341 韓国における乾癬への皮膚科治療に
関する医療経済（Medical econom-
ics in dermatological therapy from 
the aspect of psoriasis in Korea）
（英語）

Song Hae Jun
（Department of 
Dermatology, Korea 
University）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）129巻2
号 Page202（2019.02）

会議録

2019163340 日本における乾癬への皮膚科治療に
関する医療経済（Medical econom-
ics in dermatological therapy from 
the aspect of psoriasis in Japan）
（英語）

Mabuchi Tomotaka
（Department of 
Dermatology, Tokai 
University School of 
Medicine）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）129巻2
号 Page201-202
（2019.02）

会議録



2019162834 語り継ぐ医療政策　老人病院のサー
ビスと経済の30年　老人定額包括
払い制導入の背景とその推進力を考
える（上）

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2739号 
Page16-24（2019.02）

解説

2019160185 これからの回復期リハビリテーショ
ン医学・医療:質と量の観点から 医
療経済学の基礎知識　効果的・効
率的で公平なリハビリテーションの
ために

二木 立（日本福祉大学） The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
55巻秋季特別号 Page 
S181（2018.10）

会議録

2019159031 日本の小規模離島において診療所が
常勤体制から非常勤体制に変化した
ことで、現状を住民や医療行政担当
者、後任医師はどのように感じてい
るか?

中嶋 裕（山口県立総合
医療センター へき地医
療支援部）, 原田 昌範, 
横田 啓, 宮野 馨

地域医学（0914-4277）
33巻2号 Page142-
148（2019.02）

原著論文

2019158018 手術室における一期的両側人工股関
節置換術の医療経済性の検討

田巻 達也（船橋整形外
科病院 人工関節センタ
ー）, 関口 博丈, 二宮 太
志, 三浦 陽子, 東 秀隆, 
老沼 和弘, 白土 英明

日本人工関節学会誌
（1345-7608）48巻 
Page539（2018.12）

原著論文
/比較研
究

2019157504 2040年を見据えた医療政策の課題 島崎 謙治（政策研究大
学院大学）

社会保険旬報（1343-
5728）2734号 
Page22-31（2019.01）

解説

2019154875 医療経済評価におけるマッピングと
MAPS声明について

白岩 健（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）, 船越 
大, 村澤 秀樹, 下妻 晃
二郎, 斎藤 信也, 福田 
敬

保健医療科学（1347-
6459）67巻4号 
Page422-426
（2018.10）

解説

2019151829 腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除の短
期成績と医療経済面における検討

酒井 久宗（久留米大学 
外科）, 平川 雄介, 佐藤 
寿洋, 野村 頼子, 後藤 
祐一, 中山 剛一, 佐々木 
晋, 小嶋 聡生, 川原 隆
一, 石川 博人, 久下 亨, 
安永 昌史, 赤木 由人, 田
中 啓之, 奥田 康司

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）79巻増
刊 Page487（2018.10）

会議録

2019151322 安全な手術の為の手術室運営の効率
化 医療経済から見た「手術室の効
率化」

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）79巻増
刊 Page384（2018.10）

会議録

2019150167 医療政策における医療放射線管理に
ついて

佐々木 健（厚生労働省
医政局 地域医療計画
課）

核医学（0022-7854）
55巻Suppl. Page S74
（2018.11）

会議録



2019147479 心房細動に対するアブレーションは
何をもたらすのか? 心房細動治療の
医療経済的意義

木村 雄弘（慶応義塾大
学医学部附属病院 循環
器内科）, 五十嵐 中, 池
田 俊也, 三山 寛司, 藤澤 
大志, 中嶋 一晶, 勝俣 
良紀, 西山 崇比古, 相澤 
義泰, 高月 誠司, 福田 恵
一

日本心臓病学会学術集
会抄録66回 Page 
S20-6（2018.09）

会議録

2019142756【腎不全外科のupdate】 医療経済か
らみた透析医療

武本 佳昭（大阪市立大
学大学院 医学研究科泌
尿器病態学）, 長沼 俊秀
, 吉村 力勇

腎臓内科・泌尿器科
（2188-9147）9巻2号 
Page81-86（2019.02）

解説/特
集

2019142228 看護×経済学　経済学で読み解く看
護サービスと医療政策 看護とはど
のようなサービスか

角田 由佳（山口大学 経
済学部）

看護管理（0917-1355）
29巻2号 Page170-
174（2019.02）

解説

2019142213 リン吸着薬の変更による鉄代謝と貧
血の改善および医療経済学的効果

大野 晃子（済生会八幡
総合病院腎センター）, 
安永 親生, 吉松 正憲

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻1号 
Page33-39（2019.01）

原著論文
/比較研
究

2019141082【人工知能（AI）と小児医療】 疫学・
医療行政でのAI活用の取り組み

遠藤 明史（東京医科歯
科大学医学部臨床試験
管理センター）

小児内科（0385-6305）
51巻1号 Page107-110
（2019.01）

解説/特
集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019170207 日本における大腸がんスクリーニン

グの現況と将来展望
松田 尚久（国立がん研
究センター中央病院 検
診センター）

山形県医師会学術雑誌
（1340-783X）55巻 
Page14-17（2018.09）

解説

2019168515 ICER指標を用いたHCV治療薬の費
用対効果分析　広島県在住の肝疾
患患者のQOLスコアを用いたDAA
治療との比較

海嶋 照美（広島大学医
歯薬学専攻医学講座（疫
学・疾病制御学））

広島大学医学雑誌
（0018-2087）66巻1-6
号 Page32-33
（2018.12）

会議録

2019168192【 臨 床 疫 学 研 究-理 論 と 実 践 】 
（Part2）臨床疫学研究　実践編　
IORRAコホートを用いたRA患者に
おける医療経済学的検討

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）

Bone Joint Nerve
（2186-1110）9巻1号 
Page73-77（2019.01）

解説/特
集

2019168190【 臨 床 疫 学 研 究-理 論 と 実 践 】 
（Part2）臨床疫学研究　実践編　デ
ュピュイトラン拘縮患者を対象とし
たコラゲナーゼ注射治療と腱膜切除
術後の上肢機能および費用効果の前
向き観察研究

山本 美知郎（名古屋大
学手の外科）, 平田 仁

Bone Joint Nerve
（2186-1110）9巻1号 
Page59-64（2019.01）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2019168119 厚生労働省新HTA制度（第7回）　
続・医薬経済学から見た価値と価格
の関係　財政インパクト、不確実
性、そしてVBPの国際標準にどう対
処するか

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）50巻3号 
Page135-141
（2019.03）

総説

2019167206 免疫チェックポイント阻害薬（抗
PD-1抗体）の基礎知識

武田 晃司（西日本がん
研究機構）

定位的放射線治療
（1342-9930）22巻 
Page1-6（2018.01）

解説

2019166503 オンライン診療による高血圧治療
は、長期にわたり連続して実施して
も安全かつ費用対効果に優れていた
（POATRAND trial）

谷田部 淳一（東京女子
医科大学高血圧・内分
泌内科）, 谷田部 緑, 市
原 淳弘

日本内科学会雑誌
（0021-5384）108巻
Suppl. Page220
（2019.02）

会議録

2019166475 日本の胃がん検診におけるX線検査
や内視鏡検査と比較したピロリ菌検
査の費用効果分析

小和田 暁子（大田区役
所 総務部）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）108巻
Suppl. Page213
（2019.02）

会議録

2019166427 インフルエンザ院内感染対策の費用
対効果

山口 統彦（公立学校共
済組合近畿中央病院 呼
吸器内科）, 酒井 俊輔, 
葉山 善友, 平松 政高, 
寺田 晴子, 合屋 将

日本内科学会雑誌
（0021-5384）108巻
Suppl. Page201
（2019.02）

会議録

2019163523【数字に強い看護師長を目指す!病棟
経営入門　経営指標の見方・生かし
方】 （Part2-3）経営指標事典　医業
費用にかかわる経営指標　医薬品費

工藤 潤（八潮中央総合
病院 看護部）

看護展望（0385-549X）
44巻4号 Page43
（2019.03）

解説/特
集

2019161811 実践マネジメント講座（PART 3）　
広報・マーケティング（第11回）　
広報活動の財務的視点と効果の把握

森田 敏史（川原経営総
合センター 経営コンサ
ルティング部門）

月刊福祉（1341-6669）
102巻3号 Page68-71
（2019.03）

解説

2019161810 実践マネジメント講座（PART 2）　
財務管理（第11回）　安定性分析（4）

千葉 正展（福祉医療機
構経営サポートセンタ
ー）

月刊福祉（1341-6669）
102巻3号 Page64-67
（2019.03）

解説

2019161716 皮膚・排泄ケア認定看護師の組織横
断的活動の成果に関する調査（第2
報）　創傷のアウトカムに関する前
向き調査

須釜 淳子（金沢大学新
学術創成研究機構）, 真
田 弘美, 溝上 祐子, 貝
谷 敏子, 高橋 麻由美, 
間宮 直子, 内藤 亜由美, 
酒井 透江, 日本創傷・
オストミー・失禁管理
学会将来構想検討アド
ホック委員会

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌（1884-
233X）22巻4号 
Page366-379
（2019.02）

原著論文

2019161053【がん免疫療法の最前線】 がん免疫
療法と医療経済

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科医薬
政策学）

日本医師会雑誌（0021-
4493）147巻11号 
Page2270（2019.02）

解説/特
集



2019158437 ゲノム合成の潮流 板谷 光泰（慶応義塾大
学先端生命科学研究所）
, 金子 真也

実験医学（0288-5514）
37巻3号 Page452-
457（2019.02）

総説

2019158426【時間生物学からサーカディアン・
メディシンへ　24-hour societyに
挑む概日リズム研究のステージチェ
ンジ】 24時間社会の課題　社会的
ジェットラグ

駒田 陽子（明治薬科大
学 リベラルアーツ）

実験医学（0288-5514）
37巻3号 Page366-
371（2019.02）

解説/特
集

2019158212【肥満症の病態と治療の最前線】 肥
満症の治療　肥満症の薬物療法

中里 雅光（宮崎大学 医
学部内科学講座神経呼
吸内分泌代謝学分野）

最新医学（0370-8241）
74巻1号 Page104-109
（2019.01）

解説/特
集

2019156730 放射線治療装置（リニアック）導入
による採算性に関する考察

村上 淳基（奈良県立医
科大学 公衆衛生学講
座）, 赤羽 学, 中西 康裕, 
今井 信也, 今村 知明

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）38
回 Page542-547
（2018.11）

会議録

2019154005 周術期管理から退院後のTOTAL 
SUPPORT～GUT STARVATIONと
KAMPO～ 手術だけでは本当の価値
は生まれない　価値に基づく医療に
漢方は貢献できるか?

波多野 悦朗（兵庫医科
大学 肝胆膵外科）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）79巻増
刊 Page877（2018.10）

会議録

2019152536 肺癌手術の費用対効果分析の試み　
Stage IIIA肺癌での分析

三好 孝典（友愛記念病
院 呼吸器外科）, 渡邊 
隆明, 岩崎 健一, 池田 直
哉, 中村 浩志, 尾本 和, 
神代 祐至, 兼信 正明, 
椿 昌裕, 山本 修, 加藤 
奨一

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）79巻増
刊 Page608（2018.10）

会議録

2019149441 日本の三枝冠状動脈疾患患者におけ
るPCSK9阻害剤とスタチン併用の
費用対効果（Cost-Eff ectiveness of 
PCSK9 Inhibitor Plus Statin in 
Patients With Triple-Vessel Coro-
nary Artery Disease in Japan）（英
語）

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

Circulation Journal
（1346-9843）82巻10
号 Page2602-2608
（2018.09）

原著論文
/比較研
究

2019149424 心血管疾患患者における脂質低下療
法と費用とのトレードオフ（Trade-
Off  Between Lipid-Lowering Thera-
py and Costs in Patients With 
Cardiovascular Disease）（英語）

Ishii Hideki（Department 
of Cardiology, Nagoya 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Murohara Toyoaki

Circulation Journal
（1346-9843）82巻10
号 Page2481-2482
（2018.09）

コメント



2019148777 予後不良遺伝子異常を有する多発性
骨髄腫患者におけるタンデム移植の
治療効果と費用（The cost-benefi t 
analysis of tandem ASCT in 
multiple myeloma patients with 
adverse cytogenetics）（英語）

小室 雅人（国立国際医
療研究センター病院）, 
萩原 將太郎, 近藤 直樹, 
栂野 富輝, 田中 淳司, 寺
門 浩之

臨床血液（0485-1439）
59巻9号 Page1739
（2018.09）

会議録

2019147479 心房細動に対するアブレーションは
何をもたらすのか? 心房細動治療の
医療経済的意義

木村 雄弘（慶応義塾大
学医学部附属病院 循環
器内科）, 五十嵐 中, 池
田 俊也, 三山 寛司, 藤澤 
大志, 中嶋 一晶, 勝俣 
良紀, 西山 崇比古, 相澤 
義泰, 高月 誠司, 福田 恵
一

日本心臓病学会学術集
会抄録66回 Page 
S20-6（2018.09）

会議録

2019145070 日本における産科疾患の疾病コスト　
時間的傾向と将来予測の分析（Cost 
of Illness of the Obstetrical Dis-
eases in Japan: a Time-trend and 
Future Projection Analysis）（英語）

Hayata Eijiro（Depart-
ment of Obstetrics and 
Gynecology, Toho 
University Omori 
Medical Center）, 
Matsumoto Kunichika, 
Kitazawa Takefumi, 
Seto Kanako, Morita 
Mineto, Hasegawa 
Tomonori

Toho Journal of 
Medicine（2189-1990）
4巻2号 Page58-65
（2018.06）

原著論文

2019143597 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18回）　フ
リーライダー問題を考える!

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻4号 Page701-703
（2019.03）

解説

2019143568【たとえ日本語しか話せなくても!ま
ずは押さえたい薬局での外国人対応
のキホン】 外国人患者への対応で知
っておきたい基礎知識　文化・制
度・医療費の違い

岡村 世里奈（国際医療
福祉大学大学院 医療経
営管理分野）

調剤と情報（1341-
5212）25巻4号 
Page514-518
（2019.03）

解説/特
集

2019143166【最新の核医学で実現する個性化戦
略】 核医学がもたらす診療・経営的
貢献　10年先を見据えたPET/CT
の意義　希望的展望を交えて

中田 智明（函館厚生院
函館五稜郭病院）

新医療（0910-7991）
46巻3号 Page38-41
（2019.03）

解説/特
集

2019143162 医療羅針盤　私の提言（第134回）　
病院の契約価値向上研究会の活動
の展望　病院経営の改善に向けた、
業者との適正な「契約」業務推進を
目指して

斎藤 知二（国立病院機
構久里浜医療センター 
業務班）

新医療（0910-7991）
46巻3号 Page18-21
（2019.03）

解説

2019142842（続）看護部長のための「これだけは
知っておきたい」経営指標　経営に
強い看護部長になろう（第2回）　決
算書が読める看護部長になる　損益
計算書編

渡邉 尚之（渡邉会計事
務所）

看護のチカラ24巻509
号 Page46-50
（2019.02）

解説



2019140292 甲状腺手術における術中持続神経モ
ニタリング（CIONM）の使用経験

鈴木 基之（大阪大学大
学院 医学系研究科耳鼻
咽喉科・頭頸部外科学）

耳鼻と臨床（0447-
7227）64巻Suppl.1 
Page S45-
S49,S59-S60
（2018.11）

解説

2019140020 急性期のうつ病治療に対する費用対
効果研究　マインドフルネス認知療
法と通常治療との比較

寄森 駿（慶応義塾大学 
医学部）, 二宮 朗, 小杉 
哲平, 佐渡 充洋

日本認知療法・認知行
動療法学会プログラム・
抄録集18回 Page195
（2018.10）

会議録

2019139414 医薬品等の費用対効果評価に関する
制度化の動向（上）　閾値と関連要
因、適用を巡る課題について

久繁 哲徳（医療テクノ
ロジー・アセスメント研
究所）

医療経済研究（1340-
895X）30巻1号 
Page20-31（2018.12）

総説

2019136597 中医協公開資料（医薬品の薬価収載
について）を用いた新医薬品薬価算
定状況の調査

長谷川 栞（岐阜薬科大学 
医薬品情報学研究室）, 
加藤 大和, 松井 利亘, 
畠平 春奈, 笹岡 沙也加, 
元岡 佑美, 中尾 智史, 向
井 梨々香, 島田 和代, 上
田 夏実, 中村 光浩

医薬品情報学（1345-
1464）20巻2号 
Page120-128
（2018.08）

原著論文

2019136590 医薬品副作用自動監視システムによ
る副作用検出の評価

五十嵐 敏明（福井大学
医学部附属病院 薬剤
部）, 今野 彩, 塚本 仁, 
矢野 良一, 渡辺 享平, 
中村 敏明, 政田 幹夫, 後
藤 伸之

医薬品情報学（1345-
1464）20巻2号 
Page66-71（2018.08）

原著論文

2019133230 特別養護老人ホームの居住者への薬
剤師の介入結果（Outcomes of 
Pharmacists' Involvement with 
Residents of Special Nursing 
Homes for the Elderly）（英語）

Hashimoto Ryota（Saera 
Pharmacy）, Fujii 
Keiko, Yoshida Kazuko, 
Shimoji Shizuka, 
Masaki Hidenori, 
Kadoyama Kaori, 
Nakamura Toshiaki, 
Onda Mitsuko

薬学雑誌（0031-6903）
138巻9号 Page1217-
1225（2018.09）

原著論文

2019131632 本邦におけるコントロール不良な重
症喘息患者の併存症と経済的負担　
KEIFU study（第2報）

長瀬 洋之（帝京大学 呼
吸器・アレルギー学）, 
足立 満, 松永 和人, 吉
田 敦, 大古場 知子, 小
島 知之, 林 暢哉, 江本 
夏伯, 東田 有智

アレルギー（0021-
4884）67巻4-5号 
Page585（2018.05）

会議録

2019131586 アトピー性皮膚炎の疾病負荷および
治療の現状における患者と医師の認
識の相違に関する検討

中原 剛士（九州大学 体
表感知学講座）, 藤田 浩
之, 本山 聡平, 出宮 スウ
ェン, 有馬 和彦, 古江 増
隆

アレルギー（0021-
4884）67巻4-5号 
Page577（2018.05）

会議録



2019130912 大学病院内のインフルエンザ流行に
対する抗インフルエンザ薬の予防効
果（The Prophylactic Eff ect of 
Anti-infl uenza Agents for an 
Infl uenza Outbreak in a University 
Hospital）（英語）

Hagihara Mao
（Department of 
Infection Control and 
Prevention, Aichi 
Medical University 
Hospital）, Kato Yukiko, 
Kurumiya Ai, Takahashi 
Tomoko, Sakata Miki, 
Kato Hideo, Sakanashi 
Daisuke, Yamada 
Atsuko, Suematsu 
Hiroyuki, Hirai Jun, 
Nishiyama Naoya, 
Koizumi Yusuke, 
Yamagishi Yuka, 
Mikamo Hiroshige

Internal Medicine
（0918-2918）57巻4号 
Page497-501
（2018.02）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019168870 小児医療費及び傷病別入院医療費

の推移
梅田 勝（東京工科大学）, 
内山 有子, 石井 博子, 田
中 哲郎

日本小児救急医学会雑
誌（1346-8162）18巻
1号 Page34-39
（2019.02）

原著論文

2019164358 わが国の歯科診療所における診療行
為別歯科医療費の20年間の推移　
社会医療診療行為別統計による分析

小椋 正之（厚生労働省
保険局）

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）53
巻4号 Page202-205
（2019.02）

原著論文

2019159801 重症低血糖によって救急搬入された
糖尿病患者の医療費

田中 麻理（メディカルプ
ラザ江戸川）, 伊藤 裕之, 
草野 英司, 松本 涼子, 
上村 公介, 安徳 進一, 
山崎 知子, 森 俊子, 当
金 美智子

糖尿病（0021-437X）
62巻1号 Page9-16
（2019.01）

原著論文
/比較研
究

2019155536 中心ライン関連血流感染症に伴う医
療費を含めた現状

目黒 英二（函館五稜郭
病院 臨床検査科）, 山根 
のぞみ, 山本 亜希子, 加
地 正英

日本環境感染学会誌
（1882-532X）33巻6号 
Page269-275
（2018.11）

原著論文

2019140984 医療費に係る未収金発生に関する研
究　松江生協病院の未収金データを
使った初期的分析

宮本 恭子（島根大学 法
文学部）

日本プライマリ・ケア
連合学会誌（2185-
2928）41巻4号 
Page163-168
（2018.12）

原著論文

医療費



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019170343 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37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（4）

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻4号 
Page38-41（2019.04）

解説

2019162018 医療保険の手引き[内科] 南塚 俊雄, 東京都医師
会医療保険委員会

東京都医師会雑誌
（0040-8956）72巻2号 
Page160-162
（2019.02）

解説

2019160634 医療保険・介護保険外でのリハビリ
テーション健康教室の取り組み　植
物園での屋外歩行

毛利 弘貴（御所南リハ
ビリテーションクリニッ
ク）, 吉村 葵, 土井 博文, 
児玉 万実, 佐浦 隆一

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
55巻秋季特別号 Page 
S375（2018.10）

会議録

2019157796 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34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（2）

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻1号 
Page39-41（2019.01）

解説

2019140194【平成の病院医療から次の時代へ】 
平成の医療制度改革に関する考察

尾形 裕也（東京大学政
策ビジョン研究センタ
ー）

病院（0385-2377）78
巻1号 Page21-24
（2019.01）

解説/特
集

2019139907 当院の医療保険下における訪問リハ
ビリテーションの特徴と課題

加藤 俊光（芳英会吉野
内科・神経内科医院 リ
ハビリテーション科）, 
吉野 英

日本難病医療ネットワ
ーク学会機関誌（2188-
1006）5巻1号 
Page117（2017.09）

会議録

2019139825 包括医療制度における進行期パーキ
ンソン病治療の問題点

星野 将隆（船橋総合病
院 神経内科）

日本難病医療ネットワ
ーク学会機関誌（2188-
1006）5巻1号 Page75
（2017.09）

会議録/
症例報告

2019137951 医療通訳士とコーディネーター雇用
が医療機関にインセンティブを与え
る医療制度上の加算制度の提案

神谷 直樹（公立甲賀病
院 医事課）, 井田 健, 稲
垣 里奈, 山口 晴美, 中塚 
ナディア

グローバルヘルス合同
大会プログラム・抄録
集2017巻 Page326
（2017.11）

会議録

2019137841 日本における労働者の健康管理と医
療制度に学ぶ研修事業報告

紺 麻美（結核予防会）, 
菅本 鉄広, 柳 亮一郎, 
岡田 耕輔

グローバルヘルス合同
大会プログラム・抄録
集2017巻 Page266
（2017.11）

会議録

医療保障制度



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019162773 患者別手術原価管理を通した手術収

支改善に向けた取り組み
村田 卓也（ワタキュー
セイモア 業務本部請負
事業部PSD管理課）, 渡
部 昌二, 菅谷 真明

中材業務及び感染対策
研究会研究会収録
（2187-9656）144号 
Page18-19（2019.02）

会議録

2019156253 新たな入院基本料等の評価体系の
見直しの影響について　平成30年
度診療報酬改定影響調査結果（第1
報）

全国自治体病院協議会 全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）57
巻12号 Page1837-
1851（2018.12）

原著論文

2019143597 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18回）　フ
リーライダー問題を考える!

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻4号 Page701-703
（2019.03）

解説

2019142595 適切な感染症治療を推進するための
保険診療審査情報の開示　社会保
険診療報酬支払基金による審査情報
提供事例の有効活用

日馬 由貴（国立国際医
療研究センター国際感
染症センター AMR臨床
リファレンスセンター）, 
石金 正裕, 具 芳明, 桑
原 健, 大曲 貴夫

感染症学雑誌（0387-
5911）93巻1号 
Page25-29（2019.01）

原著論文

2019136597 中医協公開資料（医薬品の薬価収載
について）を用いた新医薬品薬価算
定状況の調査

長谷川 栞（岐阜薬科大学 
医薬品情報学研究室）, 
加藤 大和, 松井 利亘, 
畠平 春奈, 笹岡 沙也加, 
元岡 佑美, 中尾 智史, 向
井 梨々香, 島田 和代, 上
田 夏実, 中村 光浩

医薬品情報学（1345-
1464）20巻2号 
Page120-128
（2018.08）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019159430 救急医療係数の改善は救命救急セン

ターの医療の質改善に繋がるか
漆畑 直（松戸市立総合
医療センター 救急科）, 
村田 希吉, 中本 礼良, 吉
行 綾子, 三輪 裕一郎

松戸市立総合医療セン
ター医学雑誌（2434-
6993）28巻 Page13-
17（2018.12）

原著論文

2019146356 病院経営における財務改善プロセス　
埼玉県立病院改革に関する事例研究

山村 淳哉（中央大学大
学院 戦略経営研究科）

日本医療経営学会誌
（1883-7905）12巻1号 
Page35-44（2018.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019168401 医薬品市場の歪みに挑む価格交渉 岡村 正文（宇部協立病

院）
民医連医療（0285-
2241）560号 Page51-
55（2019.04）

解説

医療関連ビジネス

診療報酬・薬価

医業経営



2019168121 医薬品の品質をめぐって　日米EU
でのPACMP/CP制度の枠組みの比
較

淺原 初木（グラクソス
ミスクライン 開発本部
薬事部門）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）50巻3号 
Page150-156
（2019.03）

解説

2019162833 ジェネリック医薬品産業をめぐる環
境とシェア80%に向けての課題（上）

坂巻 弘之（神奈川県立
保健福祉大学大学院 ヘ
ルスイノベーション研
究科）

社会保険旬報（1343-
5728）2739号 Page6-
14（2019.02）

解説

2019160068【バイオインフォマティクスの進展・
臨床応用】 製薬企業におけるバイオ
インフォマティクスの活用　ヒトの
ビッグデータに基づいた創薬ターゲ
ット探索

門城 拓（武田薬品工業）, 
安藤 達哉

最新医学（0370-8241）
74巻2号 Page275-
280（2019.02）

解説/特
集

2019160043 AI創薬の実用化に向けたインタープ
ロテインの取り組み

小松 弘嗣（インタープ
ロテイン 事業開発本部）

BIO Clinica（0919-
8237）34巻3号 
Page283-290
（2019.03）

解説

2019143597 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18回）　フ
リーライダー問題を考える!

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻4号 Page701-703
（2019.03）

解説

2019136597 中医協公開資料（医薬品の薬価収載
について）を用いた新医薬品薬価算
定状況の調査

長谷川 栞（岐阜薬科大学 
医薬品情報学研究室）, 
加藤 大和, 松井 利亘, 
畠平 春奈, 笹岡 沙也加, 
元岡 佑美, 中尾 智史, 向
井 梨々香, 島田 和代, 上
田 夏実, 中村 光浩

医薬品情報学（1345-
1464）20巻2号 
Page120-128
（2018.08）

原著論文

2019136583 臨床研究と倫理 鈴木 孝司（医療機器セ
ンター附属医療機器産
業研究所）

日本コンピュータ外科
学会誌（1344-9486）
20巻3号 Page143-
145（2018.08）

総説

2019131285 産学連携でのteam-up　Team-up 
by collaboration of universities 
with industries to develop new 
treatments for allergic diseases 企
業の立場での研究開発における課題　
アレルゲン免疫療法薬の経験から

夏井 謙介（鳥居薬品 メ
ディカルアフェアーズ
部）

アレルギー（0021-
4884）67巻4-5号 
Page385（2018.05）

会議録


