
医療経済関係研究論文（7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
2019201843 研究者の最新動向　大規模医療情

報を利用した敗血症治療に関する医
療経済学的分析と臨床応用の可能
性

阪本 雄一郎（佐賀大学  
救急医学講座）, 本村 陽
一, 山下 和也

Precision Medicine
（2434-3625）2巻5号 
Page451-456
（2019.05）

解説

2019200616 カレント・トピックス　内視鏡手術
用支援機器（手術支援ロボット）の
医療経済学的考察

佐田 尚宏 日本医師会雑誌（0021-
4493）148巻1号 
Page78（2019.04）

解説

2019198667【バイオシミラーの現状と今後の展
望】 バイオシミラーの医療経済

齋藤 翔太（新潟医療福
祉大学 医療経営管理学
部 医療情報管理学科）

医薬ジャーナル（0287-
4741）55巻3号 
Page811-814
（2019.03）

解説/特
集

2019196278 医療政策の方向性を踏まえた戦略的
病院経営

井上 貴裕（千葉大学 医
学部附属病院）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻1号 Page37
（2019.01）

会議録

2019194852 低侵襲脊椎外科の技術革新と今後 
最小侵襲脊椎安定術MIStの技術革
新と展望、医療経済効果も加味して

佐藤 公治（名古屋第二
赤十字病院 整形外科・
脊椎脊髄外科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻1号 
Page18-24（2019.01）

解説

2019194653 薬剤師による疑義照会・処方提案に
おける医療経済効果の推算

宮原 里沙（東京都立広
尾病院 薬剤科）, 廣瀬 
まい, 初鹿野 達也, 井岡 
礼佳, 田端 祥子, 佃 征
樹, 中野 美香子, 城田 
幹生

東京都福祉保健医療学
会抄録14回 Page18-
19（2018.11）

会議録



2019190099 薬局薬剤師による疑義照会の医療経
済学的効果に関する研究　在宅処方
せんを対象として

藤枝 正輝（東邦大学  
薬学部 実践医療薬学研
究室）, 成毛 壱仁, 鈴木 
伸悟, 藤田 勝久, 中道 
節, 長谷川 博美, 田中 博
之, 有山 智博, 木下 雅
子, 渡辺 朋子, 石井 敏
浩

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-2-198］（2017.10）

会議録

2019189622 薬局薬剤師による疑義照会の医療経
済学的効果に関する研究　外来処方
せんを対象として

須賀 瞳（東邦大学 薬学
部 実践医療薬学研究
室）, 藤枝 正輝, 鈴木 伸
悟, 藤田 勝久, 中道 節, 
長谷川 博美, 田中 博之, 
有山 智博, 木下 雅子, 
渡辺 朋子, 石井 敏浩

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-2-199］（2017.10）

会議録

2019184157 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19回）　薬
価交渉前夜　医療行政の動きについ
て思うこと

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻5号 Page892-893
（2019.04）

解説

2019181419 逆流性食道炎の間欠的維持療法に
おける医療経済的効果およびQOLに
関する検討　プロトンポンプ阻害薬
vs.カリウムイオン競合型アシッド
ブロッカー

中田 博也（なかた消化
器・内科クリニック）, 
出口 久暢, 柳岡 公彦

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page185-188
（2019.02）

原著論文
/比較研
究

2019181418 【医療従事者のための医療経済学入
門】 市区町村による予防接種費用助
成の意思決定

井深 陽子（慶応義塾大
学 経済学部）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page179-183
（2019.02）

解説/特
集

2019181417 【医療従事者のための医療経済学入
門】 医師と患者の情報の非対称性

加藤 弘陸（慶応義塾大
学大学院 経営管理研究
科）, 後藤 励

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page175-178
（2019.02）

原著論文
/特集

2019181416 【医療従事者のための医療経済学入
門】 子ども医療費助成制度による医
療サービス消費・健康への影響

加藤 弘陸（慶応義塾大
学大学院 経営管理研究
科）, 後藤 励

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page171-174
（2019.02）

解説/特
集

2019181415 【医療従事者のための医療経済学入
門】 社会環境の変化と帝王切開分娩
手術の選択

湯田 道生（東北大学大
学院 経済学研究科）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page165-170
（2019.02）

解説/特
集

2019181414 【医療従事者のための医療経済学入
門】 社会的入院の時系列推移

岸田 研作（岡山大学大
学院 社会文化科学研究
科）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page159-163
（2019.02）

解説/特
集



2019181413 【医療従事者のための医療経済学入
門】 在院日数短縮と再入院率の関連

國澤 進（京都大学大学
院 医学研究科医療経済
学分野）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page153-157
（2019.02）

原著論文
/特集

2019181412 【医療従事者のための医療経済学入
門】 ワクチンの医療経済評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部公衆衛生
学）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page147-151
（2019.02）

解説/特
集

2019181411 【医療従事者のための医療経済学入
門】 医療経済評価における費用の評
価方法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営学分野）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page141-145
（2019.02）

解説/特
集

2019181410 【医療従事者のための医療経済学入
門】 行動健康経済学入門

後藤 励（慶応義塾大
学 経営管理研究科）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page135-139
（2019.02）

解説/特
集

2019181408【医療従事者のための医療経済学入
門】 医療経済学入門

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科公共
健康医学専攻臨床疫学・
経済学）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page125-128
（2019.02）

解説/特
集

2019176020 バイオシミラーと医療経済 坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部 経営学科）

日本内分泌学会雑誌
（0029-0661）94巻3号 
Page902（2018.12）

会議録

2019173933 医療経済からみた腎移植診療の課題 野島 道生（兵庫医科大
学 泌尿器科・腎移植外
科）, 山田 祐介, 樋口 喜
英, 長池 紋子, 嶋谷 公
宏, 兼松 明弘, 山本 新
吾

移植（0578-7947）53
巻総会臨時 Page213
（2018.09）

会議録

2019173932 高齢化社会を迎えた現在、腎移植の
医療経済効果に迫る

内田 潤次（大阪市立大
学 泌尿器科）, 仲谷 達
也

移植（0578-7947）53
巻総会臨時 Page212
（2018.09）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019202050 宮崎市対策型胃内視鏡検診の導入 尾上 耕治（宮崎市郡医

師会）, 吉山 一浩, 宮崎 
貴浩, 北村 亨, 篠原 立
大, 木原 康, 南 寛之, 長
友 優尚, 楠元 直, 石川 
直人, 稲倉 琢也, 伊藤 
泰教, 湯池 宏明, 牛谷 
義秀, 原田 雄一, 弘野 
修一, 山村 善教, 川名 
隆司, 宮崎市郡医師会胃
がん検診読影委員会

宮崎県医師会医学会誌
（0389-8288）43巻1号 
Page29-34（2019.03）

原著論文

2019202029【健康経営とメンタルヘルス】 健康
経営と精神医学・ポジティブサイコ
ロジー

永岡 麻貴（慶応義塾大
学 医学部精神神経科学
教室）, 佐渡 充洋

産業精神保健（1340-
2862）27巻2号 
Page113-116
（2019.04）

解説/特
集

2019201956 うつ病医療が抱える諸問題について
の一考察

高橋 修三（青嵐会本荘
第一病院 心療内科）

心身医学（0385-0307）
59巻3号 Page270-
271（2019.04）

会議録

2019201917 感染防止対策の費用と効果の検討 大津 佐知江（大分県立
病院 医療安全管理部感
染管理室）, 山崎 透, 清
國 直樹

大分県立病院医学雑誌
（0388-6069）46巻 
Page29-32（2019.03）

原著論文
/比較研
究

2019201841 調剤情報とデータ解析　糖尿病治療
薬領域におけるデータ特性

大貫 薫人（日本医薬総
合研究所 ビジネスディ
ベロップメント）

Precision Medicine
（2434-3625）2巻5号 
Page423-430
（2019.05）

解説

2019200626【これで鑑別はOK!ダーモスコピー
診断アトラス-似たもの同士の鑑別
と限界-】 ダーモスコピー　おすすめ
機種の最新情報

御子柴 育朋（信州大
学 医学部 皮膚科学教
室）, 古賀 弘志

Derma.（1343-0831）
281号 Page1-6
（2019.04）

解説/特
集

2019200008 転倒率軽減を目的とした睡眠薬変更
の臨床的有用性の検討　睡眠薬の
適正使用を目指して

加藤 豊範（愛生館小林
記念病院 薬剤科）, 吉田 
章悟, 鈴木 絢子, 町田 
裕実子, 小田 高司

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻3号 
Page333-339
（2019.03）

原著論文
/比較研
究

2019198667【バイオシミラーの現状と今後の展
望】 バイオシミラーの医療経済

齋藤 翔太（新潟医療福
祉大学 医療経営管理学
部 医療情報管理学科）

医薬ジャーナル（0287-
4741）55巻3号 
Page811-814
（2019.03）

解説/特
集

2019198664【バイオシミラーの現状と今後の展
望】 バイオシミラーの現状と課題　
薬剤師の視点から

米澤 淳（京都大学大学
院 薬学研究科 臨床薬
学教育分野）

医薬ジャーナル（0287-
4741）55巻3号 
Page795-800
（2019.03）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2019198663【バイオシミラーの現状と今後の展
望】 臨床医から見たバイオシミラー　
関節リウマチ治療における現状と課
題

川合 眞一（東邦大学 医
学部炎症・疼痛制御学
講座）

医薬ジャーナル（0287-
4741）55巻3号 
Page789-794
（2019.03）

解説/特
集

2019192806 医療費軽減を目指した後視的副作用
発現頻度の調査　後発品から先発
品に変更することでビノレルビンの
静脈炎の頻度は低下するか

青野 智恵美（国立病院
機構水戸医療センタ
ー  薬剤部）, 櫻井 祐人, 
井出 泰男

国立病院総合医学会講
演抄録集72回 
Page2187（2018.11）

会議録

2019192589 多様化するバイオ医薬品の選択　バ
イオシミラーの正しい理解

米澤 淳（京都大学医学
部附属病院 薬剤部）

国立病院総合医学会講
演抄録集72回 
Page1968（2018.11）

会議録

2019191884 院内採用医薬品の後発医薬品への切
替えによる薬剤費用削減効果の検討

霧生 彩子（国立国際医
療研究センター病院 薬
剤部）, 赤沢 翼, 樋口 昇
大, 瀬戸 恵介, 増田 純
一, 近藤 直樹, 坂本 治
彦, 寺門 浩之

国立病院総合医学会講
演抄録集72回 
Page1167（2018.11）

会議録

2019190169 OTC（漢方薬・各種製剤）・サプリ
メントを用いた代替医療による医療
費抑制事例

藤岡 弘（日本薬局協励
会）, 鶴岡 洋之, 中西 美
那子, 若名 慶太郎, 倉持 
陽一, 重田 航, 小竹 秀
典, 伊澤 訓典, 諸富 崇, 
宮前 哲也

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-8-338］（2017.10）

会議録

2019190168 医療費・医薬品の適正使用に対する
一般生活者の意識調査

森内 千晴（東京薬科大
学 薬学部一般用医薬品
学教室）, 成井 浩二, 坂
口 眞弓, 末次 大作, 渡辺 
謹三

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-8-336］（2017.10）

会議録

2019190098 湿布薬の診療報酬改定（70枚制限）
による影響及び医療費削減への寄与
についての比較検討

福田 久輝（半田調剤セ
ンター）, 松尾 景子, 福
井 俊之, 宮崎 恭治

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-2-196］（2017.10）

会議録

2019190054 抗がん剤の後発医薬品使用による医
療費削減効果に関する研究

早川 美妃（東邦大学 薬
学部 実践医療薬学研究
室）, 渡辺 朋子, 田中 博
之, 有山 智博, 木下 雅
子, 藤枝 正輝, 山形 光
正, 長谷川 博美, 中道 
節, 石井 敏浩

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-2-108］（2017.10）

会議録

2019190040 湿布薬70枚制限には医療費削減効
果があったのか?

永石 潤（たかだ調剤薬
局）, 酒井 浩一

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-2-080］（2017.10）

会議録



2019190026 残薬調整における医療費削減への取
り組み

高木 翔（ジャストメデ
ィクスくすのき薬局野
口）, 岩田 ゆかり, 舟橋 
孝之, 松田 千夏, 畳谷 
真理子, 坂井田 なつき, 
伊藤 慶昭

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-2-052］（2017.10）

会議録

2019189373 外来患者の残薬の現状と薬学的介
入による医療費削減への取り組み

桐村 昌典（京都府薬剤
師会）, 木戸 勝之, 梅村 
亮司, 藤村 保夫, 土佐 
和彦, 廣畑 和弘, 茂籠 
哲, 楠本 正明

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［O-02-01］（2017.10）

会議録

2019188109 日本の重度石灰化冠動脈病変患者に
対するrotational atherectomyと
orbital atherectomyの費用対効果の
比較（Cost-eff ectiveness of orbital 
atherectomy compared to 
rotational atherectomy in treating 
patients with severely calcifi ed 
coronary artery lesions in Japan）
（英語）

Pietzsch Jan B.（Wing 
Tech）, Geisler 
Benjamin P., Ikeno 
Fumiaki

Cardiovascular 
Intervention and 
Therapeutics（1868-
4300）33巻4号 
Page328-336
（2018.10）

原著論文
/比較研
究

2019187640 乳癌患者のHER2遺伝子発現の評価
において、従来のIHCおよびFISHと
RT-PCRの臨床的有用性の比較
（Clinical utility of RT-PCR in 
assessing HER 2 gene expression 
versus traditional IHC and FISH in 
breast cancer patients）（英語）

Suryavanshi Moushumi
（Centre for Molecular 
Diagnostic and Cell 
Biology, Rajiv Gandhi 
Cancer Institute and 
Research Centre）, 
Mehta Anurag, Jaipuria 
Jiten, Kumar Dushyant, 
Vishwakarma Gayatri, 
Panigrahi Manoj Kumar, 
Verma Haristuti, Saifi  
Mumtaz, Sharma 
Sanjeev, Tandon 
Simran, Doval D.C., 
Das Bhudev C.

Breast Cancer（1340-
6868）25巻4号 
Page416-430
（2018.07）

原著論文
/比較研
究

2019186483 高齢脳卒中患者リハビリテーション
の費用効用分析

林 浩嗣（福井総合病
院 リハビリテーション
科）, 山手 康司, 佐藤 万
美子, 林 広美, 三浦 豊
章, 小林 康孝

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
55巻特別号 Page1-
IP-32-6（2018.05）

会議録



2019185737 日本における虚血性心疾患の疾病費
用　時間的傾向と将来の予測（Cost 
of illness of ischemic heart dis-
ease in Japan: a time trend and 
future projections）（英語）

Gochi Toshiharu
（Department of Social 
Medicine, Toho
University Graduate 
School of Medicine）, 
Matsumoto Kunichika, 
Amin Rebeka, Kitazawa 
Takefumi, Seto Kanako, 
Hasegawa Tomonori

Environmental Health 
and Preventive 
Medicine（1342-078X）
23巻May Page1-7
（2018.05）

原著論文

2019185418 ホジキンリンパ腫に対する自家移植
後のbrentuximab-vedotin地固め療
法

頼 晋也（近畿大学医学
部附属病院血液・腫瘍
内科）

血液内科（2185-582X）
78巻4号 Page538-
544（2019.04）

解説

2019185213 Current Knowledge for ICT　感染
対策に活用できる費用対効果

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営学分野）

INFECTION 
CONTROL（0919-
1011）28巻5号 
Page490-494
（2019.05）

解説

2019183977【関節リウマチ　治療薬を使いこな
すワザ"と"知恵"】 関節リウマチにお
ける治療費軽減対策　バイオシミラ
ーとドラッグホリデー "

田中 良哉（産業医科大
学 医学部第1内科学講
座）

薬局（0044-0035）70
巻5号 Page1213-1219
（2019.04）

解説/特
集

2019183893【虚血評価をあらためて考える】 血
行再建を考える上での適切性評価

中尾 浩一（済生会熊本
病院）

日本冠疾患学会雑誌
（1341-7703）24巻2号 
Page84-88（2018.06）

総説/特
集

2019183785 開業直後の経費バランス 門田 亮（デンタル・マ
ネジメント・コンサルテ
ィング）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）44巻5号 
Page139-140
（2019.04）

Q&A

2019183579【人材不足を乗り切る知恵（下）】 人
材不足解消のための長期・中期・短
期的対策

栗林 研治（栗林歯科医
院）

アポロニア21304号 
Page062-067
（2019.04）

解説/特
集

2019182252 感染管理看護師は、感染対策活動を
できていますか?　あなたの病院に
とっての感染対策ソフトの費用対効
果を考えよう

下間 正隆（日本赤十字
豊田看護大学）

看護（0022-8362）71
巻5号 Page074-078
（2019.03）

解説

2019181945 関節リウマチにおける費用対効果評
価

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

Pharma Medica（0289-
5803）37巻3号 
Page91-94（2019.03）

解説

2019181730 入門講座　リハビリテーション医療
のエビデンス　回復期リハビリテー
ション 回復期リハビリテーション
のエビデンス

徳永 誠（熊本機能病
院 リハビリテーション
科）, 渡邊 進, 園田 茂

総合リハビリテーショ
ン（0386-9822）47巻
3号 Page243-247
（2019.03）

解説



2019181412 【医療従事者のための医療経済学入
門】 ワクチンの医療経済評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部公衆衛生
学）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻2号 
Page147-151
（2019.02）

解説/特
集

2019181409【医療従事者のための医療経済学入
門】 医療経済評価

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）39巻2号 
Page129-133
（2019.02）

解説/特
集

2019179005 管理のこじれた問題も多面的にとら
えてスッキリ!医療経営学から見る
看護現場の歩き方（第33回）　医療
の費用対効果と効率性

谷田 一久（ホスピタル
マネジメント研究所）

ナースマネジャー20巻
12号 Page78-79
（2019.02）

解説

2019178561 食物アレルギーの経口免疫療法の課
題

井上 祐三朗（東千葉メ
ディカルセンター 小児
科）

食物アレルギー研究会
会誌（1882-1588）18
巻2号 Page95-100
（2018.10）

解説

2019178201 私達とジェネリック医薬品との付き
合い方

渡邊 舞衣（新潟ビジネ
ス専門学校 医療秘書・
事務学科）, 小竹 瑞樹

Medical Secretary
（2188-6792）15巻3号 
Page36（2019.02）

会議録

2019177618【患児・家族に寄り添う血管腫・脈
管奇形の医療】 難病対策の歴史的経
緯と血管腫・脈管<血管>奇形の医
療扶助　改正難病二法に関連して

秋田 定伯（福岡大学 医
学部形成外科・創傷再
生学）

PEPARS（1349-645X）
145号 Page80-93
（2019.01）

解説/特
集

2019176020 バイオシミラーと医療経済 坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部 経営学科）

日本内分泌学会雑誌
（0029-0661）94巻3号 
Page902（2018.12）

会議録

2019175614 ノンメタルクラスプデンチャーを用
いた補綴治療の費用効果分析

稲用 友佳（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 部分床義歯補
綴学分野）, 笛木 賢治, 
河野 英子, 谷田部 優, 
若林 則幸

日本補綴歯科学会誌
（1883-4426）10巻特
別号 Page161
（2018.06）

会議録

2019175180 GERDの初期治療における選択肢と
してのP-CAB（ボノプラザン）の評
価　費用対効果の観点から

羽生 泰樹（済生会野江
病院 消化器内科）, 小
松 貴一, 松本 浩尚, 松
井 淳, 松原 揚典, 南川 
健, 片山 雅之, 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
増大会 Page A692
（2018.10）

会議録



2019172600 腹腔鏡下肝切除術におけるデバイス
の標準化使用は費用対効果を改善す
る可能性がある（STANDARDIZED 
USE OF DEVICES MAY 
IMPROVE COST-
EFFECTIVENESS IN 
LAPAROSCOPIC LIVER 
RESECTION）（英語）

Aikawa Masayasu
（Saitama Medical 
University, International 
Medical Center）, Ueno 
Yosuke, Takase 
Kenichiro, Okada 
Katsuya, Watanabe 
Yukihiro, Okamoto 
Kojun, Sato Hiroshi, 
Sakuramoto Shinich, 
Yamaguchi Shigeki, 
Koyama Isamu

日本肝胆膵外科学会・
学術集会プログラム・
抄録集30回 Page323
（2018.06）

会議録

2019171061 臨床経済学的評価と費用対効果の事
例（An Evaluation of Clinical 
Economics and Cases of Cost-
eff ectiveness）（英語）

Takura Tomoyuki
（Department of
Healthcare Economics 
and Health Policy, 
Graduate School of 
Medicine,
The University of 
Tokyo）

Internal Medicine
（0918-2918）57巻9号 
Page1191-1200
（2018.05）

総説

2019170513 アトピー性皮膚炎治療のための実際
の薬物処方の経済的評価　大規模
レセプトデータにおける皮膚科と小
児科の差異（Economic assessment 
of actual prescription of drugs for 
treatment of atopic dermatitis: 
Diff erences between dermatology 
and pediatrics in large-scale 
receipt data）（英語）

Komura Yoko
（Department of Health 
Policy Science,
Graduate School of 
Medical and Dental 
Sciences, Tokyo 
Medical and Dental 
University）, Kogure 
Takamichi, Kawahara 
Kazuo, Yokozeki Hiroo

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）45巻2号 
Page165-174
（2018.02）

原著論文
/比較研
究

2019170511 中等度-重度アトピー性皮膚炎の病
歴を有する成人における不適切な疾
患管理の程度と転帰（Extent and 
consequences of inadequate 
disease control among adults with 
a history of moderate to severe 
atopic dermatitis）（英語）

Wei Wenhui
（Regeneron
Pharmaceuticals）, 
Anderson Peter,
Gadkari Abhijit,
Blackburn Stuart, Moon 
Rachel, Piercy James, 
Shinde Shashank, 
Gomez Jorge,
Ghorayeb Eric

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）45巻2号 
Page150-157
（2018.02）

原著論文
/比較研
究



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019182312 後期高齢がん患者における終末期医

療費と死亡場所
金 晟娥（九州大学大学
院 医学系学府医療経
営・管理学専攻）, 馬場
園 明

医療福祉経営マーケテ
ィング研究（1881-
297X）13巻1号 
Page1-10（2018.10）

原著論文
/比較研
究

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019196522 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36回）　2018年
4月診療報酬改定を検証　新設され
たオンライン診療科は奏功したのか

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻3号 
Page39-41（2019.03）

解説

2019195428 先進医療制度を通じた上肢カスタム
メイド骨切ガイド・プレートの開発
について

岡田 潔（大阪大学医学
部附属病院 未来医療開
発部）, 花井 達広, 岡 久
仁洋, 田中 啓之, 村瀬 
剛

日本手外科学会雑誌
（2185-4092）34巻1号 
Page S180（2017.04）

会議録

2019190348 肺障害と急性血液浄化療法 特発性
肺線維症急性増悪に対する血液浄
化療法　先進医療制度によるPMX
療法

阿部 信二（東京医科大
学 呼吸器内科学分野）

日本急性血液浄化学会
雑誌（2185-1085）9巻
Suppl. Page94
（2018.09）

会議録

2019189818 激動の医療制度改革の中で、医師・
薬剤師は何を考えるべきか

猪口 雄二（全日本病院
協会）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［W-38-2］（2017.10）

会議録

2019189264 医療保険地区指導者研修会における
薬学的管理に関する指摘

伊澤 慶彦（東京都薬剤
師会）, 東京都薬剤師会
医療保険委員会

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［W-2-3］（2017.10）

会議録

2019181751 くらしに根づくイタリアの植物療法　
医療保険制度と現代のエルボリステ
リアのハーブ処方（2）

石橋 志保（武蔵野大学
大学院 人間社会研究
科 人間学専攻）

aromatopia（0918-
4295）28巻1号 
Page85-87（2019.02）

解説

2019179142 県内医療保険者の特定健康診査デ
ータ情報を活用した分析事業から見
えてきたこと

稲見 朋子（栃木銀行健
康保険組合）, 小柳 学, 
佐藤 郁恵, 福井 浩之, 
井上 源夫, 藤平 恵市, 
古口 節子, 瀧深 教子, 
上村 恵子, 青山 裕, 山口 
和久, 種市 ひろみ, 栃木
県保険者協議会専門部
会（企画調査部会）平成
29年度

栃木県公衆衛生学会抄
録集56回 Page25-27
（2018.09）

会議録

医療保障制度

医療費



医療関連ビジネス

2019178998 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8回）　新たな主
流になるか、「急性期一般入院料2」
事例で考察するメリットと活用の方
向性

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
12号 Page44-48
（2019.02）

解説

2019177429【お金と仕事　リアルな支援】 お金
と仕事に関する制度　民間の医療保
険・その他の使えるサービス

黒田 尚子（黒田尚子FP
オフィス）

緩和ケア（1349-7138）
29巻1号 Page027-
031（2019.01）

解説/特
集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019191883 平成30年度薬価基準改定の影響 本郷 知世（国立病院機

構千葉医療センター 薬
剤部）, 加藤 一郎

国立病院総合医学会講
演抄録集72回 
Page1166（2018.11）

会議録

2019189795 調剤業務トータル支援ITシステムの
開発（第29報）　ITシステムによる
医薬品在庫管理（薬価改定時の対応）

吉川 香奈美（すずらん
薬局）, 南 陽介, 関原 弘
喜, 片寄 勝邦, 梶田
賢司, 宗本 忠典, 中村 
信也, 中室 克彦

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集50回 Page 
［P-12-545］（2017.10）

会議録

2019184157 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19回）　薬
価交渉前夜　医療行政の動きについ
て思うこと

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻5号 Page892-893
（2019.04）

解説

2019183610 医療経営士のための臨床講座 クス
リの教科書（第17回）　C型肝炎治
療薬の躍進と薬価制度を考える

北畑 智英（済生会栗橋
病院 薬剤科）

医療経営士57号 
Page34-35（2019.03）

解説

2019183588【目指すべき病院経営とは?】 （事例
4）当院における病院原価計算を用
いた取り組み　病院経営の効率化・
収支向上に生かす

川村 和江（大阪府済生
会中津病院 経営企画
課）

医事業務26巻558号 
Page24-26（2019.04）

解説/特
集

2019182319 DPCシステムを用いた原価計算の
有用性

古谷 享康（田川市立病
院 病院局）, 茅野 壽司, 
齋藤 貴生

医療福祉経営マーケテ
ィング研究（1881-
297X）13巻1号 
Page52（2018.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019200224【リアルワールドデータ活用による

承認審査・安全性監視の進展・チャ
レンジ】 医薬品開発におけるリアル
ワールドデータ活用への期待　製薬
企業の視点より

東郷 香苗（ファイザー）,
川松 真也, 木口 亮, 今
井 康彦, 日本製薬工業
協会医薬品評価委員会
臨床評価部会

薬剤疫学（1342-0445）
24巻1号 Page19-30
（2019.03）

解説/特
集

診療報酬・薬価



2019200183 医薬品の品質管理とラマン分光法　
開発初期から投薬まで

森山 圭（就実大学薬学
部 医薬品構造解析学講
座）

ファルマシア（0014-
8601）55巻4号 
Page310-314
（2019.04）

解説

2019198666【バイオシミラーの現状と今後の展
望】 バイオシミラーに関する特許の
課題

桝田 祥子（東京大学 先
端科学技術研究センタ
ー）

医薬ジャーナル（0287-
4741）55巻3号 
Page807-810
（2019.03）

解説/特
集

2019194628【腸内細菌叢　健康と疾患を制御す
るエコシステム】 （第3章）世界と日
本の研究動向　ヒトマイクロバイオ
ーム研究の産業への応用　JMBCの
設立と国内企業の動向について

寺内 淳（日本マイクロ
バイオームコンソーシ
アム）, 片岡 二郎, 藤井 
千之, 梶浦 貴之, 笠原 
堅, 亀山 恵司, 柴垣 奈
佳子

実験医学（0288-5514）
37巻2号 Page316-
319（2019.02）

解説/特
集

2019185502【抗菌薬耐性（AMR）と闘う】 感染治
療薬パイプライン　多剤耐性グラム
陰性菌感染症治療薬を中心として

石井 良和（東邦大学 医
学部 微生物・感染症学
講座）

医学のあゆみ（0039-
2359）269巻6号 
Page480-484
（2019.05）

解説/特
集

2019184131 医薬品工場の設計とトレンド（第3
回）　医薬品合成原薬工場の設計と
トレンド

水迫 智宏（日揮） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻5号 
Page873-878
（2019.04）

解説

2019184128 エーザイにおける連続生産を用いた
固形製剤開発への取り組み

石本 隼人（エーザイ メ
ディスン開発センタ
ー PST機能ユニット製
剤研究部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻5号 
Page843-850
（2019.04）

解説

2019183682 経済学的視点から歯科業界を読み解
く　成長産業としての医薬品工業は
牽引役となれるのか

濱田 吉之輔（大阪大学
大学院 医学系研究科）

歯界展望（0011-8702）
133巻4号 Page812-
813（2019.04）

解説

2019182992【核酸・遺伝子医薬およびそのDDS
開発研究の課題】 企業的観点からみ
た核酸・遺伝子医薬品開発の現状と
今後の展望　DDSとの関わり

菊池 寛（LTTバイオファ
ーマ研究開発部 湘南研
究所）

Drug Delivery System
（0913-5006）34巻2号 
Page106-115
（2019.03）

解説/特
集

2019182090「臨床開発のNew Frontier～我々は
どこに進むべきか～」 アジアにおけ
る開発体制-企業の立場から

廣橋 朋子（ファイザー 
クリニカルリサーチ統
括部 オンコロジー領域
部）

腫瘍内科（1881-6568）
23巻3号 Page303-
306（2019.03）

解説

2019182087「臨床開発のNew Frontier～我々は
どこに進むべきか～」
SCRUM-Japanレジストリでの新し
い取り組み

大津 敦（国立がん研究
センター東病院）

腫瘍内科（1881-6568）
23巻3号 Page288-
293（2019.03）

解説

2019181961 産業と行政　国内製薬メーカーのア
ライアンス分析（続報）　製薬メー
カーと創薬バイオベンチャーとのア
ライアンスの詳細分析

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）77巻2号 
Page158-162
（2019.03）

解説



2019180218 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（下）

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）2740号 
Page10-18（2019.03）

解説

2019180186 診療ガイドラインにおける病気喧伝
（Disease Mongering）と利益相反

宮崎 景（みえ医療福祉
生活協同組合高茶屋診
療所（三重家庭医療セン
ター高茶屋））

ジェネラリスト教育コ
ンソーシアム11巻 
Page145-150
（2018.11）

解説

2019177707 医療福祉連携士による地域連携取り
組み最前線（第6回）　医療福祉連携
士の会での活動と製薬企業所属の医
療福祉連携士として

小林 正和（アステラス
製薬 営業本部営業推進
部連携医療企画グルー
プ）

地域連携入退院と在宅
支援11巻6号 Page81-
85（2019.01）

解説

2019174682 実験動物感染症の現状　感染症の
モニタリングと発生時の対応につい
て　中外製薬株式会社における手順
の紹介

渡邊 利彦（中外製薬） Experimental Animals
（1341-1357）67巻4号 
Page67-71（2018.10）

解説


