
医療経済関係研究論文（8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
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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
2019235239 手術室運営　効率化と安全性　医

療経済学の観点から　周術期管理チ
ームに関する麻酔科医の意識調査

風戸 拓也（がん研究会
有明病院 麻酔科）, 平島 
潤子, 横田 美幸

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）39巻3号 
Page356-359
（2019.05）

原著論文

2019235238 手術室運営　効率化と安全性　医
療経済学の観点から　周術期の安全
と効率化における取り組み

佐和 貞治（京都府立医
科大学 麻酔科学教室）

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）39巻3号 
Page350-355
（2019.05）

解説

2019235237 手術室運営　効率化と安全性　医
療経済学の観点から　私立総合大
学の経営と医学部付属病院（手術室）
の収益性について

西山 純一（東海大学 医
学部医学科外科学系麻
酔科）

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）39巻3号 
Page345-349
（2019.05）

解説

2019235236 手術室運営　効率化と安全性　医
療経済学の観点から　麻酔・手術の
経営パフォーマンスや医療資源の生
産性に関して

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科医療
経済政策学）

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）39巻3号 
Page335-344
（2019.05）

解説

2019235235 手術室運営　効率化と安全性　医
療経済学の観点から　日本における
医療経済の行方と手術室運営につい
て

三浦 倫一（昭和大学 医
学部麻酔科学講座）, 大
嶽 浩司

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）39巻3号 
Page327-334
（2019.05）

解説

2019234096 総合病院・大学病院精神科の役割を
再考する　持続可能な精神科医療を
実現するために　医療政策を読み解
く

吉村 健佑（千葉大学医
学部附属病院 病院経営
管理学研究センター）

総合病院精神医学
（0915-5872）31巻1号 
Page85（2019.01）

会議録

2019229561 看護×経済学　経済学で読み解く看
護サービスと医療政策（第4回）　看
護の生産性と看護師の生産性

角田 由佳（山口大学 経
済学部）

看護管理（0917-1355）
29巻4号 Page370-
374（2019.04）

解説



2019228215 医療政策ヒストリー座談会録（第4
回）　「1993（平成5）年薬事法改正
他」

江利川 毅（厚生省薬務
局 経済課）, 石井 甲一, 
磯部 総一郎, 川尻 良夫, 
藤井 康弘, 藤原 禎一

医療と社会（0916-
9202）28巻4号 
Page443-472,500-
524（2019.03）

座談会

2019226766 厚生労働省人事交流経験者が語る!
救急・集中治療をとりまく医療行政
入門

細川 康二（広島大学大
学院 救急集中治療医
学）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）26巻
Suppl. Page [EL16]
（2019.02）

会議録

2019226490 当院ICUにおける早期離床リハビリ
テーション導入前後の医療経済効果
および患者背景に関する検討

石原 敦司（岐阜県総合
医療センター リハビリ
テーション部）, 吉眞 孝, 
森 輝樹, 天野 元浩, 増
田 篤紀, 桑原 秀次, 松
本 真介, 山本 拓巳, 豊田 
泉, 野田 俊之, 岐阜県総
合医療センター呼吸ケ
アサポートチーム

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）26巻
Suppl. Page [O70-2]
（2019.02）

会議録

2019219612【糖尿病診療と医療のしくみ-行政の
動きを臨床の視点から-】糖尿病と医
療行政　日本糖尿病学会の立場と
取り組み

杉山 雄大（国立国際医
療研究センター研究
所 糖尿病情報センタ
ー）, 植木 浩二郎

プラクティス（0289-
4947）36巻3号 
Page282-287
（2019.05）

解説/特
集

2019218728「在宅療養生活をデザインする」　医
療行政の立場から　在宅療養を充実
させるために

木村 慎吾（石川県健康
福祉部地域医療推進室）

看護実践学会誌（1882-
2428）31巻2号 
Page102-103
（2019.03）

会議録

2019216948 地方政府と医療行政　政府間関係
における政策の展開

宗前 清貞（関西学院大
学 総合政策学部）

大阪薬科大学紀要13巻 
Page57-77（2019.03）

解説

2019214179 看護×経済学　経済学で読み解く看
護サービスと医療政策（第3回）　産
業としての医療と看護

角田 由佳（山口大学 経
済学部）

看護管理（0917-1355）
29巻3号 Page284-
288（2019.03）

解説

2019208513 薬事情報センターの情報提供による
医療経済効果の推算　相談事例より

松永 ゆかり（福岡県薬
剤師会）, 神 雅子

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集51回 Page 
O-25-3（2018.09）

会議録

2019208423 薬局や医療機関における電子お薬手
帳の有用性と医療経済への有益性に
ついて

岡林 陽介（滋賀県薬剤
師会）, 高山 紗綾, 村杉 
紀明, 山口 豊子, 大原 整

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集51回 Page 
O-08-6（2018.09）

会議録

2019208014 閉鎖式調製器具を用いた抗がん剤調
製時に生じるコアリングの頻度と医
療経済への影響

済川 聡美（愛媛大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
矢野 安樹子, 白石 沙弥, 
中井 昌紀, 安永 大輝, 高
田 裕介, 乗松 真大, 坂
本 宜俊, 田中 守, 飛鷹 
範明, 田中 亮裕, 薬師神 
芳洋

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
P122-7（2018.10）

会議録



2019207106 一般病院でのDrug Vial 
Optimization(DVO)導入における医
療経済効果

伊藤 剛貴（草加市立病
院 薬剤部）, 下山 加奈
恵, 平塚 咲, 平野 航, 本
石 寛行, 木村 好伸, 木
村 直也, 源川 良一, 高
橋 雅弘, 越前 宏俊

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
O52-6(2018.10)

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019235617 婦人科悪性腫瘍開腹手術における臓

器　体腔手術部位感染症予防のた
めの抗菌薬の適正使用に関する検討

吉満 輝行（久留米大
学 医学部産科婦人科学
教室）, 河野 光一郎, 朴 
鐘明, 那須 洋紀, 松隈 
健, 寺田 貴武, 西尾 真, 
津田 尚武, 駒井 幹, 牛嶋 
公生

日本婦人科腫瘍学会雑
誌（1347-8559）37巻
2号 Page140-146
（2019.04）

原著論文
/比較研
究

2019235445【新たな小児用製剤の開発の現状】
小児用製剤の課題と解決に向けて

原田 努（昭和大学 薬学
部基礎医療薬学講座薬
剤学部門）

小児科臨床（0021-
518X）72巻6号 
Page725-729
（2019.06）

解説/特
集

2019235443【新たな小児用製剤の開発の現状】
小児用医薬品を取り巻く環境　開発
を妨げる諸問題

石川 洋一（明治薬科大
学 臨床薬学部門小児医
薬品評価学）

小児科臨床（0021-
518X）72巻6号 
Page713-717
（2019.06）

解説/特
集

2019235236 手術室運営　効率化と安全性　医
療経済学の観点から　麻酔・手術の
経営パフォーマンスや医療資源の生
産性に関して

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科医療
経済政策学）

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）39巻3号 
Page335-344
（2019.05）

解説

2019235119【日本PDA製薬学会編　GxPの更な
る進展】（第2章）バイオ医薬品の製
造・品質管理での気になる課題　バ
イオ医薬品製造コストに関する考察

粟津 洋寿（日本ポール）, 
伊藤 隆夫, 岡田 真樹, 
小川 伸哉, 河野 栄樹, 
左海 順, 菅谷 真二, 辻 
伸次, 時枝 養之, 新見 
伸吾, 山本 秀樹, 山本 
耕一, 吉村 卓也, 日本
PDA製薬学会バイオウ
イルス委員会連続生産
工程開発及び工程管理
分科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻7号 
Page1251-1257
（2019.05）

解説/特
集

2019234212【精神科外来クリニックのあり方を
考える】不安症専門クリニックの現
在とこれから

稲田 泰之（悠仁会稲田
クリニック）, 楠 無我

精神科（1347-4790）
34巻5号 Page524-
529（2019.05）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2019234045【ベンゾジアゼピン系薬剤の適正使
用に向けて】ベンゾジアゼピン系薬
剤減薬への取り組み

村田 司（杏仁会くまも
と青明病院 薬局）

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）55巻5号 
Page507-509
（2019.05）

解説/特
集

2019233711 地域薬剤師会と連携した残薬解消
PBPM導入による成果　残薬情報の
見える化への挑戦

関 利一（日立製作所ひ
たちなか総合病院薬務
局）, 寺門 祐介, 平井 利
幸, 樗木 昭

日本病院会雑誌（0385-
9363）66巻4号 
Page420-426
（2019.04）

原著論文

2019233528 第22回透析医療費実態調査報告 太田 圭洋（日本透析医
会）, 土谷 晋一郎, 山川 
智之, 篠田 俊雄, 隈 博
政, 宍戸 寛治, 戸澤 修
平, 甲田 豊, 秋澤 忠男, 
日本透析医会医療経営
委員会制度調査部会

日本透析医会雑誌
（0914-7136）34巻1号 
Page102-109
（2019.04）

解説

2019233416 やってみよう!!薬局製剤（第1回）　
薬局製剤の歴史とその取り組み方

田極 淳一（南多摩薬剤
師会コサカ薬局北口店）

都薬雑誌（0285-1733）
41巻5号 Page32-35
（2019.05）

解説

2019233114【糖尿病体質からの脱出（1）】中高年
のための食事・運動大作戦（1）

佐藤 祐造（愛知みずほ
大学）

健康管理（0451-6508）
779号 Page27-32
（2019.05）

解説/特
集

2019232084 医療資源の公正な配分の倫理は、患
者の具体的な治療の選択にどのよう
な影響を及ぼすのか　医療資源の配
分と臨床倫理

児玉 聡（京都大学大学
院 文学研究科倫理学専
修）

臨床倫理（2187-6134）
7増刊 Page48
（2019.03）

会議録

2019230844 腎臓病の負荷、治療へのアクセス
性、治療の不公平性（Burden, 
Access, and Disparities in Kidney 
Disease）（英語）

Crews Deidra C.（Johns 
Hopkins University 
School of Medicine）, 
Bello Aminu K., Saadi 
Gamal, the World 
Kidney Day Steering 
Committee

日本腎臓学会誌（0385-
2385）61巻2号 
Page113-122
（2019.03）

解説

2019228683 精神障害者雇用と個別支援　これま
での歩みと課題

山口 創生（国立精神・
神経医療研究センター
精神保健研究所 地域・
司法精神医療研究部）

心と社会（0023-2807）
50巻1号 Page65-74
（2019.03）

解説

2019227764 RRS導入によるマンパワーと費用対
効果

柴田 尚明（和歌山県立
医科大学 救急集中治療
医学講座）, 米満 尚史, 
宮本 恭兵, 中島 強, 柴田 
真未, 田中 真生, 森野 由
佳梨, 加藤 正哉

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）26巻
Suppl. Page [O150-1]
（2019.02）

会議録



2019225836 輸液ポンプを機種統一した効果 山口 侑承（京都市立病
院 臨床工学科）, 鵜飼 
将平, 石原 太輔, 伊藤 
禎章, 古川 修, 乗松 康
平, 井上 雄介, 
白山 幸平, 上辻 真弓, 相
川 孝彰, 小林 陽平, 北
田 久美子, 家原 典之

京都市立病院紀要
（0286-1356）38巻1号 
Page35-37（2018.09）

原著論文

2019223588 経皮的冠動脈インターベンションを
受けた急性冠症候群の中国人患者に
おける脂質目標達成の臨床的および
経済的分析（Clinical and Economic 
Analysis of Lipid Goal Attainments 
in Chinese Patients with Acute 
Coronary Syndrome Who Received 
Post-Percutaneous Coronary 
Intervention）（英語）

Wang Yun（School of 
Pharmacy, Faculty of 
Medicine, The Chinese 
University of Hong 
Kong）, Yan Bryan Ping 
Yen, Tomlinson Brian, 
Nichol Michael Bruce, 
Lee Vivian Wing Yan

Journal of 
Atherosclerosis and 
Thrombosis（1340-
3478）25巻12号 
Page1255-1273
（2018.12）

原著論文
/比較研
究

2019223425【臨床応用に向けた疾患シーケンス
解析】（第5章）がん　海外における
がんクリニカルシークエンス

加藤 真吾（横浜市立大
学附属病院 がんゲノム
診断科）

遺伝子医学MOOK
（1349-2527）34号 
Page155-159
（2018.11）

解説/特
集

2019223271 認知症の人の家族介護者による介護
評価の変化　12ヵ月間の縦断的研
究（Changes in caregiving
appraisal among family caregivers 
of persons with dementia: A 
longitudinal study over 12 months）
（英語）

Kajiwara Kohei
（Graduate School of 
Biomedical and Health 
Sciences, Hiroshima 
University）, Noto 
Hiroko, Yamanaka 
Makoto

Psychogeriatrics
（1346-3500）18巻6号 
Page460-467
（2018.11）

原著論文
/比較研
究

2019223270 前頭葉性行動変化を伴う認知症患者
の介護者のための介入プログラム　
自尊心に対する制御効果による探索
的研究（An intervention programme 
for caregivers of dementia patients 
with frontal behavioural canges: an 
explorative study with controlled 
eff ect on sense of competence）（英
語）

Gossink Flora
（Department of Old 
Age Psychiaty GGZ in 
Geest/VU University 
Medical Center）, 
Pijnenburg Yolande, 
Scheltens Philip, Pera 
Aafke, Kleverwal Rikie, 
Korten Nicole, Stek 
Max, Droees Rose-
Marie, Dols Annemiek

Psychogeriatrics
（1346-3500）18巻6号 
Page451-459
（2018.11）

原著論文
/ランダ
ム化比較
試験

2019223027 HCVに対するDAAs治療法の費用対
効果分析　Elbasvir/Grazoprevir
（EBR/GZR）とGlecaprevir/
Pibrentasvir（G/P）の比較評価

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 A771
（2018.10）

会議録



2019220258 日本の国民健康保険制度における後
方経路腰椎椎体間固定術の費用対
効果（Cost-eff ectiveness of 
posterior lumbar interbody fusion in 
the Japanese universal health 
insurance system）（英語）

Fujimori Takahito
（Department of 
Orthopedic Surgery, 
Sumitomo Hospital）, 
Miwa Toshitada, 
Iwasaki Motoki, Oda 
Takenori

Journal of Orthopaedic 
Science（0949-2658）
23巻2号 Page299-
303（2018.03）

原著論文

2019220147 論点　私の考え方　費用対効果から
みた医療行為の価値　医療における
費用対効果の目的は?

三宅 信昌（三宅整形外
科医院）

日本医事新報（0385-
9215）4963号 
Page56-58（2019.06）

解説

2019219765 看護の効率性を評価する 貝谷 敏子（札幌市立大
学 看護学部）

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌（1884-
233X）23巻1号 
Page1-5（2019.05）

解説

2019219489 医療技術等国際展開推進事業の取り
組み（後編）　開発途上国における
小児がんの診療能力強化事業　小
児外科医の立場から

菱木 知郎（国立成育医
療研究センター 小児が
んセンター腫瘍外科）

映像情報Medical
（1346-1354）51巻5号 
Page66-71（2019.05）

解説

2019219232 抗がん薬投与量の端数切捨てに対す
る医師の意識調査と医療費削減に与
える影響の試算

植木 亮磨（産業医科大
学附属病院 薬剤部）, 横
山 雄一, 月光 淳, 篠原 
義剛, 中村 智, 植木 哲
也

九州薬学会雑誌（2433-
4294）72巻 Page25-
29（2018.11）

原著論文

2019218839【重症心身障害児（者）の看護倫理
～実践事例から考える～】知ってお
きたい知識　医療現場における倫理
とは

宮坂 道夫（新潟大学大
学院 保健学研究科看護
学分野）

小児看護（0386-6289）
42巻5号 Page522-
526（2019.05）

解説/特
集

2019217390【ナゾ"の痛み診療ストラテジー　
OPQRSTで読み解く】慢性疼痛の集
学的治療の実際・課題・今後の展望"

尾張 慶子（愛知医科大
学 痛みセンター）, 西原 
真理

総合診療（2188-8051）
29巻4号 Page455-
459（2019.04）

解説/特
集

2019216688 黒毛和種繁殖農場におけるエコー繁
殖検診の普及と効果

林 小夏（兵庫県農業共
済組合連合会）

家畜人工授精（0285-
4724）301号 Page49-
51（2019.03）

原著論文

2019216456【心疾患治療としての心臓リハビリ
テーション】心臓リハビリテーショ
ン早わかり　心臓リハビリテーショ
ンの対象,施設の運用,体制,スタッフ,
費用対効果,採算性

勝木 達夫（やわたメデ
ィカルセンター 循環器
内科）

循環器ジャーナル
（2432-3284）67巻2号 
Page178-186
（2019.04）

解説/特
集

2019215751 ベッドサイドにおける転倒事故対策 初雁 卓郎（パラマウン
トベッド 技術開発本部
研究開発部）

日本転倒予防学会誌
（2188-5702）5巻3号 
Page21-24（2019.03）

解説

2019215747 費用対効果評価　医療技術のイノベ
ーション評価と国民皆保険制度の持
続性の両立

鍵谷 昭典（日本画像医
療システム工業会 経済
部会）, 須賀 秀徳

日本放射線技術学会雑
誌（0369-4305）75巻
3号 Page295-298
（2019.03）

解説



2019215516 開業医による慢性特発性蕁麻疹治療
薬オマリズマブの投与経験と注意点

武岡 伸太郎（武岡皮膚
科クリニック）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）36巻
2号 Page291
（2019.04）

会議録

2019215514 尋常性乾癬外用治療におけるドボベ
ットゲルの立ち位置

高橋 英俊（高木皮膚科
診療所）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）36巻
2号 Page289
（2019.04）

会議録

2019214037 清拭用タオルの一部デイスポ化への
移行に関する報告

床次 しのぶ（糸島医師
会病院）

日本環境感染学会総会
プログラム・抄録集34
回 Page [P-668]
（2019.02）

会議録

2019213924 母子手帳での麻疹・風疹・流行性耳
下腺炎・水痘（4疾患）ワクチン接
種歴確認による接種率向上の取り組
み

今井 さやか（諏訪共立
病院）

日本環境感染学会総会
プログラム・抄録集34
回 Page [P-551]
（2019.02）

会議録

2019213719 マセレーター導入による汚物処理室
の環境整備、副次的効果及び、今後
の課題の検証について

飯塚 智彦（順天堂大学
医学部附属練馬病院）, 
生方 明日香, 渡邊 麻依
子, 立花 勇一, 小松 孝
行, 杉田 学

日本環境感染学会総会
プログラム・抄録集34
回 Page [O-112]
（2019.02）

会議録

2019213115 C.difficile毒素遺伝子検出検査導入
による費用対効果の検討

西澤 敦子（宝塚市立病
院）, 春藤 和代, 小林 敦
子

日本環境感染学会総会
プログラム・抄録集34
回 Page [O-017]
（2019.02）

会議録

2019212946 Clostridioides（Clostridium） diffi  cile
感染症:新しい治療戦略　
Clostridioides diffi  cile感染症（CDI）　
新しい治療戦略

吉田 順一（下関市立市
民病院 感染管理室）, 菊
池 哲也, 植野 孝子, 又
賀 明子, 浅野 郁代

日本環境感染学会総会
プログラム・抄録集34
回 Page [シンポ-2-4]
（2019.02）

会議録

2019212910【完全マスター加齢黄斑変性アップ
デート2019】長期予後を考えた加
齢黄斑変性治療　典型加齢黄斑変
性

山本 亜希子（杏林大
学 医学部眼科学教室）

あたらしい眼科（0910-
1810）36巻2号 
Page167-172
（2019.02）

解説/特
集

2019212232 NEWS縦断　バイオシミラーの現状
と課題

武藤 正樹（国際医療福
祉大学大学院）

保険診療（0385-8588）
74巻2号 Page44-45
（2019.02）

解説

2019209469 持参薬を含めた内服薬の情報管理に
よる安全性の向上と費用効果

宇都 由美子（鹿児島大
学大学院 医歯学総合研
究科医療システム情報
学）, 岩穴口 孝, 花原 康
代, 村永 文学, 熊本 一
朗

日本医療情報学会看護
学術大会論文集（2187-
1469）19回 Page75-
78（2018.07）

原著論文



2019208759 終末期がん患者における在宅療養と
病院療養の医療費に関する費用対効
果

高橋 奈央（名城大学薬
学部医薬品情報学研究
室）, 田辺 公一, 市橋 亮
一, 湯浅 周,
壁谷 めぐみ, 児玉 麻衣
子, 坂田 洋, 酒井 隆全, 
大津 史子

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集51回 Page 
P-09-05（2018.09）

会議録

2019208742 合剤への金額変動による患者意識と
服薬軽減の提案

杉本 三千代（あおぞら
薬局城東店）,
吉田 茉以, 小野 安紀子

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集51回 Page 
P-08-15（2018.09）

会議録

2019208672 保険薬局におけるOTC医薬品販売
動向および薬局薬剤師の介入による
潜在的医療費節減効果に関する調査
解析

田中 千穂（東邦大学薬
学部実践医療薬学研究
室）, 藤枝 正輝, 田中 博
之, 有山 智博, 木下 雅
子, 鈴木 伸悟, 藤田 勝
久, 石井 敏浩

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集51回 Page 
P-05-03（2018.09）

会議録

2019208591 残薬解消による医療費削減効果と残
薬が生じる要因の解析

市東 友和（蘭調剤薬局）, 
石井 豪, 倉増 さやか, 吉
田 賢新, 飯田 義隆

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集51回 Page 
P-01-01（2018.09）

会議録

2019208098 中国における転移性結腸直腸癌に対
するcapecitabine+irinotecanと
fl uorouracil+irinotecanの費用対効
果分析（Cost-eff ectiveness 
analysis of capecitabine plus 
irinotecan versus fl uorouracil plus 
irinotecan for metastatic colorectal 
cancer in China）（英語）

Wu Qiuji（Department 
of Medical Oncology, 
Cancer Center, West 
China Hospital, 
Sichuan University）, Li 
Qiu

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
FP3-6（2018.10）

会議録

2019208074 HER2陰性転移性乳癌に対する
bevacizumab+paclitaxelと
bevacizumab+capecitabineの費用
対効果分析（Cost-eff ectiveness 
analysis of bevacizumab plus 
paclitaxel versus bevacizumab 
plus capecitabine for HER2-
negative metastatic breast cancer）
（英語）

Wu Qiuji（Department 
of Medical Oncology, 
Cancer Center, West 
China Hospital, 
Sichuan University）, Li 
Qiu

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
FP2-14（2018.10）

会議録

2019208065 ステージII-IVB上咽頭癌に対する
nedaplatin併用とcisplatin併用化学
放射線療法比較の費用対効果分析
（Cost-eff ective analysis of 
concurrent chemoradiotherapy with 
nedaplatin versus cisplatin in 
stage II-IVB nasopharyngeal 
carcinoma）（英語）

Liao Weiting
（Department of 
Medical Oncology, 
Cancer Center, West 
China Hospital, 
Sichuan University）, 
Huang Jiaxing, Li Qiu

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
FP2-5（2018.10）

会議録



2019208059 切除膵癌におけるS-1または
gemcitabineのアジュバント療法　
JASPAC-01試験に基づいた費用対
効果分析（Adjuvant therapy of S-1 
or gemcitabine in resected 
pancreatic cancer: A cost-
eff ectiveness analysis based on 
JASPAC-01 trial）（英語）

Liao Weiting
（Department of 
Medical Oncology, 
Cancer Center, West 
China Hospital, 
Sichuan University）, 
Huang Jiaxing, Zhu 
Guiqi, Gou Hongfeng, 
Qiu Li

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
FP1-33（2018.10）

会議録

2019206882 早期乳癌に対する加速乳房部分照射
対標的体積内同時ブーストによる全
乳房照射の有効性と費用対効果分
析（The effi  cacy and cost 
eff ectiveness analysis of 
accelerated partial breast 
irradiation versus whole breast 
irradiation with simultaneous 
integrated boost for early-stage 
creast cancer）（英語）

Yue Dan
（No.1 Department of 
Radiation Oncology, 
Jilin Province Cancer 
Hospital）, Yang Yong 
Jing, Zhao Ling

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
O6-6（2018.10）

会議録

2019205173 要介護高齢者の介護者における家庭
内リスクの認識（Perception of 
domestic risks among carers for 
dependent older persons）（英語）

Monfort Emmanuel
（Grenoble Psychology 
Laboratory（LIP/PC2S）, 
University Grenoble 
Alpes）, Gandit Marc, 
Poulet Caroline, 
Quillion-Dupre Lisa, 
Boudin Bertrand, 
Couturier Pascal

Psychogeriatrics
（1346-3500）18巻5号 
Page371-378
（2018.09）

原著論文
/比較研
究

2019205167 介護者教育は、認知症患者の介護者
における抑うつ症状と負担感を低下
させる（Caregivers' education 
decreases depression symptoms 
and burden in caregivers of 
patients with dementia）（英語）

Terayama Hideyuki
（Department of 
Geriatric Medicine, 
Tokyo Medical 
University）, Sakurai 
Hirofumi, Namioka 
Nayuta, Jaime Rieko, 
Otakeguchi Koko, 
Fukasawa Raita, Sato 
Tomohiko, Hirao Ken-
taro, Kanetaka 
Hidekazu, Shimizu 
Soichiro, Umahara 
Takahiko, Hanyu Haruo

Psychogeriatrics
（1346-3500）18巻5号 
Page327-333
（2018.09）

原著論文
/比較研
究



2019202391 ホルミウムレーザー前立腺核出術の
現状（Current status of holmium 
laser enucleation of the prostate）
（英語）

Shigemura Katsumi
（Department of 
Urology, Kobe 
University Hospital）, 
Fujisawa Masato

International Journal of 
Urology（0919-8172）
25巻3号 Page206-
211（2018.03）

総説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019223858 機械学習による都道府県別医療費の

分析
須田 茂夫（日本経済政
策学会）

社会保障研究3巻3号 
Page403-415
（2018.12）

原著論文

2019219232 抗がん薬投与量の端数切捨てに対す
る医師の意識調査と医療費削減に与
える影響の試算

植木 亮磨（産業医科大
学附属病院 薬剤部）, 横
山 雄一, 月光 淳, 篠原 
義剛, 中村 智, 植木 哲
也

九州薬学会雑誌（2433-
4294）72巻 Page25-
29（2018.11）

原著論文

2019202467 医療費請求の公的データベースを用
いたノイラミニダーゼ阻害剤投与後
の重症異常行動の頻度（Severe 
abnormal behavior incidence after 
administration of neuraminidase 
inhibitors using the national 
database of medical claims）（英語）

Nakamura Yuuki
（Graduate School of 
Pharmacy, Nihon 
University）, Sugawara 
Tamie, 
Ohkusa Yasushi, 
Taniguchi Kiyosu, 
Miyazaki Chiaki, Momoi 
Mariko, 
Okabe Nobuhiko

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）24巻3-4
号 Page177-181
（2018.04）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019233513 世界の眼からみた日本の透析と医療

保険制度
太田 圭洋（名古屋記念
財団）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）34巻1号 
Page4-11（2019.04）

解説

2019226821 集中治療に関わる医療制度を考える　
平成30年度　特定集中治療室管理
料1/2算定施設調査報告

土井 松幸（浜松医科大
学医学部附属病院 集中
治療部）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）26巻
Suppl. Page [SY11-3]
（2019.02）

会議録

2019226820 集中治療に関わる医療制度を考える　
高齢化社会における救急医療体制に
ついて

野口 航（厚生労働省医
政局 地域医療計画課救
急・周産期医療等対策
室）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）26巻
Suppl. Page [SY11-2]
（2019.02）

会議録

2019226819 集中治療に関わる医療制度を考える　
集中治療領域の診療報酬

堤 雅宣（厚生労働省保
険局 医療課）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）26巻
Suppl. Page [SY11-1]
（2019.02）

会議録

医療費

医療保障制度



2019215436 医療制度を取り巻く現状と課題 古元 重和（厚生労働省
保険局 医療課）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）36巻
2号 Page196
（2019.04）

会議録

2019212742 経済協力開発機構方式を用いた都道
府県の医療制度のパフォーマンスの
検討

中島 尚登（東京慈恵会
医科大学附属病院 医療
保険指導室）, 矢野 耕也

日本衛生学雑誌（0021-
5082）74巻Suppl. 
Page S142（2019.02）

会議録

2019207101 がん診断後の就労状況を医療保険で
観察　大阪府がん登録と多施設
DPCデータからの知見

森島 敏隆（大阪府立病
院機構大阪国際がんセ
ンター がん対策センタ
ー）, 佐藤 亮, 中田 佳世, 
松本 吉史, 小枝 伸行, 
島田 裕子, 丸濱 勉, 松
木 大作, 宮代 勲

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
O52-1（2018.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019235450 診療報酬改定後2015～2016年シー

ズン　福岡県内における
palivizumab注射の現状調査　小児
科診療所への紹介率、RSV感染症
入院率

菅 秀太郎（産業医科大
学 小児科学教室）, 荒木 
俊介, 渡邉 俊介, 田中 
健太郎, 楠原 浩一

小児科臨床（0021-
518X）72巻6号 
Page757-761
（2019.06）

原著論文

2019232246 精神科病院における長期入院者に対
する退院支援　本人主体の支援と退
院支援委員会（診療報酬）の役割

小野 滋（清心会藤沢病
院）

病院・地域精神医学
（0910-4798）61巻3号 
Page237-240
（2019.03）

原著論文

2019227507 当院集中治療部における原価計算の
労務費算出の試み

志賀 卓弥（東北大学病
院 集中治療部）, 井汲 
沙織, 小林 直也, 佐藤 
友菜, 亀山 良亘, 齋藤 
浩二, 山内 正憲

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）26巻
Suppl. Page [P58-5]
（2019.02）

会議録

2019219744 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20回）　
2018年度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）61
巻6号 Page1049-
1052（2019.05）

解説

2019216675 大学病院における診療情報管理士と
診療報酬請求事務職によるDPCコ
ーディングカンファレンスの開催

本野 勝己（産業医科大
学附属病院 診療情報監
査室）, 西岡 綾, 愛甲 亜
希子, 村上 玄樹, 林田 
賢史

診療情報管理（1883-
7972）30巻4号 
Page62-65（2019.03）

原著論文

2019216673 平成30年度診療報酬改定がDPCに
与えた影響　ICD-10の2013年版へ
の移行とDPCの精緻化に焦点をあ
てて

本野 勝己（産業医科大
学附属病院 診療情報監
査室）, 西岡 綾, 愛甲 亜
希子, 村上 玄樹, 林田 
賢史

診療情報管理（1883-
7972）30巻4号 
Page50-53（2019.03）

原著論文

診療報酬・薬価



2019214793 手術における生産性及び原価計算モ
デルの試案　機器関連費用と臨床工
学技士業務の係わりから

丸山 雅和（JA北海道厚生
連帯広厚生病院 医療技
術部臨床工学技術科）, 
岡田 功

北海道農村医学会雑誌
（1341-4666）51巻 
Page210-214
（2019.03）

解説

2019208514 木島薬品における薬価改定の取り組
み

近藤 秀成（木島薬品）, 
益満 健雄, 梅嵜 貴浩, 
高野 昌之, 土方 秀和

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集51回 Page 
O-25-4（2018.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019209474 看護組織におけるアウトカムマネー

ジメント
渡邊 仁美（鳥取大学医
学部附属病院）, 藤井 晴
美, 依藤 裕子, 中村 真
由美

日本医療情報学会看護
学術大会論文集（2187-
1469）19回 Page93-
96（2018.07）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019235996 中国における医療イノベーション　

湖北省武漢市光谷生物城生物創新
園Biolake

田中 義正（長崎大学 先
端創薬イノベーション
センター）, 藤原 雄介

アレルギーの臨床
（0285-6379）39巻6号 
Page485-494
（2019.06）

解説

2019235445【新たな小児用製剤の開発の現状】
小児用製剤の課題と解決に向けて

原田 努（昭和大学 薬学
部基礎医療薬学講座薬
剤学部門）

小児科臨床（0021-
518X）72巻6号 
Page725-729
（2019.06）

解説/特
集

2019235444【新たな小児用製剤の開発の現状】
小児への適応外使用の現状と展望

岡田 真由美（医薬品医
療機器総合機構 小児医
薬品WC・ワクチン等審
査部）

小児科臨床（0021-
518X）72巻6号 
Page719-723
（2019.06）

解説/特
集

2019235443【新たな小児用製剤の開発の現状】
小児用医薬品を取り巻く環境　開発
を妨げる諸問題

石川 洋一（明治薬科大
学 臨床薬学部門小児医
薬品評価学）

小児科臨床（0021-
518X）72巻6号 
Page713-717
（2019.06）

解説/特
集

2019235125【日本PDA製薬学会編　GxPの更な
る進展】（第5章）最新の動向を踏ま
えて製品のライフサイクルを通じて
のCMC/GMPの機会　企業側から
のICH Q12への期待と疑問

淺原 初木（グラクソ・
スミスクライン）, 梅村 
雄太, 太田 裕朗, 佐々木 
淳子, 篠部 哲次, 津組 
定, 日本PDA製薬学会開
発QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻7号 
Page1327-1339
（2019.05）

解説/特
集

医業経営

医療関連ビジネス



2019235124【日本PDA製薬学会編　GxPの更な
る進展】（第5章）最新の動向を踏ま
えて製品のライフサイクルを通じて
のCMC/GMPの機会　製品のライ
フサイクルを見据えた開発段階での
外部業者マネジメント

田中 景子（田辺三菱製
薬）, 伊豆津 健一, 木村 
聖子, 豊福 英次, 西垣 
智裕, 真中 晃, 余村 達
洋, 日本PDA製薬学会開
発QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻7号 
Page1319-1326
（2019.05）

解説/特
集

2019235123【日本PDA製薬学会編　GxPの更な
る進展】（第5章）最新の動向を踏ま
えて製品のライフサイクルを通じて
のCMC/GMPの機会　連続生産　
「もし、あなたが連続生産の担当者
になったら」

川田 寛人（小野薬品工
業）, 上川 和寿, 河邊 圭
吾, 三浦 義之, 日本PDA
製薬学会開発QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻7号 
Page1314-1318
（2019.05）

解説/特
集

2019235121【日本PDA製薬学会編　GxPの更な
る進展】（第3章）医薬品製造工程パ
ラメーター設計・管理と試験評価設
計・管理の融合　QbDアプローチに
おける製品知識の体系化　製品知識
（製造方法、規格、試験方法、原料、
技術）の関連性のマッピングとその
恩恵

尾澤 侑治（大鵬薬品工
業）, 大和田 紘喜, 阿形 
泰義, 井上 敬介, 上山 
栄二, 香取 典子, 日本
PDA製薬学会技術教育
委員会規格分科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻7号 
Page1285-1293
（2019.05）

解説/特
集

2019235120【日本PDA製薬学会編　GxPの更な
る進展】（第3章）医薬品製造工程パ
ラメーター設計・管理と試験評価設
計・管理の融合　医薬品原薬の
QbDアプローチにおけるリスクアセ
スメントの事例紹介（サクラミル原
薬を題材に）　原薬プロセス開発に
おける重要品質特性（CQA）、重要
プロセスパラメータ（CPP）及び重
要原料特性（CMA）の特定に向けた
作業プロセスの提案

今井 昭生（エーザイ グ
ローバルクオリティ本
部日本リージョナルクオ
リティ統括部）, 川島 忠
史, 雲林 秀樹, 杉浦 大, 
長遠 裕介, 横山 誠, 日
本PDA製薬学会技術教
育委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻7号 
Page1259-1284
（2019.05）

解説/特
集

2019235119【日本PDA製薬学会編　GxPの更な
る進展】（第2章）バイオ医薬品の製
造・品質管理での気になる課題　バ
イオ医薬品製造コストに関する考察

粟津 洋寿（日本ポール）, 
伊藤 隆夫, 岡田 真樹, 
小川 伸哉, 河野 栄樹, 
左海 順, 菅谷 真二, 辻 
伸次, 時枝 養之, 新見 
伸吾, 山本 秀樹, 山本 
耕一, 吉村 卓也, 日本
PDA製薬学会バイオウ
イルス委員会連続生産
工程開発及び工程管理
分科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻7号 
Page1251-1257
（2019.05）

解説/特
集

2019219788「革新的医薬品の現状と今後の展望」
について

坂本 知昭（国立医薬品
食品衛生研究所）, 加藤 
くみ子, 川上 亘作, 松田 
嘉弘

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）79巻3号 
Page108-112
（2019.05）

座談会



2019219544【培養技術の新展開　マイクロ流体
デバイスからbody-on-a-chipまで】
Body-on-a-chipに対する製薬企業の
ニーズ

田端 健司（アステラス 
研究本部薬物動態研究
所）

ファルマシア（0014-
8601）55巻5号 
Page419-421
（2019.05）

解説/特
集

2019219540【培養技術の新展開　マイクロ流体
デバイスからbody-on-a-chipまで】
人造人間の誕生?　今、世界が注目
する生体模倣システム開発　マイク
ロ流体デバイスの世界動向と展望

赤羽 隆文（幹細胞評価
基盤技術研究組合 技術
部）

ファルマシア（0014-
8601）55巻5号 
Page400-403
（2019.05）

解説/特
集

2019214818 それぞれの主張、臨床検査学教育の
可能性を探る　臨床検査技師教育を
受けた人材の必要性とその可能性

高橋 志達（ミヤリサン
製薬 事業戦略部）, 出野 
万里絵

臨床検査学教育（1883-
3144）11巻1号 
Page65-69（2019.03）

解説

2019206571 Precision Medicineの検証-バイオマ
ーカー :新規バイオマーカー保険収
載に向けての取り組み　コンパニオ
ン診断薬の開発　製薬企業の観点
から（英語）

廣橋 朋子（ファイザー 
クリニカルリサーチ統
括部）, 長澤 崇, 嶋村 健, 
杉田 潤子

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
SSY2-1（2018.10）

会議録

2019206546 希少がんの課題について、欧州と日
本の現状　希少がんの臨床開発にお
ける企業の役割　現状と課題（英語）

北川 洋（ノバルティス
ファーマ 血液腫瘍臨床
開発部）, 向山 亮平, 春
宮 美希

日本癌治療学会学術集
会抄録集56回 Page 
JSY4-4（2018.10）

会議録

2019204536 トランスレーショナルリサーチの現
状と展望　アカデミアシーズ臨床開
発の現状と展望　世界の潮流を踏ま
えて（Current status and prospects 
in translational research　Early 
clinical trials and development 
from academia seeds in National 
Cancer Center Hospital East
（NCCHE））（英語）

土井 俊彦（国立がん研
究センター東病院 先端
医療科）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）77回 
Page1829（2018.09）

会議録


