
医療経済関係研究論文（9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
2019266941 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（第2報）
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

日本医療マネジメント
学会東京支部学術集会
抄録集（2433-703X）
19回 Page27
（2019.02）

会議録

2019266353 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6回）　看
護師の労働条件の違い　介護保険
関連分野を中心として

角田 由佳（山口大学 経
済学部）

看護管理（0917-1355）
29巻6号 Page542-
547（2019.06）

解説

2019261755 歯科保険医療における疾病リスク管
理の拡充に何が必要か?　歯科保健
医療政策の今後の課題

田口 円裕（厚生労働省
医政局 歯科保健課）

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）69巻増
刊 Page127（2019.04）

会議録

2019251980【広がる子宮内膜症の世界】最新の
疫学　子宮内膜症の疾病負担と医
療経済

荒川 一郎（帝京平成大
学 薬学部薬学科）

産科と婦人科（0386-
9792）86巻7号 
Page793-799
（2019.07）

解 説/特
集

2019250620 病院における働き方改革と生産性の
向上　医療経済学の立場　医療経
済学の立場から見た働き方改革と生
産性の向上

林 行成（広島国際大
学 医療経営学部医療経
営学科）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻2号 Page103-104
（2019.04）

会議録

2019247105 医療ソーシャルワーカーの業務に医
療政策が及ぼした影響　診療報酬の
動向と医療ソーシャルワーカーの
「退院支援」業務との関わり

高山 恵理子（上智大
学 社会福祉学科）

上智大学社会福祉研究
（1881-9389）43号 
Page10-30（2019.03）

解説

2019246436 重症虚血肢への挑戦　医療経済へ
の挑戦　重症虚血肢治療を医療経
済の観点から斬る

熊田 佳孝（蘇西厚生会
松波総合病院 心臓血管
外科センター）, 水野 裕
介, 増田 暁夫, 中村 康人

日本フットケア学会年
次学術集会プログラム・
抄録集17回 Page141
（2019.02）

会議録



2019244792 労働災害による上肢外傷症例におけ
る労働生産性の低下と医療経済的損
失の検討

善家 雄吉（産業医科大
学 医学部整形外科学）, 
梶木 繁之, 吉川 徹, 濱
田 大志, 酒井 昭典

産業医科大学雑誌
（0387-821X）41巻1号 
Page97（2019.03）

会議録

2019242232 救急病院が在宅医療に取り組むこと
により得られる医療経済的効果

加藤 宏（永生会南多摩
病院）, 関 裕, 安藤 高夫, 
朽方 規喜, 中村 規亮, 
藤田 正彦, 益子 邦洋

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）29巻10
号 Page608（2018.10）

会議録

2019240228 医療経済学系研究人材を取り巻く環
境と課題

石川 鎮清（自治医科大
学医学教育センター）, 
木村 哲也, 中村 好一, 
近藤 克則, 尾島 俊之, 
菅原 琢磨, 橋本 英樹

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page519
（2018.10）

会議録

2019239328「データヘルス」「多職種・医療連携」
を活かした奈良市予防医療政策3年
間の取り組み

呉服 淳二郎（奈良市健
康医療部）, 森田 隆一

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page260
（2018.10）

会議録

2019239322 後発品の普及推進が医療経済に与え
る影響の検討

原野 由美（九州大学大
学院 医学系学府）, 馬場
園 明, 姜 鵬, 藤田 貴子

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page258
（2018.10）

会議録

2019239028 健やか親子21（第2次）の現状：母
子保健・学校保健情報の利活用の
視点から　医療経済学から見る子ど
もの「健康」　「健やか親子21」に対
する理論的・実践的検証

野口 晴子（早稲田大
学 政治経済学術院）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page131
（2018.10）

会議録

2019239005 がん登録データに基づく都道府県の
がん対策～データの蓄積がなくても
大丈夫!～　1年分のがん登録データ
でできるがん罹患の将来推計と医療
政策の立案

阪口 昌彦（神奈川県立
がんセンター臨床研究
所 がん予防・情報学部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page112
（2018.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019267356 J-CLEAR通信　腹部大動脈瘤のス

クリーニングと治療成績　最近のエ
ビデンス

中澤 達（聖母病院） 日本医事新報（0385-
9215）4970号 
Page30-32（2019.07）

解説

2019267278【わが国の最近の生活習慣病コホー
ト/ビッグデータ研究と臨床試験】
患者コホート研究　糖尿病リスクエ
ンジンの開発と費用効果分析への応
用　Japan Diabetes Complications 
Study（JDCS）

田中 司朗（京都大学大
学院 医学研究科臨床統
計学）, 相田 麗, 曽根 博
仁

The Lipid（0915-6607）
30巻3号 Page267-
275（2019.07）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2019266220【アレルギー疾患の社会的損失とそ
の対策】プレゼンティーズムとアレ
ルギー性疾患

藤野 善久（産業医科大
学産業生態科学研究
所 環境疫学研究室）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻5号 
Page479-482
（2019.05）

解説/特
集

2019266219【アレルギー疾患の社会的損失とそ
の対策】食物アレルギーの管理の現
状と社会的損失

海老澤 元宏（国立病院
機構相模原病院臨床研
究センター）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻5号 
Page473-477
（2019.05）

解説/特
集

2019266218【アレルギー疾患の社会的損失とそ
の対策】気管支喘息治療の現状と社
会的損失

石塚 全（福井大学学術
研究院 医学系部門病態
制御医学講座内科学（3）
分野）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻5号 
Page465-471
（2019.05）

解説/特
集

2019266217【アレルギー疾患の社会的損失とそ
の対策】アレルギー性鼻炎・花粉症
治療の現状と社会的損失

荻野 敏（大阪大学） Progress in Medicine
（0287-3648）39巻5号 
Page459-464
（2019.05）

解説/特
集

2019266216【アレルギー疾患の社会的損失とそ
の対策】アトピー性皮膚炎治療の現
状と社会的損失

竹中 基（長崎大学大学
院 医歯薬学総合研究科
皮膚病態学分野）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻5号 
Page455-458
（2019.05）

解説/特
集

2019266095【疾患管理プログラムとしての心不
全リハビリテーション】心不全リハ
ビリテーションのコストとベネフィ
ット

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科医療
経済政策学）

総合リハビリテーショ
ン（0386-9822）47巻
6号 Page547-555
（2019.06）

解説/特
集

2019264295 医療経営士のための臨床講座　部門
マネジメント　臨床工学部門　臨床
工学技士の業務とチーム医療におけ
る役割

樋口 健太郎（桑名恵風
会桑名病院 総務課）

医療経営士59号 
Page36-37（2019.05）

解説

2019262335 がん化学療法におけるナーシング・
プロブレム　高額薬剤の費用対効果
の考え方　看護師の視点から

足利 幸乃（日本看護協
会神戸研修センター）

がん看護（1342-0569）
24巻4号 Page407-
412（2019.05）

解説

2019262270 医療経済と漢方薬　医薬品を取り巻
く経済的課題と解決に向けて

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経済研究科）

神奈川医学会雑誌
（0285-0680）46巻1号 
Page124（2019.01）

会議録

2019260227 薬局を利用した糖尿病患者の透析予
防プログラムの費用効果分析　地域
の薬局におけるHbA1cチェックの費
用効果分析

庄野 あい子（明治薬科
大学 薬学部）

薬学研究の進歩（0914-
4544）35号 Page87-
91（2019.03）

原著論文

2019259877 栄養介入における改善効果の検証　
絶食の減少を目指して

斉藤 剛志（嶺南こころ
の病院 総務部栄養課）

Nutritional Needs in 
Psychiatry（2434-
3234）14巻 Page40-
42（2019.02）

原著論文



2019258582 後方除圧術を実施した腰椎変性疾患
例における質調整生存年（quality-
adjusted life year：QALY）

加藤 相勲（大阪市民病
院機構大阪市立総合医
療センター 整形外科）, 
並川 崇, 松村 昭, 中村 
博亮

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）62巻1号 
Page17-18（2019.01）

原著論文
/比較研
究

2019258211 尿搬送容器変更による効果 池田 真穂（加古川市民
病院機構加古川中央市
民病院 臨床検査室）, 本
丸 恵子, 今井 純子, 秋
篠 達也

加古川市民病院機構学
術誌（2189-1567）8巻 
Page19-22（2019.03）

原著論文

2019256927 結核接触者検診でのIGRAと低線量
CTスクリーニングの位置づけ　
IGRAと低線量CTスクリーニングの
費用効果分析

小和田 暁子（大田区役
所）

結核（0022-9776）94
巻3号 Page213
（2019.03）

会議録

2019256619 多椎間の腰椎椎体間固定術に対する
低侵襲化への工夫　費用効用分析
を加えた検討

藤原 啓恭（国立病院機
構大阪南医療センター 
整形）, 小田 剛紀, 森口 
悠, 牧野 孝洋, 斉藤 正
伸, 吉川 秀樹, 海渡 貴
司

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻3号 
Page S1151
（2019.03）

会議録

2019256324 数理モデル分析を用いた高齢高リス
ク骨粗鬆症女性に対する骨粗鬆症治
療の費用効用分析

吉沢 知宏（筑波大学大
学院 整形）, 西野 衆文, 
大久保 一郎, 山崎 正志

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻3号 
Page S996（2019.03）

会議録

2019255540 80歳以上の高齢者における腰椎後
方固定術の費用対効果の検討

渡辺 尭仁（函館中央病
院 整形）, 金山 雅弘, 大
羽 文博, 吉川 慶, 百貫 
亮太, 橋本 友幸, 岩崎 
倫政

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻3号 
Page S553（2019.03）

会議録

2019253809 日本の高度催吐性化学療法で治療す
る患者における化学療法による吐気
と嘔吐を防ぐための標準3剤レジメ
ンにおけるパロノセトロン対グラニ
セトロンの経済的分析（TRIPLEフ
ェーズIII試験）（Economic analysis 
of palonosetron versus granisetron 
in the standard triplet regimen for 
preventing chemotherapy-induced 
nausea and vomiting in patients 
receiving highly emetogenic 
chemotherapy in Japan（TRIPLE 
phase III trial））（英語）

Shimizu Hisanori
（Department of 
Hospital 
Pharmaceutics, School 
of Pharmacy, Showa 
University）, Suzuki 
Kenichi, Uchikura 
Takeshi, Tsuji Daiki, 
Yamanaka Takeharu, 
Hashimoto Hironobu, 
Goto Koichi, Matsui 
Reiko, Seki Nobuhiko, 
Shimada Toshikazu, 
Ikeda Shunya, Ikegami 
Naoki, Hama Toshihiro, 
Yamamoto Nobuyuki, 
Sasaki Tadanori

Journal of 
Pharmaceutical Health 
Care and Sciences
（2055-0294）4巻
December Page1-9
（2018.12）

原著論文
/比較研
究



2019253060 日本の慢性腎臓病患者における貧血
の負荷　文献レビュー（Burden of 
Anemia in Chronic Kidney Disease 
Patients in Japan: A Literature 
Review）（英語）

Akizawa Tadao
（Department of 
Medicine, Division of 
Nephrology, Showa 
University School of 
Medicine）, Okumura 
Hiroyuki, Alexandre 
Ana Filipa, Fukushima 
Ayako, Kiyabu Grace, 
Dorey Julie

Therapeutic Apheresis 
and Dialysis（1744-
9979）22巻5号 
Page444-456
（2018.10）

原著論文

2019252759 拮抗薬レジメンにおいて同時に投与
開始したクロミフェンクエン酸とゴ
ナドトロピンが、累積出生数、フレ
ッシュサイクル出生数、IVF周期の
刺激コストに及ぼす影響（Eff ect of 
simultaneously started clomiphene 
citrate and gonadotropins in 
antagonist regimes, on cumulative 
live births, fresh-cycle live births 
and cost of stimulation in IVF 
cycles）（英語）

Satwik Ruma（Centre 
of IVF and Human 
Reproduction, Institute 
of Obstetrics and 
Gynaecology, Sir 
Gangaram Hospital）, 
Kochhar Mohinder

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology Research
（1341-8076）44巻6号 
Page1107-1117
（2018.06）

原著論文
/比較研
究

2019252648 広島県の慢性肝疾患患者における
QOLスコアを用いた抗C型肝炎ウイ
ルス治療の費用対効果分析
（Cost-eff ectiveness analyses of 
anti-hepatitis C virus treatments 
using quality of life scoring among 
patients with chronic liver disease 
in Hiroshima prefecture, Japan）（英
語）

Kaishima Terumi
（Department of 
Epidemiology, 
Infectious Disease 
Control and Prevention, 
Graduate School of 
Biomedical and Health 
Sciences, Hiroshima 
University）, Akita 
Tomoyuki, Ohisa 
Masayuki, Sakamune 
Kazuaki, Kurisu Akemi, 
Sugiyama Aya, Aikata 
Hiroshi, Chayama 
Kazuaki, Tanaka Junko

Hepatology Research
（1386-6346）48巻7号 
Page509-520
（2018.06）

原著論文



2019252493 小児マイコプラズマ肺炎関連呼吸器
感染症における診療パターンの最近
の傾向とコルチコステロイド処方の
影響（Recent trends in practice 
patterns and impact of corticoste-
roid use on pediatric Mycoplasma 
pneumoniae-related respiratory 
infections）（英語）

Okubo Yusuke
（Department of 
Epidemiology, UCLA 
Fielding School of 
Public health）, 
Michihata Nobuaki, 
Morisaki Naho, Uda 
Kazuhiro, Miyairi Isao, 
Ogawa Yuichi, Matsui 
Hiroki, Fushimi 
Kiyohide, Yasunaga 
Hideo

Respiratory 
Investigation（2212-
5345）56巻2号 
Page158-165
（2018.03）

原著論文
/比較研
究

2019252209 2011～2015年のミャンマーにおけ
るデングによる負荷、発生源減少の
手段、血清型パターン　R2（The 
burden of dengue, source 
reduction measures, and serotype 
patterns in Myanmar, 2011 to 
2015-R2）（英語）

Pwint Mon Oo （Central 
Vector Borne Disease 
Control Programme, 
Department of Public 
Health, Ministry of 
Health and Sport）, 
Khin Thet Wai , Harries 
Anthony D., Shewade 
Hemant Deepak, Tin 
Oo , Aung Thi , Zaw 
Lin 

Tropical Medicine and 
Health（1348-8945）
45巻 Page1-11
（2017.12）

原著論文

2019252081【癌検診の展望】癌検診の費用対効
果

福田 敬（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

外科（0016-593X）81
巻8号 Page828-832
（2019.07）

解説/特
集

2019251980【広がる子宮内膜症の世界】最新の
疫学　子宮内膜症の疾病負担と医
療経済

荒川 一郎（帝京平成大
学 薬学部薬学科）

産科と婦人科（0386-
9792）86巻7号 
Page793-799
（2019.07）

解説/特
集

2019251879【トラウマの集団精神療法】トラウ
マを扱うマインドフルネス

伊藤 義徳（琉球大学 人
文社会学部）

集団精神療法（0912-
4268）35巻1号 
Page44-52（2019.06）

解説/特
集

2019251860 養豚場の抗菌剤使用量低減を目的と
した飲水投与法の導入

遠矢 良平（宮崎県農業
共済組合）, 吉原 啓介, 
平川 史昌, 出口 祐一郎, 
辻 厚史

臨床獣医（0912-1501）
37巻6号 Page48-52
（2019.06）

解説

2019251639 がんゲノム医療の動向 秋田 弘俊（北海道大学
大学院 医学研究院腫瘍
内科学教室）

検査と技術（0301-
2611）47巻7号 
Page787-793
（2019.07）

解説

2019249200 チェアサイドQ&A　予防歯科の疑
問[第17回]　抜歯後インプラントは
費用対効果が高い?

小島 美樹（梅花女子大
学 看護保健学部口腔保
健学科）

歯科衛生士（0911-
9574）43巻5号 
Page15（2019.05）

Q&A



2019248262 感染症検査機器の最新潮流 大楠 清文（東京医科大
学 微生物分野）

J-IDEO（2432-7077）
3巻3号 Page316-329
（2019.05）

解説

2019247951 医療経営士のための臨床講座　クス
リの教科書（第18回）　栄養管理を
経営的視点で考える

北畑 智英（済生会栗橋
病院 薬剤科）

医療経営士58号 
Page34-35（2019.04）

解説

2019247889【耳鼻咽喉科医が頻用する内服・外
用薬-選び方・上手な使い方-】鼻疾
患　アレルギー性鼻炎における内
服・点鼻薬の選び方

後藤 穣（日本医科大
学 耳鼻咽喉科学教室）

ENTONI（1346-2067）
231号 Page33-40
（2019.04）

解説/特
集

2019244792 労働災害による上肢外傷症例におけ
る労働生産性の低下と医療経済的損
失の検討

善家 雄吉（産業医科大
学 医学部整形外科学）, 
梶木 繁之, 吉川 徹, 濱
田 大志, 酒井 昭典

産業医科大学雑誌
（0387-821X）41巻1号 
Page97（2019.03）

会議録

2019244750 医師と薬剤師が共有すべき薬の新知
識（serial 22）　免疫抑制薬の後発
医薬品使用　臓器移植領域における
トピックス

本間 真人（筑波大学 医
学医療系臨床薬剤学）

Organ Biology（1340-
5152）26巻1号 
Page55-59（2019.01）

解説

2019243880 小児呼吸器感染症に対しての
Multiplex PCRの臨床導入と費用対
効果の検討

北野 泰斗（奈良県立医
科大学附属病院 小児
科）, 脇田 絵美, 鈴木 里
香, 西川 宏樹, 大仲 雅
之, 石原 万理子, 西山 
敦子, 吉田 さやか

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）123巻2
号 Page314（2019.02）

会議録

2019242673 関節リウマチ予防のための血漿アフ
ェレーシス療法の費用対効果分析
（Cost-eff ectiveness of 
Plasmapheresis Therapy for 
prevention of Rheumatoid Arthritis）
（英語）

Chen Zhe（Department 
of Rheumatology and 
Immunology, Beijing 
Hospital, National 
Center of Gerontology）, 
Cheng Yongjing, Huang 
Jia, Zheng Junjie, 
Huang Cibo, Deng 
Xiaoli, Dong Xin, Ren 
Limin

日本アフェレシス学会
雑誌（1340-5888）37
巻Suppl. Page105
（2018.10）

会議録

2019240132 薬害HIV感染被害者の地域健康格差
の規定要因の分析　QALYと時間割
引率の観点より

久地井 寿哉（はばたき
福祉事業団）, 柿沼 章子, 
岩野 友里, 大平 勝美

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page495
（2018.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019249005 地域医療　新潟県における肺炎入院

医療費の現状と将来予測　医療費
適正化に向けて

田代 敦志（新潟市保健
衛生部）, 菖蒲川 由郷, 
齋藤 玲子

新潟県医師会報（0912-
2796）829号 Page15-
19（2019.04）

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
2019266609 現状の医療制度から、これからの時

代へマッチすべき医療となるには
萩池 洋子（DR. YOKO 
BEAUTY TERRACE 
CLINIC）

更年期と加齢のヘルス
ケア（1347-801X）18
巻1号 Page42-46
（2019.06）

解説

2019263622 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10回）　看護業
務のタスクシフティングを考える

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21巻
3号 Page92-94
（2019.05）

解説

2019261670 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38回）　2020年
4月診療報酬改定を先読みする（1）

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻5号 
Page39-41（2019.05）

解説

2019260740 英国における小児医療事情　未来の
日英小児医療の架け橋へ　英国の医
療保障制度　イギリスが誇るNHS
とは

内藤 亜由美（順天堂大
学 小児科・思春期科）

小児科臨床（0021-
518X）72巻5号 
Page677-682
（2019.05）

解説

2019258993 ドイツ公的医療保険におけるリスク
構造調整　公平な競争の実現をめざ
して

松本 勝明（熊本学園大
学 社会福祉学部）

社会関係研究（1341-
0237）24巻1号 
Page1-24（2018.10）

解説

2019250443 医療保険の手引き[小児科] 津田 晃男, 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4号 
Page352-354
（2019.05）

解説

2019250159 臨床の行方　グローバル化に対応し
た医療保険制度の見直しを

尾崎 哲則（日本大学 歯
学部医療人間科学分野）

日本歯科評論（0289-
0909）79巻6号 
Page16-17（2019.06）

解説

2019250037【日本の医学教育を考える】医学部・
歯学部での医療制度講義に対する学
生の反応

薬師寺 毅（鹿児島県保
険医協会）

保団連（0288-5093）
1293号 Page34-38
（2019.05）

解説/特
集

2019247709 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9回）　多職種連
携で発揮する「看護部の力」

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21巻
2号 Page93-96
（2019.04）

解説

2019246741【日本の医療制度改革を考える-地域
医療構想と国保都道府県単位化をめ
ぐって】地域医療構想の現状と問題
点　主に愛知県の状況を見る中で

西村 秀一（愛知県社会
保障推進協議会）

医療福祉政策研究
（2433-6858）2巻1号 
Page57-64（2019.03）

解説/特
集

2019246740【日本の医療制度改革を考える-地域
医療構想と国保都道府県単位化をめ
ぐって】医療制度改革の現状と問題
点　公立病院と公的医療機関の改
革プランなど、提供体制改革をめぐ
る問題について

塩見 正（京都医療労働
組合連合会）

医療福祉政策研究
（2433-6858）2巻1号 
Page47-56（2019.03）

解説/特
集

医療保障制度



2019246739【医療福祉政策研究への多様なアプ
ローチ】医療・福祉政策研究への経
済学からのアプローチ　米国トラン
プ政権の医療制度改革を事例に

高山 一夫（京都橘大
学 現代ビジネス学部）

医療福祉政策研究
（2433-6858）2巻1号 
Page37-46（2019.03）

総説/特
集

2019243364 2020年度診療報酬改定に向けて～
医療・保健・福祉・教育をつなぐた
めに現場から提案できること～　小
児科医の医療保険に関する意識調査
報告

阪下 和美（国立成育医
療研究センター 総合診
療科）

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）123巻2
号 Page171（2019.02）

会議録

2019242235 救急搬送された在留外国人の医療保
険と医療費の実態と比較

赤星 昂己（東京女子医
科大学東医療センタ
ー 救命救急センター）, 
鈴木 美麗, 河原 直毅, 
岩崎 恵, 安達 朋宏, 齋田 
文貴, 吉川 和秀, 出口 善
純, 庄古 知久

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）29巻10
号 Page609（2018.10）

会議録

2019240222 在留外国人の救急搬送患者における
医療保険と医療費の実態

赤星 昂己（東京女子医
科大学東医療センタ
ー 救命救急センター）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page517
（2018.10）

会議録

2019240201 国民健康保険以外から後期高齢者医
療保険への流入者の疾病の特性

里村 一成（京都大学 医
学部公衆衛生学教室）, 
岩永 資隆, 日下 慶子, 野
網 恵, 増田 麻衣, 中原 
俊隆

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
77回 Page512
（2018.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019251558 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21回）　新
年度のスタートと新たな元号の時代
に向けて

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻8号 Page1488-
1490（2019.06）

解説

2019251211 在宅と緩和ケア病棟の関係は変わる
のか　今回の診療報酬改定の影響

高橋 紗緒梨（平和病院  
緩和ケア科）, 川田 和弘, 
高橋 修

癌と化学療法（0385-
0684）46巻Suppl.I 
Page63-65（2019.05）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019259877 栄養介入における改善効果の検証　

絶食の減少を目指して
斉藤 剛志（嶺南こころ
の病院 総務部栄養課）

Nutritional Needs in 
Psychiatry（2434-
3234）14巻 Page40-
42（2019.02）

原著論文

診療報酬・薬価

医業経営



2019254046 精神科医療の急性期病棟における多
職種の連携の状況分析　クリニカル
パスとカンファレンスの活用の実態
から

天賀谷 隆（国際医療福
祉大学大学院 医療福祉
学研究科保健医療学専
攻看護学分野博士課程）

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）23巻
2号 Page36-51
（2018.09）

原著論文

2019250618 看護部長が認識する看護師長の卓越
した成果と関連するコンピテンシー

別府 千恵（北里大学病
院）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻2号 Page71-79
（2019.04）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019266032 外資系企業における再生医療等製品

の国内導入状況と諸問題　EFPIA 
JapanおよびPhRMA Japan加盟会
社を対象としたアンケート調査から

鈴木 理之（欧州製薬団体
連合会（EFPIA Japan） 
バイオ医薬品部会）, 池
田 晶子, 伊藤 峻久, 大
藤 和美, 後藤 芳任, 末
松 守雄, 寺尾 寧子, 山
口 頼子, 早田 悟

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）9巻2号 
Page79-88（2019.05）

原著論文

2019266030 日米における疾患レジストリの臨床
試験および新薬承認申請への利用比
較

増元 浩（第一三共 研究
開発本部）, 松木 大造, 
田中 則之, 上杉 幸嗣, 別
府 学, 岡本 光弘, 堀江 
義治

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）9巻2号 
Page51-67（2019.05）

原著論文

2019265966 医薬品工場の設計とトレンド（第5
回）　実践的な封じ込め計画と設計/
検証

小嶋 威（日揮） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻8号 
Page1493-1498
（2019.06）

解説

2019260293 製薬産業における下流での価格規制
と上流での価格交渉（Downstream 
Price Regulation and Upstream 
Bargaining in Pharmaceutical In-
dustry）

林 行成（広島国際大
学 医療経営学部医療経
営学科）

広島国際大学医療経営
学論叢（1882-9694）
12巻 Page34-35
（2019.03）

会議録

2019249828 医療機関で同伴拒否をなくすため製
薬会社ができること　介助犬育成支
援の話題でコミュニケーションが促
進する

荒川 由美子（アッヴィ
開発本部）, 大谷 哲也, 
松木 晋, 地引 麻維子, 蓮
見 菜月, 寺井 直毅, 坂本 
修一朗, 鮫島 美佳, 隈元 
幸洋, 松尾 和也

日本補助犬科学研究
（1881-8978）12巻1号 
Page98（2018.10）

会議録

2019243191 大阪大学医学部附属病院における臨
床研究法への対応

浅野 健人（大阪大学医学
部附属病院 未来医療開
発部臨床研究センター）, 
岩崎 幸司, 小林 万紀子, 
真田 昌爾, 山本 洋一

臨床評価（0300-3051）
46巻3-4号 Page489-
495（2019.02）

解説

医療関連ビジネス



2019237584 アカデミア創薬の過去、現在、そし
て未来　日本から医薬品を創出する
ためにアカデミアから出来ること

宮田 敏男（東北大学） 日本生化学会大会プロ
グラム・講演要旨集91
回 Page [1S01e-03]
（2018.09）

会議録

2019236821 医薬品メーカーにおける職業性ブル
セラ症に対する緊急対応
（Emergency response to
occupational brucellosis in a 
pharmaceutical manufacturing 
enterprise）（英語）

Yuan Weiming
（Zhejiang Provincial 
Center for Disease 
Control and 
Prevention）, Zhang 
Meibian, Zou Hua, Gao 
Xiangjing, Luan Yuqing

Journal of 
Occupational Health
（1341-9145）60巻5号 
Page404-409
（2018.09）

原著論文


