
医療経済関係研究論文（10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
2019301480【産婦人科で漢方を使いこなす!-漢方

診療の新しい潮流をふまえて】今の
時代の漢方診療　医療経済における
漢方薬の役割

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科臨床
疫学・経済学）

臨床婦人科産科（0386-
9865）73巻8号 
Page735-739
（2019.08）

解説/特
集

2019299892 医療政策　医療における税制改正　
消費税を中心として

今村 聡（日本医師会） 茨城県医師会報（0914-
4501）787号 Page4-
25（2019.06）

解説

2019299799 日本のこれからの医療政策と外科診
療　医師の働き方改革

足立 信也（参議院）, 山
口 俊晴

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）80巻6号 
Page1262（2019.06）

会議録

2019296020【高齢者透析の現況と対策】医療経
済からみた高齢者透析

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）

腎と透析（0385-2156）
86巻6号 Page673-
684（2019.06）

解 説/特
集

2019295174 医師の働き方改革からみる医療政策
のゆくえ（開業医の働き方について）

羽生田 俊（参議院） 日本医学会総会会誌30
回 Page 柱3-3-3-2
（2019.04）

会議録

2019295134 地域医療構想・地域包括ケアの推進　
医療行政の動向

吉田 学（厚生労働省 医
政局）

日本医学会総会会誌30
回 Page 柱2-6-2-4
（2019.04）

会議録

2019294859 日本医師会の医療政策　健康な社
会を作ろう

横倉 義武（日本医師会） 日本医学会総会会誌30
回 Page 日本医師会長
講演（2019.04）

会議録

2019288990 NCDを活用した外科領域の医療政
策エビデンスの発信　食道切除術の
機能集約に向けて

錦織 達人（日本食道学
会）, 高橋 新, 一原 直昭, 
角田 茂, 藤 也寸志, 渡邊 
雅之, 松原 久裕, 掛地 
吉弘, 瀬戸 泰之, 宮田 
裕章, 坂井 義治, 日本食
道学会NCD部会

日本外科学会定期学術
集会抄録集119回 Page 
SF-045-1（2019.04）

会議録



2019284654 腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除の医
療経済面における検討

平川 雄介（久留米大
学 医学部外科学）, 酒井 
久宗, 佐藤 寿洋, 野村 
頼子, 後藤 祐一, 中山 剛
一, 佐々木 晋, 小嶋 聡
生, 石川 博人, 久下 亨, 
安永 昌史, 赤木 由人, 
奥田 康司

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page OS208-4
（2018.12）

会議録

2019282584 医療経済学からみた外科医のストレ
ス軽減

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科医療
経済政策学講座）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page SPS3-2
（2018.12）

会議録

2019280443【現在の抗認知症薬の有効性とその
限界;根本治療薬開発への期待と今
できること】医療経済的観点から考
える抗認知症薬の費用対効果につい
て

中村 祐（香川大学 医学
部精神神経医学講座）

老年精神医学雑誌
（0915-6305）30巻6号 
Page618-623
（2019.06）

解説/特
集

2019280152 医療と薬のフェイクニュース　フェ
イクニュースのまん延は医療経済に
も多大な影響を与える

井手 壮平（共同通信
社 編集局経済部）, 谷田
貝 茂雄

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻7号 
Page22-26（2019.07）

座談会

2019275007 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5回）　看
護師の技能評価を難しくする診療報
酬制度の仕組み

角田 由佳（山口大学 経
済学部）

看護管理（0917-1355）
29巻5号 Page468-
472（2019.05）

解説

2019267875 日本の双極性障害診療の現状　
JSCNP・日本精神神経科診療所協
会　双極性障害プロジェクトより　
MUSUBI-Jの精神科医療経済的解析

足立 直人（足立医院）, 
窪田 幸久, 後藤 英一郎

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集28回・48
回 Page122（2018.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019301480【産婦人科で漢方を使いこなす!-漢方

診療の新しい潮流をふまえて】今の
時代の漢方診療　医療経済における
漢方薬の役割

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科臨床
疫学・経済学）

臨床婦人科産科（0386-
9865）73巻8号 
Page735-739
（2019.08）

解説/特
集

2019301154【漢方の今、これから】漢方療法の
考え方と使い方

武田 卓（近畿大学東洋
医学研究所）

産科と婦人科（0386-
9792）86巻8号 
Page923-927
（2019.08）

解説/特
集

2019300721【同時改定から1年　老健の機能と
役割はどう変化したか?】

山田 裕喜男（介護老人
保健施設ケア・スポッ
ト梅津）

病院羅針盤10巻151号 
Page16-21（2019.07）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2019300084 超速効型インスリン製剤における院
内フォーミュラリ導入効果の検討

梅津 恵里（横浜市立大
学附属病院 薬剤部）, 川
邉 桂, 古川 大輔, 小池 
博文, 戸谷 義幸, 佐橋 
幸子

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集22回 Page75
（2019.06）

会議録

2019299897 そこが知りたい医薬情報　バイオセ
イムの登場で変わるバイオシミラー
市場

梅澤 俊介（東京大学保
健・健康推進本部）

東京都病院薬剤師会雑
誌（1345-7624）68巻
4号 Page176
（2019.07）

解説

2019299852 日本ベンチャーの底力　その技術と
発想力（第12回）　NapaJen 
Pharma社の核酸医薬のDectin-1選
択的デリバリー技術

有 馬 賢 治（NapaJen 
Pharma）, 渡邉 昭彦

ファルマシア（0014-
8601）55巻7号 
Page694-696
（2019.07）

解説

2019299817【人工知能が医療を変える!医療分野
におけるAI研究開発最前線2019】
医療分野におけるAI研究開発の国
内・海外の動向　米国における医療
分野のAI研究開発の動向　Imaging 
3.0の視点で俯瞰する

長田 雅和（愛知診断治
療技術振興財団）

INNERVISION（0913-
8919）34巻7号 
Page11-13（2019.06）

解説/特
集

2019299413 日本における費用対効果評価の取り
組み　費用対効果評価制度の創設

古元 重和（厚生労働省
保健局医療課）, 櫻本 恭
司, 長谷川 正宇

社会保険旬報（1343-
5728）2752号 Page6-
17（2019.07）

解説

2019298896 ニコチン依存症患者に対するデジタ
ル療法の費用対効果についての検討

無藤 友康（国際医療福
祉大学大学院）, 谷川 朋
幸, 野村 章洋, 小川 俊
夫, 池田 俊也, 佐竹 晃
太

日本遠隔医療学会雑誌
（1880-800X）15巻1号 
Page31-38（2019.06）

原著論文
/比較研
究

2019298697 薬品の共同調達について 野村 昌弘（広島刑務所）, 
吉川 真理子, 森谷 研矢, 
吉岡 良太, 佐々木 大知, 
矢野 健次

矯正医学（0452-974X）
67巻3号 Page170-171
（2019.03）

会議録

2019298619 患者安全の保証につなげるためのパ
スの作成と運用　患者安全の保証に
つなげるためのパス

藤田 伸輔（千葉大学予
防医学センター 臨床疫
学）

日本クリニカルパス学
会誌（2187-6592）21
巻2号 Page99-102
（2019.06）

解説

2019298304 アミノ酸シスチン・テアニンによる
抗炎症効果とがん支持療法への応用

栗原 重一（味の素イノ
ベーション研究所）

細胞（1346-7557）51
巻8号 Page401-405
（2019.07）

解説

2019297877 予防医療超入門（第1回）　予防をす
ることは本当に良いことなのか?

高橋 宏瑞（順天堂大
学 医学部総合診療科）

J-COSMO（2434-
6810）1巻1号 
Page148-153
（2019.04）

解説

2019297868 百戦全勝より、百戦無敗　失敗から
学ぶウラ診断学（第1回）　「彼を知
り、己を知る」Dual process model
の実践

和足 孝之（島根大学 医
学部附属病院 卒後臨床
研修センター）

J-COSMO（2434-
6810）1巻1号 
Page106-109
（2019.04）

解説



2019297689 全国薬学部・薬科大学における薬物
療法の経済評価手法に対する教育の
実態調査

柳 奈津代（千葉大学予
防医学センター）, 赤沢 
学

社会薬学（0911-0585）
38巻1号 Page20-26
（2019.06）

原著論文

2019297231【過活動膀胱に注目!】過活動膀胱の
総論　疫学

金城 真実（杏林大学 医
学部泌尿器科）, 福原 浩

Pharma Medica（0289-
5803）37巻6号 
Page15-20（2019.06）

解説/特
集

2019296513【アレルギー疾患の社会的損失とそ
の対策】アレルギー疾患治療と医療
費の関係　皮膚科医と小児科医のア
トピー性皮膚炎の治療の差異が医療
費に及ぼす影響について

河原 和夫（東京医科歯
科大学大学院 政策科学
分野）, 小村 陽子, 菅河 
真紀子

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻5号 
Page483-487
（2019.05）

原著論文
/比較研
究/特集

2019286847 経時的な液性変化に基づいたオキサ
リプラチン後発医薬品の選定

福江 悠香（福岡大学 医
学部附属筑紫病院 薬剤
部）, 柿本 秀樹, 西田 恵
美, 長郷 あかね, 吉田 陽
一郎, 高松 泰, 内山 将
伸, 宮崎 元康, 松尾 宏
一, 今給黎 修, 兼重 晋, 
緒方 憲太郎, 神村 英利

薬理と治療（0386-
3603）47巻1号 
Page121-125
（2019.01）

原著論文

2019286838 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

藤枝 正輝（東邦大学 薬
学部実践医療薬学研究
室）, 須賀 瞳, 成毛 壱仁, 
鈴木 伸悟, 中道 節, 長
谷川 博美, 藤田 勝久, 
石井 敏浩

薬理と治療（0386-
3603）47巻1号 
Page25-39（2019.01）

原著論文

2019286835 認知症者に対する在宅家族介護者の
介護負担と加速度計付き腕時計型脈
拍計で測定した介護者の脈拍数との
関連　予備的研究（The relationship 
between caregiver burden and 
caregiver pulse rate measured by 
using a wristwatch-type pulsimeter 
with accelerometer in home-based 
family caregivers for persons with 
dementia: Pilot study）（英語）

Kajiwara Kohei（Division 
of Nursing Science, 
Graduate School of 
Biomedical and Health 
Sciences, Hiroshima 
University）, Mantani 
Akio, Noto Hiroko, 
Miyashita Mika

Psychogeriatrics
（1346-3500）19巻1号 
Page83-84（2019.01）

解説

2019284505 当院におけるEconomic、Ecologic 
and Safety腹腔鏡下胆嚢摘出術の工
夫

山内 菜津子（西脇市立
西脇病院）, 松岡 宏樹, 
伊藤 卓資

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page OS186-6
（2018.12）

会議録

2019283542 急性虫垂炎保存的治療後の待機的
腹腔鏡下虫垂切除術の費用対効果
についての検討

杉浦 清昭（国立病院機
構栃木医療センター）, 
梅山 知成, 尾曲 健司, 
橋本 健夫, 松井 芳夫, 
鈴木 慶一, 田村 明彦

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page OS51-4
（2018.12）

会議録



2019282961 医療費高騰を防ぐ機器使用法の工
夫・機器開発　腹腔鏡下肝切除に
おける次世代ペンシル型デバイスの
前臨床試験

阿部 雄太（慶応義塾大
学 医学部外科）, 若林 
大雅, 金沢 景繁, 大島 
剛, 高台 真太郎, 江原 
一尚, 絹笠 祐介, 木下 
敬弘, 野村 明成, 川久保 
博文, 北川 雄光

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page WS7-8
（2018.12）

会議録

2019282955 医療費高騰を防ぐ機器使用法の工
夫・機器開発　費用対効果からみた
Flexible robotの意義

和田 則仁（慶応義塾大
学 医学部一般消化器外
科）, 奥田 京子, 久保井 
和美, 北川 雄光

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page WS7-2
（2018.12）

会議録

2019282629 各領域におけるロボット支援手術の
現状　大腸領域のロボット手術の現
状（保険収載をへて）

花井 恒一（藤田医科大
学 総合消化器外科）, 
勝野 秀稔, 升森 宏次, 
加藤 悠太郎, 稲葉 一樹, 
杉岡 篤, 宇山 一朗

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page SY1-2
（2018.12）

会議録

2019282586 中医協および費用対効果評価専門部
会における議論と内視鏡外科

万代 恭嗣（大坪会北多
摩病院）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page SPS3-4
（2018.12）

会議録

2019282583 医療技術イノベーションの価値をど
う評価するか　保険医療財政の立場
から

古元 重和（厚生労働省
保険局 医療課）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）23巻
7号 Page SPS3-1
（2018.12）

会議録

2019280501 保健機能食品の安全性・有効性と効
果的な利用

梅垣 敬三（昭和女子大
学 生活科学部食安全マ
ネジメント学科）

栄養学雑誌（0021-
5147）77巻3号 
Page67-75（2019.06）

総説

2019280443【現在の抗認知症薬の有効性とその
限界;根本治療薬開発への期待と今
できること】医療経済的観点から考
える抗認知症薬の費用対効果につい
て

中村 祐（香川大学 医学
部精神神経医学講座）

老年精神医学雑誌
（0915-6305）30巻6号 
Page618-623
（2019.06）

解説/特
集

2019279872【生きづらさの理由～嗜癖の表層と
深層】嗜癖との関係性　ひきこもり
の表層と深層を架橋する　生産性と
画一性の神話にとり憑かれた社会へ
の処方箋

四戸 智昭（福岡県立大
学 看護学部）

アディクションと家族
（1344-4743）34巻2号 
Page119-122
（2019.06）

解説/特
集

2019279833【関節リウマチ「真の寛解」と「安全
性」を目指す治療】実地医家が実践
すべき関節リウマチ診療のプロセス　
日本の現在の関節リウマチ患者の実
態

田中 栄一（東京女子医
科大学 医学部膠原病リ
ウマチ内科学講座）

Medical Practice
（0910-1551）36巻7号 
Page1033-1040
（2019.07）

解説/特
集

2019279814 医療経営士のための臨床講座　クス
リの教科書（第20回）　今、漢方薬
が見直されている

北畑 智英（済生会栗橋
病院 薬剤科）

医療経営士60号 
Page32-33（2019.06）

解説



2019279215 医療保険上のジェネリック医薬品使
用促進策のこれまで

稲荷 恭三（沢井製薬） ジェネリック研究
（1881-9117）13巻1号 
Page15-25（2019.06）

総説

2019279214 ジェネリック医薬品ポスト80%時代
へ向けて

武藤 正樹（国際医療福
祉大学大学院）

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻1号 
Page5-14（2019.06）

総説

2019279060 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37回）　医
療の費用対効果を考える

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21巻
4号 Page78-79
（2019.06）

解説

2019278984 NEWS縦断　医療機関への訪日外
国人受入れ

武藤 正樹（国際医療福
祉大学大学院）

保険診療（0385-8588）
74巻6号 Page44-45
（2019.06）

解説

2019278404 社会保障と財政　持続可能な社会
保障の構築に向けて

吉野 維一郎（財務省主
計局）

社会保険旬報（1343-
5728）2750号 
Page10-17（2019.06）

解説

2019277737 DPC制度における包括払い制と機
会費用の考察　診療放射線技師と
看護師の逸失する利益を中心として

蓬莱 洋一（北播磨総合
医療センター 診療支援
部中央放射線室）

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
66巻6号 Page556-
562（2019.06）

原著論文

2019277625 レセプトデータを用いた医療費分析
における診療報酬改定の補正方法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営学分野）, 佐藤 大介, 
福田 敬

保健医療科学（1347-
6459）68巻2号 
Page147-157
（2019.05）

原著論文

2019276580 超高齢社会における高齢者医療への
対応　中年期以降の'Hear well'の重
要性

内田 育恵（愛知医科大
学 耳鼻咽喉科）

日本耳鼻咽喉科学会会
報（0030-6622）122
巻5号 Page744-749
（2019.05）

総説

2019276286 血液培養陽性患者におけるde-
escalationの実施状況とその有用性
調査

新沼 悠介（北海道大学
病院 薬剤部）, 今井 俊
吾, 冨山 直樹, 鏡 圭介, 
山神 彰, 山田 武宏, 小林 
正紀, 井関 健, 石黒 信
久, 福元 達也

北海道病院薬剤師会誌
（0917-0936）95号 
Page9-12（2018.11）

原著論文
/比較研
究

2019271140 日本の難病に関する研究開発の動向　
研究開発管理における国立保健医療
科学院の貢献（Research and 
development on intractable & rare 
diseases in Japan: Contribution of 
the National Institute of Public 
Health to research program 
management）（英語）

武村 真治（国立保健医
療科学院 政策技術評価
研究部）, 曽根 智史

保健医療科学（1347-
6459）68巻1号 
Page45-54（2019.02）

総説



2019271138 日本における医薬品・医療機器の経
済評価の応用（Application of 
economic evaluation of pharma-
ceuticals and medical devices in 
Japan）（英語）

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）, 白岩 
健

保健医療科学（1347-
6459）68巻1号 
Page27-33（2019.02）

総説

2019269840 回復期リハ病棟入院中の脳血管障害
者に対するADOCを用いた作業療法
の長期的費用効果分析　マルコフモ
デルモデル分析を用いて

長山 洋史（神奈川県立
保健福祉大学 作業療法
学専攻）, 友利 幸之介, 
森脇 健介

日本作業療法学会抄録
集（1880-6635）52回 
Page PA-1A01
（2018.09）

会議録

2019268986 乾燥血液スポット内のビタミンD2
とD3を定量するための費用対効果
のあるHPLC-UV法　難治性小児発
作予防のための新生児スクリーニン
グに追加しうる可能性（Cost-
Eff ective HPLC-UV Method for 
Quantifi cation of Vitamin D2 and 
D3 in Dried Blood Spot: A Poten-
tial Adjunct to Newborn Screening 
for Prophylaxis of Intractable 
Paediatric Seizures）（英語）

Mathew Elizabeth Mary
（Department of
Pharmaceutical Quality 
Assurance, Manipal 
College of 
Pharmaceutical 
Sciences, Manipal 
Academy of Higher 
Edication）, Moorkoth 
Sudheer, Rane Pankaj 
D., Lewis Leslie, Rao 
Pragna

Chemical & 
Pharmaceutical 
Bulletin（0009-2363）
67巻2号 Page88-95
（2019.02）

原著論文

2019267977 リカバリーに着目した費用対効果評
価による非定型抗精神病薬の治療戦
略に関する考察

村田 篤信（慧眞会協和
病院 薬剤科）, 善本 正
樹, 五十嵐 中

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集28回・48
回 Page178（2018.11）

会議録

2019267492 低侵襲膵切除術の費用対効果
（Cost-eff ectiveness of minimally 
invasive pancreatic resection）（英
語）

Joechle Katharina
（Department of
Surgical Oncology,
The University of Texas 
MD Anderson Cancer 
Center）, Conrad 
Claudius

Journal of Hepato-
Biliary-Pancreatic 
Sciences（1868-6974）
25巻6号 Page291-
298（2018.06）

原著論文
/メタア
ナリシス

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019296513【アレルギー疾患の社会的損失とそ

の対策】アレルギー疾患治療と医療
費の関係　皮膚科医と小児科医のア
トピー性皮膚炎の治療の差異が医療
費に及ぼす影響について

河原 和夫（東京医科歯
科大学大学院 政策科学
分野）, 小村 陽子, 菅河 
真紀子

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻5号 
Page483-487
（2019.05）

原著論文
/比較研
究/特集

2019280502 高齢者の医療費の構造分析からみた
慢性期の医療提供体制

増沢 成幸（産業医科大
学 医学部公衆衛生学）, 
松田 晋哉

横浜医学（0372-7726）
70巻1号 Page1-12
（2019.01）

原著論文

医療費



2019277625 レセプトデータを用いた医療費分析
における診療報酬改定の補正方法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営学分野）, 佐藤 大介, 
福田 敬

保健医療科学（1347-
6459）68巻2号 
Page147-157
（2019.05）

原著論文

2019268943 日本における冠血流予備量比の計測
に基づくPCI治療戦略の決定が医療
費に及ぼす影響（Treatment 
strategy modifi cation and its 
implication on the medical cost of 
fractional fl ow reserve-guided 
percutaneous coronary intervention 
in Japan）（英語）

Tanaka Nobuhiro
（Department of 
Cardiology, Tokyo 
Medical University 
Hachioji Medical 
Center）, Kohsaka 
Shun, Murata Tatsunori, 
Akasaka Takashi, 
Kadota Kazushige, 
Uemura Shirou, Amano 
Tetsuya, Shiode 
Nobuo, Morino 
Yoshihiro, Fujii Kenshi, 
Hikichi Yutaka

Journal of Cardiology
（0914-5087）73巻1-2
号 Page38-44
（2019.02）

原著論文
/比較研
究

2019267622 2型糖尿病の日本人患者において肥
満が年間医療費と糖尿病治療に及ぼ
す影響（Impact of obesity on 
annual medical expenditures and 
diabetes care in Japanese patients 
with type 2 diabetes mellitus）（英
語）

Kusunoki-Tsuji Chisato
（Department of 
Medicine, Shiga 
University of Medical 
Science）, Araki 
Shin-ichi, Kume Shinji, 
Chin-Kanasaki Masami, 
Osawa Norihisa, Morino 
Katsutaro, Sekine 
Osamu, Ugi Satoshi, 
Kashiwagi Atsunori, 
Maegawa Hiroshi

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）9巻4号 
Page776-781
（2018.07）

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
2019301199 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12回）　「2020
年診療報酬改定」に向け、スタート
ダッシュしよう!

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
5号 Page83-86
（2019.07）

解説

医療保障制度



2019300985【開かれる医療で社会とつながり課
題解決を目指す　持続可能な医療と
健康　地域包括ケアシステム・医療
制度・社会保障・テクノロジー】海
外事情　食を中心としたwell being
の実践　すべての国民のよりよい健
康と幸福を目指して-フィンランド
のSDG3に対する取り組み

藤原 斗希子 Medical 
Communication9号 
Page52-53（2019.09）

解説/特
集

2019295253 日本の公的医療保険制度のあり方 松本 吉郎（日本医師会） 日本医学会総会会誌30
回 Page 柱4-3-1-2
（2019.04）

会議録

2019295252 外国人への医療保険適用 小塩 真史（厚生労働省
保険局 医療課）

日本医学会総会会誌30
回 Page 柱4-3-1-1
（2019.04）

会議録

2019295226 わが国の健康転換と医療制度 平尾 智広（香川大学 医
学部公衆衛生学）

日本医学会総会会誌30
回 Page 柱4-1-2-3
（2019.04）

会議録

2019295224 もはや比べる対象のない日本の医療
制度、世界の最先進モデルとして構
築を!

長谷川 敏彦（未来医療
研究機構）

日本医学会総会会誌30
回 Page 柱4-1-2-1
（2019.04）

会議録

2019295136 医療制度改革がめざすもの　2025
年以降を見据えて

迫井 正深（厚生労働省
大臣官房）

日本医学会総会会誌30
回 Page 柱2-6-3-2
（2019.04）

会議録

2019295135 今後の日本を乗り切る医療制度改革
と財源選択

権丈 善一（慶応義塾大
学 商学部）

日本医学会総会会誌30
回 Page 柱2-6-3-1
（2019.04）

会議録

2019291963 都道府県別医療制度パフォーマンス
の評価について

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 
Page1of21-21of21
（2019.）

原著論文
/比較研
究

2019280154 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40回）　2020年
4月診療報酬改定を先読みする　
「働き方改革と労基法改正」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻7号 
Page39-41（2019.07）

解説

2019279215 医療保険上のジェネリック医薬品使
用促進策のこれまで

稲荷 恭三（沢井製薬） ジェネリック研究
（1881-9117）13巻1号 
Page15-25（2019.06）

総説

2019279061 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11回）　「今」の
患者動向を知り、集患に役立てよう　
フレームワークを駆使して分析→戦
略立案

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
4号 Page80-84
（2019.06）

解説



2019277411 課題解決への羅針盤　経営課題
Q&A2019年度版（その2）　病院の
医療制度対応/DPCデータの活用　
DPCデータの活用

今西 陽一郎（アイブレ
イン）

病院羅針盤10巻148号 
Page37-43（2019.06）

Q&A

2019277410 課題解決への羅針盤　経営課題
Q&A2019年度版（その2）　病院の
医療制度対応/DPCデータの活用　
病院の医療制度対応

鈴木 嘉高（川原経営総
合センター 病院コンサ
ルティング部）, 中村 匡
志

病院羅針盤10巻148号 
Page31-36（2019.06）

Q&A

2019277364 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39回）　2020年
4月診療報酬改定を先読みする　年
代別の課題と論点

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）46巻6号 
Page39-41（2019.06）

解説

2019271581 知っておきたい医療制度・保険診療
へのアプローチ　努力が報われるた
めのノウハウ

矢内原 仁（埼玉医科大
学 泌尿器科）

日本泌尿器科学会総会
107回 Page np17
（2019.04）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019280291 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22回）　「令
和」最初に明るみに出た、わが国の
医薬品制度の本質的問題

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻9号 Page1663-
1666（2019.07）

解説

2019278011 乳幼児の初診時における時間帯別入
院率　平成29年6月期の診療報酬請
求から

江原 朗（広島国際大
学 医療経営学部）

日本医師会雑誌（0021-
4493）148巻3号 
Page492-495
（2019.06）

原著論文

2019277625 レセプトデータを用いた医療費分析
における診療報酬改定の補正方法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営学分野）, 佐藤 大介, 
福田 敬

保健医療科学（1347-
6459）68巻2号 
Page147-157
（2019.05）

原著論文

2019275753 平成30年度診療報酬改定影響率調
査結果（第2報）

森田 眞照（市立ひらか
た病院）, 今井 康陽, 仙
賀 裕, 阪本 研一, 石原 
淳, 小阪 真二, 小野 剛, 
中村 昌樹, 北村 立, 林 
拓男, 原 義人, 吉嶺 文
俊, 籠本 孝雄, 公益社団
法人全国自治体病院協
議会

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）58
巻5号 Page735-748
（2019.05）

原著論文

診療報酬・薬価



2019275071 外来看護師の糖尿病看護に関連した
診療報酬に対する認識調査

南 英理（健康保険諫早
総合病院 看護部）, 冨永 
玲子, 風浦 吉江, 松山 
典子, 松本 千佳, 柳原 
由紀, 山口 洋美, 川崎 幸
子, 松山 陽香, 轟 久美, 
五嶋 亜維子, 藤田 成裕, 
福島 徹也, 世羅 康徳, 
松本 一成, 上田 康雄, 
川崎 英二

糖尿病（0021-437X）
62巻4号 Page207-
213（2019.04）

原著論文
/比較研
究

2019269008 経皮的冠動脈インターベンション施
行患者へのフォローアップ検査とそ
の成績　日本人診療報酬データベー
スの解析（Follow-up tests and 
outcomes for patients undergoing 
percutaneous coronary intervention: 
analysis of a Japanese 
administrative database）（英語）

Seki Tomotsugu
（Department of 
Pharmacoepidemiology, 
Graduate School of 
Medicine and Public, 
Health Kyoto 
University）, Takeuchi 
Masato, Miki Ryusuke, 
Kawakami Koji

Heart and Vessels
（0910-8327）34巻1号 
Page33-43（2019.01）

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
2019277737 DPC制度における包括払い制と機

会費用の考察　診療放射線技師と
看護師の逸失する利益を中心として

蓬莱 洋一（北播磨総合
医療センター 診療支援
部中央放射線室）

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
66巻6号 Page556-
562（2019.06）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019301237 耐性菌を対象とした新規抗菌薬のグ

ローバル創薬研究開発の現状と課題
山野 佳則（塩野義製
薬 医薬研究本部）

Precision Medicine
（2434-3625）2巻9号 
Page835-838
（2019.08）

解説

2019301002 医薬品の品質をめぐって　日本薬局
方におけるクオリティ・バイ・デザ
イン（QbD）　アプローチの取り込
みについて　リアルタイムリリース
試験（RTRT）の事例を通して

真野 栄一（MSD グロー
バル研究開発本部薬事
領域CMC薬事部）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）50巻7号 
Page404-411
（2019.07）

解説

医療関連ビジネス

医業経営



2019300985【開かれる医療で社会とつながり課
題解決を目指す　持続可能な医療と
健康　地域包括ケアシステム・医療
制度・社会保障・テクノロジー】海
外事情　食を中心としたwell being
の実践　すべての国民のよりよい健
康と幸福を目指して-フィンランド
のSDG3に対する取り組み

藤原 斗希子 Medical 
Communication9号 
Page52-53（2019.09）

解説/特
集

2019299897 そこが知りたい医薬情報　バイオセ
イムの登場で変わるバイオシミラー
市場

梅澤 俊介（東京大学 保
健・健康推進本部）

東京都病院薬剤師会雑
誌（1345-7624）68巻
4号 Page176
（2019.07）

解説

2019297821 新しいモニタリング手法・体制の導
入状況とモニタリング業務効率に関
する現状の定量分析　日本CRO協
会モニタリング実施状況アンケート
の結果から

可部谷 将（日本CRO協
会）, 片岡 睦国, 井上 和
紀, 小板橋 敏秀, 布村 正
樹,小峰 知子,小谷 昌司,
青野 寛之, 植松 尚, 日本
CRO協会モニタリング
ワーキンググループ

Clinical Research 
Professionals70-71号 
Page2-13（2019.04）

原著論文

2019297273【補体標的治療の現状と展望】補体
関連疾患に対する新規治療法

若宮 伸隆（酪農学園大
学 農食環境学群食と健
康学類医学・生理学研
究室）, 大谷 克城, 日高 
義彦, 井上 徳光

BRAIN and NERVE: 神
経研究の進歩（1881-
6096）71巻6号 
Page0555-0564
（2019.06）

解説/特
集

2019295344 創薬研究におけるオープンイノベー
ション

服部 有宏（中外製薬 研
究本部）

日本医学会総会会誌30
回 Page LS-17
（2019.04）

会議録

2019286837 新薬開発プロセスとその変遷につい
て

田中 基晴（常磐大学 人
間科学部健康栄養学科）

薬理と治療（0386-
3603）47巻1号 
Page15-21（2019.01）

総説

2019280550 AIと医療　製薬業界における人工知
能の活用状況と課題

望月 眞弓（慶応義塾大
学 薬学部）

あいみっく（0386-
4502）40巻2号 
Page26-28（2019.06）

解説

2019280327 医薬品流通過程における品質管理の
実態調査

松本 良順（鉄蕉会亀田
総合病院 薬剤部）, 高野 
秀仁, 松居 宏樹, 舟越 
亮寛

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）55巻7号 
Page819-824
（2019.07）

原著論文

2019275060 医薬品工場の設計とトレンド（第4
回）　バイオ医薬品工場の設計とト
レンド

加藤 泰史（日揮） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻6号 
Page1085-1090
（2019.05）

解説

2019267921 臨床試験におけるデータシェアリン
グ～現状と課題、今後の方向性～　
Clinical Trial Data Sharing（CTDS）　
日本製薬工業協会の取り組み

加藤 智子（サノフィ）, 
日本製薬工業協会医薬
品評価委員会データサ
イエンス部会

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集28回・48
回 Page145（2018.11）

会議録



2019267899 精神科医と薬剤師のクロストーク　
製薬企業の研究開発部門に勤務する
薬剤師からの提言

浅見 優子（ファイザー 
メディカル・アフェアー
ズ統括部中枢神経領域
部）

日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集28回・48
回 Page134（2018.11）

会議録

2019267888 向精神薬開発のための非臨床試験を
再考する:第II-III相試験での臨床開発
中止を最小限にするために　製薬企
業の視点からみた向精神薬開発のた
めの非臨床試験

尾崎 諭司（大正製薬） 日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集28回・48
回 Page128（2018.11）

会議録

2019267838 臨床開発におけるレギュラトリーサ
イエンス、そして薬事的課題-革新
的医薬品の創出に向けて-　精神神
経疾患領域における革新的医薬品の
創出に向けて　製薬企業の視点から

小野 浩昭（大塚製薬） 日本臨床精神神経薬理
学会・日本神経精神薬
理学会合同年会プログ
ラム・抄録集28回・48
回 Page103（2018.11）

会議録


