医療経済関係研究論文（11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

2019336782 看護×経済学 経済学で読み解く看 角田 由佳（山口大学 経 看護管理（0917-1355） 解説
護サービスと医療政策（第8回） 加 済学部）

29巻8号 Page774-

算の取得状況から見た業務分担の違

778（2019.08）

い 独自調査から見えてきた現状と
課題（2）
2019335944 未破裂脳動脈瘤のコイル塞栓術適 上野 俊昭（東京都健康 脳卒中の外科（0914応に関する医療経済学的な考察

長寿医療センター 脳神 5508）47巻4号
経外科）

Page248-254

原著論文
/比較研
究

（2019.07）
2019335325 虚血性心疾患の適切な評価と治療の 伊苅 裕二（東海大学）
ために

ニュータウンカンファ

会議録

レンス: 心臓核医学

国内AUCの構築と医療経

（0910-2221）44巻

済効果

Page8（2019.07）
2019331919 看護×経済学 経済学で読み解く看 角田 由佳（山口大学 経 看護管理（0917-1355） 解説
護サービスと医療政策（第7回） 看 済学部）

29巻7号 Page658-

護補助者や薬剤師との業務分担の実

663（2019.07）

態 独自調査から見えてきた現状と
課題
2019330707 医療政策の動向 地域医療構想・
地域包括ケアと働き方改革

吉田 学（厚生労働省 医 日本医療マネジメント
政局）

学会雑誌（1881-2503）
20巻Suppl. Page96
（2019.07）

会議録

2019322148 輸血チームによる活動の医療経済効 高井 真一（岐阜県赤十 日本輸血細胞治療学会

会議録

字血液センター）, 岡田 誌（1881-3011）65巻

果

和 智, 森 美 恵 子, 鳥 居 2号 Page340
知 美, 伊 藤 裕 子, 森 本 （2019.04）
剛史, 志知 俊, 植田 米
男, 二宮 空暢, 北川 順
一, 後藤 英子, 高橋 健,
林 勝知, 小杉 浩史
2019320587 当県における肝炎医療行政の現状と 干川 孔明（群馬県健康 肝臓（0451-4203）60

会議録

福祉部 保健予防課）, 櫻 巻Suppl.1 Page A284

課題

井 昇幸, 町田 貴志, 堀口 （2019.04）
昇男, 柿崎 暁, 阿部 毅
彦, 吉川 守也, 高木 均
2019316579 地域医療の将来展望（Vol.1） 地域 小池 創一（自治医科大 医学のあゆみ（0039-

解説

医療政策の動向 地域医療構想、医 学 地 域 医 療 学 セ ン タ 2359）270巻8号
師偏在対策、医師の働き方改革を中 ー 地域医療政策部門） Page657-663
（2019.08）

心に

2019313928 医療政策・医療経営の最近の話題に 山本 光昭（兵庫県健康 日本医療マネジメント
ついて 兵庫県における動きととも 福祉部）

学会兵庫地方会プログ

に

ラム・抄録集（1881-

会議録

8048）13回 Page40
（2019.02）
2019303705 特発性側彎症手術からみた医療経済 小 林 和 克（ 名 古 屋 大 Journal of Spine

会議録

の検討 手術診療コストの経年的推 学 整形）, 今釜 史郎, 安 Research（1884-7137）
藤 圭, 町野 正明, 大田 10巻3号 Page319

移

恭太郎, 両角 正義, 田中 （2019.03）
智 史, 神 原 俊 輔, 伊 藤
定之, 石黒 直樹

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019338007 ファイナンシャル・ジェロントロジ 駒村 康平（慶応義塾大 日本社会精神医学会雑
ー（金融老年医学）における意思決 学 経済学部）

誌（0919-1372）28巻

定（判断）の問題 認知機能の低下

3号 Page257-264

論文種別
解説

（2019.08）

が経済活動に与える影響
Cognitive Agingの時代と金融ジェ
ロントロジーの可能性

2019337707 がん医療における費用対効果の考え 岩谷 胤生（国立がん研 腫瘍内科（1881-6568） 解説
究センター東病院 乳腺 24巻2号 Page170-

方

外科）
2019336656 整形外科治療の費用対効果

175（2019.08）

人工 重松 正森（佐賀記念病 臨床整形外科（0557-

股関節手術における費用対効果

院 整形外科）

0433）54巻8号
Page799-802
（2019.08）

解説

2019336655 整形外科治療の費用対効果

骨粗 高橋 真治（大阪市立大 臨床整形外科（0557-

解説

鬆 症 性 椎 体 骨 折 に 対 す るBalloon 学 医学部整形外科）, 星 0433）54巻8号
野 雅俊, 中村 博亮

Kyphoplastyの費用対効果

Page791-797
（2019.08）

2019336654 整形外科治療の費用対効果

骨軟 池上 政周（東京大学 医 臨床整形外科（0557-

部腫瘍治療の費用対効果

学部整形外科学教室）

解説

0433）54巻8号
Page785-790
（2019.08）

2019336653 整形外科治療の費用対効果

転移 角谷 賢一朗（神戸大学 臨床整形外科（0557-

解説

性脊椎腫瘍に対する集学的治療の費 大学院 医学研究科整形 0433）54巻8号
外科）, 宮崎 真吾, 由留 Page777-783

用対効用

部 崇, 張 鐘穎, 垣内 裕 （2019.08）
司, 黒田 良祐
2019336652 整形外科治療の費用対効果

腰椎 八 木 満（ 慶 応 義 塾 大 臨床整形外科（0557-

解説

変性すべり症に対する除圧術と椎体 学 医学部整形外科学）, 0433）54巻8号
中 村 雅 也, 松 本 守 雄, Page771-776

間固定術の費用対効果の比較

渡辺 航太
2019336651 整形外科治療の費用対効果

（2019.08）

費用 加葉田 大志朗（大阪市 臨床整形外科（0557-

対効果の評価方法の基本

解説

立大学大学院 医学研究 0433）54巻8号
科医療管理学講座医療 Page767-770
統計学）, 新谷 歩

（2019.08）

2019336468 【女性のライフステージと精神医学: 山田 和男（東北医科薬 分子精神医学（1345基礎と臨床】月経前不快気分障害

科大学病院 精神科）

9082）19巻3号

解説/特
集

Page122-127
（2019.07）
2019336130 デイサービスを利用した高齢腹膜透 岡田 慶子（偕行会名古 日本透析医学会雑誌

原著論文

析患者に対するassisted peritoneal 屋共立病院 腎臓内科）, （1340-3451）52巻7号
dialysis（assisted PD）の有用性と 矢部 広樹, 由元 由美, 水 Page433-441
問題点

越 俊博, 谷本 一美, 伊 （2019.07）
藤 裕 紀 子, 山 下 憲 子,
奥村 ひとみ, 城 良治, 井
本 裕 斗, 伊 藤 沙 夜 香,
川 原 弘 久, 伊 藤 恭 彦,
春日 弘毅

2019336009 和牛子牛における高用量強化哺育の 小澤 翼（山形県農業共 東北畜産学会報（1341- 会議録
発育への影響

済組合中央家畜診療所） 626X）69巻2号
Page26（2019.08）

2019335944 未破裂脳動脈瘤のコイル塞栓術適 上野 俊昭（東京都健康 脳卒中の外科（0914応に関する医療経済学的な考察

原著論文

長寿医療センター 脳神 5508）47巻4号

/比較研

経外科）

究

Page248-254
（2019.07）

2019335842 レナリドミドの残薬管理による医療 竹中 翔也（大垣市民病 日本病院薬剤師会雑誌
経済的有用性

院 薬剤部）, 吉田 あや, （1341-8815）55巻8号
守屋 昭宏, 田中 孝治, 宇 Page975-979
佐 美 英 績, 高 田 裕 子, （2019.08）
吉村 知哲

原著論文

2019335834 院内プロトコルに基づく薬剤師によ 宮崎 元康（福岡大学医 日本病院薬剤師会雑誌

原著論文

る一般名処方普及の試みとその評価 学部附属筑紫病院 薬剤 （1341-8815）55巻8号
部）, 内山 将伸, 松尾 宏 Page926-933
一, 鵜木 亜矢子, 島田 安 （2019.08）
希 子, 森 由 夏 子, 古 賀
浩大, 牟田 浩, 仲村 佳
彦, 今給黎 修
2019335829 薬剤経済学について

赤 沢 学（ 明 治 薬 科 大 日本病院薬剤師会雑誌

解説

学 公衆衛生・疫学研究 （1341-8815）55巻8号
室）

Page911-914
（2019.08）

2019335717 初収載ジェネリックPICK UP シロ 堀川 壽代（光栄堂薬局） 薬事（0016-5980）61
ドシン

解説

巻11号 Page20422045（2019.08）

2019335716 初収載ジェネリックPICK UP ブロ 川邉 桂（横浜市立大学 薬事（0016-5980）61
附属病院 薬剤部）, 小池 巻11号 Page2039-

ナンセリン

博文

2042（2019.08）

2019335391 【総合内科のための集中治療】シス 西田 岳史（大阪府立病 Hospitalist（2188テムごとに診る 血液

解説

症例ごとの 院機構大阪府立急性期 0409）7巻2号

解説/特
集

病態評価に基づいた最適な輸血戦略 総合医療センター 救急 Page343-356
を

診療科）, 山川 一馬

（2019.06）

2019334104 2020年 診 療 報 酬 改 定 を 見 据 え て 田村 誠（国際医療福祉 日本の眼科（0285医療機器・技術をめぐる課題 眼科 大学）

1326）90巻7号

医療機器協会の視点から

Page952-953

会議録

（2019.07）
2019333891 ICT化で変わる介護現場 導入・活

一谷 勇一郎（ライフケ

通所サービス&マネジ

用を成功させるポイント（第3回）
（最 ア）

メント17巻2号

終回） 介護現場におけるICT導入

Page70-74（2019.07）

解説

の失敗しない進め方
2019333638 大動脈縮窄症に対する外科手術とカ 加藤 温子（地域医療機 日本成人先天性心疾患
テーテル治療の比較（Comparison

能推進機構中京病院中 学会雑誌8巻1号

between surgery and catheter

京こどもハートセンタ Page108（2019.01）

intervention for management of

ー 小児循環器科）, 佐藤

会議録

coarctation of the aorta in adults） 純, 吉井 公浩, 森本 美
（英語）

仁, 吉 田 修 一 朗, 西 川
浩, 大橋 直樹, 櫻井 寛
久, 野中 利通, 櫻井 一

2019333346 過疎地域における病児保育の意義と 半田 陽祐（杵築市立山 日本小児科学会雑誌
有用性

原著論文

香病院）, 玉井 資, 是松 （0001-6543）123巻7
聖悟

号 Page1183-1186
（2019.07）

2019332408 だから牛ウイルス性下痢症（BVD） 関口 敏（宮崎大学 農学 臨床獣医（0912-1501） 解説
は損をする

部獣医学科産業動物伝 37巻7号 Page32-36
染病防疫学研究室）

（2019.07）

2019331686 経営力強化プロジェクト ローコス 星野 さやか（GUTS）

病院羅針盤10巻150号

解説

Page58-59（2019.07）

トオペレーション（第4回） 委託費
LCO（適正な人員配置）

2019331546 当院におけるフォーミュラリーの導 小森 正貴（パナソニッ 日本医療マネジメント
入と薬剤費削減効果の検討

会議録

ク健康保険組合松下記 学会雑誌（1881-2503）
念病院 薬剤部）, 三木 20巻Suppl. Page285
郁 帆, 守 谷 顕 人, 宅 和 （2019.07）
真由美, 平田 敦宏

2019331545 医薬品の期限切れによる廃棄金額の 能登 英子（トヨタ記念 日本医療マネジメント
削減に対する取り組み

会議録

病院 薬剤科）, 遠山 幸 学会雑誌（1881-2503）
男, 久田 達也

20巻Suppl. Page285
（2019.07）

2019330943 当院における採用医薬品適正化の取 堀内 賢一（JA長野厚生 日本医療マネジメント
り組み

会議録

連佐久総合病院小海分 学会雑誌（1881-2503）
院）

20巻Suppl. Page180
（2019.07）

2019330813 医療関連感染をめぐる諸問題とより 森兼 啓太（山形大学医 日本医療マネジメント
効果的な制御を目指して

会議録

学部附属病院 検査部） 学会雑誌（1881-2503）
20巻Suppl. Page150
（2019.07）

2019330770 機器管理スマート医療機器が医療安 加藤 博史（神戸大学医 日本医療マネジメント

会議録

全・業務効率を変えるか 医療機器 学部附属病院 医療技術 学会雑誌（1881-2503）
の利用データを活用した適正台数の 部臨床工学部門）
検討

20巻Suppl. Page135
（2019.07）

2019328845 内臓動脈瘤に対するコイル塞栓術に 棚橋 裕吉（岐阜大学 放 日本インターベンショ

会議録

おける膨潤型ハイドロゲルコイルの 射線科）, 五島 聡, 川田 ナルラジオロジー学会
費用対効果に関する検討（Volume

紘 資, 安 藤 知 広, 河 合 雑誌（1340-4520）34

Adjusted Cost Eﬀectiveness of

信 行, 永 田 翔 馬, 加 賀 巻Suppl. Page302

Hydrogel-coated Coil for Visceral

徹 郎, 今 田 裕 貴, 野 田 （2019.05）

Aneurysmal Embolization）
（英語）

佳史, 松尾 政之

2019328813 プラグ内コイル塞栓術の塞栓力と費 小徳 暁生（聖マリアン 日本インターベンショ
用対効果の検討

会議録

ナ医科大学附属病院 放 ナルラジオロジー学会
射線科）, 西巻 博, 小川 雑誌（1340-4520）34
普久, 千葉 清, 丸橋 孝 巻Suppl. Page285
昭, 伊 良 波 朝 敬, 三 村 （2019.05）
秀文, 宮入 剛

2019328809 局所進行肝癌に対する肝動注リザー 渋谷 圭（群馬大学医学 日本インターベンショ
バーと分子標的薬剤の費用比較

会議録

部 附 属 病 院 画 像 診 療 ナルラジオロジー学会
部）, 徳江 浩之, 宮崎 将 雑誌（1340-4520）34
也,戸島 洋貴,山崎 勇一, 巻Suppl. Page283
柿崎 暁

（2019.05）

2019328360 下肢静脈瘤手術における手術成績お 蜂谷 裕之（獨協医科大 静脈学（0915-7395）
よび病院収益ついての検討

学病院 第二外科）, 長澤 30巻2号 Page181
雅 裕, 蜂 谷 裕 夫, 窪 田 （2019.06）
敬一

会議録

2019327903 薬剤部と総合内科で採用抗菌薬適正 北島 正大（橋本市民病 日本病院総合診療医学

会議録

化することで抗菌薬使用数と金額は 院 薬剤部）, 西 千尋, 橋 会雑誌（2185-8136）
減少する

本 忠幸, 川畑 仁貴, 河 15巻3号 Page180
崎 尚史

（2019.05）

2019327736 医師事務作業補助者の病院経営に 川角 朝美（国立病院機 日本医療マネジメント
与える影響の解析 収支面から

原著論文

構福山医療センター）, 学会雑誌（1881-2503）
村上 敬子, 稲垣 優, 岩 20巻1号 Page37-40
垣 博巳, 沖田 哲美

（2019.06）

2019325881 骨髄増殖性腫瘍に関与する遺伝子変 長久保 由貴（山梨県立 日本医学検査学会抄録
異検査の院内導入への検討

会議録

中央病院 検査部）, 雨宮 集68回 Page467
健 司, 石 井 恵 理, 末 木 （2019.05）
人美

2019322794 日本におけるアトピー性皮膚炎の疾 Nakahara Takeshi
患負荷と治療満足度の認識のギャッ （Division of Skin
プ（Perception gap of disease

Surface Sensing,

burden and treatment satisfaction

Department of

of Atopic Dermatitis in Japan）
（英

Dermatology, Kyushu

語）

University）

2019322463 2型炎症の抑制 アトピー性皮膚炎

Masuda Koji

治療目標と疾患の負荷
（Suppression （Department of
of Type 2 Inﬂammation Atopic

Dermatology, Kyoto

dermatitis: its treatment goal and

Prefectural University

disease burden）
（英語）

of Medicine）

日本皮膚科学会雑誌

会議録

（0021-499X）129巻5
号 Page1133
（2019.05）

日本皮膚科学会雑誌

会議録

（0021-499X）129巻5
号 Page978（2019.05）

2019322460 「Teledermatologyが 持 つ 可 能 性 」 出来尾 格（ミルディス 日本皮膚科学会雑誌

会議録

島根大学における12年間のD to D 皮フ科横浜西口）, 森田 （0021-499X）129巻5
双方向ライブ遠隔診療の経験と適応 栄伸

号 Page974（2019.05）

疾患・費用対効果に関する考察
2019320166 兵庫県立リハビリテーション中央病 山田 尚輝（神戸大学大 日本化学療法学会雑誌

会議録

院の衛生・診療材料費と耐性菌アウ 学院 保健学研究科パブ （1340-7007）67巻
トブレイク時のコスト比較を通じた リックヘルス領域国際 Suppl.A Page287
ICT活動の費用対効果分析

感染症対策分野）, 重村 （2019.03）
克巳,北川 孝一,山道 深,
中野 雄造, 荒川 創一, 宮
良 高維, 藤澤 正人, 西
本 健人, 乃美 昌司, 高見
望美

2019319036 対費用効果の高いLEDとマイクロコ Cho Kyoungrae
ントローラを用いたin vitroにおける （Medical IT
HeLa細胞のカスタマイズ可能な小

Convergence

型蛍光検出システム（Customizable Engineering, Kumoh
and Miniaturized Fluorescence

National Institute of

Detection System of Hela Cells in

Technology）, Seo

vitro Using a Cost-eﬀective LED

Jeong-Hyeok, Choe

and Microcontroller）
（英語）

Se-Woon

日本放射線技術学会総
会学術大会予稿集
（1884-7846）75回
Page189（2019.03）

会議録

2019318151 費用対効果分析の基本的概念と実際 森 隆浩（東千葉メディ ACP（米国内科学会）日 会議録
カルセンター 総合診療 本支部年次総会プログ
科）

ラム集2018巻
Page1-C4-1（2018.06）

2019317152 EdAl（Educacio en Alimentacio）

Conesa Marta（Univer-

プログラムの費用対効果 小児の肥 sitat Rovira i Virgili,
満を予防するための小学校での研究 Facultat de Medicina i
（Cost-Eﬀectiveness of the EdAl

Ciencies de la Salut,

（Educacio en Alimentacio）

Functional Nutrition,

Program: A Primary School-Based

Journal of

原著論文

Epidemiology（09175040）28巻11-12号
Page477-481
（2018.12）

Oxidation, and

Study to Prevent Childhood

Cardiovascular

Obesity）
（英語）

Diseases Group
（NFOC-Salut）, Health
Education and
Promotion）, Llaurado
Elisabet, AcevesMartins Magaly, Morina
David, de Sola-Morales
Oriol, Giralt Montse,
Tarro Lucia, Sola Rosa

2019317096 日本での過活動膀胱治療におけるミ Yamanishi Yuriko

International Journal of 原著論文

ラベグロンとトルテロジン ファー （Department of

Urology（0919-8172） /比較研

ストライン治療薬としてどちらの費 Pharmacy, Toho

25巻10号 Page863-

用対効果が優れているか
（Mirabegron or tolterodine for the
treatment of overactive bladder in

University Omori

究

870（2018.10）

Medical Center）,
Yamanishi Tomonori,

Japan: Which drug is more

Tajima Hakujyu, Ikeda

cost-eﬀective as the ﬁrst-line

Shunya

treatment?）
（英語）
2019316979 広域抗生物質の使用は膵頭十二指
腸切除術後の手術部位感染の発生
を低下させる
（The use of broad-spectrum

Tanaka Kimitaka
（Department of
Gastroenterological
Surgery II, Hokkaido

antibiotics reduces the incidence

University Faculty of

of surgical site infection after

Medicine）, Nakamura

pancreatoduodenectomy）
（英語）

Toru, Imai Shungo,
Kushiya Hiroki,
Miyasaka Daisuke,
Nakanishi Yoshitsugu,
Asano Toshimichi, Noji
Takehiro, Tsuchikawa
Takahiro, Okamura
Keisuke, Shichinohe
Toshiaki, Hirano
Satoshi

Surgery Today（0941-

原著論文

1291）48巻9号

/比較研

Page825-834

究

（2018.09）

2019316078 先発品からインスリングラルギン 足立 易子（国家公務員 くすりと糖尿病（2187- 原著論文
BS注ミリオペン「リリー」への変更 共済組合連合会舞鶴共 6967）8巻1号
における医療費抑制と患者意識の実 済病院 薬剤科）, 堀 哲 Page192-198
態調査から考えられた薬剤師の積極 史, 神谷 量子, 銭 瑶子, （2019.06）
澤井 健太, 多賀野 正嗣,

的関与の成果

伊 藤 公 博, 竹 田 和 也,
藤村 保夫
2019316063 罹病期間の長い糖尿病患者へどう対 吉川 昌江（金城学院大 くすりと糖尿病（2187- 解説
応するか 各職種の立場で考える

学 薬学部）

CDEJ薬剤師の立場で考える
2019316018 【高齢者における下部尿路症状
（LUTS）
】間質性膀胱炎について

6967）8巻1号
Page83-89（2019.06）

上田 朋宏（朋友会泌尿 Geriatric Medicine
器科上田クリニック）

解説/特

（0387-1088）57巻7号 集
Page683-685
（2019.07）

2019315873 私達とジェネリック医薬品との付き 渡邊 舞衣（新潟ビジネ Medical Secretary

会議録

ス専門学校 医療秘書・（2188-6792）16巻1号

合い方

事務学科）, 小竹 瑞樹

Page65-66（2019.07）

2019314507 厚生労働省新HTA制度（第8回） 費 鎌江 伊三夫（東京大学 医薬品医療機器レギュ
用対効果評価・本格導入の概要と論 公共政策大学院）

総説

ラトリーサイエンス
（1884-6076）50巻7号

点

Page390-397
（2019.07）
2019304342 急性期病院における骨粗鬆症性椎体 大石 遼太郎（長野赤十 Journal of Spine

会議録

骨 折 に 対 す る 経 皮 的 椎 体 形 成 術 字病院 整形）, 出口 正 Research（1884-7137）
治療効果とかかる医療費の問題

男

10巻3号 Page648
（2019.03）

2019304277 年齢層別の後方経路腰椎椎体間固 藤原 啓恭（国立病院機 Journal of Spine

会議録

構 大 阪 南 医 療 セ ン タ Research（1884-7137）

定術の費用効用分析

ー 整形）, 小田 剛紀, 森 10巻3号 Page616
口 悠, 牧野 孝洋, 米延 （2019.03）
策雄, 海渡 貴司
2019304031 腰椎後方固定術の費用対効果 80 渡辺 尭仁（函館中央病 Journal of Spine
歳以上の高齢者における検討

会議録

院 脊椎センター）, 金山 Research（1884-7137）
雅 弘, 大 羽 文 博, 吉 川 10巻3号 Page493
慶, 百貫 亮太, 橋本 友 （2019.03）
幸, 岩崎 倫政

2019303928 高齢者腰椎変性疾患に対する低侵 和田 明人（東邦大学 整 Journal of Spine
襲固定術の術式比較
対効果

会議録

）, 柘植 新太 Research（1884-7137）
その医療費 形（大森）
郎, 長 谷 川 啓 二, 福 武 10巻3号 Page440
勝 典, 中 村 一 将, 佐 古 （2019.03）
大成, 高橋 寛

2019303759 多椎間の腰椎椎体間固定術の適応 藤原 啓恭（国立病院機 Journal of Spine
疾患に対する手術治療の低侵襲化 構 大 阪 南 医 療 セ ン タ Research（1884-7137）
に向けた術式選択 費用効用分析を ー 整形）, 小田 剛紀, 森 10巻3号 Page346
加えた検討

口 悠, 牧野 孝洋, 米延 （2019.03）
策雄, 海渡 貴司

会議録

2019302362 オーストラリアの乳癌女性における Gao Lan（Deakin
一次予防としてのlipegﬁlgrastimの

Health Economics,

費用効果分析 モデル化経済的評

Centre for Population

価（Cost-eﬀectiveness analysis of

Health Research,

lipegﬁlgrastim as primary

Faculty of Health,

prophylaxis in women with breast

Deakin University）, Li

cancer in Australia: a modelled

Shu-Chuen

Breast Cancer（1340-

原著論文

6868）25巻6号

/比較研

Page671-680

究

（2018.11）

economic evaluation）
（英語）
2019301640 非侵襲的人工呼吸の費用対効果

Nicolini Antonello

急性呼吸不全における分析と影響に （Respiratory Diseases
関する簡潔なナラティブレビュー
（Cost-utility of non-invasive

Respiratory

原著論文

Investigation（2212-

Unit, General Hospital）
, 5345）56巻3号
Stieglitz Sven, Bou-

Page207-213

mechanical ventilation: Analysis

Khalil Pierre, Esquinas （2018.05）

and implications in acute

Antonio

respiratory failure: A brief narrative
review）
（英語）

医療費
文献番号

タイトル

2019326552 経験と考察

著者（所属）

出典

論文種別

大腿骨近位部骨折早 植木 正明（西脇市立西 整形外科（0030-5901） 原著論文

期手術の医療費

脇病院 麻酔科）, 深澤 70巻7号 Page745-

/比較研

高 広, 片 岡 君 成, 伊 藤 748（2019.06）

究

淳, 佐藤 啓三
2019316078 先発品からインスリングラルギン 足立 易子（国家公務員 くすりと糖尿病（2187- 原著論文
BS注ミリオペン「リリー」への変更 共済組合連合会舞鶴共 6967）8巻1号
における医療費抑制と患者意識の実 済病院 薬剤科）, 堀 哲 Page192-198
態調査から考えられた薬剤師の積極 史, 神谷 量子, 銭 瑶子, （2019.06）
澤井 健太, 多賀野 正嗣,

的関与の成果

伊 藤 公 博, 竹 田 和 也,
藤村 保夫

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019336298 里子の医療制度に対する医療者の理 石崎 優子（関西医科大 子どもの心とからだ

論文種別
会議録

解度と里親・養親が医療機関に望む 学 小児科）, 古川 恵美, （0918-5526）28巻2号
こと 心と身体の専門家が果たすべ 柳 本 嘉 時, 竹 中 義 人, Page242（2019.08）
き役割

長濱 輝代, 金子 一成

2019334040 政 府 の「 成 長 戦 略 」
「 骨 太 の 方 針 上條 英之（東京歯科大 日本歯科評論（02892019」等からみた歯科医療現場の 学 歯科社会保障学）

0909）79巻8号

発展

Page145-148

診療報酬改定と医療保険制

度改革などの方向性

（2019.08）

解説

2019331238 アジア諸国からの私費留学生の日本 蔡 点南（都築育英学園 日本医療マネジメント
の医療制度に対する意識に関する研 日本経済大学大学院）

会議録

学会雑誌（1881-2503）
20巻Suppl. Page229

究

（2019.07）
2019315963 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）46巻8号
Page39-41（2019.08）

情報を速読する（第41回） 2020年
4月診療報酬改定を先読みする「急
性期入院基本料の課題と論点」
2019315420 中国農村部における社会福祉制度の 賈 子申（佛教大学）
改革が持つ意味と役割

日本保健医療行動科学

会議録

会学術大会プログラム・

国家医療

抄録集34回 Page50

保障局の設立とその活動を追う

（2019.06）
2019315414 東洋医学に及ぼす医療制度の変化 岡田 裕子（京都大学 人 日本保健医療行動科学
家庭内治療で用いられる鍼灸術に注 間・環境学研究科）

会議録

会学術大会プログラム・
抄録集34回 Page43

目して

（2019.06）
2019311788 研究者の最新動向

都道府県別医 中島 尚登（東京慈恵会 Precision Medicine

解説

療制度パフォーマンスの評価につい 医科大学附属病院 医療 （2434-3625）2巻8号
保険指導室）, 矢野 耕也 Page757-764

て

（2019.07）
2019310756 【よくわかる社会保障制度2019】医 楠元 睦巳（オフィスイ ケアマネジャー 21巻6
療保険

ーケア）

号 Page24-29

解説/特
集

（2019.05）

診療報酬・薬価
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019335711 購買適正化で病院経営強化 目から 中野 一夫（ヘルスケア・ 薬事（0016-5980）61
ウロコの薬価交渉術（第23回） セ システム研究所）

巻11号 Page2001-

ファゾリン供給停止問題が意味する

2002（2019.08）

論文種別
解説

もの
2019331679 【病院における原価計算の現状-第1 世古口 務（松阪市民病 病院羅針盤10巻150号
回原価計算アンケート調査報告-】

院 総合企画室）

Page10-20（2019.07） 集

2019331260 院内の既存データを用いた原価計算 小 川 陽 平（ メ ハ ー ゲ 日本医療マネジメント
の精度に関する考察

ン 医療経営支援課）

解説/特
会議録

学会雑誌（1881-2503）
20巻Suppl. Page233
（2019.07）

2019331259 病棟別原価計算の結果を開示した際 小 川 陽 平（ メ ハ ー ゲ 日本医療マネジメント
の効果に関する報告

ン 医療経営支援課）

会議録

学会雑誌（1881-2503）
20巻Suppl. Page233
（2019.07）

2019331258 診療科別原価計算の納得感に関する 小 川 陽 平（ メ ハ ー ゲ 日本医療マネジメント
調査結果について

ン 医療経営支援課）

学会雑誌（1881-2503）
20巻Suppl. Page233
（2019.07）

会議録

2019330922 外来化学療法・入院化学療法原価 大嶋 悠一（創起会くま 日本医療マネジメント

会議録

計算における経営分析についての一 もと森都総合病院）, 和 学会雑誌（1881-2503）
20巻Suppl. Page176

泉孝

考察

（2019.07）

医業経営
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2019327736 医師事務作業補助者の病院経営に 川角 朝美（国立病院機 日本医療マネジメント
与える影響の解析 収支面から

論文種別
原著論文

構福山医療センター）, 学会雑誌（1881-2503）
村上 敬子, 稲垣 優, 岩 20巻1号 Page37-40
垣 博巳, 沖田 哲美

（2019.06）

2019311591 久留米大学病院、久留米大学医療セ 桑木 光太郎（久留米大 久留米医学会雑誌

原著論文

ンターにおけるレセプトデータによ 学 医学部公衆衛生学講 （0368-5810）82巻3号
る診療行為の分析とその活用につい 座）, 宮本 貴宣, 梶原 晃, Page111-118
て

佐藤 敏信

（2019.03）

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

論文種別

2019337895 新しい解析技術による先天性代謝異 仁 井 見 英 樹（ 富 山 大 ビタミン（0006-386X） 会議録
常や感染症の検出 感染症における 学 医学部臨床分子病態 93巻8号 Page352新たな迅速検査技術と医薬品製造品 検査学）

353（2019.08）

質管理法の開発
2019333823 【動物実験規程に基づく教育訓練-そ 渡邊 利彦（中外製薬）
の現状と課題-】製薬企業における創

解説/特

9147）77号 Page11-

集

13（2019.07）

薬研究者を対象とした教育訓練
2019332398 サルファ剤の発見とその影響

LABIO 21（1345-

小林 力（日本薬科大学） 薬史学雑誌（0285-

解説

2314）54巻1号
Page13-18（2019.06）
2019316566 【ファイトケミカルの最前線】複雑 袴塚 高志（国立医薬品 医学のあゆみ（0039系成分からなる生薬・漢方製剤の臨 食 品 衛 生 研 究 所 生 薬 2359）270巻8号
部）

床応用

解説/特
集

Page595-599
（2019.08）

2019316435 小児医学最近の進歩

新生児の薬 関根 祥子（医薬品医療 小児科（0037-4121）

物治療を取り巻く状況

解説

機器総合機構 小児医薬 60巻9号 Page1295品ワーキンググループ）, 1302（2019.08）
佐藤 淳子

2019315971 希少がん入門（第47回） 希少がん 清水 俊雄（国立がん研 Clinic Magazine
究センター中央病院 先 （0389-7451）46巻8号

と新薬開発治験

端医療科）
2019315167 【最も修復しにくい臓器

解説

Page58-59（2019.08）

中枢神経 山下 俊英（大阪大学大 実験医学（0288-5514） 解説/特

を再生せよ!炎症・グリア・臓器の 学院 医学系研究科分子 37巻13号 Page2129連環が織りなすメカニズムから機能 神経科学）
回復に挑む】軸索再生阻害因子を標
的とする神経回路修復治療薬の開発

2134（2019.08）

集

