
医療経済関係研究論文（12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
2019371734 医療の発展と医療政策 加藤 高明（さくら路ク

リニック）
日本医事新報（0385-
9215）4982号 
Page60-62（2019.10）

原著論文

2019369801 回復期における薬剤師の役割と医療
経済評価　回復期リハ病棟における
DOACの適正使用調査から見た課題

西塚 亨（紅萌会福山記
念病院 薬剤科）

広島県病院薬剤師会誌
（1344-0225）54巻3号 
Page181-183
（2019.08）

解説

2019368678 がんゲノム医療政策と遺伝子パネル
検査について

佐々木 毅（東京大学大
学院 医学系研究科 次世
代病理情報連携学講座）

病理と臨床（0287-
3745）37巻9号 
Page890-898
（2019.09）

解説

2019366011 在宅医療は21世紀のイノベーショ
ン　2040年を見据えた医療政策と
在宅医療

迫井 正深（厚生労働省 
大臣官房審議官医政局）

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page89
（2019.07）

会議録

2019365136 閉鎖性骨折手術後の手術部位感染
に対する抗菌薬投与が病院収支に与
える医療経済学的影響

高橋 周矢（帝京大学 医
学部 整形外科学講座）, 
松井 健太郎, 石井 桂輔, 
鈴木 卓, 黒住 健人, 
宮本 英明, 渡部 欣忍, 
阿部 哲士, 河野 博隆

臨床整形外科（0557-
0433）54巻7号 
Page703-706
（2019.07）

原著論文

2019363649 がん薬物療法における牛車腎気丸の
医療経済効果に関する研究

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）, 小菅 孝明, 草鹿砥 
宗隆, 山本 伸一, 笹尾 
玄, 寺師 碩甫, 
稲葉 健二郎

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）70巻別
冊 Page212（2019.06）

会議録



2019359135 薬局薬剤師の薬学的介入により回避
されるリスクと医療経済効果

高口 寛子（福岡大学大
学院 薬学研究科 臨床薬
剤学分野）, 杉本 奈緒美, 
満安 徹也, 松延 千春, 
白谷 智宣, 池内 忠宏, 
兼重 晋, 緒方 憲太郎, 
神村 英利

薬理と治療（0386-
3603）47巻3号 
Page375-382
（2019.03）

原著論文

2019354286 日本における予定外妊娠の医療経済
的評価

大須賀 穣（東京大学大
学院 医学系研究科 産婦
人科学講座）, 
秋山 紗弥子, 村田 達教, 
木戸口 結子

医療と社会（0916-
9202）29巻2号 
Page295-311
（2019.08）

原著論文

2019354283 医療政策ヒストリー座談会録（第5
回）　「1994（平成6）年健康保険法
等改正」

江利川 毅, 島崎 謙治, 
原 勝則, 北川 博一, 
皆川 尚史, 中島 正治, 
新田 秀樹, 三谷 宗一郎

医療と社会（0916-
9202）29巻2号 
Page179-216,243-
262（2019.08）

座談会

2019343546 関節リウマチにおける生物学的製剤
の医療経済学的問題点と今後の展望

田中 榮一（東京女子医
科大学病院 膠原病リウ
マチ痛風センター）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集63回 Page852
（2019.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019371246【遠隔IT集中管理はICUの救世主と

なるか】ICU集中管理が可能にする
もの　本邦における新たなTele-ICU
構築の試みと有用性　課題も含め

高木 俊介（横浜市立大
学附属病院 集中治療部）

新医療（0910-7991）
46巻10号 Page72-75
（2019.10）

解説/特
集

2019371244 情報システムを病院の推進力にする　
診療画像一元化のためのPACSの段
階的構築と今後の計画

中島 孝（国立病院機構
新潟病院）

新医療（0910-7991）
46巻10号 Page54-57
（2019.10）

解説

2019371205【厚生労働省の医系技官業務】診療
報酬改定

堤 雅宣（厚生労働省 保
険局 医療課）

臨床麻酔（0387-3668）
43巻9号 Page1214-
1221（2019.09）

解説/特
集

2019370731 業務を減らして成果を上げる　マン
パワーリソース最大活用を目指す

金城 悠貴（済生会横浜
市東部病院 医事企画室）

病院羅針盤10巻154号 
Page24-28（2019.09）

解説

2019370358 病院・医薬品卸売事業者の連携によ
る医薬品購入価の見直しに関する共
同研究の事例報告

親松 隆浩（済生会横浜
市南部病院 薬剤部）, 
佐藤 透, 赤瀬 朋秀

日本医療経営学会誌
（1883-7905）13巻1号 
Page19-27（2019.08）

原著論文

2019370308【神経疾患のドラッグ・リポジショ
ニング-新時代へ】アルツハイマー病
のドラッグ・リポジショニング

猪原 匡史（国立循環器
病研究センター 脳神経
内科）, 齊藤 聡

BRAIN and NERVE: 神
経研究の進歩（1881-
6096）71巻9号 
Page0961-0970
（2019.09）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2019370002 愛媛プレアボイド報告を用いた保険
薬局薬剤師による薬学的介入事例の
解析と経済学的評価

安永 大輝（愛媛大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
田坂 祐一, 飛鷹 範明, 
田中 守, 浅川 隆重, 
宮内 芳郎, 荒木 博陽, 
田中 亮裕

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）71巻9号 
Page1053-1058
（2019.09）

原著論文

2019369913【徹底比較!よく似た2剤"の使い分
け】尿酸降下薬　アロプリノール
vs.フェブキソスタット（トピロキソ
スタット）"

大谷 直由（大分大学 医
学部 臨床薬理学講座）

薬事（0016-5980）61
巻12号 Page2097-
2104（2019.09）

解説/特
集

2019369899 医薬品用途特許の経済的価値 五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻11
号 Page2271-2274
（2019.09）

解説

2019369802 シミュレーションによる医療経済効
果　入院患者における検討　抗がん
剤のDose Banding導入

野津 和良（広島大学病
院 薬剤部）

広島県病院薬剤師会誌
（1344-0225）54巻3号 
Page185-190
（2019.08）

解説

2019368128 2020年診療報酬改定を見据えて　
医療機器・技術をめぐる課題　眼科
医療機器協会の視点から

田村 誠（国際医療福祉
大学）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）123巻8
号 Page905-906
（2019.08）

会議録

2019368113 健康と医療の架橋について考える 佐藤 智晶（青山学院大
学）, 大西 昭郎

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）50巻8号 
Page436-442
（2019.08）

総説

2019368110 薬剤師のためのバイオ医薬品の品質
管理の実践　近年の動向を踏まえて

舟越 亮寛（鉄蕉会 医療
管理本部 薬剤管理部）

ぎふ病薬: 岐阜県病院
薬剤師会雑誌（0919-
5645）66号 Page37
（2019.09）

会議録

2019367963「健康経営」の投資対効果の分析 新井 卓二（大阪大学大
学院 工学研究科 ビジネ
スエンジニアリング専
攻）, 上西 啓介, 
玄場 公規

応用薬理（0300-8533）
96巻5-6号 Page77-84
（2019.07）

原著論文

2019367722【地域医療促進のための医師・薬剤
師連携-顔の見える連携は可能か-】
ポリファーマシー対策と医療経済

浜田 将太（医療経済研
究機構）

Progress in Medicine
（0287-3648）39巻7号 
Page715-718
（2019.07）

解説/特
集

2019367574 こどもへのカゼ薬の処方を考える　
医薬分業ではなく、医薬連携を!　
日常診療での抗菌薬適正使用に向け
たクリニックの挑戦

前田 雅子（まえだ耳鼻
咽喉科クリニック）

日本小児臨床薬理学会
雑誌（1342-6753）31
巻1号 Page118-120
（2019.）

原著論文



2019364698 生活保護の透析患者への費用効果を
含めた症例

小林 千晴（白木会地域
栄養サポート自由が丘）, 
村上 奈央子, 米山 久美
子, 木下 三和子

日本在宅栄養管理学会
誌（2189-4353）6巻1
号 Page108（2019.05）

会議録/
事例

2019364005 緊張型頭痛に対する鍼治療の有効
性および費用対効果

近藤 宏（筑波技術大学 
保健科学部 保健学科鍼
灸学専攻）, 田中 千里, 
寺澤 智博

全日本鍼灸学会学術大
会抄録集68回 
Page159（2019.05）

会議録

2019363963 前向き症例集積による新規鍼灸受療
患者の治療成績に関する概説

皆川 陽一（帝京平成大
学 ヒューマンケア部鍼
灸学科）, 宮崎 彰吾, 
脇 英彰, 吉田 成仁, 
久島 達也

全日本鍼灸学会学術大
会抄録集68回 
Page138（2019.05）

会議録

2019362488 HPV検査の活用を考える　子宮頸
がん検診における費用対効果を考慮
したHPV検査併用の検討

前濱 俊之（豊見城中央
病院 産婦人科）, 
天久 望美, 宮里 碧沙, 
伊禮 彩, 照屋 敦子, 
呉地 剛, 喜友名 正也

日本臨床細胞学会雑誌
（0387-1193）58巻
Suppl.1 Page158
（2019.05）

会議録

2019362360 顎変形症治療における低価格デスク
トップ3Dプリンタ運用の実際

神尾 崇（東京歯科大学 
口腔顎顔面外科学講座）, 
川上 真奈, 有泉 高晴, 
山村 哲生, 山本 雅絵, 
成田 真人, 高木 多加志, 
柴原 孝彦, 藥師寺 孝

日本顎変形症学会雑誌
（0916-7048）29巻2号 
Page221（2019.05）

会議録

2019361620 人工膝関節全置換術患者に対する経
静脈患者管理鎮痛と周術期多様式
鎮痛薬治療に関する費用対効果の比
較　後向き研究（Comparing Cost 
and Eff ectiveness of Intravenous 
Patient-Controlled Analgesia with 
Perioperative Multimodal Analgesia 
for Post Total Knee Arthroplasty 
Patients: A Retrospective Study）
（英語）

Chen Pik Yu
（Department of 
Anaesthesia and 
Intensive Care, Prince 
of Wales Hospital）, 
Samy Winnie, Ying 
Chee Lun Aaron

JOSKAS（1884-8842）
44巻4号 Page655
（2019.05）

会議録



2019360223 日本での牛のウイルス性下痢監視に
おける、導入牛の法定検査とバルク
乳検査に関する費用対効果の評価
（Assessment of the cost 
eff ectiveness of compulsory testing 
of introduced animals and bulk 
tank milk testing for bovine viral 
diarrhea in Japan）（英語）

Isoda Norikazu（Unit of 
Risk Analysis and 
Management, Research 
Center for Zoonosis 
Control, Hokkaido 
University）, Asano 
Akihiro, Ichijo Michiru, 
Ohno Hiroshi, Sato 
Kazuhiko, Okamoto 
Hirokazu, Nakao 
Shigeru, Kato Hajime, 
Saito Kazuma, Ito 
Naoki, Usui Akira, 
Takayama Hiroaki, 
Sakoda Yoshihiro

The Journal of 
Veterinary Medical 
Science（0916-7250）
81巻4号 Page577-
585（2019.04）

原著論文

2019359135 薬局薬剤師の薬学的介入により回避
されるリスクと医療経済効果

高口 寛子（福岡大学大
学院 薬学研究科 臨床薬
剤学分野）, 杉本 奈緒美
, 満安 徹也, 松延 千春, 
白谷 智宣, 池内 忠宏, 兼
重 晋, 緒方 憲太郎, 神
村 英利

薬理と治療（0386-
3603）47巻3号 
Page375-382
（2019.03）

原著論文

2019358016 タイの小児における肺炎球菌結合型
ワクチンに関する最新の費用対効果
分析（An Updated Cost-
eff ectiveness Analysis of 
Pneumococcal Conjugate Vaccine 
Among Children in Thailand）（英語）

Chotpitayasunondh 
Tawee（Pediatric 
Infectious Disease 
Society of Thailand）, 
Techasaensiri 
Chonnamet, 
Permsuwan Unchalee, 
Saokaew Surasak, 
Dilokthornsakul 
Piyameth, Kengkla 
Kirati, Chaiyakunapruk 
Nathorn

日本小児感染症学会総
会・学術集会プログラ
ム・抄録集50回 
Page341（2018.11）

会議録

2019357558 薬物投与時の意思決定への薬剤師
の関与による薬剤数と薬剤費の削減
（Drug Number and Cost Reduction 
through Pharmacist Participation 
in Medication Decision Making）（英
語）

Bandoh Tsutomu
（Department of 
Pharmaceutical 
Community Health 
Care, Hokkaido 
University of Science）, 
Yamaguchi Shunji, 
Ikemoto Youhei, 
Hayashi Masahiro, 
Shimamori Yoshimitsu, 
Itoh Yoshimi

日本地域薬局薬学会誌
（2187-7823）6巻2号 
Page36-42（2018.12）

原著論文
/比較研
究



2019357319 費用対効果に優れたリンチ症候群関
連子宮体癌のスクリーニング戦略

菅原 多恵（秋田大学医
学部附属病院）, 
佐藤 直樹, 加藤 彩, 
高橋 和江, 金子 恵菜実, 
吉川 諒子, 田村 大輔, 
三浦 康子, 佐藤 敏治, 
清水 大, 寺田 幸弘

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）71巻
臨増 Page S-607
（2019.02）

会議録

2019355915 遺伝性卵巣がんの予防のためのリス
ク軽減卵管卵巣摘出術（RRSO）の
費用対効果の分析（Cost 
eff ectiveness analysis of risk 
reducing salpingooophoredctomy
（RRSO） in preventing hereditary 
ovarian cancer）（英語）

Shin Wonkyo（National 
Cancer Center）, Lim 
Myongcheol

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）71巻
臨増 Page S-171
（2019.02）

会議録

2019355277 出産可能年齢のチリ人女性における
糖尿病の47倍上昇　マルコフモデ
ルおよび先天性欠損予防の費用対効
果（47-Fold rise of diabetes in 
childbearing age Chilean women: 
Markov model and cost-
eff ectiveness of prevention of birth 
defects）（英語）

Olmos Pablo（First 
Center of Biomedical 
Engineering, College of 
Medicine, Pontifi cia 
Universidad Catalica 
de Chile）, Borzone 
Gisella, Poblete Andres

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology Research
（1341-8076）44巻9号 
Page1719-1730
（2018.09）

原著論文

2019354293 乳癌と卵巣癌領域におけるBRCA遺
伝子変異に基づく個別化医療の費用
対効果の解明（英語）

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）

医療と社会（0916-
9202）29巻2号 
Page320（2019.08）

会議録

2019354262【PACS2019～PACS+αで考える
こと～】大容量データ時代のPACS
の経営効果を考える

原瀬 正敏（豊橋市民病
院）

Rad Fan（1348-3498）
17巻10号 Page90-92
（2019.08）

解説/特
集

2019353803 腰痛診療ガイドライン2019の鍼治
療に関する誤情報

山下 仁（森ノ宮医療大
学 鍼灸情報センター）, 
大川 祐世, 増山 祥子

全日本鍼灸学会雑誌
（0285-9955）69巻3号 
Page156-165
（2019.08）

解説

2019351515 国内の動向　重症化予防の「聖地」、
呉市を深層取材する

浜田 陽太郎（朝日新聞
社）

社会福祉研究（0286-
2980）135号 
Page111-117
（2019.07）

解説

2019351207 最適処方に導くアカデミック・ディ
テーリング　基礎薬学とエビデンス
活用による処方支援　最適な薬物治
療に向けたアカデミック・ディテー
リングの意義と役割

山本 美智子（熊本大学
大学院 生命科学研究部
（薬学系））, 廣澤 伊織, 
土肥 弘久

薬学雑誌（0031-6903）
139巻8号 Page1073-
1079（2019.08）

総説

2019350150【大腸ポリープ取り扱いのUp to 
Date】5mm以下のポリープ　経過
観察を推奨する根拠が乏しいと考え
る立場で

竹内 洋司（大阪府立病
院機構大阪国際がんセ
ンター 消化管内科）, 
七條 智聖

臨床消化器内科（0911-
601X）34巻9号 
Page1075-1081
（2019.07）

解説/特
集



2019349870 切除不能非小細胞肺がんにおける化
学療法の費用対効果に関する研究　
pemetrexed・bevacizumabの承認
前後を比較して

寺田 亜規代（静岡市立
静岡病院 薬剤部）, 
木村 緑, 岡本 敬久, 
嘉屋 道裕, 中條 倫成, 
朝田 和博, 赤瀬 朋秀

医療薬学（1346-342X）
45巻7号 Page386-
395（2019.07）

原著論文
/比較研
究

2019348645 当院におけるトレーサビリティ機能
付き冷蔵庫キュービックスの有用性
の検討

木村 元範（慶応義塾大
学医学部附属病院 薬剤
部）, 村松 博, 中田 英夫, 
磯上 一成, 石川 春樹, 
我妻 秀和, 遠藤 久実子, 
望月 眞弓

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
4号 Page192
（2019.03）

会議録

2019348644 がん薬物治療の進歩と薬剤コストの
トレンド

山口 直也（立命館大学）, 
林 永周, 仙石 慎太郎, 
児玉 耕太

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
4号 Page191
（2019.03）

会議録

2019348643 夜間・救急医療院外処方箋内容を
OTC薬に変更した場合の医療費削
減の可能性　佐賀県唯一の24時間
フルオープン薬局の実態

寺井 大輝（らいふ薬局）, 
村田 雄介, 末次 祐子, 
遠城寺 宗近, 大石 学

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
4号 Page191
（2019.03）

会議録

2019348563 薬局薬剤師の薬学的介入により回避
されるリスクと医療経済効果

高口 寛子（福岡大学 院
薬）, 杉本 奈緒美, 
満安 徹也, 松延 千春, 
白谷 智宣, 池内 忠宏, 
兼重 晋, 緒方 憲太郎, 
神村 英利

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
4号 Page178
（2019.03）

会議録

2019348562 外来抗がん剤注射のDose banding
導入シミュレーションによる医療経
済効果

本永 正矩（広島大学病
院 薬）, 櫻下 弘志, 
三木 陽介, 泉谷 悟, 
佐伯 康之, 松尾 裕彰

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
4号 Page178
（2019.03）

会議録

2019347889「CKD患者へのNSAIDs適正使用教
育」がもたらした薬剤性腎障害のリ
スク低減と経済的効果　保険薬局に
よる地域交流を通して

渡邉 邦宏（オリーブ薬
局）, 三井所 尊正, 
大江 剛史, 木竹 孝亮, 
満生 清士

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
4号 Page63（2019.03）

会議録

2019346794 胃瘻造設患者の排泄ケア　ビフィズ
ス菌末（BB536）を使用して

増山 和彦（大林会福山
こころの病院）, 
大林 正和, 春田 道雄, 
徳永 季美枝, 
大村 美弥子, 小川 千鶴, 
村尾 美樹, 石井 滋之

福山医学（0917-1835）
24-25号 Page21-25
（2019.03）

原著論文

2019346497 超高齢化社会における医療倫理と医
療制度の方向性

古川 俊治（参議院） 日本気管食道科学会会
報（0029-0645）70巻
2号 Page47-53
（2019.04）

総説



2019345202 日本人慢性便秘症患者におけるリナ
クロチド治療の費用対効果分析

奥村 広之（アステラス
製薬 メディカルアフェ
アーズ本部）, 高尾 健夫, 
東海林 真吾, 中島 淳

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）116巻臨
増総会 Page A425
（2019.03）

会議録

2019342959 インフリキシマブBSの有効性、経
済性、無効例の検討

吉岡 裕（半田市立半田
病院）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集63回 Page686
（2019.03）

会議録

2019342956 関節リウマチ治療における生物学的
製剤の費用対効果

宮 正彦（JA長野厚生連
浅間南麓こもろ医療セ
ンター リウマチ科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集63回 Page685
（2019.03）

会議録

2019342710 NinJaにおける費用および効果の分
析年次報告2017　DMRADs費用再
上昇　費用対効果も悪化

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター リ
ウマチ・膠原病内科）, 
森 俊輔, 松井 利浩, 
當間 重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集63回 Page622
（2019.03）

会議録

2019341956 RAにおけるファーマエコノミクス 田中 榮一（東京女子医
科大学病院 膠原病リウ
マチ痛風センター）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集63回 Page312
（2019.03）

会議録

2019341381 中国におけるdapaglifl ozin療法と
metformin療法の比較から予測され
た費用対効果と大血管合併症
（Cost-eff ectiveness and 
macrovascular complications 
predicted in dapaglifl ozin treatment 
versus metformin treatment in 
China）（英語）

Zhang S.（Peking 
University People's 
Hospital）, Cai X., Shi 
L., Yang W., Gu S., 
Gao X., Chen Y., Nie 
L., Han X., Ji L.

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）9巻Suppl.1 
Page114（2018.12）

会議録

2019341370 EMPA-REG OUTCOME試験のアジ
ア人患者サブグループ解析の結果に
基づいた日本におけるempaglifl ozin
の費用対効果分析（Cost-
eff ectiveness analysis of 
empaglifl ozin in Japan based on 
results from the subgroup analysis 
of Asian patients in the EMPA-
REG OUTCOME trial）（英語）

Kaku K.（Kawasaki 
Medical School）, 
Haneda M., Sakamaki 
H., Yasui A., Murata T., 
Ustyugova A., Chin R., 
Hirase T., Shibahara T., 
Hayashi N., Kansal A., 
Kaspers S., Okamura T.

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）9巻Suppl.1 
Page111（2018.12）

会議録



2019339222 認知症の行動・心理症状、介護負
担、就業中の家族介護者における家
庭から仕事へもたらされる葛藤感の
関連（Associations among 
behavioral and psychological 
symptoms of dementia, care 
burden, and family-to-work confl ict 
of employed family caregivers）（英
語）

Sakka Mariko
（Department of Family 
Nursing, Division of 
Health Sciences &amp; 
Nursing, Graduate 
School of Medicine, 
The University of 
Tokyo）, Goto Jun, Kita 
Sachiko, Sato Iori, 
Soejima Takafumi, 
Kamibeppu Kiyoko

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）19巻1号 
Page51-55（2019.01）

原著論文

2019338975 日本における1995～2014年のネフ
ローゼ症候群による若年死亡率およ
びネフローゼ症候群による死亡率の
傾向（Premature mortality due to 
nephrotic syndrome and the trend 
in nephrotic syndrome mortality in 
Japan, 1995-2014）（英語）

Wakasugi Minako
（Division of 
Comprehensive 
Geriatrics in 
Community, Niigata 
University Graduate 
School of Medical and 
Dental Science）, 
Kazama Junichiro 
James, Narita Ichiei

Clinical and 
Experimental 
Nephrology（1342-
1751）22巻1号 
Page55-60（2018.02）

原著論文

2019338913 腰椎変性すべり症に対する除圧固定
術と除圧術単独の直接費用、転帰、
費用効用の比較（Comparisons of 
direct costs, outcomes, and cost-
utility of decompression surgery 
with fusion versus decompression 
alone for degenerative lumbar 
spondylolisthesis）（英語）

Yagi Mitsuru
（Department of 
Orthopedic Surgery, 
Keio University School 
of Medicine）, Fujita 
Nobuyuki, Okada Eijiro, 
Tsuji Osahiko, Nagoshi 
Narihito, Tsuji Takashi, 
Nakamura Masaya, 
Matsumoto Morio, 
Watanabe Kota

Journal of Orthopaedic 
Science（0949-2658）
23巻4号 Page653-
657（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
2019369787 わが国の歯科診療所における診療行

為別歯科医療費の20年間の推移（第
2報）　社会医療診療行為別統計に
よる分析

小椋 正之（厚生労働省 
保険局）

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）54
巻2号 Page108-113
（2019.08）

原著論文

2019363123 医療費からみた骨粗鬆症の現状とは
?　国保データシステムから地域の
骨粗鬆症の現状を考察する

山中 祐二（国立病院機
構東広島医療センター 
看護部）, 渋谷 早俊, 
丸山 尚美, 岩崎 真美, 
山中 恵

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）5巻2号 
Page295-300
（2019.05）

原著論文

医療費



2019339191 介護保険は医療費の負担を減らすか　
後ろ向き高齢者コホート研究（Does 
long-term care insurance reduce 
the burden of medical costs? A 
retrospective elderly cohort study）
（英語）

Choi Jae Woo（College 
of Pharmacy, Yonsei 
Institute of 
Pharmaceutical 
Sciences, Yonsei 
University）, Park 
Eun-Cheol, Lee Sang 
Gyu, Park Sohee, Ryu 
Hwang-Gun, Kim Tae 
Hyun

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）18巻12号 
Page1641-1646
（2018.12）

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
2019371664 後期高齢者医療保険による保健事業

に関する分析　S県後期高齢者医療
広域連合の健康診査への取り組み

里村 一成（京都大学 医
学部 社会健康医学系健
康政策・国際保健学）

医学のあゆみ（0039-
2359）271巻2号 
Page223-225
（2019.10）

解説

2019366143 医療制度と病診連携　病院から在宅
へのアウトリーチの意味

荻野 美恵子（国際医療
福祉大学 医学部 医学教
育統括センター）

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page178
（2019.07）

会議録

2019366142 医療制度と病診連携　病院ソーシャ
ルワーカーの立場から

植竹 日奈（国立病院機
構まつもと医療センタ
ー）

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page178
（2019.07）

会議録

2019366141 医療制度と病診連携　在宅医療に
おける急性期入院と在宅療養後方支
援病院制度

矢崎 一雄（老蘇会静明
館診療所）

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page177
（2019.07）

会議録

2019366140 医療制度と病診連携　長崎市におけ
る在宅療養支援の最近の動向と今後
の課題

安中 正和（安中外科・
脳神経外科医院）, 
藤井 卓, 白髭 豊, 
詫摩 和彦, 出口 雅浩, 
奥平 定之, 川崎 浩二, 
石井 浩二, 土屋 知洋, 
阿保 貴章

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page177
（2019.07）

会議録

2019366139 医療制度と病診連携　病診連携に
おける在宅療養支援診療所のMSW
の役割

松重 明（ゆうの森たん
ぽぽクリニック）

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page176
（2019.07）

会議録

2019366138 医療制度と病診連携　病棟看護師
の実践的考察

秋山 紗知（大和会東大
和病院）

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page176
（2019.07）

会議録

医療保障制度



2019366137 医療制度と病診連携　平成30年度
診療報酬改定を踏まえた病診連携報
酬と有床診療所を介した病診連携の
有用性について

永井 康徳（ゆうの森た
んぽぽクリニック）

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集1回 Page175
（2019.07）

会議録

2019363323 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）

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）70巻別
冊 Page82（2019.06）

会議録

2019350784 泌尿器科医療制度史 岡田 清己（日本大学 医
学部 泌尿器科学教室）, 
山口 健哉, 斎藤 忠則, 
高橋 悟

日本泌尿器科学会雑誌
（0021-5287）110巻3
号 Page153-159
（2019.07）

総説

2019350438 急性リンパ性白血病と診断された医
療保険未加入の外国籍旅行者の一
例

唐津 進輔（順天堂大学
医学部附属浦安病院）, 
近藤 豊, 石原 唯史, 
杉中 宏司, 松田 繁, 
岡本 健, 田中 裕

日本救急医学会関東地
方会雑誌（0287-301X）
39巻3号 Page387-
390（2019.01）

原著論文/
症例報告

2019346497 超高齢化社会における医療倫理と医
療制度の方向性

古川 俊治（参議院） 日本気管食道科学会会
報（0029-0645）70巻
2号 Page47-53
（2019.04）

総説

2019343916 医療立国と企業家としての国家　医
療制度の崩壊を防ぐために

大村 昭人（帝京大学 医
学部）

日本創傷治癒学会プロ
グラム・抄録集48回 
Page45（2018.11）

会議録

2019340903 神経難病患者に対する訪問リハビリ
を含めたケアプラン　医療保険と介
護保険の比較

福永 康（せいこう会ケ
アプランセンター）, 浅
井 宏英, 土肥 美幸, 峯 
誠, 鈴木 裕香, 井本 証
子, 坪井 知子, 上野 知
津子, 保田 晃宏, 阿部 
浩文, 佐藤 崇

臨床神経学（0009-
918X）58巻Suppl. 
Page S442（2018.12）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019369929 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24回）　令
和元年初の薬価交渉をめぐって

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻12号 Page2204-
2206（2019.09）

解説

2019369788 直近10年の歯科診療報酬請求のマ
クロ分析

和田 康志（社会保険診
療報酬支払基金）, 
田口 千恵子, 山田 孝, 
中村 茂, 岡田 優一郎, 
多田 充裕, 黒木 俊一, 
有川 量崇

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）54
巻2号 Page114-119
（2019.08）

原著論文

診療報酬・薬価



2019351907 臨床工学技士の医療機器操作技術
の評価と診療報酬　人工心肺技術

南 順子（東京工科大学 
医療保健学部 臨床工学
科）, 田仲 浩平, 篠原 一
彦, 梅田 勝, 岡本 浩二

医療機器学（1882-
4978）89巻4号 
Page343-352
（2019.08）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2019370308【神経疾患のドラッグ・リポジショ

ニング-新時代へ】アルツハイマー病
のドラッグ・リポジショニング

猪原 匡史（国立循環器
病研究センター 脳神経
内科）, 齊藤 聡

BRAIN and NERVE: 神
経研究の進歩（1881-
6096）71巻9号 
Page0961-0970
（2019.09）

解説/特
集

2019370067 創薬シリーズ　創薬研究の新潮流　
薬理研究者のためのQSPモデリン
グ概論

佐山 裕行（アステラス
製薬 薬物動態研究所）, 
長坂 泰久, 田端 健司

日本薬理学雑誌（0015-
5691）154巻3号 
Page143-150
（2019.09）

解説

2019369942 薬剤師なら知っておきたい　薬剤性
眼障害のキホン（第8回）　薬剤性眼
障害の軽減に向けた製薬企業の取り
組み

中村 雅胤（参天製薬 研
究開発本部）

調剤と情報（1341-
5212）25巻12号 
Page1886-1890
（2019.09）

解説

2019369929 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24回）　令
和元年初の薬価交渉をめぐって

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻12号 Page2204-
2206（2019.09）

解説

2019369900 医薬品工場の設計とトレンド（第7
回）　医薬品工場におけるBIM活用

福間 直樹（日揮）, 
高木 直人, 松田 尚大

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻11
号 Page2275-2279
（2019.09）

解説

2019369899 医薬品用途特許の経済的価値 五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻11
号 Page2271-2274
（2019.09）

解説

2019369896【医薬品製造アウトソーシング】バ
イオ医薬品製造におけるアウトソー
シングの動向

岡入 梨沙（ファーマト
リエ）, 岡村 元義

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻11
号 Page2205-2220
（2019.09）

解説/特
集

2019369895【医薬品製造アウトソーシング】わ
が国の医薬品産業の課題とCDMO
への期待　新しいモダリティ、連続
生産への取り組みを考える

村上 秀樹（シミック
CMO）, 永代 尚武, 
久保庭 均, 倉持 憲路, 
土居 功一, 中島 隆規

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻11
号 Page2185-2200
（2019.09）

座談会/
特集

医療関連ビジネス



2019369680【今後の医薬品医療機器開発のあり
方】「患者レジストリデータを医薬品
等の承認申請資料等として活用する
場合におけるデータの信頼性担保に
関する提言」作成の経緯

柴田 大朗（国立がん研
究センター研究支援セ
ンター 生物統計部）, 
AMED医薬品等規制調
和・評価研究事業「患者
レジストリーデータを用
い、臨床開発の効率化
を目指すレギュラトリー
サイエンス研究」班信頼
性分担班

薬理と治療（0386-
3603）47巻Suppl.1 
Page s9-s12
（2019.08）

解説/特
集

2019368173 産業空調・空気清浄（第3回）　医薬
品製造施設のGMPと空調設備計画

宇治 勝幸（千代田テク
ノエース）, 諏訪 浩太

空気清浄（0023-5032）
57巻2号 Page100-
108（2019.07）

解説

2019359644 製薬企業におけるデジタルパソロジ
ー技術を用いた形態計測に関する調
査

吉川 剛（日本製薬工業協
会）, 洞井 康, 浅岡 由次, 
櫻井 孝信, 菊地 聡美, 
山岡 牧子, 田中 雅治, 
日本製薬工業協会研究
開発委員会

日本毒性病理学会講演
要旨集35回 Page95
（2019.01）

会議録

2019359162 医薬品製造企業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）

Yoshida Go J.
（Department of 
Pathological Cell 
Biology, Medical 
Research Institute, 
Tokyo Medical and 
Dental University）

Journal of 
Occupational Health
（1341-9145）61巻2号 
Page206-207
（2019.03）

レター

2019351210 最適処方に導くアカデミック・ディ
テーリング　基礎薬学とエビデンス
活用による処方支援　メディカル・
サイエンス・リエゾンとは

佐々木 実（田辺三菱製
薬 育薬本部 メディカル
インテリジェンス部）

薬学雑誌（0031-6903）
139巻8号 Page1093-
1095（2019.08）

総説

2019351177 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
（Part 1）

今井 昭生（エーザイ プ
ロダクトクオリティ本部 
日本・アジアリージョナ
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10
号 Page2013-2024
（2019.08）

解説

2019341666 日本学術会議薬学委員会医療系薬
学分科会企画-社会に貢献する医療
系薬学研究の推進-　日本薬剤学会
の立場から

今井 輝子（熊本大学 薬
学部）

薬学雑誌（0031-6903）
139巻3号 Page411-
414（2019.03）

総説


