医療経済関係研究論文（2 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

2012044207 年間医療費削減の観点からの人間 福井敏樹（NTT 西日本 香川県医師会誌
ドック健診の医療経済学的検討

論文種別
会議録

高松診療所 予防医療セ （0288-3201）64 巻特別
ンタ），山内一裕，丸山 Page79（2011.09）
美江，中溝育子，安部
陽一，佐藤真美

2012043071 医政展望 日本の医療政策の現状と 中川俊男（日本医師会） 新潟県医師会報
課題

解説

（0912-2796）739 号
Page9-12（2011.10）

2012039963 我が国の臨床神経学の発展のための 黒岩義之（横浜市立大学 臨床神経学
神経内科医の経済的基盤の確立 医 神経内科）

解説

（0009-918X）50 巻 11 号
Page1052-1054（2010.11）

療経済的基盤と制度変革 包括医療
制度と神経生理学検査の話題を中心
に

2012035610 長寿化した社会からみえる運動器障 林泰史（東京都リハビリ The Japanese Journal of 会議録
害、歩行障害への対策 ロコモティ テーション病院 整形外 Rehabilitation Medicine
ブシンドロームとメタボと認知症 ロ 科・リウマチ科），伊藤 （1881-3526）48巻Suppl.
コモティブシンドロームと医療経済 真梨，佐々木喜子

PageS105（2011.10）

2012016248 透析医療と経済 透析医療の質を維 武本佳昭（大阪市立大学 日本血液浄化技術学会会誌 解説
持・向上させるための医療経済的戦 大学院 医学研究科 泌尿 （2185-5927）19 巻 1 号
略

器病態学）
，長沼俊秀

2012012296 教育への投資は健康を改善するか? マイケル・グロスマン
山田直志教授追悼記念講演

Page19-22（2011.08）
医療経済研究

解説

2011 （ニューヨーク市立大学 （1340-895X）23 巻 1 号

年 9 月 19 日 医療経済学会第 6 回研 大学院 全米経済研究所） Page21-38（2011.10）
究大会
2012011902 【子宮頸癌-予防と妊孕性温存のため 福田敬（東京大学大学院 臨床婦人科産科
の治療戦略】

医学系研究科 臨床疫学・ （0386-9865）65 巻 10 号 特集

予防戦略 HPV ワクチンの医療経済 経済学）
学

解説／

Page1221-1224（2011.10）

2012011486 【RSウイルス感染症対策up to date】 大日康史（国立感染症 小児科

解説／

RSウイルス感染症対策の医療経済学 研究所感染症情報セン （0037-4121）52 巻 11 号 特集
Page1529-1534（2011.10）

ター）
，菅原民枝

2012010053 【MRSA 感染症の新規治療薬-ダプト 三鴨廣繁（愛知医科大学 化学療法の領域

解説／

大学院 医学研究科 感染 （0913-2384）27 巻 10 号 特集

マイシン-】

Page2365-2373（2011.09）

ダプトマイシンによる治療期間と医 制御学）
，山岸由佳
療経済効果に関する海外のエビデン
ス
2012009333 【アルツハイマー病】

糟谷昌志（東北大学大学 最新医学

解説／

予防・管理 アルツハイマー病にお 院 医学系研究科 高齢者 （0370-8241）66巻9月増刊
ける医療経済分析

特集

高次脳医学寄附講座）， Page2184-2190（2011.09）
目黒謙一

2012008936 術後疼痛管理における患者自己調節 柴田ゆうか（広島大学病 日本手術医学会誌
鎮痛の医療経済と課題

会議録

院 薬剤部），櫻下弘志，（1340-8593）32巻Suppl.
木平建治，濱田宏，安田 Page85（2011.09）
季道，新畑知子，村田
良江

2012004241 近未来の社会福祉の枠組みと仕組み 二木立（日本福祉大学） 社会福祉学

解説

（0911-0232）52 巻 2号

2009 年政権交代後の医療政策と近

Page138-141（2011.08）

未来の医療政策の枠組み・仕組み

2012001959 感染制御認定および専門薬剤師によ 北村正樹（東京慈恵会医 日本病院薬剤師会雑誌

原著論文

る医療経済を含めた病院感染制御活 科大学附属病院），赤松 （1341-8815）47 巻 8号
動への貢献度実態調査

孝，池上英文，北原隆 Page962-964（2011.08）
志，白石正，高田勝利，
唯野貢司，継田雅美，
前田頼伸，村木優一，
森健，日本病院薬剤師
会平成 22 年度学術委員
会学術第8 小委員会

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

2012046005 病院改革に一役買った新しい持効性 小林和人（山容病院）
注射剤

出典
精神看護

論文種別
解説

（1343-2761）15 巻 1号
Page54-59（2012.01）

2012045791 医療療養病床における精油の活用 佐藤玲子（長谷川会湘 薬事新報

原著論文

老人性皮膚乾燥症・そう痒症に対す 南ホスピタル 薬剤科），（0289-3290）2711号
るラベンダー使用例

寺 澤 明 子 ， 土 田 祥 子 ， Page9-13（2011.12）
浅井梨沙

2012045576 Bedside Teaching わが国の高齢者 川上健司（国立病院機構 呼吸と循環
に対する肺炎球菌ワクチンの定期接 長崎川棚医療センター （0452-3458）59 巻 12 号
種化は必要か?

呼吸器内科），赤沢学， Page1227-1231（2011.12）
大石和徳

解説

2012045068 【SU 薬からインクレチン関連薬まで 小林正稔（東京大学大学 糖尿病ケア
制する糖尿病のくすり総まとめ】

院 医学系研究科 糖尿病･ （1348-9968）8 巻 12号

糖尿病経口薬総まとめ チアゾリジ 代謝内科）
，植木浩二郎

解説／
特集

Page1172-1177（2011.12）

ン薬
2012044407 肺炎球菌ワクチン接種後の市中肺炎 御子柴雅樹（松本市立 日本病院薬剤師会雑誌
入院患者の検討

原著論文／

波田総合病院 薬剤科），（1341-8815）47 巻 11 号 比較研究
清水幹夫

Page1421-1424（2011.11）

2012044086 【VPD を制御するためのわが国の課 中込とよ子（長崎大学 綜合臨床

解説／

題】

大学院 医歯薬学総合研 （0371-1900）60 巻 11 号 特集

ロタウイルスワクチン

究科 感染免疫学講座）， Page2283-2292（2011.11）
中込治，野口篤子，高橋
勉

2012044082 【VPD を制御するためのわが国の課 竹内正人（東京大学医学 綜合臨床

解説／

題】

部附属病院 小児・周産・ （0371-1900）60 巻 11 号 特集

Hib・肺炎球菌ワクチン

女性科診療部門）

2012043813 Best of Digital ざ・ジルコニアセラ 斉藤勇（I.S.Dental）

Page2253-2258（2011.11）
ZERO10巻1 号

解説

Page10-30（2011.01）

ミックス（Vol.02） New Thermal
Treatment & Zeno Star

2012043731 DPC 包括支払いにおける医薬品費 山本紗央里（早稲田速記 日本医療秘書学会
節約の効果

解説

医療福祉専門学校 病院 学会誌6 巻
管理科）
，西濱英美

Page46-49（2009.05）

2012043076 介護予防の効果に関する実証分析 伊藤和彦（東京都教育 医療と社会
「介護予防事業等の効果に関する総 庁）
，大渕修一，辻一郎 （0916-9202）21 巻 3 号

原著論文／
比較研究

Page265-281（2011.10）

合的評価・分析に関する研究」にお
ける傾向スコア調整法を導入した運
動器の機能向上プログラムの効果に
関する分析

2012043074 医療技術評価（HTA）の政策立案へ 葛西美恵（エーザイ）， 医療と社会

解説

の活用可能性（後編） 海外の動向 小林慎，池田俊也，「医 （0916-9202）21 巻 3 号
とわが国における課題

療技術評論（HTA）の政 Page233-247（2011.10）
策立案への活用可能性」
研究会

2012042678 介護老人福祉施設における経口維持 中根綾子（東京医科歯 老年歯科医学
加算算定による施設の経済的効果

会議録

科大学大学院 医歯学総 （0914-3866）26 巻 2 号
合研究科 高齢者歯科学 Page115-116（2011.09）
分野），柴野荘一，栩木
紫緒，若杉葉子，高島
真穂，植松宏

2012042496 当院における医療機器管理システム 久松学（茨城県厚生農業 日本農村医学会雑誌

会議録

『CEIA system』の利用法（第 2 報） 協同組合連合会総合病 （0468-2513）60 巻 3 号
費用対効果について

院土浦協同病院 臨床工 Page394（2011.09）
学部），高野真史，上野
信一

2012042385 第一種エネルギー管理指定工場とし 松永尚之（安城更生病 日本農村医学会雑誌
ての当院の省エネへの取り組み

院）
，小林之将，鈴木正和 （0468-2513）60 巻 3 号
Page339（2011.09）

会議録

2012042085 【再確認する FPD 搭載機器のメリッ 森厚嘉（聖隷予防検診 新医療
ト】

センター）

解説／

（0910-7991）38 巻 11 号 特集

検証◆技術面・臨床面での有効性

Page80-82（2011.11）

検診施設の機器への要件から評定す
る

FPD 機器

経済性、運用性等

の多角的視点から
2012042083 病院情報システムの実力を発揮させ 根本大介（日本総合研究 新医療

解説

るためにHISの作法（第8 回） シス 所 総合研究部門 社会・ （0910-7991）38 巻 11 号
テムの追加調達 実施効果を明らか 産業デザイン事業部 医 Page60-61（2011.11）
にすることは必須です

療・医薬イノベーション
グループ）

2012041292 QuantiFERON TB-2G を用いた職員 那須美行（公立野辺地 青臨技会誌

原著論文

健診の検査結果と経費効果分析につ 病院 臨床検査科）
，吹越 （1340-3060）35 巻
いて

由美子，阿部浩，中島 Page23-25（2010.12）
道子，三上泰徳

2012040855 仮想評価法によるドクターヘリの支 横地将文（札幌徳洲会病 日本航空医療学会雑誌
払意思額

貴美，小笠原克彦

Page158（2011.10）

2012040471 平成 21 年度常陸大宮市「口腔機能 高橋健（長谷村国民健康 地域医療
の向上」事業報告（第 3 報） 事業内 保険直営美和診療所）

会議録

（0289-9752）第50回特集
Page1082-1089（2011.07）

容を簡素化し、効果に影響が出たか

2012040321 感染性胃腸炎に対するアウトブレイ 吉武洋子（国東市民病 地域医療
ク防止戦略

会議録

院 診療放射線部）
，寺下 （1346-129X）12 巻 2 号

会議録

院）
，村瀬美子，小野敬子，（0289-9752）第50回特集
Page548-550（2011.07）

亀井孝一郎
2012040222 超高齢社会を迎える我が国の医学・ 井村裕夫（京都大学）

地域医療

解説

（0289-9752）第50回特集

医療の課題

Page14-28（2011.07）
2012039964 我が国の臨床神経学発展のための神 田倉智之（大阪大学大学 臨床神経学

解説

経内科医の経済的基盤の確立 神経 院 医学系研究科 医療経 （0009-918X）50 巻 11 号
Page1055-1057（2010.11）

内科領域の臨床経済学的な価値説明 済産業政策学）
について

2012038172 衛生委員会の衛生管理者となって 2 畑和秀（南砺市民病院 地域医療

会議録

年 病棟看護師業務軽減の成功した 診療技術部），石岡威，（0289-9752）第49回特集
一例

長谷久美子，重倉俊子， Pagenp643-np645
藤 信 美 香 ， 澤 田 康 則 ，（2011.05）
大西真弓，石黒久雄，
深松多津子，手丸理恵

2012037990 薬剤経済学的シミュレーションモデ 海老原恵子（MSD）
，
ルを用いた HPV ワクチン接種の有 Esber Elaine C.

医薬品医療機器レギュラ 総説
トリーサイエンス
（1884-6076）42 巻 10 号

用性の検討

Page869-873（2011.10）
2012037198 健康被害救済制度における協力医療 田端未帆（医薬品医療 アレルギー
機関の負担軽減等への取り組み 医 機器総合機構 健康被害 （0021-4884）60巻 9-10
療費・医療手当診断書様式変更等の 救済部），桂栄美，宮崎 Page1364（2011.10）
評価

生子

会議録

2012036147 回 復 期 リ ハ 病 棟 に お け る 配 合 錠 小橋紀之（適寿リハビリ The Japanese Journal of 会議録
（ARB+Ca 拮抗薬）投与下での血圧、 テーション病院 リハビ Rehabilitation Medicine
脈拍の変化および薬剤費の検討

リテーション科），公文 （1881-3526）48巻Suppl.
PageS369（2011.10）

敦，佐浦隆一

2012034860 関節リウマチの診療における労働生 竹内勤（慶応義塾大学 リウマチ科
産性の評価の意義 より高い治療ゴ 医学部リウマチ内科）

総説

（0915-227X）46 巻 3 号
Page288-296（2011.09）

ールのために

2012034775 肝細胞特異性 MRI 造影剤 Gd-EOB- 岩田邦弘（旭川医科大 日本放射線技術学会雑誌 会議録
DTPA 検査の転移性肝腫瘍検出に関 学附属病院 診療技術部 （0369-4305）67 巻 9 号
する費用効果分析の試み

放射線技術部門），村上 Page1116（2011.09）
昇，宇野貴寛，鈴木達也，
小笠原克彦

2012033835 褥瘡管理を通してみえた看護師の仕 真田弘美（東京大学大 沖縄県看護研究学会集録 解説
事の見せる化とは

学院 医学系研究科 健康 （1882-4986）26 回
科学・看護学専攻 老年 Pagenp1-np7（2010.12）
看護学）

2012033146 仮想評価法を用いた歯の健康に対す 伊藤奏（東北大学大学 口腔衛生学会雑誌

会議録

る支払意思額と社会経済的地位との 院 歯学研究科 国際歯科 （0023-2831）61 巻 4 号
関連について

保健学分野），相田潤， Page430（2011.08）
若栗真太郎，野口有紀，
竹内研時，小坂健

2012033139 世界的な問題である口腔癌と、その Makino Yuka（Division 口腔衛生学会雑誌
リスク因子、保健サービス

会議録

of Preventive Dentistry，（0023-2831）61 巻 4 号

（Global Burden of Oral Cancer, and Department of Oral Page425（2011.08）
Its Relating Risk Factors and Health Health Science，
Graduate
Services）
（英語）

School of Medical and
Dental Sciences，Niigata
University）
，
Ogawa Hiroshi，
Miyazaki Hideo

2012032595 制吐剤予防投与の適正化によるコス 中島誠（国立病院機構 日本医療マネジメント
ト節減効果

長良医療センター 薬剤 学会雑誌
科）
，杉山正

原著論文／
比較研究

（1881-2503）12 巻 2 号
Page85-89（2011.09）

2012031971 【診療の質指標（QI）の動向と実際】 武藤正樹（国際医療福 医薬ジャーナル
Pay for Performance と Quality Indi- 祉大学大学院 医療福祉 （0287-4741）47 巻 9 号
cator

政策領域）

効性と安全性

器科・内科）
，

tatin with cost benefit）
（英語）

Yamakawa Hiro，
Irei Michiko

特集

Page2273-2277（2011.09）

2012031355 費用効果の高いロスバスタチンの有 Awaya Toru（たま循環 日本動脈硬化学会総会
（The efficacy and safety of rosuvas- Oyama Ken，

解説／

プログラム・抄録集
（1347-7099）43 回
Page216（2011.07）

会議録

2012031251 迅速かつ費用効率の高い LDLR 遺伝 Noguchi Tohru（金沢大 日本動脈硬化学会総会
子変異検出法

会議録

学大学院 医学系研究科 プログラム・抄録集

（Rapid and cost-effective method to 脂質研究）
，
detect LDLR gene mutations）
（英語） Nohara Atsushi，

（1347-7099）43 回
Page174（2011.07）

Kobayashi Junji，
Mabuchi Hiroshi
2012031042 中国国内での 1996 〜 2004 年の小児 Feng Xing Lin（中華人 Environmental Health
死亡率における地域格差 疫学的プ 民共和国）
，
ロフィールおよび医療保障

Guo Sufang，

（Regional disparities in child mortality Yang Qing，

原著論文

and Preventive Medicine
（1342-078X）16 巻 4 号
Page209-216（2011.07）

within China 1996-2004: epidemio- Xu Ling，
logical profile and health care cover- Zhu Jun，
age）
（英語）

Guo Yan

2012031002 ヒト T リンパ球好性ウイルス 1 型 Hino Shigeo（メディカル Proceedings of the Japan
（HTLV-1）の特異的地方流行の主要 スキャニング）

総説

Academy Series B, Physical
and Biological Sciences

因としての乳汁伝染の確立 ATL 予

（0386-2208）87 巻 4号

防プログラム長崎

Page152-166（2011.05）

（Establishment of the milk-borne
transmission as a key factor for the
peculiar endemicity of human T-lymphotropic virus type 1（HTLV-1）: the
ATL Prevention Program Nagasaki）
（英語）

2012030842 日本人集団におけるパーキンソン病 Doi Yuriko（国立保健医 Journal of Epidemiology

原著論文

による合併症・死亡の国家的負担を 療科学院 研修企画部），（0917-5040）21 巻 3号
どのように推定するか

Yokoyama Tetsuji，

Page211-216（2011.05）

（How Can the National Burden of Nakamura Yoshikazu，
Parkinson's Disease Comorbidity Nagai Masaki，
and Mortality Be Estimated for the Fujimoto Kenichi，
Japanese Population?）
（英語）

Nakano Imaharu

2012030566 我が国におけるロタウイルス感染症 中込治（長崎大学大学 日本医事新報
の現状とロタウイルスワクチン

解説

院 医歯薬学総合研究科 （0385-9215）4572号
感染免疫学講座），中込 Page73-79（2011.12）
とよ子

2012030413 医療ソーシャルワーカーの働きを検 御牧由子（埼玉医科大学 病院

解説

証する 小児脳脊髄腫瘍患者と家族 国際医療センター がん （0385-2377）70 巻 12 号
への支援におけるMSWの役割
2012030407 【何を目指すチーム医療】

相談支援センター）

Page958-961（2011.12）

川渕孝一（東京医科歯科 病院

解説／

チーム医療に対する診療報酬上の評 大学大学院 医療経済学 （0385-2377）70 巻 12 号 特集
価の検証
2012030335 【血管系の橋渡し研究】
脳血管障害治療薬開発の動向

分野）

Page926-928（2011.12）

山本晴子（国立循環器病 血管医学

解説／

研究センター 研究開発基 （1345-9031）12 巻 4号

特集

盤センター 先進医療・治 Page313-320（2011.11）
験推進部）

2012030125 統計情報活用への招待（第 5 回） 浅田昭司（データ工房） 情報管理
医療・福祉・健康の公的統計

解説

（0021-7298）54 巻 8 号
Page487-495（2011.11）

2012029763 知ってトクする歯科医院経営 財・ 上谷友香（イースリーパ DENTAL DIAMOND
税・労務の管理ノウハウ 歯科医師 ートナーズ）
のための節税講座 開業前からでき

解説

（0386-2305）36 巻 15 号
Page90-94（2011.11）

る節税、繁盛したらすべき節税
2012029596 私達の研究 感染症と国際貢献、国 山本太郎（長崎大学熱帯 化学療法の領域
際支援

医学研究所）

解説

（0913-2384）27 巻 11 号
Page2542-2546（2011.10）

2012029372 医院経営

押しどころ引きどころ 小笠原康二（ディーピー アポロニア

（Vol.47） 財務状況の把握と金融機 エス）

21215号
Page086-089（2011.11）

関への対応（上）

2012028850 【大腸癌の最新事情-防止・治癒を目 鈴木康元（松島クリニ 内科
指して】

解説

ック）

解説／

（0022-1961）108 巻 5 号 特集
Page776-779（2011.11）

《スクリーニングの戦略》内視鏡に
よる大腸がん検診

2012026410 加齢黄斑変性の治療の対費用効用解 相原由季子（東京大学）
， 眼科臨床紀要
析

英樹
2012026096 【爪疾患のすべて】
爪白癬の外用療法

Page995（2011.10）

田中英一郎（新潟大学大 Derma.

解説／

学院 医歯学総合研究科 （1343-0831）184 号

特集

皮膚科学分野）

Page95-99（2011.10）

2012026056 滅菌工程料の算出（第 4 報） 用手 今和泉静枝（自治医科 医療機器学
洗浄滅菌

会議録

柳靖雄，福田敬，橋本 （1882-5176）4 巻 10号

原著論文

大学附属病院 中央材料 （1882-4978）81 巻 5 号
室・中央手術室）

Page375-380（2011.10）

2012025496 診療報酬点数適正化への展開 どの 合志清隆（琉球大学医 日本高気圧環境・潜水

会議録

ように HBO の費用対効果をみるか 学部附属病院 救急部）， 医学会雑誌
急性一酸化炭素中毒における社会的 石竹達也，星子美智子，（0388-5577）46巻Suppl.
損失

玉 木 秀 樹 ， 近 藤 豊 ， Page45（2011.09）
久木田一朗，井上治

2012024505 アルコール関連問題対策基本法（仮 岡村智教（慶応義塾大 日本アルコール・薬物

会議録

称）の制定 わが国の現状と制定の 学 衛生学公衆衛生学）， 医学会雑誌
必要性及び制定手順等へ アルコー 神田秀幸

（1341-8963）46 巻 4 号
Page88（2011.08）

ル関連疾患による経済損失 循環器
疾患との関連から医療コストまで

2012024336 【読影支援システムはここまで来た!】 植田智子（GE ヘルスケ Rad Fan
コンピュータ検出支援装置（CAD） ア・ジャパン X 線営業 （1348-3498）9 巻 11号
の現状と期待

部）

Department of Drug Poli- （0917-6543）26 巻 3 号

（Lessons form Smallpox Eradication cy and Management， Page236（2011.09）
Programs: thinking about the pro- Faculty of Pharmaceutigrams in terms of cost-effectiveness） cal Sciences，University
（英語）

of Tokyo）
，
Tsutani Kiitiro

特集

Page84（2011.09）

2012023807 天然痘根絶プログラムからの知見 Hashimoto Yoshihiko（4th 国際保健医療
費用対効果の観点から

解説／

会議録

2012023805 殺虫剤処理済みの蚊帳は費用対効果 Igarashi Ataru（Depart- 国際保健医療

会議録

が高いか? MIT J-PALによる「推薦 ment of Drug Policy &amp; （0917-6543）26 巻 3号
品」のお勧めについての批判的吟味 Management，Graduate Page235（2011.09）
（Are the insecticide-treated nets School of Pharmaceutical
cost-effective?: Critical appraisal of Sciences，The University
MIT J-PAL Best Buy" recommenda- of Tokyo）
，
tions）
（英語）

Masaki Tomoya，
Sasaki Ryo，
Hashimoto Yoshihiko，
Tsutani Kiichiro

2012022983 安価で効果的なドクターカー運用

長谷川伸之（大田原赤 日赤医学

会議録

十字病院 救命救急セン （0387-1215）63 巻 1号
ター），飯島善之，田崎 Page183（2011.09）
洋太郎，宮原保之，福西
由貴子，宮山文枝，釜井
梢，齋藤由美，鈴木
真由美，細川麻紀
2012021682 花粉症治療における費用分析 レー 谷口由紀（大城クリニッ 日本レーザー医学会誌
ザー治療と内服療法および減感作療 ク）
，大城俊夫，大城貴史，（0288-6200）32 巻 2号
法の比較

佐々木克己

原著論文／
比較研究

Page125-128（2011.08）

2012020411 技師長が語る「機器の買い替えとメ 芳士戸治義（順天堂大学 新医療

解説

ンテナンス」
（第 15 回） 画像診断機 医学部附属順天堂医院 （0910-7991）38 巻 10 号
器更新平均年数上昇の中で、技師の 放射線部）

Page171-173（2011.10）

プロ対応が今問われている
2012020410 民間クリニックにおける 3.0 テスラ 子安英樹（子安脳神経外 新医療
MRI装置導入の意義

科クリニック）

解説

（0910-7991）38 巻 10 号
Page130-133（2011.10）

2012018963 大腸カプセル内視鏡検査の現状と課 田尻久雄（東京慈恵会医 Gastroenterological
題

総説

科大学 内科学講座 消化 Endoscopy
器・肝臓内科）

（0387-1207）53 巻 9号
Page2988-2999（2011.09）

2012017692 緑茶併用は、1 型高ウイルス量高齢 鮫島庸一（掛川市立総合 肝臓

会議録

女性 C 型慢性肝炎に対するペグイン 病院 消化器内科）
，小野 （0451-4203）52巻Suppl.2
ターフェロン/リバビリン療法（Peg- 幸矢，舘佳彦

PageA593（2011.09）

IFN/Rib）の有効性を高める費用対効
果に優れた併用療法である
2012017529 肝拠点病院網と肝診療均てん化の現 板倉潤（武蔵野赤十字病 肝臓
状課題 B 型・C 型慢性肝炎患者に対 院 消化器科）
，泉並木

会議録

（0451-4203）52巻Suppl.2
PageA523（2011.09）

する医療費助成の効用についての検
討

2012013638 インプラント治療における CT 装置 山口敦（和田精密歯研）
， 日本歯科産業学会誌
の普及に関するアンケート調査

西岡航司，和田弘毅

（1342-3606）25 巻 1号
Page53-57（2011.06）

原著論文

2012013418 院内環境におけるメチシリン耐性黄 Goto Takako（新潟大学 新潟大学医学部保健学科紀要 原著論文
色ブドウ球菌（MRSA）の感染対策 医学部 保健学科）
，
管理 経済的評価の展望

Sayama Mitsuko，

（1345-2576）10 巻 1 号
Page17-27（2011.03）

（Infection control management of Sadakata Mieko
methicillin-resistant Staphylococcus
aureus（MRSA）within the hospital
setting: perspective for economic
evaluation）
（英語）
2012011902 【子宮頸癌-予防と妊孕性温存のため 福田敬（東京大学大学院 臨床婦人科産科
の治療戦略】

予防戦略 HPVワクチンの医療経済学 経済学）
2012011659 【
「医療費」&「コスト」再検証!】

解説／

医学系研究科 臨床疫学・ （0386-9865）65 巻 10 号 特集
Page1221-1224（2011.10）

佐藤健（東日本税理士法 保険診療

（Part 4）医療機関のコスト管理入門 人）

解説／

（0385-8588）66 巻 10 号 特集
Page36-43（2011.10）

2012011655 薬剤経済学 費用対効果の評価指標 白神誠（日本大学 薬学 腫瘍内科
（増分費用効果比; ICER）について

解説

部 薬事管理学研究室） （1881-6568）8 巻 3 号
Page276-281（2011.09）

2012011486 【RSウイルス感染症対策up to date】 大日康史（国立感染症研 小児科

解説／

RS ウイルス感染症対策の医療経済 究所感染症情報センタ （0037-4121）52 巻 11 号 特集
学

ー）
，菅原民枝

Page1529-1534（2011.10）

2012011478 【RSウイルス感染症対策up to date】 鈴木宏（獨協医科大学 小児科
Late preterm児とRSウイルス感染

小児科）

解説／

（0037-4121）52 巻 11 号 特集
Page1471-1476（2011.10）

2012011349 医療情報ネットワークの現状と展望 中川正久（全国自治体病 全国自治体病院協議会雑誌 解説
地域医療情報連携の発展シナリオ

院協議会）

（0389-1070）50 巻 10 号
Page1618-1626（2011.10）

2012011080 ジェネリック医薬品の品質と経済性 松原利行（富山県立中 富山県立中央病院医学雑誌 解説
央病院 薬剤部），小出 （0386-8338）34 巻 3-4
久仁子，戸塚清人

Page39-46（2011.09）

2012010215 米国におけるナースプラクティショ 岡野晶子（メイヨークリ 看護管理
ナーの効果

解説

ニック 大腸直腸外科） （0917-1355）21 巻 11 号
Page981-984（2011.10）

2012010053 【MRSA 感染症の新規治療薬-ダプト 三鴨廣繁（愛知医科大学 化学療法の領域
マイシン-】

解説／

大学院 医学研究科 感染 （0913-2384）27 巻 10 号 特集

ダプトマイシンによる治療期間と医 制御学）
，山岸由佳

Page2365-2373（2011.09）

療経済効果に関する海外のエビデン
ス
2012009757 わが国からの胃癌撲滅をめざす具体 浅香正博（北海道大学大 日本内科学会雑誌
的戦略

学院 消化器内科）

解説

（0021-5384）100 巻 9 号
Page2402-2411（2011.09）

2012009755 マイクロスコープ初心者の疑問に答 神田善姫（姫歯科室）， DENTAL DIAMOND

座談会

える 高精度の診療と良好な信頼関 石 川 貴 史 ， 辻 本 恭 久 ，（0386-2305）36 巻 13 号
係の構築のために

三橋純，吉田格

Page140-152（2011.10）

2012006385 進行再発大腸癌に対する経口抗がん 大亀浩久（日本大学 消 日本消化器がん検診学会雑誌 会議録
剤併用療法の費用対効果の検討

化器外科），増田英樹，（1880-7666）49 巻 5 号
高山忠利

Page156（2011.09）

2012005866 RO 水の低回収率採取にて 7 年経過 和田茂（佐々木内科クリ 大阪透析研究会会誌
したRO膜の特性と経費

会議録

ニック 腎センター）
，山下 （0912-6937）29 巻 2号
紗耶加，野村香穂理，高 Page272（2011.09）
貞美，泉水友樹子，加地
美紀，伊藤優子，伊藤
久美子，岡本真由美，奥田
裕重，内尾誠，刀根翔太，
丸山禎之，佐々木敏作

2012005834 日機装社製水処理装置 DRO-EXR の 加門裕之（北巽白鷺ク 大阪透析研究会会誌
使用経験

会議録

リニック 臨床工学科），（0912-6937）29 巻 2号
高 橋 正 人 ， 小 北 克 也 ， Page264（2011.09）
寺田隆久，山川智之

2012005422 【看護部長をうならせる!データで勝 小宮清（聖マリアンナ医 Nursing BUSINESS
負する師長になろう】

科大学）

（1881-5766）5 巻 10 号

ミッション ねだり方"を極めろ!"

解説／
特集

Page878-887（2011.10）

2012002273 EPO からダルベポエチンへの移行 山岸敬（山梨大学医学 山梨透析研究会会誌

会議録

における短期治療効果と経済的効果 部附属病院 泌尿器科・ （1880-9839）27 巻
の検討 膜透析患者において

血液浄化療法部），深澤 Page73-74（2009.03）
瑞也，川口真琴，宮本
達也，神家満学，羽根田
破，鈴木祥司，萱沼賢司，
澤田智史，三神裕紀，
間庭章光，小林英樹，
座光寺秀典，土田孝之，
野村照久，荒木勇雄，
武田正之

2012002272 血液透析患者に対する Hb 維持量及 緒方亮二（すずき会 す 山梨透析研究会会誌
び費用対効果からみた Darbepoetin ずきネフロクリニック）
，（1880-9839）27 巻

原著論文／
比較研究

と rHuEPO の比較検討（前向き介入 長 田 一 元 ， 武 井 勝 也 ， Page67-72（2009.03）
試験）

箭本結花，古屋明美，
井上浩伸，原口和貴，
鈴木斐庫人，小林哲郎

2012000607 I 度高血圧患者の脳卒中予防におけ 内倉健（慶応義塾大学 薬学雑誌

原著論文

るアンジオテンシン変換酵素阻害薬 薬学部 医薬品情報学講 （0031-6903）131 巻 4 号
の Over-the-counter（OTC）薬化を 座 ）， 横 井 伸 至 ， 橋 口 Page571-580（2011.04）
想定した薬剤経済学的評価

正行，望月眞弓

医療費
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

論文種別

2012012574 年齢階級別にみた小児医療費の比較 田中哲郎（長野県長野保 日本小児救急医学会雑誌 原著論文／
検討

健所），石井博子，内山 （1346-8162）10 巻 3 号
有子

Page386-393（2011.10）

比較研究

医療保障制度
タイトル

文献番号
2012044345

著者（所属）

出典

医療保険で OTC 薬が買える英国の 山村重雄（城西国際大学 薬事
PGD 事情（第 2 回） Patient Group 薬学部）

Page1947-1950（2011.11）

韓国医療視察を経験して見えてきた 長谷川正志（豊橋創造大 日本医療秘書学会
医療制度の違い

解説

（0016-5980）53 巻 12 号

Direction（PGD）のあらまし
2012043733

論文種別

解説

学 短期大学部 キャリア 学会誌6 巻
プランニング科），田原 Page53-56（2009.05）
智美

2012043730

患者様へのわかりやすい医療保険情 櫻庭志帆（北海道ハイテ 日本医療秘書学会
報提供

解説

クノロジー専門学校 メ 学会誌6 巻
ディカルシステム学科） Page42-45（2009.05）

2012039963

我が国の臨床神経学の発展のための 黒岩義之（横浜市立大学 臨床神経学
神経内科医の経済的基盤の確立 医療 神経内科）

解説

（0009-918X）50 巻 11 号
Page1052-1054（2010.11）

経済的基盤と制度変革 包括医療制
度と神経生理学検査の話題を中心に
2012039961

我が国の臨床神経学の発展のための 高柳哲也（本郷眼科・神 臨床神経学
神経内科医の経済的基盤の確立 我 経内科）
，田村隆治

解説

（0009-918X）50 巻 11 号
Page1045-1048（2010.11）

が国の神経内科の医療保険の経緯と
問題点について
2012035497

日本の医療保障制度の歴史的問題

渡部幹夫（順天堂大学 医療看護研究

会議録

医療看護学部）
，福田洋，（1349-8630）8 巻 1 号
Page61（2011.09）

田中誠二，鈴木晃仁
2012031042

中国国内での 1996 〜 2004 年の小児 Feng Xing Lin（中華人民 Environmental Health
and Preventive Medicine

死亡率における地域格差 疫学的プ 共和国）
，
ロフィールおよび医療保障

Guo Sufang，

原著論文

（1342-078X）16 巻 4号
Page209-216（2011.07）

（Regional disparities in child mortality Yang Qing，
within China 1996-2004: epidemio- Xu Ling，
logical profile and health care cover- Zhu Jun，
age）
（英語）
2012029869

Guo Yan

医療制度改革と病院の姿 病院経営 梶原聖治（茅ヶ崎徳洲会 医療秘書教育全協誌
への取組

解説

8巻1号

総合病院 事務部）

Page35-39（2008.11）
2012022945

医療制度改革に堪えうる医事業務の 萩平順一（北見赤十字病 日赤医学
進化 当院の取り組み

院 医事課）
，山田剛

会議録

（0387-1215）63 巻 1 号
Page164（2011.09）

2012017560

肝細胞癌の診断および治療の工夫 石川達（済生会新潟第二 肝臓

会議録

診断群包括医療制度（DPC）時代の 病院 消化器内科）
，窪田 （0451-4203）52巻Suppl.2
肝細胞癌治療戦略と今後の課題
2012014791

智之，上村朝輝

PageA538（2011.09）

後期高齢者医療制度における総合評 中澤知早子（高知大学 日本老年医学会雑誌
価 簡易評価における退院支援の利 医学部附属病院 地域医 （0300-9173）48 巻 4 号
用

療連携室），西永正典， Page418（2011.07）
宮野伊知郎，山本定子，
大川真理，山崎直仁，
大崎康史，笹栗志朗，
安田誠史，土居義典

会議録

2012012648

医療制度改革と医療のIT化

小崎繁昭（日本臨床衛生 青臨技会誌
検査技師会）

解説

（1340-3060）33 巻
Page9-12（2008.10）

2012012398

後期高齢者医療制度

改善?改悪? 玉山慶彦（福島県立医科 福島医学雑誌

どっちなの???

解説

大学）
，堤亮介，鳴瀬悠，（0016-2582）61 巻 3号
西浦司人，根橋健，野崎 Page162-166（2011.09）
祐司，野地もも子，間
彩，羽鳥貴士，長谷川
貴之

2012012397

医療保険制度 薬価問題について

高野峻也（福島県立医科 福島医学雑誌

解説

大学 医学部），武内駿，（0016-2582）61 巻 3号
高橋朗子，田中啓一郎， Page160-162（2011.09）
高橋唯，田中彩織，瀧澤
栞，田中詩織，竹石遼平，
田中荘
2012012150

2012012149

2012012148

2012012147

2012012146

2012012145

医療保険、介護保険同時改定を控え 武久洋三（日本慢性期医 JMC: 日本慢性期医療
て どう対処していくか 療養病床が 療協会）

協会機関誌

長期急性期機能を持ったポストアキ

19 巻 4 号

ュートを担う

Page15-16（2011.10）

医療保険、介護保険同時改定を控え 斉藤正身（厚生労働省介 JMC: 日本慢性期医療
て どう対処していくか 療養病床は 護保険部会）

協会機関誌

老健施設との役割分担、協働を重視

19 巻 4 号

していく

Page14-15（2011.10）

医療保険、介護保険同時改定を控え 西澤寛俊（全日本病院協 JMC: 日本慢性期医療
て どう対処していくか 被災地の復 会）

協会機関誌

興の第一は医療・介護提供体制の構

19 巻 4 号

築で、報酬改定が必要

Page13-14（2011.10）

医療保険、介護保険同時改定を控え 宇都宮啓（厚生労働省 JMC: 日本慢性期医療
て どう対処していくか 「地域包括 老健局 老人保健課）

協会機関誌

ケアシステム」の実現に向けた取り

19 巻 4 号

組みを進める

Page12-13（2011.10）

医療保険、介護保険同時改定を控え 鈴木康裕（厚生労働省 JMC: 日本慢性期医療
て どう対処していくか 2012 年同 保険局 医療課）

協会機関誌

時改定の重要ポイントの一つは慢性

19 巻 4 号

期の入院医療

Page11-12（2011.10）

医療保険、介護保険同時改定を控え 原中勝征（日本医師会） JMC: 日本慢性期医療
て

どう対処していくか 東日本大

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

協会機関誌

震災の救援が第一 診療報酬・介護

19 巻 4 号

報酬同時改定は延期を

Page10-11（2011.10）

2012011277 【訪問リハにおける医療保険・介護 金子満寛（ジェネラス） 訪問リハビリテーション 解説／
保険・障害者自立支援法の再確認】

（2185-7911）1 巻 4 号

障害者自立支援法

特集

Page267-272（2011.10）

2012011276 【訪問リハにおける医療保険・介護 山口倫直（グリーンタウ 訪問リハビリテーション 解説／
保険・障害者自立支援法の再確認】 ン呼吸嚥下ケアプランニ （2185-7911）1 巻 4 号
難病の方の訪問リハビリテーション ング），鈴木典子，井上 Page257-265（2011.10）
登太

特集

2012011275 【訪問リハにおける医療保険・介護 寺門貴（志村大宮病院）
， 訪問リハビリテーション 解説／
保険・障害者自立支援法の再確認】 細田忠博

（2185-7911）1 巻 4 号

訪問看護ステーションからの訪問リ

特集

Page251-256（2011.10）

ハビリテーション
2012011274 【訪問リハにおける医療保険・介護 有村正弘（在宅支援複合 訪問リハビリテーション 解説／
保険・障害者自立支援法の再確認】 施設 さくら苑新館）

（2185-7911）1 巻 4 号

老人保健施設からの訪問リハビリテ

特集

Page241-249（2011.10）

ーション
2012011273 【訪問リハにおける医療保険・介護 岡野英樹（真正会 コミュ 訪問リハビリテーション 解説／
保険・障害者自立支援法の再確認】 ニティケア部）

（2185-7911）1 巻 4 号

医療機関からの訪問リハビリテーシ

特集

Page233-239（2011.10）

ョン
2012005668

医療制度 急性期病院における透析 澤井彰（仙台社会保険 日本透析医会雑誌

解説

患者の後方支援の課題 患者のQOL 病院 地域医療連携セン （0914-7136）26 巻 2 号
向上に焦点をあてた地域連携を目指 ター），佐々木恭，佐藤 Page227-230（2011.08）
して

壽伸

診療報酬・薬価
著者（所属）

タイトル

文献番号

2012044268 診療報酬における医療技術の評価

出典

齊藤寿一（社会保険中 社会保険旬報
央総合病院）

論文種別
原著論文

（1343-5728）2476号
Page6-19（2011.11）

， 保健医療研究
2012036743 病院事業の原価情報と人的部門の視 藤本孝一郎（城西大学）
点

原著論文

大内健太郎，坂本眞一郎 （1882-3637）1 号
Page1-17（2009.03）

2012032592 病院での医療原価の推計 都道府県 北澤健文（東邦大学 医学 日本医療マネジメント
立病院と民間病院の比較検討

部 社会医学講座）
，松本 学会雑誌

原著論文／
比較研究

邦愛，瀬戸加奈子，西澤 （1881-2503）12 巻 2 号
寛俊，徳田禎久，長谷川 Page68-74（2011.09）
友紀
2012012397 医療保険制度 薬価問題について

高野峻也（福島県立医科 福島医学雑誌

解説

大学 医学部），武内駿，（0016-2582）61 巻 3 号
高橋朗子，田中啓一郎， Page160-162（2011.09）
高橋唯，田中彩織，瀧澤
栞，田中詩織，竹石遼平，
田中荘
2012010434 家畜共済診療点数表および同付表薬 小林曜子（農林水産省 家畜診療
価基準表の改定

解説

経営局 保険監理官付家 （0287-0754）58 巻 10 号
畜指導斑）
，玉村充

Page623-628（2011.10）

2012006048 平成 22 年 4 月診療報酬改定による 高木英行（日本小児科医 日本小児科医会会報
小児科診療所への影響率調査報告書 会），日本小児科医会社 （0912-1781）41 号
会保険委員会

Page143-144（2011.04）

原著論文

医療関連ビジネス
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012045121 最近の話題 製薬企業の iPS 細胞研 中西淳（武田薬品工業 日本薬理学雑誌
究

論文種別
解説

医薬研究本部 生物研究 （0015-5691）138 巻 5 号
所）

Page221（2011.11）

2012043074 医療技術評価（HTA）の政策立案へ 葛西美恵（エーザイ）， 医療と社会

解説

の活用可能性（後編） 海外の動向 小林慎，池田俊也，「医 （0916-9202）21 巻 3号
とわが国における課題

療技術評論（HTA）の政 Page233-247（2011.10）
策立案への活用可能性」
研究会

2012030980 薬の安全、安心を創り育てる 医薬 平山佳伸（厚生労働省） 薬学雑誌
品開発メーカーへの要望と期待

解説

（0031-6903）131 巻 6 号
Page877-879（2011.06）

2012030303 日本の血液事業の課題 国民、献血 真野俊樹（多摩大学統合 日本医事新報
者へのアンケート調査結果からの考 リスクマネジメント研究 （0385-9215）4570号
察

原著論文／
比較研究

所 医療リスクマネジメン Page28-31（2011.11）
トセンター）

2012027699 なぜ今、早期臨床試験なのか?

早 Shin Sang-Goo

期臨床試験の現状 実施医療機関の （Department of Clinical
取り組み 韓国における早期臨床研 Pharmacology，Seoul
究の現状と方針

臨床評価

解説

（0300-3051）39 巻 2号
Page367-375（2011.10）

National University Hos-

（The current status and policy of pital）
early stage clinical trials in Korea）
（英語）
2012027696 なぜ今、早期臨床試験なのか? 早期 国忠聡（第一三共 研究 臨床評価
臨床試験の現状 製薬企業の取り組 開発本部）
み 国内企業の取り組み

（0300-3051）39 巻 2号
Page349-356（2011.10）

2012027674 動き出したアカデミア発シーズの治 浅田隆太（東北大学未 臨床評価
験 各拠点からの報告

解説

解説

東北大学 来医工学治療開発セン （0300-3051）39 巻 2号

縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー ター）
，青木正志

Page238-243（2011.10）

患者における N-アセチルノイラミ
ン酸の安全性および薬物動態の検討
2012016136 製薬用連続モニタリングに関するコ Appel Ken（Yaisala
ンプライアンス、リスク、所有コス company）
トの比較 有線の、無線、および独

日本 PDA学術誌GMP

解説

とバリデーション
（1344-4891）12 巻 1号

立型モニタリングシステム

Page13-20（2011.02）

（Compliance, Risk and Cost of Ownership Comparisons for Pharmaceutical Continuous Monitoring: Wired,
Wireless and Standalone Monitoring
Systems）
（英語）
2012016135 迅速環境モニタリングの新しいエア Brossard-Desjonqueres 日本 PDA学術誌GMP
ー散布ラーのヴァリデーション

Quitterie（Bertin Tech- とバリデーション

（Validation of a new air sampler for nologies）
rapid environmental monitoring）
（英
語）

（1344-4891）12 巻 1号
Page8-12（2011.02）

解説

2012016134 過酸化水素蒸気の凝縮を生じさせな 小寺恵介（大気社 環境 日本 PDA学術誌 GMP
い無菌室の除染技術について

解説

システム事業部 営業統括 とバリデーション
部 新規プロジェクトHD （1344-4891）12 巻 1 号
室）
，塩原卓也

Page1-7（2011.02）

2012015674 米国治験事情 製薬産業と臨床開発 小河貴裕（SENJU USA） Clinical Research
の実際（第 4 回） 米国での治験制

Professionals25号

度とFDAの承認制度（前）

Page16-22（2011.08）

2012010626 ライフサイエンス研究のための知財 高島一（高島国際特許事 PHARM TECH JAPAN
戦略（第 8 回） 特許戦略に資する 務所）
，山本健二

解説

解説

（0910-4739）27 巻 11 号
Page2223-2231（2011.10）

ための研究開発 実例、判例の特許
戦略への活用

2012001450 製薬企業における精神疾患治療薬の 大郷真（エーザイ エーザ 日本臨床精神神経薬理学 会議録
創薬と開発 アルツハイマー病創薬研 イプロダクトクリエーシ 会・日本神経精神薬理学
究における疾患修飾剤の最近の進歩 ョンシステムズニューロ 会合同年会プログラム・
（Research and Development of New サイエンス創薬ユニット） 抄録集20回・40回
Page59（2010.09）

Drugs for Neuropsychiatric Disorders
in Pharmaceutical Companies
Recent progress of disease-modifying approach to the treatment for
Alzheimer's disease）
（英語）

2012001449 製薬企業における精神疾患治療薬の 鈴木和彦（ノバルティス 日本臨床精神神経薬理学 会議録
創薬と開発 アルツハイマー病治療 ファーマ 開発本部探索 会・日本神経精神薬理学
薬の創薬及び開発

開発部）

会合同年会プログラム・
抄録集20回・40回
Page59（2010.09）

2012001448 製薬企業における精神疾患治療薬の 西川弘之（大日本住友製 日本臨床精神神経薬理学 会議録
創薬と開発 受容体選択性の高い抗 薬薬理研究所）

会・日本神経精神薬理学

精神病薬「ドパミン-セロトニン拮

会合同年会プログラム・

抗薬（DSA）
」の創製

抄録集20回・40回
Page58（2010.09）

2012001447 製薬企業における精神疾患治療薬の 菊地哲朗（大塚製薬 Qs'' 日本臨床精神神経薬理学 会議録
創薬と開発 ドパミン D2 受容体部分 研究所）

会・日本神経精神薬理学

アゴニストの創薬研究の経緯と薬理

会合同年会プログラム・

学的特性

抄録集20回・40回
Page58（2010.09）

