医療経済関係研究論文（3 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）

2012068149 これからの医療政策と財源 基調講演 坂口力（公明党）

出典
社会保険旬報

論文種別
解説

（1343-5728）2479号
Page18-19（2011.12）
2012068148 これからの医療政策と財源 基調講演 鴨下一郎（自民党）

社会保険旬報

解説

（1343-5728）2479号
Page15-18（2011.12）
2012068147 これからの医療政策と財源 基調講演 桜井充（民主党）

社会保険旬報

解説

（1343-5728）2479号
Page12-15（2011.12）
2012065490 もしドラッカーが病院を経営したら 金谷憲明（札幌麻酔クリ 麻酔
医療経済のモニタリングとは

ニック）

解説

（0021-4892）60 巻増刊
PageS141-S150（2011.11）

2012059336 【大腸癌治療の医療経済学】

樋口由起子（国立がん研 大腸癌Frontier

高額療養費制度からみた医療経済学 究センター 相談支援室）（1882-7373）4 巻 4 号
制度活用の実際と医療ソーシャルワ

解説／
特集

Page380-386（2011.12）

ーカーの役割
2012059335 【大腸癌治療の医療経済学】
英国NICEにおける医療経済評価

福田敬（国立保健医療科 大腸癌Frontier

解説／

学院研究情報支援研究セ （1882-7373）4 巻 4 号

特集

ンター）
2012059334 【大腸癌治療の医療経済学】
DPCからみた医療経済学

Page376-379（2011.12）

石川ベンジャミン光一 大腸癌Frontier
（国立がん研究センター （1882-7373）4 巻 4 号

解説／
特集

がん対策情報センター が Page370-375（2011.12）
ん統計研究部がん医療費
調査室）
2012059333 【大腸癌治療の医療経済学】

松本繁巳（京都大学大学 大腸癌Frontier

外来通院センターからみた医療経済 院 医学研究科 臨床腫瘍 （1882-7373）4 巻 4 号
学 入院治療との比較

薬理学講座）

Page363-369（2011.12）

解説／
特集

2012059332 【大腸癌治療の医療経済学】

加藤健（国立がん研究セ 大腸癌Frontier

分子標的治療薬の医療経済学 生存 ンター中央病院 消化管 （1882-7373）4 巻 4 号
期間へのインパクト
2012059331 【大腸癌治療の医療経済学】
術後補助化学療法の医療経済学

内科）

解説／
特集

Page359-362（2011.12）

石黒めぐみ（東京医科歯 大腸癌Frontier

解説／

科大学大学院 医歯学総 （1882-7373）4 巻 4 号

特集

合研究科 腫瘍外科学）， Page352-358（2011.12）
石川敏昭，植竹宏之，
杉原健一
2012059330 【大腸癌治療の医療経済学】

高椋正俊（東筑会東筑病 大腸癌Frontier

薬物療法の医療経済学 医療費に占 院 消化器科）
める薬剤比率の増加
2012059329 【大腸癌治療の医療経済学】
手術療法の医療経済学

（1882-7373）4 巻 4 号

解説／
特集

Page347-351（2011.12）
猪股雅史（大分大学 医 大腸癌Frontier

解説／

学部 第一外科）
，草野徹，（1882-7373）4 巻 4 号

特集

白下英史，衛藤剛，野口 Page342-346（2011.12）
剛，白石憲男，北野正剛
2012059328 【大腸癌治療の医療経済学】

関口正宇（国立がん研究 大腸癌Frontier

大腸癌のスクリーニングと治療にお センター中央病院 消化 （1882-7373）4 巻 4 号
ける大腸内視鏡の医療経済学

解説／
特集

管内視鏡科）
，松田尚久， Page337-341（2011.12）
玉井尚人，坂本琢，大竹
陽介，中島健，斎藤豊

2012059327 【大腸癌治療の医療経済学】

濃沼信夫（東北大学大学 大腸癌Frontier

がんの医療費 大腸癌化学療法と患 院 医学系研究科 医療管 （1882-7373）4 巻 4 号
者負担
2012059192 医療経済特区の申請

理学分野）

Page326-336（2011.12）

竹中郁夫

日本医事新報

解説／
特集
Q&A

（0385-9215）4573号
Page62-63（2011.12）
2012058669 【骨粗鬆症の臨床最前線】

竹村真里枝（国立長寿医 Bone Joint Nerve

（Part7）医療経済的な観点からの骨 療研究センター病院 整 （2186-1110）1 巻 2 号
粗鬆症治療

形外科）
，原田敦

解説／
特集

Page373-378（2011.07）

2012055393 英国における医療経済評価の政策利 葛西美恵（国際医療福祉 日本医療・病院管理学会誌 解説
用と日本への示唆

大学大学院）

（1882-594X）48 巻 4 号
Page211-219（2011.10）

2012054083 減量手術の医療経済学的分析 滋賀 柿原浩明（立命館大学）
， 日本肥満症治療学会学術集会 会議録
医大と四谷メディカルキューブとの 山本寛，谷徹，笠間和典， プログラム・抄録集29回
比較検討

中里哲也

Page111（2011.06）

2012053527 医療経済の環境変化と歯科医院経営 木村泰久（M&amp ; D 医 歯科学報
の課題

業経営研究所）

会議録

（0037-3710）111 巻 4 号
Page421（2011.08）

2012050704 核医学診療のあり方に関する医療経 奥真也（会津大学先端情 核医学
済学的分析

報科学研究センター 医 （0022-7854）48 巻 3号
学・医療クラスター）

PageS216（2011.09）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2012069201 手術室における経済的な薬剤師のか 山内拓（聖隷浜松病院 薬事新報
かわり

薬剤部）
，塩川満

論文種別
解説

（0289-3290）2719号
Page9-15（2012.02）

2012068224 【うつ状態を理解する-うつ病だけで 佐渡充洋（慶応義塾大学 治療

解説／

はない! さまざまな疾患に付随する 医学部 精神・神経科学 （0022-5207）93 巻 12 号 特集
「うつ状態」を正しく診る】

Page2467-2471（2011.12）

教室）

うつ病の社会的コスト
2012068152 私の診療雑話・手技療法篇

なぜ、 大杉幸毅（日本綜合医学 綜合医学

国民医療費は毎年増えるのか?

解説

34 巻 12 号

会）

Page11（2011.12）
2012068148 これからの医療政策と財源 基調講演 鴨下一郎（自民党）

社会保険旬報

解説

（1343-5728）2479号
Page15-18（2011.12）
2012065322 白内障手術の費用対効果

平塚義宗（国立保健医療 IOL & RS

解説

科学院 医療・福祉サー （1341-3678）25 巻 3 号
ビス研究部）
，小野浩一

Page366-371（2011.09）

2012064548 【最新創薬インフォマティクス活用 五島誠（京都コンステラ･ 遺伝子医学MOOK
マニュアル】

解説／

テクノロジーズ），多門 （1349 -2527）別冊最新 特集

（第 3 章）前臨床・臨床・市販後のイ 啓子

創薬インフォマティクス

ンフォマティクス 有害事象データ

活用マニュアル

ベース『Czeek V』によるファーマ

Page126-131（2011.10）

コビジランス
2012062797 緑内障点眼薬の配合剤の経済性

池田博昭（広島大学 薬 日本緑内障学会抄録集

会議録

剤部），塚本秀利，冨田 22 回
隆志，櫻下弘志，木平 Page114（2011.09）
健治
2012059331 【大腸癌治療の医療経済学】
術後補助化学療法の医療経済学

石黒めぐみ（東京医科歯 大腸癌Frontier

解説／

科大学大学院 医歯学総 （1882-7373）4 巻 4 号

特集

合研究科 腫瘍外科学）， Page352-358（2011.12）
石川敏昭，植竹宏之，
杉原健一
2012059328 【大腸癌治療の医療経済学】

関口正宇（国立がん研究 大腸癌Frontier

大腸癌のスクリーニングと治療にお センター中央病院 消化 （1882-7373）4 巻 4 号
ける大腸内視鏡の医療経済学

解説／
特集

管内視鏡科）
，松田尚久， Page337-341（2011.12）
玉井尚人，坂本琢，大竹
陽介，中島健，斎藤豊

2012058965 中小病院におけるリアルタイム薬品 齋藤進（都留市立病院 薬 日本病院薬剤師会雑誌
管理装置導入による病棟配置薬の削 剤科），志村修一，齋藤 （1341-8815）47 巻 12 号
減と効果

由加，渡辺由佳，佐藤 Page1559-1562（2011.12）
泰子，因泥栄一郎，藤井
則明

原著論文

2012058964 ガラスアンプルカット時に混入する 平郡薫（兵庫県立塚口病 日本病院薬剤師会雑誌

原著論文／

ガラス片のフィルターによる除去に 院 薬剤部）
，西尾孝，平 （1341-8815）47 巻 12 号 比較研究
関する研究 効率性、経済性、除去 田知沙，中晴徹，櫻井 Page1553-1557（2011.12）
率の観点から

秀也，安田喜美子

2012058669 【骨粗鬆症の臨床最前線】

竹村真里枝（国立長寿 Bone Joint Nerve

（Part7）医療経済的な観点からの骨 医療研究センター病院 （2186-1110）1 巻 2 号
粗鬆症治療
2012058353 薬の使い方シリーズ

解説／
特集

Page373-378（2011.07）

整形外科）
，原田敦

Risperidone 稲垣中（慶応義塾大学大 臨床精神薬理

解説

持効性製剤を使いこなす（第 16 回） 学院 健康マネジメント研 （1343-3474）14 巻 12 号
薬剤経済学的な見地から risperidone 究科 日本製薬工業協会 Page2019-2028（2011.12）
持効性製剤の使用を考える

寄附講座 「医薬経済学
教育研究プログラム」），
井上幸恵，小林慎

2012057193 知っておこう薬の豆知識（第 6 回） 大澤光司（全国薬剤師・ 月刊ケアマネジメント
便利?お得?ジェネリックってどんな 在宅療養支援連絡会）

22 巻 11 号

薬 お薬Q&A（その1）

Page54-55（2011.10）

2012057187 【多剤耐性グラム陰性桿菌感染症を 高田徹（福岡大学病院 アニムス
考える-忍び寄る脅威・多剤耐性菌-】 感染制御部）

（1342-0119）16 巻 4号

Q&A

解説／
特集

Page31-40（2011.10）

施設内感染対策の実際 多剤耐性ア
シネトバクターを中心に

2012055393 英国における医療経済評価の政策利 葛西美恵（国際医療福祉 日本医療・病院管理学会誌 解説
用と日本への示唆

大学大学院）

（1882-594X）48 巻 4 号
Page211-219（2011.10）

2012053783 プロスタグランディン点眼液（先発 池田博昭（広島大学 薬 日本緑内障学会抄録集

会議録

品と後発品）の 1 滴容量、点眼可能 剤部），塚本秀利，冨田 21 回
日数、1 日薬剤費、充填量の比較

隆志，櫻下弘志，木平 Page111（2010.09）
健治

2012053050 周産期医療体制 新生児救急搬送体 白石淳（大阪府立母子 日本未熟児新生児学会雑誌 会議録
制の整備

保健総合医療センター （1347-8540）23 巻 3号
新生児科），北島博之， Page477（2011.10）
藤村正哲

2012050598 核医学検査における費用対効果報告 小須田茂（防衛医科大 核医学

会議録

は将来の検査動向を正確に予測しえ 学校 放射線医学講座） （0022-7854）48 巻 3号
PageS47（2011.09）

たか?
2012047840 医療用禁煙補助薬の費用効果分析

江面美祐紀（ファイザー･ 臨床精神薬理

原著論文／

ホールディングズ 政策 （1343-3474）14 巻 10 号 比較研究
調査部），稲垣中，山内 Page1667-1677（2011.10）
慶太，鎌江伊三夫
2012046014 滲出性加齢性黄斑変性の日本人患者 Yanagi Yasuo（東京大学 Japanese Journal of
における効用価値

医学部 眼科学教室）
，

（Utility Values in Japanese Patients Ueta Takashi，
with Exudative Age-Related Macular Obata Ryo，
Degeneration）
（英語）

Iriyama Aya，
Fukuda Takashi，
Hashimoto Hideki

Ophthalmology
（0021-5155）55 巻 1号
Page35-38（2011.02）

原著論文

医療費
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

論文種別

2012060776 日本人高齢者の医療費に及ぼす身体 Yang Guang（東北大学 Geriatrics & Gerontology 原著論文／
活動および身体能力の影響

大学院 医工学研究科 健 International

比較研究

（Impact of physical activity and per- 康維持増進医工学分野）
，（1444-1586）11 巻 2 号
formance on medical care costs Niu Kaijun，

Page157-165（2011.04）

among the Japanese elderly）
（英語） Fujita Kazuki，
Hozawa

Atsushi，

Ohmori-Matsuda Kaori,
Kuriyama Shinichi，
Nakaya Naoki，
Ebihara Satoru，
Okazaki Tatsuma，
Guo Hiu，
Miura Chihaya，
Takahashi Hideko，
Arai Hiroyuki，
Tsuji Ichiro，
Nagatomi Ryoichi
2012058386 救急医療における DPC と従来の出 稲垣伸洋（大分市医師会 九州救急医学雑誌
来高制度による医療費の検討

立アルメイダ病院 救急 （1346-9592）9 巻 1 号

原著論文／
比較研究

科）
，秋月登，渡辺聡志， Page6-9（2010.12）
原田知幸，矢口有乃

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2012068394 【歯科医療の課題と改革の論点〜医 尾崎哲則（日本大学歯学 保団連
科も座してはいられない〜】

部）

（0288-5093）1079号

論文種別
解説／
特集

Page29-34（2011.12）

世界の歯科医療事情の比較 日本の
歯科医療制度の特徴

2012068048 医療保険で OTC 薬が買える英国の 徳吉雄三（徳吉薬局）， 薬事
PGD事情（第 3 回） PGDの実際

飯島伴典

解説

（0016-5980）53 巻 13 号
Page2125-2129（2011.12）

2012064591 医療制度を取り巻く現状と課題

迫井正深（厚生労働省保 日本臨床皮膚科医会雑誌 解説
険局）

（1349-7758）28 巻 5 号
Page580-600（2011.09）

2012052876 女性医学と医療制度

河原和夫（東京医科歯科 日本女性医学学会雑誌
大学大学院 医歯学総合 （2185-8861）19 巻
研究科 環境社会医歯学 Suppl. Page55（2011.10）
系専攻 医療政策学講座
政策科学分野）

会議録

診療報酬・薬価
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012068929 病院管理フォーラム 病院原価計算 渡辺明良（聖路加国際病 病院
手法の再考

論文種別
解説

手法論から活用論へ 院 事業管理部 財務経理 （0385-2377）71 巻 1号

原価の定義とその範囲の再考

課）

Page72-75（2012.01）

（とくなが病院） 医療アドミニストレーター 解説
2012067189 原価管理手法で経営参画意識を高め 山川倫旦
2 巻 21 号

る 小集団部門別採算の導入と効果

Page21-27（2011.12）
2012067188 原価管理手法で経営参画意識を高め 森田直行（KCCS マネジ 医療アドミニストレーター 解説
る 京セラ式病院原価管理手法で経 メントコンサルティング） 2 巻 21 号
Page12-20（2011.12）

営基盤を確立する

2012056070 レセプト残業ゼロの実現 当院の診 若林みえ子（献心会川越 日本医療秘書学会学会誌 原著論文
療報酬業務効率向上の追求

胃腸病院 事務部）
，福島 7 巻
香代子，望月章子，須藤 Page61-62（2010.05）
秀一，望月智行

医療関連ビジネス
タイトル

文献番号

著者（所属）

2012068147 これからの医療政策と財源 基調講演 桜井充（民主党）

出典
社会保険旬報

論文種別
解説

（1343-5728）2479号
Page12-15（2011.12）
2012067924 中国での医薬品開発とレギュラトリ 秦武久（レギュラトリー PHARM TECH JAPAN
ーサイエンス（第1 回）

サイエンス研究所）

解説

（0910-4739）27 巻 13 号
Page2623-2631（2011.12）

2012067916 【グローバルサプライチェーンにお 角田文夫（武田薬品工業 PHARM TECH JAPAN
ける課題とGDP】

品質保証監査室）

解説／

（0910-4739）27 巻 13 号 特集
Page2541-2546（2011.12）

武田グローバル GDP 標準と保管・
流通における品質確保への取組み

2012065033 抗悪性腫瘍薬の初回臨床試験におけ 甲 斐 修 一 ， 西 村 千 尋 ， 医薬品医療機器レギュラ 原著論文
る初回投与量に関するアンケート調 馬庭二郎，柴原健，宮園 トリーサイエンス
査結果

優子，森島英喜，小林 （1884-6076）42 巻 11 号
裕幸，山下康弘，山下 Page999-1009（2011.11）
博久，久野博司，三分
一所厚司，日本製品工
業協会医薬品評価委員
会基礎研究部会

2012059330 【大腸癌治療の医療経済学】

高椋正俊（東筑会東筑病 大腸癌Frontier

薬物療法の医療経済学 医療費に占 院 消化器科）

（1882-7373）4 巻 4 号

特集

Page347-351（2011.12）

める薬剤比率の増加

2012057218 続・知財を学ぶ ネットワーク時代 秋元浩（知的財産戦略ネ 薬学図書館
における研究開発と知財マネジメン ットワーク）

解説

（0386-2062）56 巻 4号
Page353-357（2011.10）

ト

2012057214 医療情報提供データベース 製薬協 島崎眞（バイエル薬品 薬学図書館
ウェブサイト「くすり研究所」につ 広報部），日本製薬工業 （0386-2062）56 巻 4号
いて

解説／

協会広報委員会

Page330-332（2011.10）

解説

2012048579 セラノスティクスとバイオエンジニ 鈴木香（ロシュファー 日本生物工学会大会講
アリング ロシュの個別化医療への マ・ジャパン）

演要旨集平成 23 年度

アプローチ

Page104（2011.08）

会議録

