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肝炎をめぐる医療政策

わが国の医療現場を取り巻く環境

現況と展望　わが国の医療現場を取

り巻く環境　医療経済からみた今後

の展望

2012年度診療報酬改定　医療政策

に振り回されない先読み・先行経営

を

政策論から見たわが国医療政策の課

題

外科感染症と医療経済心臓血管手術

におけるSurgical Site Infection（SSI）

と医療経済

外科感染症と医療経済 肝切除にお

けるドレーンの功罪　SSI発生、医

療費の観点から

論文種別

解説

座談会

解説

会議録
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会議録
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医療経済関係研究論文（5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。
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外科感染症と医療経済 医療経済効

果よりみた肝切除後難治性胆汁瘻防

止の重要性

外科感染症と医療経済 医療経済か

らみた周術期感染制御　医療費抑制

と感染制御は両立するか?

外科感染症と医療経済 消化器外科

における手術部位感染制御による医

療費節約効果

社会福祉と医療政策・100話（76～

80話）売り買い医療

山形県の医療政策と連動した山形県

立中央病院のBSC

【海外における医療BSCの動向】

医療政策での医療BSCの活用の可

能性　BSCとSystem Level BSCと

Sustainability カナダ・オンタリオ

州から学ぶ

【高齢化する透析患者を支える】

透析患者と医療経済　透析医療費を

どう考えるか

禁煙治療における医療経済評価

薬価算定における医療経済評価の利

用状況

医療制度・医療経済　臓器移植法改

正後の移植の現況について

医療政策における「自立した患者」

が内包する課題
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da Vinciを使用した根治的前立腺摘

除術

肥育農場におけるSalmonella Choler-

aesuis感染症の発生と生産成績およ

び生産コストの変化

ARB/CCB配合剤導入における経済

効果と薬剤師の役割

【アスリートに対する突然死予防対

策】

アスリートに対するメディカルチェ

ック　その有用性と限界
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日進月歩　Medical Topics 循環器

系領域　高齢化に伴い社会的・医療

経済的に見過ごせない重症大動脈弁

狭窄症の現状

医療経済・医療政策研究の振興に資

するデータ収集・提供に関する検討

医療の未来を拓くシステム構築をめ

ざして　政策、経済、法の視点から

医療経済の視点から

医療経済効果よりみた肝切除後難治

性胆汁瘻防止の重要性

医療経済および手術侵襲からみた

gasless surgeryの評価

抗うつ薬の医療経済的メリット
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看護管理者・看護教育者のためのワ

ンテーマレッスン　ナースマネジャ

ーのためのジェネリック医薬品講座

（Part II）

【電子化が示す診療業務効率化】

大学病院で紙データを研究・臨床に

貢献させるための方法論

【最新ICTツールが変える救急医療】

救急医療を支援するツール選択　救

急現場でのスマートフォンの可能性

と課題　ProRad DiVaを中心に

仮想的市場評価法を用いたロタウイ

ルスワクチンの価値付けに関する検

討

小児領域における注目すべきウイル

ス感染症 リアルタイムPCRによる

小児のウイルス感染症の診断

当院における感染性廃棄物減量のた

めの対策の検証

【学会から世界への学術情報発信-未

来への展望-】

大学図書館から見た電子ジャーナル

の現状と課題

薬剤経済学のための、NNT（治療必

要数）のベイズ推測視覚化ツール

原発性副甲状腺機能亢進症における

MEN1遺伝子診断対象とするクライ

テリア

ロボットアームのコスト・ベネフィッ

ト評価
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補助用ロボットアームの費用対効果

の試算

（Cost-Benefit Evaluation of Assistive

Robotic Arms）（英語）

Surgical Site Infectionと医療費

MRSAのインパクト

NST加算

骨粗鬆症・骨量減少症に対するアレ

ンドロネート治療の費用対効果に関

する検討

禁煙治療における医療経済評価

Palivizumab投与の有無によるRSウ

イルス感染入院医療費の検討

耐糖能異常（IGT）を対象とした2

型糖尿病発症予防におけるvoglibose

の費用対効果分析

医療用医薬品のスイッチOTC薬化

に関する薬剤経済学的検討　一般消

費者の支払意思額調査

鼠径部難治性リンパ漏が五苓散で治

癒した1症例

【Evidence Update 2012】

スタチン　スタチンと心・脳血管イ

ベント　1次予防に関して

【疑問解決　小児の診かた】

小児保健　3歳児健診で尿検査をす

る意味と費用対効果について教えて

ください
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Page74-77（2012.01）

薬局

（0044-0035）63巻1号

Page57-62（2012.01）

小児内科

（0385-6305）43巻増刊

Page983-986（2011.12）

会議録

会議録

座談会

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

原著論文／

症例報告

解説／

特集

解説／

特集



2012116028

2012116008

2012115870

2012115738

2012115737

2012115735

2012115661

2012114842

2012113749

2012113743

2012112742

関節リウマチ治療における抗インタ

ーロイキン-6受容体抗体Tocilizum-

abの薬剤経済分析

汎用画像管理システムの導入とその

評価

DPC対象病院におけるジェネリッ

ク医薬品の使用状況について

C型慢性肝炎患者に対する肝細胞特

異性MRI造影剤Gd-EOB-DTPA検査

の費用効果分析の試み

動的腫瘍増殖モデルによる肝細胞癌

のスクリーニングの費用対効果推定

への影響

フィルムレスシステム移行にともな

う医用画像の利用実態とコストベネ

フィット分析に関する研究

事例に学ぶ医療技術評価（HTA）の

アプローチとその課題

歯周治療における抗菌薬の費用と効

果についての検討

高齢者の低栄養を改善!多職種協働

の栄養ケア（第3回） 高齢者施設に

おける栄養サポートチーム体制のあ

り方

安心・安全な服薬介助　知らないと

怖い!クスリのリスク　介護者が知

っておきたい薬の基礎知識

電子化した転倒リスクアセスメント

及び予防対策の費用最小化分析

田中栄一（東京女子医科

大学附属膠原病リウマ

チ・痛風センター），井上

永介，星大介，中島亜矢

子，桃原茂樹，谷口敦夫，

山中寿

園田浩富（大分大学医

学部附属病院 医療情報

部），三宅秀敏，後藤芳

美，竹内三太郎，柴田

博文，池部真理，上田

康江，相原輝夫

坂本幸平（国際医療福

祉大学大学院），外山

比南子

岩田邦弘（旭川医科大

学附属病院 診療技術部

放射線技術部門），小笠

原克彦

石田博（山口大学医学部

附属病院 医療情報部），

Wong John，坂井田功，

井上裕二

奥好史（鹿児島大学病

院 臨床技術部 放射線部

門），宇都由美子，池田

睦，福島昇，熊本一朗

石田博（山口大学医学部

附属病院 医療情報部），

能登真一，小笠原克彦，

下妻晃二郎，白岩健，

井上裕二

加藤智崇（日本歯科大学

生命歯学部 歯周病学講

座），関野愉，沼部幸博

雨海照祥（武庫川女子大

学 生活環境学部 食物栄

養学科）

藤澤節子（薬局ルンルン

ファーマシー）

飯島佐知子（順天堂大

学 医療看護学部），森田

恵美子，福田敬

薬理と治療

（0386-3603）39巻11号

Page967-979（2011.11）

医療情報学連合大会論文集

（1347-8508）30回

Page1342-1345（2010.11）

医療情報学連合大会論文集

（1347-8508）30回

Page941-942（2010.11）

医療情報学連合大会論文集

（1347-8508）30回

Page481-482（2010.11）

医療情報学連合大会論文集

（1347-8508）30回

Page477-480（2010.11）

医療情報学連合大会論文集

（1347-8508）30回

Page471-474（2010.11）

医療情報学連合大会論文集

（1347-8508）30回

Page214-216（2010.11）

特定非営利活動法人日本歯科

保存学会学術大会プログラム

および講演抄録集135回

Page134（2011.09）

高齢者安心・安全ケア

15巻4号

Page88-93（2011.11）

高齢者安心・安全ケア

15巻4号

Page51-57（2011.11）

医療の質・安全学会誌

（1881-3658）6巻Suppl. 

Page173（2011.10）

原著論文／

比較研究

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

解説

解説

会議録



2012112587

2012111439

2012111438

2012111310

2012111135

2012110302

2012109289

2012104036

2012103764

医療とリスク管理

NST（Nutrition Support Team）の費

用・効果に関する検討

協会けんぽの平成22年4～7月診療

分のレセプトデータを用いた医療費

の分析について

無症候性キャリアを含む40歳の平

均的集団に対するC型肝炎ウィルス

検診の費用効用分析

お小遣いか世帯収入か? 仮想評価

法を用いた歯の健康への支払意思額

との関連

地域で介護予防をどう進めるか、ポ

ピュレーション戦略とハイリスク戦

略 介護予防　これまでの成果と反

省、そして今後の展望

日本における心臓植込み型電気的デ

バイス患者における遠隔モニタリン

グシステムの経済評価

（Economical Evaluation of Remote

Monitoring System in Patients with

Cardiac Implantable Electronic

Devices in Japan）（英語）

抗うつ薬の医療経済的メリット

日本における心血管疾患の残留寿命

リスク

（Residual Lifetime Risk of Cardio-

vascular Diseases in Japan）（英語）

村上陽一郎（東洋英和女

学院大学）

村木健輔（広島大学大学

院 保健学研究科 看護開

発科学講座），田渕啓二，

小林敏生

榎広之（全国健康保険協

会）

朝日健太郎（筑波大学大

学院 人間総合科学研究

科 ヒューマンケア科学

専攻保健医療政策学分

野），大久保一郎

伊藤奏（東北大学大学

院 歯学研究科 国際歯科

保健学分野），相田潤，

竹内研時，小坂健

辻一郎（東北大学大学院

医学研究科）

Nozoe Masatsugu

（Saiseikai Kumamoto

Hospital Cardiovascular

Center），

Honda Toshihiro，

Tanaka Yasuaki，

Sakai Yoshirou，

Yonemura Tomohide，

Kurosaki Ryousuke，

Nakao Koichi

赤沢学（明治薬科大学

公衆衛生・疫学）

Turin Tanvir Chowdhury

（カナダ），

Rumana Nahid，

Okamura Tomonori

医療の質・安全学会誌

（1881-3658）6巻Suppl. 

Page62（2011.10）

日本公衆衛生学会総会抄録集

（1347-8060）70回

Page420（2011.10）

日本公衆衛生学会総会抄録集

（1347-8060）70回

Page420（2011.10）

日本公衆衛生学会総会抄録集

（1347-8060）70回

Page387（2011.10）

日本公衆衛生学会総会抄録集

（1347-8060）70回

Page342（2011.10）

日本公衆衛生学会総会抄録集

（1347-8060）70回

Page65（2011.10）

心電図

（0285-1660）31巻

Suppl.4 Page372

（2011.09）

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21回・41回

Page77（2011.10）

Journal of Atherosclerosis

and Thrombosis

（1340-3478）18巻6号

Page443-447（2011.06）

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

総説



文献番号

2012136384

2012132057

2012118369

医療費

タイトル

推奨運動量レベルの運動習慣と入院

外医療費との関連　藤沢市における

検討

医療給付実態調査による2008年度

の沖縄県における医療費の推計　年

齢階級別医療費の全国値との比較

中国の高齢外来患者にかかる医療費

に対して身体的・精神的・社会経済

的因子が与える影響　天津在住の高

齢者に関する健康調査

（Impacts of physical, mental, and

socioeconomic factors on the outpa-

tient medical care costs of the Chi-

nese elderly: Health survey of the

elderly living in Tianjin）（英語）

著者（所属）

齋藤義信（藤沢市保健医

療センター保健事業課），

小熊祐子，鈴木清美，

相馬純子，田中あゆみ，

吉田幸平，小堀悦孝

桑江なおみ（沖縄県福祉

保健部国民健康保険課），

宮城智恵子，伊志嶺聡子，

仲村加代子

Katayama Kayoko

（Department of Preven-

tive Medicine and Health,

Welfare and Health Poli-

cy，Graduate School of

Human Sciences，Wase-

da University），

Liu Chun-Yan，

Xia Mu-Qun，

Kawahara Naoto，

Machida Kazuhiko

出典

厚生の指標

（0452-6104）59巻2号

Page8-16（2012.02）

沖縄県衛生環境研究所報

（1341-0636）45号

Page37-46（2011.12）

民族衛生

（0368-9395）77巻6号

Page227-239（2011.11）

論文種別

原著論文／

比較研究

原著論文／

比較研究

原著論文／

比較研究

文献番号

2012134470

2012132135

2012128336

2012125019

2012123344

医療保障制度

タイトル

医療保険でOTC薬が買える英国の

PGD事情（第5回） 英国の薬局・

病院事情

医療保険型重度認知症デイケアに期

待されるもの　居宅介護支援事業所

の介護支援専門員へのアンケート調

査より

病期別に見た理学療法の未来図　療

養施設から見た医療制度の現状と課

題

ひきこもりの国際比較　欧米と日本

フランスの「ひきこもり」と医療制

度について

日本と韓国の医療制度の比較　制度

の発展過程から見た

著者（所属）

石井里美（アオイ薬局），

丹羽松弘

濱田真由子（創精会松山

記念病院），藤本嘉弥，

大北米香，須賀哲，亀岡

里美，西村紀子

原司（特別養護老人ホー

ムシクラメン リハビリ

テーション室）

古橋忠晃（名古屋大学

大学院精神健康医学），

Figueiredo Cristina，

Pionne Dax Nancy，

Vellut Natacha，

Fansten Maia，

Castel Pierre-Henri

長谷川正志（豊橋創造大

学短期大学部）

出典

薬事

（0016-5980）54巻2号

Page319-324（2012.02）

日本精神科看護学会誌

（0917-4087）54巻3号

Page138-142（2011.12）

理学療法学

（0289-3770）38巻8号

Page605-606（2011.12）

精神神経学雑誌

（0033-2658）2011特別

PageS-411（2011.10）

医療秘書教育全協誌

10巻1号

Page42-46（2010.11）

論文種別

解説

原著論文

解説

会議録

解説



2012122360

2012122041

2012121695

2012120808

2012120784

2012120769

2012120751

2012120678

2012120656

2012120131

モーリタニア・イスラム共和国の病

院・医療制度評価（Vol.4）

モーリタニア・イスラム共和国の病

院・医療制度評価（Vol.3）

【海外における医療BSCの動向】

カナダ、オンタリオ州の医療制度に

見るBSCの発展とその影響

医療制度改革が目指すもの

コモンズとしての医療制度の重要性

コモンズとしての医療制度の必要性

保険者機能強化と医療制度改革

【認知症と作業療法】

医療保険制度下での認知症患者に対

する作業療法の実例と今後の課題に

ついて　長期入院患者への作業療法

を通して

医療制度改革と今後の方向性

医療保障制度と医療情報ネットワー

ク化状況の国際比較

原野和芳（京都大学 医

学部 公衆衛生学教室），

里村一成，岩永資隆，

中原俊隆

原野和芳（京都大学 医

学部 公衆衛生学教室），

里村一成，岩永資隆，

中原俊隆

Brown Adalsteinn D.

（Public Health Policy，

the Dalla Lana School of

Public Health，Universi-

ty of Toronto），

Eftekhary Sahba，

Prial Richard，

Takahashi Toshiro

辻哲夫（東京大学高齢社

会総合研究機構）

谷口泰弘（岐阜大学大学

院 医学系研究科 医学系

倫理・社会医学分野）

谷口泰弘（岐阜大学大学

院 医学系研究科 医学系

倫理・社会医学分野）

谷口泰弘（岐阜大学大学

院 医学系研究科 医学系

倫理・社会医学分野）

鎌内香織（西仙台病院）

大黒一司（東北文化学園

大学医療福祉学部）

岸田伸幸（早稲田大学大

学院 商学研究科博士後

期課程）

医学のあゆみ

（0039-2359）240巻10号

Page869-871（2012.03）

医学のあゆみ

（0039-2359）240巻8号

Page667-670（2012.02）

医療バランスト・スコア

カード研究

（1349-6662）8巻2号

Page80-91（2011.09）

社会医療研究8巻別冊

Page23-46（2010.03）

社会医療研究7巻

Page110（2009.03）

社会医療研究7巻

Page5-12（2009.03）

社会医療研究6巻

Page5-12（2008.03）

みやぎ作業療法

（1881-333X）4巻

Page21-25（2011.03）

みやぎ作業療法

（1881-333X）1巻

Page5-13（2006.07）

海外社会保障研究

（1344-3062）177号

Page65-76（2011.12）

解説

解説

解説／

特集

解説

会議録

解説

解説

解説／

特集

解説

解説



文献番号

2012124430

2012122283

2012121261

タイトル

原価計算を利用したパス適用症例の

コスト分析への取り組み

病院原価計算手法の再考　手法論か

ら活用論へ[最終回] 原価情報の活用

薬価算定における医療経済評価の利

用状況

著者（所属）

正木義朗（大阪医科大学

附属病院 診療情報管理

室），金森ひろ子，木村

文治

渡辺明良（聖路加国際

病院 事業管理部 財務経

理課）

西尾英敏（国際医療福

祉大学大学院 医療経営

管理分野），三ノ宮浩三，

池田俊也

出典

日本クリニカルパス学

会誌13巻4号

Page391（2011.11）

病院

（0385-2377）71巻3号

Page217-221（2012.03）

薬剤疫学

（1342-0445）13巻Suppl.

PageS66-S67（2008.10）

論文種別

会議録

解説

会議録

診療報酬・薬価

2012119496

2012119422

2012118640

2012118639

2012113674

メタボリックシンドローム予防特別

委員会　平成22年度 「特定健康診

査受診率向上対策の今後のあり方に

関する研究」報告書 「特定健康診

査情報提供票」による医療保険者と

医療機関の連携を考える

医療制度・医療経済　臓器移植法改

正後の移植の現況について

アメリカの雇用主提供医療保険と地

域市場の発展

アメリカの医療保障システムと地域

市場

【病期に分けて「意識」して学ぶ!意

識障害の看護に役立つ知識と技能】

社会支援・医療制度

河野修興（広島大学大

学院 医歯薬学総合研究

科），天野國幹，井上

典子，大奈良了治，岡本

羊子，吉川正哉，佐々木

英夫，高村明雄，田中

純子，土屋隆宏，八田

和彦，服部登，檜谷義美，

槙坪毅，向井一誠，森原

千秋，山根公則，湯浅

澄広，吉原信男，広島

県地域保健対策協議会

メタボリックシンドロー

ム予防特別委員会

石田英樹（東京女子医

科大学 泌尿器科），田邉

一成

櫻井潤（北海道医療大学

看護福祉学部 人間基礎

科学講座）

櫻井潤（北海道医療大学

看護福祉学部 人間基礎

科学講座）

早川洋子（広南病院 看護

部），川熊のぶい，長嶺

義秀，藤原悟

広島医学

（0367-5904）64巻12号

Page651-686（2011.12）

日本透析医会雑誌

（0914-7136）26巻3号

Page382-388（2011.12）

北海道医療大学

看護福祉学部紀要

（1340-4709）18号

Page27-42（2011.12）

北海道医療大学

看護福祉学部紀要

（1340-4709）18号

Page17-26（2011.12）

Brain1巻4号

Page379-385（2011.12）

解説

解説

解説

解説

解説／

特集



2012115862 病院経営分析に関わる原価計算の分

析　診療報酬における画像診断の点

数評価の分析

高橋拓也（兵庫県立大学

大学院 応用情報科学研

究科），丸上輝剛，稲本
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敦子，石崎潤，稲田一樹，
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康法，奈良崎大士，坂東

真衣，山岡肇，松村泰志，

稲田紘

医療情報学連合大会論文集
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会議録

文献番号
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医業経営

タイトル
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響評価の必要性　公立病院へのアン

ケート調査より
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中国における医薬品受託事業

「企業活動と医療機関等の関係の透

明性ガイドライン」について

新薬の承認審査期間に関連する因子

と企業の申請戦略に関する分析

医学統計の視点から考える臨床試験

のストラテジー 医薬品開発の早期

段階で企業統計家に要求されること

医薬品のグローバル開発における日

本の貢献・日本の役割 企業の立場

から　地域性を考慮したグローバル

臨床開発

治験と臨床研究の規制のあり方 企

業の立場から

外資系企業から見た治験・臨床研究

活性化の問題と解決

出典

ファルマシア

（0014-8601）48巻2号
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臨床薬理
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臨床薬理

（0388-1601）42巻Suppl. 
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日本における取組と今後の展望　個

別化医療実現のための日本PGxデ

ータサイエンスコンソーシアムにお

ける取組みの現状と課題

【基礎から拓くDDS創薬フロンティ

ア】

抗体ベンチャー（イーベック）

薬価算定における医療経済評価の利

用状況

臨床試験を安全に実施するための

IRBの役割　被験者保護における使
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ら
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