医療経済関係研究論文（7 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

2012196902 社会福祉と医療政策・ 100 話（81 〜 野村拓（国民医療研究所） いのちとくらし研究所報 解説
85話）反社会保障の風

（1881-3194）38 号
Page42-46（2012.03）

2012196847 【診療報酬改定大特集
療養病棟へ

急性期から 宇都宮将綱

ヒューマンニュートリション 解説／
4巻3号

NST の新たな領域で

特集

Page28-29（2012.05）

求められる管理栄養士の挑戦】
医療経済の視点から 実質マイナス
改定のなかでの増額 この意味をし
っかりと認識すべき
2012195848 DPC下診療と医療経済を考える

東泰志（阿久根市民病 鹿児島県臨床外科学会誌 会議録／
院 外科）
，今村博，山田 （1346-0498）23 巻

症例報告

耕嗣，新田吉陽，坂元 Page14-15（2012.03）
昭彦，田辺元
2012193100 臨床試験の個表データを用いた医療 白岩健（立命館大学 総 日本薬剤疫学会学術総会 会議録
経済評価

合理工学院 生命科学部 抄録集17回
医療政策・管理学）

Page31（2011.11）

2012193098 疾患別のコホートを利用した医療経 五十嵐中（東京大学大学 日本薬剤疫学会学術総会 会議録
済評価の可能性

院 薬学系研究科 医薬政 抄録集17回
策学）

Page29（2011.11）

2012191067 外来化学療法センターにおける制吐 阿部哲也（東京医科大学 東京医科大学雑誌
薬の適正使用および医療経済に関す 内科学第一講座），横山 （0040-8905）70 巻 1 号
る後方視的研究

智央，黒川由衣，早部 Page15-25（2012.01）
紘子，宮里明芽，大里
洋一，鈴木康予，大屋敷
一馬

原著論文

2012187448 当院の MRSA 感染症に伴う医療経 長崎洋司（済生会福岡 日本環境感染学会誌
済面の検討

会議録

総合病院），末永健二，（1882-532X）27巻Suppl.
由井薗陽一，下村武志， Page330（2012.01）
吉村大輔，松田和久

2012185244 ワクチン領域における医療経済評価 白岩健（立命館大学 生 日本薬学会年会要旨集
の分析手法の検討

命）
，五十嵐中，赤沢学，（0918-9823）131年会3号
Page271（2011.03）

池田俊也

2012185007 成人における肺炎球菌ワクチンの医 赤沢学（明治薬科大学）
， 日本薬学会年会要旨集
療経済評価

会議録

杉 森 裕 樹 ， 五 十 嵐 中 ，（0918-9823）131年会3号
Page223（2011.03）

池田俊也

2012182060 テーラーメードの人間ドック健診の 田倉智之（大阪大学大学 人間ドック
確立をめざして 人間ドック健診と 院 医学系研究科）

解説

（1880-1021）26 巻 5号

医療経済
2012180895 医療政策の中での看護の動向

会議録

Page775-785（2012.03）
上野栄一（福井大学 医学 日本看護研究学会近畿・ 会議録
部），一ノ山隆司，明神 北陸地方会学術集会プロ
一浩，松浦純平，上平 グラム・抄録集 24回
Page29（2011.03）

悦子，八塚美樹

2012176136 医療経済の観点からみた今後のホル 岡野浩哉（飯田橋レディ 更年期と加齢のヘルスケア 会議録
モン補充療法の展望

ースクリニック）

（1347-801X）10 巻 2 号
Page281（2012.02）

2012175768 ワクチンの医療経済性の評価 統一 須賀万智（東京慈恵会医 日本衛生学雑誌
的指針の開発と費用対効果の推計

会議録

科大学 環境保健医学講 （0021-5082）67 巻 2号
座）
，赤沢学，五十嵐中， Page292（2012.02）
小林美亜，佐藤敏彦，
白岩健，杉森裕樹，平尾
智広，池田俊也

2012175644 データに基づく医療政策・計画 最 大坪徹也（京都大学大学 日本衛生学雑誌

会議録

前線と将来展開 医療・介護システ 院 医学研究科 医療経済 （0021-5082）67 巻 2号
ムの評価と計画 京都府あんしん医 学分野）
，今中雄一

Page254（2012.02）

療制度プロジェクトの成果と可能性
2012175643 データに基づく医療政策・計画 最 林田賢史（産業医科大学 日本衛生学雑誌

会議録

前線と将来展開 福岡県保健医療介 附属病院 医療情報部），（0021-5082）67 巻 2号
護総合データベースを用いた公衆衛 松田晋哉

Page254（2012.02）

生プログラムの立案と評価
2012175642 データに基づく医療政策・計画 最 藤森研司（北海道大学病 日本衛生学雑誌

会議録

前線と将来展開 National Database 院 地域医療指導医支援 （0021-5082）67 巻 2号
の地域医療計画への活用 課題と展 センター）

Page253（2012.02）

望
2012175641 データに基づく医療政策・計画 最 岡本悦司（国立保健医療 日本衛生学雑誌
前線と将来展開 医療費適正化計画 科学院 医療福祉サービ （0021-5082）67 巻 2号
第 1 期計画の評価と第 2 期計画策定 ス研究部 地域医療シス Page253（2012.02）
への展望

テム分野）

会議録

2012175640 データに基づく医療政策・計画 最 北澤潤（厚生労働省保険 日本衛生学雑誌

会議録

前線と将来展開 レセプト情報・特 局 総務課 保険システム （0021-5082）67 巻 2 号
定健診等情報データベース（NDB; 高度化推進室）

Page252（2012.02）

ナショナルデータベース）の現状に
ついて
2012174013 脊椎手術におけるMIOSと早期退院、 八木省次（高松赤十字病 日本最小侵襲整形外科学会誌 会議録
医療経済学的効果 頸椎低侵襲手術 院 整形外科）

（1348-6098）10 巻 1 号
Page79（2010.12）

における MIOS と早期退院、医療経
済学的効果

2012174012 脊椎手術におけるMIOSと早期退院、 中野恵介（青森整形外科 日本最小侵襲整形外科学会誌 会議録
医療経済学的効果 有床診療所の視 クリニック）

（1348-6098）10 巻 1 号
Page79（2010.12）

点からみた医療経済学的効果

2012174011 脊椎手術におけるMIOSと早期退院、 佐藤公治（名古屋第二 日本最小侵襲整形外科学会誌 会議録
医療経済学的効果「腰椎固定術」に 赤十字病院 整形外科），（1348-6098）10 巻 1 号
おけるMIOSと医療経済学的効果

安藤智洋，片山良仁

Page78（2010.12）

2012174010 脊椎手術におけるMIOSと早期退院、 野村和教（角谷整形外 日本最小侵襲整形外科学会誌 会議録
医療経済学的効果 腰椎内視鏡手術 科病院 整形外科）
，吉田 （1348-6098）10 巻 1 号
における MIOS と早期退院、医療経 宗人，河合将紀，中尾 Page78（2010.12）
済学的効果

慎一

2012173038 集中治療での医療経済に医療者の年 瀧健治（聖マリア病院 救 日本集中治療医学会雑誌 会議録
齢は関係ないか

急科），為広一仁，財津 （1340-7988）19巻Suppl.
昭憲

Page275（2012.01）

2012172908 大規模災害における集中治療の考え 原口義座（にんじん健康 日本集中治療医学会雑誌 会議録
方・哲学の検討 医療経済面も踏ま ひろば）
，星野正巳

（1340-7988）19巻Suppl.
Page248（2012.01）

えて

2012172724 ICU と医療経済 病院運営における 横谷進（国立成育医療研 日本集中治療医学会雑誌 会議録
集中治療の重みを経済的に測る 小 究センター 生体防御系 （1340-7988）19巻Suppl.
児集中治療の原価計算の試みと診療 内科部）

Page214（2012.01）

報酬の考え方
2012172723 ICU と医療経済 病院運営における 岩中督（東京大学大学院 日本集中治療医学会雑誌 会議録
集中治療の重みを経済的に測る 診 医学系研究科 小児外科）（1340-7988）19巻Suppl.
Page213（2012.01）

療報酬における外保連の考え方

2012172722 ICU と医療経済 病院運営における 猪口貞樹（東海大学 医 日本集中治療医学会雑誌 会議録
集中治療の重みを経済的に測る ICU 学部 外科学系救命救急 （1340-7988）19巻Suppl.
の経済性 病院管理者の視点から

医学）

Page213（2012.01）

2012172721 ICU と医療経済 病院運営における 大嶽浩司（自治医科大学 日本集中治療医学会雑誌 会議録
集中治療の重みを経済的に測る 集 地域医療学センター 地 （1340-7988）19巻Suppl.
中治療と医療経済

域医療政策部門）

Page213（2012.01）

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

論文種別

2012197265 【通所リハビリテーションを検証す 土井勝幸（東北福祉会介 地域リハビリテーション 解説／
護老人保健施設 せんだ （1880-5523）7 巻 4 号

る】

通所リハビリテーション・通所介護 んの丘）

特集

Page299-303（2012.04）

の連携による地域生活支援
2012196952 医薬経済学的手法による医療技術評 鎌江伊三夫（東京大学 医薬品医療機器レギュラ 解説
価を考える

EBM、VBM、HTA:概 公共政策大学院）

念を整理する

トリーサイエンス
（1884-6076）43 巻 4号
Page319-324（2012.04）

2012195519 神奈川県下における NST 加算制度 上島順子（海老名総合病 静脈経腸栄養
の現状

原著論文

院 NST）
，谷口英喜，若林 （1344-4980）27 巻 2号
秀隆，望月弘彦

Page747-751（2012.03）

2012194415 我が国における骨髄異形成症候群に 朝長万左男（日本赤十字 臨床血液
対するazacitidineの費用対効果分析 社長崎原爆病院），鎌江 （0485-1439）53 巻 3号
伊三夫

原著論文／
比較研究

Page310-317（2012.03）

2012194363 利益と不利益を考慮した肺癌検診の 中山富雄（大阪府立成人 日本がん検診・診断学会誌 解説
あり方

病センター がん予防情 （1881-8846）19 巻 3号
報センター疫学予防課） Page266-269（2012.03）

2012194194 単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術 胆摘の 佐野孝治（伊勢市立伊勢 日本臨床外科学会雑誌
標準術式として

会議録

総合病院 外科）
，武内泰 （1345-2843）73 巻 3号
司郎，出崎良輔，野田直 Page740（2012.03）
哉，伊藤史人

2012194054 すぐに分かる すぐに活用できる す 疋田幸子（法政大学 専 師長主任業務実践
ぐに実践できる 看護部を元気にす 門職大学院）

17巻 358号

るヒント・ポイント・マニュアル集

Page73-80（2012.04）

解説

（第 1 回）意見が出る出る会議のス
スメ方
2012193255 手術室の効率化と安全

鈴木利保（東海大学 医 麻酔科学レビュー
学部 外科学系）

総説

2012巻
Page235-243（2012.03）

2012193138 白金系製剤を含む癌化学療法に伴う 浜田将太（京都大学 薬剤 日本薬剤疫学会学術総会 会議録
悪心・嘔吐に対する制吐療法の費用 疫学分野）
，樋之津史郎， 抄録集17回
に関する後ろ向き調査研究

堀雄史，古瀬洋，及川 Page110-111（2011.11）
剛宏，川上純一，大園
誠一郎，赤座英之，川上
浩司

2012193129 5-HT3 受容体拮抗剤の薬剤経済評価 山西由里子（国際医療福 日本薬剤疫学会学術総会 会議録
モンテカルロシミュレーションによ 祉大学大学院 薬科学研 抄録集17回
る分析

究科），池田俊也，山田 Page88-89（2011.11）
治美，田島博樹，井上
忠夫，旭満里子，武田
弘志

2012193128 進行非小細胞がんにおける化学療法 前田恵里子（国際医療福 日本薬剤疫学会学術総会 会議録
レジメンの費用対効果の評価 簡易 祉大学附属三田病院）， 抄録集17回
的な指標による評価の試み

池 田 俊 也 ， 葛 西 美 恵 ， Page86-87（2011.11）
井上忠夫，山田治美，
旭満里子，武田弘志

2012191510 汎用データベースソフト「FileMak- 小川輝之（札幌社会保険 医工学治療

会議録

erPro」及び iPAD を用いた業務記録 総合病院 ME 部），千田 （1344-1221）24巻Suppl.
効率化の試み

なつみ，小幡大輔，山野 Page120（2012.03）
内亘，高根麻央，斉藤
徳，真下泰

2012191351 オルメサルタン/アゼルニジピン配 浅野冬樹（昭和大学藤 心臓
合錠の有用性の検討

が丘病院 循環器内科），（0586-4488）44 巻 3 号

原著論文／
比較研究

笹 井 正 宏 ， 久 野 越 史 ， Page292-299（2012.03）
池田尚子，田辺彩夏，
山谷清香，前澤秀之，
前田敦雄，森敬善，本田
雄気，若月大輔，若林
公平，礒良崇，清水信行，
下島桐，佐藤督忠，江波
戸美緒，東祐圭，鈴木
洋，嶽山陽一
2012191278 急性上気道炎に対する抗生剤投与は 大西俊介（北海道大学保 CAMPUS HEALTH
学生の再診率低下に寄与するのか?

会議録

健管理センター），金子 （1341-4313）49 巻 1 号
壮朗，小西剛，吉田和絵， Page394-396（2012.02）
折戸智恵子，武藏学

2012191067 外来化学療法センターにおける制吐 阿部哲也（東京医科大学 東京医科大学雑誌

原著論文

薬の適正使用および医療経済に関す 内科学第一講座），横山 （0040-8905）70 巻 1 号
る後方視的研究

智央，黒川由衣，早部 Page15-25（2012.01）
紘子，宮里明芽，大里
洋一，鈴木康予，大屋敷
一馬

2012189333 尿マーカーによる骨粗鬆症検診の有 森脇佐和子（国立療養所 Osteoporosis Japan
用性

会議録

中部病院長寿医療研究 （0919-6307）19巻Suppl.1
センター 遺伝子蛋白質 Page236（2011.11）
解析室），村松昌，田中
伸哉，上西一弘，田中
清，濃沼信夫，徳田治彦，
原田敦，高笠信之，小口
雄二，新飯田俊平

2012185245 冠動脈 CT 撮影時におけるβ遮断薬 藤戸香理（東京薬科大学 日本薬学会年会要旨集

会議録

塩酸ランジオロール投与の経済評価 薬）
，五十嵐中，福田敬 （0918-9823）131年会3号
Page271（2011.03）
2012185244 ワクチン領域における医療経済評価 白岩健（立命館大学 生 日本薬学会年会要旨集
の分析手法の検討

命）
，五十嵐中，赤沢学，（0918-9823）131年会3号
池田俊也

Page271（2011.03）

会議録

2012185007 成人における肺炎球菌ワクチンの医 赤沢学（明治薬科大学）
， 日本薬学会年会要旨集

会議録

杉 森 裕 樹 ， 五 十 嵐 中 ，（0918-9823）131年会3号

療経済評価

池田俊也

Page223（2011.03）

2012183891 【新しい抗凝固薬を巡る話題「心房 上塚芳郎（東京女子医科 臨床薬理
細動に伴う血栓塞栓症予防と新しい 大学 医療・病院管理学）（0388-1601）42 巻 5号

解説／
特集

Page321-332（2011.09）

抗凝固薬の役割」
】
心房細動治療における抗凝固薬の費
用対効果
2012183575 腰痛 イントロダクション

White Adrian（Peninsula Japanese Acupuncture

（Low back pain: an introduction） Medical School）

and Moxibustion

（英語）

2010巻 2号

解説

Page2-7（2010.03）
2012183225 【2012 年度診療報酬改定 一体改革 結城康博（淑徳大学 総 日本医事新報
への誘導、現場に広がる不安】

合福祉学部 社会福祉学 （0385-9215）4594号

同時改定のチャンスは活かされたの 科）

解説／
特集

Page26-27（2012.05）

か? 地域包括ケア構想 空想化に終
わる可能性も
2012183132 【次代のMinimally Invasive Surgery!】 蜂須賀丈博（四日市市立 臨床外科
ヘルニアにおけるminimally invasive 四日市病院 外科）

（0386-9857）67 巻 5号

解説／
特集

Page650-653（2012.05）

surgery

2012183109 【総合的に考える高齢者の呼吸器疾 茂木孝（日本医科大学 内 THE LUNG-perspectives 解説／
科学講座（呼吸器・感 （0919-5742）20 巻 2号

患】

高齢者の呼吸器疾患 医療・介護制 染・腫瘍部門）
）

特集

Page135-139（2012.05）

度と費用の問題
2012182299 診療報酬改定の取り組みについて 木戸栄祐（湯布院厚生年 厚生年金病院年報
診療報酬改定における回復期リハ病 金病院 医事課）

Page36（2012.03）

棟への影響
2012182201 病態・治療 Q&A

会議録

（0388-2314）38 巻

予防できる感染 多屋馨子（国立感染症研 臨床のあゆみ

Q&A

症とワクチン 水痘予防の目的とワ 究所感染症情報センタ （0913-9516）91 号
クチン導入により期待される効果に ー 第三室）

Page15-16（2012.03）

ついてお教えください
2012182060 テーラーメードの人間ドック健診の 田倉智之（大阪大学大学 人間ドック
確立をめざして 人間ドック健診と 院 医学系研究科）

解説

（1880-1021）26 巻 5号
Page775-785（2012.03）

医療経済

2012182059 テーラーメードの人間ドック健診の 佐藤敏彦（北里大学 医 人間ドック

解説

確立をめざして 人間ドック健診と 学部 臨床研究センター）（1880-1021）26 巻 5号
Page770-774（2012.03）

疾病負担
2012181887 【病院感染対策の実際】
術後感染症予防対策の進歩

草地信也（東邦大学医療 化学療法の領域

解説／

センター大橋病院 外科）
，（0913-2384）28 巻 4号

特集

渡邉学

Page655-664（2012.03）

2012179395 【今だから知っておきたいワクチン 庵原俊昭（国立病院機構 小児科診療
の話題】
各ワクチンの現状と話題 ムンプス
ワクチン 合併症に対する予防効果

三重病院）
，落合仁

（0386-9806）75 巻 4号
Page655-659（2012.04）

解説／
特集

2012178914 化学物質のリスク評価と管理（大気 井上和也（産業技術総合 大気環境学会誌

解説

汚染物質のヒト健康影響を中心とし 研究所 安全科学研究部 （1341-4178）47 巻 2 号
て）（第 1 講）

化学物質リスク評 門）

PageA17-A21（2012.03）

価の必要性と役割
2012178153 墨東病院における後発医薬品導入の 木内智香子（東京都立墨 全国自治体病院協議会雑誌 原著論文
取り組み

東病院 薬剤科）

（0389-1070）51 巻 3 号
Page427-429（2012.03）

2012177795 交見室 前立腺肥大症

治療法の選 勝岡洋治（大阪医科大学） 臨床泌尿器科

択の際に考慮すべきこと

解説

（0385-2393）66 巻 3 号
Page264-265（2012.03）

2012175768 ワクチンの医療経済性の評価 統一 須賀万智（東京慈恵会医 日本衛生学雑誌
的指針の開発と費用対効果の推計

会議録

科大学 環境保健医学講 （0021-5082）67 巻 2 号
座）
，赤沢学，五十嵐中， Page292（2012.02）
小林美亜，佐藤敏彦，
白岩健，杉森裕樹，平尾
智広，池田俊也

2012175638 職場のメンタルヘルス活動とその評 垂水公男（福井県立大学 日本衛生学雑誌
価 職場メンタルヘルス活動の費用 看護福祉学部）

会議録

（0021-5082）67 巻 2 号

効果分析

Page250（2012.02）

2012175404 ドクターヘリの費用便益分析を目的 横地将文（札幌徳洲会病 日本航空医療学会雑誌

原著論文

，寺下 （1346-129X）12 巻 3 号
とした仮想評価法の適用性における 院 診療放射線部）
貴美，小笠原克彦

検討
2012173159 ECPR の費用効果分析

Page10-19（2012.01）

SAVE-J 多 渥美生弘（神戸市立医療 日本集中治療医学会雑誌 会議録

施設共同研究の結果から

センター中央市民病院 （1340-7988）19巻Suppl.
救命救急センター）
，坂本 Page302（2012.01）
哲也，森村尚登，長尾建，
浅井康文，横田裕行，
田原良雄，奈良理，長谷
守，佐藤愼一，有吉孝一

2012172151 医薬品経済とイノベーション評価

川上浩司（京都大学大 The Journal of

会議録

学院 医学研究科 薬剤疫 Toxicological Sciences
学）

（0388-1350）36巻Suppl.
PageS14（2011.06）

2012170233 Skype による睡眠時無呼吸の予測診 Chan AQ
（Chanwell Clinic Sleep and Biological
断 睡眠医学の医師への費用効果の Institute for Heart &amp; Rhythms
高いアクセス法

Sleep Disorders，Stan- （1446-9235）9 巻 4 号

（PRESUMPTIVE DIAGNOSIS OF ford University School of Page291（2011.10）
，
SLEEP APNEA VIA SKYPE, COST- Medicine）
EFFECTIVE ACCESS TO SLEEP Chan EL，
MEDICINE PHYSICIAN）
（英語）

Chan MP

会議録

医療費
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012196328 2 型糖尿病患者の外来医療費に関係 田中麻理（メディカルプ 糖尿病
する因子についての検討

ラザ江戸川）
，伊藤裕之，（0021-437X）55 巻 3 号

論文種別
原著論文／
比較研究

押切甲子郎，安徳進一， Page193-198（2012.03）
阿部眞理子，竹内雄一郎，
三船瑞夫，当金美智子
2012192931 肺がん検診受診率向上が死亡率およ 片山友子（兵庫県立大学 総合健診
び医療費に及ぼす影響の検討

原著論文

大学院 応用情報科学研 （1347-0086）39 巻 2号
究科）
，水野由子［松本］
， Page267-276（2012.03）
稲田紘

2012177753 急性脳卒中患者におけるリハビリテ 石村晃一（九州大学大 医療福祉経営マーケティ 原著論文／
ーションの実施と医療費に関する研 学院 医学系学府 医療経 ング研究
究

比較研究

営・管理学専攻）
，西巧，（1881-297X）6 巻 1 号
猿渡倫治，馬場園明

Page1-7（2011.10）

2012174840 【健康増進・地域医療・医療費適正化 大坪徹也（京都大学大学 日本衛生学雑誌

原著論文／

計画とデータ活用〜生活習慣病の予 院 医学研究科 医療経済 （0021-5082）67 巻 1号

比較研究／

防・治療システムの戦略的構築へ〜】 学分野）
，今中雄一

特集

Page62-66（2012.01）

医療システムにおける評価指標とし
ての再入院率
2012174838 【健康増進・地域医療・医療費適正化 林田賢史（産業医科大学 日本衛生学雑誌

原著論文／

計画とデータ活用〜生活習慣病の予 附属病院 医療情報部），（0021-5082）67 巻 1号

比較研究／

防・治療システムの戦略的構築へ〜】 村 上 玄 樹 ， 高 橋 裕 子 ， Page50-55（2012.01）

特集

喫煙者と非喫煙者の生涯医療費

辻一郎，今中雄一

2012171327 高血圧かつ/または喫煙習慣のある男 Nakamura Koshi（金沢 Hypertension Research
性の医療費 日本の滋賀県における 医科大学）
，
国民健康保険の10年間の追跡研究

Okamura Tomonori，

（0916-9636）33 巻 8号

原著論文／
比較研究

Page802-807（2010.08）

（Medical expenditures of men with Hayakawa Takehito，
hypertension and/or a smoking habit: Kanda Hideyuki，
a 10-year follow-up study of National Okayama Akira，
Health Insurance in Shiga, Japan） Ueshima Hirotsugu
（英語）
2012169580 自宅での踏み台昇降運動トレーニン Mori Yukari（Graduate Journal of Epidemiology
グが日本人高齢者の医療費に及ぼす School of Sports and （0917-5040）21 巻 5号
長期的効果

ランダム化

Health Science，Fukuoka Page363-369（2011.09） 比較試験

（Long-Term Effects of Home-Based University）
，
Bench-Stepping Exercise Training on Tobina Takuro，
Healthcare Expenditure for Elderly Shirasaya Koji，
Japanese）
（英語）

原著論文／

Kiyonaga Akira，
Shindo Munehiro，
Tanaka Hiroaki

医療保障制度
タイトル

文献番号

出典

著者（所属）

2012197019 【スウェーデンの社会保障-グローバ 松田亮三（立命館大学） 海外社会保障研究
ル化経済の中での苦悩と挑戦-】

（1344-3062）178 号

普遍主義的医療制度における公私混

論文種別
解説／
特集

page4-20（2012.03）

合供給の展開 スウェーデンにおけ
る患者選択制の検討
2012193347 よくわかる医療保険論（その1） 経 高平真（釧路市立釧路総 市立釧路総合病院医学雑誌 解説
済理論を中心に

合病院）

（0915-2520）24 巻 1 号
page3-6（2012.03）

2012182616 これからの日本の医療制度と家庭医 澤憲明
療（第 2 章） 医療制度における家
庭医療の役割

社会保険旬報
（1343-5728）2491号
page22-30（2012.04）

2012180014 【こんなときどうする?褥瘡管理Q&A】 高水勝（スリーエムヘル 看護技術
（Part8）褥瘡を取り巻く医療制度 スケア）
平成 24（2012）年度診療報酬改定

解説

（0449-752X）58 巻 5 号

Q&A／
特集

page530-533（2012.04）

でのトピックスとして、どのような
ものが考えられますか?
2012180013 【こんなときどうする?褥瘡管理Q&A】 高水勝（スリーエムヘル 看護技術
（Part8）褥瘡を取り巻く医療制度 スケア）
ドレッシング材を使用した場合、
DPC でも診療報酬に算定できます

（0449-752X）58 巻 5 号

Q&A／
特集

page528-529,538-539
（2012.04）

か?また、在宅でもドレッシング材
は使えるのですか?
2012180012 【こんなときどうする?褥瘡管理Q&A】 高水勝（スリーエムヘル 看護技術
（Part8）褥瘡を取り巻く医療制度 スケア）
「褥瘡の発生は医療事故として報告

（0449-752X）58 巻 5 号

Q&A／
特集

page526-527（2012.04）

しなくてはならない」と聞きました
が本当ですか?罰則はありますか?
2012180011 【こんなときどうする?褥瘡管理Q&A】 高水勝（スリーエムヘル 看護技術
（Part8）褥瘡を取り巻く医療制度 スケア）
「褥瘡患者管理加算」を算定してい
ますが、診療計画書を作成できるの

（0449-752X）58 巻 5 号

Q&A／
特集

page524-525,537
（2012.04）

は専任の看護師だけですか?専任の
届け出をしていない看護師が書いた
ら無効ですか?
2012180010 【こんなときどうする?褥瘡管理Q&A】 高水勝（スリーエムヘル 看護技術
（Part8）褥瘡を取り巻く医療制度 スケア）
入院時に実施する「危険因子の評価」
について、「危険因子を判定するだ
けで褥瘡ケアのプランは不要」との
ことですが、本当にそれでよいので
すか?

（0449-752X）58 巻 5 号
page522-523,536
（2012.04）

Q&A／
特集

2012180009 【こんなときどうする?褥瘡管理Q&A】 高水勝（スリーエムヘル 看護技術
（Part8）褥瘡を取り巻く医療制度 スケア）

Q&A／

（0449-752X）58 巻 5 号

レセプトのしくみがよくわかりませ

特集

page520-521（2012.04）

ん。DPC や療養型病床など、実際
はどのような運用をしているのです
か?
2012177554 在宅療養支援の充実に向けた基礎調 菊地容子（大和高田市立 日本看護学会論文集：

原著論文／
比較研究

査 看護師が認知する社会福祉・医 病院），十河陽子，谷口 地域看護
療制度の知識とその背景に関する分 有 樹 子 ， 堀 内 美 由 紀 ，（1347-8257）42 号
析

飯田雅子

page205-208（2012.03）

2012175644 データに基づく医療政策・計画 最 大坪徹也（京都大学大学 日本衛生学雑誌

会議録

前線と将来展開 医療・介護システ 院 医学研究科 医療経済 （0021-5082）67 巻 2号
ムの評価と計画 京都府あんしん医 学分野）
，今中雄一

page254（2012.02）

療制度プロジェクトの成果と可能性

診療報酬・薬価
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

論文種別

2012172724 ICU と医療経済 病院運営における 横谷進（国立成育医療研 日本集中治療医学会雑誌 会議録
集中治療の重みを経済的に測る 小 究センター 生体防御系 （1340-7988）19 巻Suppl.
Page214（2012.01）

児集中治療の原価計算の試みと診療 内科部）
報酬の考え方

2012172690 社会保険対策委員会活動報告「DPC/ 林田賢史（産業医科大学 日本集中治療医学会雑誌 会議録
PDPSにおける集中治療の診療報酬 附属病院 医療情報部），（1340-7988）19 巻Suppl.
と原価(コスト)」

羽鳥文麿，森崎浩, 福家 Page197（2012.01）
伸夫，橋本悟，西田博，
田中啓治，志馬伸朗，
遠藤重厚， 池田寿昭

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

出典

著者（所属）

2012185261 国内抗生物質市場から見た製薬企業 志村裕久（東京大学 院 日本薬学会年会要旨集
の経営戦略の変遷

論文種別
会議録

薬）
，桝田祥子，木村廣道 （0918-9823）131年会3号
page274（2011.03）

2012185257 治験・臨床開発の教育の現状と薬学 宮本怜（千葉大学 院薬）
， 日本薬学会年会要旨集
教育の今後の課題

黒川達夫

page273（2011.03）

2012182458 企業とアカデミアとの共同研究契約 屋代順治郎（東京理科 ファルマシア
における留意点

会議録

染 川 麗 良 ， 濱 田 和 真 ，（0918-9823）131年会3号

大学大学院）

解説

（0014-8601）48 巻 4 号
page296-300（2012.04）

2012181915 わが国における新規抗がん剤開発の 廣橋朋子（ファイザー オ 腫瘍内科
諸問題 産官学連携をどう進めるか ンコロジー疾患領域部） （1881-6568）9 巻 3 号
研究者主導未承認薬臨床試験に対す
る企業の考え方（2）

page370-373（2012.03）

解説

2012181914 わが国における新規抗がん剤開発の 中村富雄（エーザイ 臨床 腫瘍内科
諸問題 産官学連携をどう進めるか 開発オンコロジー室）

解説

（1881-6568）9 巻3 号

研究者主導未承認薬臨床試験に対す

page367-369（2012.03）

る企業の考え方（1）
2012181912 わが国における新規抗がん剤開発の 武部直子（米国）
諸問題 産官学連携をどう進めるか

腫瘍内科

解説

（1881-6568）9 巻3 号

米国National Cancer Instituteの実験

page359-362（2012.03）

治療プログラム（NCI Experimental
Therapeutics Program）が産官学連
携に果たす役割
2012181909 わが国における新規抗がん剤開発の 秋永士朗（協和発酵キリ 腫瘍内科
諸問題 産官学連携をどう進めるか ン 開発本部）

解説

（1881-6568）9 巻3 号

企業での FIH 試験導入の考え方 日

page346-349（2012.03）

本での規制面・実施施設面での問題
点
2012179438 【シグナル伝達研究最前線 2012 翻 堀江良一（北里大学 医 実験医学
訳後修飾、解析技術、疾患との連関 学部 血液内科学）

（0288-5514）30巻 5号

から創薬応用まで】

解説／
特集

page872-878（2012.03）

（第 4 章）シグナル伝達経路を標的
とした創薬および臨床研究の現状
NF-κ B 阻害薬のがん治療への臨床
応用
2012177611 創薬シリーズ 臨床開発と育薬 未 吉野卓史（未承認薬等開 日本薬理学雑誌
承認薬・適応外薬の開発 我が国の 発支援センター）
現況

page113-116（2012.03）

2012175062 リヨン（フランス）の医薬品産業 ジョリア・ヨング（法政 薬史学雑誌
その歴史と他産業によるイノベーシ 大学 経済学部）

会議録

（0285-2314）46巻 2号

ョン

page127（2011.12）

2012172215 ICH M3（R2）の運用上の課題と 池田孝則（MSD 安全性 The Journal of
Q&A 探索的臨床試験

解説

（0015-5691）139 巻 3 号

企業側の観 研究室）

会議録

Toxicological Sciences
（0388-1350）36巻suppl.

点から

pageS85（2011.06）
2012171779 キラル医薬品の安全性評価 製薬協 木村敬（日本製薬工業協 The Journal of
アンケート調査報告

会）
，永山隆，山口俊哉， Toxicological Sciences
木幡信彦，村木由起子，（0388-1350）34巻Suppl.
細 井 一 弘 ， 小 林 章 男 ， pageS188（2009.06）
日浦政則，久田茂，古川
浩美，水間秀行，河野
茂生，加藤直樹，高木
広憲，西田仁，安木大策，
佐村恵治，中村和市，
佐神文郎，
三分一所厚司，
日本製薬工業協会医薬品
評価委員会基礎研究部会

会議録

2012171554 毒性試験・評価の質の向上にかかわ 鈴木睦（協和発酵キリン The Journal of
る教育 Seeds and Needs of Toxi- 開発本部 非臨床開発部） Toxicological Sciences
cologists for Pharmaceuticals 企業の
安全性評価現場の人達の研鑽と学
会・業界団体・ CRO に期待するこ
と

（0388-1350）34巻Suppl.
pageS57（2009.06）

会議録

