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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
2012256197 2012年診療報酬を振り返りながら

次回改定の動向予測と2025年まで
の医療政策を読み取る

長英一郎（東日本税理士
法人）

ナースマネジャー
14巻3号
Page39-43（2012.06）

解説

2012255389 経営視点からのロボット手術 ロボッ
トは<採算性>をクリアできるか　ロ
ボット手術がもたらす利益とは　医
療経済的効果、臨床的意義を中心に

橋爪誠（九州大学大学院 
医学研究院 先端医療医
学講座）

新医療
（0910-7991）39巻6号
Page158-161（2012.06）

解説

2012255040 医療経済学から見たリスクマネジメ
ント　求められる医療の質と効率化
の同時達成

川渕孝一（東京医科歯科
大学大学院 医療経済学
分野）

大阪府済生会中津病院年報
（0918-5771）22巻2号 
Page179-183（2012.03）

解説

2012253246 医療制度・医療経済　医療経済から
みた透析医療の実態整理

田倉智之（大阪大大学院 
医学系研究科 医療経済
産業政策学）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）27巻1号
Page44-48（2012.04）

解説

2012253245 医療制度・医療経済　アメリカ透析
医療費の支払い包括化　その実態と
問題点

大平整爾（札幌北クリニ
ック）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）27巻1号
Page38-43（2012.04）

解説

2012248482 DPCデータを用いた脳神経外科領
域における深在性真菌症治療による
医療経済効果

中山晴雄（東邦大学医療
センター大橋病院 脳神
経外科），渋谷和俊

感染症学雑誌
（0387-5911）86巻臨増
Page277（2012.03）

会議録

2012246682 エタネルセプトによる関節リウマチ
治療の最新情報　特に有効性、安
全性、投薬量、医療経済について
（Update on the treatment of rheu-
matoid arthritis with etanercept: 
focus on efficacy, safety, dosing，
and health economics）
（英語）

van Vollenhoven Ronald 
F.（Karolinska Institutet, 
Department of Medi-
cine, Unit for Clinical 
Therapy Research, In-
flammatory Diseases
（ClinTRID））

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回
Page703（2012.03）

会議録



2012245362 生物学的製剤（TNF阻害薬以外）  臨
床試験・医療経済 関節リウマチに
対するDMARDs非併用下でのトシ
リズマブ皮下投与による有効性及び
安全性の検討　国内第Ⅲ相二重盲検
並行群間比較試験成績
（MUSASHI study）

緒方篤（大阪大学大学院 
医学系研究科 呼吸器免
疫アレルギー内科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回 
Page321（2012.03）

会議録

2012245361 生物学的製剤（TNF阻害薬以外）  臨
床試験・医療経済 関節リウマチに
対するアバタセプト長期継続投与試
験（第Ⅲ相臨床試験）　最長192週
までの安全性・有効性の解析結果

竹内勤（慶応義塾大学 医
学部 リウマチ内科），安倍
達，山本あみ，宮坂信之，
Japan Abatacept Study 
Group

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回 
Page321（2012.03）

会議録

2012245360 生物学的製剤（TNF阻害薬以外） 臨
床試験・医療経済 生物学的治療未
経験の関節リウマチ（RA）患者にお
ける抗IL17モノクローナル抗体LY
2439821の第Ⅱ相試験
（Phase 2 Study of LY2439821，an 
Anti-IL-17 Monoclonal Antibody，in 
Rheumatoid Arthritis（RA）Patients 
Naive to Biologic Therapy）（英語）

Banerjee Subhashis
（Eli Lilly），
Greenwald Maria，
Berman Alberto，
Cho Chul-Soo，
Jin Ling，
Cameron Gregory，
Xie Li，
Braun Daniel，
Genovese Mark

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回 
Page321（2012.03）

会議録

2012245359 生物学的製剤（TNF阻害薬以外）  臨
床試験・医療経済 腫瘍壊死因子α
阻害剤（TNFi）への不適切なレスポ
ンダーの関節リウマチ（RA）患者に
おける抗IL-17モノクローナル抗体
LY2439821の第Ⅱ相試験
（Phase 2 Study of LY2439821，an 
Anti-IL-17 Monoclonal Antibody，in 
Rheumatoid Arthritis（RA） Patients 
who are Inadequate Responders to 
Tumor Necrosis Factor Alpha In-
hibitors（TNFi））
（英語）

Banerjee Subhashis
（Eli Lilly），
Greenwald Maria，
Berman Alberto，
Cho Chul-Soo，
Jin Ling，
Cameron Gregory，
Xie Li，
Braun Daniel，
Genovese Mark

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回 
Page320（2012.03）

会議録



2012245358 生物学的製剤（TNF阻害薬以外）  臨
床試験・医療経済 関節リウマチの
被験者におけるマブリリムマブ（抗
GM-CSFRαモノクローナル抗体）の
第Ⅱ相無作為化二重盲検プラセボ対
照試験の成績
（Results of a phase 2 randomized，
double-blind，placebo-controlled 
study of mavrilimumab（an anti-
GM-CSFRα monoclonal antibody） 
in subjects with rheumatoid arthri-
tis）（英語）

Takeuchi Tsutomu
（Keio University School 
of Medicine），
Tanaka Yoshiya，
Burmester Gerd R.，
Weinblatt Michael E.，
Porter Duncan，
Mc InnesIain，
Barbarash Olga，
Vatutin Mykola，
Szombati Istvan，
Esfandiari Ehsanollah，
Grove Geraldine，
Sleeman Matthew A.，
Godwood Alex，
Magrini Fabio

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回 
Page320（2012.03）

会議録

2012241678 内の目・外の目　医療経済から見え
るもの（その1）

川渕孝一（東京医科歯科
大学大学院 医療経済学
分野）

日本歯科医師会雑誌
（0047-1763）65巻2号 
Page160-161（2012.05）

解説

2012239076 先天性心疾患の効果的な胎児心スク
リーニング法の確立とその普及およ
び胎児診断が小児の予後と医療経済
に及ぼす影響についての検討

川瀧元良（神奈川県立こ
ども医療センター 新生
児科）

こども医療センター医学誌
（0301-2654）40巻4号 
Page297-300（2011.10）

原著論文

2012238290【救急医療の今】
救急医療総論　救急医療の特性と救
急医療政策の規範

太田凡（京都府立医科大
学大学院 医学研究科 救
急・災害医療システム学）

京都府立医科大学雑誌
（0023-6012）121巻4号 
Page171-177（2012.04）

解説／
特集

2012237311 創傷領域のIPW　効率的かつ効果的
な創傷管理のために多職種が越えな
ければならない壁はあるのか IPWで
活用する医療法と診療報酬の知識　
医療の質と医療経済を融合するため
の関連法規を整理する

高水勝（スリーエムヘル
スケア）

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌
（1884-233X）16巻2号 
Page133（2012.04）

会議録

2012237294 最新の便失禁管理　知らないではす
まされないクリティカルケアにおけ
る下痢にまつわる問題点と対策 救
急・集中治療領域における新たな脅
威Clostridium diffi  cile　感染対策と
医療経済の視点で考える

佐々木淳一（慶応義塾大
学 医学部 救急医学教室）

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌
（1884-233X）16巻2号 
Page107（2012.04）

会議録

2012236239 難治性手湿疹におけるアトピー素因
の関与と医療経済学的検討

村上有香子（大阪大学大
学院 医学系研究科 皮膚
科学），荒瀬規子，高橋
彩，松井佐起，片山一朗

アレルギー
（0021-4884）61巻3-4 
Page499（2012.04）

会議録

2012235453 今後の医療改革と医療費の財源選択　
医療経済・政策学の視点から

二木立（日本福祉大学） 日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）29巻2号 
Page206（2012.04）

会議録



2012233617 MDCT、MRIによる微細脈管構造描
出・臨床応用および医療経済効果解
析

高瀬圭（東北大学 医学系
研究科 医科学専攻 病態
制御学講座 量子診断学
分野），李麗，高橋昭喜

ナノ医工学年報
（1882-4692）5巻1号 
Page101-110（2012.03）

解説

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012259816【リハビリテーションにおける動作解

析】 
義足患者

月城慶一（新潟医療福祉
大学 義肢装具自立支援
学科）

総合リハビリテーション
（0386-9822）40巻7号 
Page971-975（2012.07）

解説／
特集

2012259124 薬価算定への費用対効果の応用 武藤正樹（国際医療福祉
総合研究所）

保険診療
（0385-8588）67巻6号 
Page74-75（2012.06）

解説

2012258943 東海コンソーシアム（ToCoM）によ
るジェネリック薬品採用後の収支改
善に関する経済学的分析

山田享（小牧市民病院 
薬局），内藤和行，戸田
康裕，福井愛子，宇都宮
純平，堀尾秀明，相馬
理人，世古口務

ジェネリック研究
（1881-9117）6巻1号 
Page20-26（2012.06）

原著論文

2012258564【婦人科がん-最新の研究動向-】
子宮頸がん　子宮頸癌の検診・診断　
細胞診・HPV DNA検査併用検診

岩成治（島根県立中央病
院 産婦人科），吉野和男

日本臨床
（0047-1852）70巻増刊4 
婦人科がん 
Page139-143（2012.06）

解説／
特集

2012258453【系統別抗菌薬の使い方・止め方・
変え方】
使い分け、切り替えの考え方　経口
薬と注射薬

新里敬（敬愛会中頭病院 
感染症内科・総合内科）

感染と抗菌薬
（1344-0969）15巻2号 
Page185-189（2012.06）

解説／
特集

2012258446【系統別抗菌薬の使い方・止め方・
変え方】 
系統別抗菌薬の使い方・止め方・変
え方　注射用ニューキノロン系薬

宮下修行（川崎医科大学 
総合内科学1）

感染と抗菌薬
（1344-0969）15巻2号 
Page143-149（2012.06）

解説／
特集

2012258179 生産現場での効果的な牛受精卵移植 志村修（ジャパンエンブ
リオテック）

日本胚移植学雑誌
（1341-2965）34巻1号 
Page31-36（2012.01）

解説

2012257731 心臓CTの常識  Evidence、Consen-
sus and Guideline（第8回） 2012年
米国心臓病学会（ACC）年次集会で
の心臓CTのトピックス

船橋伸禎（千葉大学 医
学部 循環器内科）

INNERVISION
（0913-8919）27巻6号
Page44-47（2012.05）

解説

2012255127 豚肉を用いた肉軟化調味料および食
肉品質改良剤の比較検討　給食施設
における導入のための基礎的研究

島田郁子（高知県立大学 
健康栄養学部 健康栄養
学科），谷口茉耶，宇賀
玲実，沼田聡

高知県立大学紀要
（健康栄養学部編）
（2186-0505）61巻 
Page41-46（2012.03）

原著論文

2012253073 わが国の難病政策について 金澤一郎（国際医療福祉
大学大学院）

脳と発達
（0029-0831）44巻3号 
Page185-189（2012.05）

解説



2012252221 ポケット型携帯心エコー図装置の診
断能と経済的有用性

北田諒子（浅香山病院 循
環器内科），福田祥大，
渡辺弘之，麻植浩樹，
阿部幸雄，島田健永，
葭山稔，伊藤浩，吉川
純一

超音波医学
（1346-1176）39巻Suppl. 
PageS363（2012.04）

会議録

2012251543 がん化学療法における院内制吐剤使
用ガイドラインの作成および悪心・
嘔吐の発現調査

平畠正樹（神戸市立医療
センター中央市民病院 薬
剤部），北田徳昭，橋田亨

神戸市立病院紀要
（0286-455X）50号 
Page67-68（2012.03）

会議録

2012245729 NinJaにおける費用対効果分析年次
報告2010　改善の兆し?

末永康夫（国立病院機構
別府医療センター リウ
マチ科），宇都宮勇人，
當間重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回 
Page446（2012.03）

会議録

2012245363 生物学的製剤（TNF阻害薬以外）  臨
床試験・医療経済 IORRAコホートを
用いたRAにおけるトシリズマブの薬
剤経済分析

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，杉本直樹，
設楽久美，佐藤恵里，
瀬戸洋平，中島亜矢子，
桃原茂樹，谷口敦夫，
山中寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集56回・21回 
Page321（2012.03）

会議録

2012245055 入院患者における抗生剤処方と費用
（Antibiotics Prescription and Cost 
in Hospitalized Patients）（英語）

Saokaew Surasak
（School of Pharmacy，
Naresuan University 
Phayao），Janthaworn-
pong Banjareeporn，
Duangjai Acharaporn

日本薬剤疫学会学術総会
抄録集16回Abstracts 
Page64（2010.10）

会議録

2012245053 台湾国民健康保険のジェネリック医
薬品償還価格調整に及ぼす基本方針
の影響
（Impact of the Principle on Generic 
Drug Reimbursement Price Adjust-
ment of Taiwan National Health 
Insurance）（英語）

Mao Pili Chih-Min
（Clinical Pharmacy Di-
vision，Department of 
Pharmacy，Kaohsiung 
Veterans General Hos-
pital），
Chen Li-Chai，
Lee Eric Kin-Lap，
Tseng Pi-Lai

日本薬剤疫学会学術総会
抄録集16回Abstracts
Page63-64（2010.10）

会議録

2012245005 I 度高血圧患者の脳卒中予防のため
のACE阻害薬の一般医薬品薬価を想
定した費用対効果分析
（Cost-utility Analysis of Hypotheti-
cal Over-the-counter ACE Inhibi-
tors for the Prevention of Stroke in 
Patients with Grade I Hyperten-
sion）（英語）

Uchikura Takeshi
（Division for Evaluation 
and Analysis of Drug 
Information，Keio Uni-
versity），
Yokoi Nobuyuki，
Hashiguchi Masayuki，
Mochizuki Mayumi

日本薬剤疫学会学術総会
抄録集16回Abstracts
Page39-40（2010.10）

会議録



2012244979 タイ国におけるプロトンポンプ阻害
剤とクロピドグレルの併用に関連し
た国家的臨床経済負担の推定
（Estimating Potential National 
Clinical and Economic Burden 
Associated with Concomitant Use 
of Proton-pump Inhibitors and 
Clopidogrel in Thailand）（英語）

Somkrua Ratchadaporn
（Center of Pharmaceu-
tical Outcome Research
（CPOR），Naresuan 
University），Sruamsiri 
Rosarin，Jeanpeerapong 
Napawan，Chaiyaku-
napruk Nathorn

日本薬剤疫学会学術総会
抄録集16回Abstracts 
Page26（2010.10）

会議録

2012243848 日本の痛みの今　運動器の慢性痛を
考える　現状と展望

牛田享宏（愛知医科大学
学際的痛みセンター）

Practice of Pain 
Management
（2185-4521）3巻2号
Page88-91（2012.06）

解説

2012243757 重症虚血肢の治療の現状　BASIL試
験に焦点を当てて

古森公浩（名古屋大学大
学院 医学系研究科 血管
外科学），
Bradbury Andrew W.

International Review of 
Thrombosis
（1880-8549）7巻2号 
Page109-130（2012.06）

座談会

2012243597【分子標的薬の有害事象とその対策】 
分子標的薬の副作用のトピックス、
展望

森隆弘（東北大学大学院 
医学系研究科），石岡
千加史

臨床外科
（0386-9857）67巻7号
Page862-868（2012.07）

解説／
特集

2012243348【血管新生阻害薬-最新情報のすべて】
総論　血管新生阻害薬　ベバシズマ
ブについて適正な投与量、投与スケ
ジュール、副作用、コストベネフィ
ット

西條長宏（近畿大学 医
学部 内科学 腫瘍内科部
門）

腫瘍内科
（1881-6568）9巻5号
Page471-478（2012.05）

解説／
特集

2012241558 術前絶食期間を考え直そう　Let's 
Reconsider Preoperative Fasting 
Period 術前経口補水療法は医療の
安全と質を向上させる

佐々木俊郎（神奈川県立
がんセンター 麻酔科），
谷口英喜，柴田俊成，
藤田久栄，高野修身

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）32巻3号 
Page317-324（2012.05）

解説

2012240260 原価計算方式で薬価算定された新薬
を対象とする経済評価論文のレビュ
ー

葛西美恵（国際医療福祉
大学大学院），白岩健，
池田俊也

薬剤疫学
（1342-0445）16巻2号 
Page41-53（2012.04）

原著論文

2012240089 切除不能進行膵がん患者に対する塩
酸ゲムシタビン療法対S-1療法の費
用効用分析

栗原竜也（昭和大学薬学
部 病態生理学），伊東
那々子，向後麻里，清水
俊一，嶋田顕，小西一男，
米山啓一郎，井廻道夫，
木内祐二

膵臓
（0913-0071）27巻2号 
Page185-193（2012.04）

原著論文／
比較研究

2012239483【腹膜透析療法-ポストガイドライン
の方向性】
課題と対策 腹膜劣化の評価 what's 
new?　機能・サロゲートマーカー

小畑陽子（長崎大学 医学
部 第二内科），西野友哉，
宮崎正信，河野茂

臨床透析
（0910-5808）28巻5号
Page601-606（2012.05）

解説／
特集

2012239475【腹膜透析療法-ポストガイドライン
の方向性】
腹膜透析在宅療法としての評価　医
療経済の観点から

田倉智之（大阪大学大学
院 医学系研究科 医療経
済産業政策学）

臨床透析
（0910-5808）28巻5号
Page539-546（2012.05）

解説／
特集



2012239101 実地臨床での高コレステロール血症
患者に対するロスバスタチンの脂質
管理への有効性と腎機能への影響お
よびコスト・ベネフィットの検討

粟屋透（たま循環器科・
内科），小山憲，山川宙，
伊禮倫子

医学と薬学
（0389-3898）67巻4号 
Page565-570（2012.04）

原著論文／
比較研究

2012238831 輸血管理料取得のための試み　当院
のアルブミン製剤使用の現状報告と
使用削減の検討

佐藤幸子（新田塚医療福
祉センター），杉本和則，
新田塚医療福祉センター
検査・輸血療法委員会

新田塚医療福祉センター雑誌
（1349-2519）8巻2号 
Page47-50（2012.03）

原著論文

2012238383【ウイルス肝炎のすべて】
序　C型肝炎医療先進国である日本
の役割

小池和彦（東京大学大学
院 医学系研究科 消化器
内科学）

化学療法の領域
（0913-2384）28巻増刊 
Page915-916（2012.04）

解説／
特集

2012233617 MDCT、MRIによる微細脈管構造描
出・臨床応用および医療経済効果解
析

高瀬圭（東北大学 医学系
研究科 医科学専攻 病態
制御学講座 量子診断学
分野），李麗，高橋昭喜

ナノ医工学年報
（1882-4692）5巻1号 
Page101-110（2012.03）

解説

2012231063 心原性ショックの治療を究める　循
環器医が取り組む集中治療 SAVE-J　
心肺停止患者に対する心肺補助装置
等を用いた高度救命処置の効果と費
用に関する多施設共同研究
（Extracorporeal Cardiopulmonary 
Resuscitation（E-CPR）for Patients 
with Out-of-Hospital Shockable 
Cardiac Arrest）（英語）

Nagao Ken（Department 
of Cardiology，CPR and 
Emergency Cardiovas-
cular Care, Surugadai 
Ninon University Hospi-
tal，Ninon University 
School of Medicine），
Kikushima Mikio，
Watanabe Kazuhiro

日本心血管インター
ベンション治療学会
抄録集20回 
Page385（2011.06）

会議録

2012230856 24時間血圧計の使用（ABPM）基準
に関するガイドライン（JCS 2010）　
ダイジェスト版
（Guidelines for the Clinical Use of 
24 Hour Ambulatory Blood Pressure 
Monitoring（ABPM）（JCS 2010）:  
Digest Version）（英語）

Shimada Kazuyuki（自
治医科大学附属病院），
Imai Yutaka，
Kario Kazuomi，
Kawano Yuhei，
Kimura Genjiro，
Kuwajima Iwao，
Yamamoto Yasumasa，
JCS Joint Working 
Group

Circulation Journal
（1346-9843）76巻2号 
Page508-519（2012.01）

解説／
診療ガイ
ドライン

2012229806 FOLFIRIと改変FOLFOX6による一
次治療の成績及び費用の比較
（Comparison of clinical outcome 
and overall costs for first-line 
FOLFIRI and modified FOLFOX6）
（英語）

安島秀友（明治薬科大学 
院・薬・臨床薬学専攻），
緒方宏泰，藤田健一，
砂川優，水野圭子，石田
博雄，山下啓史，中山
博文，河原香織，高橋
晴美，佐々木康綱

日本癌学会総会記事
（0546-0476）70回
Page383（2011.09）

会議録



医療費

医療保障制度

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012244573 韓国におけるA型肝炎感染に対する

国家の医療費の急激な増加
（Rapid Increase in the National 
Treatment Costs for Hepatitis A 
Infections in Korea）（英語）

Park Hee Suk（Graduate 
School of Healthcare 
Management and Policy, 
the Catholic University 
of Korea），
Choi Bo Youl，
Kwon Young Dae

The Tohoku Journal of 
ExperimentalMedicine
（0040-8727）226巻1号 
Page85-93（2012.01）

原著論文／
比較研究

2012232312 島根県医療費適正化に向けた医療費
分析と評価システムの構築に関する
研究（2010年度）

宮崎直子（島根県保健環
境科学研究所）

島根県保健環境科学研究所報
（1347-2860）52号
Page48-49（2012.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012259824 医療保険の維持期リハビリテーショ

ンは2年後に廃止されるか?
二木立（日本福祉大学） 総合リハビリテーション

（0386-9822）40巻7号
Page1029-1031（2012.07）

解説

2012259055【医療保険・介護保険同時改定の影
響】
訪問看護ステーションにおける医療
保険・介護保険同時改定の影響につ
いて

大住雅紀（真正会訪問看
護ステーションスマイル）

訪問リハビリテーション
（2185-7911）2巻2号 
Page89-94（2012.06）

解説／
特集

2012259054【医療保険・介護保険同時改定の影
響】
老人保健施設における医療保険・介
護保険同時改定の影響について

小野咲子（東北福祉会介
護老人保健施設せんだん
の丘 リハビリテーション
課），土井勝幸

訪問リハビリテーション
（2185-7911）2巻2号 
Page81-87（2012.06）

解説／
特集

2012259053【医療保険・介護保険同時改定の影
響】
訪問リハビリ事業所における医療保
険・介護保険の同時改定の影響につ
いて

三村健（らぽーる新潟ゆ
きよしクリニック）

訪問リハビリテーション
（2185-7911）2巻2号
Page75-80（2012.06）

解説／
特集

2012259052【医療保険・介護保険同時改定の影
響】
訪問リハビリテーションにおける医
療保険・介護保険の同時改定につい
て

赤羽根誠（秀友会在宅リ
ハビリテーション）

訪問リハビリテーション
（2185-7911）2巻2号 
Page69-74（2012.06）

解説／
特集

2012253246 医療制度・医療経済　医療経済から
みた透析医療の実態整理

田倉智之（大阪大学大学
院 医学系研究科 医療経
済産業政策学）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）27巻1号 
Page44-48（2012.04）

解説

2012253245 医療制度・医療経済　アメリカ透析
医療費の支払い包括化　その実態と
問題点

大平整爾（札幌北クリニ
ック）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）27巻1号
Page38-43（2012.04）

解説



2012243281 これからの日本の医療制度と家庭医
療（第4章）　英国の医学教育と家庭
医の育て方

澤憲明 社会保険旬報
（1343-5728）2497号 
Page32-40（2012.06）

解説

2012243278 アメリカ医療制度改革をめぐる争い　
議論の対立軸は何か

山岸敬和（南山大学 外
国語学部 英米学科）

社会保険旬報
（1343-5728）2497号 
Page12-18（2012.06）

解説

2012239109【各国の医療保険制度と痛みの治療
の現状】
本邦における麻酔科領域の保険医療
制度の現状と問題点

横田美幸（がん研有明病
院 麻酔科）

ペインクリニック
（0388-4171）33巻5号 
Page651-662（2012.05）

解説／
特集

2012239108【各国の医療保険制度と痛みの治療
の現状】
カナダの医療システムにおけるPain 
Care
（Pain care in the Canadian health
care system）（英語）

樽見葉子（Division of 
Palliative Care Medicine, 
Department of Oncology, 
University of Alberta），
Watanabe Sharon M.

ペインクリニック
（0388-4171）33巻5号 
Page644-650（2012.05）

解説／
特集

2012239107【各国の医療保険制度と痛みの治療
の現状】
中国疼痛医学の発展と進歩

Fan Bifa（衛生部中日友
好病院全国疼痛診療研
究センター）

ペインクリニック
（0388-4171）33巻5号 
Page633-643（2012.05）

解説／
特集

2012239106【各国の医療保険制度と痛みの治療
の現状】
日本における医療保険制度と痛みの
治療

細川豊史（京都府立医科
大学附属病院 疼痛緩和
医療部）

ペインクリニック
（0388-4171）33巻5号 
Page621-631（2012.05）

解説／
特集

2012235485 皮膚科臨床医の現状と未来への展望　
日臨皮による勤務医、開業医のアン
ケート調査より 美容皮膚科の現状
と今後の展望　日臨皮医療制度検討
委員会会長諮問

北見周（キタミヒフ科ク
リニック）

日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）29巻2号 
Page250（2012.04）

会議録

2012234612 ガーナ共和国の顧みられない熱帯病・
ブルーリ潰瘍の実態と保健医療制度

新山智基（立命館大学衣
笠総合研究機構）

日本ハンセン病学会雑誌
（1342-3681）81巻1-2 
Page29（2012.04）

会議録

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012259124 薬価算定への費用対効果の応用 武藤正樹（国際医療福祉

総合研究所）
保険診療
（0385-8588）67巻6号 
Page74-75（2012.06）

解説

2012258162 創薬シリーズ　臨床開発と育薬　日
本の薬価制度　イノベーションと保
険償還の狭間で

黒澤秀保（田辺三菱製薬 
医薬情報部），田村浩司

日本薬理学雑誌
（0015-5691）139巻6号 
Page260-263（2012.06）

解説

2012254442【虫垂炎-最近の話題】
診療報酬からみた腹腔鏡下虫垂切除

宮内雄也（田附興風会医
学研究所北野病院 小児
外科），佐藤正人，服部
健吾，園田真理

小児外科
（0385-6313）44巻5号 
Page487-490（2012.05）

原著論文／
比較研究／
特集



2012245005 I度高血圧患者の脳卒中予防のため
のACE阻害薬の一般医薬品薬価を想
定した費用対効果分析
（Cost-utility Analysis of Hypothetical 
Over-the-counter ACE Inhibitors for 
the Prevention of Stroke in Patients 
with Grade I Hypertension）（英語）

Uchikura Takeshi
（Division for Evaluation 
and Analysis of Drug 
Information, Keio Uni-
versity），
Yokoi Nobuyuki，
Hashiguchi Masayuki，
Mochizuki Mayumi

日本薬剤疫学会学術総会
抄録集16回Abstracts
Page39-40（2010.10）

会議録

2012240260 原価計算方式で薬価算定された新薬
を対象とする経済評価論文のレビュ
ー

葛西美恵（国際医療福祉
大学大学院），白岩健，
池田俊也

薬剤疫学
（1342-0445）16巻2号 
Page41-53（2012.04）

原著論文

2012238669 2010年診療報酬改定に伴う当院回
復期リハビリテーション病棟への影
響

工藤裕介（JR東京総合
病院 リハビリテーション
科），寺村誠治，吉葉崇，
小林絵美，小林梨絵，
前田愛，野田剛史，田中
惣治

JRリハビリテーション
医療学会誌
（1346-9401）34号 
Page64-65（2012.01）

原著論文

医業経営

医療関連ビジネス

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012255421 深部褥瘡患者に対する医療資源の投

入量と病院経営への影響
宇都由美子（鹿児島大学
大学院 医歯学総合研究
科 医療システム情報学），
武亜希子，市村カツ子，
向窪世知子，村永文学，
熊本一朗

日本医療情報学会看護
学術大会論文集12回 
Page12-15（2011.07）

原著論文

2012252638 過去3年間における感染対策効果 上田多加子（公立南丹病
院 ICT）

公立南丹病院医学雑誌
（1881-4530）13巻1号 
Page53-55（2011.03）

原著論文

2012236479【高齢社会に生かす看護の力】
高齢者の看取りについての現状　高
齢者施設へのアンケート結果から

安藝佐香江（永生会永生
病院）

師長主任業務実践
17巻359号 
Page20-26（2012.04）

原著論文／
特集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012259317 私が歩んだ向精神薬開発の道　秘話

でつづる向精神薬開発の歴史（第12
回）  世界に冠たるtriazolobenzodi-
azepine物語（その1）  Triazoloben-
zodiazepineの誕生

村崎光邦（CNS薬理研究
所）

臨床精神薬理
（1343-3474）15巻7号 
Page1241-1250（2012.07）

解説

2012258398 事例で学ぶ外国製造業者へのGMP
監査（第5回）　監査報告と改善要望
（1）

高橋治（持田製薬） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）28巻8号 
Page1491-1495（2012.06）

解説



2012258162 創薬シリーズ　臨床開発と育薬　日
本の薬価制度　イノベーションと保
険償還の狭間で

黒澤秀保（田辺三菱製薬 
医薬情報部），田村浩司

日本薬理学雑誌
（0015-5691）139巻6号 
Page260-263（2012.06）

解説

2012256186 日本がアジア地域での開発戦略の中
心となるためには 日本の特長を活か
した臨床試験の実施
（Regional Development, Global 
Development, Simultaneous Devel-
opment: The Significant Role of 
Japanese R&D in Asia Quality of 
Data Generated from Japan from 
the Perspective of Companies）（英
語）

スティーヴン・ユーデン
（ノバルティスファーマ 
オンコロジー開発部）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXX 
Page137-145（2012.05）

解説

2012256184 患者の新薬アクセスのための最善の
開発戦略とは 革新的医薬品を患者
さんのもとへ　世界同時開発にむけ
たイーライリリーの開発戦略
（Regional Development, Global 
Development, Simultaneous Devel-
opment: The Best Way to Faster 
Access for Patients Simultaneous 
Delivery of Innovative Drugs to 
Patients: Eli Lilly's Strategy）

藤本利夫（日本イーライ
リリー）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXX 
Page119-124（2012.05）

解説

2012256182 アジアでの医薬品開発におけるモデ
ル&シミュレーションの役割と今後 
サブポピュレーション比較のための
モデリング&シミュレーション
（The Role and Future of Modeling 
and Simulation for Drug Develop-
ment in Asia Modeling & Simula-
tion Approach for Bridging Sub-
population）（英語）

貝原徳紀（アステラス製
薬 開発本部 臨床薬理
部）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXX 
Page87-93（2012.05）

解説

2012256181 アジアでの医薬品開発におけるモデ
ル&シミュレーションの役割と今後 
薬物評価 2020
（The Role and Future of Modeling 
and Simulation for Drug Develop-
ment in Asia Pharmacometrics 
2020）（英語）

ジョガ・ゴッブル（Us Food 
and Drug Administra-
tion）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXX 
Page77-86（2012.05）

解説



2012256178 突出した新薬開発国になるための道
筋は見えたか グローバル開発におけ
る日本の果たす役割　日本に拠点を
置く企業の立場から
（Can We Find a Way to be an 
Outstanding Country in Drug De-
velopment? Japan's Role in Global 
Clinical Development: Viewpoints 
from a Japan-based Company）

小林和道（大塚製薬） 臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXX 
Page43-48（2012.05）

解説

2012256177 突出した新薬開発国になるための道
筋は見えたか グローバル開発戦略に
おける日本の役割と日本への期待
（Can We Find a Way to be an 
Outstanding Country in Drug 
Development? The Role and 
Expectations of Japan in Global 
R&D Strategies）（英語）

デニス M.・アーブ
（MSD）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXX 
Page37-42（2012.05）

解説

2012256176 医薬品のグローバル開発を推進する
ために日本が果たすべき役割につい
て
（How Japan can Contribute More 
to Facilitate Global Development?）

手代木功（日本製薬工業
協会）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXX 
Page13-34（2012.05）

解説

2012246879 外資系企業から見た治験・臨床研究
活性化の問題と解決

加藤益弘（アストラゼネ
カ）

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）1巻増刊 
Page56（2012.03）

会議録

2012243562《島根発》消費税の「戻し税実現運
動」続報　県医科医療法人（無床）
の消費税損失額は5億1千万円に　
製薬27社は利益剰余金7兆8千6百
億円計上

浜田陽一郎（島根県保険
医協会）

保団連
（0288-5093）1099号 
Page41-46（2012.06）

解説

2012239052 忙しい毎日なのに、なぜ治験をしな
ければいけないのか?　治験体制の
広報化

中村重信（洛和会京都治
験・臨床研究支援センタ
ー），寺田博，山本慎二，
戸田千穂，横山美築，
本田陽子，中野広美，
榛澤直美，舩越真理，
岩田衣未，濱田亜希，
高橋祥人，谷恵美子

洛和会病院医学雑誌
（1341-1845）23巻
Page22-34（2012.03）

解説

2012237614【疾患克服をめざしたケミカルバイ
オロジー　がん医療や創薬に貢献す
るin vivoイメージングと生体機能解
析・制御の最前線】
（第4章）疾患克服をめざした革新的
最新技術　誰もが使える化合物ライ
ブラリーの構築によるスクリーニン
グから始める創薬研究の促進

小島宏建（東京大学創薬
オープンイノベーション
センター），岡部隆義，
長野哲雄

実験医学
（0288-5514）30巻7号 
Page1234-1239（2012.05）

解説／
特集



2012230047 がんを専門とする薬剤師のキャリア
パス 企業における抗がん剤開発者
の視点から

永松和朗（グラクソスミ
スクライン）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）70回 
Page437（2011.09）

会議録

2012229856 最近の癌治療薬開発とアジアでの研
究開発の意義に関するキーラーニン
グ　産業的側面
（Key Learning in Recent Cancer 
Drug Development and Values of 
Asian Research Collaboration: 
Industry Perspectives）（英語）

Jang Woo Ick（R&amp; 
D Ctr., Handok Pharm.）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）70回 
Page396（2011.09）

会議録


