
医療経済関係研究論文（10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
2012287416 スマトリプタン自己注射剤の医療経

済的検討　片頭痛治療薬の経済評価
のためのモデルを用いて
（Cost-effectiveness analysis of 
self-administrated vs. hospital-
administered injections of sumat-
riptan succinate using economic 
modeling for the treatment of 
migraine in Japan）（英語）

喜多村孝幸（日本医科大
学 医学部 脳神経外科），
荒川一郎

日本頭痛学会誌
（1345-6547）39巻1号
Page98-105（2012.06）

原著論文

2012287301【最新臨床糖尿病学　下-糖尿病学の
最新動向-】
糖尿病治療における医療経済とその
問題点

下田将司（川崎医科大学  
糖尿病・代謝・内分泌内
科），加来浩平

日本臨床
（0047-1852）70巻増刊5 
最新臨床糖尿病学（下） 
Page663-666（2012.07）

解説／
特集

2012285630 日本におけるがん医療政策とがん薬
物療法の進歩

西條康夫（新潟大学 医
学部総合医学教育セン
ター 腫瘍学分野）

新潟県医師会報
（0912-2796）747号 
Page2-7（2012.06）

解説

2012284575 医療経済からみた術後深部静脈血栓
症の予防

眞島任史（北海道大学大
学院 医学研究科 人工関
節・再生医学講座）

運動療法と物理療法
（1342-7776）23巻2号
Page143（2012.06）

会議録

2012283667【急性虫垂炎の治療方針の変遷と現
状】
急性虫垂炎に対する医療経済を考慮
した治療戦略

中川了輔（帝京大学ちば
総合医療センター 外科），
小杉千弘，幸田圭史，
鈴木正人，山崎将人，
手塚徹，今井健一郎，
平野敦史，腰野蔵人，
白神梨沙，安田秀喜

日本腹部救急医学会雑誌
（1340-2242）32巻4号 
Page757-763（2012.05）

原著論文／
比較研究／
特集



2012281354【配合薬時代の降圧薬療法の進め方】 
配合薬の医療経済効果

齊藤郁夫（慶応義塾大学
保健管理センター）

Medicinal
2巻6号
Page43-46（2012.06）

解説／
特集

2012275949 少子化時代の厚生労働行政　最近の
歯科保健医療行政を中心として

上条英之（厚生労働省 医
政局 歯科保健課）

小児歯科学雑誌
（0583-1199）50巻2号 
Page34（2012.04）

会議録

2012272745 脳神経救急の医療経済的評価　保険
診療の立場から

堂本洋一（全心会伊勢慶
友病院 脳神経外科）

Neurosurgical Emergency
（1342-6214）16巻2号
Page114-119（2011.12）

原著論文

2012269217 薬局薬剤師における薬学的疑義照会
の医療経済学的研究

鹿村恵明（東京理科大学 
薬学部），大山明子，高橋
淳一，赤木祐貴，根岸
健一，伊集院一成，上村
直樹，青山隆夫

薬学雑誌
（0031-6903）132巻6号 
Page753-761（2012.06）

原著論文

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
2012287416 スマトリプタン自己注射剤の医療経

済的検討　片頭痛治療薬の経済評価
のためのモデルを用いて
（Cost-effectiveness analysis of 
self-administrated vs. hospital-
administered injections of sumat-
riptan succinate using economic 
modeling for the treatment of 
migraine in Japan）（英語）

喜多村孝幸（日本医科大
学 医学部 脳神経外科），
荒川一郎

日本頭痛学会誌
（1345-6547）39巻1号 
Page98-105（2012.06）

原著論文

2012287076【消化管癌の予防】 
大腸癌の二次予防　早期発見・早期
治療の実現に向けた内視鏡の役割

松田尚久（国立がん研究
センター中央病院 消化
管内視鏡科），関口正宇，
坂本琢，中島健，斎藤
豊，佐野寧，藤井隆広

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）109巻7号 
Page1156-1165（2012.07）

解説／
特集

2012286946【Eszopicloneの基礎と臨床】
総論　不眠症治療の今日的意義　心
身機能への影響、QOL、経済的損失
について

池田真紀（日本大学 医
学部 社会医学系公衆衛
生学分野），兼板佳孝

睡眠医療
（1882-2096）6巻増刊号 
Page116-121（2012.03）

解説／
特集

2012286773 OTC医薬品のトピックス（第19回）　
欧州の波

西沢元仁（日本OTC医薬
品協会）

調剤と情報
（1341-5212）18巻7号 
Page1083-1086（2012.07）

解説

2012286449 患者・家族教育のノウハウ 堀本ゆかり（静岡県理学
療法士会），大橋りえ，静
岡県理学療法士会教育・
管理系専門部会

静岡県理学療法士会学術誌：
静岡理学療法ジャーナル
（1344-3593）25号 
Page32（2012.03）

会議録

2012285675 わたしたちはこうしている　熱傷患者
の搬入から処置、手術、退院まで 地域
の基幹病院における熱傷治療の現状

佐藤俊昭（愛知県厚生農
業協同組合連合会海南病
院 形成外科），増田洋祐

熱傷
（0285-113X）38巻2号 
Page115-116（2012.06）

会議録



2012282212 人工鼻・バクテリアフィルターによ
る呼吸回路の汚染回避とコスト効果
（Cost-Effective Prevention of 
Contamination of an Anesthesia 
Brea thing Circuit by Use of a Heat 
and Moisture Exchange Filter）（英
語）

西村チエ子（信州大学医
学部附属病院 手術部）

日本手術医学会誌
（1340-8593）33巻2号 
Page141-148（2012.05）

原著論文

2012281395【医療機器中央管理を考える】 
機器リースを導入した医療機器中央
管理

酒井基広（東京女子医科
大学附属病院 臨床工学
部）

Clinical Engineering
（0916-460X）23巻6号 
Page547-552（2012.05）

解説／
特集

2012281393【医療機器中央管理を考える】 
アウトソーシングを活用した医療機
器中央管理

加藤伸彦（北海道大学病
院 ME機器管理センター）

Clinical Engineering
（0916-460X）23巻6号 
Page531-538（2012.05）

解説／
特集

2012281388【医療機器中央管理を考える】 
医療機器中央管理　安全性と経済
性の両立

玉井久義（東京大学医学
部附属病院 医療機器管
理部）

Clinical Engineering
（0916-460X）23巻6号 
Page494-501（2012.05）

解説／
特集

2012280894 ノルディックウォークの特性と骨・
関節症のリハビリテーション

矢野英雄（富士温泉病
院）

生活生命支援医療福祉
工学系学会連合大会講
演要旨集2011巻 
Page26（2011.11）

会議録

2012280424 感染徴候のない新生児の中心静脈カ
テーテル・気管挿管チューブの先端
培養の意義について

岡崎薫（国立病院機構香
川小児病院 新生児科），
堀越裕歩，柿沼亮太，
近藤昌敏

日本周産期・新生児医学
会雑誌
（1348-964X）48巻1号 
Page32-35（2012.05）

原著論文

2012278234 デング熱、都市化、グローバル化　
21世紀の邪悪なる三位一体
（Dengue，Urbanizat ion and 
Globalization: The Unholy Trinity 
of the 21st Century）（英語）

Gubler Duane J.
（Signature Research 
Program in Emerging 
Infectious Diseases，
Duke-NUS Graduate 
Medical School）

Tropical Medicine and 
Health
（1348-8945）39巻4Suppl. 
Page3-11（2011.12）

総説

2012277107 ジェネリックのパクリタキセル［NK］
注の臨床での安全性についての評価
（Evaluation of Safety in Clinical 
Use of Generic Paclitaxel［NK］for 
Injection）（英語）

Tsukiyama Ikuto
（Department of Phar-
macy，Aichi Medical 
University School of 
Medicine），
Hotta Kazuo，
Takeuchi Masayuki，
Onishi Masahumi，
Toyama Yukio，
Saito Hiroko，
Sai Yoshimichi，
Miyamoto Ken-ichi，
Hasegawa Takaaki

癌と化学療法
（0385-0684）39巻4号 
Page613-617（2012.04）

原著論文／
比較研究



2012275642 小児先天性心疾患手術後急性期重症
肺高血圧に対するPDE5型阻害cGMP 
enhancer sildenafi lの積極的導入の
臨床効果とpharmacoeconomics

根本慎太郎（大阪医科大
学 胸部外科），佐々木
智康，打田裕明，本橋
宣和，小澤英樹，勝間
田敬弘，鈴木薫

日本外科学会雑誌
（0301-4894）113巻臨増2 
Page797（2012.03）

会議録

2012272989 救急システム　救急医療搬送 鈴木幸一郎（川崎医科大
学 救急医学）

救急・集中治療医学
レビュー 2012巻 
Page24-31（2012.02）

総説

2012272630 成人喘息有病率における時間的傾向　
1985年、1999年、2006年の藤枝市
地域住民対象調査の結果
（Time Trend in the Prevalence of 
Adult Asthma in Japan: Findings 
from Population-Based Surveys in 
Fujieda City in 1985，1999，and 
2006）（英語）

Fukutomi Yuma（Clinical 
Research Center for 
Allergy and Rheumatol-
ogy，Sagamihara Na-
tional Hospital），
Taniguchi Masami，
Watanabe Junko，
Nakamura Hiroyuki，
Komase Yuko，
Ohta Ken，
Akasawa Akira，
Nakagawa Takemasa，
Miyamoto Terumasa，
Akiyama Kazuo

Allergology International
（1323-8930）60巻4号 
Page443-448（2011.12）

原著論文／
比較研究

2012272388 アメリカ合衆国における看護麻酔師
の役割
（The role of Certified Registered 
Nurse Anesthetists in the United 
States）（英語）

Matsusaki Takashi
（Department of Anes-
thesiology，University 
of Pittsburgh School of 
Medicine），
Sakai Tetsuro

Journal of Anesthesia
（0913-8668）25巻5号 
Page734-740（2011.10）

解説

2012270207 部位別がんの疾病費用 松本邦愛（東邦大学 医学
部 社会医学講座），芳賀
香代子，花岡晋平，北澤
健文，長谷川友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻1号 
Page2-6（2012.06）

原著論文

2012269217 薬局薬剤師における薬学的疑義照会
の医療経済学的研究

鹿村恵明（東京理科大学 
薬学部），大山明子，高橋
淳一，赤木祐貴，根岸
健一，伊集院一成，上村
直樹，青山隆夫

薬学雑誌
（0031-6903）132巻6号 
Page753-761（2012.06）

原著論文

2012269066 医療経済からみた診療報酬の考え方　
整形外科領域はどうなるか

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）

臨床整形外科
（0557-0433）47巻6号 
Page575-580（2012.06）

解説

2012269052 C型慢性肝炎のインターフェロン治
療における地域連携パスシート導入
がもたらしたチーム医療の展開

津端俊介（新潟県立中央
病院 内科），亀井広美，
吉川成一，平野正明

肝臓
（0451-4203）53巻5号 
Page263-271（2012.05）

原著論文／
比較研究



2012267905 Propensity scoreを用いた介護予防
事業の効果検証　J-MACC study

山田実（京都大学大学院 
医学研究科），青山朋樹，
高橋さゆり，佐竹登志子，
荒井秀典

理学療法学
（0289-3770）39巻Suppl.2 
Page0383（2012.04）

会議録

2012266773 適切医療費に立脚した肺癌診療の新
展開

加藤治文（新座志木中央
総合病院），国頭英夫，
土田敬明，古川欣也

呼吸
（0286-9314）31巻5号 
Page418-426（2012.05）

座談会

2012264716 大腸がん検診における費用効果分析 田中正文（高野会大腸肛
門病センター高野病院 
外科），緒方俊二，山田
一隆，野崎良一，大湾
朝尚，福永光子，中村寧，
村田隆二，佐藤太一，
入江朋子，高野正博

Gastroenterological 
Endoscopy
（0387-1207）54巻Suppl.1 
Page1361（2012.04）

会議録

2012264713 ABC検診を併用した内視鏡検診に
よる費用対効果の検討

伊藤慎芳（四谷メディカ
ルキューブ 消化器内科），
池田久典，山本信彦

Gastroenterological 
Endoscopy
（0387-1207）54巻Suppl.1 
Page1360（2012.04）

会議録

2012260749 広範囲の骨欠損に対するオートクレー
ブ処理凍結大腿骨頭同種骨移植　費
用対効果に関するレビュー
（Autoclaved frozen femoral head 
allograft bone grafting for large 
bone defects: A review of its cost-
eff ectiveness）（英語）

SengChusheng
（Singapore General 
Hosp.），
Chin Pak Lin，
Chia Shi Lu，
Lo Ngai Nung，
Yeo Seng Jin

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）86巻3号 
PageS371（2012.03）

会議録

2012260394 表在性胃新生物に対する内視鏡的粘膜
下切除術後の出血予防と潰瘍治癒促
進に対するlansoprazoleとroxatidine
の有効性の比較
（Eff ect of lansoprazole versus rox-
atidine on prevention of bleeding 
and promotion of ulcer healing 
after endoscopic submucosal 
dissection for superficial gastric 
neoplasia）（英語）

Imaeda Hiroyuki
（Department of Gener-
al Internal Medicine，
Saitama Medical Uni-
versity），
Hosoe Naoki，
Suzuki Hidekazu，
Saito Yoshimasa，
Ida Yosuke，
Nakamura Rieko，
Iwao Yasushi，
Ogata Haruhiko，
Hibi Toshifumi

Journal of 
Gastroenterology
（0944-1174）46巻11号 
Page1267-1272（2011.11）

原著論文／
ランダム化
比較試験



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012288129 アメリカ医療制度改革と最高裁　最

高裁判決が意味するもの
山岸敬和（南山大学 外
国語部 英米学科）

社会保険旬報
（1343-5728）2502号 
Page10-16（2012.07）

解説

2012288106【社会保障における財源論-税と社会
保険料の役割分担-】 
アメリカの医療保障における財源確
保　メディケア、メディケイドの展開

石田道彦（金沢大学） 海外社会保障研究
（1344-3062）179号
Page51-60（2012.06）

解説／
特集

2012287375【地域医療のための公的医療保険】 
平成24年度の診療報酬・介護報酬
同時改定のトピックス　医療と介護
の連携にスポットを当てて

折茂賢一郎（西吾妻福祉
病院）

地域医学
（0914-4277）26巻7号 
Page638-646（2012.07）

解説／
特集

2012287374【地域医療のための公的医療保険】 
外来診療と保険診療

藍真澄（東京医科歯科大
学生命倫理研究センター）

地域医学
（0914-4277）26巻7号 
Page633-637（2012.07）

解説／
特集

2012287373【地域医療のための公的医療保険】 
医療費負担軽減の制度と利用方法に
ついて

青木真（東京北社会保険
病院 医療福祉相談室）

地域医学
（0914-4277）26巻7号 
Page628-632（2012.07）

解 説/特
集

2012287372【地域医療のための公的医療保険】 
医療費

川渕孝一（東京医科歯科
大学大学院 医歯学総合
研究科 医療経済学分野）

地域医学
（0914-4277）26巻7号 
Page622-627（2012.07）

解説／
特集

2012287371【地域医療のための公的医療保険】 
総論　公的医療保険の仕組み

浅井泰博（湯沢町保健医
療センター）

地域医学
（0914-4277）26巻7号 
Page614-621（2012.07）

解説／
特集

2012284183 高齢者を取り巻く介護保険と医療保
険の動向

塩中雅博（ポシブル） シニアフィットネス
リハビリテーション
（1882-8094）5号 
Page4-6（2012.03）

解説

2012273082 海外医療制度に学ぶ　制度・政策と
してのオープン・ディスクロージャー

藤澤由和（静岡県立大学 
経営情報イノベーショ
ン研究科）

日本外科学会雑誌
（0301-4894）113巻臨増2 
Page68（2012.03）

会議録

2012272670 血管トレーニングプログラムを補助
するための手段を一緒に開発するこ
とが出来るか 資源を制約された医
療制度における血管内トレーニング
（CAN WE WORK TOGETHER  
TO DEVELOP RESOURCES TO 
SUPPORT  OUR  VASCULAR 
TRAINING  PROGRAMS?  
Endovascular training in a resource 
constrained health care system）
（英語）

Veller Martin（the Vas-
cular Society of South-
ern Africa University of 
the Witwatersrand）

Annals of Vascular 
Diseases
（1881-641X）4巻2号 
Page171（2011.06）

会議録

2012271867 アメリカ医療の現実　ある日本人開
業医のたより（第2回）　アメリカの
医療保険制度について

小林秀一（Kobayashi 
Medical Clinic）

THE LUNG-perspectives
（0919-5742）20巻3号 
Page334-338（2012.08）

解説



2012271834 日本におけるがん検診受診率格差　
医療保険のインパクト

田淵貴大（大阪府立成人
病センター がん予防情
報センター），中山富雄，
津熊秀明

日本医事新報
（0385-9215）4605号 
Page84-88（2012.07）

原著論文

2012271642 これからの日本の医療制度と家庭医
療（第5章）　日本の家庭医療

澤憲明（英国家庭医学
会）

社会保険旬報
（1343-5728）2500号 
Page32-40（2012.07）

解説

2012265239 歯科保健医療制度の国際比較（第5
報）　海外の歯科医師免許更新制度

植野正之（東京医科歯科
大学大学院 健康推進歯
学分野），竹内美緒，竹
原祥子，川口陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）62巻2号
Page267（2012.04）

会議録

2012265238 歯科保健医療制度の国際比較（第4
報）　デンマークの学校歯科保健制
度

竹原祥子（東京医科歯科
大学大学院 健康推進歯
学分野），竹内美緒，大
鶴次郎，植野正之，川口
陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）62巻2号 
Page267（2012.04）

会議録

2012265237 歯科保健医療制度の国際比較（第3
報）　英国における公的保険制度に
よる矯正歯科治療

竹原祥子（東京医科歯科
大学大学院 健康推進歯
学分野），竹内美緒，大
鶴次郎，植野正之，川口
陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）62巻2号 
Page266（2012.04）

会議録

2012265236 歯科保健医療制度の国際比較（第2
報）　英国の「エビデンスに基づい
た予防ツールキット」

大貫茉莉（東京医科歯科
大学大学院 健康推進歯
学分野），竹原祥子，植
野正之，川口陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）62巻2号 
Page266（2012.04）

会議録

2012265235 歯科保健医療制度の国際比較（第1
報）　日本と米国の歯科治療費の比
較

長岡玲香（東京医科歯科
大学大学院 健康推進歯
学分野），竹原祥子，植
野正之，川口陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）62巻2号 
Page265（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
2012287428【くすりの値段と価値 パートⅡ】

 薬価差益は製薬企業の懐に
浜六郎（医薬ビジランス
センター）

薬のチェックは命の
チェック47号 
Page10（2012.07）

解説／
特集

2012287427【くすりの値段と価値 パートⅡ】 
日本の医薬分業の歴史（その1）　薬
価差益1兆3000億はどこへ

隈本邦彦（江戸川大学 
メディアコミュニケーシ
ョン学部）

薬のチェックは命の
チェック47号 
Page6-9（2012.07）

解説／
特集

2012284652 心大血管疾患リハビリテーション料
届出医療機関の動向　2010年度診
療報酬改定後の心臓リハビリテーシ
ョンの現状

小山照幸（東京都健康長
寿医療センター リハビ
リテーション科）

心臓リハビリテーション
17巻2号 
Page238-243（2012.06）

原著論文

2012283960 平成22年度日本臨床皮膚科医会健
保委員会会長諮問答申「平成22年
度診療報酬改定の評価と対応」

早川道郎（日本臨床皮膚
科医会），平成22-23年
度健保委員会

日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）29巻3号 
Page428-440（2012.04）

原著論文



2012282358 回復期リハビリテーション病棟にお
ける退院前訪問指導　診療報酬制度
上の適切な評価について

藤田真介（脳血管研究
所附属美原記念病院），
藤田知美，常田純，本木
綾，常田康司，美原盤

JMC：日本慢性期医療
協会機関誌
20巻2号 
Page61-65（2012.06）

原著論文/
比較研究

2012267086 平成22年度東京都士会診療報酬改
定に伴う影響調査結果

廣瀬幸子（東京都理学療
法士会 渉外局 医療報酬
部）

理学療法：進歩と展望
（0911-9604）24号 
Page62-67（2011.03）

原著論文

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
2012287535 アダプティブ・デザインの実践に向

けて
越水孝（日本製薬工業協
会），萩野篤司，加藤
政春，矢島勉，日本製薬
工業協会医薬品評価委員
会データサイエンス部会

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）43巻7号 
Page600-605（2012.07）

解説

2012286251【創薬を牽引する有機化学】 
臨床試験におけるイメージングバイ
オマーカー

後藤信治（田辺三菱製薬 
開発本部 臨床薬理セン
ター），西條武明，桑原
康裕

ファルマシア
（0014-8601）48巻7号 
Page643-647（2012.07）

解説／
特集

2012281682 東日本大震災における治験の諸問題
と災害対応力の向上のために

山口高之（第一三共），
石畑雅大，佐藤充隆，
高見和夫，東海康之，
中山敬英，平田欽也，
古旗尋美，中島唯善，
日本製薬工業協会医薬品
評価委員会臨床評価部会
特別プロジェクト

薬事
（0016-5980）54巻6号 
Page1041-1045（2012.06）

解説

2012277091【遺伝性乳癌卵巣癌診療の新時代】 
PARP阻害剤の臨床開発

豊田昌徳（神戸大学医学
部附属病院 腫瘍・血液
内科学），南博信

癌と化学療法
（0385-0684）39巻4号 
Page519-524（2012.04）

解説／
特集

2012265314 泌尿器がん免疫療法の開発と展望 
ゲノム解析を基盤としたがんペプチ
ドワクチン療法の開発と展望

小原航（岩手医科大学 医
学部 泌尿器科学教室），
藤岡知昭，吉田浩二，
角田卓也，中村祐輔

西日本泌尿器科
（0029-0726）74巻4号 
Page167-175（2012.04）

解説


