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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
2012353935 医療経済評価の国際動向（第1回）　

医療経済評価にまつわる5つの論点
白岩 健（帝京大学），
五十嵐 中，池田 俊也，
福田 敬

社会保険旬報
（1343-5728）2509号 
Page10-14（2012.10）

解説

2012353186【病院における歯科】
歯科医療政策と病院

野村 眞弓（ヘルスケア
リサーチ）

病院
（0385-2377）71巻10号 
Page779-783（2012.10）

解説／
特集

2012351468 小児歯科の未来への提言　これから
の小児歯科医療政策を考える 歯科
医療が日本を変える

櫻井 充（参議院） 小児歯科臨床
（1341-1748）17巻9号 
Page64-73（2012.09）

解説

2012346414 医療経済を考慮した花粉症の治療 荻野 敏（大阪大学大学
院 医学系研究科 保健学
専攻）

日本鼻科学会会誌
（0910-9153）50巻3号 
Page227（2011.11）

会議録

2012344539 緩和医療における医療経済に関する
保険委員会の取り組み

服部 政治（がん研有明
病院 麻酔科・ペインク
リニック）

日本緩和医療学会学術大会
プログラム・抄録集17回 
Page267（2012.06）

会議録

2012342679 コブレーション扁桃摘出術の臨床的・
医療経済的検討

杉田 玄（和歌山県立医科
大学附属病院 耳鼻咽喉
科頭頸科），河野 正充，
藤原 啓次，乾 晃造，
戸川 彰久，保富 宗城，
山中 昇

耳鼻咽喉科臨床
（0032-6313）補冊133 
Page73（2012.07）

会議録

2012342502 ヘルスサービスリサーチ　米国健康医
療政策会議（National Health Policy 
Conference）に参加して

東 尚弘（東京大学 医学
系研究科 公衆衛生学）

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）59巻4号 
Page288-291（2012.04）

解説

2012336102【医療経済学から見た最近の医療情
勢と先行き「日本病」をいかに解決
すべきか】

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）

師長主任業務実践
17巻367号 
Page4-8（2012.09）

解説／
特集



2012332487 これからの医療政策と眼科の評価 
社会保障ニューディール政策

櫻井 充 日本の眼科
（0285-1326）83巻7号 
Page980-981（2012.07）

会議録

2012332486 これからの医療政策と眼科の評価 視
覚障害の疾病負担（社会的コスト）

山田 昌和（国立病院機
構東京医療センター 感覚
器センター）

日本の眼科
（0285-1326）83巻7号 
Page979-980（2012.07）

会議録

2012332485 これからの医療政策と眼科の評価 眼
科医療と費用対効果

平塚 義宗（国立保健医
療科学院）

日本の眼科
（0285-1326）83巻7号 
Page978-979（2012.07）

会議録

2012331404 内の目・外の目　医療経済から見え
るもの（その3）

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4号 
Page402-403（2012.07）

解説

2012328337 脂質制御の糖尿病性心血管病予防
効果　コホート研究5.5年の医療経
済解析

林 登志雄（名古屋大学 
医学部），伊奈 孝一郎，
野村 秀樹

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）49巻Suppl.
Page112-113（2012.05）

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 論文種別
2012354161 誌上ディベート 転移・再発乳癌の

化学療法にベバシズマブを併用すべ
きか?　「不要である」とする立場か
ら

向原 徹（神戸大学医学
部附属病院 腫瘍センタ
ー・腫瘍・血液内科）

Cancer Board 乳癌
（1883-1699）5巻2号 
Page152-157（2012.10）

解説

2012353935 医療経済評価の国際動向（第1回）　
医療経済評価にまつわる5つの論点

白岩 健（帝京大学），
五十嵐 中，池田 俊也，
福田 敬

社会保険旬報
（1343-5728）2509号 
Page10-14（2012.10）

解説

2012353887【白血病治療の最前線-EBMの先にあ
るもの】 
白血病治療ガイドライン

大西 一功（浜松医科大
学 腫瘍センター）

カレントテラピー
（0287-8445）30巻10号 
Page1082（2012.10）

解説／
特集

2012353749【有効性・安全性・経済性を考慮し
た「漢方薬」提案のヒント】 
こんな時には漢方薬　方剤単位で学
ぶ「漢方薬」提案のヒント　牛車腎
気丸

永田 豊（諏訪中央病院 
東洋医学センター），長坂 
和彦

薬局
（0044-0035）63巻11号
Page3314-3320（2012.10）

解説／
特集

2012353742【有効性・安全性・経済性を考慮し
た「漢方薬」提案のヒント】 
現代医療における漢方薬のEBMと
漢方活用術

秋葉 哲生（あきば伝統
医学クリニック）

薬局
（0044-0035）63巻11号 
Page3263-3267（2012.10）

解説／
特集

2012353740【有効性・安全性・経済性を考慮し
た「漢方薬」提案のヒント】 
漢方薬を導入する3つの薬学的視点　
有効性・安全性・経済性

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究科）

薬局
（0044-0035）63巻11号 
Page3248-3253（2012.10）

解説／
特集

2012353739【有効性・安全性・経済性を考慮し
た「漢方薬」提案のヒント】 
現代医療における漢方薬の可能性　
薬学からの提言

田代 眞一（病態科学研
究所）

薬局
（0044-0035）63巻11号 
Page3243-3246（2012.10）

解説／
特集



2012352195 日本におけるCT肺癌検診の費用効
果分析　性・年齢階級別

飯沼 武（放射線医学総
合研究所）

CT検診
（1881-1965）19巻2号 
Page67-74（2012.08）

原著論文

2012351902【ハイリスクグループのスクリーニン
グ～どう対策に生かすか】 
概説

錦織 信幸（世界保健機
関西太平洋地域事務所 
結核対策課）

保健師・看護師の結核展望
（1347-4553）50巻1号 
Page2-8（2012.08）

解説／
特集

2012349067 中小病院向けASP型健診システムの
開発と運用　そのメリットとデメリ
ット

荏原 太（東京慈恵会医
科大学 糖尿病・代謝・内
分泌内科），隅岡 隆之，
岸本 竹弘，藤田 知，
荏原 千登里

人間ドック
（1880-1021）27巻2号 
Page354（2012.07）

会議録

2012346671 患者自己負担率の引き上げによるセ
ルフメディケーション推進に関する
研究

梅原 昌宏（UFPコンサル
ティング），山田 康夫

医療と社会
（0916-9202）22巻2号 
Page139-156（2012.07）

原著論文

2012346441 医療費問題と医療経済評価 坂巻 弘之（名城大学 薬
学部 臨床経済学研究室）

日本鼻科学会会誌
（0910-9153）50巻3号 
Page301（2011.11）

会議録

2012344561 費用対効果から導き出された地域に
根ざすデイホスピス実現の可能性に
ついての一考察

白川 美弥子（長崎県島原
病院 緩和ケアチーム），
片山 泰代，矢津 剛

日本緩和医療学会学術大会
プログラム・抄録集17回 
Page280（2012.06）

会議録

2012344319 チーム医療を考える　専門分化と統
合・協働

山口 徹（国家公務員共済
組合連合会虎の門病院）

共済医報
（0454-7586）61巻2号 
Page109-118（2012.05）

解説

2012342976 キューバの医療　特に予防医学・
Primary Careについて

安田 清（静岡県立総合
病院）

日本小児皮膚科学会雑誌
（0286-9608）31巻2号 
Page73-77（2012.06）

総説

2012340228 Dimension Xpandを用いた血清リチ
ウム濃度の院内測定

若松 雄太（神戸大学医
学部附属病院 薬剤部），
山下 和彦，山本 和宏，
向井 啓，瀬戸 崇光，
宇田 篤史，平野 剛，
平井 みどり，濱口 常男，
岩川 精吾，太田 光煕，
棚橋 孝雄

TDM研究
（0911-1026）29巻3号 
Page275（2012.05）

会議録

2012338753 栄養サポートチーム介入がICU患者
の転帰に及ぼす影響
（Eff ects of Nutrition Support Team 
Services on Outcomes in ICU 
Patients）（英語）

Mo Yeon Hwa
（Graduate School of 
Clinical Pharmacy，
Sungkyunkwan 
University），
Rhee Jinnie，
Lee Eui-Kyung

薬学雑誌
（0031-6903）131巻12号 
Page1827-1833（2011.12）

原著論文／
比較研究

2012338549 話題のキーワード解説　後発医薬品
（ジェネリック医薬品）

佐藤 博（新潟大学医歯
学総合病院 薬剤部）

International Review of 
Thrombosis
（1880-8549）7巻3号 
Page254-258（2012.09）

解説



2012338506 2012年度DPC/PDPS改定における
医薬品の取り扱いについて

木村 憲洋（高崎健康福
祉大学 健康福祉学部 医
療情報学科）

新薬と臨床
（0559-8672）61巻10号 
Page1962-1968（2012.10）

解説

2012338218 当院における前立腺生検の費用分析 鴨田 慎二（旭川厚生病
院 泌尿器科），川口 愛，
松ヶ瀬 安邦，菅野 貴行，
森 達也

泌尿器外科
（0914-6180）25巻9号 
Page1902（2012.09）

会議録

2012337879【民医連の薬事委員会活動】 
有効で安全な医薬品をいつでもどこ
でもだれにでも届けられるために　
薬事委員会活動交流集会の問題提
起から

東久保 隆（全日本民医
連）

民医連医療
（0285-2241）482号 
Page18-21（2012.10）

解説／
特集

2012337829 精神科病院における28ヵ月間のris-
peridone持効性注射薬使用経験　入
院治療に関するmirror-image解析を
含めて

小林 和人（山容病院） 臨床精神薬理
（1343-3474）15巻10号 
Page1689-1698
（2012.10）

原著論文／
比較研究

2012337745 深読みILO安全衛生国際基準　EU
の産業安全保健戦略

川上 剛（国際労働機関） 労働の科学
（0035-7774）67巻10号 
Page619-621（2012.10）

解説

2012337690 医事課進化論（第47回）　DPCコー
ディングの精度管理　適切なコーデ
ィングと体制作りにより病院の経営
改善は図れるのか

水元 一博（九州大学病
院 がんセンター），西山 
謙，原茂 順一

保険診療（0385-8588）
67巻9号 
Page50-53（2012.09）

座談会

2012337671 仮想的市場評価法を用いたロタウイ
ルスワクチンに対する支払い意思額
についての調査

小野 真（国際医療福祉
大学大学院 医療福祉学 
研究科 国際感染症学領
域），沼崎 啓，池田 俊也

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）60巻5号 
Page535-540（2012.09）

原著論文／
比較研究

2012337541 薬事温故知新（第33回）　医薬分業
の経緯と今後

土井 脩（医薬品医療機
器レギュラトリーサイエ
ンス財団）

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）43巻9号 
Page850-851（2012.09）

解説

2012337366 生物学的製剤の経済効果に関する試
算

吉井 一郎（元湧会吉井
病院）

リウマチ科
（0915-227X）48巻2号 
Page231-237（2012.08）

原著論文

2012336956 持参薬加工の業務分析と医療費節減
および適正使用への貢献の評価

岡田 浩司（岩手県立中
央病院 薬剤部），内村 
俊文，稲垣 和幸，松井 
伯之，佐藤 勝彦

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）48巻9号 
Page1103-1106（2012.09）

原著論文／
比較研究

2012336624 点眼剤の後発医薬品使用促進に関わ
る薬剤費の比較研究

菅原 仁（ツルハ），島森 
美光，吉町 昌子，後藤 
輝明，早瀬 幸俊

医薬品情報学
（1345-1464）14巻2号 
Page62-68（2012.08）

原著論文／
比較研究

2012333877【2型糖尿病のインスリン療法-日常
臨床でベターなコントロールを得る
ための治療法選択のコツ-】 
インスリン導入時のレジメンの選択　
インスリン導入法のエビデンス

永井 義幸（東京医科大学 
内科学第三講座（糖尿
病・代謝・内分泌内科）），
酒井 裕幸，小田原 雅人

月刊糖尿病
4巻10号 
Page12-18（2012.09）

解説／
特集



2012332756 胃がんの疾病費用（Cost of illness）
の推計

芳賀 香代子（東邦大学 
社会医学系），長谷川 
友紀

東邦医学会雑誌
（0040-8670）59巻4号 
Page195（2012.07）

会議録

2012332509【Robotic surgeryの今】 
総論　民間病院における robotic 
surgery導入の経験

松波 英寿（松波総合病
院），小林 建司，萩原 
徳康，花立 史香，濱本 
幸浩，上田 修久，大原 
永子，柴田 直史，仲井 
希，長谷川 義和，清水 
幸雄，松波 英一

外科
（0016-593X）74巻8号 
Page813-819（2012.08）

解説／
特集

2012332485 これからの医療政策と眼科の評価 
眼科医療と費用対効果

平塚 義宗（国立保健医
療科学院）

日本の眼科
（0285-1326）83巻7号 
Page978-979（2012.07）

会議録

2012331012【蕁麻疹患者のQOL向上術】 
慢性特発性蕁麻疹患者の予後と治
療介入の効果

三原 祥嗣（広島大学大
学院 医歯薬保健学研究
院 皮膚科学）

Derma.
（1343-0831）194号 
Page21-25（2012.07）

解説／
特集

2012329149 医薬品情報活動の新しいカタチ　
AcademicDetailingが薬物療法を変
える（第1回）　Academic Detailing
とは?　医薬品適正使用のための根
拠に基づくアプローチ

山本 美智子（鈴鹿医療
科学大学 薬学部臨床薬
学センター 医薬品情報
学）

薬事
（0016-5980）54巻7号 
Page1165-1169（2012.07）

解説

2012328428 介護予防事業の効果検証　新規要介
護認定者数と費用対効果の側面から

山田 実（京都大学大学
院 医学研究科），青山 
朋樹，荒井 秀典

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）49巻Suppl. 
Page135（2012.05）

会議録

2012328299 超高齢者へのバルーン大動脈弁形成
術によるQOL改善に対する対費用効
果

高野 仁司（日本医科大学 
循環器内科），高山 守正，
安武 正弘，水野 杏一

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）49巻Suppl. 
Page103（2012.05）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012336956 持参薬加工の業務分析と医療費節減

および適正使用への貢献の評価
岡田 浩司（岩手県立中
央病院 薬剤部），内村 
俊文，稲垣 和幸，松井 
伯之，佐藤 勝彦

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）48巻9号 
Page1103-1106（2012.09）

原著論文／
比較研究

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012354033【ヘルパーのたんの吸引軌道化とQOL

の向上】 
［第4部］医療的ケアはどういう方向
に進むべきか　吸引等の医療制度改
定でこれから

米山 明（全国児童発達
支援協議会）

難病と在宅ケア
（1880-9200）18巻7号 
Page33-36（2012.10）

解説／
特集



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012344225 総合的情報化と疾病別原価計算の

取組み　業務の標準化をめざして
三村 和久（兵庫県立加
古川医療センター 総務
部 経理課）

日本医療マネジメント学会兵
庫地方会プログラム・抄録集
（1881-8048）5回 
Page20（2011.03）

会議録

2012342578 当院におけるDPC導入前後の肺炎
球菌性肺炎診療報酬の推移

瓜生 恭章（八尾徳洲会
総合病院 呼吸器内科），
西浦 哲史，山本 朋納，
馬越 泰生，西田 美帆，
鈴木 美絵子，小西 千尋，
松浦 暢子，峰 睦子，酒井 
敬，原田 博雅

日本クリニカルパス学会誌
14巻2号 
Page113-121（2012.06）

原著論文／
比較研究

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012343271 看護師免許保有者の再就業時におけ

る職場選択　選択型実験法を用いた
選好調査

青木 恵子（大阪大学社
会経済研究所），赤井 
研樹，青木 喜子

医療経済研究
（1340-895X）23巻2号 
Page111-127（2012.06）

原著論文

2012344761 癌患者・家族の「経済的な痛み」に
対する医療保険制度面からのアプロ
ーチ　「高額療養費受領委任払制度」
の利用効果に関する調査報告

影山 雪子（横浜市旭福祉
保健センター 保険年金
課），山口 陽子，星 信行

日本緩和医療学会学術大会
プログラム・抄録集17回 
Page335（2012.06）

会議録

2012344337 連合会病院は災害時に何をなすべき
か　東日本大震災から学ぶ わが国の
災害医療制度と連合会病院

田中 伸至（国家公務員
共済組合連合会 病院部）

共済医報
（0454-7586）61巻2号 
Page198-203（2012.05）

解説

2012343268 皆保険医療制度を巡る国際的動向と
日本の役割

橋本 英樹（東京大学大
学院 医学系研究科 公共
健康医学専攻）

医療経済研究
（1340-895X）23巻2号 
Page85-94（2012.06）

解説

2012338013 高額療養費制度に関する考察　負担
軽減と公的医療保険財政に及ぼす影
響を中心に

岩渕 豊（国立社会保障
人口問題研究所）

社会保険旬報
（1343-5728）2508号 
Page10-15（2012.09）

解説

2012337272 これからの日本の医療制度と家庭医
療（第6章）　オランダの医療制度

澤 憲明 社会保険旬報
（1343-5728）2506号 
Page24-29（2012.09）

解説

2012335836【緩和ケア最前線】 
《緩和ケア医療の動向》　緩和ケアに
おける医療保険と介護保険

福井 小紀子（日本赤十
字看護大学 地域看護学）

Modern Physician
（0913-7963）32巻9号 
Page1077-1082（2012.09）

解説／
特集

2012334887 スザンヌ・ゴードンのアメリカ医療・
看護最新事情Season II（第32回）　
オバマの医療制度改革法のゆくえ

Gordon Suzanne 看護
（0022-8362）64巻11号 
Page102-103（2012.08）

解説



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
2012354278【コンパニオン・ダイアグノーシス】 

診断薬・製薬業界におけるコンパニ
オン診断法（CoDx）の開発に向けた
インフラ整備に関する検討と提案

田澤 義明（ロシュ・ダイ
アグノスティクス IVD事
業本部メディカル マーケ
ティング部）

がん分子標的治療
（1347-6955）10巻4号 
Page258-266（2012.10）

解説／
特集

2012354276【コンパニオン・ダイアグノーシス】 西尾 和人（近畿大学 医
学部 ゲノム生物学教室），
中谷 中，田澤 義明，森 
和彦

がん分子標的治療
（1347-6955）10巻4号 
Page242-249（2012.10）

座談会／
特集

2012353956 ビジネス医療サービスから学ぶ病院
マーケティング思考（第7回）　最先
端医療サービスの継続的導入

田中 耕太郎（バンコク病
院メディカルセンター イ
ンターナショナルマーケ
ット部）

医療アドミニストレーター
4巻31号 
Page80-81（2012.10）

解説

2012353255【抗体を用いた医療-血清療法から抗
体医薬まで】 
抗体医薬品のバイオ後続品の将来展
望

川崎 ナナ（国立医薬品
食品衛生研究所 生物薬
品部），石井 明子

臨床と微生物
（0910-7029）39巻5号 
Page459-465（2012.09）

解説／
特集

2012338759 中国の薬草市場におけるDendrobi-
um thyrsifl orumの地理的起源のトリ
ヌクレオチドマイクロサテライトマ
ーカーを用いた同定
（Identification of the Geographic 
Origin of Dendrobium thyrsifl orum 
on Chinese Herbal Medicine Mar-
ket Using Trinucleotide Microsat-
ellite Markers）（英語）

Yuan Ying Hui（College 
of Life Sciences，Nan-
jing Normal University），
Hou Bei Wei，
Xu Hui Jun，
Luo Jing，
Ding Xiao Yu

Biological & 
Pharmaceutical 
Bulletin
（0918-6158）34巻12号 
Page1794-1800（2011.12）

原著論文

2012338744 ワクチン開発を廻るグローバルトレ
ンド

小林 利彦（東京大学薬
友会）

薬学雑誌
（0031-6903）131巻12号 
Page1743-1744（2011.12）

解説

2012338119【統合失調症の認知機能障害への治
療的アプローチ-薬物療法と認知リ
ハビリテーションの最新知見】 
認知機能改善薬の開発を促進する米
国のプロジェクトについて

豊巻 敦人（北海道大学
大学院 医学研究科 神経
病態学講座 精神医学分
野），久住 一郎，小山 司

Schizophrenia Frontier
（1345-8639）13巻1号 
Page19-23（2012.09）

解説／
特集

2012337879【民医連の薬事委員会活動】 
有効で安全な医薬品をいつでもどこ
でもだれにでも届けられるために　
薬事委員会活動交流集会の問題提
起から

東久保 隆（全日本民医
連）

民医連医療
（0285-2241）482号 
Page18-21（2012.10）

解説／
特集


