
医療経済関係研究論文（2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
2013042299 末梢留置型中心静脈カテーテル

（PICC）の有用性　安全な留置と血
流感染低下による医療経済学的利点
から

枝元 良広（国立国際医
療研究センター病院 肝
胆膵外科）

医療の質・安全学会誌
（1881-3658）7巻Suppl. 
Page186（2012.10）

会議録

2013041461 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

上條 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巻記念号 
Page30-31（2012.10）

会議録

2013040017 ヘルスサービスリサーチ　医療経済
評価実施上の課題

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）59巻9号 
Page712-715（2012.09）

解説

2013038807【精神病早期介入のエビデンス：ア
ップデート】
精神病早期介入の医療経済学的評価

飯島 佐知子（順天堂大
学大学院 医療看護学研
究科），横山 和仁，北村 
文彦

臨床精神医学
（0300-032X）41巻10号 
Page1381-1386（2012.10）

解説／
特集

2013034437 混沌そして変革の時代の医療政策　
眼科を取り巻く医療情勢

吉田 統彦（衆議院） 眼科臨床紀要
（1882-5176）5巻9号 
Page874（2012.09）

会議録

2013033537 血友病患者に対する同時鏡視下肩関
節・足関節滑膜切除術の医療経済効
果

稲垣 有佐（奈良県立医
科大学 整形外科），田中 
康仁，酒本 佳洋，上松 
耕太，谷口 晃，熊井 司

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌
（0008-9443）55巻秋季学会 
Page153（2012.09）

会議録

2013030955 歯科医療はどこへ行くのか　歯科医
療や医療経済に未来はあるか

千葉 博茂（東京医科大
学）

日本歯科医師会雑誌
（0047-1763）65巻5号 
Page607（2012.08）

会議録

2013029167 医療経済 病院・介護事業経営 八木 麻衣子（聖マリアン
ナ医科大学附属東横病院 
リハビリテーション室）

理学療法ジャーナル
（0915-0552）46巻12号 
Page1115-1122（2012.12）

解説



2013028923 医療経済評価の国際動向（第3回）　
オーストラリアの医療経済評価

五十嵐 中（東京大学大学
院 薬学系研究科），白岩 
健，池田 俊也，福田 敬

社会保険旬報
（1343-5728）2513号 
Page44-49（2012.11）

解説

2013028882【新規抗凝固薬の使用法-ワルファリ
ンに対する位置づけ-】
治す　新しくなる常識　新規抗凝固
薬と医療経済

福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

Heart View
（1342-6591）16巻13号 
Page1276-1279（2012.12）

解説／
特集

2013028842 医療経済 理学療法の経済的側面 宮崎 貴朗（東京工科大
学 医療保健学部 理学療
法学科）

理学療法ジャーナル
（0915-0552）46巻11号 
Page1021-1027（2012.11）

解説

2013026295 病床管理に直結!　看護必要度と今
後の医療政策の関係を知る

長 英一郎（東日本税理
士法人）

ナースマネジャー
14巻8号 
Page85-86（2012.11）

解説

2013024444 医療経済 これからの医療・介護と理
学療法

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野），梶谷 恵子

理学療法ジャーナル
（0915-0552）46巻10号 
Page929-937（2012.10）

解説

2013023078 アジア諸国における精神科医療政
策・管理

伊藤 弘人（国立精神・神
経医療研究センター精神
保健研究所 社会精神保
健研究部）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page178（2012.09）

会議録

2013022969 医療・病院管理学の役割と未来 医
療経済学の立場から

西村 周三（国立社会保
障人口問題研究所）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page48（2012.09）

会議録

2013022241 長寿化した社会からみえる運動器障
害、歩行障害への対策　ロコモティ
ブシンドロームとメタボと認知症 ロ
コモティブシンドロームと医療経済

林 泰史（東京都リハビリ
テーション病院 整形外
科・リウマチ科），伊藤 
真梨，佐々木 喜子

The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine
（1881-3526）49巻9号 
Page591-596（2012.09）

解説

2013018309 医療制度・医療経済　2012年診療
報酬改定と透析医療に及ぼす影響

山崎 親雄（衆済会増子
クリニック昴）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）27巻2号 
Page229-233（2012.08）

解説

2013017967 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4号 
Page511-515（2012.07）

解説

2013013206 脊損治療の医療経済に関する多施設
共同研究

種市 洋（獨協医科大学 
整形外科），須田 浩太，
芝 啓一郎，塩田 匡宣，
古閑 博明，坂井 宏旭

日本脊髄障害医学会雑誌
（1348-3242）25巻1号 
Page14-17（2012.05）

原著論文／
比較研究

2013012572 30歳代における乳がん検診導入、及
びその方法に関する医療経済的考察　
増分費用効果・費用便益の観点から

秋田 智之（広島大学大学
院 医歯薬学総合研究科 
疫学・疾病制御学），曽
我部 愛由子，池本 珠莉，
大竹 ひかり，柴田 真美，
久保川 佳子，榎 響子，
村上 茂，田中 純子

日本予防医学会雑誌
（1881-4271）7巻1号
Page31-37（2012.04）

原著論文／
比較研究



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
2013045644 平成23年度・チーム医療実証事業

報告書（厚生労働省医政局）　薬剤
師の活用、薬物療法等の分野　ICU
におけるチーム医療（薬物動態を中
心とした集中管理）

国立病院機構大阪医療
センター

薬事新報
（0289-3290）2763号 
Page31-35（2012.12）

解説

2013045488 医療管理会計学入門 価値企画の効
果と課題　提供プロセスマネジメン
トとしての管理会計（2）

荒井 耕（一橋大学大学
院 商学研究科）

病院
（0385-2377）71巻12号 
Page994-997（2012.12）

解説

2013045284 薬剤の価格と規制を巡る政策の国際
動向（上）　金額に見合う価値の実
現に向けて

久繁 哲徳（医療テクノ
ロジー・アセスメント研
究所）

社会保険旬報
（1343-5728）2514号 
Page32-40（2012.11）

解説

2013044381 医薬品のコンパッショネート使用制
度（CU）　なにがCUか・なにがCU
ではないのか

寺岡 章雄（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学），津谷 喜一郎

薬理と治療
（0386-3603）40巻10号 
Page831-840（2012.10）

解説

2013044306 インフルエンザ診療の新たな展開　
抗インフルエンザ薬を中心に

渡辺 彰（東北大学加齢
医学研究所 抗感染症薬
開発研究部門）

大阪府内科医会会誌
（1881-669X）21巻2号 
Page152-162（2012.10）

解説

2013044018【Q&Aで学ぶお母さんと赤ちゃんの
栄養】
Q&A小児科編　母乳　アメリカで
出産した時は、ビタミンK欠乏性出
血症予防の目的で赤ちゃんにビタミ
ンKが筋肉注射されました。今回日
本で出産しましたが、ビタミンKシ
ロップを投与するといわれました。
どちらの方法がいいのですか?

白幡 聡（北九州八幡東
病院）

周産期医学
（0386-9881）42巻増刊 
Page172-173（2012.11）

解説／
特集

2013043623【これからの高齢者医療を考える】 
高齢者診療における漢方薬の役割

福地 義之助（順天堂大
学 医学部 呼吸器内科），
赤瀬 朋秀，秋下 雅弘，
武地 一

漢方医学
（0288-2485）36巻4号 
Page250-263（2012.10）

座談会／
特集

2013043346【OTC医薬品をめぐる動き】 
セルフメディケーションとOTC医薬
品の活用

望月 眞弓（慶応義塾大
学 薬学部）

ファルマシア
（0014-8601）48巻11号 
Page1042-1046（2012.11）

解説／
特集

2013043345【OTC医薬品をめぐる動き】 
OTC医薬品とは何か

西沢 元仁（日本OTC医
薬品協会）

ファルマシア
（0014-8601）48巻11号 
Page1037-1041（2012.11）

解説／
特集

2013040017 ヘルスサービスリサーチ　医療経済
評価実施上の課題

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）59巻9号 
Page712-715（2012.09）

解説



2013039004【超高齢社会のウェルネス-食料供給
から食行動まで】 
（第4章）食文化と疾病構造　ヨーロ
ッパにおける微量栄養素必要量につ
いての調整

ニコ・ファン・ベルゼン
（ILSI Europe），ローラ・
コントー，ファニー・
ローリン，クリストフ・
マティス 

イルシー
（1347-3239）110号 
Page47-52（2012.09）

解説／
特集

2013038103 学校検尿制度の効率的運用に関する
検討　大阪府下ベッドタウンにおけ
る試み

山内 壮作（関西医科大
学 小児科学講座），辻 
章志，金子 一成，卯西 
元，枚方市立幼稚園小中
学校腎臓検診協議会

小児保健研究
（0037-4113）71巻5号 
Page709-714（2012.09）

原著論文

2013033850 小児がん経験者の病気を受容してい
くプロセス

望月 悠 臨床心理学研究
（1348-1223）10号 
Page115-129,131
（2012.03）

原著論文

2013033213 脊髄損傷（SCI）　マンパワーと費用
対効果の必要性患者のニーズに即し
たエビデンスに基づく管理
（Spinal Cord Injury（SCI）: The 
need for a Human and Cost Eff ec-
tive "Evidence Based Management 
to fulfi l patient's needs"）（英語）

Masri W. S. El
（Keele  Universi ty，
Consultant Surgeon in 
Spinal Injuries，RJ &
amp; AH Orthopaedic 
Hospital）

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌
（0008-9443）55巻秋季学会 
Page4-5（2012.09）

会議録

2013031591 迷惑をかけてつらいと訴える終末期
がん患者への緩和ケア　遺族への質
的調査からの示唆

古村 和恵（大阪大学大
学院 人間科学研究科 臨
床死生学・老年行動学
研究分野），森田 達也，
赤澤 輝和，三條 真紀子，
恒藤 暁，志真 泰夫

Palliative Care Research
7巻1号 
Page142-148（2012.06）

原著論文

2013028092【オピオイドを取り巻く新しい話題】
適応となる疼痛疾患とオピオイド　
オピオイド・ローテーション

佐伯 茂（日本大学 医学
部 麻酔科学系麻酔科学
分野）

ペインクリニック
（0388-4171）33巻別冊秋 
PageS309-S318（2012.10）

解説／
特集

2013027882【骨粗鬆症の実地診療up to date　み
んなで診よう生活習慣病としての骨
粗鬆症】 
治療　選択的エストロゲン受容体モ
ジュレーター

太田 博明（国際医療福
祉大学臨床医学研究セン
ター）

Medical Practice
（0910-1551）29巻11号 
Page1941-1945（2012.11）

解説／
特集

2013026613【一般撮影装置のFPD化がもたらす
変化】 
有用性・効果面からのメリットを示
す　FPD化における経営的考察およ
び将来的展望と求めるもの

米満 弘之（寿量会），中山 
善晴

新医療
（0910-7991）39巻11号 
Page96-99（2012.11）

解説／
特集

2013026526 職場におけるメンタルヘルスの第一
次予防対策に関する費用便益分析

吉村 健佑（東京大学 院・
医学系研究科 公共健康
医学専攻）

千葉医学雑誌
（0303-5476）88巻5号 
Page243（2012.10）

会議録

2013024444 医療経済 これからの医療・介護と理
学療法

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野），梶谷 恵子

理学療法ジャーナル
（0915-0552）46巻10号 
Page929-937（2012.10）

解説



2013023479 RIS/PACS構築によるフィルムレス
運用の経済効果

田中 久善（広島赤十字
原爆病院 放射線科）

日赤医学
（0387-1215）64巻1号 
Page192（2012.09）

会議録

2013023119 わが国の精神科診療所受診患者の
心理社会的医療資源利用実態調査

稲垣 中（神経研究所），
西村 由紀，羽藤 邦利，
平川 博之

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page219（2012.09）

会議録

2013023118 わが国の心血管イベント予防におけ
るスタチンの経済的評価

大西 佳恵（京都大学大学
院 医学研究科 社会健康
医学系専攻 薬剤疫学分
野），樋之津 史郎，中尾 
葉子，川上 浩司

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page218（2012.09）

会議録

2013023117 ドクターヘリの利用域の違いによる
支払意思額の決定要因　支払金額
を決定した理由の自由記述からの質
的研究

横地 将文（札幌徳洲会病
院 診療放射線部），寺下 
貴美

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page217（2012.09）

会議録

2013023083 DPCデータを活用した後発医薬品
の導入検討

小谷野 圭子（練馬総合
病院），飯田 修平

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page183（2012.09）

会議録

2013023067 日本における統合失調症の疾病費用
研究

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経科
学教室），稲垣 中，リー・
キセイン・アンドリュー，
三村 將，吉村 公雄

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page167（2012.09）

会議録

2013023064 胃がんの疾病費用（Cost of illness）
に対する高齢化の影響

芳賀 香代子（東邦大学 
医学部 社会医学講座 医
療政策・経営科学分野），
瀬戸 加奈子，北澤 健文，
藤田 茂，松本 邦愛，
長谷川 友紀

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page164（2012.09）

会議録

2013023063 手術部位感染発生による経済的イン
パクトの推定　全国多施設研究

福田 治久（医療経済研
究機構）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page163（2012.09）

会議録

2013023028 日本における1QALYあたりの支払意
思額調査　パイロットテストの結果
から

白岩 健（帝京大学 医学
部），五十嵐 中，福田 敬，
池田 俊也

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page128（2012.09）

会議録



2013022298 アジア各国の透析状況調査とベトナ
ム・カンボジア透析施設における透
析液水質調査およびカンボジア血液
浄化センター設立支援の経験から見
た今後の発展途上国への透析支援に
関する考察

兵藤 透（いつでもどこで
も血液浄化インターナシ
ョナル），山下 明泰，池田 
成江，石井 大輔，小山 
誠，小久保 謙一，桜井 
健治，松原 弘和，細野 
高志，岡本 智之，桜井 
裕美世，山本 スミ子，
若井 陽希，丸山 栄勳，
中嶋 章貴，柴原 伸久，
土田 健司，友 雅司，武本 
佳昭，川西 秀樹，内藤 
秀宗， 尼ヶ崎 安紘，
日下部 正宏，吉田 一成，
竹澤 真吾，川村 明夫，
日台 英雄，第17回日本
HDF研究会プログラム
委員会

腎と透析
（0385-2156）73巻別冊 
HDF療法'12 
Page7-15（2012.07）

原著論文

2013022241 長寿化した社会からみえる運動器障
害、歩行障害への対策　ロコモティ
ブシンドロームとメタボと認知症 ロ
コモティブシンドロームと医療経済

林 泰史（東京都リハビリ
テーション病院 整形外
科・リウマチ科），伊藤 
真梨，佐々木 喜子

The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine
（1881-3526）49巻9号 
Page591-596（2012.09）

解説

2013021594 消化器がん検診における新しい診断
法の展開 癌検診における各種モダ
リティー別の費用効果　最も効果的
な検診方法は?

田中 弘教（兵庫医科大
学 内科（肝・胆・膵科）），
飯島 尋子，西口 修平

日本消化器がん検診
学会雑誌
（1880-7666）50巻5号 
Page150（2012.09）

会議録

2013021500 Cost of illness studyの展開 松本 邦愛（東邦大学 医学
部 社会医学講座），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2号 
Page54-58（2012.09）

総説

2013018326 重度の二次性副甲状腺機能亢進症
に対する副甲状腺摘出術における術
前99mTc-MIBIシンチグラフィの費
用効果分析

駒場 大峰（東海大学 医
学部 腎内分泌代謝内科）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）27巻2号 
Page361-362（2012.08）

原著論文

2013016088 保険薬局の協力を得て実践したジェ
ネリック医薬品への切替え

中村 久美（慈泉会相澤
病院 薬剤管理情報セン
ター），白澤 吉哲，山田 
喜美

社会薬学
（0911-0585）30巻2号 
Page61-62（2012.01）

会議録

2013013815 医薬経済学的手法による医療技術評
価を考える　QALYとICERを読み解
く

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院）

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）43巻8号 
Page686-692（2012.08）

解説

2013013505 F医療薬科学　ロタウイルスワクチ
ンの導入がもたらす医療効果

栃倉 尚広（日本大学医
学部附属板橋病院 薬剤
部）

ファルマシア
（0014-8601）48巻8号 
Page800（2012.08）

解説



2013012625 血液透析患者の腎性貧血治療におけ
る赤血球造血刺激因子製剤の切替え
による臨床的および経済的な留意点

五賀 貴男（ごが内科楡
クリニック）

Therapeutic Research
（0289-8020）33巻4号 
Page567-570（2012.04）

原著論文／
比較研究

2013012623 糖尿病合併高血圧患者において、オ
ルメサルタンとアゼルニジピンの併
用症例からオルメサルタン/アゼル
ニジピン配合錠への切替えが、血圧
と腎機能および服薬アドヒアランス
に及ぼす影響

工藤 貴徳（八戸市立市民
病院 内分泌糖尿病科），
葛西 伸彦

Therapeutic Research
（0289-8020）33巻4号 
Page547-551（2012.04）

原著論文／
比較研究

2013012572 30歳代における乳がん検診導入、及
びその方法に関する医療経済的考察　
増分費用効果・費用便益の観点から

秋田 智之（広島大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 疫学・疾病制御学），
曽我部 愛由子， 池本 
珠莉，大竹 ひかり，柴田 
真美，久保川 佳子，榎 
響子，村上 茂，田中 純子

日本予防医学会雑誌
（1881-4271）7巻1号 
Page31-37（2012.04）

原著論文／
比較研究

2013012260 機械的換気を行う新生児の遷延性無
気肺治療に対する単独療法および併
用療法としてのネブライザでの投与
による遺伝子組換えヒトDNaseと高
張食塩水の有効性の比較
（Comparing the effi  cacy of nebu-
lizer recombinant human DNase 
and hypertonic saline as mono-
therapy and combined treatment in 
the treatment of persistent atelec-
tasis in mechanically ventilated 
newborns）（英語）

Altunhan Hueseyin
（Divisions of Neonatol-
ogy, Selcuk University 
Meram Medical Facul-
ty），
Annaguer Ali，
Pekcan Sevgi，
OErs Rahmi，
Koc Hasan

Pediatrics International
（1328-8067）54巻1号 
Page131-136（2012.02）

原著論文／
比較研究

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2013013452 鍼灸治療が腰痛症治療の医療費を抑

制できる可能性
渡辺 雅彦（福島県立盲
学校）

医道の日本
（0287-6760）71巻8号 
Page103-106（2012.08）

原著論文

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2013044976【どうなるの?蛋白尿から腎不全　ど

うしよう?腎移植か透析か　患者さ
んの「知りたい!」に答えるCKDのギ
モン222】
（第9章）CKDになったらどんな援助
が受けられるの? 知りたい!　CKD
患者の医療保険と障害者手帳

青木 美典（衆済会増子
記念病院 地域連携室），
志智 しほ

透析ケア
（1341-1489）2011
合同臨時増刊 
Page278-283（2011.03）

解説／
特集



2013043202 日本の医療保障制度と医療思想の歴
史的研究

渡部 幹夫（順天堂大学 
医療看護学部），福田 洋，
田中 誠二，鈴木 晃仁

医療看護研究
（1349-8630）9巻1号 
Page22-23（2012.09）

会議録

2013035902 鼓膜の再生医療　高度・先進医療か
ら保険医療をめざして 組織工学的
手法による鼓膜再生医療保険医療に
向けて

金丸 眞一（先端医療振
興財団 診療部再生治療
ユニット耳鼻咽喉科）

Otology Japan
（0917-2025）22巻4号 
Page333（2012.09）

会議録

2013031436 平成24年度医療保険・介護保険制
度同時改定について

鈴木 康裕（厚生労働省 
保険局 医療課）

栃木県医学会々誌
（0285-6387）42巻 
Page26-44（2012.06）

解説

2013028922 これからの日本の医療制度と家庭医
療（第7章）　「明日の医療制度」構築
における課題

澤 憲明 社会保険旬報
（1343-5728）2513号 
Page34-42（2012.11）

解説

2013018309 医療制度・医療経済　2012年診療
報酬改定と透析医療に及ぼす影響

山崎 親雄（衆済会増子
クリニック昴）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）27巻2号 
Page229-233（2012.08）

解説

2013018137 安全な外科医療の構築に向けて　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3 
Page17-19（2012.08）

解説

2013017974 平成22年度日本臨床皮膚科医会医
療制度検討委員会会長諮問答申「美
容皮膚科の実態と今後の展望」

若林 正治，高路 修，臼田 
俊和，武岡 和仁，厚坂 
啓司，大久保 ゆかり，
大畑 恵之，折原 俊夫，
西本 勝太郎，矢口 均，
浅井 俊弥，川端 康浩，
北見 周，平成22-23年
度医療制度検討委員会

日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）29巻4号 
Page544-569（2012.07）

解説

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2013040441「いのちの平等」つらぬく薬剤活動　

高薬価薬品が処方されている患者の
実態調査

片野 智（新道ひまわり薬
局）

民医連医療
（0285-2241）483号 
Page32-33（2012.11）

解説

2013038968 家畜共済診療点数表付表　薬価基
準表の改定

玉村 充（農林水産省 経
営局 保険監理官付家畜
指導班）

家畜診療
（0287-0754）59巻10号 
Page623-626（2012.10）

解説

2013023809 当センターにおける原価計算の実施
と考察

永田 成子（日本赤十字
社熊本健康管理センター 
会計課）

日赤医学
（0387-1215）64巻1号 
Page283（2012.09）

会議録

2013023315 DPCデータを利用した原価計算の導
入（第1報）

松永 祐（広島赤十字原
爆病院 事務部），西田 
節子

日赤医学
（0387-1215）64巻1号 
Page149（2012.09）

会議録

2013023114 レセプト情報二次利用としての原価
計算　小倉記念病院新築移転の分析

野坂 秀行（社会保険小
倉記念病院），當間 敦子

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl. 
Page214（2012.09）

会議録



2013023073 診療報酬制度における薬価政策の課
題

関口 潔（日本経済大学
大学院 経済学研究科），
赤瀬 朋秀

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻Suppl.
Page173（2012.09）

会議録

2013017976 平成24年4月診療報酬改定影響率調
査

矢口 均 日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）29巻4号 
Page578-585（2012.07）

原著論文

2013012624 敗血症患者の予後改善と診療報酬に
関するPMX-DHPの有用性

宮内 善豊（綜合病院社
会保険徳山中央病院 集
中治療科），村岡 和子

Therapeutic Research
（0289-8020）33巻4号 
Page553-565（2012.04）

原著論文／
比較研究

医療経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2013021513【手術室は臨床工学技士に何を求め

るか】 
手術部において臨床工学技士に期待
される業務と将来展望

白石 義人（藤枝市立総
合病院）

日本手術医学会誌
（1340-8593）33巻3号 
Page244-247（2012.08）

原著論文／
特集

2013012624 敗血症患者の予後改善と診療報酬に
関するPMX-DHPの有用性

宮内 善豊（綜合病院社
会保険徳山中央病院 集
中治療科），村岡 和子

Therapeutic Research
（0289-8020）33巻4号 
Page553-565（2012.04）

原著論文／
比較研究

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
2013043345【OTC医薬品をめぐる動き】 

OTC医薬品とは何か
西沢 元仁（日本OTC医
薬品協会）

ファルマシア
（0014-8601）48巻11号 
Page1037-1041（2012.11）

解説／
特集

2013043282 トキシコゲノミクスとバイオマーカー 山田 弘（医薬基盤研究所 
創薬基盤研究部トキシコ
ゲノミクス・インフォマ
ティクスプロジェクト）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）140巻5号 
Page221-225（2012.11）

総説

2013032245 創薬シリーズ　臨床開発と育薬　医
薬品情報とJAPIC

村上 貴久（日本医薬情報
センター）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）140巻3号 
Page135-137（2012.09）

解説

2013028923 医療経済評価の国際動向（第3回）　
オーストラリアの医療経済評価

五十嵐 中（東京大学大学
院 薬学系研究科），白岩 
健，池田 俊也，福田 敬

社会保険旬報
（1343-5728）2513号 
Page44-49（2012.11）

解説

2013028634 エーザイにおけるアジア開発の取り
組みと今後の展開

林 秀樹（エーザイ） 臨床医薬
（0910-8211）28巻10号 
Page957-976（2012.10）

解説



2013025702 治験と臨床研究の新しい潮流　国内
動向 医師主導治験の現状と課題

渡邉 裕司（浜松医科大
学 医学部 臨床薬理学），
景山 茂，楠岡 英雄，藤原 
康弘，小野 俊介，斉藤 
和幸，中村 秀文，山本 
晴子，笠井 宏委，川島 
弓枝，米盛 勧，山本 学，
栗原 千絵子，中島 唯善，
青木 寛，可知 茂男，鈴木 
千恵子，中山 智紀，近藤 
恵美子，星 順子

臨床評価
（0300-3051）40巻1号 
Page5-18（2012.10）

原著論文

2013015977 漢方製剤、生薬製剤及び生薬の残留
農薬について（第3報）　日漢協の残
留農薬自主基準に関する実態調査

杉本 智潮（日本漢方生薬
製剤協会），遠藤 雄一，
田村 真，安藤 英広，岡本 
巧誠，表 貴之，白鳥 誠，
新澤 伸一，服部 佳之，
平澤 智，松浦 晃，丸田 
純平，宮坂 大樹，六川 
将宏，村田 勝優，山田 
修嗣，山本 博章，吉川 
眞一，小此木 明，富塚 
弘之，日本漢方生薬製剤
協会技術委員会

生薬学雑誌
（1349-9114）66巻2号 
Page81-90（2012.08）

原著論文

2013013816 医薬品製造工場におけるラインクリ
アランスとその注意点　洗浄バリデ
ーションと実施上の注意点（下）

宮嶋 勝春（武州製薬 製
造技術部），児玉 隆，岡田 
哲一

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）43巻8号 
Page693-700（2012.08）

解説

2013013726 臨床試験業務のIT化　現場レベルで
考える安全で有効なIT活用 クラウ
ドの活用による臨床試験情報共有の
取り組み

棗田 豊（横浜市立大学附
属病院），井上 聡，竹内 
譲，水上 峰宏

薬理と治療
（0386-3603）40巻7号 
Page535-536（2012.07）

解説

2013013466 創薬/創医療機器　なぜ私は海外に
活路を求めるのか、なぜ私は日本に
活路を見いだすのか 製薬産業が考え
る産学連携

野木森 雅郁（アステラス
製薬）

臨床医薬
（0910-8211）28巻7号 
Page557-568（2012.07）

解説


