医療経済関係研究論文（3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

著者（所属）

タイトル

出典

2013076635 【
「外来」の戦略〜外来機能アップの 福田 治久（医療経済研 保険診療
マネジメント術〜】

究機構）

（Part4）外来機能分化をどう考える
か 病院・診療所の機能分化

論文種別
解説／

（0385-8588）67巻12号 特集
Page36-38（2012.12）

医療

経済学的アプローチからの問題認識
と対応策
2013066927 【医療経済評価に関する諸問題〜理 齋藤 信也（岡山大学大 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】

解説／

学院 保健学研究科）
， （1342-0445）17巻1号 特集

医療資源配分とQALYに関する倫理 児玉 聡，白岩 健，下妻 Page47-53（2012.08）
晃二郎，能登 真一，後藤

的側面からの考察

玲子
2013066926 【医療経済評価に関する諸問題〜理 葛西 美恵（国際医療福 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】

解説／

祉大学大学院 薬学研究 （1342-0445）17巻1号 特集

健康アウトカムの割引率とその実証 科）
，白岩 健，池田 俊也， Page39-46（2012.08）
的研究

下妻 晃二郎

2013066925 【医療経済評価に関する諸問題〜理 白岩 健（帝京大学 医学 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】

解説／

部）
，葛 西 美 恵，池 田 （1342-0445）17巻1号 特集

医療経済評価における割引率をどの 俊也，下妻 晃二郎

Page33-38（2012.08）

ように設定すべきか?
2013066924 【医療経済評価に関する諸問題〜理 白岩 健（帝京大学 医学 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】
生 産 性 費 用 とQALY
討

部）
，福田 敬，池田 俊也，（1342-0445）17巻1号 特集

二 重 計 上 下妻 晃二郎

（double counting）問題の実証的検

原著論文／

Page27-32（2012.08）

2013066923 【医療経済評価に関する諸問題〜理 五十嵐 中（東京大学大学 薬剤疫学

解説／

，橋本 （1342-0445）17巻1号 特集
論的・倫理的側面からの検討〜】医 院 薬学系研究科）
療経済評価における非関連費用の取 義彦，白岩 健，小林 慎， Page21-26（2012.08）
扱い

赤沢 学，池田 俊也，福田
敬，下妻 晃二郎

2013066922 【医療経済評価に関する諸問題〜理
論的・倫理的側面からの検討〜】

坂巻 弘之（名城大学 薬 薬剤疫学

解説／

学部）
，石田 博，福田 敬，（1342-0445）17巻1号 特集
Page14-20（2012.08）

医療経済評価における費用の取り扱 白岩 健，下妻 晃二郎
いに関する論点

2013061837 アルツハイマー型認知症症状治療薬 嵜山 陽二郎（ヤンセンフ Progress in Medicine
ガランタミンの医療経済分析

原著論文

ァーマ サイエンティフィッ （0287-3648）32巻12号
クアフェアーズ本部 CNS Page2637-2643（2012.12）
サイエンス部）
，大西 隆，
大栗 優一，木村 裕治，
杉山 奈未，桑原 比呂世，
小林 巧

2013061427 医療経済評価の国際動向（第5回） 五十嵐 中
（東京大学大学 社会保険旬報

解説

アジア（韓国・タイ）の医療経済評 院 薬学系研究科）
，白岩 （1343-5728）2517号
価

健，池田 俊也，福田 敬 Page22-26（2012.12）

2013061335 精神保健福祉サービスにおける医療 山口 創生（国立精神・神 精神医学

原著論文

経済評価のための調査ツール 日本 経医療研究センター精 （0488-1281）54巻12号
版クライエントサービス受給票の開 神保健研究所 社会復帰 Page1225-1236（2012.12）
発の試み

研究部）
，下平 美智代，
吉田 光爾，佐藤 さやか，
高原 優美子，前田 恵子，
市 川 健， 泉 田 信 行，
伊藤 順一郎

2013060737 医療経済評価の国際動向（第4回） 池田 俊也（国際医療福 社会保険旬報
カナダの医療経済評価

解説

祉大学 薬学部 薬学科）
，（1343-5728）2515号
白岩 健，五十嵐 中，福田 Page34-37（2012.12）
敬

2013059328 【知っておきたい脳神経領域の最新 光藤 尚（埼玉医科大学 Brain Nursing

解説／

，平山 真紀子，（0910-8459）28巻12号 特集
ト ピ ッ ク ス 】 医 療 政 策・ そ の 他 神経内科）
Head up tilt試験の保険収載

山元 敏正

Page1160-1161（2012.12）

2013059327 【知っておきたい脳神経領域の最新 光藤 尚（埼玉医科大学 Brain Nursing
ト ピ ッ ク ス 】 医 療 政 策・ そ の 他 神経内科）
脳脊髄液漏出症の診断基準

（0910-8459）28巻12号 特集
Page1158-1159（2012.12）

2013059326 【知っておきたい脳神経領域の最新 橋本 洋一郎（熊本市立 Brain Nursing
ト ピ ッ ク ス 】 医 療 政 策・ そ の 他 熊本市民病院）
アルテプラーゼ静注療法4.5時間以

解説／

解説／

（0910-8459）28巻12号 特集
Page1157（2012.12）

内に
2013059325 【知っておきたい脳神経領域の最新 橋本 洋一郎（熊本市立 Brain Nursing
ト ピ ッ ク ス 】 医 療 政 策・ そ の 他 熊本市民病院）
脳卒中が死因の3位から、4位に

解説／

（0910-8459）28巻12号 特集
Page1155-1156（2012.12）

2013059324 【知っておきたい脳神経領域の最新 池田 清志（熊本市立熊 Brain Nursing

解説／

ト ピ ッ ク ス 】 医 療 政 策・ そ の 他 本市民病院 地域医療連 （0910-8459）28巻12号 特集
2012年度診療報酬・介護報酬同時 携室）

Page1152-1154（2012.12）

改定
2013053925 二次救急病院の救急部門新設におけ 鈴木 聡史（大阪府済生 日本救急医学会雑誌
る取り組みと医療経済的効果

会議録

会野江病院 救急集中治 （0915-924X）23巻10号
療科）
，浅田 昌照，増茂 Page546（2012.10）
功次，清水 導臣

2013052398 医療経済からみた緩和医療の将来

会議録

下妻 晃二郎（立命館大 死の臨床
学 生命科学部 生命医科 （0912-4292）35巻2号
Page219（2012.09）

学科）

2013051738 高度肥満症治療の費用対効果 減量 山本 寛（滋賀医科大学 日本肥満症治療学会学術集 会議録
手術の医療経済学的分析

消化器外科）
，山口 剛， 会プログラム・抄録集30回
村 田 聡， 谷 徹， 卯 木 Page47（2012.06）
智，前川 聡，伊波 早苗，
柏木 厚典，笠間 和則，
中里 哲也，柿原 浩明

2013051736 高度肥満症治療の費用対効果 減量 柿原 浩明（京都大学大 日本肥満症治療学会学術集 会議録
手術の医療経済学的分析総論

学院 薬学研究科）

会プログラム・抄録集30回
Page46（2012.06）

2013048794 MRI装置の稼働実態と医療経済効果 小川 清（小川赤十字病 JART: 日本診療放射線 会議録
院）

技師会誌
（2187-2538）59巻9号
Page1203（2012.09）

2013048793 CT装置の稼働実態と医療経済効果

小川 清（小川赤十字病 JART: 日本診療放射線 会議録
院）

技師会誌
（2187-2538）59巻9号
Page1203（2012.09）

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

2013077311 ビジネス医療サービスから学ぶ病院 田中 耕太郎（バンコク病 医療アドミニストレーター 解説
マーケティング思考（第10回） 外 院 メディカルセンター 4巻34号
来手術が最も費用対効果がいい?

インターナショナルマー Page84-85（2013.01）
ケット部）

2013076648 漢方薬の使い方について なぜ、現 小林 弘幸（順天堂大学 東京都医師会雑誌
代医療に漢方薬は必要なのか!?

大学院 医学研究科 病院 （0040-8956）65巻10号
管理学）

Page1367-1373（2012.12）

2013076164 全自動尿中有形成分分析装置UF- 安間 恵子
（京都大学医学 臨床病理
1000iを用いた尿培養検体のスクリ 部附属病院 検査部・感 （0047-1860）60巻11号
ーニングの有用性

解説

染制御部）
，長尾 美紀， Page1070-1074（2012.11）
松村 康史，松島 晶，高倉
俊二，足立 みなみ，樋口
武史，田中 美智男，一山
智

原著論文

（鈴鹿医療科 薬事
2013075049 医 薬 品 情 報 活 動 の 新 し い カ タ チ 山本 美智子

解説

Academic Detailingが薬物療法を変 学大学 薬学部臨床薬学 （0016-5980）54巻13号
える（第3回） 米国NaRCAD Aca- センター 医薬品情報学） Page2252-2255（2012.12）
demic Detailing Training Program
に参加して
2013074692 Time Management

技・ツール考 内田 昌徳

アポロニア

（vol.21） 歯科衛生士業務について

解説

21228号

考える

Page028-033（2012.12）

2013072995 機器管理業務における感染対策費用 白井 敦史
（北里大学医学 日本臨床工学技士会会誌 会議録
について 3年間のまとめ

部附属病院 MEセンター （1341-3171）45号
部）
，東 條 圭 一，早 速 Page213（2012.04）
慎吾，稲毛 博，古平 聡，
國香 正見，小川 貴康，
佐藤 恵莉奈

2013069605 眼圧を1mmHg下降させるための緑 池田 博昭（広島大学 薬 日本緑内障学会抄録集
内障点眼薬の費用

会議録

剤部）
，冨田 隆志，櫻下 23回
弘志，塚本 秀利，木平 Page136（2012.09）
健治

2013068420 日 本 の 乳 癌 検 診 の 費 用 効 果 分 析 飯沼 武（放射線医学総 日本乳癌検診学会誌
性・年齢階級別

合研究所）

会議録

（0918-0729）21巻3号
Page462（2012.10）

2013067062 V.A.C.ATS治療システム導入による 間宮 直子
（大阪府済生会 済生会吹田病院医学雑誌 会議録
費用対効果

吹田病院 看護部）
，岩佐 （1341-1764）18巻1号
恵美子

Page111-112（2012.09）

2013066929 薬剤疫学と医療データベース 薬剤 池田 俊也（国際医療福 薬剤疫学
経済評価における利用を中心に

祉大学 薬学部）

解説

（1342-0445）17巻1号
Page67-71（2012.08）

2013066927 【医療経済評価に関する諸問題〜理 齋藤 信也
（岡山大学大学 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】

解説／

院 保健学研究科）
，児玉 （1342-0445）17巻1号 特集

医療資源配分とQALYに関する倫理 聡，白岩 健，下妻 晃二 Page47-53（2012.08）
的側面からの考察

郎，能登 真一，後藤 玲子

2013066926 【医療経済評価に関する諸問題〜理 葛西 美恵
（国際医療福祉 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】

解説／

大学大学院 薬学研究科）
，（1342-0445）17巻1号 特集

健康アウトカムの割引率とその実証 白岩 健，池田 俊也，下妻 Page39-46（2012.08）
的研究

晃二郎

2013066925 【医療経済評価に関する諸問題〜理 白岩 健（帝京大学 医学 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】

解説／

部）
，葛 西 美 恵，池 田 （1342-0445）17巻1号 特集

医療経済評価における割引率をどの 俊也，下妻 晃二郎

Page33-38（2012.08）

ように設定すべきか?
2013066924 【医療経済評価に関する諸問題〜理 白岩 健（帝京大学 医学 薬剤疫学
論的・倫理的側面からの検討〜】
生 産 性 費 用 とQALY

二 重 計 上 下妻 晃二郎

（double counting）問題の実証的検
討

原著論文／

部）
，福田 敬，池田 俊也，（1342-0445）17巻1号 特集
Page27-32（2012.08）

2013066745 日系ブラジル人移住者による日本お 中川 由貴（名古屋大学 国際保健医療

原著論文／

よびブラジルの医薬品の選好・使用 大学院 医学系研究科 国 （0917-6543）27巻3号 比較研究
際保健医療学・公衆衛生 Page213-223（2012.09）

とその要因

学）
， 川 口 レ オ， 樋 口
倫 代，川 副 延 生，江
啓 発， 八 谷 寛， 青 山
温子
2013063900 わが国のアルコール関連問題の現状 尾崎 米厚（鳥取大学 医 日本アルコール・薬物
と課題

会議録

科学的データから考える 学部 社会医学講座 環境 医学会雑誌

，樋口 進 （1341-8963）47巻4号
わが国のアルコールによる社会的損 予防医学分野）
Page83（2012.08）

失の推計

（Health Care Japanese Journal of
2013062422 日本においてPET癌スクリーニング Liu Xuanxiu
を提供している医療機関の効率

Economics，Graduate Radiology

原著論文／
比較研究

（The eﬃciency of healthcare facili- School of Medical and （1867-1071）30巻3号
ties providing PET cancer screen- Dental Sciences，Tokyo Page198-205（2012.04）
ing in Japan）
（英語）

Medical and Dental
University）

2013061837 アルツハイマー型認知症症状治療薬 嵜山 陽二郎（ヤンセンフ Progress in Medicine
ガランタミンの医療経済分析

原著論文

ァーマ サイエンティフィッ （0287-3648）32巻12号
クアフェアーズ本部 CNS Page2637-2643（2012.12）
サイエンス部）
，大西 隆，
大栗 優一，木村 裕治，
杉山 奈未，桑原 比呂世，
小林 巧

2013061758 【小児用ワクチンUpdate】

大西 周子（公立藤田総 医学のあゆみ

予防接種各論 ロタウイルスワクチ 合病院 小児科）

Page130-135（2013.01）

ン
2013061754 【小児用ワクチンUpdate】
予防接種各論

解説／

（0039-2359）244巻1号 特集

藤澤 知雄（済生会横浜 医学のあゆみ

解説／

わが国のB型肝炎予 市東部病院 こどもセン （0039-2359）244巻1号 特集

防体制の現状と課題

ター 肝・消化器部門）

Page105-111（2013.01）

2013061639 【わが国から胃癌を撲滅するための新 赤松 泰次（長野県立須 The GI Forefront
しい試み】

坂病院 内視鏡センター）（1349-9629）8巻2号

若年者除菌による胃癌予防の試み

解説／
特集

Page118-121（2012.12）

高校生を対象としたH.pylori検診と
除菌 H.pylori感染症の学校検診へ
の導入の試み
2013061427 医療経済評価の国際動向（第5回） 五十嵐 中
（東京大学大学 社会保険旬報

解説

アジア（韓国・タイ）の医療経済評 院 薬学系研究科）
，白岩 （1343-5728）2517号
価

健，池田 俊也，福田 敬 Page22-26（2012.12）

2013061286 薬剤の価格と規制を巡る政策の国際 久繁 哲徳（医療テクノ 社会保険旬報

解説

動向（下） 金額に見合う価値の実 ロジー・アセスメント研 （1343-5728）2516号
現に向けて

究所）

Page36-44（2012.12）

2013061162 新規に保険収載された検査法 ノロ 田中 智之（堺市衛生研 Modern Media
ウイルス抗原迅速定性検査

究所）

（0026-8054）58巻11号
Page337-341（2012.11）

解説

看護 下吹越 一孝（ペンデル Nursing BUSINESS

2013061030 【病棟マネジメントに役立つ!

師長のための「病院経営」
「経営数値」 経営研究所）

（1881-5766）

解説／
特集

2012冬季増刊

パーフェクトマスター BOOK】
（第5章）師長の経営参画 皆の満足

Page154-156（2012.12）

度を高める持続的活動を牽引する
阻害要因を解決し成果も上げるため
に
看護 下吹越 一孝（ペンデル Nursing BUSINESS

2013061020 【病棟マネジメントに役立つ!

師長のための「病院経営」
「経営数値」 経営研究所）

特集

2012冬季増刊

パーフェクトマスター BOOK】
（第2章）師長の経営参画を成功させ
るための3つのポイント

（1881-5766）

解説／

Page102-104（2012.12）

身につけ

た知識やスキルを生かして経営参画
する
2013060761 服薬コンプライアンス向上を目的と 久保田 清（第一三共製 ファルマシア
した医薬品包装の取り組み

剤技術研究所）

解説

（0014-8601）48巻12号
Page1158-1162（2012.12）

2013060739 薬剤の価格と規制を巡る政策の国際 久繁 哲徳（医療テクノ 社会保険旬報

解説

動向 金額に見合う価値の実現に向 ロジー・アセスメント研 （1343-5728）2515号
究所）

けて（中）

Page48-56（2012.12）

白岩 健（国立保健医療 病理と臨床

2013060727 【コンパニオン診断】

解説／

コンパニオン診断に基づく薬物療法 科学院研究情報支援研 （0287-3745）30巻12号 特集
，三好 康弘， Page1351-1354（2012.12）
の経済評価 セツキシマブ治療にお 究センター）
けるK-ras遺伝子変異検査と、ゲフ 津谷 喜一郎
ィチニブ治療におけるEGFR遺伝子
変異検査を例として
2013060309 新規抗癌薬と保険医療財政

非小 川渕 孝一（東京医科歯 お茶の水医学雑誌

解説

細胞肺癌に対して初回化学療法後に 科大学大学院 医歯学総 （0472-4674）60巻4号
行われるペメトレキセドの維持療法 合研究科 環境社会医歯 Page267-274（2012.11）
に関する薬剤経済分析からの知見

学系専攻 医療政策学講
座）

2013059901 【診療報酬と病院経営V】

石富 充（多摩大学統合 病院経営Master

収益改善を考える（第5回） DPCパ リスクマネジメント研究 2巻4号

解説／
特集

ス 短期入院における現状分析と収 所 医療リスクマネジメン Page30-44（2012.10）
益

トセンター）

2013059414 【放射線治療は病院の看板"になるか 不破 信和（兵庫県立粒 新医療
（Part1）
】

子線医療センター）

経営・運営視点からみた治療体制の

解説／

（0910-7991）39巻12号 特集
Page36-39（2012.12）

充実 経営的視点から見た粒子線治
療"
2013059404 【循環器診療の疑問、これで納得! 佐藤 明（さいたま赤十 レジデントノート
何となくが自信に変わる、現場で知 字病院 循環器科）
りたいホントのところ】
（第3章）不整脈をみたら 植込み型
除細動器（ICD）を勧めたいとき

解説／

（1344-6746）14巻14号 特集
Page2754-2758（2012.12）

2013058779 双極性障害の診断とその重要性

田中 輝明（北海道大学 臨床精神薬理

解説

医学研究科 精神病態学 （1343-3474）15巻12号
講座 精神医学分野）

Page2009-2015（2012.12）

2013058186 長期的な脳卒中予防対策に関する費 山岸 良匡（筑波大学 医 日本循環器病予防学会誌 原著論文
，（1346-6267）47巻3号
用効果分析 自治体の視点から見た 学医療系社会健康医学）
分析

大久保 一郎，佐藤 眞一， Page223-230（2012.10）
北村 明彦，木山 昌彦，
岡田 武夫，谷川 武，大平
哲也，今野 弘規，近藤
正英，石川 善紀，嶋本
喬，磯 博康

2013057615 【新規持続型赤血球造血刺激因子製
剤エポエチンベータペゴル】

菅沼 信也（菅沼会腎内 医薬ジャーナル

原著論文／

科クリニック世田谷）
， （0287-4741）48巻11号 比較研究／

エポエチンベータペゴルの有効性に 高橋 英明

Page152-158（2012.11） 特集

関する検討 血液透析患者における
エポエチンベータペゴルの投与間隔
の工夫
2013053940 費用対効果からみたドクターヘリの 高山 隼人（国立病院長 日本救急医学会雑誌
有効性に関して

会議録

崎医療センター 救命救 （0915-924X）23巻10号
急センター）
，中道 親昭， Page548（2012.10）
早川 達也，土谷 飛鳥

2013052349 福岡大学筑紫病院のがん化学療法 五十嵐 保陽（福岡大学 九州薬学会会報
における薬剤師の介入状況

原著論文

医学部附属筑紫病院 薬 （0368-7279）66号
剤部）
，金子 朋博，井上 Page41-44（2012.08）
竜一，川田 哲史，宮崎
元康，山廣 胤之，神村
英利

2013052348 熊本機能病院手術部における薬剤師 石井 久子（寿量会熊本 九州薬学会会報
業務の導入とその有用性評価

機能病院 薬剤部）
，下田 （0368-7279）66号

原著論文／
比較研究

賢一郎，塩津 和則，碓井 Page35-39（2012.08）
由美，松井 こずえ，矢野
敏之，星野 輝彦
2013051741 高度肥満症治療の費用対効果 肥満 小山 朝一（東邦大学医 日本肥満症治療学会学術集 会議録
症治療の費用対効果

療センター佐倉病院）

会プログラム・抄録集30回
Page48（2012.06）

2013051740 高度肥満症治療の費用対効果 効果 同道 正行（国立病院機 日本肥満症治療学会学術集 会議録
的な減量が医療費に及ぼす影響 ラ 構京都医療センター 臨 会プログラム・抄録集30回
ンダム比較試験

床研究センター予防医 Page48（2012.06）
学研究室）
，坂根 直樹

2013051739 高度肥満症治療の費用対効果 内視 畑尾 史彦
（東京都立多摩 日本肥満症治療学会学術集 会議録
鏡的肥満症治療の経済効果

総合医療センター 外科）
， 会プログラム・抄録集30回
愛甲 丞，小川 雅子，瀬戸 Page47（2012.06）
泰之

2013051737 高度肥満症治療の費用対効果 高度 佐々木 章（岩手医科大 日本肥満症治療学会学術集 会議録
，新田 会プログラム・抄録集30回
肥満症に対する腹腔鏡下スリーブ状 学 外 科 学 講 座 ）
胃切除術の費用対効果と問題点

浩幸，馬場 誠朗，梅邑 Page46（2012.06）
晃，大渕 徹，長谷川 康，
高原 武志，西塚 哲，木村
祐輔，大塚 幸喜，肥田
圭介，水野 大，佐藤 譲，
若林 剛

2013051718 ドクターヘリの効果検討に関する中 高山 隼人（国立病院機 日本航空医療学会雑誌
間報告

原著論文

構長崎医療センター）
， （1346-129X）13巻1号
ドクターヘリ効果検討 Page41-43（2012.08）
委員会

2013049413 採血前ALT測定導入による費用対効 川口 敦子（広島県赤十 血液事業
果について

会議録

字血液センター）
，木下 （0917-7833）35巻2号
ひとみ，水井 正明，岡田 Page449（2012.08）
英俊，溜渕 昌徳，沖田
肇，中田 一正

2013048173 手術診療報酬の問題点と今後の展 木村 泰三（富士宮市立 日本手術医学会誌
望

会議録

富士宮病院）
，外科系学 （1340-8593）33巻Suppl.
会保険委員会

Page35-36（2012.09）

2013048158 医療現場における、スマートフォン 高尾 洋之（東京慈恵会 Rad Fan

解説

やタブレット端末の必要性について 医科大学 脳神経外科） （1348-3498）10巻別冊
Page48-51（2012.07）
2013047103 Wi-Fi端末を活用したICT院内通知シ 岩丸 宏明（シスコシス 医療情報学連合大会論文集 会議録
ステムに関する調査研究

テムズ合同会社）

（1347-8508）31回
Page851-852（2011.11）

2013047080 遠隔健康相談サービスの支払意志額 阿部 保（北海道大学大 医療情報学連合大会論文集 会議録
の推計

学院 保健科学研究院）
，（1347-8508）31回
中安 一幸，良村 貞子， Page771-772（2011.11）
下田 智子，岡崎 光洋，
田村 信吾，岩丸 宏明，
後藤 輝明，吉町 昌子，
小笠原 克彦

2013047050 クリティカルパス適用における費用 佐藤 菊枝
（岐阜大学医学 医療情報学連合大会論文集 会議録
便益分析の活用

部附属病院 経営企画課）
，（1347-8508）31回
長瀬 清，蓑島 博徳，白鳥 Page675-677（2011.11）
義宗，紀ノ定 保臣

2013046981 子宮頸癌予防HPVワクチン接種の 沼 尚吾（京都大学 医学 医療情報学連合大会論文集 会議録
全額公費助成に関する費用効果分析 部 医 学 科 ）
， 猪 飼 宏，（1347-8508）31回
今中 雄一

Page464-465（2011.11）

2013046924 生涯IDシステムの運用管理 4年間 大垣内 多徳（福井大学 医療情報学連合大会論文集 会議録
の運用を通して

医学部附属病院 医療情 （1347-8508）31回
報部）
，半田 憲嗣，山下 Page300-301（2011.11）
芳範

2013046857 情報の創造による臨床検査の活用支 石田 博（山口大学医学 医療情報学連合大会論文集 会議録
援にむけた取り組み

部 附 属 病 院 医 療 情 報 （1347-8508）31回
部）
，山 西 八 郎，片 岡 Page94-97（2011.11）
浩巳，稲田 政則

2013046008 韓国人成人における骨粗鬆症の罹患 Choi Hyung Jin

Journal of Bone and

原著論文

国 民 健 康 保 険 デ ー タ ベ ー ス 研 究 （Division of Endocrinol- Mineral Metabolism
（Burden of osteoporosis in adults ogy and Metabolism，（0914-8779）30巻1号
i n K o r e a : a n a t i o n a l h e a l t h Department of Internal Page54-58（2012.01）
Seoul National
insurance database study）
（英語） Medicine，
University College of
Medicine）
，Shin Chan
Soo，
Ha Yong-Chan，
Jang Sun-Mee，
Jang Su-Hyun，
Park Chan Mi，
Yoon Hyun-Koo，
Lee Seong-Su

医療費
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2013071803 診断群分類を活用した医療費に影響 中筋 眞寿美（鹿児島大 日本医療情報学会看護
を及ぼす患者要因の解析研究 2025 学大学院 医歯学総合研 学術大会論文集

論文種別
原著論文／
比較研究

究科）
，田原 祐子，黒江 （2187-1469）13回

年問題に焦点を当てて

奈央，宇都 由美子，熊本 Page92-94（2012.08）
一朗
2013049191 テレケアの医療費削減効果 PSM 明松 祐司（大阪大学大 日本遠隔医療学会雑誌
学院 経済学研究科）
，辻 （1880-800X）8巻2号

を用いたアプローチ

正次

原著論文／
比較研究

Page150-153（2012.09）

医療保障制度
文献番号

著者（所属）

タイトル

2013061083 海外医療レポート

出典

スウェーデン 松田 亮三（立命館大学 保団連

普遍主義の下での供給多様化 スウ 産業社会学部）
ェーデン医療制度における患者ケア

論文種別
解説

（0288-5093）1110号
Page40-43（2012.12）

選択制
2013059143 スザンヌ・ゴードンのアメリカ医 Gordon Suzanne
療・看護最新事情（Season II）
（第
35回） オランダの医療制度
ムメンバーは全て平等

チー

看護
（0022-8362）64巻15号
Page104-105（2012.11）

解説

2013055947 ソーシャルキャピタルと日本の公的 色平 哲郎（長野県厚生 日本農村医学会雑誌

会議録

農業協同組合連合会佐久 （0468-2513）61巻3号

医療保険制度

総合病院 地域ケア科）

Page295（2012.09）

診療報酬・薬価
文献番号

著者（所属）

タイトル

2013061670 医療管理会計学入門 原価計算の基

出典

礎と医療界での意義 経営情報マネ 院 商学研究科）

論文種別
解説

荒井 耕（一橋大学大学 病院
（0385-2377）72巻1号
Page67-71（2013.01）

ジメントとしての管理会計（1）

医療経営
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2013067028 手術室における手術データ作成と活 松岡 志穂
（大阪府済生会 済生会吹田病院医学雑誌
用、可視化への取り組み

論文種別
原著論文

吹田病院 経営企画室）
，（1341-1764）18巻1号
谷口 正次，島田 千恵， Page15-18（2012.09）
岩元 隆広，尾上 淳子

2013052349 福岡大学筑紫病院のがん化学療法 五十嵐 保陽（福岡大学 九州薬学会会報
における薬剤師の介入状況

原著論文

医学部附属筑紫病院 薬 （0368-7279）66号
剤部）
，金子 朋博，井上 Page41-44（2012.08）
竜一，川田 哲史，宮崎
元康，山廣 胤之，神村
英利

2013049223 マルチプレイヤーによる病院経営ゲ 竹村 匡正（京都大学医 日本遠隔医療学会雑誌

原著論文

学部附属病院 医療情報 （1880-800X）8巻2号

ームの構築

部）
，田 中 俊 行，岡 本 Page249-251（2012.09）
和 也， 粂 直 人， 黒 田
知宏，廣瀬 昌博，吉原
博幸

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2013077327 製薬会社とのライセンス経験から見 高田 賢蔵（イーベック） 薬学雑誌

論文種別
解説

（0031-6903）133巻1号

た抗体医薬開発

Page61-66（2013.01）
2013076129 米国でのオーファンドラッグの開発 井上 良一（ファーマ・ 医薬品医療機器レギュラ 解説
状況とわが国の課題

マーケティング・コンサ トリーサイエンス
ルタント）

（1884-6076）43巻12号
Page1086-1096（2012.12）

2013069972 肺癌診療における国際協力 企業の 橋上 聖（ファイザー オン 肺癌
立場から考える国際協力

コロジー事業部門 メデ （0386-9628）52巻5号
ィカル・アフェアーズ統 Page501（2012.10）
括部）
，橋本 順一

会議録

（東京大学大学 社会保険旬報
2013061427 医療経済評価の国際動向（第5回） 五十嵐 中

解説

，白岩 （1343-5728）2517号
アジア（韓国・タイ）の医療経済評 院 薬学系研究科）
健，池田 俊也，福田 敬 Page22-26（2012.12）

価

2013060659 医療機器の開発から品質管理までを 河原 敦
学ぶ

PHARM TECH JAPAN 解説
（0910-4739）28巻14号

製薬会社の医療機器に対す

る理解を深めるために（第3回） 医

Page2889-2894（2012.12）

療機器の製造物責任
2013058132 【感染症医薬品開発の現況】

三鴨 廣繁（愛知医科大 最新医学

解説／

感染症医薬品開発の現況と今後の展 学大学院 医学研究科 感 （0370-8241）67巻11号 特集
望 日本における未承認薬の現状と 染制御学）
，山岸 由佳

Page2583-2589（2012.11）

展望
2013058131 【感染症医薬品開発の現況】

藤村 茂（東北大学加齢 最新医学

解説／

感染症医薬品開発の現況と今後の展 医学研究所 抗感染症薬 （0370-8241）67巻11号 特集
，渡辺 彰 Page2577-2582（2012.11）
望 抗菌薬開発の現況と今後の展望 開発研究部門）

