
医療経済関係研究論文（4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
2013106279 異端とグローバルスタンダード　ア

メリカ医療はどこへ行くのか?（第2
回）あえて共和党の医療政策につい
て考える

森井 大一（エモリー大学 
公衆衛生大学院 医療政
策&amp;マネジメント学
科）

JIM: Journal of 
Integrated Medicine
（0917-138X）23巻2号 
Page161-163（2013.02）

解説

2013106048【肺がんの薬物療法-最近の進歩】
医療経済からみたPOINTBREAK試
験

國頭 英夫（三井記念病院 
呼吸器内科）

腫瘍内科
（1881-6568）11巻1号 
Page42-53（2013.01）

解説／
特集

2013105906【地域連携業務の評価とそれを踏ま
えた改善の実際】
地域として医療連携体制を構築・評
価する　地域医療行政の視点から

惠上 博文（山口県宇部
環境保健所）

地域連携入退院支援
5巻6号 
Page29-39（2013.01）

解説／
特集

2013105302【外傷性脊髄損傷診療update】
日本における脊損治療の医療経済的
問題

種市 洋（獨協医科大学 
整形外科学教室），竹内 
大作

整形・災害外科
（0387-4095）56巻1号 
Page63-68（2013.01）

解説／
特集

2013104315【癌治療の選択-治療効果と治療費】
癌治療の選択における医療経済

山口 俊晴（がん研有明
病院）

外科
（0016-593X）75巻1号 
Page1-5（2013.01）

解説／
特集

2013101715 DPC包括支払制度下における成人肺
炎入院診療の医療経済的検討　2012
年度DPC改定の影響について

杉野 安輝（トヨタ記念
病院 呼吸器科），滝 俊一，
奥村 隼也，三田 亮，大田 
亜希子，高木 康之，宇野 
昌利

トヨタ医報
（1343-9685）22巻 
Page11-14（2012.10）

原著論文／
比較研究

2013101597 Assertive Community Treatmentに
おける診療報酬の観点から見た医療
経済実態調査研究

吉田 光爾（国立精神・神
経医療研究センター精神
保健研究所 社会復帰研
究部），前田 恵子，泉田 
信行，伊藤 順一郎

臨床精神医学
（0300-032X）41巻12号 
Page1767-1781（2012.12）

原著論文



2013097253 トータルケアに向けた小児がん医療
政策の新展開と患者団体との協力

原 純一（大阪市立総合
医療センター 小児医療
センター 血液腫瘍科）

日本小児血液・がん学会雑誌
（2187-011X）49巻3号 
Page406-407（2012.10）

会議録

2013095737 昨今の医療政策をめぐる動向 梅村 聡（参議院） アレルギー
（0021-4884）61巻9-10
Page1270（2012.10）

会議録

2013095528 病診連携とチーム医療　医師・看護
師　腹膜透析の医療経済性の問題点

西山 強（所沢腎クリニッ
ク），佐藤 忍，前薗 道子，
遠藤 政博，関 智恵子，
長浦 博，中元 秀友

腎と透析
（0385-2156）73巻別冊 
腹膜透析2012 
Page283-284（2012.08）

解説

2013094166 コブレーション扁桃摘出術の有効性
と医療経済的検討

杉田 玄（和歌山県立医科
大学 耳鼻咽喉科・頭頸
部外科），河野 正充，戸川 
彰久，保富 宗城，山中 
昇

耳鼻咽喉科臨床
（0032-6313）105巻10号 
Page989-997（2012.10）

原著論文／
比較研究

2013091526 医療経済評価の国際動向（第6回）　
北欧諸国等の医療経済評価

白岩 健（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター），五十嵐 中，
池田 俊也，福田 敬

社会保険旬報
（1343-5728）2520号 
Page12-17（2013.01）

解説

2013090819 Surgical Site Infection（SSI）と医
療経済

炭山 嘉伸（東邦大学） 福岡県臨床外科医学会々誌
36巻1号 
Page27-38（2012.10）

解説

2013084290 医療経済とSSI 腹腔内感染症診療に
関するアンケート調査結果報告

清水 潤三（大阪労災病
院 外科），大村 健二，
北川 雄光，岡本 好司，
小野 聡，尾原 秀明，草地 
信也，久保 正二，小林 
美奈子，末吉 晋，松田 
直之，森兼 啓太，三鴨 
廣繁，竹末 芳生，日本
外科感染症学会「医療の
質・安全委員会」

日本外科感染症学会雑誌
（1349-5755）9巻5号 
Page510（2012.10）

会議録

2013084289 医療経済とSSI 敗血症治療における
SSIの医療経済学的影響

枝元 良広（国立国際医
療研究センター病院 外
科），三原 史規，日野原 
千速，須田 竜一郎，
清水 利夫

日本外科感染症学会雑誌
（1349-5755）9巻5号 
Page510（2012.10）

会議録

2013084288 医療経済とSSI 胃癌術後のSSIが与
える在院日数と直接医療費への影響
の調査研究

渡邊 良平（東邦大学医
療センター大橋病院 外
科），草地 信也，渡邉 
学，炭山 嘉伸，樫村 暢一，
小西 敏郎，清水 潤三，
楠 正人，岡 正朗，若月 
俊郎，幕内 晴朗

日本外科感染症学会雑誌
（1349-5755）9巻5号 
Page509（2012.10）

会議録



2013084287 医療経済とSSI SSI対策による入院
費用抑制効果に関する検討

内 雄介（慶応義塾大学 
医学部 外科），竹内 裕也，
尾原 秀明，石井 賢二郎，
和田 則仁，石井 良幸，
神野 浩光，長谷川 博俊，
滝田 祐子，高野 八百子，
岩田 敏，北川 雄光

日本外科感染症学会雑誌
（1349-5755）9巻5号 
Page509（2012.10）

会議録

2013084286 医療経済とSSI 大腸手術実施症例に
おける手術部位感染発生による追加
的医療資源の推定　全国多施設研
究

福田 治久（医療経済研
究機構）

日本外科感染症学会雑誌
（1349-5755）9巻5号 
Page508（2012.10）

会議録

2013084285 医療経済とSSI 当科における開腹肝
切除後創部合併症が医療費に及ぼす
影響とその対策

川野 陽一（日本医科大学 
消化器外科），谷合 信彦，
吉岡 正人，松下 晃，
水口 義昭，清水 哲也，
上田 純志，高田 英志，
真々田 裕宏，吉田 寛，
内田 英二

日本外科感染症学会雑誌
（1349-5755）9巻5号 
Page508（2012.10）

会議録

2013080742 精神科デイケア治療のエビデンスと
医療経済 精神科デイケアの今後の
展開とデイホスピタル

関 健（城西病院） 精神神経学雑誌
（0033-2658）2012特別
PageS-222（2012.05）

会議録

2013080741 精神科デイケア治療のエビデンスと
医療経済 都会地の診療所における
精神科デイケア

松島 淳（洗足心療内科
クリニック），重盛 憲司

精神神経学雑誌
（0033-2658）2012特別
PageS-222（2012.05）

会議録

2013080740 精神科デイケア治療のエビデンスと
医療経済 精神科病院におけるデイ
ケア治療の位置づけ

稲庭 千弥子（久幸会今
村病院）

精神神経学雑誌
（0033-2658）2012特別 
PageS-221（2012.05）

会議録

2013080739 精神科デイケア治療のエビデンスと
医療経済 都会地の病院における精
神科デイケア

澤 温（北斗会さわ病院 
精神科）

精神神経学雑誌
（0033-2658）2012特別 
PageS-221（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
2013106300 末梢動脈疾患および関連する心血管

イベントに関する疾病負担分析
大嶋 秀一（国家公務員
共済組合連合会総合病
院熊本中央病院），小川 
久雄，中尾 浩一，掃本 
誠治，土井 英樹

新薬と臨床
（0559-8672）62巻2号
Page150-168（2013.02）

総説

2013106243 漢方と統合医療 三浦 於菟（東邦大学医
療センター大森病院 東
洋医学科），渡辺 賢治，
渡邊 昌

医と食
（1883-6658）5巻1号 
Page7-15（2013.02）

座談会

2013106224【薬剤師が行うべき残薬確認と管理】
残薬をめぐる諸問題　誰にとって
「もったいない」?

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

調剤と情報
（1341-5212）19巻2号 
Page172-175（2013.02）

解説／
特集



2013106208 鍼灸ワールドコラム　論文から読み
解く科学的知見（第21回）　鍼治療
の費用対効果　医療費削減に貢献
できるか

建部 陽嗣（京都府立医
科大学 神経内科学），
樋川 正仁

医道の日本
（0287-6760）72巻2号 
Page174-176（2013.02）

解説

2013105986 精神科医療の動向と労働組合への期
待「こころの健康政策構想実現会議」
の挑戦

伊勢田 堯（代々木病院） 医療労働
（0287-4369）553号 
Page19-30（2013.01）

解説

2013105576 最新の医療情勢を読む　ジェネリッ
ク医薬品とバイオシミラー

武藤 正樹（国際医療福
祉総合研究所）

師長主任業務実践
18巻375号 
Page114-115（2013.01）

解説

2013104324【癌治療の選択-治療効果と治療費】 
膵癌の治療効果と治療費

青木 豪（東北大学），坂田 
直昭，元井 冬彦，江川 
新一，海野 倫明

外科
（0016-593X）75巻1号 
Page54-58（2013.01）

解説／
特集

2013104323【癌治療の選択-治療効果と治療費】 
胆道癌の治療効果と治療費

味木 徹夫（神戸大学 肝
胆膵外科），岡崎 太郎，
大坪 出，村上 冴，吉田 
優子，篠崎 健太，松本 
逸平，福本 巧，具 英成

外科
（0016-593X）75巻1号 
Page49-53（2013.01）

解説／
特集

2013104320【癌治療の選択-治療効果と治療費】
大腸癌の治療効果と治療費　費用
対効果を考える意義

石黒 めぐみ（東京医科
歯科大学），植竹 宏之，
石川 敏昭，杉原 健一

外科
（0016-593X）75巻1号 
Page31-37（2013.01）

解説／
特集

2013104319【癌治療の選択-治療効果と治療費】 
胃癌の治療効果と治療費

石神 浩徳（東京大学），
北山 丈二，渡邉 聡明

外科
（0016-593X）75巻1号 
Page27-30（2013.01）

解説／
特集

2013104317【癌治療の選択-治療効果と治療費】 
乳癌の治療効果と治療費

齋藤 雄紀（東海大学 乳
腺内分泌外科），徳田 裕

外科
（0016-593X）75巻1号 
Page12-20（2013.01）

解説／
特集

2013103653 日本の健康管理システムの特徴と問
題
（Characteristics of Japan's Health-
care Systems and the Problems）
（英語）

Uetsuka Yoshio（Tokyo 
Women's Medical Uni-
versity）

JMAJ: Japan Medical 
Association Journal
（1346-8650）55巻4号 
Page330-333（2012.08）

解説

2013101747【GPのためのDigital Dentistry up to 
date　今、何ができるのか?これか
ら、何ができるのか?】
付録　ココが知りたい!超初心者の
ためのCAD/CAM Q&A

井高 沙織（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 部分床義歯補
綴学分野）

The Quintessence
（0286-407X）31巻12号 
Page2664-2665（2012.12）

Q&A／
特集

2013099057 JANIS/DPC統合データベース構築
による胃手術における手術部位感染
発生による追加的医療資源の推定

福田 治久（医療経済研
究機構）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）27巻6号 
Page389-396（2012.11）

原著論文／
比較研究

2013099052 更年期症状への対処方法に関するア
ンケート調査　ホルモン補充療法の
使用者と非使用者の比較

須賀 万智（東京慈恵会
医科大学 環境保健医学
講座），五十嵐 豪，石塚 
文平

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）20巻2号 
Page298-304（2012.10）

原著論文／
比較研究



2013099032【配合剤の現状と展望】
配合剤と薬剤経済学

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学研究科 医薬政
策学）

カレントテラピー
（0287-8445）30巻12号 
Page1232-1236（2012.12）

解説／
特集

2013099013 精神疾患の疫学・国民意識調査から
みた日本の現状と将来に求められる
もの 労働者における精神障害の有
病率と生産性損失

土屋 政雄（労働安全衛
生総合研究所 作業条件
適応研究グループ）

日本社会精神医学会雑誌
（0919-1372）21巻4号 
Page535-540（2012.11）

解説

2013099011 精神疾患の疫学・国民意識調査から
みた日本の現状と将来に求められる
もの 数字から見たわが国の精神障
害の現状と課題

立森 久照（国立精神・
神経医療研究センター
精神保健研究所）

日本社会精神医学会雑誌
（0919-1372）21巻4号 
Page523-525（2012.11）

解説

2013097392 胃食道逆流症の治療　PPIの使い方 斎藤 壽仁（東京女子医
科大学東医療センター 
内科）

日本心療内科学会誌
（1342-9558）15巻抄録号 
Page83（2011.11）

会議録

2013097340 これからのセルフメディケーション 西沢 元仁（日本OTC医
薬品協会）

アプライド・セラピュー
ティクス
（1884-4278）4巻1号 
Page28-32（2012.09）

解説

2013094166 コブレーション扁桃摘出術の有効性
と医療経済的検討

杉田 玄（和歌山県立医
科大学 耳鼻咽喉科・頭
頸部外科），河野 正充，
戸川 彰久，保富 宗城，
山中 昇

耳鼻咽喉科臨床
（0032-6313）105巻10号 
Page989-997（2012.10）

原著論文／
比較研究

2013094056【高性能CTが約束する病院の発信力】
総論・経営面、運用面から示すCT
の実力　高性能CTは中小規模病院
の経営改善に資するか

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野），平野 絵美

新医療（0910-7991）
39巻10号 
Page36-39（2012.10）

解説／
特集

2013092151 死後医用画像報告書の書式における
連邦検事の好み　分かりやすさ、費
用対効果、法廷に適した報告書　ア
ンケートに基づいた研究
（Format preferences of district 
attorneys for post-mortem medical 
imaging reports: Understandability，
cost eff ectiveness，and suitability 
for the courtroom: A questionnaire 
based study）（英語）

Ampanozi Garyfalia
（Institute of Forensic 
Medicine，University of 
Bern），
Zimmermann David，
Hatch Gary M.，
Ruder Thomas D.，
Ross Steff en，
Flach Patricia M.，
Thali Michael J.，
Ebert Lars C.

Legal Medicine
（1344-6223）14巻3号 
Page116-120（2012.05）

原著論文

2013091481【睡眠障害診療のあり方　内科医と
睡眠専門医との連携を目指して】
睡眠障害の社会的側面

大川 匡子（滋賀医科大
学 睡眠学講座）

内科
（0022-1961）111巻2号 
Page199-202（2013.02）

解説／
特集

2013091455【医療福祉施設の水-水の安全-】
排水再利用水活用の課題

鈴村 明文（伊藤喜三郎
建築研究所 環境技術本
部），筒井 末広

病院設備
（0007-764X）55巻1号 
Page62-65（2013.01）

解説／
特集



2013091356 医療費・薬剤費の動向と医薬品産業
の課題　今後の政策動向と求められ
る企業の対応/研究開発の方向性

中村 洋（慶応義塾大学大
学院 経営管理研究科）

HUMAN SCIENCE
（0915-8987）24巻1号 
Page26-29（2013.01）

解説

2013090819 Surgical Site Infection（SSI）と医
療経済

炭山 嘉伸（東邦大学） 福岡県臨床外科医学会々誌
36巻1号 
Page27-38（2012.10）

解説

2013089415【花粉症治療の現状と今後の展望-免
疫・薬理からみた-】
花粉症治療における患者の満足度は
いかに評価すべきか?

荻野 敏（大阪大学大学
院 医学系研究科 保健学
専攻）

アレルギーの臨床
（0285-6379）33巻1号 
Page27-30（2013.01）

解説／
特集

2013088972 摂食回復支援食「あいーと」提供の
意義と価値

山中 英治（若弘会若草
第一病院 外科），西村 
智子

日本医療マネジメント学会雑誌
（1881-2503）13巻3号
Page139-144（2012.12）

原著論文／
比較研究

2013088952 師長の実践知を理論づける!データ
分析・活用&交渉スキル（第5回）　
小児病棟に保育士を配置するための
交渉　小児入院医療管理料の加算"
を獲得する"

林 周子（滋賀医科大学
医学部附属病院），藤野 
みつ子

ナースマネジャー
14巻10号 
Page76-79（2013.01）

解説

2013088051 B型肝炎ワクチンの定期接種がなぜ
必要なのか

藤澤 知雄（済生会横浜
市東部病院 こどもセン
ター 肝消化器部門）

東京小児科医会報
（0287-3613）31巻2号 
Page76-82（2012.11）

解説

2013087417 新薬紹介（No.22）　末梢性神経障
害治療薬プレガバリン

花岡 一雄（JR東京総合
病院），井手 康雄

日本医師会雑誌
（0021-4493）141巻9号 
Page1982-1983（2012.12）

解説

2013085901 わが国の職場のメンタルヘルス対策
の経済評価に関する文献研究

井奈波 良一（岐阜大学
大学院 医学系研究科 産
業衛生学分野）

日本職業・災害医学会会誌
（1345-2592）60巻5号 
Page278-281（2012.09）

原著論文

2013085246【分子標的薬-がんから他疾患までの
治癒をめざして-】
臨床研究　分子標的薬治療の予後と
治療成績評価　分子標的薬の薬剤経
済的評価　大腸がんに対するK-ras
検査を組み合わせたセツキシマブ治
療を例として

白岩 健（帝京大学 医学
部 公衆衛生学），津谷 
喜一郎

日本臨床
（0047-1852）70巻
増刊8 分子標的薬 
Page664-668（2012.11）

解説／
特集

2013084964 緑茶の併用は、難治性C型慢性肝炎
のインターフェロン/リバビリン治療
（I/R）の安全性と有効性を高める費
用対効果に優れた治療法である

鮫島 庸一（掛川市立総合
病院 消化器内科），小野 
幸矢，坂井 圭介

肝臓
（0451-4203）53巻Suppl.3 
PageA903（2012.10）

会議録

2013083914 緑内障治療用の配合点眼液の1日薬
剤費用評価

冨田 隆志（広島大学病
院 薬剤部），櫻下 弘志，
池田 博昭，塚本 秀利，
木平 健治

あたらしい眼科
（0910-1810）29巻10号 
Page1405-1409（2012.10）

原著論文／
比較研究



2013081024 若手が質の良い臨床研究を行うため
に　英国の臨床疫学に学ぶ新しい研
究方法論［指定発言］研究結果の正
しい解釈と臨床への活用

加藤 正樹（関西医科大
学 精神神経科）

精神神経学雑誌
（0033-2658）2012特別 
PageS-391（2012.05）

会議録

2013081023 若手が質の良い臨床研究を行うため
に　英国の臨床疫学に学ぶ新しい研
究方法論 臨床研究における経済評
価　費用対効果分析を中心に

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経科
学教室）

精神神経学雑誌
（0033-2658）2012特別 
PageS-391（2012.05）

会議録

2013080441 Infection Control Teamによる全入
院患者を対象とした注射用抗菌薬適
正使用推進実施体制の確立とアウト
カム評価

丹羽 隆（岐阜大学医学部
附属病院 薬剤部），篠田 
康孝，鈴木 昭夫，大森 
智史，太田 浩敏，深尾 
亜由美，安田 満，北市 
清幸，松浦 克彦，杉山 
正，村上 啓雄，伊藤
善規

医療薬学
（1346-342X）38巻5号 
Page273-281（2012.05）

原著論文／
比較研究

2013079945 後発医薬品使用促進への取り組み 文榮 龍馬（スギ薬局），
吉岡 聖子，浅野 公一郎，
坂詰 渉，小瀧 侑磨

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会4号 
Page291（2012.03）

会議録

2013079268 薬と健康フェアにおける後発医薬品
に関する意識度調査

原口 珠実（武庫川女子
大学 薬），三宅 里奈，
櫨川 舞，吉田 都，内田 
享弘，金森 隆一，田中 
浩一

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会4号 
Page171（2012.03）

会議録

2013078038 創薬開発におけるマイクロドーズ試
験の有用性（Utility of microdose 
study for drug discovery and 
development）（英語）

Yamaura Yoshiyuki
（DMPK research group，
Discovery Technology 
Lab., ONO Pharmaceu-
tical）

Journal of Pharmacological 
Sciences
（1347-8613）118巻Suppl.1 
Page27P（2012.02）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2013081402 公的補助による任意予防接種と医療

費控除の小児医療、地域社会への影
響

是松 聖悟（大分大学 医
学部 地域医療・小児科
分野），秋吉 健介，高野 
智幸，関口 和人，岡成 
和夫，武口 真広，岡本 
知子，園田 幸司，加藤 
里絵，松塚 敦子，半田 
陽祐，島田 祐美，宮原 
弘明，前田 美和子，山田 
博，前田 知己，末延 聡一，
拜郷 敦彦，泉 達郎

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）116巻9号 
Page1380-1386（2012.09）

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
2013105569 英国における医療と看護の探求（第

1回）　イギリスの医療制度とホスピ
ス

松崎 礼子（大阪大学歯学
部附属病院）

師長主任業務実践
18巻375号 
Page70-77（2013.01）

解説

2013096565 社会保障と税の一体改革　これから
の医療経営 社会保障と税の一体改
革　これからの医療保障と病院経営

川渕 孝一（東京医科歯科
大学 医療経済学分野）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻4号 
Page239（2012.10）

会議録

2013092698 日本の医療保険改革政策
（Japanese Strategy for Healthcare 
Reform）（英語）

Masuzoe Yoichi（New 
Renaissance Party）

Japan Hospitals
（0910-1004）31号 
Page23-34（2012.07）

解説

2013091469 消費税増税によって日本の医療保障
制度は解体される!

松本 文六（天心堂） 日本病院会雑誌
（0385-9363）60巻1号 
Page70-74（2013.01）

解説

2013088966 スザンヌ・ゴードンのアメリカ医療・
看護最新事情（Season II）（第36回）　
オバマ再選後の医療制度改革のゆく
えは?

Gordon Suzanne 看護
（0022-8362）65巻1号 
Page102-103（2012.12）

解説

2013087284 関東信越厚生局管内病院の医師事
務補助体制の地域集積性　医療保
険「医師事務作業補助体制加算」を
指標として

瀧口 徹（新潟医療福祉大
学 医療経営管理学部 医
療管理学科），森脇 健介，
山本 龍生，本間 久文，
東條 猛，福島 正巳

新潟医療福祉学会誌
（1346-8774）12巻2号 
Page17-27（2012.11）

原著論文

2013079008 被援助国から援助国へ　台湾はどの
ようにして医療制度を変えたか
（From Recipient to Donor: How 
Taiwan transformed its healthcare 
system）（英語）

Lee Ming-Liang
（Tzu Chi University）

JMAJ: Japan Medical 
Association Journal
（1346-8650）55巻1号 
Page23-25（2012.02）

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
2013104343【診療所経営のテクニック-今、求め

られている医院経営とは?-】
ドラッグ・ラグの改善と医療の向上　
薬価制度の課題から

上原 勉（多摩大学統合
リスクマネジメント研究
所 医療リスクマネジメン
トセンター）

治療
（0022-5207）95巻1号 
Page36-42（2013.01）

解説／
特集

2013103911 診療原価を正しく計算するための年
度末の棚卸

今村 正（税理士今村正
事務所）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）38巻1号 
Page121-122（2013.01）

Q&A

2013101597 Assertive Community Treatmentに
おける診療報酬の観点から見た医療
経済実態調査研究

吉田 光爾（国立精神・神
経医療研究センター精神
保健研究所 社会復帰研
究部），前田 恵子，泉田 
信行，伊藤 順一郎

臨床精神医学
（0300-032X）41巻12号 
Page1767-1781（2012.12）

原著論文



2013096561 薬剤管理指導業務実施状況における
病院間差の関連要因　診療報酬請
求データを活用した解析

松永 京子（京都大学大学
院 医学研究科 医療経済
学分野），猪飼 宏，國澤 
進，大坪 徹也，今中 雄一

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻4号 
Page195-203（2012.10）

原著論文

2013091880 医療管理会計学入門 医療界におけ
る原価計算の体系と発展・現状　経
営情報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）72巻2号 
Page146-150（2013.02）

解説

2013088507 診療報酬改定にともなう手術原価管
理システムを活用した運用

野村 哲司（広島県立広
島病院 手術室）

日本手術看護学会誌
（1880-4780）8巻2号 
Page168（2012.10）

会議録

2013086072 世界初の注射薬自動読取装置
（SPASER）システムによる手術原
価計算とコスト削減の実際

末廣 剛敏（遠賀中間医
師会おんが病院），杉町 
圭蔵，大隈 恵治

臨牀と研究
（0021-4965）89巻11号 
Page1553-1555（2012.11）

原著論文

2013079688 経管投与時に剤形変更不可能な薬
剤の薬価基準収載品目上の調査　
粉砕法・簡易懸濁法の前に剤形変更
が可能か?

渡辺 智康（吉備高原ル
ミエール病院 薬），安藤 
哲信，石田 志朗，岡野 
善郎，増田 侑子，世良 
庄司

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会4号 
Page248（2012.03）

会議録

医療経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2013105994 公立病院の財務改善に関する一考察　

地方交付税と会計基準の公立病院
経営に与える影響

川崎 忠記（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座），小川 俊夫，原野 
廣子，今村 知明

全国自治体病院協議会雑誌
（0389-1070）52巻1号 
Page78-82（2013.01）

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
2013106220 製剤技術　製剤と粒子設計　医薬

品開発の潮流と製薬企業のこれから
の製剤開発のあり方

植田 眞澄（大日本住友
製薬）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻2号 
Page369-374（2013.02）

解説

2013106218 医療機器の開発から品質管理までを
学ぶ　製薬会社の医療機器に対する
理解を深めるために（第4回）　医療
機器の滅菌

佐藤 健二 PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻2号 
Page289-295（2013.02）

解説

2013101942 アンチトロンビン製剤の日本、海外
における使用状況や薬剤としての位
置付け

坂井 隆之（CSLベーリン
グ），坂上 裕一郎，遠藤 
聖宗，阿部 一紀，竹村 
一樹，篠原 直樹

バイオメディカル
（0917-4915）22巻 
Page21-27（2012.12）

原著論文

2013094212 創薬シリーズ　臨床開発と育薬　
RAD-AR活動と医薬品リテラシー

海老原 格 日本薬理学雑誌
（0015-5691）140巻4号 
Page170-173（2012.10）

解説



2013091356 医療費・薬剤費の動向と医薬品産業
の課題　今後の政策動向と求められ
る企業の対応/研究開発の方向性

中村 洋（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究科）

HUMAN SCIENCE
（0915-8987）24巻1号 
Page26-29（2013.01）

解説

2013085250【分子標的薬-がんから他疾患までの
治癒をめざして-】
特論　日本における分子標的薬の薬
剤開発の課題と展望

岩崎 甫（山梨大学大学
院 医学工学総合研究部 
臨床研究開発学講座）

日本臨床
（0047-1852）70巻
増刊8 分子標的薬 
Page695-702（2012.11）

解説／
特集

2013085181【分子標的薬-がんから他疾患までの
治癒をめざして-】
基礎研究　ケミカルバイオロジーと
構造生物学　公的大規模化合物ライ
ブラリーを基盤とする創薬オープン
イノベーション

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

日本臨床
（0047-1852）70巻
増刊8 分子標的薬 
Page298-302（2012.11）

解説／
特集

2013081473 東京女子医科大学の臨床研究への
取り組み　東京女子医科大学病院臨
床研究支援センター設立にあたって 
製薬業界からの期待

手代木 功（日本製薬工
業協会）

東京女子医科大学雑誌
（0040-9022）82巻4号 
Page241（2012.08）

会議録


