医療経済関係研究論文（7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

論文種別

2013200640 日本医師会の医療政策などよもやま 石川 広己（千葉県勤労 いのちとくらし研究所報 解説
ばなし

者医療協会）

（1881-3194）42号
Page55-77（2013.03）

2013200151 【最新の骨粗鬆症学-骨粗鬆症の最新 田中 清（京都女子大学 日本臨床

解説／

知見】

家 政 学 部 食 物 栄 養 学 （0047-1852）
71巻増刊2 特集

骨粗鬆症治療の医療経済

科）
，小林 慎，坂巻 弘之 最新の骨粗鬆症学
Page652-656
（2013.04）

2013197469 創傷領域のIPW

効率的かつ効果的 高水 勝（スリーエムヘ 日本創傷・オストミー・ 会議録

な創傷管理のために多職種が越えな ルスケア）
ければならない壁はあるのか IPW

失禁管理学会誌
（1884-233X）
16巻4号
Page332-334
（2012.12）

で活用する医療法と診療報酬の知識
医療の質と医療経済を融合するため
の関連法規を整理する

2013197455 最新の便失禁管理 知らないではす 佐々木 淳一（慶応義塾 日本創傷・オストミー・ 会議録
まされないクリティカルケアにおけ 大学 医学部 救急医学教 失禁管理学会誌
る下痢にまつわる問題点と対策 救 室）

Page304-305
（2012.12）

急・集中治療領域における新たな脅
威Clostridium difficile

（1884-233X）
16巻4号

感染対策と

医療経済の視点で考える
2013184219 がん患者の看取りの場をめぐって 森山 幹夫
医療政策の立場から

ホスピスケア

解説

（0916-5991）
24巻1号
Page37-41（2013.03）

2013181171 緩和医療薬学と医療経済評価

池田 俊也（国際医療福 日本緩和医療薬学雑誌
祉大学 薬学部）

（1882-9783）5巻4号
Page69-72（2012.12）

解説

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2013200760 介護法人向けアメーバ経営（第1回） 細谷 是晴
（KCCSマネジ 福祉介護テクノプラス

論文種別
解説

介護施設における「アメーバ経営」 メントコンサルティング）（2187-1698）6巻5号
とは

Page52-55（2013.05）

2013200179 【くも膜下出血-診断と治療のNew 林 健太郎（長崎大学 脳 Clinical Neuroscience
Standards】
診断と治療のNew Standards

神経外科）
，永田 泉

（0289-0585）
31巻4号

解説／
特集

Page457-460
（2013.04）

クリ

ッピング術とコイル塞栓術の使い分け
2013200151 【最新の骨粗鬆症学-骨粗鬆症の最新 田中 清（京都女子大学 日本臨床

解説／

知見】

71巻増刊2 特集
家 政 学 部 食 物 栄 養 学 （0047-1852）

骨粗鬆症治療の医療経済

科）
，小林 慎，坂巻 弘之 最新の骨粗鬆症学
Page652-656
（2013.04）

2013200131 【最新の骨粗鬆症学-骨粗鬆症の最新 萩野 浩（鳥取大学 医学 日本臨床
知見】

部 保健学科）

解説／

（0047-1852）
71巻増刊2 特集

骨粗鬆症による骨折の予防・治療

最新の骨粗鬆症学

骨粗鬆症による骨折の病態・診断・

Page539-543
（2013.04）

評価・治療 骨折の連鎖とその対策
2013199947 便失禁ケアシステムの挿入・抜去基 宮崎 志乃（東京医科大 EMERGENCY CARE
準と費用対効果の検討

学附属病院 救命救急セ （1349-6557）
26巻5号
Page508-512
（2013.05）

ンター）
，佐伯 悦彦

2013197180 降圧薬の配合薬はアドヒアランスを 大西 正人（滋賀医科大 心臓
改善し、さらなる降圧効果が期待で 学 総合内科学（地域医 （0586-4488）
45巻3号
きる

解説

原著論文／
比較研究

Page269-276（2013.03）

療支援）
）
，田中 妥典

2013195093 眼科医療における費用対効果 加齢 田村 寛（京都大学）

日本眼科学会雑誌

会議録

（0029-0203）
117巻臨増

黄斑変性診療の費用対効果分析

Page157（2013.03）
2013195092 眼科医療における費用対効果 総論 平塚 義宗（国立保健医 日本眼科学会雑誌
と白内障手術の費用対効果

療科学院）

会議録

（0029-0203）
117巻臨増
Page156（2013.03）

2013194938 小児用13価肺炎球菌結合型ワクチ 岡田 賢司（国立病院機 日本小児科学会雑誌
ンの費用効果分析

会議録

構 福 岡 病 院 統 括 診 療 （0001-6543）
117巻2号
部）
，岩田 敏，尾内 一信， Page540（2013.02）
細矢 光亮，佐々木 津，
朝日 健太郎

2013191335 24時間閉鎖式吸引カテーテルと72 長瀬 仁（小牧市民病院 日本環境感染学会誌

会議録

時間閉鎖式気管内吸引カテーテルの 感染対策室）
，
丑山 初美，（1882-532X）28巻
費用対効果
2013190188 院内感染対策における費用対効果

宇都宮 純平，

Suppl.

宮川 佐和子，上田 知仁

Page486（2013.02）

本田 順一（聖マリア病 日本環境感染学会誌
院 感染症科）

（1882-532X）28巻
Suppl.
Page137（2013.02）

会議録

2013189668 日本における職場でのメンタルヘル 吉村 健佑（東京大学大 産業衛生学雑誌

原著論文

スの第一次予防対策に関する費用便 学院 医学系研究科 精神 （1341-0725）55巻1号
益分析

保健学分野）
，
川上 憲人， Page11-24（2013.01）
堤 明純，井上 彰臣，
小林 由佳，竹内 文乃，
福田 敬

2013184357 【ECMO】
SAVE-J研究にみるECMOの費用

渥美 生弘（神戸市立医 Intensivist

解説／

療センター中央市民病院 （1883-4833）5巻2号

特集

救急部）
2013184356 【ECMO】

Page327-329（2013.04）

浅井 康文（函館新都市 Intensivist

生命倫理と経済的側面 PCPSの施 病院）

（1883-4833）5巻2号

2013184063 【肺がんの診断と治療-最新の話題】 濃沼 信夫（東北大学大 日本医師会雑誌

解説／

学院 医学系研究科 医療 （0021-4493）
142巻1号 特集
管理学）

Page70（2013.04）

2013183626 医療技術評価（HTA）の諸外国での 葛西 美恵（エーザイ ガ JAPIC J20巻
利用

特集

Page322-326
（2013.04）

行や中止の判断をいかに行うか
肺がん治療と医療費

解説／

解説

バメントリレーションズ Page17-30（2013.03）
部）

2013182542 【新人スタッフがはじめに習いたい 池田 博昭（広島大学病 眼科ケア
眼科の項目50大公開!-カルテがわか 院）
，金原 雅人

解説／

（1344-8293）15巻4号 特集
Page384-396
（2013.04）

る!部位名カード付き-】
こんなものを扱います

2013181847 一般クリニックにおける腹腔鏡手術 中田 浩一（正裕会井上 東京産科婦人科学会会誌 原著論文／
吊り上げ式腹腔鏡手術の実施経験

レディースクリニック）
，（2186-0599）62巻1号 比較研究
菅原 あゆみ，

Page27-32（2013.01）

竹田 奈保子，井上 裕子
2013181171 緩和医療薬学と医療経済評価

池田 俊也（国際医療福 日本緩和医療薬学雑誌
祉大学 薬学部）

解説

（1882-9783）5巻4号
Page69-72（2012.12）

2013180989 血液透析患者におけるエポエチンベ 川井 修一（かわい泌尿 医薬ジャーナル
ータペゴルの2週に1回投与の有用 器科クリニック）

（0287-4741）49巻3号 比較研究
Page950-955
（2013.03）

性の検討

2013180975 <薬剤師職能・薬学6年制を欧米か 河原 敦（日本大学 薬学 医薬ジャーナル
ら学ぶ>

原著論文／

米国および英国における 部）

解説

（0287-4741）49巻3号
Page837-847
（2013.03）

薬剤師職能の拡大とわが国への導入
の課題

2013178083 【痛みの治療薬-臨床例に基づいた処 木村 嘉之（獨協医科大 ペインクリニック
方の実際-】

解説／

学 医 学 部 麻 酔 科 学 講 （0388-4171）34巻2号 特集

（2013.02）
非がん性慢性痛に対するオピオイド 座 ）
，山 口 重 樹， 濱 口 Page205-213
の適切な使用法

眞輔

2013176267 QOLと費用便益を考慮した花粉症 荻野 敏（大阪大学大学 日本鼻科学会会誌
治療

院 医学系研究科 保健学 （0910-9153）51巻3号
専攻）

Page223（2012.09）

会議録

2013175966 酸素療法における新しい手段である 河合 紀幸（西尾市民病 西尾市民病院紀要

原著論文

ネーザルハイフローの有用性につい 院 診療技術部 臨床工学 （0917-4761）23巻1号
て

室）
，足 立 欣 永，磯 貝 Page9-12（2012.12）
玲夫，野村 芽衣

2013175821 静脈瘤手術後のCobanによる3日間 Evans J（Department International Medical 原著論文／
の下肢圧迫の臨床的有効性と費用対 of Vascular Surgery， Journal

比較研究

効果（The Clinical and Cost Effec- Royal Bolton Hospital）
，（1341-2051）19巻4号
（2012.12）
tiveness of Three Day Limb Com- Kosai N，Onwudike M， Page337-338
pression with Coban Following Harunarashid H，Das
Surgery on Varicose Veins）
（英語） S，Shahari S
2013175787 本学におけるMRSA感染症の現状 渡邉 学（東邦大学 医学 東邦医学会雑誌

解説

消化器外科術後における24年間の 部 外科学講座 一般・消 （0040-8670）59巻6号
化器外科学分野（大橋）
） Page323-325（2012.11）

MRSA対策

2013174389 なぜ、
『漢方』は現代医療に用いら 内藤 俊夫（順天堂大学 順天堂医学
れているのか?

解説

感冒・インフルエ 医学部 総合診療科研究 （0022-6769）58巻5号

ンザと漢方

Page397-402
（2012.10）

室）

2013174139 医薬品副作用症例データベースの応 濱田 智子（新潟薬科大 医学と薬学
用 プラゾシンとブナゾシンの有効 学 情報薬学研究室）
，

（0389-3898）68巻3号 比較研究
Page463-467
（2012.09）

性・安全性および経済性の比較検討 土橋 洋史

2013174138 医薬品副作用症例データベースの応 水澤 彩乃（新潟薬科大 医学と薬学
用 塩酸ツロブテロール錠と硫酸サ 学 情報薬学研究室）
，

原著論文／

原著論文／

（0389-3898）68巻3号 比較研究
Page457-461
（2012.09）

ルブタモール錠の有効性・安全性お 土橋 洋史
よび経済性の比較検討

2013174137 医薬品副作用症例データベースの応 上杉 史（新潟薬科大学 医学と薬学
用 アテノロールとビソプロロール 情報薬学研究室）
，

原著論文／

（0389-3898）68巻3号 比較研究
Page451-456
（2012.09）

フマル酸塩の有効性・安全性および 土橋 洋史
経済性の比較検討

2013173978 進行性心不全の外来患者に対するカ Nishi Kiyoto（The De- Journal of Cardiology

原著論文／

ルペリチドまたは強心薬の間欠的注 partment of Cardiology，（0914-5087）59巻3号 比較研究
（2012.05）
入（Intermittent infusions of carper- H y o g o P r e f e c t u r a l Page366-373
itide or inotoropes in out-patients Amagasaki Hospital）
，
with advanced heart failure）
（英語） Sato Yukihito，Miyamoto Tadashi，Toma
Masanao，Taniguchi
Ryoji，Fukuhara Rei，
Saijo Sayaka，Fujiwara
H i s a y o s h i，T a k a t s u
Yoshiki
2013173544 当院における手術用キット導入に関 島野 壽一（順江会江東 医療機器学
する総合比較 医療材料のセット化 病院）
，佐藤 浩治
による費用対効果の検証

（1882-4978）82巻3号
Page292-295
（2012.06）

解説

2013173372 日本における肺癌の疾病負担の推定 C h i m u r a H i r o s h i The Kitasato Medical

原著論文

（Disease burden estimates for （Department of Public Journal
lung cancer in Japan）
（英語）

H e a l t h，J u n t e n d o （1349-8568）42巻1号
University School of Page76-82（2012.03）
M e d i c i n e）
，H i r a o
Tomohiro，Seki Eiichi，
Araki Kazuhiro，Satoh
Toshihiko

医療費
文献番号

出典

論文種別

2013198579 【少子高齢化の進展と社会保障財政- 中田 大悟（経済産業研 社会保障研究

原著論文／

タイトル
モデル分析の応用-】

著者（所属）
究所）

（0387-3064）48巻4号 特集
Page423-435（2013.03）

都道府県別医療費の長期推計

2013173798 年間医療費削減の観点からの人間ド 福井 敏樹（NTT西日本 人間ドック
ック健診受診の意義

原著論文／

高松診療所 予防医療セ （1880-1021）27巻1号 比較研究
ンター）
，山内 一裕，

Page29-35（2012.06）

丸山 美江，佐藤 真美，
高橋 英孝，山門 實

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

論文種別

2013188344 学会内制度調査で明らかになった急 野々木 宏（静岡県立総 日本集中治療医学会雑誌 会議録
性期医療における医療資源の偏在と 合病院）
，田原 良雄，
将来予測

循環器救急医療実態ア 木村 一雄

ンケート調査と麻酔科医のマンパワ

（1340-7988）20巻
Suppl.
Page290（2013.01）

ーに関する調査を交えて 循環器医
の過重労働と基幹病院の偏在につい
て

日本循環器学会救急医療制度

小委員会アンケートから
2013182677 病院経営・病棟運営に効く!医療制 石井 仁（千葉県済生会 ナースマネジャー 15巻 解説
度・診療報酬知識習得ドリル（第3 習志野病院 医事課）

1号

回） 医療事務中級編

Page78-82（2013.04）

2013179940 ベバシズマブ（アバスチン）をめぐ 佐原 康之（厚生労働省 日本の眼科
る諸問題 先進医療制度等について 医政局 研究開発振興課）（0285-1326）84巻2号
適応外薬の保険適用までのプロセス

Page180-181
（2013.02）

会議録

診療報酬・薬価
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2013197907 広島県における平成24年度歯科診 大井手 和久（広島県歯 広島歯科医学雑誌
療報酬改定の検討

論文種別
原著論文

科医師会 保険部）
，森本 （0917-7302）40巻1号
慎樹，伊丹 宏之，瓜生 Page58-76（2013.03）
賢，小松 大造，薮本 修，
矢野 暢人，山中 威典，
二井 亮，
川本 博也，森本
進，高橋 康友，河村 誠，
笹原 妃佐子，片山 巖，
山科 透

2013197906 広島県における過去5年間の歯科受 山中 威典（広島県歯科 広島歯科医学雑誌

原著論文

診動向 診療報酬明細書枚数からの 医師会 保険部）
，大井手 （0917-7302）
40巻1号
検討

和久，森本 慎樹，伊丹 Page46-57（2013.03）
宏之，小松 大造，瓜生
賢，薮本 修，矢野 暢人，
二井 亮，川本 博也，
森本
進，高橋 康友，片山 巖，
荒川 信介，山科 透

2013184407 注射薬自動読み取り装置（SPAS- 末廣 剛敏（遠賀中間医 臨床外科

解説

ER）システムによる消化器外科手 師会おんが病院 救急総 （0386-9857）
68巻5号
術の原価計算とコスト評価

（2013.05）
合診療科）
，濱津 隆之， Page591-594
梶原 勇一郎，市来 嘉伸，
杉町 圭蔵

2013178078 診断群分類に基づく診療報酬支払制 林田 賢史
（産業医科大学 日本集中治療医学会雑誌 原著論文
20巻1号
度データから検討したICU収支の現 附属病院 医療情報部）
，（1340-7988）
状

（2013.01）
羽鳥 文麿，森崎 浩，
福家 Page118-123
伸夫，橋本 悟，西田 博，
田中 啓治，志馬 伸朗，
遠藤 重厚，池田 寿昭，
松田 晋哉，日本集中治
療医学会社会保険対策
委員会

2013174706 原価計算による腹腔鏡視下胆嚢摘出 吹矢 三恵子（福井総合 日本クリニカルパス学会誌 会議録
術パスの検証

14巻4号
病院 クリニカルパスグ （2187-6592）
ループ）
，
勝尾 信一，
岡山 Page460（2012.11）
忠樹，中川 美絵，片岡
亜季子，角 奈央子，坂下
香苗

2013174704 腹式子宮全摘術パス適用症例での日 松原 寛和（一宮市立市 日本クリニカルパス学会誌 会議録
次原価計算分析

14巻4号
民病院 産婦人科）
，小島 （2187-6592）
龍司，小川 紫野，澤田 Page460（2012.11）
祐季，倉兼 さとみ，松本
洋介，井口 純子，岡田
英幹，大嶋 勉

2013174703 原価計算により「子宮筋腫のクリニ 中島 恵代（東京警察病 日本クリニカルパス学会誌 会議録
カルパス」を見直す

院）
，辻 智子，
大塚満寿美

（2187-6592）
14巻4号
Page459（2012.11）

医業経営
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

論文種別

2013196584 DPCにおける緊急入院に関する研 たら澤 邦男（国際医療 日本医療・病院管理学会誌 原著論文／
究 帝王切開分娩の母とその児を対 福祉大学大学院 医療福 （1882-594X）50巻2号 比較研究
（2013.04）
祉学研究科 診療情報ア Page159-168

象として

ナリスト養成分野）
2013196582 イノベーション特化型病院経営モデ 杉山 正樹（東洋大学大 日本医療・病院管理学会誌 原著論文
ルのモデル化と考察

学院 経営学研究科）

（1882-594X）
50巻2号
Page139-147
（2013.04）

医療関連ビジネス
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2013200252 【日本版コンパッショネート使用制 桑原 雅明（武田薬品工業 臨床薬理
度の創設をめざして】

開発本部 薬事部）
，日本 （0388-1601）44巻2号

論文種別
解説／
特集

製薬業界としてのコンパッショネー 製薬工業協会薬事委員 Page157-160（2013.03）
ト使用制度（医薬品アクセス制度） 会
に対する考え方
2013200240 【PGxの成果と将来への課題を考え 品川 朗（第一三共RDノ 臨床薬理
る】

解説／

バーレ 創薬基盤研究部）（0388-1601）
44巻2号 特集

新規医薬品開発におけるゲノム情報

Page101-105
（2013.03）

利用の現状と課題 ファーマコゲノ
ミクス関連のコンソーシアム活動を
中心に
2013199239 創薬シリーズ オープンイノベーシ 松本 弥生（塩野義製薬）
， 日本薬理学雑誌
ョン ライフサイエンス産業のオー 坂田 恒昭
プンイノベーションにおける産の役

解説

（0015-5691）
141巻4号
Page199-204
（2013.04）

割 シオノギ創薬イノベーションコ
ンペ（FINDS）およびShionogi Science Program（SSP）
2013199119 日本のバイオベンチャー成長への歩 清水 由美［宮園］
（バイオ 生物工学会誌
み

部）
2013198126 【医療過誤はICTでなくせるか】

薬品の安全管理

Page171-173（2013.03）

折井 孝男（NTT東日本 新医療

医 療 過 誤防 止へICTが 持つ可 能 性 関東病院 薬剤部）
ICタグ、バーコードを利活用した医

解説

インダストリー協会 企画 （0919-3758）91巻3号
解説／

（0910-7991）40巻4号 特集
Page108-111
（2013.04）

2013193713 世界をリードする効率的な開発戦略 宍戸 晃（ヤンセンファー 臨床評価

解説

医療機関および企業の取り組みと考 マ 研究開発本部 クリニ （0300-3051）40巻2号
え 企業の立場から

（2013.03）
カル・サイエンス統括部 Page327-331
クリニカルファーマコロ
ジー部）

2013193707 世界をリードする効率的な開発戦略 熊谷 雄治（北里大学医 臨床評価

解説

早期臨床試験の国際展開の中で日本 学部附属臨床研究セン （0300-3051）40巻2号
の進むべき方向性

ター）

Page288-295
（2013.03）

2013193705 【
「サンシャイン条項」の夜明け-利益 南郷 栄秀（東京北社会 臨床評価
相反対応の新局面】

解説／

保険病院 総合診療科） （0300-3051）40巻2号 特集
Page267-276
（2013.03）

医学生涯教育におけるランチョンセ
ミナーの役割

2013193703 【
「サンシャイン条項」の夜明け-利益 内田 英二（昭和大学 研 臨床評価
相反対応の新局面】

究推進室）
，
宮岡 等，
今村 （0300-3051）40巻2号 特集
恭子，岩崎 幸司

Page237-260
（2013.03）

2013174968 治験の基礎知識、現状から今後の展 藤本 陽子（ファイザー 神経治療学
望まで 神経疾患領域の新薬開発に クリニカル・リサーチ統 （0916-8443）29巻5号
向けた製薬企業の新たな動き

座談会／

括部）

Page592（2012.09）

会議録

