
医療経済関係研究論文（8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
2013226847 病院機能の変遷と地域医療連携の

新しい役割　地域医療連携にかかわ
る地域医療行政の変遷

舟谷 文男（済生会八幡
総合病院 地域・在宅医
療支援センター）

地域連携入退院支援
6巻2号
Page37-41（2013.05）

解説

2013224505 長期寛解を得た進行・再発乳癌の検
討　医療経済的側面からの考察

西原 謙二（にしはらク
リニック）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）74巻4号 
Page1123（2013.04）

会議録／
症例報告

2013223054 Digestシリーズ　世界の医学・医療
政策の動向（Vol.1）より健康な世界を
創るためのアプローチの変遷と展望

中谷 比呂樹（WHO事務
局）

Medical Science Digest
（1347-4340）39巻5号
Page200-202（2013.05）

解説

2013222431 【エビデンスに基づいた保健医療政
策の戦略マネジメント-ヘルスケア
システムの新たなデジタルビッグデ
ータの活用について-】
大規模災害発生時のケアへのアクセ
シビリティ（Accessibility to medi-
cal care in case of major disas-
ters）（英語）

讃岐 亮（首都大学東京
大学院 都市環境科学研
究科），佐藤 栄治，熊川 
寿郎，吉川 徹

保健医療科学
（1347-6459）62巻1号 
Page52-61（2013.02）

原著論文
／特集

2013222430 【エビデンスに基づいた保健医療政
策の戦略マネジメント-ヘルスケア
システムの新たなデジタルビッグデ
ータの活用について-】
住民視点による医療圏の設定　神奈
川県と岩手県の3次救急のアクセシ
ビリティを事例に（Establishing 
medical care zone from residents 
perspectives: The accessibility of 
critical care in Kanagawa Prefec-
ture and Iwate Prefecture as case 
studies）（英語）

佐藤 栄治（宇都宮大学
大学院 工学研究科），
熊川 寿郎

保健医療科学
（1347-6459）62巻1号
Page46-51（2013.02）

解説／
特集



2013222429 【エビデンスに基づいた保健医療政
策の戦略マネジメント-ヘルスケア
システムの新たなデジタルビッグデ
ータの活用について-】
地域医療連携政策の経済学的背景
と課題（Economic background and 
issues of regional medical coordi-
nation policy in Japan）（英語）

菅原 琢磨（法政大学 経
済学部）

保健医療科学
（1347-6459）62巻1号
Page36-45（2013.02）

解説／
特集

2013222428 【エビデンスに基づいた保健医療政
策の戦略マネジメント-ヘルスケア
システムの新たなデジタルビッグデ
ータの活用について-】
レセプト情報・特定健診等情報デー
タベースの概要と活用の方向性　滋
賀県特定健診データ分析事例から

三浦 克之（滋賀医科大
学 社会医学講座 公衆衛
生学部門），宮川 尚子，
村上 義孝，角野 文彦，
岡山 明

保健医療科学
（1347-6459）62巻1号 
Page31-35（2013.02）

解説／
特集

2013222427 【エビデンスに基づいた保健医療政
策の戦略マネジメント-ヘルスケア
システムの新たなデジタルビッグデ
ータの活用について-】
レセプト突合による特定健康診査・
保健指導の評価（Evaluation of the 
health check up and guidance pro-
gram through linkage with health 
insurance claims）（英語）

岡本 悦司（国立保健医
療科学院 医療・福祉サ
ービス研究部），平塚
義宗，大坪 浩一，熊川
寿郎

保健医療科学
（1347-6459）62巻1号
Page13-30（2013.02）

原著論文
／特集

2013222426 【エビデンスに基づいた保健医療政
策の戦略マネジメント-ヘルスケア
システムの新たなデジタルビッグデ
ータの活用について-】
電子レセプト分析による医療サービ
ス需要、医療の質、医療政策の評価

（Evaluation of demand for medical 
care services，quality of health 
care and health policy by using 
electronic claims data）（英語）

熊川 寿郎（国立保健医
療科学院 医療・福祉サ
ービス研究部），
大坪 浩一，平塚 義宗，
岡本 悦司

保健医療科学
（1347-6459）62巻1号 
Page3-12（2013.02）

総説／
特集

2013222063 医療経済学と北欧の個人主義　In-
dustryの復権

中西 毅（浜松大学 保健
医療学部 作業療法学科）

浜松大学保健医療学部紀要
（1884-7951）4巻1号
Page19-30（2013.03）

解説

2013213214 泌尿器科と医療経済 斎藤 忠則（日本大学 医
学部），日本泌尿器科学
会保険委員会

泌尿器外科
（0914-6180）26巻臨増
Page557-562（2013.05）

解説

2013212224 医事会計システムを利用した抗がん
剤の処方動向と医療経済に与える影
響の検討

荒川 一郎（帝京平成大
学 薬学部），生藤 真由美，
熊谷 祐美，太田 かおり，
松林 大輔

社会薬学
（0911-0585）31巻2号
Page104-105（2012.12）

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

2013227000 維持血液透析患者の腎性貧血におけ
るC.E.R.A.からEPO-κへの切り替
えに関する検討

長岡 高広（さとに田園
クリニック 腎センター），
森田 祐司，太田 匡彦

新薬と臨牀
（0559-8672）62巻6号 
Page1107-1115（2013.06）

原著論文／
比較研究

2013223881 【ひとりでも迷わない　上部消化管 
治療内視鏡の極意-さあ、自信をも
って始めてみましょう!-】
基本事項　治療をはじめる前に　内
視鏡治療の種類と適応疾患

新美 惠子（東京大学医
学部附属病院 光学医療
診療部）

消化器内視鏡レクチャー
（2186-9944）1巻4号 
Page607-614（2013.04）

解説／
特集

2013222144 薬品費削減の取り組みと今後の課題 渡部 学（恒仁会新潟南
病院 戦略企画室）

JHAC
（1344-2147）17巻1号 
Page96-100（2013.03）

原著論文

2013222137 新しい病院収支管理手法 材料費マ
ネジメントの課題と実際

田中 聖人（京都第二赤
十字病院 消化器科）

JHAC
（1344-2147）17巻1号 
Page47-53（2013.03）

解説

2013218731 ハイリスク医療従事者の結核検診に
おける胸部X線検査と比較したQFT
の費用効果分析

小和田 暁子（大田区保
健所 糀谷・羽田地域保
健課），小林 信之

日本内科学会雑誌
（0021-5384）102巻Suppl. 
Page192（2013.02）

会議録

2013217742 安全衛生活動の費用対効果を算出す
る手法の開発とその公表ガイドの作
成

永田 智久（産業医科大
学産業生態科学研究所 
産業保健経営学），平岡 
美佳，加藤 杏奈，深井 
航太，岡原 伸太郎，永田 
昌子，立石 清一郎，梶木 
繁之，柴田 喜幸，森 晃爾

産業医科大学雑誌
（0387-821X）35巻1号 
Page100（2013.03）

会議録

2013216599 外傷性出血に対するトラネキサム酸
（トランサミン）の効果　古くからある
安価な薬により戦傷死亡を回避する

作田 英成（陸上自衛隊
衛生学校），竹島 茂人

防衛衛生
（0006-5528）60巻1-2 
Page11-20（2013.02）

総説

2013215179 足関節上腕血圧比の自動オシロメト
リー測定　系統的レビューおよびメ
タ分析（Automated oscillometric 
determination of the ankle-brachial 
index: a systematic review and 
meta-analysis）（英語）

Verberk Willem
（Cardiovascular 
Research Institute 
Maastricht （CARIM），
Maastricht University），
Kollias Anastasios，
Stergiou George S.

Hypertension Research
（0916-9636）35巻9号 
Page883-891（2012.09）

原著論文／
メタアナ
リシス

2013214629 PAD患者におけるアテローム性血
栓症2次予防としてのクロピドグレ
ルの費用対効果分析

田倉 智之（大阪大学大
学院 医学系研究科 医療
経済産業政策学），一色 
高明

新薬と臨牀
（0559-8672）62巻6号 
Page1043-1055（2013.06）

原著論文

2013213743 【納得 そうなんだ!シリーズ　もつれ
ない患者との会話術】

（CASE 21）残った薬の返金

大江 和郎（東京女子医
科大学附属青山病院），
宮本 芳誠

日本医事新報
（0385-9215）4648号 
Page67-68（2013.05）

解説／
特集



2013212648 【結果が出せる感染対策　いちから
始める実践プログラム】

（1章）やったつもり"の感染対策か
ら一歩前進!最善を目指す　術前手
指衛生をラビング法に変更したいが
外科医師の同意が得られない"

林 真樹（岸和田市立岸
和田市民病院 ICT）

INFECTION CONTROL
（0919-1011）2013
春季増刊
Page32-35（2013.05）

解説／
特集

2013212230 職場のうつ 多様化する「職場のう
つ」　職場のうつと企業経営　共倒
れにならないために

豊川 彰博（豊川産業医
事務所）

こころの科学
（0912-0734）169 号 
Page31-35（2013.05）

解説

2013212224 医事会計システムを利用した抗がん
剤の処方動向と医療経済に与える影
響の検討

荒川 一郎（帝京平成大
学 薬学部），生藤 真由美，
熊谷 祐美，太田 かおり，
松林 大輔

社会薬学
（0911-0585）31巻2号 
Page104-105（2012.12）

会議録

2013211619 【心臓核医学:リスク評価から個別化
医療へ】
中リスク患者における非侵襲的イメ
ージングの価値

松本 直也（駿河台日本
大学病院 循環器科）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター

（1346-2733）15巻1号 
Page5（2013.01）

解説／
特集

2013210666 胃がんX線検診における撮影検査数
の検討　損益分岐より

西川 孝（尚豊会四日市
健診クリニック 健診部），
岡田 明子，恒矢 保雄，
山田 晋太朗，安達 敏男，
丹羽 康正

日本消化器画像診断情
報研究会誌26巻2号
Page96-102（2012.12）

原著論文

2013210425 【ICTスキルアップ特集　感染対策
の費用対効果　示し方・見せ方・ま
とめ方・計算方法】
費用対効果の具体例　血液分注器
の導入効果の検討

西内 由香里（京都府立
医科大学附属病院 感染
対策部）

INFECTION CONTROL
（0919-1011）22巻5号 
Page495-500（2013.05）

解説／
特集

2013210424 【ICTスキルアップ特集　感染対策
の費用対効果　示し方・見せ方・ま
とめ方・計算方法】
費用対効果の具体例　安全機能付
き鋭利器材の導入

今川 嘉樹（姫路聖マリ
ア病院 医療安全管理室）

INFECTION CONTROL
（0919-1011）22巻5号 
Page491-494（2013.05）

解説／
特集

2013210423 【ICTスキルアップ特集　感染対策
の費用対効果　示し方・見せ方・ま
とめ方・計算方法】
費用対効果を出す前に考慮すべきポ
イント

四宮 聡（箕面市立病院 
チーム医療推進部ICT），
佐藤 久美子，飯島 正平

INFECTION CONTROL
（0919-1011）22巻5号 
Page488-490（2013.05）

解説／
特集

2013207650 看護職員の病院経営参画への意識
調査　経験年数の違いによる研修の
効果と意識の変化

山崎 純子（佐世保共済
病院），松永 桂子，井口 
恵美子，片山 由喜子

共済医報
（0454-7586）62巻1号 
Page57-61（2013.02）

原著論文／
比較研究

2013206451 EuroQOL-5Dを用いた頸部圧迫性脊
髄症における頸椎椎弓形成術の
health-related quality of life調査お
よび費用効用分析

小野 貴司（東京大学 大
学院 整形），竹下 克志，
岡 敬之，筑田 博隆，原 
慶宏，大島 寧，唐司 寿一，
竹下 祐次郎，松林 嘉孝，
馬場 聡史，田中 栄

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）87巻2号 
PageS49（2013.03）

会議録



2013205267 各施設におけるコスト削減への取り
組み　関東甲信地区臨床化学検査
研究班アンケート調査より　コスト
分析

小林 中（メコム），間瀬 
浩安，澤畑 良一，斎藤 
美菜子，小塩 智康，宗政 
千春，小川 善資

関東甲信地区医学検査
学会講演集48回 
Page69（2011.10）

会議録

2013205261 各施設におけるコスト削減への取り
組み　関東甲信地区臨床化学検査
研究班アンケート調査より　アンケ
ート概略

中西 貴裕（東京都済生
会中央病院），平木 一嘉，
増渕 純一，三木 隆治，
茂木 孝一

関東甲信地区医学検査
学会講演集48回 
Page66（2011.10）

会議録

2013205174 看護における費用対効果分析の必要
性と研究例 褥瘡重症化予防・治癒
促進プロトコールの効率性評価　マ
ルコフモデルを用いた分析

貝谷 敏子（札幌市立大
学 看護学部）

日本看護評価学会学術
集会講演抄録集3回
Page22（2013.02）

会議録

2013205173 看護における費用対効果分析の必要
性と研究例 電子化した転倒リスク
アセスメント及び予防対策の費用最
小化分析

飯島 佐知子（順天堂大
学大学院 医療看護学研
究科）

日本看護評価学会学術
集会講演抄録集3回
Page21（2013.02）

会議録

2013205172 看護における費用対効果分析の必要
性と研究例 看護における費用対効
果分析の必要性と研究例

菅田 勝也（藍野大学 医
療保健学部）

日本看護評価学会学術
集会講演抄録集3回
Page20（2013.02）

会議録

2013205171 費用対効果分析の看護への適用 福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

日本看護評価学会学術
集会講演抄録集3回
Page19（2013.02）

会議録

2013203851 チャンバ交換型血液透析回路の検討 安藤 誠（北楡会札幌北
楡病院 臨床工学技術
部），横山 純平，小林 
慶輔，栗林 芳恵，川西 
啓太，小熊 祐介，山本 
千亜希，永田 祐子，山口 
千秋，松原 憲幸，山野下 
賢，月安 啓一郎，富岡 
佑介，住田 知規，小塚 
麻紀，土濃塚 広樹

社団法人北海道臨床工
学技士会会誌20号
Page75-77（2010.08）

解説

2013203778 集中治療領域におけるRO水再循環
システムの検討

猫宮 伸佳（手稲渓仁会
病院 臨床工学部），那須 
敏裕，山内 貴司，鈴木 
学，齋藤 大貴，佐藤 友則，
今野 裕嗣，菅原 誠一，
根本 貴史，小林 暦光，
千葉 直樹，渡部 悟，千葉 
二三夫，古川 博一

社団法人北海道臨床工
学技士会会誌19号 
Page19-21（2009.07）

解説



医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013214608 インシデントに起因する追加的医療
費算出の試み

江上 廣一（聖マリア病
院 医療の質管理本部），
廣瀬 昌博，津田 佳彦，
大濱 京子，本田 順一，
島 弘志，今中 雄一

病院
（0385-2377）72巻6号 
Page469-473（2013.06）

原著論文／
比較研究

2013201166 運動機能障害と心血管疾患リスク、
QOL、および医療費　ロコモティブ
シンドロームと健康アウトカムを解
明する会津コホート研究（LOHAS）
のデザインおよび同研究対象集団の
ベースライン特性（Locomotor dys-
function and risk of cardiovascular 
disease，quality of life，and medi-
cal costs: design of the Locomo-
tive Syndrome and Health Out-
c o m e i n A i z u C o h o r t S t u d y 

（LOHAS） and baseline character-
istics of the study population）（英
語）

Otani Koji（Department 
of Orthopedic Surgery，
Fukushima Medical 
University School of 
Medicine），Takegami 
Misa，Fukumori Norio，
Sekiguchi Miho，
Onishi Yoshihiro，
Yamazaki Shin，Ono 
Rei，Otoshi Kenichi，
Hayashino Yasuaki，
Fukuhara Shunichi，
Kikuchi Shin-ichi，
Konno Shin-ichi，The 
LOHAS Research 
Group

Journal of Orthopaedic 
Science（0949-2658）
17巻3号
Page261-271（2012.05）

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

2013221560 よくわかる医療保険論（その2）　諸
外国の保険制度

高平 真（釧路市立釧路
総合病院）

市立釧路総合病院医学
雑誌（0915-2520）25
巻1号
Page3-8（2013.03）

解説

2013212274 インドネシアの医療保障制度の現状
と課題　ボゴール・ロンボク・スラ
バヤにおける調査をもとに

安留 孝子（帝塚山大学 
心理福祉学部）

帝塚山大学心理学部紀要
（2187-0918）2号
Page57-73（2013.03）

原著論文

2013211388 病院経営・病棟運営に効く!　医療
制度・診療報酬　知識習得ドリル

（第4回）　【医療事務中級編】

石井 仁（千葉県済生会
習志野病院 医事課）

ナースマネジャー 15巻
2号
Page74-78（2013.05）

解説

2013209589 フィリピン高齢者の生活・経済環境
と医療保険に関する研究資料　マニ
ラ首都圏を事例として

柏木 志保（筑波大学 体
育系）

高齢者ケアリング学研
究会誌（2185-6753）
3巻2号
Page27-36（2013.03）

原著論文

2013207448 先進医療制度等について　適応外
薬の保険適用までのプロセス

佐原 康之（厚生労働省 
医政局 研究開発振興課）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）117巻3号
Page316-317（2013.03）

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

2013226247 診療報酬改定に伴う手術原価管理の
実際

野村 哲司（広島県立広
島病院 看護部）

実践安全手術看護7巻1
号
Page120-127（2013.05）

解説

2013203792 診療報酬改定に伴うEPO製剤包括
化の影響

竹内 勝訓（JA北海道厚
生連倶知安厚生病院 臨
床工学技術部門），篠原 
知里，大宝 洋晶，長澤 
英幸，志茂山 俊雄

社団法人北海道臨床工
学技士会会誌19号
Page60-62（2009.07）

原著論文

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013222144 薬品費削減の取り組みと今後の課題 渡部 学（恒仁会新潟南
病院 戦略企画室）

JHAC
（1344-2147）17巻1号 
Page96-100（2013.03）

原著論文

2013214608 インシデントに起因する追加的医療
費算出の試み

江上 廣一（聖マリア病
院 医療の質管理本部），
廣瀬 昌博，津田 佳彦，
大濱 京子，本田 順一，
島 弘志，今中 雄一

病院
（0385-2377）72巻6号 
Page469-473（2013.06）

原著論文／
比較研究

2013207650 看護職員の病院経営参画への意識
調査　経験年数の違いによる研修の
効果と意識の変化

山崎 純子（佐世保共済
病院），松永 桂子，井口 
恵美子，片山 由喜子

共済医報
（0454-7586）62巻1号 
Page57-61（2013.02）

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

2013226265 PMDAを拠点とした薬剤疫学研究推
進を目指して　薬剤疫学研究におけ
るPMDAへの期待

鍵村 達夫（日本ベーリ
ンガーインゲルハイム），
久保田 潔，近藤 達也，
土井 脩

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）44巻5号 
Page378-388（2013.05）

座談会

2013224777 【治験や承認基準を知ってこそ薬の
適正使用が推進できる!】
大阪治験ウェブの取り組み　一般の
人々がアクセスできる治験情報

泉 博子 薬事
（0016-5980）55巻5号
Page771-775（2013.05）

解説／
特集

2013224772 【治験や承認基準を知ってこそ薬の
適正使用が推進できる!】
知っておくと役に立つ臨床評価ガイ
ドライン

小林 史明（CTD） 薬事
（0016-5980）55巻5号 
Page743-747（2013.05）

解説／
特集

2013221741 TPPが医療に及ぼすもの　血液事業
とTPP

河原 和夫（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 医療政策学講
座 政策科学分野）

血液事業（0917-7833）
35巻4号
Page657-658（2013.02）

会議録



2013220642 当社茨城工場の東日本大震災におけ
る被災状況とその後の対策

千北 隆彦（扶桑薬品工
業 生産部 茨城工場）

日本集団災害医学会誌
（1345-7047）17巻4号 
Page699（2012.12）

会議録

2013215534 国産漢方生薬資源の現状調査と今
後の開発に関する研究

佐々木 陽平（金沢大学 
院薬），北岡 文美代，堂井 
美里，三宅 克典，御影 
雅幸，小松 かつ子

日本生薬学会年会講演
要旨集

（0919-1992）59回
Page252（2012.08）

会議録

2013212914 市販後を見据えた開発戦略の重要性　
患者のベネフィットのために開発段
階からできることは何か　基調講演　
産学連携による日本発の医薬品創出
へ向けて

矢守 隆夫（医薬品医療
機器総合機構 審査セン
ター）

臨床医薬
（0910-8211）29巻4号 
Page317-330（2013.04）

解説

2013212549 【改正通知対応「医療用医薬品のバ
ーコード表示」】

（第7章）海外の動向　諸外国におけ
るバーコード表示の目的と目指す運
用方法について

堀部 利秀（興和 産業・
インフラ事業部 機械・
プラント部第二課）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻5号 
Page968-972（2013.04）

解説／
特集

2013204744 臨床副作用と非臨床毒性の相関　
種差を乗り越えて 臨床副作用と非
臨床毒性の相関　公開資料の調査
結果から

王鞍 孝子（日本製薬工
業協会），永山 隆，米田 
保雄，服部 健一，荻野 
大和，田牧 千裕，高島 
吉治，安木 大策，橋場 
雅道，久田 茂，中村 和市，
日本製薬工業協会医薬
品評価委員会基礎研究
部会

The Journal of
Toxicological Sciences

（0388-1350）37 巻
Suppl.1
PageS75（2012.07）

会議録


