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　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
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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
2013285597 Digestシリーズ　世界の医学・医療

政策の動向（Vol.2）　人類と感染症　
その根絶計画を巡って

蟻田 功（国立病院機構
熊本医療センター）

Medical Science Digest
（1347-4340）39巻8号
Page352-354（2013.07）

解説

2013283715 持参薬管理から見える飲みのこし残
薬の実態（第二報）　医療経済から
見た残薬

藤本 康嗣（横浜新緑総
合病院 薬剤部），山浦 
紋子，標葉 隆三郎

日本医療マネジメント
学会雑誌

（1881-2503）14巻Suppl.
Page425（2013.06）

会議録

2013283360 薬剤師のプレアボイド報告による医
療経済効果

紙屋 めぐみ（愛友会上
尾中央総合病院 薬剤
部），小林 理栄，新井 
亘，増田 裕一，高柳 克江

日本医療マネジメント
学会雑誌

（1881-2503）14巻Suppl.
Page331（2013.06）

会議録

2013274363 【緩和ケア】
医療経済学からみた緩和ケア

真野 俊樹（多摩大学大
学院 ビジネスアウトレ
ット）

成人病と生活習慣病
（1347-0418）43巻6号
Page675-681（2013.06）

解説／
特集

2013269212 胃粘膜下腫瘍に対する単孔式腹腔鏡
下胃局所切除術の安全性および医療
経済性の検討

加藤 文彦（慶応義塾大
学 医学部 一般・消化器
外科），竹内 裕也，高橋 
常浩，川久保 博文，中村 
理恵子，和田 則仁，才川 
義朗，大森 泰，北川 雄光

日本胃癌学会総会記事
85回
Page408（2013.02）

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

2013287317 今求められているNSTと薬剤師の役
割　NST活動における12年間の歩
み

鈴木 敬久（茨城県厚生
農業協同組合連合会茨
城西南医療センター病
院 薬剤部）

薬事新報
（0289-3290）2800号 
Page9-11（2013.08）

解説

2013287238 ストロングスタチン間に差はあるの
か?

森下 竜一（大阪大学大
学院 医学系研究科 臨床
遺伝子治療学），山岸 昌一

Pharma Medica
（0289-5803）31巻8号 
Page103-111（2013.08）

総説

2013287147 【婦人科がんの予防戦略と早期診断】　
子宮頸がん HPV DNA検査・細胞診
併用検診による子宮頸がん検診　高
精度・効率化・若年受診率向上によ
り浸潤がん激減

岩成 治（島根県立中央
病院 産婦人科），森山 
政司，小村 明弘

臨床婦人科産科
（0386-9865）67巻8号
Page771-779（2013.08）

解説／
特集

2013287107 血清ペプシノゲン値と血清ピロリ抗
体による検診のメリット・デメリッ
ト

井上 和彦（川崎医科大
学 総合臨床医学）

日本医事新報
（0385-9215）4658号 
Page74-75（2013.08）

Q&A

2013287098 新薬創出加算の問題点と「イノベー
ション」の評価

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

日本医事新報
（0385-9215）4658号 
Page30-33（2013.08）

解説

2013285760 小児用13価肺炎球菌結合型ワクチ
ンの7価に対する費用効果分析

岡田 賢司（福岡歯科大
学 総合医学講座 小児科
学分野），岩田 敏，尾内 
一信，細矢 光亮，佐々木 
津，朝日 健太郎

小児科臨床
（0021-518X）66巻7号
Page1551-1562（2013.07）

原著論文／
比較研究

2013284979 【胃癌リスク診断を巡って-現状と問
題点】
胃癌リスク検診の現況　高崎市住民
検診における試み

吉川 守也（高崎市医師
会），乾 純和，大和田 
進，安部 純，有賀 長規，
石井 千恵子

臨床消化器内科
（0911-601X）28巻8号
Page1117-1123（2013.06）

解説／
特集

2013283512 医薬品在庫管理による薬剤経済学的
評価

小川 義敬（岩切病院 薬
剤部）

日本医療マネジメント
学会雑誌

（1881-2503）14巻Suppl.
Page373（2013.06）

会議録

2013283000 肺がんの疾病費用（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），
松本 邦愛，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）14巻Suppl.
Page240（2013.06）

会議録

2013282994 子宮がんCost of Illness（COI）の将
来推計

瀬戸 加奈子（東邦大学 
医学部 社会医学講座），
松本 邦愛，芳賀 香代子，
上園 由希子，藤田 茂，
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）14巻Suppl.
Page239（2013.06）

会議録

2013282993 乳がんの疾病費用（Cost Of Illness）
の将来推計

上園 由希子（東邦大学 
医学部 社会医学講座），
松本 邦愛，芳賀 香代子，
長谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌

（1881-2503）14巻Suppl.
Page239（2013.06）

会議録



2013282992 前立腺がんの疾病費用（Cost Of Ill-
ness）の将来推計

北澤 健文（東邦大学 医
学部 社会医学講座），芳賀 
香代子，松本 邦愛，長谷川 
友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌

（1881-2503）14巻Suppl.
Page238（2013.06）

会議録

2013281937 これだけは譲れない!　平成26年度
診療報酬に向けて 斜視手術　CPT 
codingとの比較

矢ヶ崎 悌司（眼科やが
さき医院）

日本の眼科
（0285-1326）84巻5号
Page640-641（2013.05）

会議録

2013277103 敗血症患者の抗生剤治療期間を短く
するためのprocalcitoninの利用

（Use of procalcitonin to shorten 
antibiotic treatment duration in pa-
tients with sepsis）（英語）

Pugin Jerome（SIRS 
Unit，Intensive Care，
University Hospitals of 
Geneva）

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）2巻増刊 
Page95（2013.03）

会議録

2013276251 ある病院における最適な病床配置に
関する動的シミュレーション解析

（Dynamic simulation analysis for 
optimal sickbed allocation in a 
hospital）（英語）

M o r i w a k i K e n s u k e
（Department of Health 
Informatics，Niigata 
University of Health 
and Wel fa re），Noto 
Shinichi

N i i g a t a J o u r n a l o f 
Health and Welfare

（1346-8782）11巻1号
Page1-11（2011.12）

原著論文

2013276249 カナダにおける早期関節リウマチま
たは未分化型炎症性関節炎における
役割過重、疼痛、身体機能障害

（Role overload，pain and physical 
dysfunction in early rheumatoid or 
undifferentiated inflammatory ar-
thritis in Canada）（英語）

Mustafa SallySabry
（Department of 
Psychiatry，McGill 
University），Looper 
Karljulian，Zelkowitz 
Phyllis，Purden 
Margaret，Baron 
Murray，McGill Early 
Arthritis Research 
Group

B i o p s y c h o s o c i a l 
Medicine

（1751-0759）2012巻May
Page1-6（2012.05）

原著論文

2013275652 日本におけるくも膜下バクロフェン
投与の費用対効果分析

（Cost-Effectiveness Analysis of In-
trathecal Baclofen Therapy in Ja-
pan）（英語）

Hattori Naoyuki
（Department of 
Neurological Surgery，
Nihon University 
School of Medicine），
Hirayama Teruyasu，
Katayama Yoichi

Neurologia medico-
chirurgica

（0470-8105）52巻7号
Page482-487（2012.07）

原著論文

2013274378 【緩和ケア】
ふれあいファミリークリニック　家
にかえそう"多職種で支える在宅療
養"

齋木 啓子（ふれあいフ
ァミリークリニック），
小暮 和歌子，高山 
美奈子，飯田 まり子，
菊池 睦子，小山 宰

成人病と生活習慣病
（1347-0418）43巻6号
Page781-790（2013.06）

解説／
特集

2013274256 入院時持参薬におけるジェネリック
医薬品の使用状況および薬剤師の業
務時間

三星 知（新潟勤労者医
療協会下越病院 薬剤
課），山崎 修治，稲月 
幸範，鈴木 憲，山田 仁志，
坂井 厚志，田中 良純，
相田 宏美，長井 一彦

ジェネリック研究
（1881-9117）7巻1号 
Page17-21（2013.06）

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

2013271365 社会保障費（特に総医療費）と今後
の国民負担増について　大阪府医師
会府民調査より

遠山 祐司（大阪府医師
会），島田 永和，中村 
正廣，鈴木 隆一郎，加納 
康至，松原 謙二，伯井 
俊明，大阪府医師会調
査委員会

厚生の指標
（0452-6104）60巻5号 
Page30-34（2013.05）

原著論文

2013262507 日本人女性の医療費に対する家庭に
おける環境たばこ煙の影響　集団ベ
ー ス コ ホ ー ト 研 究（Burden of 
Household Environmental Tobacco 
Smoke on Medical Expenditure for 
Japanese Women: A Population-
Based Cohort Study）（英語）

Morishima Toshitaka
（Department of 
Healthcare Economics 
and Quality 
Management，Kyoto 
University Graduate 
School of Medicine），
Imanaka Yuichi，
Otsubo Tetsuya，
Hayashida Kenshi，
Watanabe Takashi，
Tsuji Ichiro

Journal of Epidemiology
（0917-5040）23巻1号
Page55-62（2013.01）

原著論文／
比較研究

2013274255 医療費に関わる論点とジェネリック
医薬品の役割　医療支出、医薬品支
出、ジェネリック医薬品使用促進策
の国際比較をもとに

坂巻 弘之（名城大学 薬
学部 臨床経済学研究室）

ジェネリック研究
（1881-9117）7巻1号 
Page5-16（2013.06）

総説

2013273832 個別化医療と臨床検査　新しいバイ
オ マ ー カ ー と し て の
Pharmacogenomics:PGx コンパニ
オン診断薬と保険償還

田澤 義明（ロシュ・ダ
イアグノスティックス 
IVD事業本部 メディカ
ルマーケティング部）

臨床病理
（0047-1860）61巻5号
Page435-442（2013.05）

解説

2013271836 大腿骨近位端骨折術後における運動
器リハビリテーションの1日単位数
の検証

東 良和（JA山口厚生連
小郡第一総合病院），土井 
一輝

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine

（1881-3526）50巻Suppl.
PageS281（2013.05）

会議録

2013266780 周術期肺塞栓症 北口 勝康（医真会八尾
総合病院 麻酔科）

麻酔科学レビュー
2013巻
Page183-187（2013.03）

総説

2013266730 ベースラインPSA値による検診間隔
の個別設定は前立腺癌スクリーニン
グの効率を改善する　数理モデルを
用いた社会経済学的考察

小林 恭（京都大学大学
院 医学研究科 泌尿器科
学教室），後藤 励，樋之
津 史郎，小川 修

泌尿器科紀要
（0018-1994）59巻3号
Page159-166（2013.03）

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

2013286981 【TPPと医療の真実〜TPPで何がど
う変わってしまうのか〜】

（Part2）TPPの本当の話 公的医療
保険見直しにつながるTPP反対の世
論をさらに大きく

住江 憲勇（住江眼科），
全国保険医団体連合会

保険診療
（0385-8588）68巻7号 
Page30-33（2013.07）

解説／
特集

2013286806 【日本の医療制度　どうなる、どう
する】
看護職に認定制度導入へ　「特定行
為に係る看護師の研修制度（案）」の
概要と問題点

佐藤 英仁（日本医療総
合研究所）

保団連
（0288-5093）1129号 
Page22-30（2013.07）

解説／
特集

2013286805 【日本の医療制度　どうなる、どう
する】
専門医の見直しによる医療・介護の
提供体制の再編　途切れのない提
供体制づくりへ向けて

長友 薫輝（三重短期大
学）

保団連
（0288-5093）1129号 
Page16-21（2013.07）

解説／
特集

2013284130 【透析療法up-date】
医療保険制度

太田 圭洋（名古屋記念
財団）

腎と透析
（0385-2156）74巻5号 
Page1008-1012（2013.05）

解説／
特集

2013271528 脳卒中片麻痺のリハビリテーション　
ADL回復の一歩先へ 医療制度にお
ける課題

石川 誠（輝生会） The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine

（1881-3526）50巻Suppl.
PageS163（2013.05）

会議録

2013267280 歯科保健医療制度の国際比較（第9
報）　スウェーデンにおける歯科医
療サービス

竹原 祥子（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 健康推進歯学
分野），長岡 玲香，川口 
陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）63巻2号
Page222（2013.04）

会議録

2013267279 歯科保健医療制度の国際比較（第8
報）　北欧諸国が提案する「口腔保
健医療に関する評価指標」について

長岡 玲香（東京医科歯
科大学大学院 健康推進
歯学分野），大城 暁子，
竹原 祥子，古川 清香，
植野 正之，川口 陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）63巻2号 
Page222（2013.04）

会議録

2013267278 歯科保健医療制度の国際比較（第7
報）　シンガポールにおける公的医
療保険制度に関する調査

古川 清香（東京医科歯
科大学大学院 健康推進
歯学分野），浦岡 有里，
佐藤 茉莉恵，大城 暁子，
川口 陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）63巻2号
Page221（2013.04）

会議録

2013267277 歯科保健医療制度の国際比較（第6
報）　シンガポールにおける学齢期
のう蝕予防対策について

古川 清香（東京医科歯
科大学大学院 健康推進
歯学分野），浦岡 有里，
佐藤 茉莉恵，川口 陽子

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）63巻2号
Page221（2013.04）

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

2013282810 SPASERとMasty-ORおよびEcruと
の連携による手術原価マネジメント
システムの構築

末廣 剛敏（遠賀中間医
師会おんが病院），杉町 
圭蔵，大隈 恵治

日本医療マネジメント
学会雑誌

（1881-2503）14巻Suppl.
Page192（2013.06）

会議録

2013265057 原価計算からみた心臓外科 三角 隆彦（済生会横浜
市東部病院）

日本心臓血管外科学会
雑誌

（0285-1474）42巻Suppl.
Page128（2013.02）

会議録

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

2013287098 新薬創出加算の問題点と「イノベー
ション」の評価

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

日本医事新報
（0385-9215）4658号 
Page30-33（2013.08）

解説

2013286984 【TPPと医療の真実〜TPPで何がど
う変わってしまうのか〜】

（Part2）TPPの本当の話 TPPは途上
国での薬の流通を脅かす

黒崎 伸子（国境なき医
師団）

保険診療
（0385-8588）68巻7号 
Page40-43（2013.07）

解説／
特集

2013286982 【TPPと医療の真実〜TPPで何がど
う変わってしまうのか〜】

（Part2）TPPの本当の話 TPPを機に
国民皆保険制度の実態的な議論を

山岡 淳一郎 保険診療
（0385-8588）68巻7号 
Page33-36（2013.07）

解説／
特集

2013286980 【TPPと医療の真実〜TPPで何がど
う変わってしまうのか〜】

（Part1）TPPで医療はどう変わるの
か

金子 勝（慶応義塾大学 
経済学部），中川 俊男，
孫崎 享，松田 学，松山 
幸弘，宮武 剛

保険診療
（0385-8588）68巻7号 
Page7-18（2013.07）

座談会／
特集

2013261520 日本人における、虚血性心疾患に対
する高血圧、糖尿病、脂質異常症の
影響　国民健康保険医療保険請求
に基づくケースコントロール研究

（Impact of Hypertension，Diabetes 
and Dyslipidemia on Ischemic 
Heart Disease among Japanese: A 
Case-Control Study Based on Na-
tional Health Insurance Medical 
Claims）（英語）

Huang Hairong
（Department of Public 
Health，Nagasaki 
University Graduate 
School of Biomedical 
Sciences），Ye 
Zhaojia，Nagahama 
Iyoko，Tazoe Hideaki，
Abe Yasuyo，Aoyagi 
Kiyoshi

Acta Medica 
Nagasakiensia

（0001-6055）57巻1号
Page13-18（2012.04）

原著論文／
比較研究



2013286589 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　実用化を
見据えた日本のレギュラトリーサイ
エンス強化のための連携　産官学連
携による創薬の活性化

荒森 一朗（アステラス
製薬 研究本部薬理研究
所）

臨床医薬
（0910-8211）29巻6号 
Page487-490（2013.06）

解説

2013280430 抗菌薬創出Action Plan 2013 製薬
企業からの要望

山野 佳則（塩野義製薬
創薬・疾患研究所）

感染症学雑誌
（0387-5911）87巻臨増
Page169-170（2013.05）

会議録

2013279880 オーファンドラッグの開発に向けて 
難病治療薬の開発は患者、企業、ア
カデミア、政府の共同事業である

塩村 仁（ノーベルファ
ーマ），鈴木 良一

日本小児臨床薬理学会
雑誌

（1342-6753）25巻1号 
Page56-62（2012.12）

解説

2013279876 小児の臨床試験実施にあたって 企
業の立場から

秋山 裕一（協和発酵キ
リン 開発本部），日本製
薬工業協会医薬品評価
委員会臨床評価部会

日本小児臨床薬理学会
雑誌

（1342-6753）25巻1号
Page36-41（2012.12）

解説

2013279875 本邦における小児用医薬品開発の現
状 企業での小児医薬品開発を取り
巻く環境　企業へのインセンティブ

尾崎 雅弘（ユーシービ
ージャパン 開発本部 薬
事課），日本製薬工業協
会医薬品評価委員会臨
床評価部会

日本小児臨床薬理学会
雑誌

（1342-6753）25巻1号 
Page29-33（2012.12）

解説

2013275535 【外科医のための癌免疫療法-基礎と
臨床】
臨床編 肝癌に対するペプチドワク
チン療法

酒井 麻友子（国立がん
研究センター東病院 免
疫療法開発分野），中面 
哲也

臨床外科
（0386-9857）68巻8号 
Page920-925（2013.08）

解説／
特集


