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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
2014042436 初学者のための医療経済学入門　ク

リニカルパスの普及は何をもたらす
か　医療の標準化は可能か?

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 医療経済学分
野）

医学のあゆみ（0039-
2359）247巻11号
 Page1179-1185
（2013.12）

解説

2014041900 今日の医療経済　薬剤師のさらなる
活用試案及びTPPが医療に及ぼす影
響

柿原 浩明（京都大学大
学院 薬学研究科 医薬産
業政策学講座）

日本医療マネジメント
学会兵庫地方会プログ
ラム・抄録集
（1881-8048）7回 
Page20（2013.03）

会議録

2014039065【最新臨床睡眠学-睡眠障害の基礎と
臨床-】 総論　睡眠障害の医療経済

武村 真治（国立保健医
療科学院 健康危機管理
研究部）

日本臨床
（0047-1852）71巻増
刊5 
最新臨床睡眠学
 Page62-66（2013.10）

解説／
特集

2014033280 EBMとしての心臓リハビリテーショ
ン 医療経済側面からみたEBMとし
ての心臓リハビリ

田倉 智之（大阪大学大
学院 医学系研究科）

日本心臓病学会誌
（1882-4501）8巻
Suppl.I Page183
（2013.09）

会議録

2014032637 排尿日誌（排尿記録）を用いた排尿
管理・指導の有用性　排尿日誌はい
かに医療経済と医療安全に寄与する
か

木元 康介（総合せき損
センター 泌尿器科）

日本排尿機能学会誌
（1347-6513）24巻1号 
Page113（2013.09）

会議録

2014031212 医師数の適正水準・配分・キャリア
パス・労働条件 医師数と医療政策

小林 廉毅（東京大学大
学院 医学系研究科 公衆
衛生学）

日本医学会総会会誌28
回II 
Page273（2011.10）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014029849 当科で考案した胸壁滑車法による原

発性自然気胸に対する単孔式胸腔鏡
下手術の医療経済面からの検討

坪島 顕司（高砂市民病
院 呼吸器外科）, 若原 
鉄平, 的場 保巳

日本気胸・嚢胞性肺疾
患学会雑誌
（1883-0412）13巻2号
 Page135（2013.08）

会議録

2014027305【統合失調症治療における新時代】 
統合失調症の社会的コスト　医療経
済学的な観点から

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神神経科学
教室）

Progress in Medicine
（0287-3648）33巻11号 
Page2355-2359
（2013.11）

解説／
特集

2014027198 初学者のための医療経済学入門
（Vol.6）　医療のみえる化"の現状と
課題　P4Pは日本になじむか?"

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 医療経済学分
野）

医学のあゆみ（0039-
2359）247巻8号
 Page705-710
（2013.11）

解説

2014023476 くも膜下出血に対するドクターヘリ
搬送の有効性　医療経済的側面か
ら

本多 ゆみえ（東海大学
 医学部 救命救急医学）, 
梅澤 和夫, 大塚 洋幸, 
守田 誠二, 井上 茂亮, 中
川 儀英, 猪口 貞樹

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）24巻8号 
Page577（2013.08）

会議録

2014023379 飲酒が自転車運転に与える医療経済
的影響

山内 素直（東京ベイ・
浦安市川医療センター）, 
本間 洋輔, 三反田 拓志, 
瀬良 聡, 東 秀律, 森 浩
介, 中島 義之, 高橋 仁, 
嘉村 洋志, 舩越 拓, 志
賀 隆

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）24巻8号 
Page560（2013.08）

会議録

2014023273 医療経済から見たAEDの効果 畑中 哲生（救急救命九
州研修所）, 金子 洋, 長
瀬 亜岐, 坂本 哲也, 丸
川 征四郎

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）24巻8号 
Page543（2013.08）

会議録

2014023188 終末期治療方針の決定で医師に望ま
れる対応　東京大学医療政策実践コ
ミュニティの活動から

花木 奈央（京都大学 医
療経済学分野）, 三好 都
子, 上野 創, 田井 秀明, 
田中 剛

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）24巻8号 
Page529（2013.08）

会議録

2014022375 医療政策版思想マッピング 吉田 真季（東京大学 公
共政策大学院 医療政策
教育・研究ユニット）, 
大田 真実, 河内 文雄, 増
田 英 明, 山 崎 大 作, 
K i s h i d a B e n s a o u 
Sophian Tokio, 米倉 佑
貴, 石塚 幸江

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page284
（2013.08）

会議録

2014022247 政策的な応用に向けた医療経済評価
における論点と諸課題　医療経済評
価における倫理的側面からの議論に
ついて

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命科学部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page138
（2013.08）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014022246 政策的な応用に向けた医療経済評価

における論点と諸課題　医療経済評
価における方法論上の諸問題とガイ
ドライン

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page137
（2013.08）

会議録

2014022245 政策的な応用に向けた医療経済評価
における論点と諸課題　費用対効果
評価の政策応用に関する現状と課題

佐々木 健（厚生労働省） 日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page136
（2013.08）

会議録

2014019487 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
60巻9号 Page1053
（2013.09）

会議録

2014018054 Digestシリーズ　世界の医学・医療
政策の動向（Vol.3）　貧困問題のル
ーツとなる健康問題に挑む

島尾 忠男（結核予防会） Medical Science 
Digest（1347-4340）
39巻10号 Page450-
452（2013.09）

解説

2014014271 医療経済研究へのプロペンシティス
コア（傾向スコア）法の活用　特定
保健指導の経済評価の経験から

岡本 悦司（国立保健医
療科学院 医療・福祉サ
ービス研究部）

医療経済研究（1340-
895X）24巻2号 
Page73-85（2013.06）

解説

2014012896 政治と緩和医療　医療政策に期待す
ること 日本の医療者による政策提
言の限界と可能性（英語）

樽見 葉子（Division of 
P a l l i a t i v e C a r e 
Medicine, Department 
of Oncology, University 
of Alberta）

日本緩和医療学会学術
大会プログラム・抄録
集18回 Page188
（2013.06）

会議録

2014012895 政治と緩和医療　医療政策に期待す
ること 緩和医療と高齢者医療

橋本 俊明（メッセージ） 日本緩和医療学会学術
大会プログラム・抄録
集18回 Page187
（2013.06）

会議録

2014012894 政治と緩和医療　医療政策に期待す
ること 日本の緩和医療の将来像と
医療政策の方向性

飯島 正平（公立学校共
済組合 近畿中央病院）

日本緩和医療学会学術
大会プログラム・抄録
集18回 Page187
（2013.06）

会議録

2014012893 政治と緩和医療　医療政策に期待す
ること 医療政策から期待される緩
和医療

後藤田 正純（衆議院） 日本緩和医療学会学術
大会プログラム・抄録
集18回 Page186
（2013.06）

会議録

2014012878 在宅移行を考える 医療政策のパラ
ダイム転換と柏プロジェクト

辻 哲夫（東京大学高齢
社会総合研究機構）

日本緩和医療学会学術
大会プログラム・抄録
集18回 Page178
（2013.06）

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
2014042629 誌上ディベート　EDTAキレーショ

ンの是非　EDTAキレーションの
「非」

新村 健（慶応義塾大学 
医学部内科学（老年））

アンチ・エイジング医
学（1880-1579）9巻6
号 Page896-899
（2013.12）

解説

2014042620【エビデンスに基づいたがん予防】 
がん予防の科学的根拠とは?

津金 昌一郎（国立がん
研究センターがん予防・
検診研究センター）

アンチ・エイジング医
学（1880-1579）9巻6
号 Page842-846
（2013.12）

解説／
特集

2014042048【予防接種法改正　予防接種とワク
チンの現状】 任意接種　成人肺炎球
菌

川上 健司（国立病院機
構長崎川棚医療センタ
ー 呼吸器内科）, 大石 和
徳

小児科（0037-4121）
54巻12号 Page1767-
1773（2013.11）

解説／
特集

2014042046【予防接種法改正　予防接種とワク
チンの現状】 任意接種　ムンプス

庵原 俊昭（国立病院機
構三重病院 小児科）

小児科（0037-4121）
54巻12号 Page1753-
1760（2013.11）

解説／
特集

2014041965【近代医療の限界と「医療化」の問題
を問い直す】 イリイチ『脱病院化社
会』における「医原病」批判　社会
的医原病の問題を中心に

武田 利邦 社会臨床雑誌（2185-
0739）21巻2号 
Page173-180（2013.11）

解説／
特集

2014041838 長寿フロントライン　介護予防事業
の効果検証　特に費用対効果の面
から

山田 実（京都大学大学
院 医学研究科 人間健康
科学専攻）

Aging & Health22巻3号 
Page38-41（2013.10）

原著論文

2014041510 薬の費用対効果cost effectiveness
を判断するツールとしての新造語
Moneymedicine""

小野 広一（因島市医師
会病院）

広島医学（0367-5904）
66巻10付録 Page19
（2013.10）

会議録

2014041255 事業所のメンタルヘルス対策の実施
状況と費用の調査

飯島 佐知子（順天堂大
学 医療看護学部）, 北村 
文彦

医療看護研究（1349-
8630）10巻1号 
Page87（2013.10）

会議録

2014041013 患者のジェネリック医薬品変更希望
に影響を及ぼす患者背景・重要因子
の探索　ジェネリック医薬品の適切
な使用促進のために

四宮 一昭（エスマイル
門田薬局）, 池方 康一郎, 
小山 敏広, 山本 和宏, 平
野 剛, 北村 佳久, 平井 
みどり, 千堂 年昭

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）65巻11
号 Page1323-1325
（2013.11）

原著論文
／比較研
究

2014039709【医療関連感染症　起こさないため
にどうするか?　起きてしまったら
どうするか?】　特定の微生物による
医療関連感染症 MRSA感染症

曲渕 裕樹（佐賀大学医
学部附属病院 感染制御
部）

内科（0022-1961）112
巻5号 Page947-951
（2013.11）

解説／
特集

2014039065【最新臨床睡眠学-睡眠障害の基礎と
臨床-】 総論　睡眠障害の医療経済

武村 真治（国立保健医
療科学院 健康危機管理
研究部）

日本臨床（0047-1852）
71巻増刊5 最新臨床睡
眠学 Page62-66
（2013.10）

解説／
特集



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014036053 補助人工心臓（ventricular assist 

device:VAD）の費用対効果の研究
報告

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）, 許 俊
鋭, 小野 稔, 宮川 繁, 富
永 隆治, 田ノ上 禎久, 澤 
芳樹

人工臓器（0300-0818）
42巻2号 PageS-121
（2013.09）

会議録

2014035408 在宅人工呼吸器装着患者におけるス
マートベストの費用対効果

原田 さをり（原田訪問
看護センター）, 原田 典
子, 古谷 正登

日本呼吸ケア・リハビ
リテーション学会誌
（1881-7319）23巻
Suppl. Page199s
（2013.09）

会議録／
症例報告

2014033818 高齢慢性心不全患者に対するAdap-
tive Servoventilation療法の効果　
入退院を繰り返すFrequent Flyerに
おける検討

日浅 豪（愛媛県立中央病
院 循環器病センター）, 
岡山 英樹, 木下 将城, 三
好 徹, 原 佳世, 佃 早央
莉, 泉 直樹, 川田 好高, 
河合 勇介, 山田 忠克, 住
元 巧, 東 晴彦, 森岡 弘
恵, 齋藤 実, 吉井 豊史, 
風谷 幸男

日本心臓病学会誌
（1882-4501）8巻
Suppl.I Page356
（2013.09）

会議録

2014033768 薬の費用対効果cost effectiveness
を判断するツールとしての新造語
Moneymedicine""

小野 広一（因島市医師
会病院 内科）

日本心臓病学会誌
（1882-4501）8巻
Suppl.I Page341
（2013.09）

会議録

2014032367 日本と韓国の医療機関評価認証制度
の比較研究

姜 珠賢（国際医療福祉
大学大学院）, 松浦 清

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page99-105
（2013.08）

原著論文

2014032366 薬価基準改定が製薬企業の売上高
に及ぼす影響について

関口 潔（日本経済大学 
大学院 経営学研究科）, 
赤瀬 朋秀

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page93-98（2013.08）

原著論文

2014032365 看護師の経営意識調査　OJT資料に
よる介入の教育効果

簑 貴子（藤田保健衛生
大学 医療科学部）

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page83-91（2013.08）

原著論文

2014032363 後発医薬品の使用促進に関わる政策
の変遷と諸課題からの考察

上原 勉（多摩大学医療・
介護ソリューション研
究所）, 真野 俊樹

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page67-74（2013.08）

解説

2014032360 医療安全管理に投入された人件費と
医療安全確保への効果に関する研究

遠矢 雅史（日本医療機
能評価機構）, 梅里 良正, 
前田 幸宏, 寺崎 仁, 大
道 久

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page31-41（2013.08）

原著論文

2014031158 喫煙と健康　社会・経済・法律制度
と喫煙 たばこ政策の費用対効果は?　
臨床経済学的観点からの解析

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本医学会総会会誌28
回II Page231
（2011.10）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014029176 患者側弁護士の提訴抑制機能 福本 良之（奈良女子大

学）
保健医療社会学論集
（1343-0203）24巻1号 
Page1-10（2013.07）

原著論文

2014028839 白内障手術の効用 山田 昌和（杏林大学 医
学部）

眼科手術（0914-6806）
26巻3号 Page415-
418（2013.07）

解説

2014027474 変形性膝関節症に対する各種ヒアル
ロン酸製剤の関節内注射の医療経済
分析

林 泰史（東京都リハビ
リテーション病院 整形
外科）

新薬と臨牀（0559-
8672）62巻12号 
Page2232-2240
（2013.12）

総説

2014027359【2013-2014　医界8つの争点　ア
ベノミクスで医療はどうなる】 （争
点3）薬価制度改革　私はこう考え
る　新薬のイノベーション評価と後
発品使用促進は車の両輪

加茂谷 佳明（日本製薬
団体連合会）, 日本製薬
団体連合会保険薬価研
究委員会

日本医事新報（0385-
9215）4675号 
Page38-41（2013.11）

解説／
特集

2014027305【統合失調症治療における新時代】 
統合失調症の社会的コスト　医療経
済学的な観点から

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神神経科学
教室）

Progress in Medicine
（0287-3648）33巻11
号 Page2355-2359
（2013.11）

解説／
特集

2014027143 政策決定のためのワクチン経済評価　
成人用肺炎球菌を例として

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学教室）

社会保険旬報（1343-
5728）2549号 
Page14-20（2013.11）

解説

2014026885 節薬バッグ運動　外来患者の残薬の
現状とその有効活用による医療費削
減の取組み

小柳 香織（福岡市薬剤
師会）, 窪田 敏夫, 小林 
大介, 木原 太郎, 吉田 
武夫, 三井所 尊正, 斎藤 
友亮, 打越 英恵, 高木 
淳一, 瀬尾 隆, 島添 隆雄

薬学雑誌（0031-6903）
133巻11号 Page1215-
1221（2013.11）

原 著 論
文/比 較
研究

2014026551 子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）治療後
のHPV検査について

馬淵 泰士（和歌山県立
医科大学 産科婦人科学
教室）

産婦人科の進歩（0370-
8446）65巻4号 
Page469-472
（2013.11）

解説

2014026225【生殖医療におけるカウンセリング】 
遺伝性乳癌・卵巣癌女性への遺伝カ
ウンセリング

平沢 晃（慶応義塾大学 
医学部 産婦人科）, 青木 
大輔

産科と婦人科（0386-
9792）80巻11号 
Page1465-1472
（2013.11）

解説／
特集

2014025806 HISの定理（第3回）　先端（ブラン
ニュー）"の誘惑を如何に断ち切るか
"

根本 大介（トーマツ ア
ドバイザリー本部PS部）

新医療（0910-7991）
40巻11号 Page134-
135（2013.11）

解説

2014025803【一般撮影でのFPD装置の有用性を
検証する】 FPDの有用性を臨床現場
から示す　病院建て替えに伴うFPD
の導入とそのメリット

六浦 直樹（関西電力病
院 放射線部）, 笹本 芳
明

新医療（0910-7991）
40巻11号 Page120-
122（2013.11）

解説／
特集



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014025802【一般撮影でのFPD装置の有用性を

検証する】 FPDの有用性を臨床現場
から示す　FPD搭載型装置導入7年
目の現状　導入経緯から今後の展望

田邊 健（大道会森之宮
病院 診療技術部 画像診
断科）

新医療（0910-7991）
40巻11号 Page116-
119（2013.11）

解説／
特集

2014024991 アンケート調査により得た直接非医
療費と生産性損失に基づくロタウイ
ルスワクチン予防接種の費用対効果

中込 とよ子（長崎大学 
大学院 医歯薬学総合研
究科 感染免疫学講座）, 
中込 治, 堤 裕幸, 加藤 
一也

臨床とウイルス（0303-
8092）41巻4号 
Page239-250
（2013.10）

原著論文

2014023547 破傷風に対する成人追加ワクチン接
種に伴う費用分析

一二三 亭（香川大学医
学部附属病院 救命救急
センター）, 山本 明彦, 
銀永 明弘, 高橋 元秀, 
霧生 信明, 長谷川 栄寿, 
小笠原 智子, 加藤 宏, 
小井土 雄一, 黒田 泰弘

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）24巻8号 
Page589（2013.08）

会議録

2014023272 AED導入に関する費用便益分析 佐々木 美絵（東京大学 
大学院 医学系研究科 臨
床疫学・経済学分野）, 
岩本 康志, 坂本 哲也, 
橋本 英樹

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）24巻8号 
Page543（2013.08）

会議録

2014022964 院外心停止/蘇生後症候群の研究の
最 前 線 ECPRの 適 応 を 考 え る　
SAVE-J study費用対効果の検討か
ら

渥美 生弘（神戸市立医
療センター中央市民病
院 救命救急センター）, 
坂本 哲也, 森村 尚登, 
長尾 建, 浅井 康文, 横
田 裕行, 田原 良雄, 長谷 
守, 奈良 理, 青木 則明, 
有 吉 孝 一, SAVE-J 
study group

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）24巻8号 
Page490（2013.08）

会議録

2014022707 アルコール依存症の薬物治療 樋口 進（国立病院機構
久里浜医療センター）

日本アルコール・薬物
医学会雑誌（1341-
8963）48巻4号 
Page107（2013.08）

会議録

2014022681 アルコール関連疾患の医療・社会経
済に与える影響 アルコールによる
疾病負荷、社会的損失について

尾崎 米厚（鳥取大学 医
学部 環境予防医学分野）

日本アルコール・薬物
医学会雑誌（1341-
8963）48巻4号 
Page81（2013.08）

会議録

2014022331 ステロイド抵抗性特発性血小板減少
性紫斑病（ITP）治療の費用対効果

菊地 佳代子（慶応義塾
大学 医学部 クリニカル
リサーチセンター）, 池
田 俊也

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page240
（2013.08）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014022330 虚血性心疾患の疾病費用（Cost of 

illness）
渡辺 義隆（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・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page239
（2013.08）

会議録

2014022329 大腸がんの疾病費用（Cost of ill-
ness）の将来推計

合地 俊治（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・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page238
（2013.08）

会議録

2014022328「風邪」罹患者の行動と費用に関す
る一考察

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page237
（2013.08）

会議録

2014022247 政策的な応用に向けた医療経済評価
における論点と諸課題　医療経済評
価における倫理的側面からの議論に
ついて

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命科学部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page138
（2013.08）

会議録

2014022246 政策的な応用に向けた医療経済評価
における論点と諸課題　医療経済評
価における方法論上の諸問題とガイ
ドライン

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page137
（2013.08）

会議録

2014022245 政策的な応用に向けた医療経済評価
における論点と諸課題　費用対効果
評価の政策応用に関する現状と課題

佐々木 健（厚生労働省） 日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page136
（2013.08）

会議録

2014019424【分子標的治療の新展開】 Bevaci-
zumabの実力

深堀 理（国立がん研究
センター中央病院 乳腺
腫瘍内科）, 田村 研治

癌の臨床（0021-4949）
59巻4号 Page439-
446（2013.08）

解説／
特集

2014018075 気管支喘息のアドヒアランス改善の
ための実態調査　患者および薬剤師
へのインターネットを利用した調査
からの検討

長瀬 洋之（帝京大学 医
学部 内科学講座 呼吸
器・アレルギー内科）, 
林 悦子, 小林 章弘

アレルギー・免疫
（1344-6932）20巻9号 
Page1332-1347
（2013.08）

原著論文
／
比較研究

2014016899【職場のハラスメント】 職場のいじ
め・パワーハラスメントの健康影響
と組織への影響

津野 香奈美（和歌山県
立医科大学 医学部 衛生
学教室）

産業ストレス研究
（1340-7724）20巻3号 
Page207-216
（2013.07）

総説／
特集

2014011950 学校心臓検診のあるべき姿 学校管
理下突然死の減少から見た費用対効
果の検討

鮎沢 衛（日本大学 医学
部 小児科学系小児科学
分野）, 住友 直方, 加藤 
雅崇, 中村 隆広, 市川 
理恵, 福原 淳示, 松村 
昌治, 宮下 理夫, 神山 
浩, 岡田 知雄, 伊東 三吾

日本小児循環器学会雑
誌（0911-1794）29巻
Suppl. Pages120
（2013.06）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014010863 医療療養病床における感染症管理に

対する薬剤師の介入による効果（Ef-
fects of intervention for infectious 
disease medical care by pharma-
cist in medical-care-intensivebeds）
（英語）

Tsugita Masami（De-
partment of Pharmacy, 
Niitsu Medical Center 
Hospital）

医薬品相互作用研究
（0385-5015）36巻3号 
Page188-193
（2013.05）

原著論文

2014010057 事業構造から見る血漿分画製剤市場
の歴史的変遷

坂上 裕一郎（東京大学 
大学院 薬学研究科 医薬
政策学）, 津谷 喜一郎

薬史学雑誌（0285-
2314）47巻2号 
Page153（2012.12）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014026885 節薬バッグ運動　外来患者の残薬の

現状とその有効活用による医療費削
減の取組み

小柳 香織（福岡市薬剤
師会）, 窪田 敏夫, 小林 
大介, 木原 太郎, 吉田 
武夫, 三井所 尊正, 斎藤 
友亮, 打越 英恵, 高木 
淳一, 瀬尾 隆, 島添 隆
雄

薬学雑誌（0031-6903）
133巻11号 Page1215-
1221（2013.11）

原著論文
／比較研
究

2014024991 アンケート調査により得た直接非医
療費と生産性損失に基づくロタウイ
ルスワクチン予防接種の費用対効果

中込 とよ子（長崎大学 
大学院 医歯薬学総合研
究科 感染免疫学講座）, 
中込 治, 堤 裕幸, 加藤 
一也

臨床とウイルス（0303-
8092）41巻4号 
Page239-250
（2013.10）

原著論文

2014014398 一期的両側人工膝関節置換術と二期
的両側人工膝関節置換術との入院総
医療費での比較検討

黒田 雄一（高槻病院 関
節センター）, 平中 崇文, 
松田 茂, 上本 晴信, 土
井田 稔, 辻 充男

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）56巻3号 
Page691-692
（2013.05）

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
2014041463【リハビリテーションの普及をめざ

して】 欧米と日本との医療制度の相
違点

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）

体育の科学（0039-
8985）63巻11号 
Page873-878
（2013.11）

解説／
特集

2014031163 少子・高齢時代の医療制度　小児
科診療報酬の変遷と今後の展望

近藤 富雄（誠広会平野
総合病院）, 清澤 伸幸, 
大山 昇一, 白石 裕比湖, 
安田 正

日本医学会総会会誌28
回II Page237
（2011.10）

会議録

2014027088 保団連政策部TPPプロジェクト研究
委託報告書<暫定版>　TPP協定交
渉と医療制度（下）

高山 一夫（京都橘大学 
現代ビジネス学部）

保団連（0288-5093）
1139号 Page55-69
（2013.11）

解説

2014026827 最近の医療制度の動向　薬のインタ
ーネット販売解禁

川渕 孝一（東京医科歯
科大学 大学院 医歯学総
合研究科 医療経済学分
野）

臨床栄養（0485-1412）
123巻6号 Page710-
711（2013.11）

解説

2014026184 日本の外国人看護師受入れの意義に
関する一考察　米英の医療制度改革
からの示唆

伊藤 鏡（日本福祉大学 
大学院）

福祉社会開発研究
（2187-4417）8号 
Page21-32（2013.03）

解説

2014025566 柔道実技と柔道整復理論の履修に
関する柔道整復師の認識について
（その4）　柔道整復師の資格と養成
制度・柔道整復師の外傷治療能力と
医療制度・伝統文化柔道と医療職の
結合・柔道と整復師と結び付けて柔
道整復師とすること等について

森 経介（宝塚医療大学）, 
岩田 勝, 吉井 健悟, 小原 
教孝, 平田 耕一, 鳥井 淳
貴, 松下 拓磨, 片岡 幸雄, 
片岡 繁雄

スポーツ整復療法学研
究（1345-093X）15巻
2号 Page113
（2013.09）

会議録

2014022346 自由貿易協定が医療制度に及ぼす影
響

高山 一夫（京都橘大学 
現代ビジネス学部 現代
マネジメント学科）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page255
（2013.08）

会議録

2014022344 わが国における被用者医療保険に対
する「リスク構造調整」導入の影響
試算　年齢・所得調整による検討

菅原 琢磨（法政大学 経
済学部 経済学科）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page253
（2013.08）

会議録

2014022343 イギリス医療における公私役割の分
担　NHSと民間医療保険の関係性

堀 真奈美（東海大学 教
養学部 人間環境学科）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page252
（2013.08）

会議録

2014022188 医療制度改革の課題 遠藤 久夫（学習院大学 
経済学部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page22
（2013.08）

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
2014041946 原価計算システムによる経営分析 八木 充宏（兵庫県立加

古川医療センター 経理
課）

日本医療マネジメント
学会兵庫地方会プログ
ラム・抄録集（1881-
8048）7回 Page46
（2013.03）

会議録

2014041754【Before 2014「診療報酬」総検証!】
（Part2）2014年改定への提案×8 
高薬価構造と医療コストに見合わな
い低診療報酬の是正を

住江 憲勇（全国保険医
団体連合会）

保険診療（0385-8588）
68巻11号 Page28-31
（2013.11）

解説／
特集

2014032366 薬価基準改定が製薬企業の売上高
に及ぼす影響について

関口 潔（日本経済大学 
大学院 経営学研究科）, 
赤瀬 朋秀

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page93-98（2013.08）

原著論文

2014027360【2013-2014　医界8つの争点　ア
ベノミクスで医療はどうなる】 （争
点3）薬価制度改革　私はこう考え
る　今こそ公正で透明な薬価制度改
革を断行せよ

小薮 幹夫（全国保険医
団体連合会 政策部事務
局）

日本医事新報（0385-
9215）4675号 
Page42-45（2013.11）

解説／
特集

2014027359【2013-2014　医界8つの争点　ア
ベノミクスで医療はどうなる】 （争
点3）薬価制度改革　私はこう考え
る　新薬のイノベーション評価と後
発品使用促進は車の両輪

加茂谷 佳明（日本製薬
団体連合会）, 日本製薬
団体連合会保険薬価研
究委員会
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2014022373 レセプト情報二次利用としての原価
計算　在宅自己腹膜還流指導管理
料の検討

野坂 秀行（社会保険小
倉記念病院）, 當間 敦子

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）50
巻Suppl. Page282
（2013.08）

会議録

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014032365 看護師の経営意識調査　OJT資料に

よる介入の教育効果
簑 貴子（藤田保健衛生
大学 医療科学部）

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page83-91（2013.08）

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
2014032366 薬価基準改定が製薬企業の売上高

に及ぼす影響について
関口 潔（日本経済大学 
大学院 経営学研究科）, 
赤瀬 朋秀

日本医療経営学会誌
（1883-7905）7巻1号 
Page93-98（2013.08）

原著論文

2014029026 イノベーションをマーケットへ 企
業の立場からアカデミアに望むもの

稲垣 治（アステラス製
薬 開発本部）, 橋渡し研
究加速ネットワークプロ
グラム

臨床評価（0300-3051）
41巻1号 Page146-149
（2013.07）

解説

2014029001 イノベーションをマーケットへ 各
拠点からの報告　TR実践のための
戦略的高機能拠点整備

名井 陽（大阪大学医学
部附属病院 未来医療開
発部未来医療センター）

臨床評価（0300-3051）
41巻1号 Page45-50
（2013.07）

解説

2014029000 イノベーションをマーケットへ 各
拠点からの報告　創薬・新規医療開
発のアカデミア拠点強化

清水 章（京都大学医学
部附属病院 探索医療セ
ンター探索医療開発部）

臨床評価（0300-3051）
41巻1号 Page40-44
（2013.07）

解説

2014027360【2013-2014　医界8つの争点　ア
ベノミクスで医療はどうなる】 （争
点3）薬価制度改革　私はこう考え
る　今こそ公正で透明な薬価制度改
革を断行せよ

小薮 幹夫（全国保険医
団体連合会 政策部事務
局）
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ベノミクスで医療はどうなる】 （争
点3）薬価制度改革　私はこう考え
る　新薬のイノベーション評価と後
発品使用促進は車の両輪

加茂谷 佳明（日本製薬
団体連合会）, 日本製薬
団体連合会保険薬価研
究委員会
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2014027358【2013-2014　医界8つの争点　ア
ベノミクスで医療はどうなる】 （争
点2）TPPと医療・医薬品産業　私
はこう考える　TPP参加を利用した
規制改革により医療の営利化が加速
する恐れがある

中川 俊男（日本医師会） 日本医事新報（0385-
9215）4675号 
Page32-35（2013.11）

解説／
特集

2014027357【2013-2014　医界8つの争点　ア
ベノミクスで医療はどうなる】 （争
点2）TPPと医療・医薬品産業　私
はこう考える　医薬品の開発サイク
ルを継続できる条項を知的財産分野
で要求していく

アルフォンゾ・G.・ズ
ルエッタ （米国研究製薬
工業協会（PhRMA））, 
米国研究製薬工業協会
（PhRMA）在日執行委員
会
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2014010069 1980年代の米国ワクチン産業　医
薬品行政による政策転換

ジュリア・ヨング （法政
大学）

薬史学雑誌（0285-
2314）47巻2号 
Page167（2012.12）

会議録

2014010057 事業構造から見る血漿分画製剤市場
の歴史的変遷

坂上 裕一郎（東京大学 
大学院 薬学研究科 医薬
政策学）, 津谷 喜一郎

薬史学雑誌（0285-
2314）47巻2号 
Page153（2012.12）

会議録


