
医療経済関係研究論文（３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
2014069760 初学者のための医療経済学入門

（Vol.11）　どこまで公的医療保険で
面倒みるか?

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）248巻4号 
Page291-297
（2014.01）

解説

2014069545 社会の痛み"を癒す　ケアの心理と
病理（vol.10）　ケアの医療経済学"

和田 一郎（日本子ども
家庭総合研究所）

医学のあゆみ（0039-
2359）248巻3号
 Page238-241
（2014.01）

解説

2014069543 初学者のための医療経済学入門　い
わゆる混合診療は日本になじむか?

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）248巻3号
 Page231-236
（2014.01）

解説

2014069497 初学者のための医療経済学入門
（Vol.9）　医師の技術料の国際比較

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）248巻2号 
Page163-169
（2014.01）

解説

2014068945 今求められる総合診療医とは 幸せ
な日常を守るための医療制度改革　
医療経済の視点から

井伊 雅子（一橋大学大
学院 国際・公共政策大
学院）

地域医学（0914-4277）
27巻12号 Page1112
（2013.12）

会議録

2014066361【NICUからはじまる小児在宅医療】 
医療経済

山田 雅子（聖路加看護
大学看護実践開発研究
センター）, 杉山 ゆう子

周産期医学（0386-
9881）43巻11号 
Page1417-1420
（2013.11）

解説／
特集

2014064419 医療の質・安全と情報処理技術 米
国の医療政策と医療情報を用いた研
究

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）

医療の質・安全学会誌
（1881-3658）8巻
Suppl. Page131
（2013.10）

会議録
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2014063251 Digestシリーズ　世界の医学・医療
政策の動向（Vol.4）　繋がり合う世
界の脆弱性を補う

吉倉 廣（国立感染症研
究所）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
39巻12号 
Page554-556
（2013.11）

解説

2014060283 VAIVTデバイスの医療経済的有効活
用 VAIVTデバイスの医療経済的有
効活用と適応を考える

神應 裕（神應透析クリ
ニック）

医工学治療（1344-
1221）25巻2号 
Page145（2013.07）

会議録

2014060282 VAIVTデバイスの医療経済的有効活
用 バスキュラーアクセストラブルに
対する治療戦略　診療報酬改定の影
響

四枝 英樹（福岡赤十字
病院 腎臓内科）, 池田 
潔

医工学治療（1344-
1221）25巻2号 
Page144（2013.07）

会議録

2014060281 VAIVTデバイスの医療経済的有効活
用 VAIVT治療時間短縮

末光 浩太郎（公立学校
共済組合近畿中央病院  
腎臓内科）, 田中 裕基, 
末光 聡子, 小林 大樹

医工学治療（1344-
1221）25巻2号 
Page143（2013.07）

会議録

2014060280 VAIVTデバイスの医療経済的有効活
用 シャントグラフト吻合部狭窄治
療に対するアンジオスカルプトPTA
バルーンの有効性の検討

覚知 泰志（済生会金沢
病院 内科）, 谷 悠紀子, 
井上 亮

医工学治療（1344-
1221）25巻2号 
Page143（2013.07）

会議録

2014060133 医療経済　多遺伝子アッセイの経済
評価例

近藤 正英（筑波大学 医
学医療系保健医療政策
学・医療経済学）

乳癌の臨床（0911-
2251）28巻4号 
Page365-373
（2013.08）

総説

2014057499 初学者のための医療経済学入門
（Vol.8）　症例数が多くなると医療
成果は向上するのか

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12-13 
Page1253-1259
（2013.12）

解説

2014056536【最後までよい人生を支えるには　
多死時代の終末期医療】　国として
終末期を支えるには 医療経済学の
立場から

真野 俊樹（多摩大学大
学院）

内科（0022-1961）112
巻6号
 Page1420-1423
（2013.12）

解説／
特集

2014056535【最後までよい人生を支えるには　
多死時代の終末期医療】　国として
終末期を支えるには 医療政策学の
立場から

長谷川 友紀（東邦大学 
医学部 社会医学）, 松本 
邦愛

内科（0022-1961）112
巻6号 
Page1415-1419
（2013.12）

解説／
特集

2014047591【せん妄の診断と治療の現在II】 せん
妄が医療経済に与える影響

保坂 隆（聖路加国際病
院 精神腫瘍科）

精神科治療学（0912-
1862）28巻9号 
Page1145-1149
（2013.09）

解説／
特集

2014044399 薬局における残薬の状況確認に伴う
疑義照会による医療経済効果

中村 一仁（コーヨー調
剤薬局）, 浦野 公彦, 田
中 万祐子, 西口 加那子, 
片野 貴大, 山村 恵子, 
鍋倉 智裕

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）133年会
4号 
Page194（2013.03）

会議録
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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
2014069766【予防接種】 子宮頸がん予防ワクチ

ン
戸澤 晃子（聖マリアン
ナ医科大学 産婦人科学）, 
鈴木 直

公衆衛生（0368-5187）
78巻2号 
Page97-102
（2014.02）

解説／
特集

2014069760 初学者のための医療経済学入門
（Vol.11）　どこまで公的医療保険で
面倒みるか?

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）248巻4号 
Page291-297
（2014.01）

解説

2014069756【ピロリ菌除菌療法の新展開】 ピロ
リ菌除菌の費用対効果　除菌によっ
て削減できる胃がん、消化性潰瘍の
医療費

菊地 正悟（愛知医科大
学 医学部 公衆衛生学講
座）

医学のあゆみ（0039-
2359）248巻4号 
Page281-284
（2014.01）

解説／
特集

2014069329【「新生在宅医療・介護元年」の成果
と展望-つなぐ機能"を育んだ「在宅
医療連携拠点事業」】 （実践報告1）
2012年度・ステーション　ICTによ
る「同時情報配信システム」で医療・
介護のリアルタイムの情報共有"

吉井 靖子（長岡福祉協
会こぶし訪問看護ステ
ーション）

訪問看護と介護（1341-
7045）19巻1号 
Page24-28（2014.01）

解説／
特集

2014068945 今求められる総合診療医とは 幸せ
な日常を守るための医療制度改革　
医療経済の視点から

井伊 雅子（一橋大学大
学院 国際・公共政策大
学院）

地域医学（0914-4277）
27巻12号 
Page1112（2013.12）

会議録

2014068751 臨床の疑問を解決する手段　臨床研
究をはじめよう!（第1回）　日本にお
ける新医学の到来　臨床研究の時代
の幕開け

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学分野）

レジデントノート
（1344-6746）15巻15
号
Page2854-2859
（2014.01）

解説

2014067924【皮膚科日常診療レベルアップエッ
センス】 （II章）治療　療法 Additional　
ジェネリック医薬品について注意す
べき点

大谷 道輝（東京逓信病
院 薬剤部）

皮膚科の臨床（0018-
1404）55巻12号 
Page1675-1680
（2013.11）

解説／
特集

2014067894【B型肝炎ウイルスの再活性化の現
状と対策】 HBV既往感染の悪性リン
パ腫に対する核酸アナログの予防投
与

加藤 俊幸（新潟県立が
んセンター新潟病院 内
科）, 栗田 聡, 青柳 智也, 
佐々木 俊哉, 船越 和博, 
本山 展隆, 成澤 林太郎

消化器内科（1884-
2895）57巻5号 
Page612-618
（2013.11）

解説／
特集

2014065942 血液透析患者の腎性貧血治療にお
ける持続型赤血球造血　刺激因子
製剤の切り替えに関する検討

石黒 望（新友会南砂腎
クリニック）, 布川 健康, 
山本 智, 田中 正美, 芝崎 
利治, 福田 博之, 佐藤 
玲子, 並木 恵奈, 湯田 
陽子, 梅田 愛子, 田中 新
樹

腎と透析（0385-2156）
75巻4号
Page595-598
（2013.10）

原著論文
／
比較研究
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2014063648【大腸癌肝転移;Consensus & Con-
troversy】

有井 滋樹（浜松労災病
院）, 小松 嘉人, 島田 安
博, 椎名 秀一朗

肝・胆・膵（0389-
4991）67巻4号 
Page605-619
（2013.10）

座談会／
特集

2014061742 画像診断ガイドライン 我が国の画
像診断の現状と問題点

竹原 康雄（浜松医科大
学医学部附属病院 放射
線部）

日本医学放射線学会秋
季臨床大会抄録集
（0048-0428）49回 
PageS473（2013.09）

会議録

2014061287 セボフルラン麻酔とデスフルラン麻
酔における経済性の比較

市丸 裕理（大阪歯科大
学 歯科麻酔学講座）, 加
藤 裕彦, 豊永 達宣, 加
藤 宗則, 佐久間 泰司, 
百田 義弘, 岸本 直隆, 大
郷 英里奈, 小谷 順一郎

日本歯科麻酔学会雑誌
（0386-5835）41巻4号 
Page501（2013.09）

会議録

2014060133 医療経済　多遺伝子アッセイの経済
評価例

近藤 正英（筑波大学 医
学医療系保健医療政策
学・医療経済学）

乳癌の臨床（0911-
2251）28巻4号 
Page365-373
（2013.08）

総説

2014057667 誌上ディベート がん骨転移に対し
てゾレドロン酸とデノスマブ、どち
らを使用すべきか?　「デノスマブを
使用すべきである」とする立場から

高野 利実（国家公務員
共済組合連合会虎の門
病院 臨床腫瘍科）

Cancer Board 乳癌
（1883-1699）6巻2号 
Page146-151
（2013.12）

解説

2014057244 平成26年度診療報酬改定に向けて 一戸 和成（厚生労働省
保険局 医療課）

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
60巻12号 
Page1533-1537
（2013.12）

解説

2014055010【視野を広げる特集　催吐性リスク
別の制吐薬費もわかる レジメン別!
がん化学療法にかかるお金】

田辺 公一（富山大学附
属病院 臨床腫瘍部）

プロフェッショナルがん
ナーシング（2185-
7318）3巻6号 
Page679-704
（2013.12）

解説／
特集

2014054873【最新肺癌学-基礎と臨床の最新研究
動向-】 肺癌の検査・診断　検診　
日本におけるCT肺がん検診の費用
効果分析　性・年齢階級別

飯沼 武（放射線医学総
合研究所）

日本臨床（0047-1852）
71巻増刊6 最新肺癌学 
Page319-325
（2013.11）

原著論文
／特集

2014054872【最新肺癌学-基礎と臨床の最新研究
動向-】 肺癌の検査・診断　検診　
CT検診

松隈 治久（栃木県立が
んセンター 呼吸器外科）

日本臨床（0047-1852）
71巻増刊6 最新肺癌学 
Page315-318
（2013.11）

解説／
特集

2014052148 在宅における薬剤師のかかわり　医
療費の無駄をなくすために薬剤師が
できること

湯川 仁（仁天堂薬局本
店）, 高見 慶子, 逆井 慎
吾, 中嶋 麻澄, 元木 典
子, 渡辺 素子, 石井 孝
子, 宝子山 幸子, 清水 
麻由, 大坪 美穂, 中臺 
美寿々

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集46回 
Page490（2013.09）

会議録／
症例報告
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2014052121 在宅医療での薬剤師の介入による医
療費削減について

村井 淳（フォーラル）, 
溜渕 孝仁, 小川 雅樹

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集46回 
Page477（2013.09）

会議録

2014052002 当薬局の残薬整理による医療費削減
効果と課題

小松 正典（霧島市民薬
局）, 小松 桐子, 田中 典
子, 山口 直子, 江川 由貴, 
中村 道代, 泊口 豊, 百原 
譲治, 福森 淳, 寺脇 康
文

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集46回 
Page417（2013.09）

会議録

2014051784 一般社団法人福岡市薬剤師会におけ
る医療費および患者負担軽減を目指
した残薬調整の取り組み　節薬バッ
グ運動の実践

三井所 尊正（福岡市薬
剤師会）, 小柳 香織, 打
越 英恵, 吉田 武夫, 川
本 健司, 吉村 宏, 高木 
淳一, 木原 太郎, 瀬尾 
隆, 島添 隆雄

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集46回 
Page305（2013.09）

会議録

2014051314 ディベートセッション　高齢者高血
圧に対する第一選択薬　Ca拮抗薬
の立場から

神出 計（大阪大学大学
院 医学系研究科 保健学
専攻 総合ヘルスプロモ
ーション科学講座）

Geriatric Medicine
（0387-1088）51巻10
号 
Page1098-1102
（2013.10）

解説

2014047961【ジェネリックの疑問がわかる!-サイ
エンスから選択のポイントまで】 独
自技術による付加価値ジェネリック　
調剤上の利便性、服薬アドヒアラン
スを向上させるドライシロップ

木下 裕之（高田製薬 研
究開発部 製剤研究室）

薬事（0016-5980）55
巻11号 
Page2015-2020
（2013.10）

解説／
特集

2014047958【ジェネリックの疑問がわかる!-サイ
エンスから選択のポイントまで】 押
さえておきたいバイオ後続品の基本
と特徴

久保山 剛（日本化薬 医
薬事業本部 新製品企画
室）

薬事（0016-5980）55
巻11号 
Page1995-2000
（2013.10）

解説／
特集

2014047956【ジェネリックの疑問がわかる!-サイ
エンスから選択のポイントまで】 ジ
ェネリック医薬品の評価・選択のポ
イント　病院の場合

小池 博文（横浜市立大
学附属病院 薬剤部）

薬事（0016-5980）55
巻11号 
Page1981-1988
（2013.10）

解説／
特集

2014045826 東京医科歯科大学歯学部附属病院
臨床研修歯科医の実践ケース数と
稼働額について

新田 浩（東京医科歯科
大学大学院 歯科医療行
動科学分野）, 鈴木 允文, 
梅森 幸, 礪波 健一, 渕
田 慎也, 大山 篤, 俣木 
志朗

日本歯科医学教育学会
総会・学術大会プログ
ラム・抄録集31回 
Page147（2012.07）

会議録

2014045638 トランスレーショナルリサーチと分
子イメージング

樋口 隆弘（Molecular 
Imaging and Cellular 
Imaging, Comprehensive 
Heart Failure Center, 
Wuerzburg University
（Germany））

日本心臓核医学会ニュ
ースレター（1346-
2733）15巻3号 
Page2-4（2013.07）

解説
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2014044850 これからの心リハが向かう方向と
は? 心臓リハビリテーションの公
的保険における評価基準の理論構
築に向けて

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）

心臓リハビリテーショ
ン18巻2号
 Page180-182
（2013.06）

会議録

2014042702 食品中放射性物質規制への費用便
益分析の適用

岡 敏弘（福井県立大学 
経済学部）

保健物理（0367-6110）
47巻3号 
Page181-188
（2012.09）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014057109 外来歯科医療費の10年間の推移に

おける都道府県の類型化とその要因
恒石 美登里（日本歯科
総合研究機構）, 山本 龍
生, 酒寄 孝治, 平田 創
一郎, 眞木 吉信, 平田 
幸夫, 石井 拓男

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）48
巻3号 
Page196-203
（2013.11）

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
2014069794【脳卒中リハビリテーション-臨床の

実際と最先端医療-】 脳卒中リハビ
リテーションの医療制度

石川 誠（輝生会） 脳と循環（1341-8440）
19巻1号 Page21-24
（2014.01）

解説／
特集

2014069760 初学者のための医療経済学入門
（Vol.11）　どこまで公的医療保険で
面倒みるか?

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）248巻4号 
Page291-297
（2014.01）

解説

2014068945 今求められる総合診療医とは 幸せ
な日常を守るための医療制度改革　
医療経済の視点から

井伊 雅子（一橋大学大
学院 国際・公共政策大
学院）

地域医学（0914-4277）
27巻12号 
Page1112（2013.12）

会議録

2014067952【皮膚科日常診療レベルアップエッ
センス】　（IV章）医療制度 TOPICS　
モンスター・ペイシェントに遭遇し
たら　皮膚科におけるモンスター・
ペイシェント概論

幸野 健（日本医科大学
千葉北総病院 皮膚科）

皮膚科の臨床（0018-
1404）55巻12号 
Page1846-1850
（2013.11）

解説／
特集

2014067951【皮膚科日常診療レベルアップエッ
センス】　（IV章）医療制度 皮膚科の
在宅医療

種田 明生（種田医院 皮
膚科・皮膚科在宅）

皮膚科の臨床（0018-
1404）55巻12号 
Page1840-1845
（2013.11）

解説／
特集

2014067950【皮膚科日常診療レベルアップエッ
センス】　（IV章）医療制度 感染症法　
日常生活・日常診療に直結する感染
症法について知っているほうがいい!

日野 治子（公立学校共
済組合関東中央病院 皮
膚科）

皮膚科の臨床（0018-
1404）55巻12号 
Page1833-1838
（2013.11）

解説／
特集
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2014067949【皮膚科日常診療レベルアップエッ
センス】　（IV章）医療制度 皮膚科保
険診療の注意点

五十嵐 敦之（NTT東日
本関東病院 皮膚科）

皮膚科の臨床（0018-
1404）55巻12号 
Page1826-1832
（2013.11）

解説／
特集

2014067948【皮膚科日常診療レベルアップエッ
センス】　（IV章）医療制度 小児にお
ける内服薬の保険診療上の注意

相馬 良直（聖マリアン
ナ医科大学 皮膚科）

皮膚科の臨床（0018-
1404）55巻12号 
Page1820-1825
（2013.11）

解説／
特集

2014057163 ドイツ医療保険における予防接種の
位置づけ

松本 勝明（厚生労働省） 社会保険旬報（1343-
5728）2551号 
Page22-29（2013.12）

解説

2014056396 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10
回）　入院診療単価はもっと上がる?

石井 仁（千葉県済生会
習志野病院）

ナースマネジャー15巻
9号 
Page84-88（2013.12）

解説

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014060202 歯科保険で適用される漢方薬の再考　

日本歯科医師会薬価基準点数表に7
種の漢方薬が列挙される

王 宝禮（大阪歯科大学 
歯科医学教育開発室）

日本歯科東洋医学会誌
（0915-7573）32巻1-2 
Page44-45（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
2014059999 当院救急センターの地域における役

割　救急センター統計報告
兼古 望（済生会吹田病
院）, 千葉 晃義, 蛯原 憲
次, 高橋 安里, 平山 博, 
寒原 芳浩, 宮部 剛実

済生会吹田病院医学雑
誌（1341-1764）19巻
1号 
Page52-55（2013.06）

原著論文
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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
2014067979 日本版NIH創設に向けた新しい指標

の開発　テクノロジー別にみた医薬
品開発の現状俯瞰・将来予測

長部 喜幸（経済協力開
発機構）, 治部 眞里

情報管理（0021-7298）
56巻9号 
Page611-621
（2013.12）

解説

2014060727 トランスポーターを介した薬物相互
作用と安全性評価 企業における薬
物トランスポーター非臨床評価法

奥平 典子（第一三共薬
物動態研究所）

The Journal of Toxico-
logical Sciences
（0388-1350）38巻
Suppl. PageS121
（2013.06）

会議録

2014060718 21世紀の毒性学実施の10年　製薬
産業の生産性に及ぼした影響は何だ
ったのか（A decade of 21St cen-
tury toxicology implementation: 
what has been the impact on phar-
maceutical industry productivity?）
（英語）

Stevens Greg（Executive 
Director, Drug Safety 
R&amp;D, Pfi zer）

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）38巻
Suppl. 
PageS110（2013.06）

会議録

2014059839 病態時の薬物動態試験について 病
態時のPK／ PD試験を推進するた
めに日本の医療機関に求めること

松井 伸吾（武田薬品工
業日本開発センター）

臨床薬理（0388-1601）
44巻4号 
Page357-358
（2013.07）

会議録

2014052999【資料保存】 医薬品開発関連資料の
保存は、安全・安心にアウトソーシ
ング

亀田 和信（ワンビシア
ーカイブズ大阪支店 医
療製薬事業推進部）

薬学図書館（0386-
2062）58巻4号 
Page299-303
（2013.10）

解説／
特集

2014047966 RMPで変わる医薬品安全対策（第5
回）　製薬企業によるRMPの実践

慶徳 一浩（ファイザー）, 
日本製薬工業協会医薬
品評価委員会PMS部会

薬事（0016-5980）55
巻11号 
Page2060-2064
（2013.10）

解説
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