
医療経済関係研究論文（5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
2014127479 注目のTopics　小児の医療経済　

障害児医療の医療経済
中島 隆信（慶応義塾大
学 商学部）

Fetal & Neonatal 
Medicine（1884-555X）
6巻1号 
Page32-35（2014.04）

解説

2014127478 注目のTopics　小児の医療経済　
RSウイルス感染症の医療経済学　
NDBを用いた正確な患者数推定

大日 康史（国立感染症
研究所 感染症疫学セン
ター）, 菅原 民枝

Fetal & Neonatal 
Medicine（1884-555X）
6巻1号 
Page28-31（2014.04）

解説

2014127346 初学者のための医療経済学入門
（Vol.16）（最終回）　医療格差の現状
と課題

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11号 
Page867-872
（2014.03）

解説

2014126682 病院経営Q&A（最終回）　平成26年
度診療報酬にどう立ち向かうか　医
療政策の流れを読む「魚の目」戦略
で荒波を乗り切りましょう

星 多絵子（東日本税理
士法人）

医療アドミニストレー
ター4巻48号 
Page72-73（2014.03）

Q&A

2014126008 情報先取り!師長のための平成26年
度診療報酬改定かみくだき解説（第
5回）　診療報酬改定率のインパク
ト　医療政策にも目を向け、現場か
ら中長期的視点を持とう

星 多絵子（東日本税理
士法人）

ナースマネジャー15巻
12号 
Page53-56（2014.02）

解説

2014114276 初学者のための医療経済学入門
（Vol.15）　地域包括ケアは連携か範
囲の経済"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10号 
Page805-810
（2014.03）

解説

2014113887【2025年を見すえた心不全診療ロー
ドマップ　突破口はどこにあるの
か】 医療政策からみた心不全診療が
向かうべき先

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）

内科（0022-1961）113
巻3号 
Page425-430
（2014.03）

解説／
特集
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2014113726 初学者のための医療経済学入門
（Vol.14）　求められる救急医療のみ
える化""

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8号 
Page620-624
（2014.02）

解説

2014113280【喫煙・飲酒習慣と動脈硬化】 喫煙・
飲酒習慣が循環器疾患等を通じて及
ぼす医療経済的な影響

中村 幸志（金沢医科大
学 公衆衛生学）

動脈硬化予防（1347-
7056）12巻4号 
Page20-25（2014.02）

解説／
特集

2014113267【病院の未収金対策を考える】 全国
済生会事務（部）長会医療政策・医
事研究事務部会　未収金対策の取
り組み

望月 公次郎（静岡済生
会総合病院 地域医療セ
ンター）

病院経営Master3巻5号 
Page18-22（2014.02）

解説／
特集

2014113262 初学者のための医療経済学入門
（Vol.13）　うつ病のコスト

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7号 
Page555-561
（2014.02）

解説

2014110500【総合診療-その歴史と現在、未来】 
医療政策の立場から　総合医の時代

田中 一哉 カレントテラピー
（0287-8445）32巻2号 
Page122-126
（2014.02）

解説／
特集

2014109065 Digestシリーズ　日本の医学・医療
政策の動向（Vol.1）　2025年に向
けたメガトレンド総論

鈴木 康裕（防衛省） Medical Science 
Digest（1347-4340）
40巻2号 
Page52-54（2014.02）

解説

2014108313 腹膜透析（PD）の医療経済性　PD
療法は収益性の低い治療法なのか?

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）, 西山 
強, 佐藤 忍, 遠藤 政博

日本透析医会雑誌
（0914-7136）28巻3号 
Page408-422
（2013.12）

解説

2014106516 リピトール錠からアトルバスタチン
錠「EE」に切り替えた際の臨床検査
値を指標とした治療学的同等性並び
に医療経済的検討

大久保 純（済生会高岡
病院 薬剤部）, 池崎 友
明, 田辺 公一, 山谷 香織
, 田中 真衣, 竹内 都子, 
北澤 英徳

ジェネリック研究
（1881-9117）7巻2号 
Page116-123
（2013.12）

原著論文

2014104869【超高齢化時代の血液疾患診療】 医
療経済からみた高齢者血液悪性腫瘍
患者の治療と問題点

児玉 有子（東京大学医
科学研究所 先端医療社
会コミュニケーションシ
ステム社会連携部門）

血液フロンティア
（1344-6940）23巻12号 
Page1761-1766
（2013.11）

解説／
特集

2014104261 ALS患者のレスパイト入院に関する
医療経済分析

菊池 仁志（九州大学大
学院 医療経営・管理学
講座）, 宮原 美佐, 荒木 
智佳, 馬場園 明

医療福祉経営マーケテ
ィング研究（1881-
297X）7巻1号 
Page76（2012.10）

会議録

2014098792 減量手術の医療経済効果と将来への
期待

山本 寛（滋賀医科大学 
消化器外科）, 貝田 佐知
子, 赤堀 浩也, 太田 裕
之, 山口 剛, 園田 寛道, 
清水 智治, 塩見 尚礼, 
仲 成幸, 村田 聡, 谷 徹, 
伊波 早苗, 中里 哲也, 
笠間 和典, 柿原 浩明

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）74巻増
刊 
Page311（2013.10）

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
2014127478 注目のTopics　小児の医療経済　

RSウイルス感染症の医療経済学　
NDBを用いた正確な患者数推定

大日 康史（国立感染症
研究所 感染症疫学セン
ター）, 菅原 民枝　　

Fetal & Neonatal Medi-
cine（1884-555X）6巻
1号
 Page28-31（2014.04）

解説

2014127342【コンパニオン診断-診断薬開発から
臨床応用へ】 分子標的薬・コンパニ
オン診断薬の医療技術評価の現状と
課題

村田 京子（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）, 川上 浩司

医学のあゆみ（0039-
2359）248巻11号 
Page857-860
（2014.03）

解説／
特集

2014127169 わが病院のhow to Let's術前経口補
水療法　スムーズに導入するための
食事療養費算定に関連して

影山 京子（京都府立医
科大学 麻酔科学教室）, 
石井 真紀, 中嶋 康文, 
佐和 貞治

LiSA（1340-8836）21
巻3号 
Page278-279
（2014.03）

解説

2014126232【乳幼児期のワクチンと感染症】 ム
ンプスワクチン

細矢 光亮（福島県立医
科大学 小児科学講座）

化学療法の領域（0913-
2384）30巻3号 
Page478-483
（2014.02）

解説／
特集

2014126225【乳幼児期のワクチンと感染症】 ロ
タウイルスワクチン

中込 治（長崎大学大学
院 医歯薬学総合研究科
感染免疫学講座 分子疫
学分野）, 中込 とよ子

化学療法の領域（0913-
2384）30巻3号 
Page423-431
（2014.02）

解説／
特集

2014124173 高精度で効率的な細胞診・HPV検
査併用子宮頸がん住民検診　4年目
の島根県で浸潤がんが半減、6年目
の出雲市で概ね撲滅

岩城 治（島根県立中央
病院 産婦人科）

千葉県産科婦人科医学
会雑誌（2187-4174）7
巻2号 
Page89-99（2014.01）

原著論文

2014124143 小児先天性心疾患手術後急性期重
症肺高血圧に対する5型phosphodi-
esterase阻害薬sildenafil citrateの
積極的導入の臨床効果と医薬品経済
性評価

根本 慎太郎（大阪医科
大学附属病院 心臓血管
外科）, 佐々木 智康, 小
沢 英樹, 福原 慎二, 小
西 隼人, 本橋 宣和, 島
田 亮, 勝間田 敬弘, 尾崎 
智康, 岸 勘太, 片山 博
視

日本小児循環器学会雑
誌（0911-1794）30巻
1号 
Page30-35（2014.01）

原著論文
／
比較研究

2014123487 中分子量低置換度ヒドロキシエチル
デンプン製剤の特徴と展望

小竹 良文（東邦大学医
療センター大橋病院 麻
酔科）

麻酔（0021-4892）63
巻2号 
Page218-231
（2014.02）

総説

2014123103【漢方薬理学:漢方薬適用における利
益性】 伝統医療（漢方薬）と近代医
学の統合と融合　漢方薬の利益的
効果

佐藤 廣康（四天王寺大
学 保健学科）

日本薬理学雑誌（0015-
5691）143巻2号 
Page56-60（2014.02）

解説／
特集

2014120027 微小粒子状物質（PM2.5）対策の費
用便益分析に関する一考察（2）

橋本 拓磨（中央復建コ
ンサルタンツ）, 松井 敏
彦, 中畑 佳城

大気環境学会年会講演
要旨集54回 
Page540（2013.08）

会議録
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2014119943 PM2.5固定発生源由来1次生成粒子
削減ポテンシャルおよび費用の推計

平山 世志衣（環境創生
科学研究所）, 小松 英司
, 有村 俊秀, 岩田 和之, 
功刀 祐之, 岸本 健

大気環境学会年会講演
要旨集54回 
Page403（2013.08）

会議録

2014117146 石川県珠洲市における都市労働者に
対する農作業を伴うメンタルヘル
ス・プログラムの経済効果推計

水野 雅男（法政大学 現
代福祉学部）, 五十嵐 良
雄, 長井 敏弘, 八田 耕
太郎, 中村 裕之

日本予防医学会雑誌
（1881-4271）8巻2号 
Page67-73（2013.09）

原著論文

2014115274 肺炎球菌ワクチンのupdate 金澤 實（埼玉医科大学 
呼吸器内科）

呼吸（0286-9314）32
巻9号 
Page801-807
（2013.09）

解説

2014114398 小児における体重とフィットネスを
改善する多要素的介入の評価　新し
い試み（Evaluation of a multicom-
ponent intervention to improve 
weight status and fitness in chil-
dren: Upstarts）（英語）

Sand e r c o c k G a v i n 
R.H.（School of Biologi-
cal Sciences, Universi-
ty of Essex）, Cohen 
Daniel D., Griffi  n Murray

Pediatrics International
（1328-8067）54巻6号 
Page911-917
（2012.12）

原著論文

2014113988 生活習慣と骨代謝の連関を見すえた
骨粗鬆症治療　SERMの位置づけを
考える

太田 博明（国際医療福
祉大学 臨床医学研究セ
ンター）, 倉林 正彦, 田
中 栄, 稲葉 雅章, 杉本 
利嗣, 山岸 昌一

O.li.v.e.（2186-456X）
4巻1号 
Page12-17（2014.02）

座談会

2014113975【今後期待される新規バイオマーカ
ー】 先制医療とバイオマーカー研究
の意義

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）, 新沢 真紀

アンチ・エイジング医
学（1880-1579）10巻
1号 
Page018-021
（2014.02）

解説／
特集

2014113887【2025年を見すえた心不全診療ロー
ドマップ　突破口はどこにあるの
か】 医療政策からみた心不全診療が
向かうべき先

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）

内科（0022-1961）113
巻3号 
Page425-430
（2014.03）

解説／
特集

2014113869【骨粗鬆症の新しい診断基準と関連
ガイドライン】 骨粗鬆症の予防と治
療ガイドライン2011年版　骨粗鬆
症の薬物治療開始基準

萩野 浩（鳥取大学 医学
部 保健学科）

THE BONE（0914-
7047）28巻1号 
Page45-50（2014.02）

解説／
特集

2014111871 血液培養外注委託から院内導入する
ことにおけるコストベネフィットの
検討

尾方 章子（伯鳳会赤穂
中央病院）, 中津 啓介, 
丸山 泰代, 勝平 真司, 
神崎 直美, 矢部 博樹

日本環境感染学会誌
（1882-532X）29巻
Suppl. 
Page442（2014.01）

会議録

2014111747 CDCガイドラインにそったB型肝炎
対策の変更とコストの検討

伊藤 由佳（恵佑会札幌
病院 看護部）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）29巻
Suppl. 
Page411（2014.01）

会議録
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2014111507 MRSAによる手術部位感染発症に伴
う医療コストへの影響について

折田 美千代（鹿児島大
学病院 医療環境安全部
感染制御部門）, 川村 英
樹, 松元 一明, 茂見 茜
里, 郡山 豊泰, 西 順一
郎

日本環境感染学会誌
（1882-532X）29巻
Suppl. 
Page350（2014.01）

会議録

2014111474 VREアウトブレイク終息のためのス
クリーニング経費　アウトブレイク
から現在まで

柴原 美也子（藤沢市民
病院 ICT）, 吉本 昇, 喜
古 康博, 斉藤 記子, 藤
本 修平

日本環境感染学会誌
（1882-532X）29巻
Suppl. 
Page342（2014.01）

会議録

2014111386 中心静脈関連血流感染症CLABSIに
よる追加的医療費の検討

中村 造（東京医科大学
附属病院 感染制御部）, 
月森 彩加, 佐藤 昭裕, 
福島 慎二, 早川 司子, 
水野 泰孝

日本環境感染学会誌
（1882-532X）29巻
Suppl. 
Page320（2014.01）

会議録

2014111249 クロイツフェルト・ヤコブ病（CJD）
患者　胃瘻造設手術感染対策マニュ
アルの作成とそのコスト比較を行っ
て

大波多 元美（平成紫川
会社会保険小倉記念病
院）, 戸根 智和, 宮本 久
美子

日本環境感染学会誌
（1882-532X）29巻
Suppl. 
Page285（2014.01）

会議録

2014110272【アレルギー疾患の実地診療　臨床
研究の最前線とその日常一般実地診
療への活用】 治療　外来を訪れるア
レルギー疾患の臨床の最前線と一般
日常診療の実際　花粉症・アレルギ
ー性鼻炎　治療の最前線と実地診
療の進めかた

後藤 穣（日本医科大学
多摩永山病院 耳鼻咽喉
科）

Medical Practice
（0910-1551）31巻2号 
Page244-249
（2014.02）

解説／
特集

2014110180 電子カルテの二次利用　進行肝細胞
癌の治療における医療経済学的評価

熊岡 穣（神戸大学医学
部附属病院 医療情報
部）, 菅野 亜紀, 池上 峰
子, 高岡 裕, 前田 英一

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）33
回 
Page1070-1071
（2013.11）

会議録

2014110049 マルチレベル分析による遠隔健康
相談システムの支払意思額への影
響要因の抽出

高橋 拓也（北海道大学 
大学院 保健科学院）, 西
本 尚樹, 小笠原 克彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）33
回 
Page636-637
（2013.11）

会議録

2014109908 医療技術のライフサイクルにおける
評価への医療情報学の役割を考える

石田 博（山口大学医学
部附属病院 医療情報
部）, 小笠原 克彦, 西本 
尚樹, 横井 英人, 古川 
裕之

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）33
回 
Page174-176
（2013.11）

会議録

2014107718 コンポジットレジン修復の発想転
換　コンポジットレジン修復材料
の新解釈

田代 浩史（田代歯科医
院）

歯界展望（0011-8702）
123巻1号 
Page72-80（2014.01）

解説

医中誌_研究論文_5月号.indd   5医中誌_研究論文_5月号.indd   5 14/05/08   16:4814/05/08   16:48



2014106517 精神科病院における精神・神経系薬
剤での後発医薬品の使用状況に関す
る調査と薬剤師意識

廣谷 芳彦（大阪大谷大
学 薬学部 臨床薬剤学講
座）, 高橋 智生, 川村 大
輔, 吉岡 厚子, 梅沢 花
子, 浦嶋 庸子, 名徳 倫
明, 天正 雅美

ジェネリック研究
（1881-9117）7巻2号 
Page124-128
（2013.12）

原著論文

2014106516 リピトール錠からアトルバスタチン
錠「EE」に切り替えた際の臨床検査
値を指標とした治療学的同等性並び
に医療経済的検討

大久保 純（済生会高岡
病院 薬剤部）, 池崎 友
明, 田辺 公一, 山谷 香織
, 田中 真衣, 竹内 都子, 
北澤 英徳

ジェネリック研究
（1881-9117）7巻2号 
Page116-123
（2013.12）

原著論文

2014105386【新規降圧薬配合剤を使いこなす】 
配合剤とアドヒアランス

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学）

血圧（1340-4598）20
巻12号 
Page1214-1217
（2013.12）

解説／特
集

2014105357 感染対策の弱点克服!レベルアップ
のための特別講義（第21回）　感染
対策担当者に必要なマーケティン
グ・マネジメント（2）

草場 恒樹（モレーンコ
ーポレーション）

INFECTION CONTROL
（0919-1011）23巻1号 
Page95-100（2014.01）

解説

2014104812【予防接種Q&A】 B型肝炎　定期接
種化の遅れ　なぜわが国ではB型肝
炎ワクチンの定期接種化が遅れてい
るのですか

乾 あやの（済生会横浜
市東部病院 小児肝臓消
化器科）, 川本 愛里, 十
河 剛, 藤澤 知雄

小児内科（0385-6305）
45巻増刊 
Page575-576
（2013.11）

Q&A ／
特集

2014104805【予防接種Q&A】 インフルエンザ　
費用便益効果　抗インフルエンザ薬
とインフルエンザワクチン予防接種
のそれぞれの費用便益効果について
教えてください

中野 貴司（川崎医科大
学 小児科）

小児内科（0385-6305）
45巻増刊 
Page552-553
（2013.11）

Q&A ／
特集

2014104678【予防接種Q&A】 予防接種全般　そ
の他　予防接種事業の他地域との
相互乗り入れ　慢性疾患のため他県
の病院に通院しています　この病院
で予防接種を受けたいのですが、他
県のためすべて自費になると言われ
ました　何かよい方法はありません
か　また、他県で接種をして健康被
害が起こった場合の対応などについ
ても教えてください

藤岡 雅司（ふじおか小
児科）

小児内科（0385-6305）
45巻増刊 
Page239-240
（2013.11）

Q&A ／
特集

2014103213 医療の経済評価 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）

日本統合医療学会誌6
巻2号 Page40-44
（2013.10）

解説

2014103212 統合医療の社会経済的な価値 田倉 智之（大阪大学大
学院 医学系研究科）

日本統合医療学会誌6
巻2号 
Page34-39（2013.10）

総説

2014103194【耳鼻咽喉科領域のジェネリック医
薬品とサプリメント】 OTC医薬品に
ついて

山本 陛三朗（千葉大学 
大学院 耳鼻咽喉科・頭
頸部腫瘍学先進気道ア
レルギー寄附講座）

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
（0914-3491）85巻12号 
Page996-1004
（2013.11）

解説／
特集
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2014103193【耳鼻咽喉科領域のジェネリック医
薬品とサプリメント】 耳鼻咽喉科領
域のジェネリック医薬品

山下 大介（神戸大学大
学院 医学研究科 耳鼻咽
喉科 頭頸部外科）

耳鼻咽喉科・頭頸部外
科（0914-3491）85巻
12号 
Page990-995
（2013.11）

解説／
特集

2014102849 医療機器更新に伴うCEの関わり 細川 翔太（昭和大学横
浜市北部病院 MEセンタ
ー）, 錦織 恒太, 菊地 武, 
佐藤 聖和, 野川 悟史, 
大石 竜, 小林 力

神奈川県臨床工学技士
会誌（1880-7224）25
巻 
Page41-43（2013.09）

原著論文

2014098790 大腸癌外科治療の経済効果 杉山 保幸（岐阜市民病
院 外科）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）74巻増
刊 Page311（2013.10）

会議録

2014098787 Evidence Baseの肝切除周術期管理
の確立と費用対効果の両立

山崎 慎太郎（日本大学 
消化器外科）, 高山 忠利
, 三塚 祐介, 岩間 敦子, 
阿部 勇人, 吉田 直, 大久
保 貴生, 緑川 泰, 金本 
彰, 中山 壽之, 桧垣 時夫

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）74巻増
刊 
Page311（2013.10）

会議録

2014097422 バイオ後続品の開発を考える　フィ
ルグラスチムBS注の開発と医療現
場での役割

佐伯 俊昭（埼玉医科大
学国際医療センター 乳
腺腫瘍科）, 徳田 裕, 瀧
川 奈義夫, 鶴谷 純司

癌と化学療法（0385-
0684）40巻10号 
Page1365-1376
（2013.10）

座談会

2014096257 戦略企画会議から　マルコフモデル
を利用したシミュレーション研究と
白内障手術の費用対効果

平塚 義宗（国立保健医
療科学院 医療・福祉サ
ービス研究部）, 山田 昌
和, 阿久根 陽子, 村上 
晶, 山下 英俊, 大橋 裕
一

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）117巻9
号 
Page766-770
（2013.09）

解説

2014096228 クラウドによる広域連携医療システ
ムのプロトタイプ開発　肺がん検診
を例として

佐々木 仁（コアーズ）, 
周藤 安造, 野地 保

MEDICAL IMAGING 
TECHNOLOGY（0288-
450X）29巻Suppl. 
Page1-9（2011.08）

解説

2014096122 医療技術の費用対効果の評価と活用 福田 敬（国立保健医療
科学院 研究情報支援研
究センター）

薬理と治療（0386-
3603）41巻8号 
Page731-733
（2013.08）

解説

2014095553 日本の医療用医薬品数と置き換え可
能薬の割合

脇本 大徳（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）, 山崎 亮治, 熊
野 璋, 津谷 喜一郎

薬理と治療（0386-
3603）41巻7号 
Page639-647
（2013.07）

原著論文

2014095344 切除不能な進行・再発の直腸・結腸
がん3次治療におけるセツキシマブ
とパニツムマブの費用対効果分析

永尾 香菜子（岡山大学 
薬）, 小林 明日香, 座間
味 義人, 名和 秀起, 野
間 和広, 五十嵐 中, 千堂 
年昭, 名倉 弘哲

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）133年会
3号 
Page245（2013.03）

会議録
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医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014117105 老人医療費の都道府県格差に及ぼす

要因の検討　老人医療費の多寡によ
るグループ分けからみた分析

もたい 淳子（新潟青陵
大学 看護福祉心理学部
看護学科）

新潟青陵学会誌（1883-
759X）6巻1号 
Page1-11（2013.09）

原著論文
／
比較研究

2014104247 レセプトデータを活用した医療費適
正化計画の指標に関する研究

西 巧（九州大学大学院
医学系学府医療経営・管
理学専攻）, 前田 俊樹, 
馬場園 明

医療福祉経営マーケテ
ィング研究（1881-
297X）7巻1号 
Page1-8（2012.10）

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
2014123696 中国における社会保障制度の変遷と

医療保険制度の改革（その3）　農村
部における計画経済期の医療制度

馬 欣欣（京都大学大学
院 薬学研究科 医薬産業
政策学講座）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻2号 
Page299-302
（2014.02）

解説

2014121594 保険の教室 保険薬剤師おしごとブ
ラッシュアップ!!　薬剤服用歴と保
険調剤請求業務（Case 12）　自立
支援医療（精神通院医療）と医療保
険の併用となる、38歳男性の処方
せん

山口 路子（オフィス・
シリウス）

Rp.レシピ13巻1号 
Page76-87（2014.01）

解説

2014121568 中国における社会保障制度の変遷と
医療保険制度の改革（その2）　都市
部における医療保険制度の変遷

馬 欣欣（京都大学大学
院 薬学研究科 医薬産業
政策学講座）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻1号 
Page91-96（2014.01）

解説

2014118216 包括医療制度における肺癌外科治療
の現状

金内 直樹（山形県・酒
田市病院機構日本海総
合病院 呼吸器外科）, 濱
田 顕, 鈴木 克幸, 中橋 
健太, 渡辺 勇

肺癌（0386-9628）53
巻5号 Page487
（2013.10）

会議録

2014117883 若手肺癌医の教育（知識・技術向上
のために知っておくべきこと） 不可
解な日本の専門医制度と医療制度を
考える

堂元 又巌（腫瘍クリニ
ックハンブルク）

肺癌（0386-9628）53
巻5号 
Page398（2013.10）

会議録

2014115917 医療保険制度下の中国農村部におい
て医院や病院を選択する要因
（Factors of selecting a clinic or 
hosp i t a l s unde r t he med ica l 
insurance system in rural China）
（英語）

K a w a z o e N o b u o
（Faculty of Economics, 
Nagoya University of 
Commerce）

国際保健医療（0917-
6543）28巻3号 
Page216-217
（2013.09）

会議録

2014112195 【社会保障制度改革と医療・福祉の
現状】 社会保障制度改革国民会議報
告書の考え方について　とりわけ医
療制度の方向をめぐって

石塚 秀雄（いのちとく
らし研究所）

いのちとくらし研究所
報（1881-3194）45号 
Page2-6（2014.01）

解説／
特集
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2014106834 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11
回）　病棟マネジメントと診療報酬

石井 仁（千葉県済生会
習志野病院）

ナースマネジャー15巻
10号 
Page83-87（2013.12）

解説

2014105232 英国における労働者健康支援の新し
いかたち　Fit for Work 英国におけ
る近年の医療制度改革

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

産業医科大学雑誌
（0387-821X）35巻4号 
Page279-289
（2013.12）

解説

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014098679 看護管理に医療情報は活かされてい

るか! MRSAによる人工呼吸器関連
肺炎が病院経営と患者サービスに及
ぼす影響評価

折田 美千代（鹿児島大
学病院 医療環境安全部
感染制御部門）, 川村 英
樹, 松元 一明, 茂見 茜
里, 郡山 豊泰, 西 順一
郎, 迫田 香穂里, 市村 カ
ツ子, 向窪 世知子, 宇都 
由美子, 熊本 一朗

日本医療情報学会看護
学術大会論文集（2187-
1469）14回 
Page11-14（2013.07）

原著論文

2014097029 PCR ribotypingによる当院由来
Clostridium diffi  cile株の遺伝学的型
別解析

萩谷 英大（津山中央病
院 救命救急センター）, 
村瀬 智子, 國米 由美

津山中央病院医学雑誌
（0913-9176）27巻1号 
Page15-20（2013.09）

原著論文

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014116601 診療報酬改定に伴う外来化学療法

室業務拡充による収支改善とその評
価

柿本 尚久（東京逓信病
院 会計課）, 松元 美香, 
松木 俊明, 並木 路広, 
大谷 道輝, 山村 喜一, 
荒牧 章, 阿部 孝治

逓信医学（0387-1320）
65巻3号 
Page183-186
（2013.09）

原著論文

2014098789 手術室支援システムを用いた手術原
価管理の実際

藤田 秀人（金沢医科大
学 一般・消化器外科）, 
表 和彦, 藤田 純, 森岡 
絵美, 甲斐田 大資, 富田 
泰斗, 大西 敏雄, 野口 
美樹, 舟木 洋, 木南 伸
一, 中野 泰治, 上田 順彦, 
小坂 健夫

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）74巻増
刊 
Page311（2013.10）

会議録

2014098786 低侵襲化の流れは病院収益にとって
損失か?収益か?原価計算に基づく
外科手技の損益と日帰り手術移行の
適否について

吉岡 正一（済生会熊本
病院 呼吸器科）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）74巻増
刊 
Page310（2013.10）

会議録

2014097096 リハビリテーション科における診療
報酬とその対策

古賀 寛之（三菱神戸病
院 リハビリテーション
科）, 山口 陽子, 為則 真
幸, 平山 健一, 山崎 京子

三菱神戸病院誌（2186-
6066）3巻 
Page93-95（2013.10）

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
2014127385【ウイルス肝炎診療の最前線と今後

の展開　日常臨床のポイントと知っ
ておきたい最新情報】　C型肝炎治
療の最前線 telaprevir 3剤併用療法　
市販後の成績

中川 美奈（東京医科歯
科大学 消化器内科）, 朝
比奈 靖浩

内科（0022-1961）113
巻4号 
Page663-667
（2014.04）

解説／
特集

2014126143 Dr.キタノのシステムバイオロジー
塾（第3講）　システムバイオロジー
と創薬　実例を交えて

北野 宏明（システム・
バイオロジー研究機構
（SBI））

実験医学（0288-5514）
32巻4号 
Page610-616
（2014.03）

解説

2014125103 製薬企業からみた「活性化計画」へ
の対応と問題点　がんの臨床研究グ
ループの課題を中心に

高木 茂（大鵬薬品工業 
開発本部）

臨床腫瘍プラクティス
（1880-3083）10巻1号 
Page137-144
（2014.02）

解説

2014124406 ポストゲノム時代をリードする新薬
開発　Molecular profiling directed 
therapy ゲノム解析による希少フラ
クションの新薬開発　治験に対する
企業における開発担当者の考え方

向山 亮平（グラクソス
ミスクライン 開発本部
医薬品開発部門）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻1号 
Page157-160,168-169
（2014.01）

解説

2014124401 ポストゲノム時代をリードする新薬
開発　Molecular profiling directed 
therapy 小児がん新薬開発試験支援
体制構築上の諸問題

河本 博（国立がん研究
センター中央病院 小児
腫瘍科）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻1号 
Page129-135,161-163
（2014.01）

解説

2014123690 イノベーションという課題　支払者
の強いる製薬企業の変革もしくは消
滅

E l z e C h r i s t i a n
（Catenion）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻2号 
Page231-233
（2014.02）

解説

2014123663【新薬展望2014】 （第III部）治療にお
ける最近の新薬の位置付け<薬効別
>　新薬の広場　糖尿病治療薬

卯木 智（滋賀医科大学 
糖尿病・腎臓・神経内
科）, 前川 聡

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻増刊 
Page425-432
（2014.01）

解説／
特集

2014123643【新薬展望2014】 （第I部）新薬創出
に向けた日本の戦略　バイオ後続品
の今後の動向

川崎 ナナ（国立医薬品
食品衛生研究所 生物薬
品部）, 石井 明子

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻増刊 
Page258-264
（2014.01）

解説／
特集

2014122331【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第2章）アカ
デミア創薬研究の今を知る　《各疾
患領域におけるニーズと研究戦略》　
希少疾病のアカデミア創薬　グロー
バルオーファンドラッグ創成をめざ
して

北 潔（東京大学大学院
医学系研究科 国際保健
学専攻 生物医化学教
室）, 志波 智生, 原田 繁
春

実験医学（0288-5514）
32巻2号 Page356-
361（2014.02）

解説／
特集
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2014122330【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第2章）アカ
デミア創薬研究の今を知る　《各疾
患領域におけるニーズと研究戦略》　
感染症の治療に向けて　ポリオ根絶
計画におけるアカデミア創薬の試み

有田 峰太郎（国立感染
症研究所 ウイルス第二
部第二室）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page351-355
（2014.02）

解説／
特集

2014122329【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第2章）アカ
デミア創薬研究の今を知る　《各疾
患領域におけるニーズと研究戦略》　
代謝疾患の治療に向けたアカデミア
創薬　アディポネクチン受容体を標
的とした健康長寿薬開発への挑戦

山内 敏正（東京大学大
学院 医学系研究科 糖尿
病・代謝内科）, 岩部 美
紀, 岩部 真人, 門脇 孝

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page343-350
（2014.02）

解説／
特集

2014122328【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第2章）アカ
デミア創薬研究の今を知る　《各疾
患領域におけるニーズと研究戦略》　
神経疾患領域におけるアカデミア創
薬

植田 弘師（長崎大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 分子薬理学分野）, 松
永 隼人

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page336-342
（2014.02）

解説／
特集

2014122321【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第2章）アカ
デミア創薬研究の今を知る　《注目
の標的からの創薬展開》　タンパク
質間相互作用をターゲットとした阻
害低分子化合物探索と創薬

圓谷 奈保美（東京大学 
大学院 薬学系研究科 細
胞情報学教室）, 本間 謙
吾, 一條 秀憲

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page293-298
（2014.02）

解説／
特集

2014122317【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第2章）アカ
デミア創薬研究の今を知る　《注目
の標的からの創薬展開》　リゾホス
ファチジン酸産生酵素ATX ／
NPP2を標的とした創薬

青木 淳賢（東北大学大
学院 薬学研究科）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page272-278
（2014.02）

解説／
特集

2014122316【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第1章）アカ
デミア創薬実現に必要な10の視点　
アカデミア創薬における特許出願と
学術発表はジレンマとなるか?

浅井 章良（静岡県立大
学大学院 薬学研究院創
薬探索センター）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page266-271
（2014.02）

解説／
特集

2014122315【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第1章）アカ
デミア創薬実現に必要な10の視点　
エコファーマという創薬技術　ドラ
ッグリポジショニングとの相違

井上 和秀（九州大学大
学院 薬学研究院薬理
学）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page259-265
（2014.02）

解説／
特集

2014122311【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第1章）アカ
デミア創薬実現に必要な10の視点　
創薬におけるバイオマーカーの重要
性

本橋 慧樹（東京大学医
学部附属病院 早期・探
索開発推進室）, 福元 宏
明, 森豊 隆志, 岩坪 威

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page232-238
（2014.02）

解説／
特集
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2014122306【研究成果を薬につなげるアカデミア
創薬の戦略と実例】 （第1章）アカデミ
ア創薬実現に必要な10の視点　表現
型アッセイ　アカデミア創薬におけ
る創薬標的タンパク質の探索研究

小松 徹（東京大学大学
院 薬学系研究科 革新創
薬化学教室）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page199-208
（2014.02）

解説／
特集

2014122305【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第1章）アカ
デミア創薬実現に必要な10の視点　
『疾患関連因子』は必ずしも『創薬標
的分子』ではない　適切なターゲッ
ト選定のための要件

下西 学（京都大学大学
院 医学研究科 メディカ
ルイノベーションセンタ
ー 悪性制御研究ラボ
（DSK）プロジェクト）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page191-198
（2014.02）

解説／
特集

2014122304【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第1章）アカ
デミア創薬実現に必要な10の視点　
アカデミア創薬における化合物スク
リーニングのポイント　偽陽性ヒッ
トをいかに見極めるか

熊谷 和夫（東京大学創
薬オープンイノベーシ
ョンセンター）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page182-189
（2014.02）

解説／
特集

2014122303【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 （第1章）アカ
デミア創薬実現に必要な10の視点　
アカデミア創薬における化合物ライ
ブラリーの重要性

小島 宏建（東京大学創
薬オープンイノベーシ
ョンセンター）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page174-181
（2014.02）

解説／
特集

2014122302【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 総論　アカデ
ミア創薬を推進する国内外の取り組
み

岡部 隆義（東京大学創
薬オープンイノベーシ
ョンセンター）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page169-173
（2014.02）

解説／
特集

2014122301【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 総論　アカデ
ミア創薬における死の谷の本質は何
か

小島 宏建（東京大学創
薬オープンイノベーシ
ョンセンター）

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page164-168
（2014.02）

解説／
特集

2014122300【研究成果を薬につなげるアカデミ
ア創薬の戦略と実例】 総論　アカデ
ミア創薬を成功させるために

長野 哲雄（東京大学創
薬オープンイノベーシ
ョンセンター）, 堺谷 政
弘

実験医学（0288-5514）
32巻2号 
Page158-163
（2014.02）

解説／
特集

2014116420 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　研究開発効率化によるメガフ
ァーマへの挑戦　製薬業界における
オープンイノベーションの紹介

星野 達也（インシグマ・
ジャパン）

日本薬理学雑誌（0015-
5691）142巻4号 
Page184-189
（2013.10）

解説

2014104589 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　今、我々ができること、そし
て、今後期待されること　アカデミ
ア創薬の課題と解決策

秋元 浩（知的財産戦略
ネットワーク）

日本薬理学雑誌（0015-
5691）142巻6号 
Page297-303
（2013.12）

解説

2014103600【感染症の診断と治療、予防-最近の
進歩-】 抗菌薬の諸問題　抗菌薬開
発停滞の打破へ向けて

舘田 一博（東邦大学 微
生物・感染症学講座）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）102巻
11号 Page2908-2914
（2013.11）

解説／
特集
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2014095828 治験の基礎知識　現状から今後の
展望まで 神経疾患領域の新薬開発
に向けた製薬企業の新たな動き

藤本 陽子（ファイザー 
クリニカル・リサーチ統
括部）

神経治療学（0916-
8443）30巻3号 
Page337-340
（2013.05）

解説

2014095213 新薬創出加算に関する薬学-経済学
横断的解析

鈴木 岳之（慶応義塾大
学 薬）, 相川 大輔, 伊東 
敏, 反町 知希, 森田 和
仁, 千葉 康司, 中村 洋

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）133年会
3号 Page218
（2013.03）

会議録
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