
医療経済関係研究論文（9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
2014258155 骨粗鬆症予防対策の歯科と医科の接

点　歯槽骨の基礎から臨床まで　骨
粗鬆症の医療経済と予防の重要性な
らびに歯科の関わり

原 徳壽（厚生労働省　医
政局）

Osteoporosis Japan
（0919-6307）22巻2号 
Page349（2014.04）

会議録

2014256588【骨関節疾患の疫学～現状と課題～】 
骨粗鬆症・骨折の医療経済

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

C l i n i c a l C a l c i u m
（0917-5857）24巻5号 
Page711-718
（2014.04）

解説／
特集

2014253943 ストライカーアワー　PVP・BKP・
骨穿孔術 PVPにおけるQOL評価と
医療経済検討

西尾 美佐子[吉松]（聖マ
リアンナ医科大学 放射
線医学講座）, 滝澤 謙治, 
小川 普久, 濱口 真吾, 
荒井 保典, 橋本 一樹, 
池田 裕隆, 藤川 あつ子, 
中島 康雄, 杉森 裕樹, 
田倉 智之

IVR: In te rven t iona l 
Radiology（1340-4520）
28巻Suppl. 
Page87（2013.04）

会議録

2014246043【乳がん薬物療法2014】 乳がん分子
標的薬剤の医療経済評価

福田 敬（国立保健医療
科学院）

M e b i o（0910-0474）
31巻7号 
Page58-61（2014.07）

解説／
特集

2014245223 診療報酬改定・戦略と実践　中規模
ケアミックス型専門病院にみる今後
の医療政策への対応を踏まえた平成
26年度改定の評価と分析

内田 智久（脳血管研究
所附属美原記念病院 医
療情報室）, 渡邉 智則

医療アドミニストレー
ター5巻51号
Page18-23（2014.06）

解説
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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
2014262741【神経疾患治療薬の剤形と使い分け】 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）
に関する剤形（品質）情報の特徴

後藤 伸之（名城大学 薬
学部 医薬品情報学研究
室）

Brain Medical（0915-
5759）26巻2号 
Page133-141（2014.07）

解説／
特集

2014261974 がん化学療法における5-HT3受容体
拮抗剤パロノセトロン静注"の薬剤
経済学的検討"

山西 由里子（国際医療
福祉大学大学院 薬学研
究科）, 田島 博樹, 池田 
俊也, 山田 治美, 井上 
忠夫, 武田 弘志

日本緩和医療薬学雑誌
（1882-9783）7巻2号 
Page37-43（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014261300 今後必要となる医薬品情報とは? 適
正使用に向けたAcademic Detailing
情報活動の重要性

山本 美智子（昭和薬科
大学 薬学部）

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻1号 
Page38-43（2014.06）

解説

2014261297 医薬分業の理念とジェネリック医薬
品　更なるジェネリック医薬品の使
用促進と薬剤師の未来 薬局薬剤師
の役割とジェネリック医薬品の使用
促進　薬剤師によるジェネリック医
薬品の剤形活用

横井 正之（パスカル薬
局）

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻1号 
Page19-24（2014.06）

解説

2014261178 ITを活用したオンデマンド研修の導
入と成果　事務部門との連携

代田 とみ子（飯田市立
病院 看護部）, 原田 麻
理, 宮内 稔

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）53
巻6号 
Page923-926
（2014.06）

解説

2014261081 指導医のために　医学・医療の多様
性を追求する　医療の効率性と公平
性（倫理面）

児玉 聡（京都大学 文学
研究科 倫理学専修）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）103巻6号 
Page1406-1410
（2014.06）

解説

2014260942【心肺蘇生後の問題点】 脳蘇生の限
界　ECPR費用対効果の観点から

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）

心臓（0586-4488）46
巻6号 
Page691-695
（2014.06）

解説／
特集

2014260648【いかに課題を解決できるか?試行錯
誤しながら実践した4つの試み】 （事
例4）患者さんたちのための運用　
がん地域連携パスの取り組み

石井 理恵（東京医科歯
科大学医学部附属病院  
事務部 医療支援課）

医事業務21巻453号 
Page28-36（2014.06）

解説／
特集

2014259832 当院におけるClostridium diffi  cile関
連下痢症（CDAD）の治療用抗菌薬
の使用状況について

岡田 麻衣子（尾道市立
市民病院 薬局）, 池亀 
芳野

広島県病院薬剤師会誌
（1344-0225）49巻2号 
Page61-64（2014.05）

原著論文
／
比較研究

2014259805【看護部長に学ぶ!看護マネジメント
「判断力」養成塾　激動の時代を生
き抜くリーダーになる!!】　（第2章）
判断力を高めるための学びなおし　
学びなおしの心理学の基礎知識 中
止の判断　コミットメントのエスカ
レーション

佐々木 雷太（英国国立
ノッティンガム大学労
働・衛生・組織研究所）

Nursing BUSINESS
（1881-5766）2014夏
季増刊 
Page142-143
（2014.06）

解説／
特集
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2014259125 ビデオ会議システムを利用した遠隔
医療の試み　telestrokeの基礎と実際

長谷川 泰弘（聖マリア
ンナ医科大学 神経内科）

脳卒中（0912-0726）
36巻3号 
Page206-209
（2014.05）

解説

2014258788 Time Management　技・ツール考
（vol.39）　フィッシャーシーラント
を考察する

内田 昌徳 アポロニア21246号 
PageG06-G12
（2014.06）

解説

2014258780 医院経営　押しどころ引きどころ
（Vol.78）　「車を買うぞ!」その前に
…（上）

小笠原 康二（ディーピ
ーエス）

アポロニア21246号 
Page082-087
（2014.06）

解説

2014258651 わが国における統合医療は可能か 倉林 譲（ノートルダム
清心女子大学大学院 人
間生活学研究科 食品栄
養学専攻）

岡山実験動物研究会報
30号 
Page25-34（2014.04）

解説

2014258241 医療法人　経営戦略とリスクマネー
ジメント

執行 友成（涼友会） 日本臨床医学リスクマ
ネジメント学会・学術
集会プログラム・抄録
集12回 
Page74（2014.05）

会議録

2014257573 住宅改修その前に… 藤井 三郎（まちとくら
しの研究所）

理学療法京都（1346-
1710）43号 
Page16-20（2014.03）

解説

2014256619 医療や看護における臨床及び経済評
価

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）

日本糖尿病教育・看護
学会誌（1342-8497）
18巻1号 
Page56-59（2014.03）

解説

2014256588【骨関節疾患の疫学～現状と課題～】 
骨粗鬆症・骨折の医療経済

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

Clinical Calcium（0917-
5857）24巻5号 
Page711-718（2014.04）

解説／
特集

2014253943 ストライカーアワー　PVP・BKP・
骨穿孔術 PVPにおけるQOL評価と
医療経済検討

西尾 美佐子[吉松]（聖マ
リアンナ医科大学 放射
線医学講座）, 滝澤 謙治
, 小川 普久, 濱口 真吾, 
荒井 保典, 橋本 一樹, 
池田 裕隆, 藤川 あつ子, 
中島 康雄, 杉森 裕樹, 
田倉 智之

IVR: Interventional 
Radiology（1340-
4520）28巻Suppl. 
Page87（2013.04）

会議録

2014251779 関節リウマチ保険治療の問題点 関
節リウマチ治療の最適化を考察する　
コストパフォーマンスを中心に

吉井 一郎（吉井病院） 日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）88巻3号 
PageS557（2014.03）

会議録

医中誌_研究論文_9月号.indd   3医中誌_研究論文_9月号.indd   3 14/09/03   20:1114/09/03   20:11



2014247145 日本における白内障手術の費用効果
分 析　Markov確 率 モ デ ル 研 究
（Cost-utility analysis of cataract 
surgery in Japan: a probabilistic 
Markov modeling study）（英語）

Hiratsuka Yoshimune（順
天堂大学医学部附属順天
堂東京江東高齢者医療セ
ン タ ー）, Y ama d a 
Masakazu, Akune Yoko, 
Murakami Akira, Okada 
Annabelle A., Yamashita 
Hidetoshi, Ohashi Yuichi, 
Y am a g i s h i N a o y a , 
T a m u r a H i r o s h i , 
Fukuhara Shunich i , 
Takura Tomoyuki, Eguchi 
Shu ich i r o , K rosaka 
Dai j i ro , Ono Koichi , 
Takahash i Ken ich i , 
Miyake Sampei, Hirose 
Hiroshi, Otori Yasumasa, 
Yoshimura Yoshimura, 
U n o T o s h i h i k o , 
Yamamoto Yasuaki, Eye 
C a r e C omp a r a t i v e 
Effectiveness Research 
Team（ECCERT）

Japanese Journal of 
Ophthalmology（0021-
5155）57巻4号 
Page391-401
（2013.07）

原著論文
／
比較研究

2014246043【乳がん薬物療法2014】 乳がん分子
標的薬剤の医療経済評価

福田 敬（国立保健医療
科学院）

Mebio（0910-0474）
31巻7号 
Page58-61（2014.07）

解説／
特集

2014245437 発熱性好中球減少症の予防と対策 高松 泰（福岡大学病院 
腫瘍・血液・感染症内
科）

血液内科（2185-582X）
68巻5号 
Page667-672
（2014.05）

解説

2014245309 スウェーデンの看護学研究を概観し
て 人権の擁護,ケアの費用対効果を
重視した看護学研究の推進

佐々木 明子（東京医科
歯科大学大学院 保健衛
生学研究科）

看護研究（0022-8370）
47巻3号 
Page241-243
（2014.06）

コメント

2014244692 血液透析患者の腎性貧血に対する
C.E.R.A.の有用性について　rHuE-
POからの切換え投与が病院経営に
及ぼす影響をふまえて

古田 和也（早徳病院 薬
局）, 西岡 恵子, 河合 永
晴

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）50巻6号 
Page749-752
（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014243594 当院でのMFT指導の実際 小嶋 沙織（三浦矯正歯科） MFT学会会誌（2188-
1561）3巻1号 
Page39-40（2014.03）

会議録

2014242843 学校心臓検診心電図において不完全
右脚ブロックにより心房中隔欠損を
発見することの有用性について

岡川 浩人（社会保険滋
賀病院 小児科）

小児科臨床（0021-
518X）67巻6号 
Page1032-1038
（2014.06）

原著論文
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2014235308 病院経営管理へのDPCデータ活用
の試み　費用対効果の評価

武藤 浩史（札幌社会保険
総合病院 経営企画室）, 
北村 大輔, 長瀬 博明, 秦 
温信, 佐々木 文章

札幌社会保険総合病院
医誌（1342-6656）22巻 
Page50-54（2014.02）

原著論文

2014233436 精神医学のフロンティア　うつ病
による社会的損失はどの程度にな
るのか?　うつ病の疾病費用研究

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神神経科学
教室）

精神神経学雑誌（0033-
2658）116巻2号 
Page107-115
（2014.02）

原著論文

2014231609 日本における持続可能な医療に対す
るエビデンスに基づく方針決定　
2025年以降（Evidence-based Poli-
cy Making for Sustainable Health-
care in Japan: 2025 and beyond）
（英語）

Kawa b u c h i K o i c h i
（Department of Health 
S c i e n c e P o l i c i e s , 
Division of Public Health 
G radua te Schoo l o f 
Med ica l and Denta l 
Sciences, Tokyo Medical 
and Dental University）, 
Kajitani Keiko

Japan Hospitals（0910-
1004）32号 
Page29-37（2013.07）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014259857 再生医療推進の議論からみた政策的

課題への一考察
谷口 泰弘（岐阜大学大
学院 医学系研究科 医学
系倫理・社会医学分野）

社会医療研究12巻 
Page3-10（2014.03）

原著論文

2014256416 第17回透析医療費実態調査報告 太田 圭洋（日本透析医
学会）, 杉崎 弘章, 隈 博
政, 篠田 俊雄, 鈴木 正
司, 戸澤 修平, 山川 智
之, 秋澤 忠男, 山崎 親
雄, 日本透析医会適正医
療経済・制度調査研究
委員会

日本透析医会雑誌
（0914-7136）29巻1号 
Page58-71（2014.04）

原著論文

2014247091 スクリーニング被験者の医療費にお
よぼす糸球体濾過量と蛋白尿の影響
（Eff ect of glomerular fi ltration rate 
and proteinuria on medical cost 
among screened subjects）（英語）

Iseki Kunitoshi（Dialysis 
Unit, University Hospital 
of the Ryukyus）, Iseki 
Chiho, Kurahashi Issei, 
Watanabe Tsuyoshi

Clinical and Experi-
mental Nephrology
（1342-1751）17巻3号 
Page372-378
（2013.06）

原著論文
／
比較研究
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医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014262291 眼科在宅医療の展望 すぐに役立つ

在宅医療保険請求
天神 光充（天神眼科医
院）

日本の眼科（0285-
1326）85巻6号 
Page811-812
（2014.06）

解説

2014260869【脳卒中の作業療法-支援技術から他
職種連携・制度の利用まで】　（第1
章） 脳卒中を取り巻く社会保障制度　
リハに関連する医療保険・介護保険
制度を中心に

梶原 幸信（地域医療振
興協会伊東市民病院）

作業療法ジャーナル
（0915-1354）48巻7号 
Page549-554
（2014.06）

解説／
特集

2014260868【脳卒中の作業療法-支援技術から他
職種連携・制度の利用まで】　（第1
章） 脳卒中のリハとは　医療保険と
介護保険のリハの変遷

石川 誠（輝生会） 作業療法ジャーナル
（0915-1354）48巻7号 
Page544-548
（2014.06）

解説／
特集

2014256488 地域住民の生活習慣と健康状態　
加入医療保険別の検討

新井 明日奈（北海道大
学大学院 医学研究科）, 
中筋 咲良, 大林 由英, 玉
城 英彦

北海道公衆衛生学雑誌
（0914-2630）27巻1特
別付録 Page65
（2013.11）

会議録

2014245202 医師として知っておくべき介護・福
祉のイロハ（第2回）　訪問看護って
どんなことをしているの?　介護保
険の訪問看護?医療保険の訪問看護
?病院とは違う看護師さんのお仕事

喜瀬 守人（日本医療福
祉生活協同組合連合会
家庭医療学開発センタ
ー）

Gノート（2188-3033）
1巻2号 
Page264-270
（2014.06）

解説

2014244494【エビデンスに基づく褥瘡ケアUP-
DATE】 （PartI-1）褥瘡ケアの基礎知
識　褥瘡ケアと医療保険

台蔵 晴久（金沢医科大
学 形成外科）, 川上 重
彦

臨床栄養（0485-1412）
124巻6号 
Page693-699
（2014.05）

解説／
特集

2014242873 生活期における医療保険から介護保
険への円滑な移行について　いつ、
誰が、何を実践すればよいのだろう

小泉 幸毅（共和会小倉
リハビリテーション病
院）

高知県理学療法（1342-
4920）20号 
Page3-7（2013.03）

解説
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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
2014261299 今後必要となる医薬品情報とは? 欧

米における添付文書情報等のPublic 
Domain（公有）性の現況

陸 寿一（沢井製薬 研究
開発本部）

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻1号 
Page31-37（2014.06）

解説

2014259834 日本版NIH創設に向けた新しい指標
の開発　パイプラインにつながる特
許判別指標の応用

治部 眞里（経済協力開
発機構）, 長部 喜幸

情報管理（0021-7298）
57巻3号 
Page178-186
（2014.06）

解説

2014259687 医薬品工場における原価マネジメン
トと製造コスト低減への取り組み

村田 兼一（村田兼一コ
ンサルティング）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻7別
冊 
 Page1437-1442
（2014.06）

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
2014262334 心大血管疾患リハビリテーション料

届出医療機関の動向　2012年度診
療報酬改定後の心臓リハビリテーシ
ョンの現状

小山 照幸（東京都健康
長寿医療センター リハ
ビリテーション科）

心臓リハビリテーショ
ン19巻2号 
Page250-255
（2014.06）

原著論文

2014259687 医薬品工場における原価マネジメン
トと製造コスト低減への取り組み

村田 兼一（村田兼一コ
ンサルティング）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻7別冊 
Page1437-1442
（2014.06）

解説

2014257335 2008年の診療報酬改定が医療ソー
シャルワーカーの業務に与えた変化
に関する一考察　質問紙・インタビ
ュー調査を用いて

小銭 寿子（名寄市立大
学 保健福祉学部 社会福
祉学科）, 久永 聖人

名寄市立大学紀要
（1881-7440）8巻 
Page65-72（2014.03）

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
2014244692 血液透析患者の腎性貧血に対する

C.E.R.A.の有用性について　rHuE-
POからの切換え投与が病院経営に
及ぼす影響をふまえて

古田 和也（早徳病院 薬
局）, 西岡 恵子, 河合 永
晴

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）50巻6号
 Page749-752
（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014235308 病院経営管理へのDPCデータ活用
の試み　費用対効果の評価

武藤 浩史（札幌社会保険
総合病院 経営企画室）, 
北村 大輔, 長瀬 博明, 秦 
温信, 佐々木 文章

札幌社会保険総合病院
医誌（1342-6656）22巻 
Page50-54（2014.02）

原著論文
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2014259679 医薬品市場の主役となる抗体医薬　
抗体医薬の研究開発における特徴

宮重 徹也（富山高等専
門学校 国際ビジネス学
科）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻7号 
Page1245-1248
（2014.06）

解説

2014258217 薬剤のリスクマネジメント 医薬品
リスク管理計画（Risk Management 
Plan）への期待と課題　製薬企業の
立場から

山田 知子（MSD グロー
バル研究開発本部ファ
ーマコビジランス&amp;
リスクマネジメント領
域）, 村上 恭子, 川野 正
記, 沢田 繁, Krishna Ba-
hadursingh

日本臨床医学リスクマ
ネジメント学会・学術
集会プログラム・抄録
集12回 
Page61（2014.05）

会議録

2014258214 薬剤のリスクマネジメント 外資系
製薬企業における医薬品の安全性リ
スクマネジメント

青木 文代（ノバルティ
スファーマ 開発本部 安
全性情報部）

日本臨床医学リスクマ
ネジメント学会・学術
集会プログラム・抄録
集12回 
Page59（2014.05）

会議録

2014256895 ヒューマン・ヘルスケア企業を目指
す

高山 千弘（エーザイ） 日本ルーラルナーシン
グ学会誌（1881-2783）
9巻 
Page69（2014.04）

会議録

2014255211 医療現場から創薬へのアプローチ 内海 潤（がん研究会） アニムス（1342-0119）
19巻2号 
Page40-44（2014.04）

解説

2014246869 再生医療関連二法と医療産業の今後 矢崎 雄一郎（テラ）, 北
條 元治

日本医事新報（0385-
9215）4707号 
Page60（2014.07）

Q&A

2014245626 日本発の創薬革命　革新的創薬・育
薬に向けたアカデミア・行政・企業
の果たすべき役割　メトリックス分
析から見えてくる我々の取り組むべ
き課題　日本の強みをさらに活かす
ために　メトリックス分析を用いた
国内臨床試験のパフォーマンス分析　
内資系企業の経験から

河村 裕二（アステラス
製薬 開発本部 臨床管理
部）

臨床医薬（0910-8211）
30巻5号
 Page405-408
（2014.05）

解説

2014240460【がん対策推進基本計画具体化に向
けてのがん研究・診療・教育の方向
性】 早期・探索的臨床試験拠点での
がん新薬開発

大津 敦（国立がん研究
センター早期・探索臨
床研究センター）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻4号 
Page530-535
（2014.04）

解説／
特集

2014240459【がん対策推進基本計画具体化に向
けてのがん研究・診療・教育の方向
性】 創薬支援ネットワークによる新
薬開発支援とその意義

中西 理（医薬基盤研究
所 創薬支援戦略室 西日
本統括部）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻4号 
Page524-529
（2014.04）

解説／
特集

2014232038 薬剤の包装変更における情報収集お
よび発信に関する検討

浦田 元樹（大野記念病
院 薬剤部）, 立花 真史, 
北村 芳子

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集16回 
Page129（2013.08）

会議録
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