
医療経済関係研究論文（10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
2014297815 Digestシリーズ　日本の医学・医療

政策の動向（Vol.4）　医療を支える
医学の進歩　新たな医療分野の研究
開発体制の構築

宮嵜 雅則（厚生労働省 
大臣官房厚生科学課）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
40巻9号
Page428-430（2014.08）

解説

2014296072【地域における統合失調症医療の新
たな展開】 多職種アウトリーチサー
ビスと医療経済　診療報酬上の課題
と今後

吉田 光爾（国立精神・
神経医療研究センター
精神保健研究所 社会復
帰研究部）, 伊藤 順一郎

精神神経学雑誌（0033-
2658）116巻6号 
Page499-504
（2014.06）

原著論文
／
特集

2014292110 周術期管理の標準化と術後アウトカ
ムについて　臨床的エンドポイント
と医療経済性の示唆を交えて

鈴木 利保（東海大学 医
学部 外科学系麻酔科）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
15巻Suppl. 
Page168（2014.06）

会議録

2014291318 超高齢社会の到来と医療政策の展
望

辻 哲夫（東京大学高齢
社会総合研究機構）

山形県公衆衛生学会講
演集40回 
Pagenp1（2014.03）

会議録

2014279945【アルコール健康障害対策基本法に
よって何が変わるか】 医療経済面か
らの考察

梶谷 恵子（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）, 川渕 孝一

Frontiers in Alcoholism
（2187-9613）2巻2号 
Page150-154
（2014.07）

解説／
特集

2014271903 戦後の医療政策で見られた「合成の
誤謬」

福永 肇（藤田保健衛生
大学 医療科学部 医療経
営情報学科）, 山内 一信

日本医史学雑誌（0549-
3323）60巻2号 
Page138（2014.06）

会議録

2014270851 薬剤師による薬学的介入から得られ
る医療経済効果の推算

田坂 祐一（愛媛大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
田中 亮裕, 井門 敬子, 田
中 守, 荒木 博陽

医療薬学（1346-342X）
40巻4号 
Page208-214
（2014.04）

原著論文
／
比較研究



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
2014298129【関節リウマチに対する生物学的製

剤に関する最近の知見】 PRESERVE
試験

川人 豊（京都府立医科大
学大学院 医学研究科 免
疫内科学）

リウマチ科（0915-227X）
52巻1号 
Page14-17（2014.07）

解説／
特集

2014298002【先端的医薬品等におけるレギュラ
トリーサイエンス研究の現状・課題】 
DDS製剤開発における課題とレギ
ュラトリーサイエンス

粕川 博明（テルモ 研究
開発本部）

Drug Delivery System
（0913-5006）29巻3号 
Page226-235
（2014.07）

解説／
特集

2014297417 レセプトデータを活用した医療費適
正化の取組み

原垣内 清治（呉市 保険
年金課）

保険診療（0385-8588）
69巻7号 
Page68-72（2014.07）

解説

2014297033 過剰診断を避けるために　Multipa-
rametric MRIに基づいた前立腺癌ス
クリーニングによる臨床的意義のあ
る癌の診断効率の検討

鴨井 和実（京都府立医科
大学大学院 医学研究科 
泌尿器外科学）, 北村 浩
二, 沖原 宏治, 本郷 文弥, 
納谷 佳男, 中村 晃和, 内
藤 泰行, 中西 弘之, 藤原 
敦子, 三木 恒治

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）
22巻1号 
Page63（2014.07）

会議録

2014296816 初期療法におけるスギ花粉症患者の
治療コストと治療満足度

岡田 啓司（アプコ東尾
道薬局）, 豊田 芳彦, 石
田 制利, 清水 秀樹, 宮
野 良隆, 山口 巧, 難波 
弘行

日本花粉学会会誌
（0387-1851）60巻1号 
Page5-12（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014296512【医療安全のために薬剤師力を活か
す　ジェネリック医薬品の評価と選
択】 （第1章）ジェネリック医薬品採
用のポリシー　ジェネリック医薬品
の導入実績と経済効果

小池 博文（横浜市立大
学附属病院 薬剤部）

薬事（0016-5980）
56巻8号 
Page1185-1188
（2014.07）

解説／
特集

2014296053 沖縄における精神障がい者の地域リ
ハビリテーション　実践の歩みと展
望

仲本 晴男（沖縄県立総
合精神保健福祉センタ
ー）

精神障害とリハビリテ
ーション（1343-0386）
18巻1号 
Page76-82（2014.06）

解説

2014295860【今求められているPACSとは?】 
（Part.1）米国PACS最新事情　レポ
ート　アメリカの医療IT政策から、
PACSの最新事情まで

ミッチェル・シロン （GE
ヘルスケア・ジャパン 
ヘルスケアIT本部）, 松
葉 香子

Rad Fan（1348-3498）
12巻7号 Page74-77
（2014.06）

解説／
特集

2014292930 用時購入依頼書を用いた医薬品在庫
管理によるコストダウン効果につい
て

稲嶺 盛人（沖縄徳洲会
中部徳洲会病院）, 友寄 
幸子, 伊波 潔

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
15巻Suppl. 
Page313（2014.06）

会議録

2014292630 胃がんの疾病費用（Cost of illness）
の日本・台湾・韓国の比較

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, 
瀬戸 加奈子, 藤田 茂, 
長谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
15巻Suppl. Page260
（2014.06）

会議録



2014292435 医療専門職認定制度についての提案　
診療放射線技師認定専門技師の事例

片桐 邦彦（京都市立病
院 放射線技術科）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
15巻Suppl. 
Page228（2014.06）

会議録

2014289688【最新肥満症学-基礎・臨床研究の最
前線-】 肥満症対策における費用対
効果

勝川 史憲（慶応義塾大
学スポーツ医学研究セ
ンター）

日本臨床（0047-1852）
72巻増刊4 最新肥満症学 
Page707-710（2014.05）

解説／
特集

2014288146 リンパ腫治療アウトカムとしての
Quality Indicator

岩月 啓氏（岡山大学） 日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）124巻5号 
Page955（2014.04）

会議録

2014286837 頭部傷害患者におけるPEGカテー
テルを用いた臨床でのPEGは実施
可能であり費用対効果が高い（Bed-
side PEG in head injury patients 
using indigenous PEG catheter is 
feasible and cost eff ective）（英語）

Balsarkar Dharmesh
（Deparment of General 
Surgery, B.Y.L. Nair Ch. 
Hospital）

Gastroenterological 
Endoscopy
（0387-1207）56巻
Suppl.1 
Page1113（2014.04）

会議録

2014283136 成人肺炎球菌感染症に対する13価
肺炎球菌結合型ワクチンの費用効果
分析

大野 孝順（ファイザー）, 
井上 幸恵, 渡辺 彰

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）3巻増刊 
Page197（2014.03）

会議録

2014280482 Sonohysterosalpingography　不妊
精密検査の適切な選択（Sonohys-
terosalpingography: a suitable 
choice in infertility workup）（英語）

Graziano Angela（Section of 
Obstetrics and Gynaecology, 
Department of Biomedical 
Sc i ences and Advanced 
The rap ies , Un i ve r s i t y o f 
Ferrara）, Lo Monte Giuseppe, 
S o a v e I l a r i a , C a s e r t a 
D o n a t e l l a , M o s c a r i n i 
Massimo, Marci Roberto

Journal of Medical 
Ultrasonics
（1346-4523）40巻3号 
Page225-229
（2013.07）

原著論文
／
比較研究

2014279576 費用対効果の改善を期待した同種造
血幹細胞移植患者に対するリハビリ
テーション介入

井上 順一朗（神戸大学医
学部附属病院 リハビリ
テーション部）, 岡村 篤
夫, 小野 玲, 牧浦 大祐, 
柏 美由紀, 土井 久容, 石
橋 有希, 三浦 靖史, 酒井 
良忠, 佐浦 隆一

理学療法学
（0289-3770）40巻大会
特別号3 
PageP-C内部-074
（2013.05）

会議録

2014278438 住民主導型介護予防事業「鬼石モデ
ル」参加者における医療費の変化  

浅川 康吉（群馬大学大
学院 保健学研究科）, 遠

藤文雄, 黒澤 光義

理学療法学
（0289-3770）40巻大会
特別号3 
PageO-B生活-078
（2013.05）

会議録

2014278069【がん患者の就労を支える】 職場で
がんを乗り越える　がん治療前後の
就労支援

金 容壱（聖隷浜松病院 
化学療法科）

労働の科学
（0035-7774）69巻6号 
Page338-341（2014.06）

解説／
特集

2014278068【がん患者の就労を支える】 がん患
者が幸せに働き暮らすことができる
社会づくり

近藤 明美（近藤社会保
険労務士事務所）

労働の科学
（0035-7774）69巻6号 
Page334-337（2014.06）

解説／
特集



2014277642 人間ドックにおける基本検査項目等
のデルファイ法による社会経済的研
究

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）, 杉森 裕
樹, 佐藤 敏彦, 中山 健夫, 
高谷 典秀, 渡辺 清明, 山
門 實, 学術委員会基準検
査検討小委員会

人間ドック
（1880-1021）29巻1号 
Page52-64（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014276464 アレルギー疾患と職業　アレルギー
疾患を持つ従業員と職場環境 花粉
症患者における労働生産性の損失

荻野 敏（大阪大学 保健
学科）

日本職業・環境アレル
ギー学会雑誌
（1349-5461）22巻1号 
Page37（2014.06）

会議録

2014276422 広島県支部「皮膚の日市民公開講座
アンケート調査」

望月 満, 佐藤 茂樹 日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）31巻3号 
Page425-429（2014.04）

原著論文

2014275477 法的手続と定期催告強化における有
用性の検証

年藤 陽香（江別市立病
院 事務局医事課医事係）

江別市立病院誌7巻1号 
Page72-74（2014.03）

解説

2014275261 ICUにおける注射薬廃棄に関する現
状調査

原田 大（東京慈恵会医
科大附属病院 薬剤部）, 
内野 滋彦, 須田 奈美, 北
村 正樹, 瀧浪 將典, 川
久保 孝

日本集中治療医学会雑誌
（1340-7988）21巻3号 
Page293-295
（2014.05）

原著論文

2014274099 身近な話題・世界の話題　造血器
腫瘍診療ガイドラインの紹介

大西 一功（浜松医科大学 
腫瘍センター）

血液フロンティア
（1344-6940）24巻6号 
Page920-924（2014.05）

解説

2014272390 受診勧奨におけるアプローチ手法の
違いによるコスト対効果について

日山 富士代（合同会社
カルナヘルスサポート）, 
中島 直樹, 小林 邦久, 西
田 大介, 栄木 孝子, 末森 
紘子, 高柳 涼一, 井口 登
與志

糖尿病（0021-437X）
57巻4号 
Page295（2014.04）

会議録

2014272066 医療技術と薬剤の評価に関する国際
動向

川上 浩司（京都大学大学
院 医学研究科 薬剤疫学）

血液内科（2185-582X）
68巻4号 
Page548-551（2014.04）

解説

2014270348 選択的ダプトマイシン静脈投与と
バンコマイシン創内散布による脊
椎手術部位感染予防とその費用対
効果の検討

佐竹 宏太郎（JA愛知県
厚生連江南厚生病院 整
形外科）, 松本 明之, 田
中 智史, 山口 英敏, 金
村 徳相

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
5巻3号 
Page634（2014.03）

会議録



2014264193 Clostridium diffi  cile関連下痢症診断
におけるC.DIFF QUIK CHEKコン
プリートを用いた新アルゴリズムの
費用対効果

長田 ゆかり（名古屋大学
医学部附属病院 医療技
術部 臨床検査部門）, 井
口 光孝, 三田 直美, 嶋岡 
菜美, 中西 由起子, 伊藤 
まゆみ, 藤田 絢子, 望月 
まり子, 冨田 ゆうか, 平
林 亜希, 加藤 大三, 八木 
哲也

日本臨床微生物学雑誌
（0917-5059）23巻4号 
Page174（2013.12）

会議録

2014264171 当院でのBruker MaldiTof-MS導入
経緯と使用経験について

上村 桂一（中東遠総合医
療センター 微生物検査
室）, 鈴木 健之

日本臨床微生物学雑誌
（0917-5059）23巻4号 
Page163（2013.12）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014296859 虫垂切除術における手術部位感染が

与える在院日数と直接医療費への影
響の多施設共同調査

清水 潤三（大阪労災病
院 外科）, 堂野 恵三, 樫
村 暢一, 小西 敏郎, 若
月 俊郎, 草地 信也, 炭
山 嘉伸

日本外科感染症学会雑
誌（1349-5755）
11巻3号 
Page201-207
（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014293229 レセプトデータ突合による医療費増
加のリスク因子の検討　特定健康診
査における質問表および各検査項目
の分析

玉置 洋（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）, 平塚 義宗, 
岡本 悦司, 熊川 寿郎

厚生の指標
（0452-6104）61巻6号 
Page1-5（2014.06）

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
2014297309 オバマケア改革の保険加入　義務づ

けを支える医療保険数理　民間保険
者間の公平な医療費適正化競争を促
すリスク調整の手法

岩崎 宏介（日本アクチ
ュアリー会）, 村山 令二

社会保険旬報
（1343-5728）2573号 
Page10-15（2014.07）

解説

2014296297 TPP参加と日本の医療制度の将来 村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学）

栃木県医学会々誌
（0285-6387）44巻 
Page98-112（2014.06）

解説

2014264936 乳癌局所治療における新展開 先進
医療制度に承認された新しい乳がん
局所療法としてのラジオ波熱焼灼療
法（RFA）多施設共同研究

木下 貴之（国立がん研
究センター中央病院 乳
腺外科）, 山本 尚人, 藤
澤 知巳, 土井原 博義, 
青儀 健二郎, 和田 徳昭, 
高橋 将人, 増田 慎三, 
大谷 彰一郎, 麻賀 創太

日本外科学会雑誌
（0301-4894）115巻臨
増2 
Page120（2014.03）

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
2014298602 Nursing View　看護に役立つトレン

ドを知る　薬価が安く、服薬コンプ
ライアンスが向上する　知っておき
たい「配合薬」（その1）　降圧薬の配
合薬

浜田 康次（日本医科大
学千葉北総病院 薬剤
部）

ナーシング
（0389-8326）
34巻10号 Page4-5
（2014.08）

解説

2014296072【地域における統合失調症医療の新
たな展開】 多職種アウトリーチサー
ビスと医療経済　診療報酬上の課題
と今後

吉田 光爾（国立精神・
神経医療研究センター
精神保健研究所 社会復
帰研究部）, 伊藤 順一郎

精神神経学雑誌
（0033-2658）116巻6号 
Page499-504
（2014.06）

原著論文
／
特集

2014292096 手術原価管理システムデータを用い
た、手術室業務改善の取組

平 敦子（広島市立安佐
市民病院 中央手術室）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
15巻Suppl. 
Page162（2014.06）

会議録

2014285146 診療報酬に関する看護師の意識とそ
れに対応した学習会の効果

吉井 正樹（公立七日市
病院）, 横尾 美和子, 一
倉 知子, 大澤 幸枝

日本看護学会論文集: 看護
管理（1347-8184）44号 
Page245-248（2014.04）

原著論文

2014273697 回復期リハビリテーション病棟にお
ける2012（平成24）年度診療報酬
改定に伴う中等度・重度嚥下障害患
者層の変化

佐藤 新介（西広島リハ
ビリテーション病院 リ
ハビリテーション科）, 
岡本 隆嗣, 荒川 良三, 沖
田 啓子, 渡邉 光子

Journal of Clinical 
Rehabilitation
（0918-5259）23巻6号 
Page609-612
（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014264075 高尿酸血症頻度の年齢差の原因　
診療報酬明細書（レセプト）データ
ベースを利用した解析

箱田 雅之（安田女子大
学 家政学部 管理栄養学
科）, 冨田 眞佐子

痛風と核酸代謝
（1344-9796）37巻2号 
Page111-116（2013.12）

原著論文
／
比較研究

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014293409 女性看護師のバーンアウトの仕事の

生産性への影響
井奈波 良一（岐阜大学 
大学院 医学系研究科 産
業衛生学分野）

日本職業・災害医学会会誌
（1345-2592）62巻3号 
Page173-178（2014.05）

原著論文
／
比較研究



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
2014298002【先端的医薬品等におけるレギュラ

トリーサイエンス研究の現状・課題】 
DDS製剤開発における課題とレギ
ュラトリーサイエンス

粕川 博明（テルモ 研究
開発本部）

Drug Delivery System
（0913-5006）29巻3号 
Page226-235
（2014.07）

解説／
特集

2014297564 期待されるメディカル・アフェアー
ズの課題と役割

片山 泰之（ファイザー）, 
仁平 新一, 松井 慶太, 北
島 行雄

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）45巻7号 
Page542-554（2014.07）

座談会

2014296520【医療安全のために薬剤師力を活か
す　ジェネリック医薬品の評価と選
択】 （第5章）ジェネリック医薬品企
業に求めること　現場の声を製品開
発に活かす

小池 博文（横浜市立大
学附属病院 薬剤部）

薬事（0016-5980）56
巻8号 
Page1263-1265
（2014.07）

解説／
特集

2014296161 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　コンパニオン診
断薬と新薬の同時開発に向けた現状
と展望　製薬会社におけるCoDx開
発戦略の現状と課題

竹下 滋（アステラス製
薬 開発本部 臨床薬理
部）

臨床医薬
（0910-8211）30巻6号 
Page469-473
（2014.06）

解説

2014277944【技術情報としての特許情報を探る】 
科学技術情報としての特許情報の取
扱の現状と問題点

松永 敦夫（持田製薬 知
的財産部）, 石川 浩

情報の科学と技術
（0913-3801）64巻7号 
Page265-270（2014.07）

解説／
特集

2014276646 適応拡大の多様な側面 諸川 由実代（大和会西
毛病院 臨床医学研究セ
ンター）

臨床精神薬理
（1343-3474）17巻7号 
Page931-940（2014.07）

総説

2014270755【RI内用療法の進歩】 RI内用療法の
現状と将来のために（レビュー）

絹谷 清剛（金沢大学 医
薬保健研究域保健学系
核医学）

PET Journa l（2186-
022X）25号 
Page38-40（2014.03）

解説／
特集


