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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、
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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
2014372589 教育資源の共有化と地域医療　医

学シミュレーション教育の意義と
医療経済的課題

安川 文朗（横浜市立大
学 国際総合科学部）, 五
十嵐 寛

医療経済研究（1340-
895X）25巻2号 
Page99-113
（2014.07）

解説

2014371243 超高齢者弁膜症手術における医療
経済学的なピットホール

長堀 隆一（東京慈恵会
医科大学 心臓外科）, 坂
本 吉正, 儀武 路雄, 松
村 洋高, 井上 天宏, 中
村 賢, 中尾 充貴, 高木 
智充, 木南 寛造, 橋本 
和弘

日本心臓血管外科学会
雑誌（0285-1474）43
巻Suppl. Page317
（2014.01）

会議録

2014366601 職場のメンタルヘルス活動の評価 
経済学から見た医療政策・医療サ
ービスの評価　米国の動向を中心
に

工藤 進（福井県立大学 
経済学部）

日本衛生学雑誌（0021-
5082）68巻Suppl. 
PageS151（2013.03）

会議録

2014363358 持続型ESA製剤の評価　薬効と医
療経済的な視点から

佐藤 弘子（愛有会岩崎
病院）, 山本 理恵, 前田 
順司, 山地 千奈美, 佐々
木 ゆかり, 岩崎 泰憲, 
祖父江 理, 原 大雅

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻
Suppl.1 Page775
（2014.05）

会議録

2014361205 透析施設経営の未来を考える 日本
の医療政策の決定過程

梅村 聡（日本医師会総
合政策研究機構）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻
Suppl.1 Page380
（2014.05）

会議録

2014361201 透析施設経営の未来を考える 透析
施設経営と医療経済

古松 慶之（藤井寺敬任
会クリニック）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻
Suppl.1 Page379
（2014.05）

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
2014375375 7S活動経過報告　流動カップ"から

"コップ"へ"
辻 智美（加古川東市民
病院 栄養管理室）

加古川市民病院機構誌
（2187-2198）1巻 
Page93-94（2012.01）

解説

2014374914 費用対効果を高める減量支援プロ
グラムの提案

中田 由夫（筑波大学 医
学医療系）, 橋本 幸一, 
小林 裕幸, 田中 喜代次

日本肥満症治療学会学
術集会プログラム・抄
録集32回 Page122
（2014.07）

会議録

2014374238【生理機能検査の進歩】 生理機能検
査システム

下坂 浩則（東京大学医
学部附属病院 検査部）, 
小室 貴子

医療機器学（1882-
4978）84巻4号 
Page474-480
（2014.08）

解説／
特集

2014373305 DR　既存薬が新薬に生まれ変わる
温故知新のサイエンス!（第１回）
なぜ今DRなのか　創薬の新しい流れ

水島 徹（慶応義塾大学 
薬学部）

実験医学（0288-5514）
32巻14号 Page2277-
2281（2014.09）

解説　　

2014370976 身体活動への支払意思額を介した
社会経済的地位と身体活動の関連

松下 宗洋（早稲田大学 
大学院 スポーツ科学研
究科）, 原田 和弘, 高橋 
将記, 中村 彩希, 秦 希
久子, 稲山 貴代, 荒尾 孝

日本健康教育学会誌
（1340-2560）22巻
Suppl. Page103
（2014.07）

会議録

2014359779 医療経済評価へのレセプトデータ
の 活 用　 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患
（COPD）患者における傷病名と治
療薬の集計

茂木 まどか（明治薬科
大学）, 赤沢 学

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年
会4号 Page70
（2014.03）

会議録

2014347380 CKDG5～5D対策の現状と解決すべ
き課題 CKD5D対策の医療経済エビ
デンス

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）

日本腎臓学会誌（0385-
2385）56巻3号 
Page262（2014.05）

会議録

2014345165 リハビリテーション医に必要な医療
経済・政策学の視点と基礎知識　効
果的・効率的で公平なリハビリテー
ションのために

二木 立（日本福祉大学） The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
51巻Suppl. PageS167
（2014.05）

会議録

2014343677 医療経済の点で心臓の多列検出器
CTが冠動脈疾患に与える影響（The 
Impact of Cardiac Multi-Detector 
Computed Tomography on Coro-
nary Artery Disease in Medical 
Economy）（英語）

Fujita Chikara（Depart-
ment of Cardio logy, 
T o y ama Red C r o s s 
Ho s p i t a l）, A b u r a o 
Toru, Yoshida Tai j i , 
Katsuda Shoji, Kaku 
Bunji, Taguchi Tomio, 
Nitta Yutaka, Kawashiri 
Masaaki, Fujino Nobo-
ru, Ino Hidekazu, Yam-
agishi Masakazu

Circulation Journal
（1346-9843）76巻
Suppl.I Page2920
（2012.03）

会議録
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2014366600 職場のメンタルヘルス活動の評価 
事業所におけるメンタルヘルス対
策の費用効果分析

垂水 公男（尼崎市保健
所）, 萩原 明人

日本衛生学雑誌（0021-
5082）68巻Suppl. 
PageS150（2013.03）

会議録

2014362968 安定した腹膜透析患者において、2
週毎にDA、CERAを投与する条件
下での換算比率と薬剤費について
の検討

板野 祐也（大垣市民病
院 糖尿病・腎臓内科）, 
三浦 絵美梨, 榎本 康宏, 
永田 高信, 藤谷 淳, 柴
田 大河, 大橋 徳巳, 傍
島 裕司

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻
Suppl.1 Page709
（2014.05）

会議録

2014362861 週15時間透析は妥当な選択か?　
臨床効果と対費用効果からの検証

正野 武文（百武医院）, 
百武 宏幸

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻
Suppl.1 Page691
（2014.05）

会議録

2014360213 出生直後の高額医療費と妊娠中の
薬剤曝露について

赤沢 学（明治薬科大学）, 
小田 美沙子, 小原 拓, 栗
山 進一

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年
会4号 Page144
（2014.03）

会議録

2014358356 小児髄芽腫の陽子線治療による蝸
牛線量低減の費用効果分析（Cost-
eff ectiveness analysis of cochlear 
dose reduction by proton beam 
therapy for medulloblastoma in 
childhood）（英語）

Hi r a n o Em i（Tok y o 
Medica l and Denta l 
University. Faculty of 
Dentistry. School of 
Dentistry）, Fuji Hiroshi, 
Onoe Tsuyoshi, Kumar 
Vinay, Shirato Hiroki, 
Kawabuchi Koichi

Journal of Radiation 
Research（0449-
3060）55巻2号 
Page320-327
（2014.03）

原著論文

2014358228 高解像度融解曲線アッセイによる
薬物耐性結核菌の迅速検出（High 
resolution melting curve assay for 
rapid detection of drug-resistant 
Mycobacterium tuberculosis）（英
語）

N a g a i Y u h k i（M i e 
Prefecture Health and 
Environment Research 
I n s t i t u t e）, I w a d e 
Yoshito, Hayakawa Eri, 
Nakano Manabu, Sakai 
Takashi, Mitarai Satoshi, 
Katayama Masahiko, 
N o s a k a T e t s u y a , 
Yamaguchi Tetsuo

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）19巻6
号 Page1116-1125
（2013.12）

原著論文

2014357865 教育シリーズ　Dermatomycosis　
外用薬

五十棲 健（東京警察病
院 皮膚科）

Medical Mycology 
Journal（2185-6486）
54巻3号 Page269-
278（2013.07）

解説

2014356712 交通事故による小児の脳外傷　事
故の実態から予防まで

栗原 まな（神奈川県総
合リハビリテーション
センター 小児科）

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）118巻8
号 Page1190-1201
（2014.08）

解説

2014356009 感染症　今月の話題　B型肝炎ウイ
ルス母子感染予防の新しい接種法
と今後の方向

鍵本 聖一（埼玉県立小
児医療センター 総合診
療科）

小児科臨床（0021-
518X）67巻9号 
Page1584-1588
（2014.09）

解説
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2014355456【最新臨床高血圧学-高血圧治療の
最前線-】 高血圧の診断法、治療の
費用対効果の評価

齊藤 郁夫（全国銀行協
会）

日本臨床（0047-1852）
72巻増刊６ 最新臨床
高血圧学 Page41-47
（2014.08）

解説／
特集

2014354669 感染症の数理モデルを利用したイ
ンフルエンザ予防接種の最適化　
費用対効果に優れた高齢者予防方
法の特定

西浦 博（東京大学大学
院 医学系研究科国際社
会医学講座）

未病と抗老化（1347-
667X）23巻 Page51-
57（2014.07）

原著論文

2014354660 補綴治療の知恵袋　どちらがどち
ら?（第６回）（最終回）　コンポジッ
トレジン、保険適用と保険適用外
ではどう違う?　メーカーへのアン
ケート調査結果より

英 將生（鶴見大学 歯学
部 保存修復学講座）, 山
本 雄嗣, 桃井 保子

Quintessence of Dental 
Technology
（0388-2705）39巻８
号 Page1212-1214
（2014.08）

Q&A

2014350683 質量分析は微生物検査をどのよう
に変えたのか VITEK MS導入後に
変わったこと、わかったこと

渡 智久（旭川医科大学
附属病院 臨床検査・輸
血部）

日臨技北日本支部医学
検査学会抄録集2回 
Page76（2013.09）

会議録

2014349109 季節性インフルエンザワクチン接
種の有効性及び企業負担によるワ
クチン接種の費用便益検討

今城 祥子（富士ソフト 
健康管理室）, 豊原 千晴, 
田中 和行, 三木 幸次郎

産業衛生学雑誌（1341-
0725）55巻臨増 
Page427（2013.05）

会議録

2014348495 ポストEBMの時代は来たのか　エ
ビデンスとアート 医療データベー
スと漢方医学研究　大建中湯を用
いた外科周術期管理の効果と費用

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科 公共
健康医学専攻 臨床疫
学・経済学）

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）65巻別冊 
Page131（2014.05）

会議録

2014345165 リハビリテーション医に必要な医
療経済・政策学の視点と基礎知識　
効果的・効率的で公平なリハビリ
テーションのために

二木 立（日本福祉大学） The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
51巻Suppl. PageS167
（2014.05）

会議録

2014344833 救急救命病棟での薬剤適正使用と
医療費削減を目指したチーム医療
の推進

山形 亜紀子（東京都立
広尾病院 薬剤科）, 鈴木 
咲絵, 畑野 恵, 白石 範子

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）17巻
2号 Page293
（2014.04）

会議録

2014343677 医療経済の点で心臓の多列検出器
CTが冠動脈疾患に与える影響（The 
Impact of Cardiac Multi-Detector 
Computed Tomography on Coro-
nary Artery Disease in Medical 
Economy）（英語）

Fujita Chikara（Depart-
ment of Cardio logy, 
T o y ama Red C r o s s 
Ho s p i t a l）, A b u r a o 
Toru, Yoshida Tai j i , 
Katsuda Shoji, Kaku 
Bunji, Taguchi Tomio, 
Nitta Yutaka, Kawashiri 
Masaaki, Fujino Nobo-
ru, Ino Hidekazu, Yam-
agishi Masakazu

Circulation Journal
（1346-9843）76巻
Suppl.I Page2920
（2012.03）

会議録
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2014341017 循環器医療の社会経済的評価　予
防から高度医療まで 経カテーテル
大動脈弁移植の経済的評価　バル
ーン大動脈弁形成術と内科的治療
法の費用便益比較（Socio-econom-
ic Assessment of Cardiovascular 
Disease Medicine: from Preven-
tion to Advanced Treatment: Eco-
nomical Assessment of Transcath-
eter Aortic Valve Implantation: 
Cost-benefit Comparisons with 
Balloon Aortic Valvuloplasty and 
Medical Treatment）（英語）

T a k a n o H i t o s h i
（D e p a r t m e n t o f 
Card io logy , N ippon 
M e d i c a l S c h o o l）, 
Takayama Morimasa, 
Yasutake Masahiro, 
Mizuno Kyoichi

Circulation Journal
（1346-9843）76巻
Suppl.I Page222
（2012.03）

会議録

2014341016 循環器医療の社会経済的評価　予
防から高度医療まで 急性非代償性
心不全の管理におけるクリニカル
パスアプローチの臨床的および経
済的貢献（Socio-economic As-
sessment of Cardiovascular Dis-
ease Medicine: from Prevention to 
Advanced Treatment: Clinical and 
Economical Contribution of the 
Clinical Pathway Approach in the 
Management of Acute Decompen-
sated Heart Failure）（英語）

Watanabe Ichiro（De-
partment of Cardio-An-
giology, Kitasato Uni-
v e r s i t y S c h o o l o f 
Medicine）, Inomata 
Takayuki, Izumi Tohru

Circulation Journal
（1346-9843）76巻
Suppl.I Page221
（2012.03）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014372590 市場競争と供給者誘発需要　医療

費支出のマイクロデータ分析
角谷 快彦（名古屋大学 
大学院 経済学研究科）, 
小寺 俊樹

医療経済研究（1340-
895X）25巻2号 
Page114-125
（2014.07）

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
2014374830 日本の肥満外科手術に関する医療

費と医療保険システム（Medical 
cost and insurance system for bar-
iatric surgery in Japan）（英語）

Naitoh Takeshi（Depart-
ment of Surgery, Tohoku 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Tanaka Naoki, Miyachi 
Tomohiro, Tsuchiya 
Takahiro, Unno Michiaki

日本肥満症治療学会学
術集会プログラム・抄
録集32回 Page64
（2014.07）

会議録
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2014373584 医療保険者によるデータヘルスの
取組み

大島 一博（厚生労働省
保健局 総務課）

日本病態栄養学会誌
（1345-8167）17巻
Suppl. PageS-1
（2013.12）

会議録

2014361330 透析患者の心腎関連と睡眠時無呼
吸症候群 睡眠時無呼吸症候群の診
断のための簡易検査装置の位置づ
け　米国公的医療保険制度と比較
して

篠邉 龍二郎（愛知医科
大学 病院睡眠科）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻
Suppl.1 Page413
（2014.05）

会議録

2014361200 透析施設経営の未来を考える 透析
施設経営と医療制度

山川 智之（白鷺病院） 日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻
Suppl.1 Page379
（2014.05）

会議録

2014360333 8 ヵ国の医療制度比較による適正
な薬局配置と関連職種への業務の
移譲に関する検討

倉田 香織（東京薬科大
学）, 齋藤 充生, 齋藤 由
加里, 森並 健二郎, 松下 
良一, 竹亭 賢一, 高橋 喜
隆, 大森 清香, 金原 知祥, 
亀井 美和子, 土橋 朗, 西
村 香苗, 藤田 健二

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会
4号 Page164
（2014.03）

会議録

2014355660 米国の医療制度改革と医療の質 馬場園 明（九州大学大
学院 医学研究院 医療経
営・管理学講座）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）51
巻3号 Page177
（2014.07）

会議録

2014355593 福祉先進国スウェーデンから学ぶ
心不全看護　日本とスウェーデン
のケアシステムの違い　保健医療
制度・看護師主導の心不全外来

加藤 尚子（東京大学大
学院 医学系研究科 重症
心不全治療開発講座）

達人ナース: 経験知の
伝授誌（0916-6580）
35巻5号 Page75-79
（2014.08）

解説

2014354001 アメリカの医療制度と看護　実体
験を通じての日米の比較

大森 圭美（筑波大学大
学院 人間総合科学研究
科 博士後期課程）

看護教育研究学会誌
（1883-2822）6巻1号 
Page33-39（2014.06）

解説

2014350374 医療保険制度を考える　日本、ア
メリカ、デンマークの比較

今井 久（山梨学院大学 
社会科学研究科）

西日本皮膚科（0386-
9784）76巻3号 
Page267（2014.06）

会議録

2014348878 産業保健分野における健康会計　
企業内の健康情報を活用した社会
との対話 日本の産業競争力は、公
的医療保険制度が支えている

石原 謙（愛媛大学大学
院 医学系研究科 生命環
境情報解析部門 医療情
報学）

産業衛生学雑誌（1341-
0725）55巻臨増 
Page209（2013.05）

会議録

2014345597 生物学的製剤を使用している関節
リウマチ患者の医療保険、身体障
害者手帳取得、介護認定の状況

佐藤 正夫（岐阜大学 医
学部 整形外科）

The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine
（1881-3526）51巻
Suppl. PageS310
（2014.05）

会議録
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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
2014373570 製薬企業におけるファーマコゲノ

ミクスの現在と将来
末松 浩嗣（大正製薬 医
薬開発部）

Personalized Medicine 
Universe. Japanese 
Edition（2186-7070）
2巻 Page22-29
（2014.01）

総説

2014373305 DR　既存薬が新薬に生まれ変わる
温故知新のサイエンス !（第1回）　
なぜ今DRなのか　創薬の新しい流れ

水島 徹（慶応義塾大学 
薬学部）

実験医学（0288-5514）
32巻14号 Page2277-
2281（2014.09）

解説

2014354962 薬物代謝物の安全性試験ガイダン
ス対応のための定量技術

野沢 耕平（積水メディ
カル薬物動態研究所）

ぶんせき（0386-2178）
476号 Page422-427
（2014.08）

総説

2014354619 日米双方向から見た製薬会社にお
けるバイオマーカー研究と診断薬
開発の現状と期待

小田 吉哉（エーザイ） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻9
別冊 Page1879-1884
（2014.08）

解説

2014350875 新奇電子多回使用自己注射器　
THE FLEXI-Q EMU

メナヒム・ツッカー （エ
ルカム・メディカル社）

日本PDA学術誌GMP
とバリデーション
（1344-4891）15巻2
号 Page47-52
（2013.12）

解説

2014346462 相互に連繋した研究開発　薬剤研
究開発に関する将来の方向性（In-
terconnected R&D: A Future Di-
rection for Pharmaceutical Re-
search and Development）（英語）

Ta r d i f f B a r b a r a E .
（Wor ldwide head of 
Cl inical Informatics 
and Innavation Pfi zer）

臨床評価（0300-3051）
42巻Suppl.XXXII 
Page241-248
（2014.05）

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
2014348470 生薬資源確保の諸問題 漢方生薬及

び漢方エキス製剤の薬価引き上げ
請願署名（2013年1月～3月）

広中 隆志（広中内科ク
リニック・東洋医学研
究所）

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）65巻別
冊 Page101
（2014.05）

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
2014355651 公立病院における看護補助者の処

遇に関する研究　一般病院の経営
形態と地域にも着目して

石橋 賢治（富士見坂病
院経営研究所）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）51
巻3号 Page161-171
（2014.07）

原著論文
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2014346456 医療機関から見た日本の質は何か　
内科医の立場からの見解（What is 
Japan's Qual i ty as seen f rom 
Medical Inst i tu t ions?: f rom a 
Physician's Standpoint）

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）

臨床評価（0300-3051）
42巻Suppl.XXXII 
Page159-174
（2014.05）

解説

2014346455 日本の臨床試験の環境と能力　今か
ら直ちに取り組まねばならないこと
（Japan's Clinical Trial Environment 
and Capab i l i t i es : Th ings We 
should Do from Now on）

小林 和道（医薬産業政
策研究所）

臨床評価（0300-3051）
42巻Suppl.XXXII 
Page145-158
（2014.05）

解説

2014346449 公衆衛生の共同作業としての特許
の共同管理　NIHの経験と医学的特
許 の プ ー ル（Patent Pools as 
P u b l i c  H e a l t h  M e t a -
Collaborations: The Experience of 
NIH and the Medicines Patent 
Pool）（英語）

Ferguson Steven M.
（Office of Technology 
T r a n s f e r N a t i o n a l 
Institutes of Health）

臨床評価（0300-3051）
42巻Suppl.XXXII 
Page53-66（2014.05）

解説

2014346448 バイオベンチャー企業　成長戦略
と技術革新の重要性（Bioventures: 
Growth Strategies and Importance 
for Innovation）（英語）

Kneller Robert（東京大
学先端科学技術研究セ
ンター）

臨床評価（0300-3051）
42巻Suppl.XXXII 
Page41-52（2014.05）

解説
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