
医療経済関係研究論文（1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
2015014434 減量手術の医療経済学的分析　滋

賀医大と四谷メディカルキューブ
症例による検討

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）, 山本 寛, 
山口 剛, 村田 聡, 伊波 
早苗, 井深 陽子, 笠間 
和典, 中里 哲也, 谷 徹

肥満研究（1343-229X）
20巻2号 Page94-101
（2014.08）

原著論文

2015013374 地域医療と医療経済　心不全を持
つ生活者を支えるため、心不全地
域連携パスから北信州医療・生活
圏の多職種連携を活性化する

渡辺 徳（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 循環器センタ
ー循環器内科）, 長谷川 
悟, 田中 千恵子

循環器専門医
（0918-9599）22巻2号 
Page245-253
（2014.09）

解説

2015013284 Assertive Community Treatmentに
おける診療報酬の観点から見た医
療経済実態調査研究

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）, 前田 恵子, 
泉田 信行, 伊藤 順一郎

国立精神・神経医療研
究センター精神保健研
究所年報26号 
Page242（2013.09）

会議録

2015012794【子どもの風邪-新しい風邪診療を
目指して-】 風邪診療と医療制度　
風邪診療と医療経済

矢嶋 茂裕（矢嶋小児科
小児循環器クリニック）

治療（0022-5207）
96巻10号 Page1497-
1500（2014.10）

解説／
特集

2015012633 医療介護等政策コーナー　超高齢
社会における千葉県の医療政策　
高齢社会医療政策研究の活動報告
より

高橋 克日己（千葉大学医
学部附属病院）, 井上 崇, 
西出 朱美, 北山 裕子, 土
井 俊祐, 井出 博生, 中村 
利仁, 藤田 伸輔

千葉県医師会雑誌
（0910-7436）
66巻9号 Page482-487
（2014.09）

解説

2015012611 疫学・統計解析シリーズ　医療関
連感染領域における医療経済評価
の実施手法の概要

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
29巻5号 Page324-332
（2014.09）

解説
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2015011454 医療系学部生に対するB型肝炎ウイ
ルス（HBV）ワクチン接種の管理　
米国疾病管理予防センター（the 
Center for Disease Control and 
Prevention;CDC）の指針および医
療経済を鑑みた新しい管理法の確
立　基礎接種不反応者の管理

横山 裕一（慶応義塾大
学保健管理センター）, 
高山 昌子, 戸田 寛子, 
堂坂 愛, 澁谷 麻由美, 
田中 由紀子, 齋藤 圭美, 
松本 可愛, 佐藤 幸美子, 
高橋 綾, 清 奈帆美, 當
仲 香, 森木 隆典, 西村 
知泰, 広瀬 寛, 神田 武
史, 武田 彩乃, 森 正明, 
河邊 博史

慶應保健研究
（1340-9379）32巻1号 
Page95-100
（2014.08）

解説

2015011453 医療系学部生に対するB型肝炎ウイ
ルス（HBV）ワクチン接種の管理　
米国疾病管理予防センター（the 
Center for Disease Control and 
Prevention;CDC）の指針および医
療経済を鑑みた新しい管理法の確
立　免疫の記憶検査の導入

横山 裕一（慶応義塾大
学保健管理センター）, 
戸田 寛子, 堂坂 愛, 澁
谷 麻由美, 田中 由紀子, 
齋藤 圭美, 高山 昌子, 
松本 可愛, 佐藤 幸美子, 
高橋 綾, 清 奈帆美, 當
仲 香, 森木 隆典, 西村 
知泰, 広瀬 寛, 神田 武
史, 武田 彩乃, 森 正明, 
河邊 博史

慶應保健研究
（1340-9379）32巻1号 
Page87-93（2014.08）

解説

2015011452 医療系学部生に対するB型肝炎ウイ
ルス（HBV）ワクチン接種の管理　
米国疾病管理予防センター（the 
Center for Disease Control and 
Prevention;CDC）の指針およびの
提言および医療経済を鑑みた新し
い管理法の確立　ワクチン接種前
HBs抗原抗体検査の意義

横山 裕一（慶応義塾大
学保健管理センター）, 
戸田 寛子, 堂坂 愛, 澁
谷 麻由美, 田中 由紀子, 
齋藤 圭美, 高山 昌子, 
松本 可愛, 佐藤 幸美子, 
高橋 綾, 清 奈帆美, 當
仲 香, 森木 隆典, 西村 
知泰, 広瀬 寛, 神田 武
史, 武田 彩乃, 森 正明, 
河邊 博史

慶應保健研究
（1340-9379）32巻1号 
Page83-86（2014.08）

解説

2015008066 外科医と術後回復能力強化プログ
ラムを語り合おう 術後回復能力強
化プログラム導入による医療経済
効果

白石 としえ（四谷メデ
ィカルキューブきずの
小さな手術センター 麻
酔科）

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）34巻5号 
Page705-713
（2014.09）

解説

2015003175 ここまで進んだうつ病研究 うつ病
の医療経済

奥村 泰之（医療経済研
究機構 研究部）, 浅見 
優子

日本認知療法学会・日本行
動療法学会プログラム&抄
録・発表論文集13回・39回 
PageCB-S5-1（2013.08）

会議録

2014396460【看護補助者配置完了!主体性のある
看護補助者を育てる研修・指導の進
め方】 患者ケアの質向上と業務効率
化を実現!　医療政策・患者ニードを
踏まえた看護部門と連携した介護・
医療支援部門の役割分担・教育法

瀧口 和代（筑波メディ
カルセンター病院）, 山
下 美智子

看護部長通信12巻3号 
Page65-74（2014.08）

解説／
特集
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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
2015015765【CT・MRI戦略的"活用ガイド】　知

っておきたいCT・MRIのキホン コ
ンピューター断層撮影の医科点数
と診療報酬"

井田 正博（荏原病院 放
射線科）

Medicina（0025-
7699）51巻11号 
Page40-48（2014.11）

解説／
特集

2015015608【困った患者の生活習慣指導】 
（CASE17）禁煙　生活習慣改善に
拒否的　禁煙治療の制度

中村 正和（大阪がん循
環器病予防センター 予
防推進部）

日本医事新報（0385-
9215）4722号 
Page96（2014.10）

解説／
特集

2015014810 製剤特性による先発品と後発品の
比較研究評価　薬剤師の視点から
みる患者メリットを得る後発品選
択　ステロイド配合外用剤（リンデ
ロン-VG、マイザー）

和田 侑子（明治薬科大
学 医療製剤学）, 石井 
文由

薬局薬学（1884-3077）
6巻2号 Page115-123
（2014.09）

解説

2015014809 地域密着型薬局のあるべき姿 城戸 真由美（阪神調剤
薬局）

薬局薬学（1884-3077）
6巻2号 Page107-114
（2014.09）

解説

2015014434 減量手術の医療経済学的分析　滋
賀医大と四谷メディカルキューブ
症例による検討

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）, 山本 寛, 
山口 剛, 村田 聡, 伊波 
早苗, 井深 陽子, 笠間 
和典, 中里 哲也, 谷 徹

肥満研究（1343-229X）
20巻2号 Page94-101
（2014.08）

原著論文

2015013635【てんかん　薬物治療の最前線と実
践のポイント】 エキスパートに学
ぶ!薬物治療管理の実践ポイント　
てんかん薬物治療におけるジェネ
リック医薬品と変更時・変更後の
注意点

大塚 頌子（旭川荘療育・
医療センター）

薬局（0044-0035）65
巻11号 Page2798-
2803（2014.10）

解説／
特集

2014393871 化学療法選択に関する医療経済学
的検討　看護師に対するアンケー
ト調査から

関口 恵理子（獨協医科
大学病院 看護部）, 岸田 
さな江, 小倉 佳子, 林 
光弘, 砂川 正勝

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集15回 
Page299（2007.06）

会議録

2014392136 重度褥瘡患者が及ぼす医療経済へ
の影響に対する皮膚・排泄ケア認
定看護師の役割

内藤 真奈美（秋田県厚
生農業協同組合連合会
平鹿総合病院）

日本褥瘡学会誌（1345-
0417）16巻3号 
Page396（2014.07）

会議録

2014389309 待ったなしの医療制度改革、現状と
展望 診療報酬改定とこれからの日
本の医療政策

森田 朗（学習院大学 法
学部）

日本泌尿器科学会総会
102回 Page258
（2014.04）

会議録

2014386672 排尿日誌はいかに医療経済と医療安
全に寄与するか

木元 康介（総合せき損
センター 泌尿器科）

日本排尿機能学会誌
（1347-6513）24巻2号 
Page319-321
（2014.03）

総説
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2015013614 薬剤師による処方設計　名古屋記
念病院薬剤部のantimicrobial stew-
ardshipへの取り組み

和知野 千春（名古屋記
念病院 薬剤部）, 田尻 
千晴, 湯浅 周

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻10号 
Page2485-2490
（2014.10）

解説

2015013160 特定保険医療材料を対象にしたレ
セプトデータ分析の実施可能性

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院 医療経
営・管理学講座 医療経
営学分野）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）4巻3号 
Page257-264（2014.09）

原著論文

2015013125【糖尿病の合併症治療-CKD・CVD
を防ぐために薬はどう使う?】 心
臓・腎臓を守るための薬の実践的
な使い方　抗血栓療法

田中 敦史（慶応義塾大
学 医学部 循環器内科）, 
野出 孝一

薬事（0016-5980）
56巻12号 Page1839-
1844（2014.10）

解説／
特集

2015012611 疫学・統計解析シリーズ　医療関
連感染領域における医療経済評価
の実施手法の概要

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）29巻5号 
Page324-332（2014.09）

解説

2015011936【rt-PA血栓溶解療法とその周辺治
療】 脳梗塞t-PA治療の経済評価と
均てん化施策

今中 雄一（京都大学大
学院 医学研究科 医療経
済学分野）

脳と循環（1341-8440）
19巻3号 Page241-244
（2014.09）

解説／
特集

2015011930【rt-PA血栓溶解療法とその周辺治
療】 rt-PA血栓溶解療法とその周辺
治療

山田 和雄（名古屋市立
大学 医学部脳神経外科
学）, 木村 和美, 坂井 信
幸, 長谷川 泰弘

脳と循環（1341-8440）
19巻3号 Page203-212
（2014.09）

座談会
／
特集

2015011607 健康経営のススメ　産業保健スタ
ッフと健康経営

岡田 邦夫（健康経営研
究会）

安全と健康
（1881-0462）65巻10号 
Page1014-1015（2014.10）

解説

2015011452 医療系学部生に対するB型肝炎ウイ
ルス（HBV）ワクチン接種の管理　
米国疾病管理予防センター（the 
Center for Disease Control and 
Prevention;CDC）の指針およびの
提言および医療経済を鑑みた新し
い管理法の確立　ワクチン接種前
HBs抗原抗体検査の意義

横山 裕一（慶応義塾大
学保健管理センター）, 
戸田 寛子, 堂坂 愛, 澁
谷 麻由美, 田中 由紀子, 
齋藤 圭美, 高山 昌子, 
松本 可愛, 佐藤 幸美子, 
高橋 綾, 清 奈帆美, 當
仲 香, 森木 隆典, 西村 
知泰, 広瀬 寛, 神田 武
史, 武田 彩乃, 森 正明, 
河邊 博史

慶應保健研究
（1340-9379）32巻1号 
Page83-86（2014.08）

解説

2015010954【高血圧薬物療法を見直す-降圧薬
の単剤、併用、配合剤-】 降圧薬は
単剤併用か配合剤か

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学）

Circulation4巻5号 
Page71-74（2014.09）

解説／
特集

2015010332 訪問看護事業所の管理・運営　新
卒訪問看護師の成長過程と過程に
応じた教育体制および教育の費用
対効果

岩本 大希（ケアプロ）, 
小瀬 文彰

日本在宅看護学会誌
（2187-168X）2巻1号 
Page106（2013.10）

会議録

2015009739【QOL ／ QOVを目指した眼科医療】 
わかりやすい臨床講座　ドライア
イとQOL

山田 昌和（杏林大学 医
学部 眼科学教室）

日本の眼科
（0285-1326）85巻9号 
Page1267-1271
（2014.09）

解説／
特集
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2015009694【施設の個性と戦略から選ぶ最新型
CT】 わが施設のCT選択と評価　3
次救急病床の減少に伴い2・5次化
する2次救急病院での高性能CTの
役割と選択

幕内 幹男（幕内会山王
台病院）

新医療（0910-7991）
41巻10号 Page51-54
（2014.10）

解説／
特集

2015009687【施設の個性と戦略から選ぶ最新型
CT】 いかなるCT機能が施設に求め
られているか　求められる病院機
能から考察するCT選択　CTの機能
的分布はいかにあるべきか

本多 正徳（済生会宇都
宮病院）

新医療（0910-7991）
41巻10号 Page24-26
（2014.10）

解説／
特集

2015009478【膠原病パラダイムシフト10年】 リ
ウマチ性疾患パラダイムシフト10
年　専門医は非専門医へ何を伝え
られるか?

戸叶 嘉明（日本臨床内
科医会 学術部アレルギ
ー・リウマチ班）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）29巻2号 
Page187-194
（2014.09）

解説／
特集

2015009151【鍼薬併用】 日本における鍼薬併用
療法の現状と意義

関 隆志（東北大学サイ
クロトロンラジオアイ
ソトープセンター 高齢
者高次脳医学研究部門）

中医臨床（0389-4843）
35巻3号 Page338-345
（2014.09）

解説／
特集

2015007991 ゲムシタビン注の後発品採用にお
ける薬剤部での検討

南 貴之（山梨県立中央
病院 薬剤部）, 小林 義
文, 松本 香織, 向山 明
彦, 若月 淳一郎, 田原 
計子

山梨県立中央病院年報
（0289-4394）40巻 
Page72-73（2014.03）

原著論文

2015007970 HPV-DNA検査の子宮頸がん検診併用
の意義とHPV-DNA検査の臨床応用

寺本 勝寛（山梨県立中
央病院 周産期センター）

山梨県立中央病院年報
（0289-4394）40巻 
Page3-5（2014.03）

解説

2015006212 自閉症だというだけで薬を出すも
のではない

門 眞一郎 統合失調症のひろば
4号 Page3-9（2014.09）

解説

2015005229【痙縮の臨床神経学】 痙縮に対する
バクロフェン持続髄注療法

内藤 寛（伊勢赤十字病
院 神経内科）

BRAIN and NERVE: 
神経研究の進歩
（1881-6096）66巻9号 
Page1049-1055（2014.09）

解説／
特集

2015003968 新薬紹介（No.45）　喘息治療薬　
ビランテロールトリフェニル酢酸
塩・フルチカゾンフランカルボン
酸エステル

足立 満（国際医療福祉
大学臨床医学研究セン
ター）

日本医師会雑誌
（0021-4493）143巻6号 
Page1214-1215（2014.09）

解説

2015003948 バイオ医薬品への期待と課題 田中 裕（中外製薬） 医療と社会
（0916-9202）24巻2号 
Page159-170（2014.09）

解説

2015003947 我が国における創薬基盤の整備　
バイオ医薬品開発の活性化に向けて

江崎 禎英（経済産業省 
製造産業局 生物化学産
業課）

医療と社会
（0916-9202）24巻2号  

解説

2015003175 ここまで進んだうつ病研究 うつ病
の医療経済

奥村 泰之（医療経済研
究機構 研究部）, 浅見 
優子

日本認知療法学会・日
本行動療法学会プログ
ラム&抄録・発表論文
集13回・39回 
PageCB-S5-1（2013.08）

会議録
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2015002838【今こそ漢方、今なぜ漢方?】 渡辺 賢治（慶応義塾大
学 環境情報学部）

Credentials72号 
Page6-11（2014.08）

解説／
特集

2015002342 コンパニオン診断薬 萩原 弘一（埼玉医科大
学附属病院 呼吸器内
科）

呼吸器内科
（1884-2887）26巻2号 
Page138-140（2014.08）

解説

2015002043 腎不全医療の経済評価 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）

大阪透析研究会会誌
（0912-6937）32巻2号 
Page115-119（2014.09）

総説

2015001978 広島記念病院における抗菌薬使用
状況

佐々木 紀彰（国家公務
員共済組合連合会広島
記念病院 薬剤科）, 熊澤 
崇, 古元 俊徳

広島県病院薬剤師会誌
（1344-0225）49巻3号 
Page123-127（2014.08）

原著論文

2015001777 認知行動療法　社会をどう動かす
かどう働きかけるか 経済学的な側
面から認知行動療法の普及を考える

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経科
学教室）

認知療法研究
（1883-2296）7巻2号 
Page120-122（2014.08）

会議録

2015001656【Damage Control Resuscitation-重
症外傷の凝固線溶異常に対する蘇
生 の す べ て-】 Damage control 
resuscitation その実際　外傷蘇生
のための輸液製剤の功罪　アルブ
ミンによる蘇生

松本 紘典（愛媛大学医学
部附属病院 救急医学）, 
馬越 健介, 相引 眞幸

救急・集中治療
（1346-0935）26巻7-8 
Page1073-1083
（2014.08）

解説／
特集

2015000962 前立腺がん検診の受診対象年齢と
検診間隔の方向性を考える　検診
受診年齢と検診間隔に関する最新
論文の概要と解釈　PSA検診の有
効性を保ちながら過剰診断を減ら
す検診システムの設定に関するモ
デル分析に関する文献レビューと
検診システムの方向性

伊藤 一人（群馬大学大
学院 医学系研究科泌尿
器科学）

泌尿器外科
（0914-6180）27巻8号 
Page1417-1419
（2014.08）

解説

2015000902 健康保険組合の資料より推定した
メンタル不調従業員に関わる企業
の経済的負担

西 基（北海道医療大学 
生命基礎科学講座）, 三
宅 浩次

北方産業衛生
（0911-3363）49号 
Page9-12（2013.03）

原著論文

2015000431 歯科医院のサバイバル　+αのスト
ラテジー　歯科医院の投資判断と
小さな改善

権藤 ひとみ（ひとみデ
ンタルクリニック）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）39巻12号 
Page82-85（2014.09）

解説

2014393871 化学療法選択に関する医療経済学
的検討　看護師に対するアンケー
ト調査から

関口 恵理子（獨協医科
大学病院 看護部）, 岸田 
さな江, 小倉 佳子, 林 
光弘, 砂川 正勝

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集15回 
Page299（2007.06）

会議録

2014393302 助産師主導の妊産婦継続ケアの有
用性に関する文献検討　日本と諸
外国の比較

石引 かずみ（茨城県立
医療大学 保健医療学部
看護学科）, 田口 陽子, 
猪俣 理恵, 加納 尚美

茨城県立医療大学紀要
（1342-0038）19巻 
Page1-13（2014.03）

原著論文

2014392763 発見経路からみた大腸がん費用分析 川村 実里（生長会府中
病院）, 廣岡 大司, 上月 
雅子, 窪田 雅子, 清水 
郁也, 西川 慶一郎

人間ドック
（1880-1021）29巻2号 
Page276（2014.07）

会議録
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2014389033 当院ペインクリニック外来診療の
費用対効果検証の試み　QALY（質
調整生存年）を用いた解析

柴田 政彦（大阪大学大
学院 医学系研究科 疼痛
医学寄附講座）, 田倉 智
之, 山田 恵子, 松田 陽
一, 植松 弘進, 溝渕 敦
子, 大迫 正一, 中江 文, 
藤野 裕士

日本ペインクリニック
学会誌（1340-4903）
21巻3号 
Page430（2014.06）

会議録

2014382133 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

田中 和行（富士ソフト 
健康管理室）, 三木 幸次
郎, 豊原 千晴, 今城 祥
子, 井上 真由美

産業衛生学雑誌
（1341-0725）56巻臨増 
Page590（2014.05）

会議録

2014377681 がん化学療法における後発医薬品
の現状と今後の期待

安室 修（亀田総合病     
院 薬剤部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集29年会 Page87
（2014.05）

会議録

2014376392 敗血症に対する医療費の評価　
ruled-out診断の有無による症例の
区 別（Assessment of Medical 
E x p e n d i t u r e s f o r S e p s i s : 
Differentiating between Cases 
w i t h a n d w i t h o u t R u l e d - o u t 
Diagnoses）（英語）

Tanihara Shinichi（福岡
大学）, Imatoh Takuya, 
Momose Yoshito

Acta Medica Okayama
（0386-300X）68巻1
号 Page1-6（2014.02）

原著論文
／
比較研究

2014375975 バングラデシュにおける癌コント
ロ ー ル（Canc e r C o n t r o l i n 
Bangladesh）（英語）

Hussain Syed Akram
（Department of Oncol-
o g y , B a n g a b a n d h u 
Sheikh Mujib Medical 
University）, Sull ivan 
Richard

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）43巻12
号 Page1159-1169
（2013.12）

総説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015015107 喫煙が結腸癌周術期の入院医療費

に与える影響
守 正浩（国立病院機構千
葉医療センター 外科）, 小
林 純, 森嶋 友, 豊田 康義, 
里見 大介, 利光 靖子, 吉
田 行男, 高見 洋司, 福富 
聡, 荒井 学, 河野 宏彦, 
榊原 舞, 山本 海介, 石毛 
孔明, 金坂 学斗, 加藤 洋
人, 市川 英樹, 菰田 弘

禁煙科学8巻5号 
Page1-8（2014.05）

原著論文
／
比較研究

2014389171 整形外科における術後感染予防の
ための経口抗菌薬中止による手術
部位感染発生率と医療費への影響　
病棟薬剤師による介入の重要性

砂田 結希乃（金沢医科
大学附属病院 薬剤部）, 
多賀 允俊, 比嘉 大輔, 
岡田 隆史, 堀内 智子, 
杉森 端三, 西尾 浩次

医療薬学
（1346-342X）40巻7号 
Page417-423
（2014.07）

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
2015012795【子どもの風邪-新しい風邪診療を目

指して-】 風邪診療と医療制度　過
剰診療とコスト

金子 英哲（もりや小児
科医院）

治療（0022-5207）
96巻10号 
Page1501-1503（2014.10）

解説／
特集

2015012794【子どもの風邪-新しい風邪診療を目
指して-】 風邪診療と医療制度　風
邪診療と医療経済

矢嶋 茂裕（矢嶋小児科
小児循環器クリニック）

治療（0022-5207）
96巻10号 
Page1497-1500（2014.10）

解説／
特集

2015010814 介護と医療の実質的連携と医療費効
率化のための提言　オランダの制度
を参考として（第1章）　医療保険と
介護保険の一体化又は連携の場合
の共有すべき情報の内容

NPO法人福祉未来研究
所

社会保険旬報
（1343-5728）2580号 
Page14-18（2014.09）

解説

2015009273【「食べる」を最期まで支える在宅歯科
診療　これなら誰でも始められる!ケ
ース別実践のポイント】 （Step3）介護
保険と医療保険の違いを理解する

猪原 健（猪原歯科医院） 日本歯科評論
（0289-0909）74巻10号 
Page60-64（2014.10）

解説／
特集

2015005557 平成24年度医療制度検討委員会会
長諮問答申　地域医療における皮膚
科医療の実態調査

高路 修, 臼田 俊和, 武岡 
和仁, 厚坂 啓司, 植木 
理恵, 大久保 ゆかり, 折
原 俊夫, 西本 勝太郎, 
山本 匡, 矢口 均, 浅井 
俊弥, 北見 周, 道永 麻
里, 平成24-25年度医療
制度検討委員会

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）
31巻4号 Page520-541
（2014.07）

原著論文

2015002365 臨床試験に患者さんは何を期待して
いるのか-患者さんの声を聞いて、
みんなで何ができるか考えてみよう 
臨床試験に関する期待　医療制度

天野 慎介（グループ・
ネクサス・ジャパン）

薬理と治療
（0386-3603）42巻8号 
Page558-561
（2014.08）

解説

2015002144 ヨーロッパの医療制度改革から何を
学ぶのか（下）

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

社会保険旬報
（1343-5728）2578号 
Page26-33（2014.09）

解説

2015000833【生活保護法改定に伴う変更、医療
機関指定と指導、検査（監査）】 医
療と介護の指定方法変更、医療保険
の指導・監査の考え方を導入

栗林 令子（東京保険医
協会 事務局）

医事業務21巻457号 
Page23-31（2014.09）

解説／
特集

2014389309 待ったなしの医療制度改革、現状と
展望 診療報酬改定とこれからの日
本の医療政策

森田 朗（学習院大学 法
学部）

日本泌尿器科学会総会
102回 Page258
（2014.04）

会議録

2014376392 敗血症に対する医療費の評価　
ruled-out診断の有無による症例の
区別（Assessment of Medical Ex-
penditures for Sepsis: Diff erentiat-
ing between Cases with and with-
out Ruled-out Diagnoses）（英語）

Tanihara Shinichi（福岡
大学）, Imatoh Takuya, 
Momose Yoshito

Acta Medica Okayama
（0386-300X）68巻1号 
Page1-6（2014.02）

原著論文
／
比較研究
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診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015016753 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2）　降
圧薬以外の配合薬

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14号 
Page8-9（2014.11）

解説

2015013231 製剤化のサイエンス　臨床で使いや
すい薬をめざして（第39回）　メニ
レット70%ゼリー　一般名:イソソ
ルビド　薬価収載日:2005年7月8日

佐藤 勇二（三和化学研
究所 GE製品事業企画
部）

ファルマシア
（0014-8601）50巻10号 
Page1006-1008
（2014.10）

解説

2015005556 平成26年4月診療報酬改定影響率
調査

矢口 均（大泉皮膚科ク
リニック）

日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）31巻4号 
Page512-519（2014.07）

原著論文

2015002545 平成26年度診療報酬改定「併用療
法算定基準変更」に関するアンケー
ト結果報告

武本 佳昭（日本透析医
学会）, 川西 秀樹, 川崎 
忠行, 木全 直樹, 篠田 
俊雄, 田倉 智之, 土田 
健司, 中西 健, 服部 元
史, 矢内 充, 米川 元樹, 
高橋 進, 池田 寿昭, 高
橋 昌里, 岡田 一義, 新
田 孝作, 水口 潤, 日本
透析医学会保険委員会

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）47巻8号 
Page483-486
（2014.08）

原著論文

2014392961 原価計算結果から見えたもの 丸山 義彦（諏訪赤十字
病院 健診センター）, 丸
山 宏尚, 高山 陽香, 百
瀬 博史, 平林 慶子, 両
角 敏子, 渡邉 秀彦

人間ドック
（1880-1021）29巻2号 
Page377（2014.07）

会議録

2014389308 待ったなしの医療制度改革、現状と
展望 国民の健康・安全の向上を目
指して　リスクマネジメントへの電
子医療情報の利活用

近藤 達也（医薬品医療
機器総合機構）

日本泌尿器科学会総会
102回 Page258
（2014.04）

会議録

2014379531 平成24年度医療保険・介護保険制
度改定に伴う調査結果

一般社団法人長野県作
業療法士会調査部

長野県作業療法士会学
術誌
（0917-3617）31巻 
Page107-133（2013.09）

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
2015015312 Drug re-profiling戦略によるオーフ

ァンドラッグ網膜色素変性治療薬
の開発　点眼液による後眼部疾患
の治療への挑戦

眞島 行彦（アールテッ
ク・ウエノ）

BIO Clinica
（0919-8237）29巻12号 
Page1187-1193
（2014.11）

解説

2015014835 ジェネリック医薬品を巡る最近の動
向と今後の方向

城 克文（厚生労働省 医
政局 経済課）

社会保険旬報
（1343-5728）2582号 
Page22-23（2014.10）

解説

2015013161 ICH（日米EU医薬品規制調和国際会
議）の報告　ICHのリフオーム及び
再活性化に向けた新たな取り組み

廣瀬 智栄子（医薬品医
療機器総合機構 国際
部）, 中島 宣雅

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）4巻3号 
Page265-271（2014.09）

原著論文

2015013156【薬事法改正等】 薬事法等の改正
（2014年11月施行予定）の運用に
関する製薬業界の期待　医薬品開
発の立場から

青木 寛（日本製薬工業
協会）, 大島 裕之, 日本
製薬工業協会医薬品評
価委員会臨床評価部会

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）4巻3号 
Page223-230（2014.09）

解説／
特集

2015013153 医薬品製造販売後の全例調査の実
施状況及び意義に関する調査研究
（アンケート調査に基づく考察）

成川 衛（北里大学大学
院 薬学研究科 臨床医学
（医薬開発学））

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）4巻3号 
Page199-206（2014.09）

原著論文

2015007777 私が歩んだ向精神薬開発の道　秘
話でつづる向精神薬開発の歴史（第
39回）　第二世代抗精神病薬の開発
物語（その1）　Risperidoneへの道
（序章）

村崎 光邦（CNS薬理研
究所）

臨床精神薬理
（1343-3474）17巻10号 
Page1457-1468
（2014.10）

解説

2015005699 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第17回）　医薬品サプラ
イチェーンのグローバル再編も活
発化

小河 貴裕（SENJU USA）Clinical Research 
Professionals43号 
Page28-33（2014.08）

解説

2015005699 米国治験事情　製薬産業と臨床開発
の実際（第17回）　医薬品サプライ
チェーンのグローバル再編も活発化

小河 貴裕（SENJU USA）Clinical Research 
Professionals43号 
Page28-33（2014.08）

解説

2015005697 医薬品開発における企業のDM業務
の紹介活動（第1回）　グループ発足
の経緯、パンフレットの作成・配布、
大学講義のための資料作成と講義の
実際

藤倉 剛志（ノボノルデ
ィスクファーマ）, 飯田 
朱里, 池浦 秋実, 石川 
光恵, 石坂 文子, 市田 
成好, 河村 浩一, 渋澤 
絵美, 曽根 郁穂, 高橋 
真実, 中川 智美, 南雲 幸
寛, 古本 孝, マーティ
ン・ユウスケ・カールセ
ン , 村松 直樹, 安田 忠, 
吉松 充生, 臨床評価研
究会DM分科会DM紹介・
教育グループ

Clinical Research 
Professionals43号 
Page8-13（2014.08）

解説
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2015003947 我が国における創薬基盤の整備　バ
イオ医薬品開発の活性化に向けて

江崎 禎英（経済産業省 
製造産業局 生物化学産
業課）

医療と社会
（0916-9202）24巻2号 
Page139-158
（2014.09）

解説

2015003946 日本版NIH（日本医療研究機構《仮
称》）への期待と課題　日本の製薬
産業が世界に貢献するために

奥田 齊（日本製薬工業
協会医薬産業政策研究
所）

医療と社会
（0916-9202）24巻2号 
Page115-121（2014.09）

解説

2015003022【アウトソーシング】 医薬品開発に
おける技術移転の課題　初期開発か
ら商業化まで

アニール・カーネー （パ
セオン）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻11号 
Page2117-2125（2014.09）

解説／
特集

2015002879 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　世界同時申請　
経験と学び、そして次なる課題への
挑戦　世界同時申請・審査・承認を
経験して　メディカルライターの役
割の変化と広がる可能性

佐藤 彩子（ノバルティ
スファーマ メディカル
ライティング・コミュニ
ケーション部 メディカ
ルライティンググルー
プ）

臨床医薬
（0910-8211）30巻8号 
Page627-631
（2014.08）

解説

2015002878 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　世界同時申請　
経験と学び、そして次なる課題への
挑戦　同時申請から同時承認を目指
して　世界同時申請後、早期承認を
達成するための要件をCTD Author
の視点から分析する

平野 陽子（ファイザー 
開発薬事統括部 薬事文
書管理部 第一メディカ
ル・ライティング・グル
ープ）

臨床医薬
（0910-8211）30巻8号 
Page623-626
（2014.08）

解説

2015002834 疾患モデル動物の意義と役割　医薬
品研究開発に求められる疾患モデル
動物

新井 裕幸（日本製薬工
業協会）, 倍味 繁, 田原 
俊介, 伊藤 晋介, 中原 夕
子,守本 亘孝,小林 伸好, 
板野 泰弘, 山口 高史, 丹
羽 一夫, 関 二郎, 志垣 
隆通, 中村 和市, 日本製
薬工業協会医薬品評価
委員会基礎研究部会

日本薬理学雑誌
（0015-5691）144巻3号 
Page126-132
（2014.09）

総説

2015002819 AMED（日本版NIH）創設に向けた
新しい指標の開発　米国のファンデ
ィング動向

治部 眞里（経済協力開
発機構）, 長部 喜幸

情報管理
（0021-7298）57巻6号 
Page395-406（2014.09）

解説

2014396157 東北ニプロ製薬の医薬品製造　4つ
の強み

甲斐 俊哉（東北ニプロ
製薬）

日本DDS学会学術集会
プログラム予稿集29回 
Page116（2013.06）

会議録

2014386975 日本における早期探索臨床試験の
推進について　海外ベンチャー製
薬企業主導型新薬第I相試験実施に
関する新しいシステム構築

清水 俊雄（近畿大学 医
学部 内科学講座 腫瘍内
科）, 曾田 秀巳, 橋井 千
晶, 西尾 和人, 野村 守
弘, 森田 哲也, 小林 和
子, 大西 理都子, 良谷 
佳美, 中川 和彦

日本乳癌学会総会プロ
グ ラ ム 抄 録 集22回 
Page233（2014.07）

会議録
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2014384486 ケミカルライブラリースクリーニ
ング再考　アカデミアで意味ある
ケミカルライブラリースクリーニ
ングを実現するために 製薬企業の
国内アカデミアを対象としたオー
プンイノベーションの取り組み

金澤 佳人（第一三共 研
究開発企画部）

日本生化学会大会プログ
ラム・講演要旨集86回 
Page1S08a-7
（2013.09）

会議録

2014377680 拡大する委受託製造　その課題と
将来展望

笠井 隆行（武州製薬） 日本薬剤学会年会講演
要旨集29年会 
Page86（2014.05）

会議録

2014377668 薬剤学教育における国際性の充実
に向けて 薬剤の調合から薬剤の創
出に戻る　世界的な問題である薬
剤師教育の産業への集中（From 
drug dispensing back to drug cre-
ation: The education of industry-
focused pharmacists, a global 
problem）（英語）

Wierzba Konstanty（Josai 
University, Faculty of 
P h a r m a c e u t i c a l 
Sciences）

日本薬剤学会年会講演
要旨集29年会 
Page69（2014.05）

会議録

2014377660 PLCM　製剤設計から医療現場ま
で PLCMと小児用製剤開発

岩本 清（エーザイ） 日本薬剤学会年会講演
要旨集29年会 
Page56（2014.05）

会議録

2014377633 DDS製剤臨床応用のデスバレーを
いかに埋めるか アカデミア研究を
臨床試験、実用化に繋げる

友平 裕三（大塚製薬 応
用開発部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集29年会 
Page19（2014.05）

会議録

2014377632 DDS製剤臨床応用のデスバレーを
いかに埋めるか 機能的価値と顧客
価値を考慮したDDS製剤開発

近藤 啓（アステラス製
薬製剤研究所）, 迫 和博

日本薬剤学会年会講演
要旨集29年会 
Page18（2014.05）

会議録

2014377631 DDS製剤臨床応用のデスバレーを
いかに埋めるか ベンチャーキャピ
タルから見たDDSビジネス

長谷川 宏之（三菱UFJ
キャピタル）

日本薬剤学会年会講演
要旨集29年会 
Page17（2014.05）

会議録
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