
医療経済関係研究論文（2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
2015045734【医薬経済、費用対効果研究とヘル

ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 ワクチンの医療経済評価
と政策決定

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部 薬学科）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2640-2644
（2014.11）

解説／
特集

2015044875【「専門性の高い看護師」との連携-
訪問看護の質向上を病院とともに】 
<総論>医療機関の資源を地域で活
用する医療政策の流れ

高砂 裕子（南区医師会 
在宅事業部）

コミュニティケア
16巻12号 
Page10-14（2014.11）

解説／
特集

2015039442 これからの医療政策　宮城県医師
会の対応

嘉数 研二（宮城県医師
会）

宮城県医師会報825号 
Page797-804（2014.10）

解説

2015039139【CKD看護マネジメント実践マニュ
アル　透析室看護チーム力up】 （IV
章）組織管理と政策に関する基本的
な考え方を学ぶ　医療保険制度と
看護政策　医療政策の動向

内田 明子（聖隷横浜病
院 看護部）

臨床透析（0910-5808）
30巻11号 
Page1536-1538
（2014.09）

解説／
特集

2015036222 一般急性期病院における悪性腫瘍
患者の主治医別・疾患別医療経済
的検討　DPC-EVE解析

楢原 啓之（兵庫県立西宮
病院 化療センター・治験
センター）, 村尾 昇, 安田 
華世, 柳川 和範, 森田 香
織, 福島 寿一, 松本 仁, 松
永 一美, 上田 周二, 安永 
祐一, 乾 由明, 河田 純男

日本癌治療学会誌
（0021-4671）49巻3号 
Page2358（2014.06）

会議録

2015030495 日本におけるC型肝炎の疫学、治療
および医療経済

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院）, 熊田 
博光, 小林 正宏, Ward 
T h o m a s , W e b s t e r 
Samantha, Yuan Yong, 
Kalsekar Anupama, 井上 
幸恵, 鄭 珠, McEwan Phil

肝臓（0451-4203）
55巻10号 
Page589-603
（2014.10）

総説
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2015024767 地域医療と医療経済　過疎高齢化
地域における救急医療の現状と課
題　ドクターヘリ導入への期待

北 義人（市立輪島病院 
内科）

循環器専門医
（0918-9599）22巻2号 
Page254-259
（2014.09）

原著論文

2015022925 医療経済からみた高齢者熱傷患者
における早期手術の有用性

新美 陽介（東京都立広
尾病院 形成外科）, 山本 
有祐, 内野 秀太郎, 仲沢 
弘明, 櫻井 裕之

熱傷（0285-113X）
40巻3号
 Page137-142
（2014.09）

原著論文
／
比較研究

2015020528 高齢者における肺炎球菌ワクチン
の医療経済評価

佐藤 美香子（三和会東
鷲宮病院）, 武藤 正樹

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page230（2014.08）

会議録

2015020463 腰椎椎間板ヘルニアに対するコン
ドリアーゼの医療経済評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）, 井上 
幸恵, 小林 慎

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page164（2014.08）

会議録

2015020459 医療政策版思想マッピング　二次
調査報告

吉田 真季（東京大学 公
共政策大学院 医療政策
教育・研究ユニット）, 
大田 真実, 安仁屋 衣子, 
岩崎 大作, 米倉 佑貴

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page160（2014.08）

会議録

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
2015046378【くすりの副作用のすべて】 総論　

副作用・有害事象の経済評価
福田 綾子（東京大学 薬
学部 薬学科）, 五十嵐 
中, 津谷 喜一郎

医学のあゆみ
（0039-2359）251巻9号 
Page706-712（2014.11）

解説／
特集

2015045809 国際標準からみた日本の臨床微生
物検査における課題 質量分析技術
（MALDI-TOF MS）を臨床微生物検
査にどのように導入すべきか

大楠 清文（岐阜大学大
学院 医学系研究科 病原
体制御学分野）

臨床病理（0047-1860）
62巻10号 Page1002
（2014.10）

会議録

2015045738【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 心血管イベントの一次予
防としてのスタチンの費用対効果
研究と政策応用

大西 佳恵（クリエイテ
ィブ・スーティカル）, 
川上 浩司

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2663-2667
（2014.11）

解説／
特集

2015045737【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 製薬企業における医薬経
済研究の事例

安立 憲司（バイエル薬
品 マーケットアクセス
本部 医療経済&amp;ア
ウトカムス研究）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2657-2660
（2014.11）

解説／
特集

2015045736【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 医療経済・薬剤経済と薬
剤師の関わり

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2653-2655
（2014.11）

解説／
特集

2015045735【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 コンパニオン診断薬の医
薬経済研究の事例

白岩 健（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2647-2651
（2014.11）

解説／
特集
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2015045734【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 ワクチンの医療経済評価
と政策決定

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部 薬学科）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2640-2644
（2014.11）

解説／
特集

2015045732【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 日本における医薬経済評
価の検討状況と今後

福田 敬（国立保健医療
科学院）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2629-2631
（2014.11）

解説／
特集

2015045731【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 医薬経済学的手法による
医療技術評価（概論）

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2621-2626
（2014.11）

解説／
特集

2015045540【肺癌の分子標的治療　個別化薬物
治療の新たな展開】 肺癌治療におけ
る分子標的薬の薬剤経済学的評価

伊勢 雄也（日本医科大
学附属病院 薬剤部）, 片
山 志郎

薬局（0044-0035）
65巻12号 
Page2960-2964（2014.11）

解説／
特集

2015045310 慢性疼痛患者におけるセレコキシ
ブの費用対効果分析

川口 功（ファイザー メディ
カル・アフェアーズ）, 鎌江 
伊三夫, 宗圓 聰, 坂本 長逸

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page289-302（2014.10）

原著論文
／
比較研究

2015045306 最近の創薬におけるパラダイムシフ
トとシフトに対応した産官学連携

野木森 雅郁（アステラ
ス製薬）

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page245-254
（2014.10）

解説

2015045304 新たな医療分野の研究開発体制に
ついて

菱山 豊（内閣官房 健
康・医療戦略室）

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page218-237
（2014.10）

解説

2015043496 医療機器リプレース時における経
営的視点での収益性の検討

谷 祐児（いとう整形外
科病院）, 小笠原 克彦

北海道放射線技術雑誌
（0912-0327）74号 
Page58-59（2013.03）

会議録

2015042908 統合失調症の疾病費用と患者の地
域移行に関するシミュレーション

石黒 陽子（一橋大学 国
際・公共政策大学院）, 
山重 慎二, 伊藤 弘人

社会保険旬報（1343-
5728）2583号 
Page46-39（2014.10）

原著論文

2015041238【免疫療法の発展と新・減感作療法】 
犬アトピー性皮膚炎における減感
作療法の実際　適応基準とインフ
ォームド・コンセント

大隅 尊史（東京農工大
学農学部附属動物医療
センター 皮膚科）

J-VET（1348-4885）
27巻10号 
Page23-37（2014.10）

解説／
特集

2015036218 5-HT3受容体拮抗剤におけるモン
テカルロシミュレーションを用い
た薬剤経済評価

地嵜 悠吾（京都薬科大
学臨床薬学教育研究セ
ンター）, 中村 暢彦, 矢
野 義孝

日本癌治療学会誌
（0021-4671）49巻3号 
Page2354（2014.06）

会議録

2015036217 進行胆道癌に於けるGemcitabine療
法／Cisplatin+Gemcitabine療法に
関する費用効果分析

築山 郁人（愛知医科大
学附属病院 薬剤部）, 江
尻 将之, 山本 泰大, 犬塚 
涼子, 石井 紀光, 小林 祐
次, 伊藤 清顕, 中尾 春壽, 
米田 政志, 斎藤 寛子, 松
浦 克彦, 井上 忠夫

日本癌治療学会誌
（0021-4671）49巻3号 
Page2353（2014.06）

会議録
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2015034440 分子標的薬時代に考えるべきこと 
分子標的薬の費用対効果

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本癌治療学会誌
（0021-4671）49巻3号 
Page568（2014.06）

会議録

2015033673 機械的腸管処置は前立腺全摘出術
における直腸損傷からのダメージ
を軽減するのか?　直腸損傷151例
の分析（Does mechanical bowel 
preparation ameliorate damage 
from rectal injury in radical prosta-
tectomy? Analysis of 151 rectal 
injury cases）（英語）

S u g i h a r a  T o r u
（D e p a r t m e n t o f 
Quant i ta t ive Heal th 
Sciences, Cleveland 
Cl inic Foundat ion）, 
Y a s u n a g a H i d e o , 
Horiguchi Hiromasa, 
Matsuda Shinya, Fushimi 
Kiyohide, Kattan Michael 
W., Homma Yukio

International Journal of 
Urology
（0919-8172）21巻6号 
Page566-570
（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2015031685【 小 児 用 ワ ク チ ンRevision up 
2014】 予防接種各論　わが国のB
型肝炎予防体制の現状と課題

藤澤 知雄（済生会横浜
市東部病院 小児肝臓消
化器科）

医学のあゆみ（0039-
2359）別冊小児用ワク
チンRevision up 2014 
Page105-111（2013.12）

解説／
特集

2015031350【最新情報をおさえる!　臨床栄養の
活用ガイド】　おさえておこう!栄養
に関する新しい用語や新しい考え
方 サプリメント

小内 亨（糖和会おない
内科クリニック）

Medicina（0025-7699）
51巻13号 
Page2276-2280
（2014.12）

解説／
特集

2015031294 骨の健康のために　骨粗鬆症リエ
ゾンサービス

萩野 浩（鳥取大学 医学
部 保健学科）

O.li.v.e.（2186-456X）
4巻4号 Page251-254
（2014.11）

解説

2015030981【直腸癌治療の最前線】 直腸癌局所
再発に対する治療

金光 幸秀（国立がん研
究センター中央病院 大
腸外科）, 志田 大, 塚本 
俊輔, 落合 大樹, 小森 
康司, 森谷 宜皓

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）111巻11号 
Page2113-2120
（2014.11）

解説／
特集

2015030550 畜産領域におけるプロバイオティ
クスの現状と問題点

亀上 知世子（電気通信
大学 研究推進機構）, 牛
田 一成

腸内細菌学雑誌
（1343-0882）28巻4号 
Page147-154（2014.10）

総説

2015030495 日本におけるC型肝炎の疫学、治療
および医療経済

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院）, 熊田 
博光, 小林 正宏, Ward 
T h o m a s , W e b s t e r 
Samantha, Yuan Yong, 
Kalsekar Anupama, 井上 
幸恵, 鄭 珠, McEwan Phil

肝臓（0451-4203）
55巻10号 
Page589-603
（2014.10）

総説

2015030167 医院経営　押しどころ引きどころ
（Vol.83）　現金不足で資金繰りの
繰り返し（上）

小笠原 康二（ディーピ
ーエス）

アポロニア21251号 
Page082-085
（2014.11）

解説

2015030131【改めて評す-FPD搭載撮影装置の対
コスト性能】 検証・導入での有用性
と課題　FPD搭載型X線透視撮影シ
ステムの新たな有用性と費用対効果

岡野 伸司（宝塚市立病
院 中央放射線室）

新医療（0910-7991）
41巻11号 
Page92-96（2014.11）

解説／
特集
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2015029746 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3回）　
創薬をめぐる環境の変化とDRの今
後の展望

高江 慎一（厚生労働省
医政局 経済課）

実験医学（0288-5514）
32巻18号 
Page2995-3000
（2014.11）

解説

2015029061 マンモグラフィ検診における視触
診併用の意義に関する検討

櫻井 照久（和歌山県民総
合健診センター 乳がん検
診検討会）, 尾浦 正二, 澤
田 将利, 清井 めぐみ, 梅村 
定司, 清水 幸生, 下野 千草
, 佐々木 恵里, 栗本 博史

日本乳癌検診学会誌
（0918-0729）23巻3号 
Page347-352
（2014.10）

原著論文
／
比較研究

2015028520 手術関連クリニカルパスの抗菌薬
使用適正化への取り組み

岸川 礼子（長崎大学病
院 薬剤部）, 室 高広, 岡
田 みずほ, 松本 武浩, 
樋口 則英, 佐々木 均, 
北原 隆志

日本クリニカルパス学
会誌（2187-6592）
16巻3号 Page249-252
（2014.10）

原著論文

2015026862【骨粗鬆症-新たな骨粗鬆症治療薬と
治療ストラテジー -】 骨粗鬆症治療
薬　選択的エストロゲン受容体モジ
ュレーター治療の進歩と今後の展開

太田 博明（国際医療福
祉大学臨床医学研究セ
ンター）, 太田 郁子

最新医学（0370-8241）
69巻10号 
Page1934-1941
（2014.10）

解説／
特集

2015024886 わが国における磁気共鳴画像装置
（MRI）導入による採算性に関する
一考察　病床規模別、都道府県別
MRI一台あたり収支差の推計とそ
の格差の要因分析

今井 信也（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座）, 小川 俊夫, 赤羽 学, 
今村 知明

医療情報学
（0289-8055）34巻3号 
Page141-149
（2014.09）

原著論文

2015024767 地域医療と医療経済　過疎高齢化
地域における救急医療の現状と課
題　ドクターヘリ導入への期待

北 義人（市立輪島病院 
内科）

循環器専門医
（0918-9599）22巻2号 
Page254-259
（2014.09）

原著論文

2015023371 大動脈弁狭窄症に対する経カテー
テル大動脈弁置換術の今後

有田 武史（九州大学病
院 ハートセンター）, 藤
原 昌彦

日本医事新報
（0385-9215）4719号 
Page58-59（2014.10）

Q&A

2015022276 エポエチンベータからエポエチン
カッパへの切替検討

吉岡 智史（長野中央病院 血
液浄化療法センター）, 中山 
一孝, 島田 美貴, 近藤 照貴

長野県透析研究会誌
（1346-0005）36巻1号 
Page97-100（2013.10）

原著論文
／
比較研究

2015022028 肺癌ロボット手術の私費料金設定 滝沢 宏光（徳島大学大学
院 胸部・内分泌・腫瘍外
科）, 先山 正二, 梶浦 耕一
郎, 森下 敦司, 西野 豪志, 
坪井 光弘, 鳥羽 博明, 中
川 靖士, 吉田 光輝, 川上 
行奎, 近藤 和也, 丹黒 章

四国医学雑誌
（0037-3699）70巻3-4 
Page51-56（2014.08）

原著論文

2015021452 オートプシー・イメージングの現
在と未来　Aiの意義・必要性

山本 正二（Ai情報セン
ター）

MEDICAL IMAGING 
TECHNOLOGY
（0288-450X）32巻3号 
Page222-227
（2014.05）

解説
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2015020801 病院獲得型MRSA肺炎における腎
障害予防のための薬剤師主導Van-
comycin投与設計の費用効果分析

福田 哲也（日本大学 薬
学部 薬事管理研究室）, 
櫻井 祐人, 白神 誠

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）15巻2号
Page96-101（2014.09）

原著論文
／
比較研究

2015020600 腱周囲炎患者に対する医療用外用
貼付剤使用の費用対効果

白神 誠（日本大学 薬学
部 薬事管理学研究室）, 
関谷 一郎

日本臨床整形外科学会雑誌
（1881-7149）39巻1号 
Page136-148（2014.05）

原著論文
／
比較研究

2015020530 日本における肝臓癌の疾病コスト　
年次推移と将来の予測（Cost of ill-
ness of the Liver Cancer in Japan: 
a time trend and future projec-
tions）（英語）

呉 映暉（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・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻
Suppl. Page232
（2014.08）

会議録

2015020527 脾臓摘出術、トロンボポエチン受
容体作動薬、リツキシマブのステ
ロイド抵抗性特発性血小板減少性
紫斑病に対する治療順序による費
用対効果の比較

菊地 佳代子（慶応義塾
大学 医学部クリニカル
リサーチセンター）, 宮
川 義隆, 池田 俊也

日本医療・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻
Suppl. Page229
（2014.08）

会議録

2015020404 医療機器のHTA 田倉 智之（大阪大学大
学院 医学系研究科）

日本医療・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page81（2014.08）

会議録

2015020403 ワクチンの費用対効果評価 五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本医療・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page80（2014.08）

会議録

2015020402 医薬品のHTA 白岩 健（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本医療・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page79（2014.08）

会議録

2015020401 医療保険制度における費用対効果
評価の検討状況について

佐々木 健（厚生労働省
大臣官房総務課）

日本医療・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page78（2014.08）

会議録

2015020345 周術期ラテックスアレルギー予防
対策の有用性　杏林大学医学部付
属病院における対策とその効果

齋藤 珠恵（杏林大学 医
学部 麻酔科学教室）, 中
澤 春政, 箱根 雅子, 丸
山 蘭, 森山 潔, 萬 知子

麻酔（0021-4892）
63巻9号 
Page1034-1038
（2014.09）

原著論文

2015017819 エビデンスに基づいた学校心臓検
診の費用対効果に関する研究

吉永 正夫（国立病院機
構鹿児島医療センター 
小児科）, 高橋 秀人, 田
内 宣夫, 岩本 眞理, 堀
米 仁志, 太田 邦雄, 市
田 蕗子, 長嶋 正實

日本小児循環器学会雑誌
（0911-1794）30巻
Suppl.
Pages247（2014.06）

会議録

2015017340 ICUへの薬剤師常駐による効果 原田 大（東京慈恵会医
科大附属病院 薬剤部）, 
内野 滋彦, 瀧浪 將典

日本集中治療医学会雑誌
（1340-7988）21巻2号 
Page147-154（2014.03）

解説
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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
2015025051 男女別平均寿命に係る市町村別医

療費の検討
中島 尚登（東京慈恵会
医科大附属病院 医療保
険指導室）, 矢野 耕也, 
長澤 薫子, 小林 英史, 
上竹 慎一郎, 高木 一郎, 
横田 邦信

日本衛生学雑誌
（0021-5082）69巻3号 
Page187-198
（2014.09）

原著論文
／
比較研究

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015042790 病棟計画と看護　患者高齢化と医

療制度改革への対応 スタッフにや
さしい病院づくり

松井 和世（伊勢赤十字
病院）

病院設備（0007-764X）
56巻6号 Page49
（2014.11）

会議録

2015042789 病棟計画と看護　患者高齢化と医
療制度改革への対応 患者さんと医
療スタッフの距離が短い病棟設計

大石 潔（国家公務員共
済組合連合会浜の町病
院）

病院設備（0007-764X）
56巻6号 Page48
（2014.11）

会議録

2015042788 病棟計画と看護　患者高齢化と医
療制度改革への対応 患者さんに近
い看護で急性期医療を支える

吉原 久美子（佐賀県医
療センター好生館）

病院設備（0007-764X）
56巻6号 Page47
（2014.11）

会議録

2015042787 病棟計画と看護　患者高齢化と医
療制度改革への対応 患者の高齢化
に対応した病棟の安全管理

勅使河原 由江（足利赤
十字病院）

病院設備（0007-764X）
56巻6号 Page46
（2014.11）

会議録

2015039139【CKD看護マネジメント実践マニュ
アル　透析室看護チーム力up】 （IV
章）組織管理と政策に関する基本的
な考え方を学ぶ　医療保険制度と
看護政策　医療政策の動向

内田 明子（聖隷横浜病
院 看護部）

臨床透析（0910-5808）
30巻11号 
Page1536-1538
（2014.09）

解説／
特集

2015039138【CKD看護マネジメント実践マニュア
ル　透析室看護チーム力up】 （IV章）
組織管理と政策に関する基本的な考
え方を学ぶ　医療保険制度と看護政
策　診療報酬・介護報酬の仕組み

内田 明子（聖隷横浜病
院 看護部）

臨床透析（0910-5808）
30巻11号
 Page1531-1535
（2014.09）

解説／
特集

2015039137【CKD看護マネジメント実践マニュア
ル　透析室看護チーム力up】 （IV章）
組織管理と政策に関する基本的な考
え方を学ぶ　医療保険制度と看護政
策　社会保障制度と医療保険制度

内田 明子（聖隷横浜病
院 看護部）

臨床透析（0910-5808）
30巻11号 
Page1526-1530
（2014.09）

解説／
特集

2015025086 健康社会をめざす医学・医療の新
たな展開 医療制度をいかに改革す
べきか

島崎 謙治（政策研究大
学院大学 社会保障法）

日本医師会雑誌
（0021-4493）143巻7号 
Page1541-1542
（2014.10）

会議録

2015020401 医療保険制度における費用対効果
評価の検討状況について

佐々木 健（厚生労働省
大臣官房総務課）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）51巻Suppl. 
Page78（2014.08）

会議録
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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
2015045887 糖尿病専門医と一般医の処方と診

療　診療報酬明細書（レセプト）突
合による専門医診療

日高 秀樹（三洋電機連
合健康保険組合 健康管
理センター）, 徳本 久美
子, 堀 陽子, 本間 静, 井
上 千恵

糖尿病（0021-437X）
57巻10号
 Page774-782
（2014.10）

原著論文
／
比較研究

2015033102 総合病院における原価計算と歯科
口腔外科

澤木 佳弘（中津川市民
病院 歯科口腔外科）

Hospital Dentistry & 
Oral-Maxillofacial 
Surgery（0915-1664）
25巻2号 Page89-95
（2013.12）

総説

2015025814 経営改善への取り組み　原価計算・
手術室分析ツールの活用を例に

中島 健太郎（名古屋第
二赤十字病院 経営企画
課）, 箕浦 伸一, 水野 純
一, 池上 健二

日赤医学（0387-1215）
66巻1号
 Page259（2014.09）

会議録

2015024167 腎機能低下時減量を必要する薬剤
の薬価基準収載医薬品内服薬に占
める割合と保険薬局における処方
割合の調査

松本 有右（東京薬科大
学 実務実習研修センタ
ー）, 渡邉 清司, 竹内 裕
紀, 和久田 光宣, 岡田 
寛征, 茂木 徹, 田中 里
枝, 三澤 翔, 川口 崇, 畝
崎 榮

日本腎臓病薬物療法学
会誌
（2187-0411）3巻
2Suppl. 
PageS176（2014.09）

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
2015024886 わが国における磁気共鳴画像装置

（MRI）導入による採算性に関する
一考察　病床規模別、都道府県別
MRI一台あたり収支差の推計とそ
の格差の要因分析

今井 信也（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座）, 小川 俊夫, 赤羽 学
, 今村 知明

医療情報学
（0289-8055）34巻3号 
Page141-149
（2014.09）

原著論文

2015022345【手術医学を支えるエビデンス】 鋼
製器具トレーサビリティシステム
による可視化がもたらす効果

久保田 英雄（東京医科
歯科大学医学部附属病
院 材料部）, 田中 直文

日本手術医学会誌
（1340-8593）35巻3号 
Page256-259
（2014.08）

原著論文
／特集

2015022320 当院における3ヵ月以内に再PTA
を必要とした症例の発生頻度

小口 智雅（慈泉会相澤
病院 腎臓内科）, 石田 
正高, 戸田 滋, 白鳥 勝
子

長野県透析研究会誌
（1346-0005）37巻1号 
Page119-122
（2014.09）

原著論文
／
比較研究

2015020807 重症度・看護必要度に影響を与え
る病院管理指標に関する考察

たら澤 邦男（国際医療
福祉大学大学院 医療福
祉学研究科 医療福祉経
営専攻 診療情報アナリ
スト養成分野）

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）15巻2号 
Page130-133
（2014.09）

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
2015046149「アレルギーと眼疾患」に寄せる　

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　産学連携による日本から
世界初への挑戦

眞島 行彦（アールテッ
ク・ウエノ）

アレルギーの臨床
（0285-6379）34巻13号 
Page1190-1196
（2014.12）

解説

2015045737【医薬経済、費用対効果研究とヘル
ステクノロジーアセスメント
（HTA）】 製薬企業における医薬経
済研究の事例

安立 憲司（バイエル薬
品 マーケットアクセス
本部 医療経済&amp;ア
ウトカムス研究）

医薬ジャーナル
（0287-4741）50巻11号 
Page2657-2660
（2014.11）

解説／
特集

2015045466 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　早期・探
索臨床研究の実際　医薬品開発を
リードする国の1つとして　日本企
業における日本でのFIH、早期・探
索的臨床試験への取り組み

前田 英紀（アステラス
製薬 開発本部 臨床開発
第三部 癌領域統括室）

臨床医薬
（0910-8211）30巻10号 
Page835-840
（2014.10）

解説

2015045465 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　早期・探
索臨床研究の実際　医薬品開発を
リードする国の1つとして　製薬企
業の開発戦略における日本での早
期・探索的臨床試験の位置付けと
今後の展望

桂 幸一（メルクセロー
ノ 研究開発統括本部）

臨床医薬
（0910-8211）30巻10号 
Page829-833
（2014.10）

解説

2015045309 イノベーションを加速する為のド
ライバーオープンイノベーション

梅田 一郎（ファイザー） 医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page268-272
（2014.10）

解説

2015045308 新薬創出のための双方向性産学連
携　AKプロジェクトの経験から

成宮 周（京都大学大学
院 医学研究科）

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page260-267
（2014.10）

解説

2015045307 世界に先駆けた日本発の革新的な
製品の実用化に向けたPMDAの挑
戦

近藤 達也（医薬品医療
機器総合機構）

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page255-259
（2014.10）

解説

2015045306 最近の創薬におけるパラダイムシ
フトとシフトに対応した産官学連
携

野木森 雅郁（アステラ
ス製薬）

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page245-254
（2014.10）

解説

2015045305 我が国において革新的な創薬を行
うために　メディカル・ビッグバ
ンの実現に向けて

渋谷 健司（東京大学大
学院 医学系研究科）

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page238-244（2014.10）

解説
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2015045304 新たな医療分野の研究開発体制に
ついて

菱山 豊（内閣官房 健
康・医療戦略室）

医療と社会
（0916-9202）24巻3号 
Page218-237
（2014.10）

解説

2015034072 経皮・経粘膜デリバリー 企業にお
ける経皮吸収型製剤（TDDS）の開
発

寺原 孝明（久光製薬製
剤研究所）

日本DDS学会学術集会
プログラム予稿集28回 
Page105（2012.06）

会議録

2015034048 DDS製剤の臨床応用へ架ける橋 
DDS適用製品の開発難易性と将来
展開

迫 和博（アステラス製
薬製剤研究所）

日本DDS学会学術集会
プログラム予稿集28回 
Page80（2012.06）

会議録

2015030924 AMED（日本版NIH）創設に向けた
新しい指標の開発　医薬品研究開
発における知識の流れ

治部 眞里（経済協力開
発機構）, 長部 喜幸

情報管理
（0021-7298）57巻8号 
Page562-572
（2014.11）

解説

2015029760【次世代シークエンス（NGS）を含
むゲノム解析技術の導入による新
しい個別化治療の展開】 NGSによ
る個別化治療　世界の動向

都賀 稚香（ノバルティ
スファーマ オンコロジ
ー早期臨床開発部 バイ
オマーカー &amp;サポ
ートグループ）

腫瘍内科
（1881-6568）14巻4号 
Page324-328
（2014.10）

解説／
特集

2015029746 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3回）　
創薬をめぐる環境の変化とDRの今
後の展望

高江 慎一（厚生労働省
医政局 経済課）

実験医学
（0288-5514）32巻18号 
Page2995-3000
（2014.11）

解説

2015027286 部門別マネジメントのツボ 薬剤部
門　薬剤の価格交渉によるコスト
削減[第2回]　医薬品卸、製薬会社
を味方につける人間関係づくりが
価格交渉のカギ

関根 寿一（緑成会横浜
総合病院 薬剤科）

医療経営士2号 
Page36-37（2014.08）

解説

2015024754 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　再生医療
製品の開発　再生医療製品の開発　
企業の立場から

峰野 純一（タカラバイ
オ 遺伝子医療事業部
門）

臨床医薬
（0910-8211）30巻9号 
Page727-734
（2014.09）

解説
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