
医療経済関係研究論文（3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
2015075305【グローバル化と医療】 グローバル

化と医療政策分析　新しい課題
松田 亮三（立命館大学 
産業社会学部）

日本医療経済学会会報
（1344-9176）31巻1号 
Page3-12（2014.12）

解説／
特集

2015060778 深層を読む・真相を解く　2014年
総選挙の自公大勝で医療政策はど
う変わるか?

二木 立（日本福祉大学） 日本医事新報（0385-
9215）4732号 
Page10-11（2015.01）

解説

2015057637 外来看護はどこに向かうか?　現場
業務と医療政策を読み合わせ《前
編》

星 多絵子（東日本税理
士法人）, 高橋 弘枝

継続看護時代の外来看護
19巻4号 
Page085-095
（2014.11）

座談会

2015057590 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 沖縄県医師会報（0917-
1428）50巻11号 
Page1216-1217
（2014.11）

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
2015075881 当院における術前経口補水療法に

ついて
岡田 憲三（宇和島市立
宇和島病院 外科）, 上野 
義智, 江口 透, 藤井 文
子, 山崎 幸, 山本 美穂, 
岡崎 真由美, 赤松 貴代, 
杉本 みき, 大杉 弘子, 
薬師寺 桂, 清家 仁, 西
本 幸恵, 黒田 恭子, 引
野 敦子, 松田 裕子

南予医学雑誌（1344-
8536）15巻1号 
Page10-16（2014.11）

原著論文
／
比較研究

2015075305【グローバル化と医療】 グローバル
化と医療政策分析　新しい課題

松田 亮三（立命館大学 
産業社会学部）

日本医療経済学会会報
（1344-9176）31巻1号 
Page3-12（2014.12）

解説／
特集
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2015075265 電子カルテポップアップ機能を用
いたクロストリジウム・ディフィ
シル感染症に関する抗菌剤適正使
用の検討

花房 伸幸（岡山赤十字
病院 薬剤部）, 小池 彩
子, 砂場 亜希, 河村 茉
衣, 森 英樹

岡山赤十字病院医学雑誌
（0915-8073）25巻 
Page16-22（2014.11）

原著論文
／
比較研究

2015075011 中堅病院での手術室常駐薬剤師配
置による取り組みと経済効果

島田 志美（国立病院機
構神戸医療センター 薬
剤科）, 澤田 浩之, 関本 
裕美, 岡田 博, 石川 麻子

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）50巻12号 
Page1470-1474
（2014.12）

原著論文

2015075009 Clostridium difficile infection治療
の薬剤選択の標準化による経済効
果の検討

安達 尚哉（国立病院機
構金沢医療センター 薬
剤科）, 林 誠, 石川 友貴, 
長岡 宏一, 舟木 弘, 丸川 
洋平, 太田 肇

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）50巻12号 
Page1461-1464
（2014.12）

原著論文
／
比較研究

2015074406【周産期感染症2014】 新生児から
みた周産期感染症　臨床編　パリ
ビズマブ

鈴村 宏（獨協医科大学 
小児科）

周産期医学
（0386-9881）44巻増刊 
Page329-332（2014.11）

解説／
特集

2015074336【「緩和薬物療法」上級講座】 緩和医
療を支える質の高いエビデンス"の構
築　緩和医療における薬学研究のス
スメ　日常業務を研究論文にする"

伊勢 雄也（日本医科大
学附属病院 薬剤部）, 矢
島 領, 片山 志郎

薬局
（0044-0035）65巻13号 
Page3142-3146
（2014.12）

解説／
特集

2015074312【ポリファーマシー -不要な薬に立ち
向かう-】 残薬調整から医薬品の適
正処方・適正使用へつなげる「節薬
バッグ運動」　九州大学と一般社団
法人福岡市薬剤師会との共同事業

島添 隆雄（九州大学大
学院 薬学研究院 臨床育
薬学分野）, 小柳 香織, 
小林 大介, 窪田 敏夫, 
三井所 尊正, 吉田 武夫, 
木原 太郎, 高木 淳一, 
瀬尾 隆

治療
（0022-5207）96巻12号 
Page1775-1777
（2014.12）

解説／
特集

2015066861 費用対効果を考慮した栄養マネジ
メントで在宅移行した1症例

高木 聡（日本医科大学
武蔵小杉病院 呼吸ケア
チーム）, 小林 和陽, 板
倉 潮人, 山口 貴子, 月
岡 悦子, 斎藤 浩子, 野
口 周作, 中村 康一, 加
藤 和久, 臼杵 二郎

日本呼吸ケア・リハビ
リテーション学会誌
（1881-7319）24巻
Suppl. Page183s
（2014.09）

会議録
／
症例報告

2015061100 植え込み型心臓電子機器感染患者
の診断法と管理法（How to diag-
nose and manage patients with 
cardiac implantable electronic de-
vice infections）（英語）

Tarakji Khaldoun G.（Cleve-
land Clinic Lerner College 
of Medicine of Case West-
ern Reserve University）, 
Wilkoff  Bruce L.

Journal of Arrhythmia
（1880-4276）29巻6号 
Page320-324
（2013.12）

総説

2015060494 進行再発大腸癌の治療選択　一次
治療における経口剤の役割

島田 安博（高知医療セ
ンター 腫瘍内科）, 植竹 
宏之, 室 圭, 山田 康秀

大腸がんperspective
（2188-4560）1巻2号 
Page76-83（2014.12）

座談会

2015059280【高血圧治療の併用療法　23のクリ
ニカルクエスチョン】 併用療法で
目指すものは?　配合薬のメリッ
ト・デメリットは何ですか?

冨山 博史（東京医科大
学 第二内科）, 道場 信孝

Modern Physician
（0913-7963）34巻12号 
Page1397-1399
（2014.12）

解説／
特集
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2015059210 医療経営士のための臨床入門（第5
回）　混合診療の1つ先進医療と癌
免疫療法

山田 幸宏（昭和伊南総
合病院）

医療経営士5号 
Page40-41（2014.11）

解説

2015055134 脊損医療に要する人的資源は適正
に評価されているか?　脊損医療に
おける費用対効果の検討

松本 聡子（労働者健康
福祉機構北海道中央労
災病院 せき損センター
整形外科）, 須田 浩太, 
東條 泰明, 安井 啓吾, 
小松 幹, 牛久 智加良, 
藤田 勝久, 三浪 明男

日本職業・災害医学会
会誌（1345-2592）
62巻臨増 Page別209
（2014.10）

会議録

2015053073 DPC病院における下肢静脈瘤手術
1泊2日入院パスのコスト評価

小西 康信（神戸市立医
療センター中央市民病
院 心臓血管外科）, 宮本 
征弥, 山本 靖子, 中西 
寛子, 小山 忠明, 坂井 
信幸

日本クリニカルパス学
会誌
（2187-6592）16巻4号 
Page532（2014.10）

会議録

2015052936 縦隔腫瘍切除術パス導入による経
済的効果の検討

管 さやか（長崎大学病
院 看護部）, 劉 利奈, 加
藤 由美, 中村 優香理, 
和久田 直希, 岡田 みず
ほ, 松本 武浩

日本クリニカルパス学
会誌
（2187-6592）16巻4号 
Page498（2014.10）

会議録

2015052194 救急医療ICTシステム付救急車の費
用便益分析

松本 賀久（総合研究大
学院大学 複合科学研究
科）, 小川 賢, 辻 正次

日本遠隔医療学会雑誌
（1880-800X）10巻2号 
Page141-144（2014.09）

原著論文

2015051974 Visual impairmentと危険選択 高本 憲男（住友生命保
険相互会社）, 熊谷 信克, 
松本 敬子

日本保険医学会誌
（0301-262X）112巻3号 
Page269（2014.09）

会議録

2015051720 MALDI-TOF MSによる病原微生物
の迅速同定の最前線 細菌検査に質
量分析装置を導入したことによる
診療への投資対効果の検証

中川 俊正（淀川キリス
ト教病院 臨床検査科）, 
北里 実義, 木口 良章

JSBMS Letters（1881-
5464）39巻Suppl. 
Page45（2014.09）

会議録

2015048879 日本での便細菌検査の3日ルールの
妥当性の検証（Validation of the 
3-Day Rule for Stool Bacterial 
Tests in Japan）（英語）

Kobayashi Masanori（De-
partment of Gastroenterol-
ogy, Kohnodai Hospital, 
National Center for Global 
Health and Medicine）, 
Sako Akahito, Ogami To-
sh i ko , N i sh imu ra So , 
Asayama Naoki, Yada To-
moyuki, Nagata Naoyoshi, 
Sakurai Toshiyuki, Yokoi 
Chizu, Kobayakawa Mas-
ao, Yanase Mikio, Masaki 
Naohiko, Takeshita Nozo-
mi, Uemura Naomi

Internal Medicine
（0918-2918）53巻6号 
Page533-539
（2014.03）

原著論文
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2015048479 類骨骨腫に対するラジオ波凝固療法
および凍結療法のQOL評価と費用
対効果に関する検討（Assessment 
of quality of life in patients with 
osteoid osteoma treated by radio-
frequency ablation and cryoabla-
tion）（英語）

Miyazaki Masaya（Dept. 
o f D i a g n o s t i c a n d 
Interventional Radiology, 
G u nm a U n i v e r s i t y 
H o s p i t a l）, T o k u e 
Hiroyuki , Watanabe 
Yoshiya, Andou Miyabi, 
Seki Yuko, Tsushima 
Yoshito

日本医学放射線学会学
術集会抄録集
（0048-0428）73回 
PageS431（2014.02）

会議録

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015076384【現場のジレンマを解決へと導く　

がん患者の経済的・社会的問題で
ナースがサポートできること】 が
ん医療制度の大きなシフト転換を
経た今　ナースは患者の経済的・
社会的問題にどこまでかかわるか　
相談支援の現場から

西村 裕美子（兵庫医科
大学附属病院）

ナーシング
（0389-8326）35巻2号 
Page72-75（2015.01）

解説／
特集

2015075777 医療制度改革と病院の動向 細谷 邦夫（豊橋創造大
学 短期大学部 キャリア
プランニング科）

医療秘書教育全協誌
（2186-8867）14巻1号 
Page33-47（2014.11）

解説

2015075306【グローバル化と医療】 自由貿易協
定と医療　環太平洋パートナーシ
ップ協定が医療制度に及ぼす影響

高山 一夫（京都橘大学 
現代ビジネス学部）

日本医療経済学会会報
（1344-9176）31巻1号 
Page13-26（2014.12）

解説／
特集

2015070388 当院が関連した産科医療保障制度
申請症例の検討

久保田 哲夫（安城更生
病院 小児科）, 田中 雅
大, 浅田 英之, 松沢 要, 
深澤 達也, 服部 哲夫, 
加藤 有一, 小川 昭正

日本未熟児新生児学会
雑誌
（1347-8540）26巻3号 
Page598（2014.10）

会議録

2015064318 職域大腸がん検診における医療保
険の影響

島屋 真希（兵庫県予防
医学協会）, 祖父江 友孝

日本消化器がん検診学
会雑誌
（1880-7666）52巻5号 
Page211（2014.09）

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
2015067839 グラム染色に基づく狭域抗菌薬は

ガイドラインに基づく広域抗菌薬
よりも薬価を4分の1に削減する

谷口 智宏（沖縄県立中
部病院）, 津覇 実史, 高
山 義浩, 椎木 創一

感染症学雑誌
（0387-5911）88巻5号 
Page769（2014.09）

会議録

2015064832 心血管インターベンション治療と
医療経営　現状と課題 心臓カテー
テル検査における原価計算の活用
（Practical use of cost-according 
in cardiac catheterization）（英語）

I w a t a  S a c h i y o
（D e p a r t m e n t o f 
Cardiology, Kobe Rosai 
Hosp i ta l）, Hayash i 
Takatoshi, Kai Tatsurou, 
Doi Yasuji, Yoshikawa 
Miki, Koyama Takuya, 
Inoue Nobutaka, Ozawa 
Toru, Otsui Kazunori

日本心血管インターベ
ンション治療学会抄録
集23回 PageS22-3
（2014.07）

会議録

2015057861【平成26年診療報酬改定を検証す
る】 平成26年度薬価改定と医薬産
業の行方

谷 俊輔（厚生労働省 大
臣官房 国際課）

病院経営Master4巻3号 
Page44-48（2014.11）

解説／
特集

2015049700 バスキュラーアクセストラブルに
対する診療報酬改定後の現状

桜井 寛（名古屋共立病
院 バスキュラーアクセ
ス治療センター）, 佐藤 
隆, 桃原 啓介, 三輪 尚
史, 坪井 正人

腎と透析（0385-2156）
77巻別冊 アクセス2014 
Page236-238
（2014.07）

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
2015075269 悪性腫瘍特異物質治療管理料算定

もれを防ぐ方策の構築
那須 素子（岡山赤十字
病院）, 岡崎 守宏, 藤井 
総一郎, 高木 徹, 田尻 
展久, 森 英樹, 丹下 雅
貴, 赤木 幸子, 浅野 嘉
彦, 竹原 良一, 西崎 敬
一, 濱崎 健藏, 伊賀 浩
二, 依田 明美, 瀬尾 忠
史, 大森 俊孝, 西崎 幸
子, 中村 雄大

岡山赤十字病院医学雑誌
（0915-8073）25巻 
Page41-46（2014.11）

原著論文

2015068146 患者・職員の意識を変える、対応が
変わる接遇改善活動について

島野 佳永（福井赤十字
病院 病院経営課）

日赤医学（0387-1215）
65巻2号 Page408-
411（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
2015075193【精神疾患治療薬創製のための技術

最前線】 精神疾患創薬研究におけ
るバイオインフォマティクスの役
割

桑原 佑典（大正製薬化
学研究所 化学資源研究
室）, Eriksson Tore, 釣
谷 克樹

日本薬理学雑誌
（0015-5691）144巻6号 
Page260-264
（2014.12）

解説／
特集

2015075150 未承認薬の解消に向けて　未承認
薬等開発支援センターの活動

深野 寛司（未承認薬等
開発支援センター）

都薬雑誌（0285-1733）
36巻12号 Page46-51
（2014.12）

解説

2015062396 これからのモニタリングについて
考えよう! モニタリングに関するア
ンケート調査

井上 和紀（日本CRO協
会）

薬理と治療（0386-
3603）42巻7号 
Page452-455
（2014.07）

原著論文

2015062216 日本からの教訓　製薬企業統合過
程の重要な要素は研究開発の効率
である（A lesson from Japan: Re-
search and development effi  ciency 
is a key element of pharmaceuti-
cal industry consolidation pro-
cess）（英語）

S h i m u r a H i r o h i s a
（Pharmaco-Business 
Innovation Laboratory, 
Graduate Schoo l o f 
Pharmaceutical Sci-
ences, The University 
o f Tokyo）, Masuda 
Sachiko, Kimura Hi-
romichi

Drug Discoveries & 
Therapeutics
（1881-7831）8巻1号 
Page57-63（2014.02）

原著論文

2015060854 J-CLEAR通信　95%信頼区間が1
をまたいだ試験とその広報　薬事
法に基づいた試験であればどんな
広報をしても問題はないのか?

後藤 信哉（東海大学 医
学部 内科学系循環器内
科学）

日本医事新報
（0385-9215）4733号 
Page36-39（2015.01）

解説

2015060657 ゲノム科学からゲノム医療へ　ゲ
ノム解析の時代からゲノム創薬の
時代へ

岡田 随象（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 疾患多様性遺
伝学分野）

血管医学（1345-9031）
15巻4号 Page415-
421（2014.12）

解説

2015060049【コンパニオン診断の進展2014-
2015-個別化医療を進めるために-】 
個別化医療の実現に向けて　診断
薬メーカーの取り組み　コンパニ
オン診断薬（CDx）の開発と適正運
用に向けた取り組みと提言

田澤 義明（ロシュ・ダ
イアグノスティックス）

臨床病理レビュー
（1345-9236）153号 
Page33-41（2014.11）

解説／
特集

2015060048【コンパニオン診断の進展2014-
2015-個別化医療を進めるために-】 
個別化医療の実現に向けて　製薬
会社の取り組み　個別化医療に向
けた新薬開発およびCDx開発の挑
戦と展望

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）

臨床病理レビュー
（1345-9236）153号 
Page28-32（2014.11）

解説／
特集

2015058852 東日本大震災における漢方薬の流
通変動

横山 大輔（旭川医科大
学）, 堀内 至, 加藤 育民, 
旭川医科大学漢方研究会

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）65巻4号 
Page318（2014.10）

会議録
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2015058103 日本発医薬品の創製に向けて　日
本再興戦略と医薬品産業の振興

柿原 浩明（京都大学大
学院 薬学研究科）, 櫻井 
満也

社会保険旬報（1343-
5728）2585号 
Page10-14（2014.11）

解説

2015057861【平成26年診療報酬改定を検証す
る】 平成26年度薬価改定と医薬産
業の行方

谷 俊輔（厚生労働省 大
臣官房 国際課）

病院経営Master4巻3号 
Page44-48（2014.11）

解説／
特集
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