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

著者（所属）

タイトル

2016070540 平成28年度診療報酬改定

出典

医療政 星 多絵子（メニースタ ナースマネジャー

策かみくだき伝 道師の予 測&速 報 ーズ）
医療の今後を診る医療政策とデータ

論文種別
解説

17巻8号 Page1-4
（2015.10）

診療報酬は世間を映し出す鏡
2016068184 医療政策 小児がん患者へのサポー 塩田 恭子（聖路加国際 日本癌治療学会誌

会議録

ト アロマターゼ阻害剤併用の排卵 病院 女性総合診療部）
，（0021-4671）
誘発による性腺温存治療は乳がんの 小野 健太郎，秋谷 文， 50巻3号 Page2018
予後に影響するか?

樋田 一英，百枝 幹雄，（2015.09）
山内 英子

2016068183 医療政策 小児がん患者へのサポー 嶋谷 彰芳（大阪市立総 日本癌治療学会誌
ト 小児がんにおける二次がん3例の 合医療センター 整形外 （0021-4671）
検討

会議録／
症例報告

科）
，青 野 勝 成，日 高 50巻3号
典昭，伴 祥高

Page2017（2015.09）

2016068182 医療政策 小児がん患者へのサポー 樋口 明子（がんの子ど 日本癌治療学会誌

会議録

，横 （0021-4671）
ト 小児がん経験者のサバイバーシ もを守る会 事業部）
ップ 自立と就労

川 めぐみ，石橋 裕子

50巻3号 Page2016
（2015.09）

2016068181 医療政策 小児がん患者へのサポー 河合 由紀（滋賀医科大 日本癌治療学会誌
ト 滋賀におけるがん生殖医療に関 学 乳腺一般外科）
，木村 （0021-4671）
する地域連携ネットワーク設立への 文則，目片 英治，園田 50巻3号 Page2015
取り組み

文乃，糸井 尚子，竹林 （2015.09）
明枝，太田 悦子，田崎
亜希子，谷 眞至，村上
節

会議録

2016068180 医療政策 小児がん患者へのサポー 慎 武（獨協医科大学附 日本癌治療学会誌

会議録

ト 小児癌患者の妊孕性温存を目指 属越谷病院 リプロダク （0021-4671）
，福島 50巻3号
した理想的な精巣組織凍結法の開発 ションセンター）
麻衣，下村 之人，岩端 Page2014（2015.09）
威之，鈴木 啓介，定岡
侑子，小林 知広，宮田
あかね，佐藤 両，西尾
浩二郎，芦沢 好夫，八
木 宏，新井 学，宋 成
浩，岡田 弘
2016068179 医療政策 小児がん患者へのサポー 宮里 恵子（浦添総合病 日本癌治療学会誌

会議録

，蔵下 （0021-4671）
ト 学童に対するがん教育の効果に 院 乳腺センター）
要，新里 藍

ついて

50巻3号
Page2013（2015.09）

2016067635 医療政策

がん医療政策の推進 抗 薬師神 芳洋（愛媛大学 日本癌治療学会誌

会議録

癌剤治療患者ならびに健常者の喀痰 大学院 医学系研究科 臨 （0021-4671）
を用いたPneumocystis jirovecii検 床 腫 瘍 学 講 座 ）
， 竹 本 50巻3号
出の基礎的検討

隼，長谷部 晋士，朝井 Page1445（2015.09）
洋晶，竹内 一人，安川
正貴

2016067634 医療政策

がん医療政策の推進 高 水谷 友紀（がん臨床研 日本癌治療学会誌

会議録

齢がん患者を対象とする臨床試験に 究機構）
，中村 健一，小 （0021-4671）
関する取り組み JCOG高齢者研究 川 朝生，濱口 哲弥，福 50巻3号
小委員会（英語）
2016067633 医療政策

田 治彦，長島 文夫

Page1444（2015.09）

がん医療政策の推進 が 伊藤 ゆり（大阪府立病 日本癌治療学会誌

会議録

んサバイバー生存率 新しい生存率 院機構大阪府立成人病 （0021-4671）
の情報発信 J-CANSIS studyより

センター がん予防情報 50巻3号
センター）
，宮代 勲，服 Page1443（2015.09）
部 昌和，田中 里奈，松
坂 方士，尾瀬 功，吉村
章代，伊藤 秀美，細野
覚代，中山 雅志，中山
富雄

2016067632 医療政策

がん医療政策の推進 指 岩本 桃子（国立がん研 日本癌治療学会誌

標にみるがん対策推進基本計画の進 究センターがん対策情 （0021-4671）
捗状況

報センター がん政策科 50巻3号
学研究部）
，東 尚弘，高 Page1441（2015.09）
山 智子，奥山 絢子，井
上 泉，八巻 知香子，若
尾 文彦

会議録

2016067631 医療政策

がん医療政策の推進 医 坂東 裕子（筑波大学 乳 日本癌治療学会誌

会議録

，（0021-4671）
師主導治験の実施体制整備状況と 腺甲状腺内分泌外科）
青儀 健二郎，大谷 彰一 50巻3号

課題について

郎，笠井 宏委，津川 浩 Page1440（2015.09）
一郎，森岡 由香，山口
ひとみ，吉波 哲大，相
馬 道郎，橋本 郁子，増
田 慎三，戸井 雅和，大
野 真司，JBCRG（Japan
Breast Cancer
Research Group）Q06
研究委員会
2016062634 医療経済学観点からみた頭痛診療

間中 信也（温知会間中 日本頭痛学会誌
病院）

会議録

（1345-6547）
41巻2号
Page198（2014.11）

2016057932 平成28年度診療報酬改定

医療政 星 多絵子（メニースター ナースマネジャー

策かみくだき伝 道師の予 測&速 報 ズ）

解説

17巻9号

（第2回） 看護必要度はどう変わる

Page49-51（2015.11）

か A項目とB項目の塩梅がカギに
2016057025 【たばこ規制枠組み条約に基づいた 五十嵐 中（東京大学大 保健医療科学
たばこ対策の推進】FCTC 6条たば 学院 薬学系研究科）
，福 （1347-6459）
こ税増税の経済評価とたばこによる 田 敬，後藤 励

64巻5号

経済損失 たばこ税の影響と、禁煙

Page426-432

政策の医療経済評価にまつわる諸問

総説／
特集

（2015.10）

題
2016050470 世界最高齢社会としての秋田県 そ 佐々木 薫（秋田県健康 日本農村医学会雑誌
の医療の現状と将来展望 超高齢化 福祉部医務薬事課）

会議録

（0468-2513）

社会における医療行政の取り組みと

64巻3号

課題

Page296（2015.09）

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2016076095 抗癌剤の混合調製業務 当院におけ 三村 綾子（大森赤十字 薬事新報

論文種別
解説

，遠藤 修 （0289-3290）2925号
る抗がん剤の調製業務と安全な投与 病院 薬剤部）
について

司，平岩 知子

Page31-37（2016.01）

2016071687 今後の医療保険施策の動向について 佐々木 健（厚生労働省 日本臨床皮膚科医会雑
保険局 医療課）

解説

誌（1349-7758）
32巻5号 Page545552（2015.09）

2016070839 介護・在宅医療だより 診療報酬改 天神 光充，診療・介護 日本の眼科
定

報酬検討委員会

（0285-1326）
86巻10号 Page14991500（2015.10）

解説

2016062075 医事請求データからの医薬品使用額 多田 博和（成田赤十字 診療情報管理（1883-

会議録

病院 経営管理課）
，柴崎 7972）27巻2号

の検証について

孝幸，齊郷 裕行，山本 Page214（2015.08）
純平，平岩 晴実，富山
浩太，太田 博，込山 克
司，佐伯 康弘
2016061763 ドラッグ・リポジショニングによる 武藤 倫弘（国立がん研 潰瘍（0916-3301）42

解説

究 セ ン タ ー が ん 予 防・ 巻 Page5-11

大腸がん予防

検診研究センター 予防 （2015.05）
研究部）
，藤井 元，宮本
真吾，中西 るり，三浦
彩華，笹月 静
2016060726 スイッチOTCおよび医療用医薬品 山崎 紀子（明治薬科大 日本薬学会年会要旨集

会議録

の消費者費用比較研究 テルビナフ 学）
，小泉 茉莉江，和田 （0918-9823）
ィン塩酸塩クリーム

侑子，石井 文由

135年会4号
Page154（2015.03）

2016060345 療養型病院における薬剤師による消 岡田 孝之（西宮敬愛会 日本薬学会年会要旨集

会議録

化性潰瘍治療薬の適正使用への貢 病 院 薬 ）
， 法 橋 純 子，（0918-9823）
世良 有雅，加茂 美智子， 135年会4号

献

高木 好夫，阿瀬井 宏一， Page87（2015.03）
徳山 尚吾
2016059240 【予防接種の国際比較】米国の予防 齋藤 昭彦（新潟大学大 海外社会保障研究
接種制度から学ぶこと 日本の予防 学院）

（1344-3062）

解説／
特集

192号 Page6-19

接種制度の現状と課題

（2015.09）
2016056073 【成人の予防接種はどうあるべきか 川上 健司（国立病院機 診断と治療
?-予防医療推進の観点から-】成人に 構長崎川棚医療センタ （0370-999X）
接種する代表的なワクチン 成人用 ー）
，大石 和徳
肺炎球菌ワクチン定期接種化の概要

集

103巻11号
Page1439-1442

と普及・進展のポイント
2016046687 新世代のがん診療体制の構築

解 説/特

（2015.11）
が 堀田 知光（国立がん研 臨床評価

ん治癒を目指して 変革期にあるが 究センター）

解説

（0300-3051）
43巻1号

ん医療とがん研究

Page75-81（2015.08）
2016045425 経腸栄養患者へのバッグ型経腸栄養 土江 由美子（おかじま 愛仁会医学研究誌46巻 原著論文
剤導入の取り組みについて

病院 技術部栄養科）
，福 Page231-232
永 昭子，作山 美香

（2015.03）

2016045409 抗Methicillin resistant Staphylo- 川崎 文雄（高槻病院 技 愛仁会医学研究誌46巻 原著論文
coccus aureus薬の適正使用に向け 術部 薬剤科）
，小川 智 Page184-186
た取り組みと効果

孝，岩城 晶文

（2015.03）

2016045372 薬剤師による支持療法を含めた化学 井上 味波（高槻病院 技 愛仁会医学研究誌46巻 原著論文
療法レジメンの管理

術部 薬剤科）
，小川 智 Page59-61（2015.03）
孝，川村 めぐみ，曽我
祐子，岩城 晶文

2016045202 乳癌スクリーニングのための費用対 Sato Miho（Division of Breast Cancer（1340効果分析

二重読影と単読影+CAD Clinical Imaging，To- 6868）21巻5号

原著論文／
比較研究

の比較（Cost-effectiveness analy- hoku University Gradu- Page532-541
sis for breast cancer screening: a t e S c h o o l o f M e d i - （2014.09）
，Kawai Masaaki，
double reading versus single + cine）
N i s h i n o Y o s h i k a z u，

CAD reading）
（英語）

Shibuya Daisuke，Ohuchi Noriaki，Ishibashi
Tadashi

医療費
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2016050362 発見経路からみた大腸がん症例の検 川村 実里（生長会府中 人間ドック
病院 医療診療部），廣 （1880-1021）

討 進行度、医療費の比較

論文種別
原著論文／
比較研究

岡 大司，奥村 峰和，櫨 30巻3号
場 美和，窪田 雅子，小 Page616-622
林 三津子，清水 郁也，（2015.09）
西 川 慶 一 郎， 廣 岡 知
臣，内間 恭武

医療保障制度
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

論文種別

2016075961 医療・病院をめぐる文献ガイド 諸 松田 晋哉（産業医科大 病院（0385-2377）75 解説
外国の医療制度を知るための文献

学 医学部 公衆衛生学教 巻1号 Page68-71
室）

2016075531 2025年に向けた医療制度改革

（2016.01）

医 細谷 邦夫（豊橋創造大 医療秘書教育全協誌

療事務職員に求められるもの

学）

解説

（2186-8867）15巻1号
Page35-48（2015.11）

2016071687 今後の医療保険施策の動向について 佐々木 健（厚生労働省 日本臨床皮膚科医会雑
保険局 医療課）

解説

誌（1349-7758）32巻
5号 Page545-552
（2015.09）

2016067286 ゲノム解析に基づくがん治療個別化 安達 秀樹（京都府医師 日本癌治療学会誌
の時代を迎えて 分子標的薬による 会）
がん治療の個別化が医療制度に及ぼ
す影響

（0021-4671）50巻3号
Page1035（2015.09）

会議録

2016065514 日本の医療保険制度における臨床技 M i n a m i J u n k o 体外循環技術

会議録

術者（灌流技師）の作業の適応範囲 （Department of Clinical （0912-2664）
の拡大に関する意 義と利点（The Engineering，School of 42巻3号
Importance and Benefits of Ex- H e a l t h S c i e n c e s， Page368（2015.09）
panding Coverage of Clinical Engi- T o k y o U n i v e r s i t y o f
neer（Perfusionist）Procedures in T e c h n o l o g y ），
the Japanese Medical Insurance K u w a h a r a D a i c h i，
Miyachi Hirotaka，Kato

System）
（英語）

Shota，Ogino Minoru，
Kano Takashi，Akimoto
K a z u y a，K u s u m o t o
Naoki，Tanaka Kohei，
Shinohara Kazuhiko，
Umeda Masaru
解説

2016058542 看護の視点で追う医療制度改革 地 高島 尚子（日本看護協 医事業務
域包括ケアから診療報酬改定まで 会 医療政策部 医療制度 22巻485号
（第5回） 退院調整の取り組み
2016057732 Digestシリーズ

Page57-60（2015.12）

課）

新しい難病患者医 岡田 芳子

Medical Science

解説

Digest

療制度の始動、原点を見る（Vol.4）

（1347-4340）

（了） 患者の医療への関わりと日本

41巻14号

パーキンソン病コングレス（JPC）

Page538-540

の役割

（2015.12）
2016049996 世界の中での医療保険制度

武見 敬三（参議院）

日本歯科医師会雑誌

解説

（0047-1763）
68巻6号
Page567-577
（2015.09）

診療報酬・薬価
文献番号

著者（所属）

タイトル

2016075031 配賦による原価計算の問題点

出典

松村 耕平（磐城済世会

JHAC（1344-2147）

松村総合病院）

21巻1号

論文種別
原著論文

Page99-103
（2015.11）
2016073541 2014年度診療報酬改定基準におけ 中村 智之（足利赤十字
る経口摂取回復率の検討

The Japanese Journal

原著論文／

病院 リハビリテーショ

of Rehabilitation

比較研究

ン科）
，馬場 尊

Medicine（1881-3526）
52巻11号
Page713-719
（2015.11）

2016069818 電子カルテデータを用いた新たな原 森山 季恵（済生会熊本
価計算手法の試み

日本クリニカルパス学

病院 医事企画室）
，甲斐 会誌
聖人，加島 史，野田 章 （2187-6592）17巻4号
弘

Page686（2015.10）

会議録

医業経営
文献番号

著者（所属）

タイトル

2016075034 地域包括ケアシステムにおける新公 中島 大（奈良県立五條
立三病院のあるべき姿の検討

病院 診療情報管理室）

出典
JHAC（1344-2147）

論文種別
原著論文

21巻1号 Page112-116
（2015.11）

2016075033 退院時要約（サマリー）記載後の他 武井 哲也（慈泉会相澤
職種によるアクセス状況の可視化

病院 診療情報管理セン
ター）

2016075032 当院における大腿骨頸部骨折地域連 中 正剛（三思会東名厚
携パス導入の効果

木病院 医務部）

JHAC（1344-2147）

原著論文

21巻1号 Page108-111
（2015.11）
JHAC（1344-2147）

原著論文

21巻1号 Page104-107
（2015.11）

2016075031 配賦による原価計算の問題点

松村 耕平（磐城済世会

JHAC（1344-2147）

松村総合病院）

21巻1号 Page99-103

原著論文

（2015.11）
2016075030 地域医療の機能分担、連携の病院 十和田 順子（岩手県立
経営に与える影響と今後の医療提供 二戸病院 事務局）
体制の一考察

JHAC（1344-2147）

原著論文

21巻1号 Page94-98
（2015.11）

2016057758 周術期管理チーム最前線 ここまで 河辺 紳司（東邦大学医

日本臨床麻酔学会誌

原著論文

来たチーム医療 周術期センター情 療センター大森病院 用 （0285-4945）
報支援部門の取り組み

度課）
，落合 亮一，吉田 35巻7号
実知

Page790-794
（2015.11）

2016053134 ナースエイド（看護補助者）が行う 小畑 由美（厚生会仙台
効率的な物品管理への情報提供

日本医療情報学会看護

原著論文

厚生病院）
，三浦 久恵， 学術大会論文集
佐藤 愛子，佐藤 由美

（2187-1469）16回
Page174-176
（2015.07）

2016045366 病院経営の視点から見た高槻病院の 廣田 佐栄子（高槻病院

愛仁会医学研究誌46巻 原著論文

診療部 放射線治療科）
， Page33-37（2015.03）

放射線治療

森本 久美子，久保田 智
之，藤井 倫洋，尾崎 征
司，竹井 直樹，有持 利
彦，筒井 保裕，大宮 仁
美，西村 容子，吉村 ゆ
かり，上土井 奈加子，
厨子 亜矢子，田中 好恵

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2016074669 創薬シリーズ オープンイノベーシ 藤原 雄介（長崎大学先 日本薬理学雑誌
ョン

長崎大学が行う創薬オープ 端創薬イノベーション （0015-5691）

ン・イノベーションへの取り組み

センター）
，山本 弘史， 146巻6号
福島 千鶴，小守 壽文， Page327-331
田中 義正

（2015.12）

論文種別
解説

2016074485 製薬業界、アカデミアにおけるリア 木村 真也（日本医療デ ファルマシア
ルワールドデータの活用

ータセンター）

解説

（0014-8601）
51巻12号 Page11531157（2015.12）

2016073691 リスク最小化策の評価 レブラミド・ 伏見 史久（セルジーン 日本薬剤疫学会学術総

会議録

ポマリスト適正管理手順（RevMate） 研究開発本部 ファーマ 会抄録集21回
の改定と今後の課題

コビジランス部）

Page45-46（2015.11）

2016070827 精神科医が薬を処方するということ 仙波 純一（さいたま市 こころの科学
「効果のある薬」が世に出てくるま 立病院 精神科）
で

臨床試験に求められる厳密性、

解説

（0912-0734）184号
Page82-87（2015.11）

限界とバイアス
2016066588 臨床研究の不正防止とCOIマネージ 田中 徳雄（日本製薬工 日本癌治療学会誌
メント 臨床研究支援と透明性ガイ 業協会）
ドラインの役割

会議録

（0021-4671）50巻3号
Page305（2015.09）

2016064966 医薬品の安全性情報とリスク管理に 山中 潤（グラクソスミ 日本生物学的精神医学

会議録

関する諸問題 わが国における製造 スクライン 開発本部 安 会・日本神経精神薬理
販売後安全管理

製薬企業の立場 全性管理部）

学会合同年会プログラ
ム・抄録集37回・45回

から

Page126（2015.09）
2016061477 ICHを中心とした医薬品開発等に関 齋藤 宏暢（日本製薬工 医薬品医療機器レギュ
する国際調和の課題と展望

座談会

業協会）
，安田 尚之，野 ラトリーサイエンス
口 隆志，津田 重城

（1884-6076）
46巻6号 Page356369（2015.06）

2016058952 図 解 で 学 ぶPIC/S GMP（ 製 剤 ） 榊原 敏之（ジーエムピ PHARM TECH JAPAN 解説
PIC/S GMPガイドをベースにして ーコンサルティング）
（第26回） 原薬流通基準（GDP）ガ

（0910-4739）
31巻16号 Page3059-

イドライン

3065（2015.12）

2016055299 【統合失調症治療薬の臨床開発と課 星野 優子（ファイザー 分子精神医学
題】産官学連携

解説／

クリニカル・リサーチ統 （1345-9082）15巻4号 特集
轄部）
，村木 則文，今枝 Page288-292
孝行，新野 伊知郎

2016050449 日本のワクチン産業史の新時代なの ジュリア・ヨング

（2015.10）
日本医史学雑誌

会議録

（0549-3323）61巻3号

か? HIBワクチンの日本承認をめ

Page316-317

ぐって

（2015.09）
2016046707 日本発 顧みられない熱帯病治療薬 生田目 一寿（アステラ 臨床評価

解説

開発への挑戦 NTDs創薬研究コンソ ス製薬創薬化学研究所）（0300-3051）
43巻1号 Page219-

ーシアムの活動

224（2015.08）
2016046706 日本発 顧みられない熱帯病治療薬 浅田 誠（エーザイ エー 臨床評価
開発への挑戦 NTDs治療薬の開発と ザイプロダクトクリエー （0300-3051）
提供 製薬企業としての取り組み

ション本部 チーフイノ 43巻1号
ベーションオフィサーグ Page211-218
ループ）

（2015.08）

解説

