
医療経済関係研究論文（４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
2016109668 名南経営　病院経営塾 病院経営編　

厚生労働省から平成28年度診療報
酬改定に向けて「第20回医療経済実
態調査（医療機関等調査）」が発表さ
れたと聞きましたが、詳しい内容を
教えてください

冨本 健嗣（名南経営 医
業情報部）

病院羅針盤6巻73号 
Page76-77（2016.01）

Q&A

2016106666【介護・福祉等のサービスへの市場
原理の参入と精神科医療】 医療経済
評価とは何か?

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

精神科治療学
（0912-1862）
30巻12号 Page1567-
1570（2015.12）

解説／
特集

2016106175 病床機能報告制度に基づく地域医療
構想策定など今後の医療行政の展望

二川 一男（厚生労働省） 日本医学会総会会誌29
回学術講演要旨 
Page121（2015.04）

会議録

2016106011 日本医師会の医療政策　健康な高齢
社会の構築を目指して

横倉 義武（日本医師会） 日本医学会総会会誌29
回学術講演要旨 
Page34（2015.04）

会議録

2016101593 腹膜透析の医療経済性の現状と問
題点　療法選択と収益性をアンケー
ト調査2014より考察する

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科），佐藤 
忍，西山 強

腎と透析（0385-2156）
79巻別冊 腹膜透析
2015 Page275-277
（2015.10）

原著論文

2016099925 腸管ストーマ脱出に対する自動縫合
器による修復術変法　医療経済に配
慮した当院での工夫

石井 正嗣（高槻赤十字
病院），平松 昌子，小林 
稔弘，恒松 一郎，前沢 
早紀，高野 義章

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 Page916
（2015.10）

会議録／
症例報告

2016097372 外科医と医療経済 医療経済学に精
通する外科専門医の大学病院におけ
る役割

廣瀬 昌博（島根大学 医
学部 地域医療政策学講
座）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 Page447
（2015.10）

会議録



2016097371 外科医と医療経済 外科診療を見直
す　データウエアハウスやDPC分
析を利用した診療内容と医療経済面
における評価

栗原 直人（練馬総合病
院 外科），牧野 暁嗣，
筒井 りな，市原 明子，
松浦 芳文，井上 聡，
飯田 修平

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page446（2015.10）

会議録

2016097370 外科医と医療経済 外科と医療経済　
医療の質向上でDPCの機能係数2も
上がる

山中 英治（若草第一病
院 外科），中本 博之，
北川 克彦，小坂 博久，
小田 道夫

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page446（2015.10）

会議録

2016097369 外科医と医療経済 新たな吸引式組
織生検用針キット採用に伴う乳腺組
織生検の病院経営への寄与について

林 祐二（埼玉県立がん
センター 乳腺外科），
松本 広志，戸塚 勝理，
黒住 献，大庭 華子，
黒住 昌史

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page446（2015.10）

会議録

2016097368 外科医と医療経済 呼吸器外科領域
における医療経済向上の工夫

西海 昇（小田原市立病
院 呼吸器外科），矢ヶ崎 
秀彦，生駒 陽一郎，
中野 隆之，河野 光智，
増田 良太，岩崎 正之

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page446（2015.10）

会議録

2016097367 外科医と医療経済 穿孔性腹膜炎の
合併症とDPCの評価について

角田 順久（長崎大学病
院 腫瘍外科），丸山 圭
三郎，松本 理宗，片山 
宏己，西牟田 雅人，
橋本 泰匡，濱田 聖暁，
武岡 陽介，若田 幸樹，
富永 哲郎，村上 豪志，
竹下 浩明，日高 重和，
永安 武，石川 啓

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page446（2015.10）

会議録

2016097366 外科医と医療経済 マニュアル操作
を重視した内視鏡外科手術の取り組
み

尾形 頼彦（高松市民病
院 外科），四方 祐子，
篠原 永光，金村 普史，
福田 洋，和田 大助

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page446（2015.10）

会議録

2016097365 外科医と医療経済 腹腔鏡下大腸切
除術のコスト削減に対する試み

黒田 雅利（岡山赤十字
病院 外科），池田 英二，
辻 尚志，横山 伸二，
高木 章司，山野 寿久，
吉富 誠二，池谷 七海，
小林 泰幸

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page445（2015.10）

会議録

2016097364 外科医と医療経済 医療経済を鑑み
た腹腔鏡下胆嚢摘出術　コスト低減
と円滑な手術の工夫

竹田 直也（四日市市立
四日市病院 外科），鹿野 
敏雄，雫 真人，末永 
泰人，坂田 和規，寺本 
仁，丸山 浩高，森 敏宏

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page445（2015.10）

会議録



2016097363 外科医と医療経済 当院における虫
垂炎手術の現状　開腹vs腹腔鏡

谷本 芽弘理（地域医療
機能推進機構東京高輪
病院 外科），冲永 裕子，
蜂谷 裕之，池田 真美，
伊原 文恵，小山 広人

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
76巻増刊 
Page445（2015.10）

会議録

2016097362 外科医と医療経済 医療技術等の費
用対効果評価の方法と活用

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）76巻 増
刊 Page445（2015.10）

会議録

2016096833 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）76巻 増
刊 Page322（2015.10）

会議録

2016095128 臨床工学技士の通信制修士課程に
よる再教育　アジアへも向けた発信 
医療機器の安全使用のために臨床工
学技士のリーダーに求められること　
医療行政への関与の経験から

青木 郁香（医療機器セ
ンター附属医療機器産
業研究所）

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
54号 
Page113（2015.04）

会議録

2016088662【幹細胞研究と再生医療】 iPS細胞実
用化への問題点　医療経済学的視
点から

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）

腎と透析（0385-2156）
79巻6号 P a g e977-
982（2015.12）

解説／
特集

2016088210【在宅人工臓器】 在宅人工臓器の医
療経済の概念と事例

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）

人工臓器（0300-0818）
44巻3号 P a g e215-
218（2015.12）

解説／
特集

2016082534 医療経済・QOL研究センターの活動
報告

能登 真一（新潟医療福
祉大学 作業療法学科），
泉 良太

新潟医療福祉学会誌
（1346-8774）15巻1号 
Page22（2015.10）

会議録

2016080424 高血圧治療の医療経済 高血圧に対
する先制医療（予防医学）の医療経
済学

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）

日本高血圧学会総会プ
ログラム・抄録集38回 
Page230（2015.10）

会議録

2016080423 高血圧治療の医療経済 配合剤の費
用対効果評価は?

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本高血圧学会総会プ
ログラム・抄録集38回 
Page229（2015.10）

会議録

2016080422 高血圧治療の医療経済 池田 俊也（国際医療福
祉大学大学院 薬学部 薬
学科）

日本高血圧学会総会プ
ログラム・抄録集38回 
Page229（2015.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016110313 愛媛県内の保険薬局におけるプレア

ボイドシステム導入と経済学的評価
安永 大輝（愛媛大学医
学部附属病院 薬剤部）

薬事新報
（0289-3290）2931号 
Page9-14（2016.03）

解説

2016109023【糖尿病の新規治療薬-そのポジショ
ニングと治療への展望-】 持効型溶
解インスリンの新しい製剤　2型糖
尿病治療をどう変えるか

金澤 憲（東邦大学 医学
部 内科学講座 糖尿病・
代謝・内分泌学分野），
熊代 尚記，弘世 貴久

プラクティス
（0289-4947）
33巻1号 Page27-32
（2016.01）

解説／
特集

臨床経済学・薬剤経済学



2016108654 ロボット介護機器開発・導入促進事
業プロジェクトについて

比留川 博久（産業技術
総合研究所ロボットイ
ノベーション研究セン
ター）

日本生活支援工学会誌
（1347-1724）
15巻2号 
Page3-17（2015.12）

解説

2016108054 在宅医療に参画する薬局が外来業務
をとおして多職種連携を図れた1例　
R配合経腸用液半固形剤への変更に
よる経済的、介護的負担の軽減

武田 浪弘（フレディタ
カノ薬局），濱名 智子，
岡 豊香，松山 斉久，
廣原 正宜，串田 一樹

癌と化学療法
（0385-0684）
42巻Suppl.I 
Page36-38（2015.12）

原著論文／
症例報告

2016108000 病院薬剤師のさらなる飛躍に向けて　
病棟薬剤業務の実践　現状と今後
の展望 ファーマシューティカルケ
アに基づいた病棟薬剤業務の実践

増原 慶壮（聖マリアン
ナ医科大学附属病院 薬
剤部）

医療（0021-1699）
69巻12号 
Page520-524
（2015.12）

解説

2016107623【施設成長につなげる先進の放射線
治療[Part 2]】 確実に進む放射線治
療の効果と今後　大垣徳洲会病院
におけるVero 4DRTの導入

村井 太郎（名古屋市立
大学大学院 医学研究科 
放射線医学分野），高田 
勇馬

新医療
（0910-7991）
43巻1号 Page134-137
（2016.01）

解説／
特集

2016107521【前立腺癌-基礎・臨床研究の最新知
見-】 最新の臨床研究　前立腺癌検
診の意義と課題

伊藤 一人（群馬大学大
学院 医学系研究科 泌尿
器科学），鈴木 和浩

日本臨床（0047-1852）
74巻1号 Page72-78
（2016.01）

解説／
特集

2016106666【介護・福祉等のサービスへの市場
原理の参入と精神科医療】 医療経済
評価とは何か?

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

精神科治療学
（0912-1862）
30巻12号 Page1567-
1570（2015.12）

解説／
特集

2016106664【介護・福祉等のサービスへの市場
原理の参入と精神科医療】 精神科医
療とその周辺領域をビジネス化する
ことの利点と問題点

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 医療経済学分
野）

精神科治療学
（0912-1862）
30巻12号 Page1555-
1559（2015.12）

解説／
特集

2016106189 費用対効果評価の政策応用に関する
現状と課題

佐々木 健（厚生労働省） 日本医学会総会会誌29
回学術講演要旨 
Page127（2015.04）

会議録

2016106188 経済評価の政策応用アセスメント・
アプレイザル・ディシジョン

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本医学会総会会誌29
回学術講演要旨 
Page127（2015.04）

会議録

2016106187 質調整生存年（QALY）を用いた費
用対効果評価の実際と臨床における
活用

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本医学会総会会誌29
回学術講演要旨 
Page127（2015.04）

会議録

2016105344【睡眠-精神療法学"入門　「眠り」を
知って、臨床力をアップしよう!】 現
代社会における「睡眠」にまつわる
諸問題"

本多 真（東京都医学総
合研究所 精神行動医学
研究分野）

精神療法
（0916-8710）
41巻6号 
Page804-809
（2015.12）

解説／
特集



2016103588 RO（Reverse Osmosis）装置入れ替
えに伴う薬液消毒時間と濃度の検討

小番 吏（おのば腎泌尿
器科クリニック），小場 
幸恵，工藤 麻利，土田 
カヨ子，佐藤 輝子，
田口 一美，渡部 瑞恵，
河村 美貴子，勝又 麻子，
水木 麻衣子，渡邉 明日香，
五十嵐 伴子，佐藤 良延

秋田腎不全研究会誌
18巻 
Page58-60（2015.11）

原著論文

2016102767 生活習慣病該当者の服薬の有無と医
療費および入院の発生に関する研究　
診療報酬明細書データの集約作業に
伴うデータ修正とその影響

藤田 美鈴（千葉大学大
学院 医学研究院環境健
康科学講座公衆衛生学）

調査研究ジャーナル
（2187-2651）
4巻2号 Page158
（2015.10）

会議録

2016101595 腹膜透析患者に要する医療費の検討 松下 芳雄（国家公務員
共済組合連合会総合病
院熊本中央病院 腎臓
科），山本 修太郎，信岡 
真美子，松尾 尚美，
梅本 周朗，唐原 靖治，
山内 英治，野村 和史，
有薗 健二

腎と透析
（0385-2156）
79巻別冊 腹膜透析
2015 
Page280-281
（2015.10）

原著論文／
比較研究

2016097362 外科医と医療経済 医療技術等の費
用対効果評価の方法と活用

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）76巻増
刊 Page445（2015.10）

会議録

2016096389 漢方治療の経済評価に関するシステ
マティックレビュー

今井 太郎（国際医療福
祉大学大学院 博士課程 
医療・生命薬学専攻）

国際医療福祉大学学会誌
（2186-3652）
20巻抄録号 Page163
（2015.08）

会議録

2016095686 医療機器購入における臨床工学技士
のあるべき姿、当院7年間の取り組
み

今西 健蔵（トヨタ記念
病院 MEグループ），
杉若 直人，中根 千晶，
米川 智予，森 紀成，
鐘江 敬志，加藤 千恵美，
國友 貞彰，山本 恭介，
首藤 崇，竹内 真吾，
細江 和人

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
54号 
Page263（2015.04）

会議録

2016095548 選択的血漿交換療法の有用性と経済
効果

真殿 久司（若弘会若草
第一病院 医療技術部
ME課），吉村 祐一，
濱中 康弘，石川 香澄，
中原 哲史，川崎 達也，
田中 宏輝，今田 順也，
小野 裕貴，出来 あゆみ，
森 益規，山中 英治

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
54号 
Page228（2015.04）

会議録



2016095485 リース医療機器の効率的な運用方法
に関する検討

寺本 圭吾（鉄蕉会亀田
総合病院 医療技術部
ME室），鈴木 茂樹，
近藤 敏哉，高倉 照彦

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
54号 
Page212（2015.04）

会議録

2016094995【医療機器の臨床試験から承認審査】 
医療機器ビジネスにおけるグローバ
ル動向を踏まえたベンチャー戦略

内田 毅彦（日本医療機
器開発機構），小林 宏彰，
石倉 大樹，虞都 韻，
村上 哲朗，中野 壮陛

レギュラトリーサイエンス学会誌
（2185-7113）
5巻3号 Page211-217
（2015.09）

解説／
特集

2016094994【医療機器の臨床試験から承認審査】 
医療機器の市場環境とグローバル開
発戦略

昌子 久仁子（テルモ） レギュラトリーサイエンス学会誌
（2185-7113）
5巻3号 Page203-209
（2015.09）

解説／
特集

2016094525 飲酒に関する国内外の疾病費用研究
の手法と、わが国における飲酒量低
減の普及による経済効果の推計

田口 有里恵（国際医療
福祉大学大学院），池田 
俊也

日本アルコール・薬物
医学会雑誌
（1341-8963）50巻4号 
Page244（2015.08）

会議録

2016090818 鬱病を合併する不眠症に対する認知
行動療法の費用対効果（Cost-
e f f e c t i v e n e s s o f c o g n i t i v e 
behavioral therapy for insomnia 
comorbid with depression: Analysis 
of a randomized controlled trial）（英
語）

Watanabe Norio（De-
partment of Clinical 
Epidemiology，Transla-
tional Medical Center，
Na t i o n a l Cen t e r o f 
Neurology and Psychia-
try），Furukawa Toshia-
ki A.，Shimodera Shin-
j i，K a t s u k i F u j i k a，
Fujita Hirokazu，Sasaki 
Megum i，Sado M i t -
suhiro，Perlis Michael 
L.

Psychiatry and Clinical 
Neurosciences
（1323-1316）
69巻5-6号 
Page335-343
（2015.06）

原著論文／
ランダム化
比較試験

2016090192 良い眠りを導く「睡眠」の話（第1回）　
眠り下手になった日本人

宮崎 総一郎（日本睡眠
教育機構）

安全と健康
（1881-0462）67巻1号 
Page74-76（2016.01）

解説

2016089939 骨折リエゾンサービスでのリハビリ
テーション　骨折リエゾンサービス
（FLS）とは

萩野 浩（鳥取大学 医学
部 保健学科）

Journal of Clinical 
Rehabilitation
（0918-5259）25巻1号 
Page56-59（2016.01）

解説

2016089779【感染症における新薬開発のジレン
マと展望-日本が先駆者となるため
に-】 感染症治療の費用対効果

本田 順一（雪ノ聖母会
聖マリア病院 医療の質
管理本部）

化学療法の領域
（0913-2384）32巻1号 
Page81-86（2015.12）

解説／
特集

2016089775【感染症における新薬開発のジレン
マと展望-日本が先駆者となるため
に-】 抗菌薬の小児への開発

豊永 義清（東京慈恵会
医科大学）

化学療法の領域
（0913-2384）32巻1号 
Page46-55（2015.12）

解説／
特集

2016089774【感染症における新薬開発のジレン
マと展望-日本が先駆者となるため
に-】 抗菌薬の開発環境の課題

岩田 敏（慶応義塾大学 
医学部 感染症学教室）

化学療法の領域
（0913-2384）32巻1号 
Page38-45（2015.12）

解説／
特集



2016089490 たかが手すり・されど手すり　快適
で安楽な暮らしづくりと費用対効果
（後編）

内田 忠夫（スペースケ
ア横浜営業所）

福祉介護テクノプラス
（2187-1698）9巻1号 
Page37-36（2016.01）

解説

2016089406【婦人科がん治療の新機軸】 分子標
的治療薬の長所と短所

西條 憲（東北大学加齢
医学研究所 臨床腫瘍学
分野），石岡 千加史

産科と婦人科（0386-
9792）83巻1号 
Page63-68（2016.01）

解説／
特集

2016088642【幹細胞研究と再生医療】 再生医療
の産業化と課題

早川 堯夫（近畿大学薬
学総合研究所）

腎と透析（0385-2156）
79巻6号 Page865-
871（2015.12）

解説／
特集

2016088569 不眠の産業疫学 中田 光紀（産業医科大
学 産業保健学部）

臨床精神薬理（1343-
3474）19巻1号 
Page3-11（2016.01）

解説

2016087946【わが国における認知行動療法の実
践の現状と今後の可能性】 地域精神
科クリニックにおける認知行動療法
的アプローチの工夫とその転帰　社
交不安障害（SAD）を例に

山本 和儀（山本クリニ
ック），甲田 宗良，竹市 
咲乃，吉元 なるよ，
大隅 友惠，砂田 安秀，
内藤 直子，伊藤 大輔

精神科
（1347-4790）
27巻6号 
Page433-441
（2015.12）

解説／
特集

2016087604 生活習慣病のリスク要因解明と予防
対策の評価に関する公衆衛生学的研
究

磯 博康（大阪大学大学
院 医学系研究科 公衆衛
生学）

日本医師会雑誌
（0021-4493）
144巻9号 Page1858-
1862（2015.12）

解説

2016087565 1酪農場における超音波画像検査を
用いた有料定期繁殖検診の効果

小山 憲司（NOSAI兵庫
淡路基幹家畜診療所三
原診療所），宮崎 俊輔，
長谷川 弘哉，是枝 明博，
山本 直史，住 伸栄，
橋本 宰昌

家畜診療
（0287-0754）
62巻12号 
Page743-746
（2015.12）

原著論文

2016081929 統合医療における機能性食品の臨床
的意義　サプリメント・健康食品の
現状と課題、次世代ヘルスケアとし
ての展望

蒲原 聖可（健康科学大
学）

日本統合医療学会誌
8巻2号 
Page19-28（2015.10）

総説

2016081773 結核の積極的症例探索の費用対効
果（C o s t E f f e c t i v e n e s s o f 
Tuberculosis Active Case fi nding）
（英語）

Chikwanha Isaac（Me-
decins Sans Frontieres 
Japan），Kurosaki No-
buko

国際保健医療
（0917-6543）30巻3号 
Page169（2015.09）

会議録

2016080423 高血圧治療の医療経済 配合剤の費
用対効果評価は?

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本高血圧学会総会プ
ログラム・抄録集38回 
Page229（2015.10）

会議録

2016078063 韓国におけるICTとヘルスケア　現
状と展望（ICT and Healthcare in 
Korea: Present and Perspectives）
（英語）

Shin Dong Chun（De-
partment of Preventive 
Medicine，Yonsei Uni-
versity College of Medi-
cine; Yonsei University 
Severance Hospital）

JMAJ: Japan Medical 
Association Journal
（1346-8650）
57巻2号 
Page75-83（2014.04）

解説



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016106309 医療制度分科会　高校生への医療

制度教育
濱端 綾太（神戸薬科大
学 薬学部）

日本医学会総会会誌29
回学術講演要旨 
Page179（2015.04）

会議録

2016105641 生物学的製剤使用中の関節リウマチ
患者における医療保険、身体障害者
手帳取得、介護認定の状況分析

佐藤 正夫（岐阜大学 整
形外科），四戸 隆基

日本RAのリハビリ研究会誌
（1346-2407）
28巻1号 
Page64-66（2014.06）

原著論文

2016085915 胃炎に対するヘリコバクターピロリ
除菌治療の検討　医療保険適応前
後の比較

吉住 豊（入間ハート病
院 消化器科），瀬尾 真理，
武井 理子，宇田川 清司，
吉住 花子，永田 雅良

埼玉県医学会雑誌
（0389-0899）
50巻1号 
Page72（2015.11）

会議録

2016085768 ヘリコバクターピロリ胃炎に対する
除菌治療の検討　公的医療保険適
応前後の比較

吉住 豊（入間ハート病
院 消化器科），瀬尾 麻理，
武井 理子，宇田川 清司，
吉住 花子，永田 雅良

埼玉県医学会雑誌
（0389-0899）
50巻1号 
Page321-326
（2015.11）

原著論文

2016078206 インドの地方の三次医療センターに
おける地域医療保険および救急医療
管理（An Overview of Community 
Health Insurance and Emergency 
Health Management in a Rural 
I n d i a n Te r t i a r y Hea l t h Ca r e 
Center）（英語）

Keeni Saraswati Krish-
na（Kasturba Medical 
College），Takagi Har-
uhi

順天堂醫事雑誌
（2187-9737）
61巻1号 
Page62-66（2015.02）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016101595 腹膜透析患者に要する医療費の検討 松下 芳雄（国家公務員

共済組合連合会総合病
院熊本中央病院 腎臓
科），山本 修太郎，
信岡 真美子，松尾 尚美，
梅本 周朗，唐原 靖治，
山内 英治，野村 和史，
有薗 健二

腎と透析
（0385-2156）
79巻別冊 腹膜透析
2015 
Page280-281
（2015.10）

原著論文／
比較研究

2016077795 医療技術の経済評価における費用対
効果受容曲線の拡張表示（The 
Augmented Representation of the 
Cost-effectiveness Acceptability 
Curve for Economic Evaluation of 
Health Technology）（英語）

Araki Daiji（Division of 
Med ica l S ta t i s t ics，
Kobe University Gradu-
ate School o f Medi -
cine），Kamae Isao

Kobe Journal of Medi-
cal Sciences
（0023-2513）
61巻1号 
PageE9-E18
（2015.01）

原著論文



2016078065 日本における公営自動車保険と公的
医療保険の対立　国際比較調査
（Conflicts between Public Car In-
surance and Public Medical Insur-
ance in Japan: International Com-
parison Survey）（英語）

Sa k a g u c h i K a z u k i
（J a p a n M e d i c a l 
Association Research 
I n s t i t u t e），M o r i 
Koichiro

JMAJ: Japan Medical 
Association Journal
（1346-8650）
57巻2号 
Page93-103
（2014.04）

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
2016101504 PD・HD併用療法における診療報酬

改定後の動向と、その展望について
酒井 謙（東邦大学 医学
部 腎臓学講座），大橋 
靖，山崎 惠介，斎藤 彰信，
松清 立，大谷 隆俊，服部 
吉成，門松 賢，鯉渕 清人，
宮城 盛淳，田中 仁英，
相川 厚

腎と透析
（0385-2156）
79巻別冊 腹膜透析
2015 
Page95-96（2015.10）

原著論文

2016096862 病院経営における外科の役割を知る 
原価計算からみた外科系診療科

三角 隆彦（済生会横浜
市東部病院）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）76巻増
刊 Page341（2015.10）

会議録

2016087795 診療報酬改定と消費税増税が医療
経営に及ぼす影響

福山 麻里（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座），今村 知明

全国自治体病院協議会雑誌
（0389-1070）
54巻12号 Page1800-
1805（2015.12）

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
2016105954 看護師におけるセカンドキャリアの

活用　チーム医療の活性化のために
佐久間 あゆみ（済生会
向島病院 看護部）

看護のチカラ
20巻440号 
Page46-49（2015.12）

原著論文

2016088081 当院におけるバランスト・スコアカ
ード導入の試み

横山 佳寿（国立病院機
構三重中央医療センタ
ー 事務部），山本 初実，
沖田 光郎，下中 直実，
奥田 艶子，折山 久栄，
霜坂 辰一，北村 政美，
森本 保

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）
16巻3号 
Page163-168
（2015.12）

原著論文

2016087795 診療報酬改定と消費税増税が医療
経営に及ぼす影響

福山 麻里（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座），今村 知明

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）
54巻12号 Page1800-
1805（2015.12）

原著論文

2016086054 病院経営における競争優位の源泉の
検証　病院経営の戦略グループ間
移動障壁の探求

羽田 明浩（国際医療福
祉大学）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）
52巻4号 Page201-
208（2015.10）

原著論文



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
2016109126【医療安全への取り組み　それぞれ

の立場から】 製薬企業における医療
安全への取り組み　輸液剤容器の開
発

矢後 誠司（テルモホス
ピタルカンパニー ドラ
ッグ&amp;デバイス事業
R&amp;D部門）

ファルマシア
（0014-8601）
52巻1号 
Page48-50（2016.01）

解説／
特集

2016105309 医療イノベーション創出ネットワー
クの現状と展望　新しいフェーズに
入ったアカデミアのシーズ開発 イ
ノベーション創出力強化のための特
許戦略

山中 敦夫（文部科学省・
厚生労働省革新的医療
技術創出拠点プロジェ
クトサポート機関）

臨床評価
（0300-3051）
43巻Suppl.XXXV 
Page157-162
（2015.12）

解説

2016105297 医療イノベーション創出ネットワー
クの現状と展望　新しいフェーズに
入ったアカデミアのシーズ開発 ア
カデミアが開発を主導した製品　事
例紹介　東京大学

鈴木 友人（東京大学医
学部附属病院 トランス
レーショナルリサーチセ
ンター）

臨床評価
（0300-3051）
43巻Suppl.XXXV 
Page104-105
（2015.12）

解説

2016105291 医療イノベーション創出ネットワー
クの現状と展望　新しいフェーズに
入ったアカデミアのシーズ開発 拠
点からの報告　先端的がん新薬開発　
国立がん研究センターでの取り組み

大津 敦（国立がん研究
センター先端医療開発
センター）

臨床評価
（0300-3051）
43巻Suppl.XXXV 
Page75-78（2015.12）

解説

2016096300 産学医工連携によるインスリン自己
注射患者ためのセルフケア・ボック
スの開発

藤田 京子（国際医療福
祉大学 保健医療学部 看
護学科），阿久津 滝子，
遠藤 加奈子，橋本 幹子，
林 真紀，鈴木 佑里，
佐藤 貴之，永森 久之

国際医療福祉大学学会誌
（2186-3652）
20巻抄録号 
Page117（2015.08）

会議録

2016089777【感染症における新薬開発のジレン
マと展望-日本が先駆者となるため
に-】 新規抗菌薬の開発に向けた学
会提言

舘田 一博（東邦大学 医
学部 微生物・感染症学
講座）

化学療法の領域
（0913-2384）
32巻1号 Page65-72
（2015.12）

解説／
特集

2016085271 基礎科学のなかの分析化学教育 企
業における分析化学教育

浦上 康司（武田薬品工
業）

日本分析化学会講演要
旨集62年会 
Page49（2013.08）

会議録

2016081069 製薬会社におけるヒト予測の考え方
と実値比較検証

田川 吉彦（武田薬品工
業薬物動態研究所）

日本獣医学会学術集会
講演要旨集
（1347-8621）158回 
Page228（2015.08）

会議録


