
医療経済関係研究論文（６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
2016173366【内視鏡外科手術の現状と問題点】 

医療経済からみた内視鏡外科手術
丸山 嘉一（日本赤十字
社医療センター 国内医
療救援部），堀内 雅代，
幕内 雅敏

Pharma Medica
（0289-5803）
34巻3号 Page49-53
（2016.03）

解説／
特集

2016172818 医療経済学的視点から見た感染症対
策

野崎 伸一（厚生労働省 
政策統括官付社会保障
担当参事官室）

インフルエンザ
（1345-8345）
17巻2号 Page109-
113（2016.04）

解説

2016172412【これからどうなる!?日本の予防接
種】 予防接種全体に関する話題　ワ
クチンの医療経済評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

小児科診療
（0386-9806）
79巻4号 Page455-
459（2016.04）

解説／
特集

2016170984【免疫疾患Update】 関節リウマチ治
療のパラダイムシフト　RAを取り
巻く医療経済

田中 榮一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター 膠
原病リウマチ内科）

クリニシアン
（0387-1541）
63巻2号 Page169-
176（2016.02）

解説／
特集

2016170932 心臓核医学領域における検査診断の
医療経済

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））

日本心臓核医学会ニュ
ースレター（1346-
2733）18巻1号 
Page41-43（2016.02）

会議録

2016168717 平成28年度診療報酬改定　医療政
策かみくだき伝道師の予測&速報
（第5回）　診療報酬改定の基本方針　
未来地図を描こう!

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

ナースマネジャー
17巻12号 
Page55-57（2016.02）

解説

2016167227 大都市の医療・介護・福祉を省察す
る　医療経済の視点から

西村 周三（医療経済研
究機構）

ジェネラリスト教育コ
ンソーシアム8巻 
Page28-48（2015.12）

解説



2016162447 21世紀を行きぬくために必要な管
理栄養士スキル 管理栄養士に求め
られる「医療経済学」の視点

津村 和大（川崎市立川
崎病院 糖尿病内科）

日本病態栄養学会誌
（1345-8167）
19巻Suppl. 
PageS-42（2015.12）

会議録

2016162321 医療政策の動向と次期診療報酬改定 橋爪 章（保健医療経営
大学）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）
30巻4号 Page453-
457（2015.12）

解説

2016157265 予防医学から医療経済を考える 経
済学から見た予防医療

川渕 孝一（東京医科歯
科大学 大学院医療経済
学分野）

日本心臓病学会学術集
会抄録63回 
Page253（2015.09）

会議録

2016157264 予防医学から医療経済を考える 「行
動による予防」と「薬による予防」
は補完的か　医療経済学の観点から

伊藤 由希子（東京学芸
大学 人文社会科学系経
済学分野）

日本心臓病学会学術集
会抄録63回 
Page252（2015.09）

会議録

2016157263 予防医学から医療経済を考える 健
康寿命延伸とこれからの医療を守る
ために「今できること」を着実にす
る　特定健診・保健指導から得た知
見と方向性

津下 一代（あいち健康
の森健康科学総合セン
ター）

日本心臓病学会学術集
会抄録63回 
Page251（2015.09）

会議録

2016150471 平成28年度診療報酬改定　医療政
策かみくだき伝道師の予測&速報
（第4回）　夜勤72時間の攻防と、や
はり気になる必要度

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

ナースマネジャー
17巻11号 
Page56-59（2016.01）

解説

2016148985 平成28年度診療報酬改定　医療政
策かみくだき伝導師の予測&速報
（第3回）　退院支援はどう変わるか　
平均在院日数と病床利用率への影響

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

ナースマネジャー
17巻10号 
Page34-37（2015.12）

解説

2016146906 何処でもできる、誰でもできる、医
療経済を鑑みた腹腔鏡下胆嚢摘出
術

雫 真人（四日市市立四
日市病院 外科），鹿野 
敏雄，竹田 直也，末永 
泰人，坂田 和規，寺本 
仁，丸山 浩高，森 敏宏

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 
PageOS233-3
（2015.12）

会議録

2016146495 医療経済から見た効率良い内視鏡外
科手術室運営の確立

五井 こずえ（化学療法
研究所附属病院），山田 
英夫

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 
PageOS178-6
（2015.12）

会議録

2016145727 患者側、医療者側、医療環境側の立
場から医療経済を考慮したReduced 
port surgeryの取り組み

八岡 利昌（昭和大学藤
が丘病院 消化器・一般
外科），梅本 岳宏，佐藤 
純人，喜島 一博，新村 
一樹，塩澤 敏光，小山 
英之，横溝 和晃，櫻庭 
一馬，松原 猛人，水上 
博喜，木川 岳，根本 洋，
加藤 貴史，田中 淳一

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号
PageOS76-10
（2015.12）

会議録



2016145314 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア
修復術の検討　医療経済面も含め
て

小出 紀正（稲沢市民病
院 外科），水川 卓史，
久納 孝夫

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）20巻7号 
PageOS19-3（2015.12）

会議録

2016144978 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 病院経営
を考慮した内視鏡外科手術における
自動縫合器の使用に関して

山本 聖一郎（平塚市民
病院 外科），金井 歳雄，
赤津 知孝，葉 季久雄，
秋好 沢林，小島 正之，
大西 達也，藤井 琢，加藤 
文彦，金子 靖，鯉江 
めぐみ，真木 明日香，
池端 昭慶，尾澤 慶輔，
中川 基人

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）20巻7号 
PagePD9-8（2015.12）

会議録

2016144977 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 医療材料
費・創をともに削減したReduced 
port surgeryでの腹腔鏡下大腸切除
術

池田 英二（岡山赤十字
病院 外科），黒田 雅利，
横山 伸二，高木 章司，
山野 寿久

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）20巻7号 
PagePD9-7（2015.12）

会議録

2016144976 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 内視鏡外
科における医療経済を考慮した手術
手技

西 知彦（東京都済生会
中央病院），遠藤 高志，
鳥海 史樹，山本 立真，
瀧口 徹，山川 輝記，梶原 
庸司，鈴木 陽太，下山 
豊

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）20巻7号 
PagePD9-6（2015.12）

会議録

2016144975 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 医療経済
を考慮した当院における単孔式腹腔
鏡下胆嚢摘出術の工夫

南 裕太（横浜市立大学
附属市民総合医療セン
ター消化器病センター 
外科），笠原 康平，佐藤 
圭，大田 貢由，円谷 彰，
國崎 主税，熊本 宜文，
森 隆太郎，松山 隆生，
武田 和永，秋山 浩利，
遠藤 格

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 
PagePD9-5（2015.12）

会議録

2016144974 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 医療経済
と安全性を考慮した胸腔鏡下食道切
除術のエネルギーデバイス使用の工
夫

竹村 雅至（兵庫医科大
学 上部消化管外科），
中尾 英一郎，小澤 りえ，
瀧井 麻美子，吉田 佳世，
海辺 展明，仁和 浩貴，
大嶋 勉，菊池 正二郎，
笹子 三津留

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 
PagePD9-4（2015.12）

会議録

2016144973 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 ラパヘル
におけるコスト削減への挑戦　あな
たはそれでもまだTackerを使います
か、それとも縫合しますか

田畑 智丈（第一東和会
病院 内視鏡外科センタ
ー），佐藤 功，千野 佳秀，
水谷 真，田儀 知之，嶌岡 
成佳，藤村 昌樹，飯田 
稔

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 
PagePD9-3（2015.12）

会議録



2016144972 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 医療経済
を考慮した甲状腺内視鏡手術　我々
の工夫

中条 哲浩（鹿児島大学 
消化器・乳腺甲状腺外
科），有馬 豪男，平田 
宗嗣，高江 芳恵，新田 
吉陽，林 直樹，野元 
優貴，江口 裕可，喜島 
祐子，白尾 一定，中野 
静雄，夏越 祥次

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 
PagePD9-2（2015.12）

会議録

2016144971 医療経済を考慮した内視鏡外科手術
の要点　各施設での工夫 当院にお
いて限られた時間の中でより多くの
症例にロボット支援手術を施行する
工夫

深谷 孝介（藤田保健衛
生大学 腎泌尿器外科学
講座），白木 良一，竹中 
政史，引地 克，深見 
直彦，佐々木 ひと美，
日下 守

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 
PagePD9-1（2015.12）

会議録

2016143807 医療経済学的見地からみた各国のイ
ンプラント治療の現状 インプラン
トを用いた口腔リハビリテーション
と日本の医療保険システム（Oral 
rehabilitation using implants and 
Japanese health insurance sys-
tem）（英語）

K u b o t a  E i r o
（Department of Oral 
a n d M a x i l l o f a c i a l 
Surgery，Kanagawa 
Dental University）

Japanese Journal of 
Maxillo Facial Implants
（1347-894X）
14巻3号 
Page132（2015.11）

会議録

2016143806 医療経済学的見地からみた各国のイ
ンプラント治療の現状 腓骨弁と歯
科インプラントによる口腔がん患者
の口腔機能リハビリテーションは妥
当な治療法なのか?（Is oral func-
tional rehabilitation in oral cancer 
patients by fibula bone flap and 
dental implants a reasionable 
treatment?）（英語）

Ch a n g Y a n g - M i n g
（Department of Oral 
&amp; Maxil lofacial 
Surgery，Chang-Gung 
Memorial Hospital），
Wei Fu-Chan

Japanese Journal of 
Maxillo Facial Implants
（1347-894X）
14巻3号 
Page131（2015.11）

会議録

2016143805 医療経済学的見地からみた各国のイ
ンプラント治療の現状 アジア諸国
における医療経済と顎顔面インプラ
ント治療（Medical economics and 
maxillofacial implant treatment in 
Asian countries）（英語）

Hu im ing Wang（1s t 
Affiliated Hospital of 
M e d i c a l C o l l e g e，
Zhejiang University）

Japanese Journal of 
Maxillo Facial Implants
（1347-894X）
14巻3号 
Page130（2015.11）

会議録

2016143804 医療経済学的見地からみた各国のイ
ンプラント治療の現状 インプラン
ト治療に関する保険制度（Health 
insurance system for implant treat-
ment）（英語）

Choi Dong Ju（Dental 
Ho sp i t a l o f Ha l l ym 
University，Kangdong 
Sacred Heart Hospital）

Japanese Journal of 
Maxillo Facial Implants
（1347-894X）
14巻3号 
Page129（2015.11）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016173094【2016年診療報酬改定の全詳報!】

（Part3）2016年診療報酬改定を読
み解く 2016年改定の全体像と重要
ポイント

宮嵜 雅則（厚生労働省
保険局 医療課）

保険診療
（0385-8588）
71巻3号 
Page46-52（2016.03）

解説／
特集

2016172818 医療経済学的視点から見た感染症対
策

野崎 伸一（厚生労働省 
政策統括官付社会保障
担当参事官室）

インフルエンザ
（1345-8345）
17巻2号 Page109-
113（2016.04）

解説

2016172568 ビッグデータはどこまで使えるか? 川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科薬剤疫
学・臨床研究管理学）

循環器内科
（1884-2909）
79巻3号 Page271-
275（2016.03）

解説

2016172428【これからどうなる!?日本の予防接
種】 今後導入が期待されるワクチン
に関する話題　GBSワクチン

松原 康策（西神戸医療
センター 小児科）

小児科診療
（0386-9806）
79巻4号 Page561-
566（2016.04）

解説／
特集

2016172412【これからどうなる!?日本の予防接
種】 予防接種全体に関する話題　ワ
クチンの医療経済評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

小児科診療
（0386-9806）
79巻4号 Page455-
459（2016.04）

解説／
特集

2016172243【臨床現場でガイドラインをどう使
いこなすか】 NICEガイドライン

藤井 千代（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）

精神科
（1347-4790）
28巻3号 Page191-195
（2016.03）

解説／
特集

2016172213「21世紀におけるレギュラトリーサ
イエンスの学術体系化を目指して」
から

笠貫 宏（早稲田大学） あいみっく
（0386-4502）37巻1号 
Page2-7（2016.02）

解説

2016171087 臨床遺伝専門歯科医が贈る　わかる
遺伝医学への招待状（第3回）　遺伝
情報は国家機密?

町田 純一郎（トヨタ記
念病院 歯科口腔外科）

The Quintessence
（0286-407X）
35巻3号 Page0551-
0554（2016.03）

解説

2016170984【免疫疾患Update】 関節リウマチ治
療のパラダイムシフト　RAを取り
巻く医療経済

田中 榮一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター 膠
原病リウマチ内科）

クリニシアン
（0387-1541）
63巻2号 Page169-
176（2016.02）

解説／
特集

2016170932 心臓核医学領域における検査診断の
医療経済

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））

日本心臓核医学会ニュ
ースレター
（1346-2733）18巻1号 
Page41-43（2016.02）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2016170387 ボルテゾミブの残薬破棄による経済
的損失と分割調製による薬剤費削減
効果の検討

福岡 智宏（小牧市民病
院 薬局），宇佐美 英績，
木村 美智男，岡田 和智，
吉村 知哲，土本 大輔，
宇都宮 純平，戸田 康裕，
神間 康

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）
52巻3号 
Page297-300
（2016.03）

原著論文

2016169522 術後せん妄における抑肝散の使用経
験

丸山 常彦（日立製作所
日立総合病院 外科），
柳谷 昌弘，大和田 洋平，
酒向 晃弘，上田 和光，
奥村 稔

漢方医学
（0288-2485）
40巻1号 
Page47-48（2016.02）

原著論文

2016169085 日本における小児用13価肺炎球菌
結合型ワクチンと10価肺炎球菌結
合型ワクチンの費用対効果分析　異
なる分析結果となった要因としての
費用対効果分析モデルの違いに関す
る検討

白神 誠（日本大学 薬学
部 薬事管理学研究室），
H o l l K a t s i a r y n a，
Mrkvan Tomas，箱田 
始美，黒野 祐一，岩田 
敏

小児科臨床
（0021-518X）
69巻3号 
Page387-398
（2016.03）

総説

2016168825 患者の為のシンチグラム普及を目指
して　核医学検査採算性について

池谷 憲生（千代田テク
ノル），町田 喜久雄

断層映像研究会雑誌
（0914-8663）42巻1号 
Page7-12（2015.04）

解説

2016168818【医師事務作業補助者の有用性を考
える】 チーム医療を支える医療職の
今後　医師事務作業補助者の費用
対効果を探る　経営的視点から

大川 洋平（心臓血管セ
ンター北海道大野病院 
心臓血管外科）

新医療
（0910-7991）43巻3号 
Page134-138
（2016.03）

解説／
特集

2016167252 小児がんの子どもと家族を支える
（第18回）　小児がんにおける最新
の治療　未来の治療をつくる活動に
ついて考える

石田 裕二（静岡県立静
岡がんセンター 小児科）

保健の科学
（0018-3342）58巻2号 
Page123-128
（2016.02）

解説

2016166207 末梢静脈カテーテル管理におけるイ
ベント交換の費用最小化分析

武田 由美（国立看護大
学校 研究課程部），網中 
眞由美，坂木 晴世，福田 
哲也，駒形 奈央，藤田 
烈，森 那美子，西岡 
みどり

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
31巻1号 
Page17-23（2016.01）

原著論文／
比較研究

2016165108【小児NST病態栄養シリーズ:IF-
ALD・PNACに関するトピックス】 
わが国におけるω3系脂肪酸製剤使
用の現状

天江 新太郎（陽光福祉
会エコー療育園），渡辺 
稔彦，和田 基，金森 豊，
土岐 彰，日本小児外科
代謝研究会オメガベン
治験ワーキンググルー
プ

小児外科
（0385-6313）
48巻1号 
Page21-25（2016.01）

原著論文／
特集



2016157156 中等度以上の径を有する冠動脈病変
に対する、通常型S-STENTの良好
な臨床成績と費用対効果について

竹村 和紀（千葉西総合
病院 心臓センター循環
器科），三角 和雄，倉持 
雄彦，橋本 亨，飯塚 
大介，横田 光俊，廣野 
喜之，廣瀬 信，清水 
しほ，吉原 弘高

日本心臓病学会学術集会
抄録63回 
Page144（2015.09）

会議録

2016156803 情報社会における健康情報データベ
ース 韓国におけるICTとヘルスケア　
現状と展望（Health Database in an 
In fo rma t ion Soc ie t y ICT and 
Healthcare in Korea: Present and 
Prospect）（英語）

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

JMAJ: Japan Medical 
Association Journal
（1346-8650）
57巻4号 
Page196-199
（2014.08）

解説

2016156796 アフリカの保健システムと情報社会
（The African Health Systems and 
the Information Society）（英語）

Mungherera Margaret
（World Medical Associ-
ation）

JMAJ: Japan Medical 
Association Journal
（1346-8650）
57巻4号 Page175-
177（2014.08）

解説

2016154984 肺癌新治療の費用対効果 医療技術
等の費用対効果の評価方法と応用

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

肺癌
（0386-9628）55巻5号 
Page356（2015.10）

会議録

2016154179 日本における慢性疼痛の社会的負担　
インターネット調査（The societal 
burden of chronic pain in Japan: 
an Internet survey）（英語）

T a k u r a T o m o y u k i
（Department of Health 
E c o n o m i c s a n d 
I n d u s t r i a l P o l i c y，
O s a k a U n i v e r s i t y 
Graduate Schoo l o f 
Med i c i n e），Ush i d a 
Takahi ro，Kanchiku 
T s u k a s a，E b a t a 
Nozomi，Fujii Koichi，
d a  C o s t a  D i 
Bonaventura Marco，
Taguchi Toshihiko

Journal of Orthopaedic 
Science
（0949-2658）
20巻4号 
Page750-760
（2015.07）

原著論文／
比較研究

2016153274【採用活動を変えると組織が変わる　
組織開発と人材育成の視点で捉える
採用プロセス】 採用活動のプロセス
管理　入口・出口の費用対効果を検
証する

深澤 優子（プライムワ
ークス）

看護管理
（0917-1355）
26巻3号 
Page254-259
（2016.03）

解説／
特集

2016151833 治療の進歩 ワクチンによる肺炎球
菌感染症制御PPSV23 vs PCV13

川上 健司（国立病院機
構長崎川棚医療センタ
ー），大石 和徳

Annual Review
呼吸器2016巻 
Page190-196
（2016.01）

解説



2016150510【今、改めて考える-なぜ現場はFPD
搭載装置を望むのか】 普及と進化か
らみる導入のメリット　ワイヤレス
FPD搭載モバイルX線撮影装置の有
用性を考察する

長尾 一（明生会セント
ラル病院 放射線科）

新医療
（0910-7991）
43巻2号 
Page92-96（2016.02）

解説／
特集

2016150507【今、改めて考える-なぜ現場はFPD
搭載装置を望むのか】 普及と進化か
らみる導入のメリット　最新FPD搭
載装置は患者と医療施設にいかなる
メリットをもたらすのか　長期展望
に立って考察する

船橋 正夫（大阪府立病
院機構大阪府立急性期
総合医療センター 医療
技術部）

新医療
（0910-7991）
43巻2号 
Page80-83（2016.02）

解説／
特集

2016150095 ドクターヘリ継続に関する支払意思
額調査における居住地域と支払意思
の関係抽出の試み　仮想評価法の自
由記述文のテキストマイニング

寺下 貴美（北海道大学
大学院 保健科学研究
院），横地 将文，小笠原 
克彦

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）
35回 Page918-921
（2015.11）

会議録

2016149981「後発医薬品導入率」「院外処方率」
及び「薬剤値引き率」等の変化が病
院経営に及ぼす影響　感度分析によ
る変数ごとの薬剤収益変動と一般的
な線形式の作成による損益変化の検
討

中西 康裕（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座），三宅 好子，川田 
耕平，久保 友美子，今中 
淳二，廣田 雅彦，後藤 
淳宏，今村 知明

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）
35回 
Page536-539
（2015.11）

会議録

2016149926 地域医療連携システムの活用に関す
る利用者アンケート調査

石田 博（山口大学医学
部附属病院 医療情報
部），渡邉 直，白鳥 義宗，
岡田 美保子

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）
35回 Page342-345
（2015.11）

会議録

2016149879 がん患者の外来抗がん剤治療におけ
る通院費用に関する研究

西出 優子（帝京大学ち
ば総合医療センター 医
療情報システム部），
高橋 幸江，一色 雄裕，
津田 健司，竹井 七保子，
小林 一彦，小松 恒彦

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）
35回 
Page192-193
（2015.11）

会議録

2016149857 地域医療連携システムの評価のあり
方を考える 医療情報ネットワーク
の評価と今後の施策

吉村 健佑（厚生労働省
医政局 研究開発振興課
医療技術情報推進室）

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）
35回 Page116-117
（2015.11）

会議録

2016149856 地域医療連携システムの評価のあり
方を考える 地域医療連携システム
の費用対効果における効果指標の文
献的検討

石田 博（山口大学医学
部附属病院 医療情報
部），白鳥 義宗，渡邉 
直，岡田 美保子

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）
35回 Page112-115
（2015.11）

会議録

2016149693 経口薬による抗HCV治療がもたら
す新時代

榎本 平之（兵庫医科大
学 内科学肝・胆・膵科），
西口 修平

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）
113巻1号 
Page11-19（2016.01）

総説



2016149028 基本から見直す人材育成論　費用対
効果を考える絶対考課論

齋藤 清一（日本病院人
事開発研究所）

看護部長通信13巻5号 
Page81-86（2015.12）

解説

2016147668 Propensity scoreを用いてリスク調
整した転倒予防ケアの効果と実施率
の検討

飯島 佐知子（順天堂大
学大学院 医療看護学研
究科），豊川 智之，森田 
恵美子，大西 麻未

日本看護科学学会学術
集会講演集35回 
Page224（2015.11）

会議録

2016144413 ロボット支援手術は保険適用とすべ
きか 費用対効果を考慮してロボッ
ト支援手術の保険収載に関する課題

能城 浩和（佐賀大学 一
般・消化器外科），與田 
幸恵，古賀 靖大，井手 
貴雄，野村 明成

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）
20巻7号 PageDS15-2
（2015.12）

会議録

2016142245 静脈奇形に対する経皮硬化療法の費
用対効果分析（Cost-effectiveness 
analysis of percutaneous sclero-
therapy for venous malformations）
（英語）

O n o  Y u s u k e
（D e p a r t m e n t o f 
D i a g n o s t i c a n d 
I n t e r v e n t i o n a l 
R a d i o l o g y，O s a k a 
University Graduate 
School of Medicine），
Osuga Keigo，Takura 
Tomoyuki，Nakamura 
Masahisa，Shibamoto 
Kentaro，Yamamoto 
A k i r a，F u j i w a r a 
Hiroyasu，Tomiyama 
Noriyuki

IVR: Interventional 
Radiology
（1340-4520）
30巻Suppl. 
Page43（2015.05）

会議録

2016141097 腎臓病診療での高血圧症患者に対
するアンジオテンシン受容体拮抗薬
とカルシウムチャンネル拮抗薬併用
療法に切り替え後の血圧コントロー
ルと満足度（Blood pressure control 
and satisfaction of hypertensive 
patients following a switch to 
combined drugs of an angiotensin 
receptor blocker and a calcium 
channel blocker in clinical practice 
of nephrology）（英語）

Kato Hideki（Depart-
ment of Internal Medi-
cine，Teikyo University 
School of Medicine），
Sh i r a i s h i T a k e s h i，
Ueda Sh u k o，Kubo 
Eiji，Shima Tomoko，
Nagura Michito，Yano 
Hirofumi，Izumikawa 
Yuh，Shimada Masaru，
Tomioka Satoru，No-
saka Hitonari，Kojima 
Kenichiro，Tanemoto 
M a s a y u k i，Uc h i d a 
Shunya

Clinical and Experi-
mental Nephrology
（1342-1751）
19巻3号 
Page465-473
（2015.06）

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
2016173066 看護の視点で追う医療制度改革　地

域包括ケアから診療報酬改定まで
（第8回）　平成28年度診療報酬改定
における主な改定内容（看護関連）
について

高島 尚子（日本看護協
会 医療政策部 医療制度
課）

医事業務
23巻492号 
Page46-49（2016.04）

解説

2016170219【神経難病】 神経難病のリハビリテ
ーション　医療保険　神経難病の特
徴を踏まえた回復期リハビリテーシ
ョン

杉田 之宏（赤羽リハビ
リテーション病院），島田 
健

日本在宅医学会雑誌
（1345-3777）
17巻2号 Page165-172
（2016.02）

解説／
特集

2016161836 フィリピン保健医療制度の概要
（Overview of the Philippine Health 
System）

小杉 怜史（獨協医科大
学 医学部），添田 眞，
宇賀神 若奈，賀来 愛，
鈴木 紫穂，御子柴 颯季，
森 晴奈，大平 修二，林 
尚子，千種 雄一

Dokkyo Journal of 
Medical Sciences
（0385-5023）
42巻2号 
Page110（2015.07）

会議録

2016153106 看護の視点で追う医療制度改革　地
域包括ケアから診療報酬改定まで
（第7回）　平成28年度診療報酬改定
に関する議論の整理について

高島 尚子（日本看護協
会 医療政策部 医療制度
課）

医事業務23巻490号 
Page63-65（2016.03）

解説

2016150791 そうだったんだ!高齢者歯科　気に
なるギモンに答えます!　医療保険、
介護保険の違いを教えてください

門脇 加奈（伊東歯科口
腔病院），廣瀬 知二

デンタルハイジーン
（0285-0508）
36巻2号 
Page198-200
（2016.02）

解説

2016143807 医療経済学的見地からみた各国のイ
ンプラント治療の現状 インプラン
トを用いた口腔リハビリテーション
と日本の医療保険システム（Oral 
rehabilitation using implants and 
J a p a n e s e h e a l t h i n s u r a n c e 
system）（英語）

Kubota Eiro（Depart-
ment of Oral and Maxil-
l o f a c i a l S u r g e r y，
Kanagawa Dental Uni-
versity）

Japanese Journal of 
Maxillo Facial Implants
（1347-894X）
14巻3号 
Page132（2015.11）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016151924 回復期リハビリテーション病棟退院

直後における訪問リハビリテーショ
ンの有用性　ADLとリハビリテーシ
ョンに関わる医療費に着目して

石森 卓矢（脳血管研究
所附属美原記念病院 訪
問看護ステーショング
ラーチアリハビリテー
シ ョ ン 部 門 ）， 水 井 
悟子，鶴井 慎也，風晴 
俊之，美原 盤

日本慢性期医療協会誌
（2187-8846）
23巻6号 
Page60-65（2016.02）

原著論文



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016170340 病院経営管理Q&A Win-Winのコス

ト削減（最終回）　診療報酬・薬価
改定に対するローコストオペレーシ
ョン

伊藤 司（ドゥーダ） 病院羅針盤
6巻76号 
Page50-51（2016.03）

Q&A

2016154985 肺癌新治療の費用対効果 日本の薬
価基準制度と抗悪性腫瘍薬の薬価
算定

成川 衛（北里大学大学
院 薬学研究科）

肺癌
（0386-9628）55巻5号 
Page357（2015.10）

会議録

2016149983 看護原価モデルを用いた看護師配置
シミュレーションシステムの構築

宮平 亜紀子（兵庫県立
大学大学院 応用情報科
学研究科），多田 賀津子，
石間 正俊，長尾 秀紀，
宮本 忠司，竹村 匡正

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）
35回 
Page542-543
（2015.11）

会議録

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
2016172915 変貌を遂げるがん治療　新薬開発の

これからの展開 SCRUM-Japanの
現状と課題

土原 一哉（国立がん研
究センター先端医療開
発センター トランスレ
ーショナルリサーチ分
野）

腫瘍内科
（1881-6568）
17巻3号 
Page344-348
（2016.03）

解説

2016172914 変貌を遂げるがん治療　新薬開発の
これからの展開 早期・探索的臨床
試験拠点整備事業5年間の成果と課
題

大津 敦（国立がん研究
センター先端医療開発
センター）

腫瘍内科
（1881-6568）
17巻3号 Page339-
343（2016.03）

解説

2016172533 医薬品の品質をめぐって　新しい日
本薬局方への国際製薬企業からの期
待

真野 栄一（MDS グロー
バル研究開発本部 薬事
領域CMC薬事グルー
プ）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）
47巻3号 Page193-
197（2016.03）

解説

2016170201 高活性医薬品製造施設におけるリス
クベースアプローチ（第5回）　産業
衛生/交叉汚染に関するリスクアセ
スメントツール

藤田 正宏（ファルマ・
ソリューションズ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻3号 Page431-
435（2016.03）

解説

2016170200 現場の見えないを診る　製造インフ
ラ診断技術（第1回）　現場の見えな
いを診るトリリオンセンシング

寺崎 正（産業技術総合
研究所 製造技術研究部
門 トリリオンセンサ研
究グループ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻3号 Page423-
429（2016.03）

解説

2016170197 リスクマネジメントに基づくコンテ
インメント対応　大鵬薬品工業株式
会社北島工場固形剤棟

福岡 健一（大鵬薬品工
業 生産本部 設備技術
部），段 由規彦

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻3号 Page395-
400（2016.03）

解説



2016150490 再生医療の事業化への取組み 山口 亮（大日本住友製
薬 再生・細胞医薬事業
推進室），岸野 晶祥，木村 
徹

細胞
（1346-7557）
48巻2号 
Page89-93（2016.02）

解説

2016150258 医師主導の臨床治験・臨床研究の問
題と体制整備のあり方 製薬企業か
らの医師主導臨床研究への期待　革
新的な治療薬創製のために

稲垣 治（日本製薬工業
協会），日本製薬工業協
会医薬品評価委員会

医療と社会
（0916-9202）
25巻4号 
Page377-381
（2016.01）

解説

2016150257 医師主導の臨床治験・臨床研究の問
題と体制整備のあり方 先端的なが
ん新薬開発を目指して　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）

医療と社会
（0916-9202）
25巻4号 
Page363-376
（2016.01）

解説

2016150256 医師主導の臨床治験・臨床研究の問
題と体制整備のあり方 臨床研究を
めぐる行政の動き

神ノ田 昌博（厚生労働
省医政局 研究開発振興
課）

医療と社会
（0916-9202）
25巻4号 
Page351-362
（2016.01）

解説


