
医療経済関係研究論文（8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
2016244865 近未来の医療経済　医療の質向上と

効率化の同時達成を目指して
川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）

泌尿器外科（0914-
6180）29巻臨増 
Page584（2016.05）

会議録

2016241679 国際健康創造活動とNHI（National 
Health Index）設計プロジェクト 健
康医療政策の国際性とはなにか

佐藤 元（国立保健医療
科学院 政策技術評価研
究部）

日本衛生学雑誌
（0021-5082）
71巻Suppl. PageS102
（2016.05）

会議録

2016238931 在宅血液透析の医療経済性に関する
調査報告

森石 みさき，若井 陽希，
角田 隆俊，HHD費用の
調査ワーキンググルー
プ

臨床透析
（0910-5808）
32巻4号 
Page504（2016.04）

会議録

2016237906【今、知っておきたい「リウマチ」の
すべて】 （Part1）疫学と基礎　リウ
マチにおける医療経済

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）

Bone Joint Nerve
（2186-1110）
6巻2号 
Page265-269
（2016.04）

解説／
特集

2016234275 震災における公衆衛生関係者の役割 
震災時における保健医療行政の役割
とDHEAT

田上 豊資（高知県中央
東福祉保健所）

四国公衆衛生学会雑誌
（0286-2964）
61巻1号 
Page17（2016.02）

会議録

2016233174 増加する薬剤費・調剤医療費と最近
の医療政策

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

医薬品相互作用研究
（0385-5015）
39巻2号 
Page65-70（2015.12）

総説

2016232477 手術部門システムの改革により両立
した省力化と医療経済的可用性

小川 健作（防衛医科大
学校附属病院 材料部），
三条 芳光，雫石 正明，
豊島 麻実，戸澤 咲，池田 
健彦，風間 富栄

医療機器学
（1882-4978）
85巻5号 
Page540-546
（2015.10）

原著論文



2016231372 医療経済学者から見たアベノミクス　
ギャンブル"経済政策は成功するか?
（A Healthcare Economist's View 
of Abenomics: Can "Gambling" 
Economic Policy Work?）（英語）"

Kawabuchi Koichi（De-
pa r tmen t o f Hea l t h 
Care Economics，Divi-
sion of Public Health，
Graduate Schoo l o f 
Medica l and Denta l 
Sciences，Tokyo Medi-
cal and Dental Univer-
sity）

Japan Hospitals
（0910-1004）
34号 
Page29-34（2015.07）

解説

2016230276 医療政策の方向性を踏まえた戦略的
病院経営（第2回）　7対1よりも厳し
いICUの重症度、医療・看護必要度

井上 貴裕（千葉大学医
学部附属病院 企画室）

病院羅針盤
7巻80号 
Page50-55（2016.05）

解説

2016230261【医療ビッグデータをめぐる現状と
課題】 医療ビッグデータの医療政策
への活用

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学）

医療と社会
（0916-9202）
26巻1号 Page25-35
（2016.04）

解説／
特集

2016229983 前立腺がん診療に関わる医療経済　
課題と展望

赤倉 功一郎（地域医療
機能推進機構東京新宿
メディカルセンター 泌
尿器科）

ライフライン21
がんの先進医療21巻 
Page36-37（2016.04）

解説

2016229420 診療報酬から読み解く医療政策の描
く未来像（第3回）　平成28年度診
療報酬改定（その1）　重症度・居住
場所に応じた評価

奈倉 道明（埼玉医科大
学総合医療センター 小
児科）

在宅新療
0→1001巻4号 
Page333-336
（2016.04）

解説

2016229125 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7回）<最終回>　診療報酬改定
通知を受けて　人材の育成と確保が
急務

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

ナースマネジャー
18巻2号 
Page55-60（2016.04）

解説

2016228982 列島ランナー ブルーオーシャン　
行政のロジック"と"現場のパッショ
ン"が交わる県庁の医療行政"

伴 正海（厚生労働省） 公衆衛生（0368-5187）
80巻5号 
Page367-370
（2016.05）

解説

2016227226 医療経済とバイオシミラー 坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page177（2016.04）

会議録

2016227133 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page123（2016.04）

会議録

2016224578 平成28年度歯科診療報酬改定と医
療政策の今後の展開

上條 英之（東京歯科大
学 歯科社会保障学）

歯界展望
（0011-8702）
127巻4号 
Page630-634
（2016.04）

解説



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016245153 Multiparametric MRIに基づいた前

立腺癌スクリーニングによる臨床的
意義のある癌の診断効率化

鴨井 和実（京都府立医
科大学大学院 医学研究
科），沖原 宏治，本郷 
文弥，納谷 佳男，中村 
晃和，内藤 泰行，岩田 
敦子，中西 弘之，三木 
恒治

泌尿器外科
（0914-6180）
29巻臨増 
Page916（2016.05）

会議録

2016244652【関節リウマチ診療における新たな
課題】 費用対効果分析

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター リ
ウマチ・膠原病内科）

リウマチ科
（0915-227X）
55巻5号 Page507-
513（2016.05）

解説／
特集

2016244531【耳鼻咽喉科処方マニュアル】　上気
道感染症・性感染症 HIV感染症

留守 卓也（城東桐和会
だいだい）

耳鼻咽喉科・頭頸部外
科（0914-3491）
88巻5号 
Page71-73（2016.04）

解説／
特集

2016244288 アメリカにおける後発医薬品高騰の
分析

谷島 智徳（保健医療経
営大学 保健医療経営学
部）

保健医療経営大学紀要
（1883-4027）8号 
Page69-74（2016.03）

解説

2016244196 わが国の医療制度改革を考える　医
療サービスの効率化策

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

社会保険旬報
（1343-5728）2639号 
Page12-17（2016.05）

解説

2016244153 呼吸器疾患に関する注目の治療（第
11回）　肺結核治療における短期・
間欠療法レジメン

尾形 英雄（結核予防会
複十字病院 呼吸器内
科）

Respiratory Medical 
Research（2187-8560）
4巻2号 Page123-125
（2016.04）

解説

2016244097 スクールカウンセリングのパラダイ
ム論

村山 正治（九州大学），
学校臨床心理士ワーキ
ンググループ

東亜臨床心理学研究
（1347-4499）13巻1号 
Page5-12（2014.03）

解説

2016243790【新前立腺癌学-最新の基礎研究と診
断・治療-】 前立腺癌の検査・診断　
前立腺がん検診　前立腺がん検診
の国際的動向

伊藤 一人（群馬大学大
学院 医学系研究科泌尿
器科学）

日本臨床（0047-1852）
74巻増刊3 新前立腺癌
学 Page280-285
（2016.05）

解説／
特集

臨床経済学・薬剤経済学

2016216768 診療報酬制度とカテーテルインター
ベンション 安定冠動脈疾患におけ
る待機的PCIの医療経済（Health 
economics for elective percutane-
ous coronary intervention in pa-
tients with stable coronary dis-
ease）（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 School o f 
Medicine），Tachibana 
K o u i c h i，I s s h i k i 
Takaak i，Sumi t su j i 
Satoru，Nanto Sinsuke

日本心血管インターベ
ンション治療学会抄録
集24回
Page281（2015.07）

会議録



2016243711 外来でインスリンを使ってみよう! 熊代 尚記（東邦大学 医
学部 内科学講座 糖尿
病・代謝・内分泌学分
野）

練馬区医師会だより
578号 
Page9-16（2016.05）

解説

2016243461【炎症性腸疾患　IBDと合併症に対
する治療薬の考え方と使い方】 徹底
解説!抗TNF-α抗体に関するギモン
を解決!　インフリキシマブ・バイ
オシミラーの臨床効果の差異と課題

渡辺 憲治（大阪市立総
合医療センター 消化器
内科），末包 剛久，佐野 
弘治，山崎 智朗，佐々木 
英二，根引 浩子

薬局
（0044-0035）
67巻6号 
Page2186-2190
（2016.05）

解説／
特集

2016243331 創薬シリーズ　創薬研究の新潮流　
バイオ後続品（バイオシミラー）の
開発と今後の展望

高安 義行（日本化薬医
薬研究所 バイオ医薬品
開発推進室），塚本 哲治

日本薬理学雑誌
（0015-5691）
147巻5号 Page303-
309（2016.05）

解説

2016243271 バイオ医薬製造技術シリーズ　製薬
協バイオ医薬品委員会提言について

松崎 淳一（日本製薬工
業協会）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻6号 Page967-
972（2016.05）

解説

2016242249 骨粗鬆症における治療目標 骨折予
防介入の費用対効果

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）
90巻4号 Page205-
210（2016.04）

解説

2016241324【新しい臨床試験デザインと結果の
評価】 これからのがん治療のコスト
解析

國頭 英夫（日本赤十字
社医療センター 化学療
法科）

腫瘍内科
（1881-6568）
17巻4号 
Page400-410
（2016.04）

解説／
特集

2016238299 大阪府内酪農家のアカバネウイルス
抗体調査と牛舎環境の考察

土井 孝司（大阪府家畜
保健衛生所 感染症対策
課），中井 忠芳，真柳 
敦夫

獣医畜産新報
（0447-0192）
69巻4号 
Page283-287
（2016.04）

原著論文

2016237906【今、知っておきたい「リウマチ」の
すべて】 （Part1）疫学と基礎　リウ
マチにおける医療経済

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）

Bone Joint Nerve
（2186-1110）
6巻2号 
Page265-269
（2016.04）

解説／
特集

2016235063 抗菌薬適正使用に対するICT（感染
制御チーム）の介入とその効果

香川 真徳（国家公務員
共済組合連合会新別府
病院 薬剤科），三浦 隆，
香川 浩一，添田 徹，徳永 
裕一，稲田 志信，黒瀬 
孝二，梶原 直美

共済医報
（0454-7586）
65巻1号 
Page45-49（2016.02）

原著論文

2016233174 増加する薬剤費・調剤医療費と最近
の医療政策

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

医薬品相互作用研究
（0385-5015）
39巻2号 
Page65-70（2015.12）

総説



2016231391 外科と外傷の集中治療室における局
所クエン酸化抗凝固療法による持続
腎代替療法の実施による臨床的・経
済的局面の影響に関する観察研究
（Implementation of continuous re-
nal replacement therapy with re-
gional citrate anticoagulation on a 
surgical and trauma intensive care 
unit: impact on clinical and eco-
nomic aspects: an observational 
study）（英語）

Hafner Sebastian（De-
partment of Anaesthe-
siology，Ulm Universi-
ty），Stahl Wolfgang，
Fels Theresa，Traeger 
Ka r l，Geo rg i e f f M i -
chael，Wepler Martin

Journal of Intensive 
Care
（2052-0492）
3巻July 
Page1-8（2015.07）

原著論文／
比較研究

2016231228【State of the art　Resected and 
discardは患者さんの治療に貢献す
るか】 海外での検診事情　Resect 
and discard policyからみる米国の
検診事情

尾田 恭（尾田胃腸内科・
内科）

大腸がんperspective
（2188-4560）
3巻1号 
Page38-41（2016.06）

解説／
特集

2016230262【医療ビッグデータをめぐる現状と
課題】 民間医療データベースによる
疫学研究の成果と課題

中山 健夫（京都大学大
学院 医学研究科 社会健
康医学系専攻 健康情報
学分野）

医療と社会
（0916-9202）
26巻1号 
Page37-46（2016.04）

解説／
特集

2016229693【保存版!平成28年度診療報酬改定
の影響と看護部完全対応マニュア
ル】 小規模病院の強みを生かし診療
報酬の機会をとらえる戦略

佐藤 美香子（三和会東
鷲宮病院 看護部）

看護部長通信14巻1号 
Page31-39（2016.04）

解説／
特集

2016229253【平成28年度診療報酬改定の方向性
を考える】 平成28年度診療報酬改
定の動向と直前対策

渋谷 英一（国際医療福
祉大学大学院 診療情報
アナリスト養成分野）

病院経営Master5巻3号 
Page20-52（2016.04）

解説／
特集

2016229217【特定健診・特定保健指導事業】 特
定健診・特定保健指導事業と医療保
険者の保健事業　経緯と意義

小林 篤（損保ジャパン
日本興亜総合研究所）

日本ヘルスサポート学
会年報
（2188-2924）1巻 
Page17-33（2015.08）

原著論文／
特集

2016229216【特定健診・特定保健指導事業】 日
本版疾病管理の始動

森山 美知子（広島大学
大学院 医歯薬保健学研
究院応用生命科学部門 
成人看護開発学）

日本ヘルスサポート学会年報
（2188-2924）
1巻 
Page11-16（2015.08）

原著論文／
特集

2016229181 医療機器をめぐる現状と展望　高額
医療機器の購入に際して考えるべき
税制上の側面と医療機器の進歩

野口 雄司（日本画像医
療システム工業会），
鍵谷 昭典，佐藤 比呂志

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）
47巻4号 
Page261-267
（2016.04）

解説

2016228458 医薬品の費用対効果　政策利用の
動向と臨床現場への影響

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

アプライド・セラピュ
ーティクス
（1884-4278）
7巻1号 Page10-14
（2015.09）

解説



2016227303 肝硬変の疾病費用（Cost of Illness）
の推計

北澤 健文（東邦大学 医
学部），松本 邦愛，瀬戸 
加奈子，藤田 茂，平尾 
智広，長谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page194（2016.04）

会議録

2016227226 医療経済とバイオシミラー 坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page177（2016.04）

会議録

2016227178 医療連携における経営資源のマネジ
メント　求められる薬剤師の役割 
医療における経営資源のマネジメン
ト　費用対効果を中心に

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page152（2016.04）

会議録

2016227075【新時代の臨床糖尿病学（下）-より
良い血糖管理をめざして-】 糖尿病
診療における費用効果分析

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営・管理学講座 医療経
営学分野）

日本臨床
（0047-1852）
74巻増刊2 新時代の臨
床糖尿病学（下） 
Page707-712
（2016.04）

解説／
特集

2016225319 院内助産所の費用効果分析　従来
の産科の出産との比較

河野 幸子（金沢大学大
学院）

日本助産学会誌
（0917-6357）29巻3号 
Page574（2016.03）

会議録

2016224590 インプラントシミュレーションをよ
り身近に　勤務医から始めるCGと
3Dプリンタの臨床活用

笠間 慎太郎（アイボリ
ー歯科クリニック），
秋山 哲郎，大竹 伯房，
板井 丈治，鄭 尚賢

歯界展望
（0011-8702）
127巻4号 
Page758-765
（2016.04）

解説

2016223920 患者さんからの質問箱 クスリ　ジ
ェネリック

松倉 泰世（さいたまつ
きの森クリニック）

腎不全を生きる
（0912-0319）53巻 
Page44（2016.03）

Q&A

2016223782 脊椎変性疾患に対する治療成績評
価の研究

藤森 孝人（住友病院 整
形外科）

住友病院医学雑誌
（0285-8177）
42号 
Page37-38（2015.07）

会議録

2016223080 当院におけるB型肝炎ワクチンプロ
グラムの運用状況および検証

奥平 正美（安城更生病
院 感染制御部），澤田 
和久，黒田 浩一

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）
64巻2号 
Page345（2016.03）

会議録

2016221980 Clostridium diffi  cile関連下痢症の薬
物治療に対する院内治療指針の影響

杉山 昌宏（福島労災病
院 薬剤部），照沼 保徳，
田中 聡子，山口 みどり，
渡邉 義久

福島労災病院医誌17号 
Page3-5（2014.12）

原著論文／
比較研究

2016219148 後発品普及に向けた取り組みの現状
とこれから

大坪 麻里子（ティーズ
プランニングひのき薬
局与野店），中澤 賢太郎，
小松 麻理

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集48回 
Page399（2015.11）

会議録



2016219080 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），
田坂 祐一，田中 守，田中 
亮裕，浅川 隆重，堀尾 
郁夫，宮内 芳郎，荒木 
博陽

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集48回 
Page365（2015.11）

会議録

2016219039 薬剤師の往診前「事前ラウンド」に
よる薬剤費削減効果

小黒 佳代子（ファーマ・
プラス・プラス薬局 高
崎吉井店），北畠 由紀

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集48回 
Page344（2015.11）

会議録

2016218977 調剤薬局での積極的な残薬調節取
組みによる医療費削減効果

星 守（アポロメディカ
ルホールディングスア
イランド薬局 八山田
店），芝澤 亮祐，佐々木 
理子，関根 智子，小林 
彩，君島 園美

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集48回 
Page313（2015.11）

会議録

2016218791 滋賀県薬剤師会における「健康情報
拠点づくり事業」の取り組み　「お
薬持参袋」を活用した残薬の確認と
医療費削減効果

大迫 翔平（滋賀県薬剤
師会），永井 智宏，横井 
正之，大原 整，一般社
団法人滋賀県薬剤師会
薬剤師見える化特別委
員会

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集48回 
Page217（2015.11）

会議録

2016218543 ART提供におけるタスクシフティン
グの効果と費用　アフリカサハラ以
南の国々の状況から

北島 勉（杏林大学 総合
政策部）

日本エイズ学会誌
（1344-9478）
17巻3号 
Page143-149
（2015.08）

総説

2016216769 診療報酬制度とカテーテルインター
ベンション 医療保険制度における
費用対効果評価に関する最近の政策
動 向（La t e s t t r e n d s o n c o s t 
effectiveness evaluation of heath 
technologies in health insuarance 
system in Japan）

K a s a h a r a S h i n g o
（Health Technology 
A s s e s s m e n t U n i t，
Medical Economics Di-
vision，Health Insur-
ance Bureau，Ministry 
of Health，Labour and 
Welfare）

日本心血管インターベ
ンション治療学会抄録
集24回 
Page282（2015.07）

会議録

2016216768 診療報酬制度とカテーテルインター
ベンション 安定冠動脈疾患におけ
る待機的PCIの医療経済（Health 
e c o n o m i c s f o r e l e c t i v e 
percutaneous coronary intervention 
in patients with stable coronary 
disease）（英語）

Takura Tomoyuki（De-
pa r tmen t o f Hea l t h 
Economics and Indus-
t r i a l Po l i c y，Osaka 
University Graduate 
School of Medicine），
Tachibana Kouichi，Is-
shiki Takaaki，Sumit-
suji Satoru，Nanto Sin-
suke

日本心血管インターベ
ンション治療学会抄録
集24回 
Page281（2015.07）

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
2016244202【地域医療構想】 地域医療構想にみ

る医療保障をつくる視点
長友 薫輝（津市立三重
短期大学）

保団連
（0288-5093）1219号 
Page4-9（2016.05）

解説／
特集

2016244196 わが国の医療制度改革を考える　医
療サービスの効率化策

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

社会保険旬報
（1343-5728）2639号 
Page12-17（2016.05）

解説

2016243508【世界基準の予防歯科を検証する　
CAMBRAリスク評価に基づくう蝕
管理の全貌】　（Part2）日本の土壌
でどう考え、どう用いるべきか? 日
本の医療保険制度をふまえて　「管
理」の評価が重要な時代における
CAMBRAの意義

安井 利一（明海大学） The Quintessence
（0286-407X）
35巻5号 
Page1044-1045
（2016.05）

解説／
特集

2016240908 介護・在宅医療だより　眼科在宅医
療保険請求のポイント　こんなに簡
単　眼科在宅医療保険請求

淺井 利通，診療・介護
報酬検討委員会

日本の眼科
（0285-1326）87巻4号 
Page509-515
（2016.04）

解説

2016239940 韓国医療制度改革の争点と課題 丁 炯先（延世大学保健
科学大学 保健行政学
科）

日本福祉大学社会福祉
論集（1345-174X）
134号 
Page191-201
（2016.03）

解説

2016237498 医療制度の課題と展望 許斐 正啓（日本生命済
生会附属日生病院 総合
企画部）

日生病院医学雑誌
（0301-2581）
43巻2号 
Page110-111
（2016.03）

会議録

2016230601 わが国の医療制度改革を考える　供
給量適正化策

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

社会保険旬報
（1343-5728）2638号 
Page10-16（2016.05）

解説

2016229969 激変!どうなる医療制度改革、今後
の課題と対応策　先月の医療・介護
情報を速読する（第2回）　事務的視
点で2016年度診療報酬改定を総括
する

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
43巻5号 
Page49-51（2016.05）

解説

2016229777 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9回）　入院医療の機能分化と
「重症度、医療・看護必要度」の見
直し

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494号 
Page56-59（2016.05）

解説

2016229727 わが国の医療制度改革を考える　医
療保険収入増加策

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

社会保険旬報
（1343-5728）2637号 
Page10-15（2016.04）

解説



2016229217【特定健診・特定保健指導事業】 特
定健診・特定保健指導事業と医療保
険者の保健事業　経緯と意義

小林 篤（損保ジャパン
日本興亜総合研究所）

日本ヘルスサポート学
会年報（2188-2924）
1巻 
Page17-33（2015.08）

原著論文／
特集

2016228423 国家戦略特区と医療制度改革 阿曽沼 元博（滉志会瀬
田クリニック）

医療経済研究（1340-
895X）27巻2号 
Page85-99（2016.03）

解説

2016227853 身体合併症を有する精神障害者への
救急医療保障　地域包括ケアと医
療計画

新開 貴夫（国立病院機
構熊本医療センター）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page287（2016.04）

会議録

2016222868 中国都市部における医療保険制度の
あり方に関する研究　厦門市の補充
医療保険制度に着目して

許 きん（金沢大学大学
院 人間社会環境研究科 
人間社会環境研究学専
攻）

日本医療経済学会会報
（1344-9176）
32巻1号 
Page28-49（2016.03）

総説

2016222865【2000年代の医療改革を分析する】 
医療改革の動向　公的医療保険を中
心に

長友 薫輝（津市立三重
短期大学 生活科）

日本医療経済学会会報
（1344-9176）
32巻1号 
Page1-9（2016.03）

解説／
特集

2016218697 欧州における薬剤師の職能開発と展
望　イタリアの医療制度解説も含め
て

小林 大高（新潟薬科大
学健康推進連携センタ
ー）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集48回 
Page148（2015.11）

会議録

2016216769 診療報酬制度とカテーテルインター
ベンション 医療保険制度における
費用対効果評価に関する最近の政策
動 向（La t e s t t r e n d s o n c o s t 
effectiveness evaluation of heath 
technologies in health insuarance 
system in Japan）

K a s a h a r a S h i n g o
（Health Technology 
A s s e s s m e n t U n i t，
Medical Economics Di-
vision，Health Insur-
ance Bureau，Ministry 
of Health，Labour and 
Welfare）

日本心血管インターベ
ンション治療学会抄録
集24回 
Page282（2015.07）

会議録

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016233175 日本における注意欠陥多動障害

（ADHD）児への薬物処方　診療報
酬明細書を基礎にした研究（Pre-
scription of drugs for children with 
attention-deficit/hyperactivity dis-
order（ADHD） in Japan: a study 
based on health insurance claims 
data）（英語）

Obara Taku（Division 
of Preventive Medicine 
and Epidemiology，
Tohoku University 
Tohoku Medical Mega-
bank Organization），
Satoh Michihiro，Ooba 
Nobuhiro，Morikawa 
Yoshihiko，Nishigori 
Hidekazu，Mano 
Nariyasu

医薬品相互作用研究
（0385-5015）
39巻2号 
Page73-81（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
2016235046 公立病院改革プランの経営の効率化

に影響を与えた要因　自治体の直営
病院に着目して

石橋 賢治（富士見坂病
院経営研究所）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）
53巻1号 
Page7-18（2016.01）

原著論文

2016224268 一般病院における身体拘束廃止プロ
セスに関する質的研究

奈良 由美（藤沢市立看
護専門学校），白澤 政和

老年学雑誌
（2185-9728）5号 
Page39-54（2015.03）

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
2016244288 アメリカにおける後発医薬品高騰の

分析
谷島 智徳（保健医療経
営大学 保健医療経営学
部）

保健医療経営大学紀要
（1883-4027）8号 
Page69-74（2016.03）

解説

2016243321 境界を超える医療イノベーションの
夜明け　臨床開発部門が知っておく
べきメディカルアフェアーズの役割　
日本におけるMA部門整備の現状と
課題（2）

岩崎 幸司（武田薬品工
業 メディカルアフェア
ーズ部）

臨床医薬
（0910-8211）
32巻4号 
Page239-242
（2016.04）

解説

2016243320 境界を超える医療イノベーションの
夜明け　臨床開発部門が知っておく
べきメディカルアフェアーズの役割　
日本におけるMA部門整備の現状と
課題（1）

原田 英治（日本イーラ
イリリー 研究開発本部 
医学科学本部 精神・神
経疾患治療領域）

臨床医薬
（0910-8211）
32巻4号 
Page233-237
（2016.04）

解説

2016243319 境界を超える医療イノベーションの
夜明け　臨床開発部門が知っておく
べきメディカルアフェアーズの役割　
開発段階におけるMAの役割

田村 昌博（サノフィ メ
ディカルアフェアーズ
統括本部 メディカル本
部 製造販売後臨床研究
部）

臨床医薬
（0910-8211）
32巻4号 
Page227-231
（2016.04）

解説

2016228297 手術部門における原価管理システム
の活用方法

平野 勇生（国立病院機
構南和歌山医療センタ
ー）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page364（2016.04）

会議録

2016227545 京セラ式病院原価管理手法導入後の
変革

小野 ゆかり（浅ノ川心
臓血管センター金沢循
環器病院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page235（2016.04）

会議録

2016227540 原価計算システムを利用した診療科
別収支改善への取り組み　婦人科の
検討

中村 由里（大阪府立成
人病センター）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻Suppl. 
Page234（2016.04）

会議録



2016243318 境界を超える医療イノベーションの
夜明け　臨床開発部門が知っておく
べきメディカルアフェアーズの役割　
上市後のMAの役割

岩本 和也（日本製薬医
学会），日本製薬医学会
メディカル・アフェアー
ズ（MA）部会

臨床医薬
（0910-8211）32巻4号 
Page221-225
（2016.04）

解説

2016243271 バイオ医薬製造技術シリーズ　製薬
協バイオ医薬品委員会提言について

松崎 淳一（日本製薬工
業協会）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）32巻6号 
Page967-972
（2016.05）

解説

2016243269【GMPのヘルシーマネジメント-製品
設計の基準と品質保証システムの健
全性向上-】 （第8章）医薬品製造工程
パラメーター設計・管理と試験評価
設計・管理の融合　医薬品品質管理
における規格の役割

井上 敬介（武田薬品工
業），上山 栄二，阿形 
泰義，尾澤 侑治，臺場 
昭人，香取 典子，日本
PDA製薬学会技術教育
委員会規格分科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）32巻5号 
Page925-929
（2016.04）

解説／
特集

2016243265【GMPのヘルシーマネジメント-製品
設計の基準と品質保証システムの健
全性向上-】 （第6章）製品ライフサイ
クルアプローチ市販製造を見据えた
CMC開発　製剤開発事例から学ぶ
知識管理のあり方

木村 聖子（千寿製薬），
川田 寛人，秋元 雅裕，
石井 邦明，太田 裕朗，
大林 靖明，古田土 真一，
小見山 和也，柴崎 恵子，
芝山 徹，日本PDA製薬
学会開発QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）32巻5号 
Page888-897
（2016.04）

解説／
特集

2016232721 本邦における放射性同位元素を使用
したヒトマスバランス試験の現状と
課題点に関するアンケート調査結果
報告

長谷川 博司（塩野義製
薬医薬研究センター），
古田 盛，栗林 俊治，津田 
実，薩川 正広，鈴木 基
浩，石井 哲，近藤 宏，
湊 宏一，佐藤 隆，筒井 
将，倉橋 良一，三浦 慎
一，中村 和市，日本製
薬工業協会医薬品評価
委員会基礎研究部会薬
物動態課題対応チーム

臨床薬理
（0388-1601）
46巻6号 
Page265-272
（2015.11）

原著論文

2016229610 製剤開発の効率化ならびに継続的改
善に貢献する新規非破壊PAT技術開
発

百瀬 亘（アステラス製
薬製剤研究所 経口剤工
業化研究室）

薬剤学：生命とくすり
（0372-7629）76巻3号 
Page137-143
（2016.05）

解説

2016229160 現状では市販後自主的臨床試験が日
本から消えるかも! 市販後臨床試験
の危機に対する製薬企業の反応　ア
ンケート調査結果

中島 聰總（日本がん臨
床試験推進機構）

癌と化学療法
（0385-0684）43巻4号 
Page486-489
（2016.04）

解説

2016222398【病態を再現・解明し、創薬へとつ
なぐ疾患iPS細胞　樹立より10年の
時を経て難治疾患へ挑む】 ヒトiPS
細胞由来分化細胞の安全性薬理試
験への応用

宮本 憲優（エーザイ筑
波研究所）

実験医学
（0288-5514）34巻4号 
Page557-563
（2016.03）

解説／
特集



2016218561 製剤技術による小児用製剤の開発　
プラジカンテル小児製剤開発を一例
に

保地 毅彦（アステラス
製薬製剤研究所），迫 和
博

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）
46巻11号 
Page736-741
（2015.11）

総説

2016215150 医薬品開発におけるトランスレーシ
ョナルサイエンス　課題と解決策
（Translational science in drug de-
velopment: Challenges and possi-
ble solutions）（英語）

N a k a d e S u s u m u
（Translational Medicine 
Center，Ono Pharma-
ceutical）

Journal of Pharmaco-
logical Sciences
（1347-8613）
128巻3Suppl. 
PageS26（2015.07）

会議録

2016215118 スタートアップ企業の視点からのオ
ープンイノベーションの推進（Ac-
celeration of open innovation from 
the standpoint of start-up compa-
ny）（英語）

Tani Naoki（RaQualia 
Pharma）

Journal of Pharmaco-
logical Sciences
（1347-8613）
128巻3Suppl. 
PageS12（2015.07）

会議録

2016215117 日本の医薬品開発の現況と課題　健
全な社会保障財政と医薬品産業の発
展（Current status and issues of 
pharmaceutic al development in 
Japan: Toward healthy social se-
curity finances and pharmaceuti 
industry growth）（英語）

Esaki Yoshihide（Bio-
i n d u s t r y D i v i s i o n，
Ministry of Economy，
Trade and Industry）

Journal of Pharmaco-
logical Sciences
（1347-8613）
128巻3Suppl. 
PageS12（2015.07）

会議録

2016215115 イントロダクション　新薬イノベー
ションのためのオープンイノベーシ
ョンの推進（Introduction: promo-
tion of open innovation for drug in-
novation）（英語）

Akaike Akinori（Dept. 
Cell. Pharmacol.，Grad. 
S c h . P h a r m . S c i .，
Nagoya Univ）
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logical Sciences
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