
医療経済関係研究論文（11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
2016343173 診療報酬から読み解く　医療政策の

描く未来像（第7回）　在宅医療専門
の医療機関

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8号 
Page720-723
（2016.08）

解説

2016341734【オンラインHDFの最前線】 医療経
済よりみたオンラインHDFの将来性

長沼 俊秀（大阪市立大
学大学院 医学研究科 泌
尿器病態学），武本 佳昭

Clinical Engineering
（0916-460X）
27巻8号 
Page686-689
（2016.07）

解説／
特集

2016341283 診療報酬から読み解く　医療政策の
描く未来像（第6回）　地域医療構想
がめざす新たな地域医療提供体制の
あり方

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7号 
Page624-627
（2016.07）

解説

2016337554 医療行為と費用対効果　医療経済
的観点から

三宅 信昌（三宅整形外
科医院）

日本整形外科超音波学
会学術集会プログラム・
抄録集28回 
Page34（2016.07）

会議録

2016323838 医療政策を動かす政治経済環境と医
療界の対応のあり方

権丈 善一（慶応義塾大
学 商学部）

日本病院会雑誌
（0385-9363）
63巻6号 
Page631-646
（2016.06）

解説

2016323837 中医協議論からみた、今後の医療政
策が及ぼす医療供給体制への影響

万代 恭嗣（日本病院会） 日本病院会雑誌
（0385-9363）
63巻6号 
Page624-630
（2016.06）

解説



2016322226 外来患者におけるハザーダス・ドラ
ッグ調製から投与管理までの閉鎖式
薬物移送システム導入の臨床的アウ
トカムと医療経済効果の推算

河添 仁（愛媛大学医学
部附属病院 薬剤部），
中内 香菜，矢野 安樹子，
白石 沙弥，薬師神 芳洋，
竹内 茜，井門 静香，
恒岡 菊江，松尾 真由美，
中井 昌紀，田中 守，
田中 亮裕，荒木 博陽

医療薬学
（1346-342X）
42巻7号 
Page518-528
（2016.07）

原著論文／
比較研究

2016317699 医療経済的な観点からみた上部消化
管出血のマネジメント

高取 祐作（国立病院機
構東京医療センター 消
化器科），加藤 元彦，
浦岡 俊夫

Gastroenterological 
Endoscopy
（0387-1207）
58巻Suppl.1 
Page692（2016.04）

会議録

2016315636 当院における大腸癌イレウスの検討　
SSIと医療経済の観点から

土居 浩一（済生会熊本
病院），小川 克大，清水 
健次，山村 謙介，尾崎 
宣之，岩槻 政晃，田中 
秀幸，杉山 眞一，緒方 
健一，高森 啓史

日本消化器外科学会総
会70回 
PageO-51-1
（2015.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016343383 統合失調症患者の治療と就労支援　

ひだクリニックでの取り組み 統合
失調症患者の治療の現状と就労支
援

肥田 裕久（宙麦会ひだ
クリニック）

新薬と臨牀
（0559-8672）65巻9号 
Page1180-1185
（2016.09）

解説

2016343242 増大する医療費の財源をどうするか
?　保険料メインか、保険料+消費
税のハイブリッドか

柿原 浩明（京都大学 薬
学研究科），田村 正興，
迫田 さやか，和久津 尚
彦

社会保険旬報
（1343-5728）2649号 
Page20-25（2016.08）

解説

2016342901 認知症の社会的コスト　インフォー
マルケアコストを中心に

色本 涼（慶応義塾大学
大学院 医学研究科），
佐渡 充洋，三村 將

BRAIN and NERVE: 神
経研究の進歩（1881-
6096）68巻8号 
Page939-944
（2016.08）

総説

2016342881 退院後の地域居住を可能にする医
療・介護・住まいのシステム　急性
期病院からの在宅復帰を可能とする
条件は何か?

高橋 紘士（高齢者住宅
財団），宇都宮 宏子，
宮島 俊彦，武藤 正樹

社会保険旬報（1343-
5728）2648号 Page6-
15（2016.08）

座談会

2016342074 在宅医療　在宅における適切なドレ
ッシングスキンキュアパッド

大浦 武彦（褥瘡創傷治
癒研究所）

難病と在宅ケア（1880-
9200）22巻5号 
Page50-54（2016.08）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2016341140【病院の個性に合ったPACS構築方
法論】 システム構築の有用性を検証
する　PACS内の画像データを院内
サーバと外部データセンターに二重
保存する意義

相坂 琢磨（東京医科大
学 総合情報部大学・大
学病院情報システム室）

新医療
（0910-7991）
43巻8号 
Page58-61（2016.08）

解説／
特集

2016339709 乳牛における周産期疾病の低減を目
的とした代謝プロファイルテストの
費用対効果

渡辺 哲也（ちばNOSAI
連南部家畜診療所），
藤本 泰裕，島田 亘，
松井 崇，栗原 永治，
清水 秀茂

家畜診療
（0287-0754）
63巻7号 
Page389-395
（2016.07）

原著論文

2016337556 超音波診断の費用対効果 単純性股
関節炎の超音波検査における費用対
効果

瀬本 喜啓（近江愛隣園
今津病院 整形外科），
岸本 郁男

日本整形外科超音波学
会学術集会プログラム・
抄録集28回 
Page39（2016.07）

会議録

2016337555 超音波診断の費用対効果 整形外科
無床診療所に於けるエコー検査の費
用対効果と時間対効果

竹川 克一（竹川整形外
科クリニック）

日本整形外科超音波学
会学術集会プログラム・
抄録集28回 
Page38（2016.07）

会議録

2016337554 医療行為と費用対効果　医療経済
的観点から

三宅 信昌（三宅整形外
科医院）

日本整形外科超音波学
会学術集会プログラム・
抄録集28回 
Page34（2016.07）

会議録

2016336446 介護老人保健施設における多剤併用
回避への処方提案効果

早野 俊行（陽明会かつ
やま診療所 薬剤部），
森園 由美子，川崎 美紀

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）
53巻Suppl. 
Page117-118
（2016.05）

会議録

2016334032 日本における癌治療の費用対効果
（英語）

福田 敬（国立保健医療
科学院）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）74回 
PageIS10-6（2015.10）

会議録

2016330832 ラテックスフリー（ノンラテックス）
化反対の立場から

金子 剛（国立成育医療
研究センター 感覚器・
形態外科）

日本ラテックスアレル
ギー研究会会誌
19巻2号 
Page7-13（2015.12）

解説

2016330176 慢性腰痛症治療の臨床経済を考える 
慢性腰痛症に対する薬物治療の臨床
評価

海渡 貴司（日本脊椎脊
髄病学会），山下 敏彦，
吉田 宗人，松山 幸弘，
高橋 和久，伊東 学，
井上 玄，今釜 史郎，
川上 守，種市 洋，西田 
康太郎，波呂 浩孝，
宮腰 尚久，田倉 智之，
米延 策雄，持田 讓治，
日本脊椎脊髄病学会プ
ロジェクト委員会

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
7巻3号 
Page443（2016.03）

会議録



2016330175 慢性腰痛症治療の臨床経済を考える 
慢性腰痛症の薬物治療に患者背景
が及ぼす影響

山下 敏彦（日本脊椎脊
髄病学会），吉田 宗人，
松山 幸弘，高橋 和久，
伊東 学，今釜 史郎，
井上 玄，川上 守，種市 
洋，西田 康太郎，波呂 
浩孝，宮腰 尚久，海渡 
貴司，田倉 智之，米延 
策雄，持田 讓治，日本
脊椎脊髄病学会プロジ
ェクト委員会

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
7巻3号 
Page443（2016.03）

会議録

2016330174 慢性腰痛症治療の臨床経済を考える 
医療における費用対効果の政策動向

鈴木 康裕（厚生労働省） Journal of Spine 
Research（1884-7137）
7巻3号 
Page442（2016.03）

会議録

2016330173 慢性腰痛症治療の臨床経済を考える 
慢性腰痛症に対する薬物療法の費用
対効果

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），山下 
敏彦，吉田 宗人，松山 
幸弘，高橋 和久，伊東 
学，今釜 史郎，井上 玄，
川上 守，種市 洋，西田 
憲太郎，波呂 浩孝，
宮腰 尚久，米延 策雄，
海渡 貴司，持田 譲治，
脊椎脊髄病学会プロジ
ェクト委員会

Journal of Spine 
Research
（1884-7137）
7巻3号 
Page442（2016.03）

会議録

2016328894 緑内障　緑内障の診断と管理の注目
の話題 高眼圧症　リスク評価と治
療の費用対効果（Glaucoma: Hot 
topics in diagnosis and manage-
ment of glaucoma Ocular Hyper-
tension: Risk assessment and 
cost-eff ectiveness of treatment）（英
語）

Chan Poemen Pui-Man
（Chinese Univ of Hong 
K o n g ），L e u n g 
Christopher C.S.

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）
120巻臨増 
Page75（2016.03）

会議録

2016327516 急性心筋梗塞（AMI）に対する薬剤
溶出型ステント（DES）とベアメタ
ルステント（BMS）の費用効果分析

澤村 匡史（黎明会宇城
総合病院）

日本集中治療医学会雑誌
（1340-7988）22巻
Suppl. Page[DO22-5]
（2015.01）

会議録

2016324164【「高額薬剤」問題を考える】 高額薬
剤問題への処方箋　どう使われる?
費用対効果評価

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本医事新報
（0385-9215）4818号 
Page27-31（2016.08）

解説／
特集

2016323831【手術部計画】 手術室の効率的な運
用に向けた改修事例

五代 正哉（多摩医療
PFI），相原 薫，代田 祥
一，金城 祐作

病院設備
（0007-764X）58巻4号 
Page48-51（2016.07）

解説／
特集



2016323415【肺がん最新治療と課題】 肺がんの
治療の費用対効果

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
42巻9号 Page417-
420（2016.08）

解説／
特集

2016322522 日本の製薬企業による費用対効果評
価の実施状況とデータサイエンス部
門における評価方法の認識状況に関
するアンケート調査（2014）

中島 章博（日本製薬工
業協会），佐藤 恵子，
安立 憲司，高山 愼一，
田口 奈緒子，奥山 こと
ば，荒西 利彦，岸 佳伸，
河田 祐一，木村 友美，
松下 泰之，酒井 弘憲

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）
47巻7号 
Page497-504
（2016.07）

解説

2016322511 北海道における乳牛への性選別乳牛
精液の使用が産子の性別及び母牛
の生存率に及ぼす影響

萩原 精一（北海道農業
共済組合連合会），菅野 
智裕，伊藤 純一，廣田 
和久，永野 昌志，片桐 
成二

日本獣医師会雑誌
（0446-6454）
69巻7号 
Page383-388
（2016.07）

原著論文

2016322207 大学病院のドクターズクラークが与
える効果の定量的評価の試み

福田 誠司（島根大学医
学部附属病院 小児科・
ワークライフバランス
支援室医療安全管理室）

Medical Secretary
（2188-6792）
13巻1号 
Page38-39（2016.07）

会議録

2016320709 成功する!クリニック経営（第4回）　
多くの院長は間違いだらけの分析を
信用して痛い目にあっている?

永井 孝英（キープ） Clinic Magazine
（0389-7451）
43巻7号 
Page47-49（2016.07）

解説

2016320586【救急外来・ER・救急病棟　上手な
物品管理と工夫の仕方】 救急外来に
おける費用を考慮した創傷ケア物品
の選択

奥田 晃子（名古屋第二
赤十字病院）

救急看護ケア・アセスメ
ントとトリアージ6巻1号 
Page52-57（2016.06）

解説／
特集

2016318455【合剤による血圧管理】 糖尿病合併
高血圧への合剤の適用法

石光 俊彦（獨協医科大
学 循環器・腎臓内科），
松橋 論宜，福嶋 博道

血圧
（1340-4598）
23巻5号 Page345-
350（2016.05）

解説／
特集

2016316511 DC療法におけるフィルグラスチム
後続品の有効性と経済的効果の検討

大羽 美津子（新潟県立
中央病院 薬剤部），中園 
卓朗，八木 唯斗，高橋 
栄一，大野 正文

新潟県立病院医学会誌
（0289-4173）64号 
Page34-37（2016.03）

原著論文
/比較研
究

2016311486 チャイルドライフスペシャリストに
よる放射線治療時麻酔回避の労働時
間と経費の軽減（Reduction of 
working time and cost by avoiding 
anesthesia by child life specialist 
assistance for pediatric radithera-
py）（英語）

Fuji Hiroshi（Dept. of 
Radiation Oncology，
Nat iona l Cente r fo r 
C h i l d H e a l t h a n d 
Deve lopment），Itou 
Mai，Narumi Chiaki，
Naitou Ryo，Tanaka 
H i d e a k i，S u z u k i 
Yasuyuki，Gai Jyakuen

日本医学放射線学会学
術集会抄録集
（0048-0428）
75回 
PageS227（2016.02）

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
2016341078 医療保険情報　平成28年度診療報

酬改定の概要
蓮沼 剛（東京都医師会） 東京都医師会雑誌

（0040-8956）
69巻6号 
Page83-91（2016.07）

解説

2016324179【超高齢化時代の呼吸器診療】 日本
の高齢化と医療保険

蝶名林 直彦（聖路加国
際病院 呼吸器センタ
ー），西村 直樹

THE LUNG-
perspectives
（0919-5742）
24巻3号 
Page252-259
（2016.08）

解説／
特集

2016323679 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5回）　2018年
度介護報酬改定は要介護認定率など
地域差解消から

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
43巻8号 
Page49-51（2016.08）

解説

2016322588【身近なできごとから学ぶ　医療・
介護のしくみ】 医療保険制度

秋山 直美（京都大学医
学部附属病院 臨床研究
総合センターデータサ
イエンス部），白岩 健，
秋山 智弥，斎藤 貴史

クリニカルスタディ
（0388-5585）
37巻9号 
Page794-798
（2016.08）

解説／
特集

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016343209 OECDのSystem of Health Account

に準拠した日本の総保健医療支出の
速報値

満武 巨裕（医療経済研
究機構），山岡 淳

社会保障研究1巻1号 
Page225-229
（2016.06）

原著論文

2016320738 維持血液透析患者におけるダルベポ
エチン（DA）からエポエチンカッパ
（EPOκ）への変更　投与頻度の増
加によるスタッフのストレスと医療
費節減からの検討

林田 征俊（長崎腎病院），
白井 美千代，丸山 祐子，
江藤 りか，佐々木 修，
一ノ瀬 浩，橋口 純一郎，
澤瀬 健次，舩越 哲，
原田 孝司

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）
49巻6号 
Page393-399
（2016.06）

原著論文／
比較研究

2016310030 ミャンマーのマグウェにおける世帯
の医療費支出（HEALTH CARE EX-
PENDITURE OF HOUSEHOLDS 
IN MAGWAY，MYANMAR）（英語）

Khaing Inn Kynn（Young 
Leaders' Program of 
Healthcare Administra-
tion，Nagoya University 
Graduate Schoo l o f 
M e d i c i n e），M a l i k 
A m o n o v，O o M y o，
Hamajima Nobuyuki

Nagoya Journal of 
Medical Science
（0027-7622）
77巻1-2号 
Page203-212
（2015.02）

原著論文／
比較研究



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016331688 病理部門における原価計算　病院経

営への貢献
近藤 譲（国立病院機構
霞ヶ浦医療センター 病
理），原田 哲也，草薙 
真里，児玉 徳志

日本病理学会会誌
（0300-9181）
105巻1号 
Page452（2016.04）

会議録

2016320707 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4回）　介護療
養・25対1医療療養病床廃止を大胆
予測する

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
43巻7号 
Page39-41（2016.07）

解説

2016312061 特発性肺線維症の急性増悪に対す
るPMX療法　先進医療制度による
探索的研究

阿部 信二（日本医科大
学 呼吸器内科学分野）

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）5巻増刊 
Page111（2016.03）

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
2016339736 ドラッグ・リポジショニング受託企

業からの提案
Gattu Mahanandeesh-
war（CTCライフサイエ
ンス），茂木 邦雄

医薬ジャーナル
（0287-4741）
52巻7号 
Page1701-1706
（2016.07）

解説

2016338604 SCRUM-Japan 阪本 智宏（鳥取大学医
学部附属病院 がんセン
ター），松本 慎吾

腫瘍内科（1881-6568）
17巻6号 Page681-
684（2016.06）

解説

2016333616 日本医療研究開発機構の使命と将来
展望 日本医療研究開発機構　医療
イノベーションへの挑戦に関する製
薬業界からの期待（英語）

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

日本癌学会総会記事
（0546-0476）74回 
PagePD-3（2015.10）

会議録

2016324831 我が国において抗生物質医薬品の品
質基準の果たした役割に関する薬史
学的・公衆衛生学的考察（第2報）　
ペニシリン及びストレプトマイシン
の国産化の達成

八木澤 守正（慶応義塾
大学 薬学部 医薬品開発
規制科学講座），Foster 
Patrick J.，黒川 達夫

薬史学雑誌
（0285-2314）
50巻2号 
Page131-142
（2015.12）

原著論文

2016324830 我が国において抗生物質医薬品の品
質基準の果たした役割に関する薬史
学的・公衆衛生学的考察（第1報）　
抗生物質医薬品の発展

八木澤 守正（慶応義塾
大学 薬学部 医薬品開発
規制科学講座），Foster 
Patrick J.，黒川 達夫

薬史学雑誌
（0285-2314）50巻2号 
Page119-130
（2015.12）

原著論文

2016322854【がん標的分子と治療開発-現状と将
来】 ゲノム解析結果に基づく治療開
発の実際　LC-SCRUM-Japanによ
る希少遺伝子異常陽性肺癌の遺伝
子スクリーニングと治療開発

後藤 功一（国立がん研
究センター東病院 呼吸
器内科）

医学のあゆみ
（0039-2359）
258巻5号 
Page411-417
（2016.07）

解説／
特集



2016322848【がん標的分子と治療開発-現状と将
来】 がんゲノム研究の進歩と臨床応
用に向けた基盤整備　新規がん分子
標的治療薬の開発

曽和 義広（京都府立医
科大学大学院 分子標的
癌予防医学），酒井 敏行

医学のあゆみ
（0039-2359）
258巻5号 
Page367-371
（2016.07）

解説／
特集

2016322521 わが国の医薬品開発における患者団
体との協働について

津田 重城（医薬品医療
機器レギュラトリーサイ
エンス財団），天野 慎介，
岩崎 甫，釘宮 明美

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）
47巻7号 
Page480-495
（2016.07）

座談会

2016321463【新薬学教育制度　これまでの10年
とこれから】 製薬企業から見た新薬
学教育制度

杉林 正英（杏林製薬） ファルマシア
（0014-8601）
52巻7号 
Page666-668
（2016.07）

解説／
特集

2016319674 私が歩んだ向精神薬開発の道　秘
話でつづる向精神薬開発の歴史（第
60回）　特異な薬理学的プロフィー
ルを持つasenapineの開発物語（そ
の2）　長い中断のあったわが国で
の開発物語

村崎 光邦（CNS薬理研
究所）

臨床精神薬理
（1343-3474）
19巻7号 
Page1057-1076
（2016.07）

解説

2016318423 平成26、27年度「レギュラトリー
サイエンス推進調査研究事業」研究
報告　日本の医薬品開発における患
者団体の関わりについて

岩崎 甫（山梨大学 先端
応用医学講座），海老原 
恵子，岡本 清美，齋藤 
充生，津田 重城，三井 
貴子，森 若葉，吉永 享
史，米本 儀之，吉田 満
美子，Research Report 
f rom the Regulatory 
Sc ience P romo t i on 
Research Project" in 
FY 2014

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）
47巻5号 
Page342-357
（2016.05）

原著論文


