
医療経済関係研究論文（12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
2016377841 診療報酬から読み解く医療政策の描

く未来像（第8回）　訪問看護の評価
充実

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
9号 Page817-821
（2016.09）

解説

2016377453 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本病院会雑誌
（0385-9363）
63巻8号 Page926-
942（2016.08）

解説

2016370465 ΔeGFRと疾患管理MAPを用いた医
療行政の連携協働による透析予防の
試み

河野 早紀（八幡浜市立
八幡浜総合病院 臨床病
理科），古森 健太郎，
酒井 武則，二宮 香津子，
吉川 るり子，井上 貴美
子，薬師神 江利，橋本 
妙子，平井 愛山

糖尿病
（0021-437X）
59巻Suppl.1 
Page S-323
（2016.04）

会議録

2016363959 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 四者協と成育基本法

松平 隆光（日本小児科
医会）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
52巻3号 
Page476（2016.05）

会議録

2016363958 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 最近の母子保健施策
を取り巻く状況

田中 桜（厚生労働省 雇
用均等児童家庭局 母子
保健課）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
52巻3号 
Page476（2016.05）

会議録

2016363957 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 小児がんの政策

丹藤 昌治（厚生労働省 
健康局 がん・疾病対策
課）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
52巻3号 
Page475（2016.05）

会議録



2016363956 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 難病のこども支援全
国ネットワークの活動

小林 信秋（難病のこど
も支援全国ネットワー
ク）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
52巻3号 Page475
（2016.05）

会議録

2016363955 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 新しくなった小児慢
性特定疾病対策ならびに指定難病対
策

掛江 直子（国立成育医
療研究センター 小児慢
性特定疾病情報室）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
52巻3号 
Page474（2016.05）

会議録

2016363954 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 サブスペシャリティ
としての小児外科専門医制度につい
て

檜山 英三（広島大学 小
児外科）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
52巻3号 Page474
（2016.05）

会議録

2016363953 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 新専門医制度とNCD

岩中 督（埼玉県立小児
医療センター）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）52巻3号 
Page473（2016.05）

会議録

2016363952 小児外科を取り巻く保健・医療行政
と専門医制度 外保連と小児外科

川瀬 弘一（聖マリアン
ナ医科大学 小児外科），
北川 博昭，岩中 督，
山口 俊晴，広部 誠一，
小高 明雄，田中 雄一郎

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
52巻3号 
Page473（2016.05）

会議録

2016362809 外来化学療法におけるがん患者指導
管理料3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），
矢野 安樹子，田坂 祐一，
中内 香菜，田中 守，
田中 亮裕，薬師神 芳洋，
荒木 博陽

医療薬学
（1346-342X）
42巻4号 
Page228-236
（2016.04）

原著論文／
比較研究

2016360353【新しい医工学治療と我が国の公的
医療保険制度】 新しい医工学治療の
医療経済学的評価

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）

医工学治療
（1344-1221）28巻1号 
Page52-60（2016.03）

解説／
特集

2016359262 高価新薬の医療経済　ソホスブビル
の費用負担可能性を巡って

久繁 哲徳（医療テクノ
ロジー・アセスメント研
究所）

社会保険旬報
（1343-5728）
2650号 
Page20-25（2016.09）

解説

2016359211 医療政策の方向性を踏まえた戦略的
病院経営（第6回）　病床再編の選択
肢　地域包括ケア病棟をどう考える
か

井上 貴裕（千葉大学医
学部附属病院）

病院羅針盤
7巻87号 
Page60-65（2016.09）

解説

2016357629 医療政策の方向性を踏まえた戦略的
病院経営（第5回）　高度急性期病院
としての名古屋第二赤十字病院の戦
略

井上 貴裕（千葉大学医
学部附属病院）

病院羅針盤
7巻86号 
Page78-83（2016.08）

解説

2016356501 医療経済学からみた子宮内膜症早期
治療の意義　子宮内膜症患者の
QOL評価

太田 郁子（倉敷平成病
院 婦人科）

日本エンドメトリオー
シス学会会誌
37巻 
Page69（2016.07）

会議録



2016356500 医療経済学からみた子宮内膜症早期
治療の意義　医療経済学的評価の
必要性と意義

百枝 幹雄（聖路加国際
病院 女性総合診療部）

日本エンドメトリオー
シ ス 学 会 会 誌37巻 
Page68（2016.07）

会議録

2016346205 酸分泌抑制療法のパラダイムシフト 
ボノプラザンによるピロリ菌除菌の
医療経済的効果

細川 貴範（公立昭和病
院 消化器内科），武田 
雄一，野内 俊彦

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）
113巻臨増総会 
Page A89（2016.03）

会議録

2016345770 RA治療の最適化　医療経済学的問
題の解決を目指して

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 内
科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page701（2016.03）

会議録

2016344411 RA治療と医療経済 医療費から見た
患者が望むリウマチ治療

松原 司（松原メイフラ
ワー病院 リウマチ・膠
原病センター）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page249（2016.03）

会議録

2016344410 RA治療と医療経済 RA治療ガイド
ラインにおける医療経済評価の位置
付けと日本での展望

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page248（2016.03）

会議録

2016344409 RA治療と医療経済 関節リウマチの
医療経済的問題点と生物学的製剤の
費用対効果

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）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page248（2016.03）

会議録

2016344408 RA治療と医療経済 本邦の医療制度
ならびにNinJaから見たRA医療経済

松井 利浩（国立病院機
構相模原病院 リウマチ
科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page247（2016.03）

会議録

2016344407 RA治療と医療経済 関節リウマチ治
療診療報酬の問題点

三宅 信昌（三宅整形外
科医院 整形外科・リウ
マチ・リハビリテーショ
ン科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page247（2016.03）

会議録

2016344406 RA治療と医療経済 関節リウマチ医
療費の国際比較　DMARD併用療法
の医療経済に与えるインパクト

松野 博明（松野リウマ
チ整形外科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page246（2016.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016378090 今求められているNSTと薬剤師の役

割　NSTで考える薬の選択と投与
設計

本田 圭（石川勤労者医
療協会城北病院）

薬事新報
（0289-3290）2965号 
Page9-13（2016.10）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2016377824【もう「何が言いたいかわからない」
なんて言わせない　これが通る"企
画書の書き方だ!】 （Step.3）医療経
営士流"通る"企画書　費用対効果を
「数字」「金額」で示し経営者の納得
を引き出そう"

河合 吾郎（河合医療福
祉法律事務所）

医療経営士27号 
Page26-28（2016.09）

解説／
特集

2016377823【もう「何が言いたいかわからない」
なんて言わせない　これが通る"企
画書の書き方だ!】 （Step.2）医療経
営士流"通る"企画書　経営層の意思
決定の思考回路を理解しストーリー
を企画書に盛り込む"

西村 茂生（HOSPYグル
ープ 事務局）

医療経営士27号 
Page22-25（2016.09）

解説／
特集

2016376850【アウトソーシング特集】 医薬品の
アウトソーシングの現状と課題　グ
ローバル化、Quality Metrics、バイ
オ医薬など広がる新たな取り組みを
探る

安藤 修一（クオリテッ
クファーマ），
池田 かおり，片山 博仁，
木村 元彦，笠井 隆行

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻10号 
Page1807-1823
（2016.09）

座談会／
特集

2016376443【超高齢時代の内科診療】　消化器 
C型肝炎の治療

柴田 実（柴田内科・消
化器科クリニック）

Medicina（0025-7699）
53巻10号 
Page1586-1589
（2016.09）

解説／
特集

2016376440【超高齢時代の内科診療】　呼吸器 
肺がんとその治療コスト　免疫チェ
ックポイント阻害薬と分子標的治療
薬

原 聡志（伊丹市立伊丹
病院 呼吸器内科）

Medicina（0025-7699）
53巻10号 
Page1573-1576
（2016.09）

解説／
特集

2016374551 経済的視点のみを優先した医療機器
の安全管理に対する問題点

野口 雄司（日本画像医
療システム工業会 経済
部会），鍵谷 昭典

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）47巻8号 
Page560-567
（2016.08）

総説

2016374400 バイオ医薬品とその生産宿主 赤澤 真一（長岡工業高
等専門学校 物質工学科）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
42巻10号 
Page445-448
（2016.09）

解説

2016373582 Clostridium diffi  cile感染症に対する
診断および治療標準化の有用性に関
する検討

丸川 洋平（秋桜丸川病
院 内科・消化器内科），
小村 卓也，加賀谷 尚史，
太田 肇，鵜浦 雅志

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）
113巻8号 
Page1386-1392
（2016.08）

原著論文／
比較研究

2016371460 日本人2型糖尿病患者に対するデュ
ラグルチド0.75mgの費用効果分析　
リラグルチド0.9mg、インスリン グ
ラルギンとの比較

石井 均（奈良県立医科
大学 糖尿病学講座），
Ma d i n - W a r b u r t o n 
Matthew，鈴木 秀一，
Rajan Narayan

糖尿病
（0021-437X）59巻
Suppl.1 
Page S-449（2016.04）

会議録



2016371386 持効型インスリングラルギンからグ
ラルギンのバイオシミラーインスリ
ンに切り替えた患者の実態調査

鈴木 朋子（STOPDMす
ずき糖尿病内科クリニ
ック 医事課），黒木 
啓代，東田 朝美，伊藤 
優子，伊従 典世，登坂 
真純，田中 志穂，香遠 
智子，鈴木 大輔

糖尿病
（0021-437X）
59巻Suppl.1 
Page S-440（2016.04）

会議録

2016371097 高齢者のビグアナイド薬使用を再考
する

鴨嶋 ひかる（小野百合
内科クリニック），小野 
百合，大平 孝枝，遠藤 
寿美恵

糖尿病
（0021-437X）59巻
Suppl.1 
Page S-403（2016.04）

会議録

2016371039 インスリン製剤変更に伴うインスリ
ン療法と医療費に関する調査

中川 安菜（明理会中央
総合病院），上田 靖子，
真崎 空，今野 由美，
堺 弘治

糖尿病
（0021-437X）59巻
Suppl.1 
Page S-396（2016.04）

会議録

2016370230 臨床上におけるリラグルチドとイン
スリン併用投与の有効性と費用分析
（Effi  cacy and cost analysis of the 
combination use of liraglutide and 
insulin in clinical settings）（英語）

Sellami-Mnif Houda（埼
玉医科大学総合医療セ
ンター 内分泌・糖尿病
内科），的場 玲恵，坂下 
杏奈，阿部 義美，大竹 
啓之，森田 智子，秋山 
義隆，森澤 智子，大村 
栄治，矢澤 麻佐子，
小池 美江，徳永 貢，
和田 誠基，皆川 真哉，
松田 昌文

糖尿病
（0021-437X）59巻
Suppl.1 
Page S-293（2016.04）

会議録

2016363344 疼痛に対するIVR 経皮的椎体形成術 谷川 昇（関西医科大学
附属枚方病院 血管造影
IVR科），狩谷 秀治，米虫 
敦，中谷 幸，吉田 理絵，
吉田 麻美

IVR: Interventional 
Radiology
（1340-4520）
31巻Suppl. 
Page110（2016.04）

会議録

2016362809 外来化学療法におけるがん患者指導
管理料3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），
矢野 安樹子，田坂 祐一，
中内 香菜，田中 守，
田中 亮裕，薬師神 芳洋，
荒木 博陽

医療薬学
（1346-342X）
42巻4号 
Page228-236
（2016.04）

原著論文／
比較研究

2016362108 台湾における脳卒中治療の費用対効
果分析（Cost-effectiveness Analy-
sis of Stroke Management in Tai-
wan）（英語）

H u a n g Y u - C h i n g
（Kaoh s i u n g Ch a n g 
G u n g M e m o r i a l 
Hospital），Chang Ku-
C h o u，L e e H s u e i -
Chen，Lee Tsong-Hai

臨床神経学
（0009-918X）
55巻Suppl. 
Page S461（2015.12）

会議録



2016359414 4価インフルエンザワクチンの有効
性と費用対効果について教えてくだ
さい

永井 英明（国立病院機
構東京病院 呼吸器セン
ター）

インフルエンザ
（1345-8345）17巻3号 
Page155（2016.10）

Q&A

2016359351【指定難病とは?】 わが国の難病対策
の歴史と、難病法下での医療と研究

葛原 茂樹（鈴鹿医療科
学大学 看護学部 看護学
科）

医学のあゆみ
（0039-2359）258巻
12号 Page1097-1103
（2016.09）

解説／
特集

2016359284 地域の「高度医療の集約化」に伴う
経営変革の要諦

蒲生 真紀夫（大崎市民
病院）

Pharma Medica
（0289-5803）34巻9号 
Page64-69（2016.09）

解説

2016359262 高価新薬の医療経済　ソホスブビル
の費用負担可能性を巡って

久繁 哲徳（医療テクノ
ロジー・アセスメント研
究所）

社会保険旬報
（1343-5728）2650号 
Page20-25（2016.09）

解説

2016359209 病院経営管理Q&A ここが知りたい　
診療報酬（第6回）　褥瘡ハイリスク
患者ケア加算

長面川 さより（ウォー
ムハーツ）

病院羅針盤
7巻87号 Page56-57
（2016.09）

Q&A

2016358361 減量教室における個人指導と集団指
導の費用対効果の比較　減量プログ
ラム（減量教室）を費用対効果から
評価する

片山 靖富（皇學館大学 
教育学部），若葉 京良

教育医学
（0285-0990）
62巻1号 
Page90-91（2016.08）

会議録

2016356547【平成28年度診療報酬改定-知って
おくべき栄養関連のポイントと今後
の課題】 食事療養費見直し（経腸栄
養剤）と次回改定に向けた対応

原 純也（武蔵野赤十字
病院 栄養課）

臨床栄養
（0485-1412）
129巻2号 Page201-
206（2016.08）

解説／
特集

2016356478 がん薬物治療における費用対効果 後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院 呼吸
器内科）

呼吸器内科
（1884-2887）30巻1号 
Page57-61（2016.07）

解説

2016355561 大学生における自殺死亡リスクの低
減への支払意思額と自殺に関する態
度の関係

末木 新（和光大学 現代
人間学部 心理教育学
科）

こころの健康
（0912-6945）31巻1号 
Page71-79（2016.06）

原著論文

2016353259 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 医療福
祉学研究科博士課程），
池田 俊也

日本アルコール・薬物
医学会雑誌
（1341-8963）51巻2号 
Page101-108
（2016.04）

総説

2016349696 セルフメディケーション推進のため
のスイッチOTC医薬品に関する意
識調査

原 北斗（明治薬科大学），
山崎 紀子，菅野 敦之，
宮沢 伸介，下川 健一，
石井 文由

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
136年会4号 
Page119（2016.03）

会議録

2016349694 スイッチOTC医薬品と医療用医薬
品の患者費用負担比較と点眼容器の
使用性に関する研究

中島 正登（明治薬科大
学附属薬局），
森川 沙央理，山崎 紀子，
石井 文由

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
136年会4号 
Page118（2016.03）

会議録



2016345825 関節リウマチの保険診療、保険制
度、コストベネフィットを考える

三宅 信昌（三宅整形外
科医院 整形外科 リウマ
チ科 リハビリテーショ
ン科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page740（2016.03）

会議録

2016345793 アウトカムとしてのQOL評価とその
意義

能登 真一（新潟医療福
祉大学 医療経済・QOL
研究センター）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page716（2016.03）

会議録

2016345091 NinJaにおける費用および効果の分
析年次報告2014　薬価改定は一定
の効果あり

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），
園本 格士朗，木村 大作，
當間 重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page517（2016.03）

会議録

2016344410 RA治療と医療経済 RA治療ガイド
ラインにおける医療経済評価の位置
付けと日本での展望

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page248（2016.03）

会議録

2016344409 RA治療と医療経済 関節リウマチの
医療経済的問題点と生物学的製剤の
費用対効果

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）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page248（2016.03）

会議録

2016343880 全身性エリテマトーデスの治療にお
けるHA280およびDNA280免疫吸
着カラムの臨床効果の比較（Clinical 
effi  cacy comparison of HA280 and 
DNA280 immunoadsorption col-
umn in treating systemic lupus ery-
thematosus）（英語）

Xu Lan（Department of 
Nephrology，The Third 
Hosp i t a l o f Zheng -
zhou），Wu Xianming，
Zou Yan

Modern Rheumatology
（1439-7595）
26巻1号 
Page94-98（2016.01）

原著論文／
比較研究

2016343812 順天堂大学医学部付属病院における
パーキンソン病の直接コスト（The 
Direct Cost of Parkinson Disease 
at Juntendo Medical University 
Hospital，Japan）（英語）

Y o r i t a k a A s a k o
（D e p a r t m e n t o f 
Neurology，Juntendo 
University Koshigaya 
Hospital），Fukae Jiro，
Ha t a n o T a k u，Od a 
E i s e i，H a t t o r i 
Nobutaka

Internal Medicine
（0918-2918）
55巻2号 
Page113-119
（2016.01）

原著論文／
比較研究

2016343558 静注免疫グロブリンによるギランバ
レー症候群患者の治療の増分費用効
果の評価　血漿交換療法との比較
（To Assess the Incremental Cost 
Effectiveness of Treating Guillain 
Barre Syndrome Patient with Intra-
venous Immunoglobulin as Com-
pared to Therapeutic Plasma Ex-
change）（英語）

Sh a r m a R a t t i R am
（Postgraduate Institute 
of Medical Education 
and Research），Ma-
heshwari Ashish，Modi 
M a n i s h，S h a r m a 
Navneet，Prinja Shan-
k a r，H a n s R e k h a，
Ma r w a h a N e e l am，
Hans Rekha

Therapeutic Apheresis 
and Dialysis
（1744-9979）
19巻6号 
Page628（2015.12）

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
2016377536 病院経営の仕組みを知り師長を補佐

しよう!　診療報酬と医療制度かみ
くだき"解説　病院の収入ってどう
いう仕組み?　国の政策や人々の暮
らし、高齢化社会との関係"

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

主任看護師: 
管理・教育・業務
26巻1号 
Page70-73（2016.09）

解説

2016377510 医療保障と平和主義の一体的関係　
社会保障解体攻撃への対抗

長友 薫輝（三重短期大
学）

医療労働（0287-4369）
593号 
Page3-9（2016.09）

解説

2016376870 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6回）　2018年
度介護報酬改定は効率化と適正化
改定に

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

C l i n i c M a g a z i n e
（0389-7451）
43巻9号 
Page39-41（2016.09）

解説

2016360354【新しい医工学治療と我が国の公的
医療保険制度】 新しい医工学治療を
施す医療関係者の技術料

西田 博（東京女子医科
大学 心臓血管外科）

医工学治療
（1344-1221）28巻1号 
Page61-65（2016.03）

解説／
特集

2016360353【新しい医工学治療と我が国の公的
医療保険制度】 新しい医工学治療の
医療経済学的評価

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）

医工学治療
（1344-1221）28巻1号 
Page52-60（2016.03）

解説／
特集

2016360352【新しい医工学治療と我が国の公的
医療保険制度】 特定保険医療材料の
保険収載と価格決定

三宅 正裕（厚生労働省 
保険局 医療課），金光 
一瑛

医工学治療
（1344-1221）28巻1号 
Page47-51（2016.03）

解説／
特集

2016360351【新しい医工学治療と我が国の公的
医療保険制度】 新しい医工学治療の
承認審査

方 眞美（医薬品医療機
器総合機構 医療機器審
査第一部）

医工学治療
（1344-1221）28巻1号 
Page41-46（2016.03）

解説／
特集

2016359184 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
（最終回）　身体疾患をもつ認知症患
者のケアに関する評価「認知症ケア
加算」の新設　平成28年度診療報
酬改定

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501号 
Page45-48（2016.09）

解説

2016344408 RA治療と医療経済 本邦の医療制度
ならびにNinJaから見たRA医療経済

松井 利浩（国立病院機
構相模原病院 リウマチ
科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page247（2016.03）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2016374120 OECDにおける診療報酬制度が医療

支出と医療の質に与える影響の評価
中田 達大（東北大学大
学院 環境科学研究科 博
士課程），楊 かく，馬奈木 
俊介

医療と社会
（0916-9202）
26巻2号 Page179-
196（2016.08）

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
2016377284 Respira 5!　明日誰かに話したくな

るDr.倉原の5分間呼吸器学（第10
回）　年間3,500万円　新しいがん
治療薬オプジーボの1人あたりの処
方にかかる薬価

倉原 優（国立病院機構
近畿中央胸部疾患セン
ター 内科）

呼吸器ケア
（1347-7285）
14巻10号 
Page950-951
（2016.10）

解説

2016374131 長期収載品に対する薬価制度と創薬
インセンティブに関する研究

米田 紘康（敬愛大学 経
済学部）

医療と社会
（0916-9202）26巻2号 
Page217（2016.08）

会議録

2016374120 OECDにおける診療報酬制度が医療
支出と医療の質に与える影響の評価

中田 達大（東北大学大
学院 環境科学研究科 博
士課程），楊 かく，馬奈木 
俊介

医療と社会
（0916-9202）26巻2号 
Page179-196
（2016.08）

原著論文

2016349586 高薬価経口慢性C型肝炎治療薬　薬
局泣かせの「28日未満処方」の現状

福岡 勝志（日本調剤），
高岡 淳

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）136年会
4号 
Page100（2016.03）

会議録

2016349118 日本の新医薬品薬価算定状況の解析 加藤 大和（岐阜薬科大
学），松井 利亘，羽根 
由基，阿部 純子，上田 
夏実，笹岡 沙也加，
元岡 佑美，畠平 春奈，
中村 光浩

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
136年会3号 
Page216（2016.03）

会議録

2016349074 本邦特有の薬価制度である市場拡大
再算定と新薬創出・適応外薬解消等
加算における矛盾点の指摘

柴田 翔洋（慶応義塾大
学 院薬），川口 ひとみ，
植村 良太郎，中村 洋，
鈴木 岳之

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
136年会3号 
Page206（2016.03）

会議録

2016345091 NinJaにおける費用および効果の分
析年次報告2014　薬価改定は一定
の効果あり

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），
園本 格士朗，木村 大作，
當間 重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集60回 
Page517（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
2016377622 米国治験事情　製薬産業と臨床開

発の実際（第25回）　2015年の
CDER承認新薬数

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals55号 
Page16-22（2016.08）

解説

2016376852【アウトソーシング特集】 バイオ医
薬品受託製造業者（CMO）の適切な
選択と利用について

津村 治彦（HIKOsプラ
ンニング）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻10号 
Page1837-1843
（2016.09）

解説／
特集



2016374550 患者さんにとって価値ある医薬品の
開発を目指して

ジャン-クリストフ・テ
リエ （ベルギー），土井 
脩

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）
47巻8号 
Page554-559
（2016.08）

座談会

2016374118 ASEANにおける医薬品アクセス問
題と企業進出　インドネシアでの調
査を踏まえて インドネシアにおけ
る医薬品アクセス問題解決への支援
ならびに日本の製薬産業のビジネス
機会に関する調査報告

中村 洋（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究
科）

医療と社会
（0916-9202）
26巻2号 
Page147-153
（2016.08）

解説

2016373627 産官学で拓く神経疾患治療薬の治験
推進

小室 美子（医薬品医療
機器総合機構 新薬審査
第二部）

ファルマシア
（0014-8601）52巻8号 
Page774-778
（2016.08）

解説

2016366618【今、着実に実り始めた遺伝子治療-
最新研究と今後の展開】 （第2章）遺
伝子治療革新技術　化学的アプロ
ーチを駆使した核酸医薬の最前線

小比賀 聡（大阪大学大
学院 薬学研究科 生物有
機化学分野），中川 治

遺伝子医学MOOK
（1349-2527）30号 
Page125-131
（2016.06）

解説／
特集

2016360487 神経疾患の医師主導治験の成功に向
けて 稀少疾患治療薬開発に関する
製薬業界からのSuggestion

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

臨床神経学
（0009-918X）55巻
Suppl. 
Page S103（2015.12）

会議録

2016359484【新しいチロシンキナーゼ阻害薬】 
チロシンキナーゼ阻害の耐性克服

中川 和彦（近畿大学 医
学部 内科学腫瘍内科部
門），南 陽介，岡本 勇，
片山 量平

がん分子標的治療
（1347-6955）
14巻3号 Page314-
320（2016.10）

解説／
特集

2016358978「医療のイノベーションを担うベン
チャー企業の振興に関する懇談会」
報告書　現場の生の課題を発信する
ことが医療系ベンチャー企業を育て
る

藤井 将志（谷田会谷田
病院 事務部）

医療経営士26号 
Page32-33（2016.08）

解説

2016347151 創薬・育薬における臨床薬理学　企
業創薬とアカデミア創薬の現状と展
望

岩崎 甫（山梨大学大学
院 総合研究部 先端応用
医学講座）

臨床薬理
（0388-1601）47巻2号 
Page77-84（2016.03）

解説

2016347150 創薬・育薬における臨床薬理学　企
業創薬とアカデミア創薬の現状と基
礎知識

上村 尚人（大分大学 医
学部 臨床薬理学講座）

臨床薬理
（0388-1601）47巻2号 
Page74-76（2016.03）

解説


