
医療経済関係研究論文（１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
2017008104 未破裂脳動脈瘤をどうすべきか

?Japanese Standardsを求めて 医
療経済・日本健康寿命における未破
裂脳動脈瘤治療の意義

井川 房夫（広島大学大
学院 医歯薬保健学研究
院 脳神経外科学）

メディカル朝日
（0919-7818）
45巻10号 
Page38-39（2016.10）

解説

2017005532 産科を含む混合病棟における死亡と
分娩の重視　医療政策面からの課
題

齋藤 いずみ（神戸大学
大学院 保健学研究科）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page154（2016.09）

会議録

2017005490 社会医学系専門医と医療政策・マネ
ジメント 社会医学系専門医の制度
化に向けて

有賀 徹（労働者健康安
全機構）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page85（2016.09）

会議録

2017005489 社会医学系専門医と医療政策・マネ
ジメント

今中 雄一（京都大学大
学院 医学研究科 医療経
済学分野）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page84（2016.09）

会議録

2017003895 薬剤（第2回）　糖尿病と医療経済 堀井 剛史（東京都済生
会中央病院 薬剤部）

プラクティス
（0289-4947）
33巻5号 
Page578-581
（2016.09）

解説

2017003831 指定発言　医療経済学的視点から
みた薬剤師業務

大島 秀康（丸の内大島
薬局）

東海病院管理学研究会年報
（1880-2966）
23巻 
Page79-80（2016.07）

会議録／
症例報告

2016410806 医療政策の方向性を踏まえた戦略的
病院経営（第7回）　総合入院体制加
算をどう考えるか

井上 貴裕（千葉大学医
学部附属病院 病院長企
画室）

病院羅針盤7巻89号 
Page50-55（2016.10）

解説



2016407455 健康増進とサプリメント　サプリメ
ントはわが国の医療経済の面からど
の様な役割が期待されているか 医
療経済から見たわが国の高齢者医療
の現状

西村 周三（医療経済研
究機構）

更年期と加齢のヘルス
ケア学会・日本サプリ
メント学会学術集会プ
ログラム・抄録集15
回・4回 
Page70（2016.09）

会議録

2016407454 健康増進とサプリメント　サプリメ
ントはわが国の医療経済の面からど
の様な役割が期待されているか 食
の面から　統合医療学的な考え方の
実践

渡邊 昌（生命科学振興
会）

更年期と加齢のヘルス
ケア学会・日本サプリ
メント学会学術集会プ
ログラム・抄録集15回・
4回 Page69（2016.09）

会議録

2016407453 健康増進とサプリメント　サプリメ
ントはわが国の医療経済の面からど
の様な役割が期待されているか 更
年期からのヘルスケア　サプリメン
トは臨床の現場でどの様に用いられ
ているか

小山 嵩夫（小山嵩夫ク
リニック）

更年期と加齢のヘルス
ケア学会・日本サプリ
メント学会学術集会プ
ログラム・抄録集15回・
4回 Page68（2016.09）

会議録

2016403649【Step up MRI 2016　明日の臨床に
向けた撮像法、今日の検査に役立つ
撮像テクニック】 医療経済と検査の
適正化　MRIを取り巻く医療情勢　
診療報酬を中心に

井田 正博（荏原病院 放
射線科）

INNERVISION
（0913-8919）
31巻9号 
Page57-62（2016.08）

解説／
特集

2016403648【Step up MRI 2016　明日の臨床に
向けた撮像法、今日の検査に役立つ
撮像テクニック】 医療経済と検査の
適正化　MRI検査のchoosing wise-
lyとは

隈丸 加奈子（順天堂大
学 医学部 放射線診断学
講座），佐野 由起子

INNERVISION
（0913-8919）
31巻9号 
Page53-56（2016.08）

解説／
特集

2016402267 医療経済評価研究ガイドラインの策
定に関する研究

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部 薬学科）

国際医療福祉大学学会誌
（2186-3652）
21巻抄録号 
Page155（2016.08）

会議録

2016397375 和漢薬の有用性を検証するための研
究戦略 和漢薬の医療経済学的有用
性に関する研究方法論

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）

和漢医薬学会学術大会
要旨集33回 
Page47（2016.08）

会議録

2016396526 気胸初期治療における脱気療法　不
成功因子と医療経済

本間 崇浩（富山大学 呼
吸循環総合外科），尾嶋 
紀洋，山本 優，嶋田 喜文，
北村 直也，峠 正義，
土岐 善紀，芳村 直樹

日本気胸・嚢胞性肺疾
患学会雑誌
（1883-0412）
16巻1号 
Page54（2016.08）

会議録

2016386394 救急・外傷 内因性急性腹症に対す
る腹腔鏡手術の意義　SSIと医療経
済の観点から

土居 浩一（済生会熊本
病院 外科センター），
小川 克大，清水 健次，
山村 謙介，尾崎 宣彦，
岩槻 政晃，田中 秀幸，
杉山 眞一，緒方 健一，
馬場 秀夫，高森 啓史

日本外科学会定期学術
集会抄録集115回 
Page OP-250-3
（2015.04）

会議録



2016385080 骨盤外科における周術期感染対策　
栄養・感染症・緩和 直腸切除にお
ける予防的covering stoma造設の意
義と医療経済学的効果

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

日本外科学会定期学術
集会抄録集115回 
Page PD-13-6
（2015.04）

会議録

2016378615 循環器病研究における医療開発政策 
国際的データセットと比較した日本
の大規模登録試験の強みと、医療政
策に対するその意義（Science Poli-
cy for Translational Research in 
Cardiovascular Medicine The 
Strength of the Large-scale Regis-
try Studies in Japan Compared 
with International Datasets，and 
Its Health Care Policy Implica-
tions）（英語）

Kohsaka Shun（Depart-
ment of Cardiology，
Keio University School 
of Medicine）

Circulat ion Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page181（2015.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017009651【高齢社会で増加する加齢黄斑変性-

滲出型の治療の今】 抗VEGF薬によ
る薬物療法の現状

大中 誠之（関西医科大
学 眼科学），高橋 寛二

日本医事新報
（0385-9215）4829号 
Page26-33（2016.11）

解説／
特集

2017009625【Antimicrobial Stewardship Pro-
gram（ASP）の理論と実際】 ASP推
進のための各職種の役割と環境整備

藤田 直久（京都府立医
科大学 感染制御・検査
医学）

化学療法の領域
（0913-2384）
32巻11号 
Page1976-1984
（2016.10）

解説／
特集

2017007635 次世代乳がん検診の夜明け　J-
STARTの結果から個別化検診へ 費
用効果分析からみた乳がん検診の精
度管理と個別化

大貫 幸二（岩手県立中
央病院 乳腺・内分泌外
科）

日本乳癌検診学会誌
（0918-0729）
25巻3号 
Page355（2016.10）

会議録

2017006120 在宅血液透析における透析液清浄化
と費用対効果

小林 恭子（大誠会松岡
内科クリニック），左合 
哲，種田 美和，松岡 哲平

日本血液浄化技術学会会誌
（2185-5927）
24巻Suppl 
Page125（2016.04）

会議録

2017005612 経費の費用対効果を高める試み（そ
の2）　事務職育成

石井 仁（千葉県済生会
習志野病院），佐藤 譲，
木村 憲洋

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page234（2016.09）

会議録

2017005560 爪白癬診断における白癬菌抗原キッ
トの費用最小化分析

渡邊 亮（東京医科大学），
五十嵐 中，若本 裕晶，
大澤 弘三

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page182（2016.09）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2017005559 日本における2型糖尿病合併症の費
用分析報告の現状

星野 貴子（国際医療福
祉大学大学院 薬学研究
科），池田 俊也

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page181（2016.09）

会議録

2017005541 我が国の高リスク飲酒者へのスクリ
ーニングとブリーフ・インターベン
ションの実施に関する考察　実現可
能性と費用対効果の観点から

田口 有里恵（国際医療
福祉大学大学院 医療福
祉学研究科），吉本 尚，
池田 俊也

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page163（2016.09）

会議録

2017005539 虚血性心疾患の疾病費用（Cost of 
illness）の将来推計

合地 俊治（東邦大学 医
学部 社会医学講座），
松本 邦愛，長谷川 友紀

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page161（2016.09）

会議録

2017005523 経費の費用対効果を高める試み（そ
の1）　医療情報システム

佐藤 譲（榊原記念病院），
石井 仁，木村 憲洋

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page145（2016.09）

会議録

2017004106 Antimicrobial stewardshipの概念と
その推進

二木 芳人（昭和大学 医
学部 内科学講座 臨床感
染症学部門），前田 真之

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）52巻9号 
Page1109-1112
（2016.09）

総説

2017003909 薬剤師の価値をどう測るか? 薬剤師
業務を対象とした研究の傾向とその
背景

亀井 美和子（日本大学 
薬学部）

社会薬学（0911-0585）
35巻Suppl. 
Page32（2016.08）

会議録

2017003895 薬剤（第2回）　糖尿病と医療経済 堀井 剛史（東京都済生
会中央病院 薬剤部）

プラクティス
（0289-4947）
33巻5号 
Page578-581
（2016.09）

解説

2017000551 病院と薬局の合意に基づく院外処方
せんにおける疑義照会簡素化プロト
コルとその効果

櫻井 香織（京都大学医
学部附属病院 薬剤部），
尾崎 淳子，矢野 育子，
安達 昂一郎，木村 嘉彦，
松村 勝之，西脇 布貴，
吉田 優子，池見 泰明，
萱野 勇一郎，米澤 淳，
深津 祥央，松原 和夫

医療薬学
（1346-342X）
42巻5号 
Page336-342
（2016.05）

原著論文／
比較研究

2017000204 韓国におけるA、B、C型肝炎の経
済的負担（The Economic Burden 
of Hepatitis A，B，and C in South 
Korea）（英語）

Shon Changwoo
（School of Public 
Health，Seoul National 
University），Choi 
Hyung-Yun，Shim 
Jae-Jun，Park So-
Youn，Lee Kyung 
Suk，Yoon Seok-Jun，
Oh In-Hwan

Japanese Journal of 
Infectious Diseases
（1344-6304）
69巻1号 
Page18-27（2016.01）

原著論文／
比較研究



2017000152 集団ベース結腸直腸がん検診におけ
る結腸直腸内視鏡と便免疫化学検査
の最適利用　日本人のデータを用い
た費用対効果分析（Optimal use of 
colonoscopy and fecal immuno-
chemical test for population-based 
colorectal cancer screening: a 
cost-effectiveness analysis using 
Japanese data）（英語）

Sekiguchi Masau
（Endoscopy Division，
National Cancer 
Center Hospital），
Igarashi Ataru，
Matsuda Takahisa，
Matsumoto Minori，
Sakamoto Taku，
Nakajima Takeshi，
Kakugawa Yasuo，
Yamamoto Seiichiro，
Saito Hiroshi，Saito 
Yutaka

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）
46巻2号 
Page116-125
（2016.02）

原著論文／
比較研究

2016411092【高額医薬品の現状】 高額医薬品の
国保財政への影響

小林 裕（宮城県国民健
康保険団体連合会）

宮城県医師会報849号 
Page821-824
（2016.10）

解説／
特集

2016411091【高額医薬品の現状】 高額医薬品に
ついて思うこと

相場 節也（宮城県医師
会）

宮城県医師会報849号 
Page818-820
（2016.10）

解説／
特集

2016410777 わが国における医薬分業による医療
費適正化への寄与に関する考察

泊口 豊（霧島市民薬局），
森本 泰子，小松 正典，
百原 譲治，福森 淳，徳山 
尚吾，寺脇 康文

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）
68巻10号 Page1681-
1685（2016.10）

原著論文

2016410525 これから始めるレセプト分析（第8
回）　レセプト分析事例紹介（1）

谷原 真一（帝京大学大
学院 公衆衛生学研究
科）

予防医学ジャーナル
（0285-0877）490号 
Page18-21（2016.09）

解説

2016409972 職場復帰支援の現状と問題点　リワ
ークの活用と事業所内外の連携 う
つ病リワーク研究会の国内での実績
及びオランダの復職支援との比較考
察

有馬 秀晃（品川駅前メ
ンタルクリニック）

産業ストレス研究
（1340-7724）
22巻4号 
Page249-254
（2015.11）

解説

2016409569 バルプロ酸ナトリウムを先発品から
後発品へ変薬した患者の血中濃度の
比較

常岡 俊昭（昭和大学附
属烏山病院），中村 純子，
杉沢 諭，太田 真里絵，
澤登 洋輔，佐賀 信之，
新井 豪佑，松崎 明香，
吉澤 徹，齋藤 勲，山田 
浩樹

精神科治療学
（0912-1862）
31巻9号 
Page1227-1230
（2016.09）

原著論文／
比較研究

2016409255【進化する糖尿病治療!～話題の新薬
と治療法～】 注射製剤　新しいアナ
ログインスリンへの期待

大西 由希子（朝日生命
成人病研究所 治験部）

月刊糖尿病8巻10号 
Page34-41（2016.10）

解説／
特集

2016405866 高松管内施設医薬品共同調達　刑
事施設診療所での投薬傾向と共同調
達の意義

木村 正司（高松刑務所），
竹上 純一，近藤 啓治，
大原 照子，八木 伊津子，
香川 茂雄

矯正医学
（0452-974X）
65巻1号 
Page19（2016.09）

会議録



2016405807【Multislice CT 2016 BOOK】 技術　
インジェクタ　造影剤・生食の分注
注入による、医療コスト削減とワー
クフローの改善

黒田 隆（インテグラル 
インジェクター事業部）

映像情報Medical
（1346-1354）
48巻10号 
Page174-177
（2016.09）

解説／
特集

2016405544 検診の有効性評価と精度管理 前立
腺がん検診システムの効率化・不利
益対策の方向性

伊藤 一人（群馬大学大
学院 医学系研究科 泌尿
器科学）

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）
24巻1号 
Page59（2016.09）

会議録

2016405524 各領域における高齢化社会に求めら
れるがん検診 新しい前立腺がん検
診の構築のために　Multiparametric 
MRIに基づいた前立腺がんスクリー
ニング

鴨井 和実（京都府立医
科大学 泌尿器外科学），
沖原 宏治，浮村 理

日本がん検診・診断学
会誌
（1881-8846）
24巻1号 
Page33（2016.09）

会議録

2016403648【Step up MRI 2016　明日の臨床に
向けた撮像法、今日の検査に役立つ
撮像テクニック】 医療経済と検査の
適正化　MRI検査のchoosing wise-
lyとは

隈丸 加奈子（順天堂大
学 医学部 放射線診断学
講座），佐野 由起子

INNERVISION
（0913-8919）
31巻9号 
Page53-56（2016.08）

解説／
特集

2016403057【インジェクター完全ガイド2016】 
TECHNICAL REPORT　造影剤・
生食の分注注入による、医療コスト
削減とワークフローの改善　CT専
用インジェクターCT motionの特徴

黒田 隆（インテグラル 
インジェクター事業部）

Rad Fan
（1348-3498）
14巻10号 
Page65-67（2016.08）

解説／
特集

2016403018 顕微鏡歯科への誘い　日本顕微鏡
歯科学会のシンポジストとして

磯崎 裕騎，谷口 敏雄 小児歯科臨床
（1341-1748）21巻9号 
Page52-57（2016.09）

解説

2016399373 小児消化器病学の将来展望　多施
設共同研究の推進を願って 乳児黄
疸ネットを活用した希少難治性肝疾
患の研究推進

今川 和生（筑波大学 医
学医療系小児科），須磨
崎 亮

日本小児栄養消化器肝
臓学会雑誌
（1346-9037）
30巻Suppl. 
Page43（2016.08）

会議録

2016399351【補助循環の最近の進歩】 植込型左
心補助人工心臓destination therapy

戸田 宏一（大阪大学 心
臓血管外科）

Clinical Engineering
（0916-460X）
27巻9号 
Page748-753
（2016.08）

解説／
特集

2016399287 重症薬疹における最近の話題 小豆澤 宏明（奈良県立
医科大学 皮膚科）

奈良県医師会医学会年報
（1343-2257）
29巻1号 
Page29-34（2016.07）

総説

2016397256 軽度褥瘡発生患者に使用された薬
剤・被覆材の治療効果と経済効果の
検討

萩原 研（日本医科大学
附属病院 薬剤部），吉田 
羽奈，長原 新太郎，玉井 
理大

日本褥瘡学会誌
（1345-0417）
18巻3号 
Page381（2016.08）

会議録



2016392450 透析液によるプライミング、返血、
On-line HDF導入までの経過報告

山口 晋（黒部市立黒部
市民病院 医療技術部 臨
床工学科），笹山 真一，
田中 果絵，徳道 久就，
永井 守，喜渡 純平

富山県臨床工学技士会誌
16-20号 
Page44（2016.03）

会議録

2016391362 アリピプラゾール持続性注射剤とパ
リペリドン持効性注射剤の費用対効
果に関する国際比較

金沢 徹文（大阪医科大
学），菊山 裕貴

精神神経学雑誌
（0033-2658）
2016特別号 
Page S638（2016.06）

会議録

2016391230 公認心理師法成立シンポジウム　公
認心理師のこれから 医療の立場か
ら公認心理師に期待すること

林 道彦（朝倉記念病院） 精神神経学雑誌
（0033-2658）
2016特別号 
Page S565（2016.06）

会議録

2016386661 分子標的治療薬調製時の薬剤廃棄
による経済的損失と経費削減に向け
たシミュレーション

宇佐美 英績（大垣市民
病院 薬剤部），木村 美
智男，福岡 智宏，岡田 
和智，吉村 知哲

癌と化学療法
（0385-0684）
43巻6号 
Page743-747
（2016.06）

原著論文

2016386235 下部消化管 体外処理で行う単孔式
虫垂切除術のコストベネフィット

賀川 義規（関西労災病
院 外科），加藤 健志，
向坂 英樹，妙中 浩紀，
高塚 雄一，石田 智，佐藤 
泰史，森本 祥悠，日馬 
弘貴，松下 克則，橋本 
直佳，木村 慶，桂 宜輝，
大村 仁昭，新田 佳苗，
沖代 格次，竹野 敦，谷口 
博一，柄川 千代美，武田 
裕，田村 茂行

日本外科学会定期学術
集会抄録集115回 
Page OP-291-3
（2015.04）

会議録

2016381487 日本におけるインフルエンザ治療に
オセルタミビルまたは麻黄湯を使用
した場合の全国医療費推定額の比較
（National cost estimation of mao-
to，a Kampo medicine，compared 
with oseltamivir for the treatment 
of infl uenza in Japan）（英語）

Arita Ryutaro（Center 
for Kampo Medicine，
Keio University School 
of Medicine），Yoshino 
T e t s u h i r o，H o t t a 
Y o s u k e，Mi y amo t o 
Y o s h i h i s a，Os aw a 
I c h i r o，T a k e m o t o 
O s amu，Wa t a n a b e 
Kenji

Traditional & Kampo 
Medicine
（2053-4515）
3巻1号 
Page59-62（2016.04）

原著論文／
比較研究



2016381423 心室補助人工心臓の費用効果に関す
る予備的研究（Preliminary report 
on t he cos t e f f ec t i veness o f 
ventricular assist devices）（英語）

T a k u r a T o m o y u k i
（Department of Health 
Care Economics and 
I n d u s t r i a l P o l i c y，
Graduate Schoo l o f 
M e d i c i n e，O s a k a 
U n i v e r s i t y），K y o 
Shunei，Ono Minoru，
T o m i n a g a R y u j i，
Miyagawa Sh ige ru，
Tanoue Yosh i h i s a，
Sawa Yoshiki

Journal of Artifi cial 
Organs
（1434-7229）
19巻1号 
Page37-43（2016.03）

原著論文

2016381308 1年間の診療結果に基づく外来血管
造影検査の安全性および対費用効
果（S a f e n e s s a n d C o s t -
effectiveness of Out-patients 
Angiography from the Results of 1 
Year Clinical Practice）（英語）

Fujii Toshiharu
（Department of 
Cardiovascular 
Medicine，Tokai 
University School of 
Medicine），Nakano 
Masataka，Nakazawa 
Gaku，Masuda Naoki，
Shinozaki Norihiko，
Matsukage Takashi，
Yoshimachi Fuminobu，
Ikari Yuji

Circulation Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page2960（2015.03）

会議録

2016379146 ACSにおけるエビデンスの解釈　
レジストリ研究の役割（Translating 
Evidence in ACS: The Role of 
Registry Studies）（英語）

Brieger David（Coronary 
Care and Coronary In-
terventions，Concord 
Hospital）

Circulation Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page785（2015.03）

会議録

2016378836 補助人工心臓の適応について考える 
VAD植込み術の費用効果分析（What 
a r e O p t im a l I n d i c a t i o n s f o r 
Ventricular Assist Device? Cost-
effectiveness Analysis of VAD 
Implantation Surgery）（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）

Circulation Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page458（2015.03）

会議録

2016378722 循環器医療の費用対効果 経動脈的
大動脈弁置換術と従来法の大動脈
弁置換術の費用対効果分析　DPC
データを用いた比較試験（Cost-
eff ectiveness Analysis and Health 
Policy Issues in Cardiology Cost-
Effective Analysis of Transarterial 
Aortic Valve Implantation and 
C o n v e n t i o n a l A o r t i c V a l v e 
Replacement : A Comparat ive 
Study Using DPC Data）（英語）

Morita Shigeki（Depart-
ment of Thoracic and 
Cardiovascular Sur-
gery，Saga Universi-
t y），F u j i i S u s um u，
Nonaka Sayuri，Node 
Koichi

Circulation Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page307（2015.03）

会議録



2016378721 循環器医療の費用対効果 心房細動
合併患者における経皮的冠動脈イン
ターベンションの費用対効果分析
（Cost-effectiveness Analysis and 
Health Policy Issues in Cardiology 
Cost-effectiveness Analysis of 
P e r c u t a n e o u s C o r o n a r y 
I n t e r v e n t i o n i n P a t i e n t s 
C o m p l i c a t e d w i t h A t r i a l 
Fibrillation）（英語）

Takano Hitoshi
（Department of 
Cardiovascular 
Medicine，Nippon 
Medical School），
Katoh Koji，Nakamura 
Shunichi，Fukuizumi 
Isamu，Yamamoto 
Takeshi，Shimizu 
Wataru

Circulation Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page306（2015.03）

会議録

2016378720 循環器医療の費用対効果 長期間の
carperitide点滴治療が入院費用に与
え る 影 響（Cost-effectiveness 
Analysis and Health Policy Issues 
in Cardiology The Impact on the 
Hospitalization Cost by Carperitide 
Infusion for Long Periods）（英語）

Higashi Kensaku
（Depertment of 
Second Cardiology，
Kagoshima Medical 
Center），Tomomatsu 
Norihiro，Matsumoto 
Hiroyuki，Ijuin Shun，
Ishikawa Yusuke，
Yamashita Erika，
Shimokawahara 
Hiroto，Hiramine 
Kiyohisa，Tanoue 
Kazuyuki，Tanaka 
Hideki，Nuruki 
Norihito，Sonoda 
Masahiro

Circulation Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page305（2015.03）

会議録

2016378719 循環器医療の費用対効果 社会経済
学的意味に基づく心血管疾患におけ
る費用効果分析の理論と実例（Cost-
eff ectiveness Analysis and Health 
Policy Issues in Cardiology Theory 
and Case of Cost-Effectiveness 
Analysis in Cardiovascular Disease 
B a s e d o n S o c i o e c o n o m i c 
Meaning）（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）

Circulation Journal
（1346-9843）
79巻Suppl.I 
Page304（2015.03）

会議録

2016378243 腹部大動脈瘤における時限爆弾の制
御（Taking Control of the Time 
B o m b i n A b d o m i n a l A o r t i c 
Aneurysm）（英語）

Aoki Hiroki（Cardiovas-
cular Research Insti-
tute，Kurume Universi-
ty）

Circulation Journal
（1346-9843）
80巻2号 
Page314-315
（2016.01）

コメント



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017009331 日本における低所得者への医療保障

の実態
後藤 道夫（都留文科大
学）

いのちとくらし研究所報
（1881-3194）56号 
Page15-21（2016.09）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017006550 市町村における子ども医療費助成制

度導入前後の受診動向　制度導入
前後のA市レセプト分析より

長嶺 由衣子（千葉大学
大学院 医学研究院博士
課程 公衆衛生学），近藤 
克則

社会保険旬報
（1343-5728）
2652号 
Page16-22（2016.09）

原著論文／
比較研究

2017000325 行政プロファイリングデータを用い
た、結腸直腸手術患者の術後感染症
によって発生した追加医療費の調査
（An Examination of Additional 
Medical Costs Due to Postopera-
tive Infections in Colorectal Surgi-
cal Patients Using Administrative 
Profi ling Data）（英語）

Nakabayashi Narue
（Division of Health 
care Services，
Shimane University 
Hospital），Hirose 
Masahiro，Ishihara 
Noriyuki，Nishimura 
Nobuhiro，Kumakura 
Shunichi，Naora Koji，
Tajima Yoshitsugu，
Yamaguchi Shuhei，
Igawa Mikio

Shimane Journal of 
Medical Science
（0386-5959）
32巻1号 
Page1-12（2015.09）

原著論文／
比較研究

2016410777 わが国における医薬分業による医療
費適正化への寄与に関する考察

泊口 豊（霧島市民薬局），
森本 泰子，小松 正典，
百原 譲治，福森 淳，
徳山 尚吾，寺脇 康文

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）
68巻10号 
Page1681-1685
（2016.10）

原著論文

2016381487 日本におけるインフルエンザ治療に
オセルタミビルまたは麻黄湯を使用
した場合の全国医療費推定額の比較
（National cost estimation of mao-
to，a Kampo medicine，compared 
with oseltamivir for the treatment 
of infl uenza in Japan）（英語）

Arita Ryutaro（Center 
for Kampo Medicine，
Keio University School 
of Medicine），Yoshino 
Tetsuhiro，Hotta 
Yosuke，Miyamoto 
Yoshihisa，Osawa 
Ichiro，Takemoto 
Osamu，Watanabe 
Kenji

Traditional & Kampo 
Medicine
（2053-4515）
3巻1号 
Page59-62（2016.04）

原著論文／
比較研究

2016378228 成人先天性心疾患患者の医療費負
担と社会保障制度利用に関する実態
調査

落合 亮太（東京女子医
科大学 看護学部 成人看
護学），檜垣 高史，
賀藤 均，秋山 直美，城戸 
佐知子，丹羽 公一郎，
中西 敏雄，白石 公

日本成人先天性心疾患
学会雑誌
4巻2号 
Page55-68（2015.12）

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
2017008448 高薬価経口C型慢性肝炎治療薬　薬

局泣かせの「28日未満処方」の現状
福岡 勝志（日本調剤），
井原 綾子，石井 亨，高岡 
淳，中嶋 聡

診療と新薬
（0037-380X）
53巻9号 
Page802-806
（2016.09）

原著論文

2016378373 診療報酬請求データに基づく日本の
がん診療の質のモニタリングと評価
（Monitoring and evaluating the 
quality of cancer care in Japan us-
ing administrative claims data）（英
語）

Iwamoto Momoko
（Division of Health 
Services Research，
Center for Cancer 
Control and Information 
Services，National 
Cancer Center），
Nakamura Fumiaki，
Higashi Takahiro

Cancer Science
（1347-9032）
107巻1号 
Page68-75（2016.01）

原著論文

2017005547 京都府国民健康保険および後期高齢
者医療保険外来レセプトデータを用
いた統合失調症外来患者の抗精神
病薬薬剤数と大量処方との関係

落合 英伸（京都大学大
学院 医学研究科 社会健
康医学系専攻 医療経済
学分野），大坪 徹也，高橋 
達一郎，今中 雄一

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
53巻Suppl. 
Page169（2016.09）

会議録

2017004361【高齢者の腹膜透析-assisted PDの
現実と可能性】 assisted PDのため
の医療制度に関する知識

大場 理恵子（バクスタ
ー 地域医療研究室）

臨床透析（0910-5808）
32巻10号 Page1291-
1292（2016.09）

解説／
特集

2016410748 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7回）　医療計画
見直しに関連する2つの検討課題に
注目

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10号 
Page39-41（2016.10）

解説

2016408358 公的医療保険と歯科インプラント医
療　共生の道を考える

住友 雅人（日本歯科医
学会）

日本先進インプラント
医療学会誌
（2185-4599）7巻2号 
Page16（2016.08）

会議録

2016407405 歯科の専門性に関する一考察（第1
報）　近代医療制度の発展史から

渋谷 鑛（日本大学松戸
歯学部），笹井 啓史，山口 
秀紀，加來 洋子

日本歯科医史学会々誌
（0287-2919）
31巻4号 Page305-
317（2016.09）

総説

2016400784【認知症患者のリハビリテーション
と社会参加】 医療保険による認知症
リハビリテーションの実践

千葉 亜紀（秋津鴻池病
院），平井 基陽

Journal of Clinical 
Rehabilitation
（0918-5259）
25巻9号 
Page850-856
（2016.09）

解説／
特集



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
2017009648 グローバル感染症最前線　NTDsの

先へ（Vol.11）　顧みられない熱帯
病（NTDs）に対する地域診断とサ
ーベイランス　複数感染症に対する
一括抗体測定系の開発と調査システ
ムの構築

金子 聰（長崎大学熱帯
医学研究所 生態疫学分
野），藤井 仁人

医学のあゆみ
（0039-2359）
259巻7号 
Page799-806
（2016.11）

解説

2017006787【ICH QカルテットUPDATE】 （第4
章）ICH Q11　ガイドラインの現状
と今後の展望　ICH Q11（原薬の開
発と製造ガイドライン）　現状と今
後の展望

高木 和則（医薬品医療
機器総合機構 ジェネリ
ック医薬品等審査部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻11号 
Page2132-2137
（2016.09）

解説／
特集

2017006785【ICH QカルテットUPDATE】 （第3
章）ICH Q10　医薬品品質システム
構築とクオリティカルチャー　日本
国内の製薬工場の重要性と競争力強
化のシナリオについて　品質保証
力、安定供給力と顧客志向力を活か
した生産の技術革新がグローバルな
競争力を生む

片山 博仁（バイエル薬
品 プロダクトサプライ
ジャパン本部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻11号 
Page2106-2122
（2016.09）

解説／
特集

2017006784【ICH QカルテットUPDATE】 （第3
章）ICH Q10　医薬品品質システム
構築とクオリティカルチャー　医薬
品品質システム構築のポイントと経
営陣の責務

秋元 雅裕（大塚製薬工
場）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻11号 
Page2094-2104
（2016.09）

解説／
特集

2017003877 安倍政権下の臨床研究改革 宮田 俊男（日本医療政
策機構）

Therapeutic Research
（0289-8020）
37巻8号 
Page727-730
（2016.08）

解説

2016400128 産学官連携　基礎研究から臨床応
用までの死の谷を埋める アカデミ
アと企業　新薬開発に向けた連携

佐 藤 功（ 中 外 製 薬 
R&amp;Dポートフォリ
オ部）

日本臨床免疫学会会誌
（0911-4300）
39巻4号 
Page302（2016.08）

会議録

2016391805 医学教育と営利企業の適切な関係と
は? 医療関係者との透明性を確保す
るための製薬協の取組み

田中 徳雄（日本製薬工
業協会）

医学教育
（0386-9644）
47巻Suppl. 
Page65（2016.07）

会議録


