
医療経済関係研究論文（２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
2017034955 Data mania（第24回）（最終回） 介

護事業経営実態調査×医療経済実態
調査

飯塚 以和夫（メディヴ
ァ）

病院（0385-2377）
75巻12号 
Page918-919
（2016.12）

解説

2017034007 産業医に役立つ最新の研究報告　ウ
イルス性肝炎の医療経済評価

平尾 智広（香川大学 医
学部 人間社会環境医学
講座 公衆衛生学）

産業医学ジャーナル
（0388-337X）
39巻6号 Page49-52
（2016.11）

解説

2017033480 医療政策の方向性を踏まえた戦略的
病院経営（第8回）　地域医療構想　
病院経営層はどう向き合うべきか

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91号 
Page56-60（2016.11）

解説

2017032969 診療報酬から読み解く　医療政策の
描く未来像（第9回）　終末期医療
（人生の最終段階における医療）

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
10号 Page916-921
（2016.10）

解説

2017032602 超高齢化時代の医療政策 伊藤 昭英（高崎健康福
祉大学 健康福祉学部 医
療情報学科），木村 憲洋

市立千歳市民病院医誌
12巻1号 
Page1-3（2016.09）

解説

2017019778 東京都医師会が掲げる3つの医療政
策について

尾崎 治夫（東京都医師
会）

大阪府医師会報
（0285-0974）392号 
Page3-11（2016.10）

解説

2017013113 肝胆膵高難度手術に対する腹腔鏡
手術のあり方と将来展望 腹腔鏡下
肝切除と開腹肝切除の医療経済的側
面の比較

河口 義邦（東京大学 肝
胆膵・人工臓器移植外
科），大塚 由一郎，金子 
弘真，永井 元樹，野村 
幸博，山本 真理子，大谷 
将秀，大橋 雄一，菅原 
弘太郎，小池 大助，石田 
隆志，長谷川 潔，國土 
典宏，田中 信孝

日本外科学会定期学術
集会抄録集116回 
Page SY-6-6
（2016.04）

会議録



2017010321 高知県の医療政策の動向 川内 敦文（高知県 健康
政策部 医療政策課）

高知赤十字病院医学雑誌
（0919-7427）
20巻1号 Page78-79
（2016.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017034007 産業医に役立つ最新の研究報告　ウ

イルス性肝炎の医療経済評価
平尾 智広（香川大学 医
学部 人間社会環境医学
講座 公衆衛生学）

産業医学ジャーナル
（0388-337X）
39巻6号 
Page49-52（2016.11）

解説

2017033915 支払基金「改革」は、公的医療保険
制度への攻撃

平岡 信彦（全国社会保
険診療報酬支払基金労
働組合）

保団連
（0288-5093）1227号 
Page35-40（2016.11）

解説

2017033369 ポリポリ、かゆいところに手が届く
!みんなで考える臨床ポリファーマ
シー（第3回）　ポリファーマシーに
なると何が起こる?　ポリファーマ
シーの光と影

吉田 英人（健育会西伊
豆健育会病院 内科）

薬事
（0016-5980）
58巻15号 
Page3359-3365
（2016.11）

解説

2017033307 国内の動向　超高額薬の登場　皆
保険との共存は

佐藤 好美（産経新聞） 社会福祉研究
（0286-2980）
127号 
Page105-109
（2016.10）

解説

2017033076【統合失調症のベストプラクティス】 
（第I部）総論　統合失調症の社会的
コスト

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部精神・神経科
学教室）

精神科治療学
（0912-1862）
31巻増刊 
Page16-19（2016.10）

解説／
特集

2017032507 切除不能進行・再発胃がんに対する
パクリタキセルとラムシルマブによ
る併用療法の費用対効果分析

齋藤 翔太（新潟医療福
祉大学 医療情報管理学
科）

新潟医療福祉学会誌
（1346-8774）
16巻1号 
Page79（2016.10）

会議録

2017031808 機能性食品・サプリメント臨床研究
Update　適正使用に向けたエビデ
ンス提供における課題

蒲原 聖可（健康科学大
学）

グルコサミン研究
10巻 
Page45-54（2014.07）

解説

2017030235【肺癌免疫療法の新たな展開】 チェ
ックポイント阻害薬の費用対効果

國頭 英夫（日本赤十字
社医療センター 化学療
法科）

日本胸部臨床
（0385-3667）
75巻10号 
Page1116-1137
（2016.10）

解説／
特集

2017028530 日本における90Y-イブリツモマブ・
チウキセタンの適正使用

丸山 大（国立がん研究
センター中央病院 血液
腫瘍科），福原 規子，福田 
哲也，岡 諭，大中 貴史，
崔 日承，飛内 賢正

血液内科
（2185-582X）
73巻3号 
Page423-434
（2016.09）

総説

臨床経済学・薬剤経済学



2017028397 患者のQOL調査を短期間で適切か
つ効率的に実施する体制

新美 三由紀（佐久総合
病院佐久医療センター 
臨床研究・治験センタ
ー），春田 さゆり，菊池 
由香，高瀬 美子，井出 
洋子，関 真美子，嶋田 
千代子，竹内 玲子

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）
65巻3号 
Page657（2016.09）

会議録

2017028102 透析装置入替で得た経済効果 小西 敏生（三重県厚生
農業協同組合連合会鈴
鹿中央総合病院），国府 
正道

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）
65巻3号 
Page509（2016.09）

会議録

2017027593 C型慢性肝炎ゲノタイプ1型におけ
るDAAの対費用効果

詫間 義隆（広島市立広
島市民病院 内科），宮武 
宏和，岩堂 昭太，植松 
周二，岡本 良一，荒木 
康之

肝臓
（0451-4203）
57巻Suppl.2 
Page A542（2016.09）

会議録

2017027154【インターフェロン・フリーC型肝
炎治療】 注意すべき症例の治療　
DAA耐性変異をもつC型肝炎の治療
戦略

黒崎 雅之（武蔵野赤十
字病院 消化器科），板倉 
潤，泉 並木

臨床消化器内科
（0911-601X）
31巻11号 Page1481-
1487（2016.09）

解説／
特集

2017026536【MCI（軽度認知障害）の予防と治療】 
MCI（軽度認知障害）と臨床内科医

北野 英基（日本臨床内
科医会 学術部 脳・神経
班），北野 英人，岩永 
康裕

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）
31巻2号 Page183-188
（2016.09）

総説／
特集

2017024849 メトホルミンに関する話題 伊藤 譲（レモン薬局三
方原店），武田 真莉子

くすりと糖尿病
（2187-6967）
4巻2号 Page226-227
（2015.12）

解説

2017024569 手術用内視鏡装置の機種統一およ
び運用変更による経済効果に関する
検討

古平 聡（北里大学病院 
ME部），立野 聡，宮田 
晃隆，藤井 正実，木下 
春奈，武田 章数，早速 
慎吾，大島 弘之，東條 
圭一

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
57号 
Page296（2016.04）

会議録

2017024500 当院におけるバックバルブマスク
（BVM）の管理　ディスポーザブル
タイプの導入効果

三上 昌志（主体会小山
田記念温泉病院），前川 
了一，伊藤 寛則，岸田 
千明，村岡 大輔，堀 剛大，
坂倉 光智

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
57号 
Page278（2016.04）

会議録

2017024298 透析穿刺時の穿刺部位消毒薬、透
析穿刺セットの変更による感染対
策、透析穿刺準備時間の比較、費用
の検討

大畑 一幸（杵築市立山
香病院 泌尿器科 人工透
析室），手嶋 克也，米谷 
恭尋，冨田 加代子，小
園 義人，甲斐 博宣，安
藤 忠助

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
57号 
Page226（2016.04）

会議録



2017024183 医療機器の効率的な運用に関する取
り組み

岩渕 江美（諏訪赤十字
病院 臨床工学技術課），
花岡 和也，宮川 宜之

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
57号 
Page196（2016.04）

会議録

2017024121 マルチスレーブモニタシステムの導
入効果

富永 あや子（さいたま
市民医療センター 臨床
工学科），見上 純，後藤 
悟，山矢 純子，冨田 晴樹，
石田 岳史

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）
57号 
Page181（2016.04）

会議録

2017024072 DPCデータ分析を用いたカテーテ
ル室の収益分析について

加藤 博史（西神戸医療
センター 臨床工学室）

日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）57号 
Page168（2016.04）

会議録

2017023245 非小細胞肺癌術後補助療法におけ
る、入院治療および外来治療の医療
コストに関する検討

土谷 智史（長崎大学大
学院 腫瘍外科），山崎 
直哉，松本 桂太郎，宮崎 
拓郎，畑地 豪，北村 由香，
小畑 智裕，永安 武

日本呼吸器外科学会雑誌
（0919-0945）
30巻3号 
Page P54-2（2016.04）

会議録

2017023204 肺切除術における自己クリオプレシ
ピテートの費用対効果の検討

山本 優（富山大学附属
病院 第一外科），土岐 
善紀，峠 正義，本間 崇浩，
尾嶋 紀洋，杉山 茂樹，
宮原 佐弥，嶋田 喜文，
芳村 直樹，安村 敏

日本呼吸器外科学会雑誌
（0919-0945）
30巻3号 
Page P49-1（2016.04）

会議録

2017022294 日進月歩　アレルギー・リウマチ系
領域　関節リウマチと医療経済の今
後

戸叶 嘉明（日本臨床内
科医会 学術部）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）
31巻1号 
Page9（2016.06）

解説

2017020480 慢性肺アスペルギルス症における最
近の進歩（Recent advances in 
chronic pulmonary aspergillosis）
（英語）

Izumikawa Koichi（De-
partment of Infectious 
Diseases，Nagasaki 
University Graduate 
School of Biomedical 
Sciences）

Respiratory 
Investigation
（2212-5345）
54巻2号 
Page85-91（2016.03）

総説

2017020182【Feature Topic　がん免疫療法時代
の航海図】　がん免疫療法の現在地 
論考　がん免疫療法の光と影

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院 呼吸
器内科）

Cancer Board Square
（2189-6410）
2巻3号 
Page526-531
（2016.10）

解説／
特集

2017020164 目からウロコの清掃と病院経営（第
2回）　清掃タイプを知って具体的
なムダ取りへ

松本 忠男（プラナ） 病院羅針盤
7巻92号 
Page56-57（2016.11）

解説

2017019998 日本の財政と社会保障 阿久澤 孝（財務省 主計
局）

社会保険旬報
（1343-5728）
2655号 
Page20-25（2016.10）

解説



2017019765【将来を考えた院内ネットワーク構
築術】 見直されるべき院内ネットワ
ーク　院内ネットワークの統合化の
戦略的意図並びに統合化によるメリ
ット

小沢 義典（千葉労災病
院 医療情報管理部）

新医療
（0910-7991）
]43巻11号 
Page91-94（2016.11）

解説／
特集

2017019661 切除不能進行・再発大腸がん患者に
おけるSOXおよびCOXレジメンの
科学的な選択と評価　臨床判断分析
による薬剤経済評価

永瀬 怜司（済生会横浜
市東部病院 薬剤部），
伊與田 友和，菅野 浩，
赤瀬 朋秀，荒川 一郎，
井上 忠夫，上塚 芳郎

癌と化学療法
（0385-0684）
43巻10号 
Page1201-1205
（2016.10）

原著論文／
比較研究

2017018922 セファレキシンおよびアモキシシリ
ン/クラブラン酸の追加採用が救急
外来の経口抗菌薬使用に与える影響

篠田 康孝（大垣市民病
院 薬剤部），新井 かおり，
松岡 知子，森 卓之，吉田 
真也，大橋 健吾，吉村 
知哲，杉山 正

医療薬学
（1346-342X）
42巻10号 
Page709-714
（2016.10）

原著論文／
比較研究

2017015254 ロボット支援手術における費用対効
果の現状　呼吸器外科領域でのシミ
ュレーションと対策

梶原 直央（東京医科大
学 呼吸器・甲状腺外科），
大谷 圭志，前田 純一，
吉田 浩一，萩原 優，垣花 
昌俊，大平 達夫，池田 
徳彦

日本外科学会定期学術
集会抄録集116回 
Page PS-228-8
（2016.04）

会議録

2017010568 協調デジタルアシストプログラムに
よる急性胸痛患者のDoor-to-Bal-
loon時間の短縮（Coordinated Digi-
tal-Assisted Program Improved 
Door-to-Balloon Time for Acute 
Chest Pain Patients）（英語）

Chen Hao（Department 
of Medical，Guangzhou 
Genera l Hospi ta l o f 
Guangzhou Mi l i ta ry 
Command），Liu Jian，
Xiang Dingcheng，Qin 
Weiyi，Zhou Minwei，
T i a n Y a n，W a n g 
Mingyu，Yang Jijiang，
Gao Qiang

International Heart 
Journal
（1349-2365）
57巻3号 
Page310-316
（2016.05）

原著論文／
比較研究

2017010301 リトドリン塩酸塩点滴静注液の先発
品および後発品におけるアレルギー
様症状に関する比較検討

小野川 雅英（高知赤十
字病院 薬剤部），平田 
涼子，横田 香，坂井 真，
邑岡 俊明，松本 実，片山 
陽一，森本 明美

高知赤十字病院医学雑誌
（0919-7427）
20巻1号 
Page61-64（2016.03）

原著論文／
比較研究

2017009861 日本における急性GVHDに対する間
葉系幹細胞の保険適応　残りのいく
つかの懸案事項に関するフォローア
ップの必要性（Insurance approval 
of mesenchymal stem cell for 
acute GVHD in Japan: need of fol-
low up for some remaining con-
cerns）（英語）

Miyamura Koichi（De-
partment of Hematolo-
g y，J a p a n e s e R e d 
Cross Nagoya F i r s t 
Hospital）

International Journal of 
Hematology
（0925-5710）
103巻2号 
Page155-164
（2016.02）

総説



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017034910 曝露後予防（PEP）の基本的な考え

方・適応および曝露前予防（PrEP）　
感染経路によりoPEP（職業的）と
nPEP（非職業的）に分類。72時間
以上経過例にnPEPは不適応。PrEP
は薬価次第で定着も

西島 健（国立国際医療
研究センターエイズ治
療研究開発センター），
忽那 賢志

日本医事新報
（0385-9215）
4834号 
Page58-59（2016.12）

Q&A

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017034958【検証 平成28年度診療報酬改定】 財

務の視点から見た医療制度と平成
28年度診療報酬改定

宇波 弘貴（財務省 大臣
官房 総合政策課）

病院（0385-2377）
75巻12号 P a g e944-
949（2016.12）

解説／
特集

2017033915 支払基金「改革」は、公的医療保険
制度への攻撃

平岡 信彦（全国社会保
険診療報酬支払基金労
働組合）

保団連
（0288-5093）1227号 
Page35-40（2016.11）

解説

2017033557 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8回）　2018年
度介護保険制度改定の「評価と適正
化」の論点に注目

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
43巻11号 
Page39-41（2016.11）

解説

2017021464 医療保険薬局に勤務する薬剤師の立
場より、アドヒアランスの向上に焦
点を当てて（From the standpoint 
of pharmacists working for medical 
insurance pharmacies focusing on 
improvement of adherence）（英語）

Doi Yuko（Since Japan 
h a s b e c om e s u p e r 
aged society，pharma-
cists）

Journal of 
Pharmacological 
Sciences
（1347-8613）
130巻3Suppl. 
Page S67（2016.03）

会議録

2017018422 我が国の医療保険制度（第9回）　医
療従事者として認識すべき医療保険
制度

向本 時夫（福島県立医
科大学医学部附属医療
制度研究センター）

福島医学雑誌
（0016-2582）
66巻3号 Page116-124
（2016.09）

解説

2017015838 包括医療制度（DPC）での化膿性脊
椎炎の治療戦略

飯盛 謙介（淀川キリス
ト教病院 整形外科），
笹岡 隆一，堂園 将，高松 
聖仁

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）59巻秋季学会 
Page93（2016.09）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017021140 在宅で高齢者を看取る家族の介護負

担を軽減するための訪問看護師の看
護援助の特徴

長尾 匡子（千里金蘭大
学 看護学部）

千里金蘭大学紀要
（1349-6859）
12号 Page135-143
（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
2017022399 他部門研修における新人看護職員の

学びの内容
鈴木 理恵（札幌医科大
学附属病院 看護キャリ
ア支援センター），首藤 
英里香，濱田 奈緒子，
梶川 景子，佐々木 純子，
正岡 経子，大日向 輝美，
萩原 直美

札幌保健科学雑誌
（2186-621X）
5号 
Page83-88（2016.03）

原著論文

2017027121【診療報酬改定】 平成28年度診療報
酬改定の総括　薬価・医療材料費
減額分を医療費本体へ!

江頭 芳樹（福岡県内科
医会）

福岡県医報
（0285-3418）1483号 
Page4（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
2017033336 GDPありのままに（後編） 古田土 真一（三井倉庫

ホールディングス 事業
開発室）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻13号 
Page2411-2418
（2016.11）

解説

2017033334 AMEDにおける創薬などの支援の取
組について　GAPFREE（産業官共
同創薬研究プロジェクト）

草間 真紀子（日本医療
研究開発機構 戦略推進
部医薬品研究課）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
32巻13号 
Page2371-2374
（2016.11）

解説

2017032596 時代の変化を生き抜くためのリーダ
ー育成

御代川 善朗（アステラ
ス製薬）

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）
76巻6号 
Page369-371
（2016.11）

解説

2017025015 基礎研究から臨床研究へのイノベー
ションロード 我が国における新し
い創薬パラダイムCollaborative 
Drug Discovery"の展望"

榑林 陽一（日本医療研
究開発機構）

日本骨代謝学会学術集
会プログラム抄録集
（1349-0761）34回 
Page128（2016.07）

会議録

2017025014 基礎研究から臨床研究へのイノベー
ションロード 産業側はどのような
ことを産学連携に求めるのか?

服部 有宏（中外製薬 研
究本部）

日本骨代謝学会学術集
会プログラム抄録集
（1349-0761）34回 
Page127（2016.07）

会議録

2017024900 小児用製剤の早期実用化に向けての
課題とその打開策　「小児医薬品の
早期実用化に資するレギュラトリー
サイエンス研究班」報告

石川 洋一（国立成育医
療研究センター 薬剤
部），寺門 浩之，赤羽 
三貴，小村 誠，齊藤 順平

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）
76巻5号 
Page324-339
（2016.09）

解説



2017023642 既存臨床データの新薬開発への活用 森尾 保徳（田辺三菱製
薬 創薬本部プロジェク
トファシリテート部），
中込 和幸

日本神経精神薬理学会
年会プログラム・抄録
集46回 
Page139（2016.07）

会議録

2017021454 薬剤開発に基づくドラッグ・リポジ
ショニング　製薬業界の観点から
（Drug Repositioning based Drug 
Development: From Pharmaceuti-
cal Industry's viewpoints）（英語）

Osakabe Masano r i
（N o b e l p h a r m a，
R&amp;D Division）

Journal of 
Pharmacological 
Sciences（1347-8613）
130巻3Suppl. 
Page S64（2016.03）

会議録

2017021415 創薬における科学者向けの社内統計
教育（In-house statistical training 
for scientists in drug discovery）（英
語）

H o n d a C h i k a r a
（ O p e r a t i o n s 
M a n a g e m e n t，
Research Headquaters，
Ono Pharmaceutical）

Journal of 
Pharmacological 
Sciences（1347-8613）
130巻3Suppl. Page 
S55（2016.03）

会議録

2017021414 薬理効果の有効性比較における平行
線検定とその前提としての平行性
（Parallelism as its premise parallel 
line assay for effi  cacy comparison 
of pharmacological eff ect）（英語）

Ha r a d a J u n（Dep t . 
Da ta Sc i ence . D i v . 
DAI ICHI SANKYO），
Yoshiike Michiharu

Journal of 
Pharmacological 
Sciences（1347-8613）
130巻3Suppl. Page 
S54（2016.03）

会議録

2017021413 薬理試験にWilliams多重比較検定を
適用する際の各種疑問への回答
（The answers to various questions 
of when to apply the Williams' 
multiple comparison test for Phar-
macology test）（英語）

Nakanishi Nobuhi ro
（Dept. Data Science. 
D i v .  S o h y a k u .，
Mi t s u b i s h i T anabe 
Pharma）

Journal of 
Pharmacological 
Sciences（1347-8613）
130巻3Suppl. 
Page S54（2016.03）

会議録

2017021412 非臨床薬理試験データにおける解析
手法の導入（Introduction of analyti-
cal methods for data of nonclinical 
pharmacological studies）（英語）

K u r o s u S h i n s u k e
（Biostatistics.，Taisho 
Pharmaceutical）

Journal of 
Pharmacological 
Sciences（1347-8613）
130巻3Suppl. Page 
S54（2016.03）

会議録

2017021375 グローバルなヘルスR&Dにおける日
本のリーダーシップ（Japan's Glob-
al Health R&D Leadership）（英語）

Katsuno Kei（Global 
H e a l t h I n n o v a t i v e 
Technology Fund）

Journal of 
Pharmacological 
Sciences（1347-8613）
130巻3Suppl. Page 
S45（2016.03）

会議録

2017021374 熱帯病撲滅を目指した治療薬の研究
開発と普及　製薬業界からのアプロ
ーチ例としての我々の活動の紹介
（Research & Development and 
Distribution of medicines for elimi-
nating Tropical Diseases: Introduc-
tion of our activities as an example 
of the approach by pharmaceutical 
industries）（英語）

Asada Makoto（CINO，
PC HQ，Eisai）

Journal of 
Pharmacological 
Sciences
（1347-8613）
130巻3Suppl. 
Page S44（2016.03）

会議録


