
医療経済関係研究論文（4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
2017102751【DPCの新展開】 DPCが果たす医療

政策の展開　これまでの足跡と医療
政策へのインパクト

迫井 正深（厚生労働省 
保険局 医療課）

病院（0385-2377）
76巻2号 Page98-104
（2017.02）

解説／
特集

2017102440 Current Organ Topics: Genitouri-
nary Tumor　泌尿器系腫瘍　日本
の前立腺癌;最新の動向に関する四
つの疑問 CRPCに対する治療　医
療経済的側面からの新薬の適応は?

溝上 敦（金沢大学大学
院 医薬保健学総合研究
科 泌尿器集学的治療
学），角野 佳史，北川 
育秀，泉 浩二

癌と化学療法
（0385-0684）
44巻1号 
Page41-45（2017.01）

解説

2017096526 高齢化社会・医療費・医療経済学 井野元 勤（たちばな台
クリニック）

神奈川医学会雑誌
（0285-0680）
43巻2号 
Page267（2016.07）

会議録

2017092487 HDFの医療経済 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）

腎と透析（0385-2156）
81巻別冊 HDF療法'16 
Page14-16（2016.09）

解説

2017090470 Fraility scoreの高い重症大動脈弁狭
窄症患者に対する順行性大動脈弁形
成術の短期成績と医療経済的効果
（英語）

宮本 敬史（埼玉県立循
環器・呼吸器病センタ
ー 循環器内科），村上 
彰通，久保田 健之，
白崎 圭輔，利根川 玲奈，
三田 光慶，高橋 弘武，
藤井 真也，仲野 陽介，
鈴木 輝彦，清水 泰輔，
藤原 堅祐，中島 崇智，
武藤 誠

日本心血管インターベ
ンション治療学会抄録
集25回 
Page MO170
（2016.07）

会議録

2017089135 救急・総合診療における画像診断は
過剰か? 過剰か?　医療経済の観点
から考える

隈丸 加奈子（順天堂大
学 医学部 放射線診断学
講座）

日本医学放射線学会秋
季臨床大会抄録集
（0048-0428）52回 
Page S441（2016.08）

会議録



2017087126 医療政策ヒストリー座談会録　第1
回「1985（昭和60）年第一次医療法
改正」

古川 貞二郎，尾嵜 新平，
井口 直樹，薄井 康紀，
新田 秀樹，三谷 宗一郎，
島崎 謙治，江利川 毅，
木村 哲也

医療と社会
（0916-9202）
26巻4号 
Page361-396,403-
421（2017.01）

座談会

2017087032【医療・社会保障を射る三本の矢"～
安倍政権と医療の未来～】 （Part2）
医療・社会保障を射る"三本の矢"を
どう考えるか　二本目の矢　社会保
障の市場化・産業化　医療政策のジ
レンマ"

桐野 高明（東京大学） 保険診療
（0385-8588）
72巻1号 
Page32-35（2017.01）

解説／
特集

2017086734 診療報酬から読み解く医療政策の描
く未来像（最終回）　小児も充実し
た在宅医療の未来へ

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12号
Page1106-1110
（2016.12）

解説

2017084578「骨折・転倒」にかかわる医療経済
的影響

太田 博明（国際医療福
祉大学臨床医学研究セ
ンター）

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）
2巻4号 Page369-374
（2016.11）

解説

2017083621【高齢者医療と漢方薬】 高齢者医療
における漢方薬の医療経済的検討

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科 公共
健康医学専攻 臨床疫学・
経済学）

漢方医学
（0288-2485）40巻4号
Page221-224
（2016.11）

解説／
特集

2017082398 医療経済からみた保険診療と自由診
療

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 医療経済学分
野）

Japanese Journal of 
Maxillo Facial Implants
（1347-894X）15巻3号 
Page126（2016.11）

会議録

2017075656 医療経済からみた腹部大動脈瘤治療 前田 英明（日本大学 心
臓血管外科），
梅田 有史，河内 秀臣，
飯田 絢子，石井 雄介，
河野 通成，原田 篤

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）
25巻Suppl. 
Page157（2016.06）

会議録

2017075655 医療経済からみたAAAの治療 五味渕 俊仁（信州大学
医学部附属病院 心臓血
管外科），福井 大祐，
小松 正樹，浦下 周一，
市村 創，中原 孝，大橋 
伸朗，大津 義徳，和田 
有子，瀬戸 達一郎，
岡田 健次

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）
25巻Suppl. 
Page157（2016.06）

会議録

2017075650 当院における弓部大動脈病変に対す
るtotal endovascular repairの医療
経済学的検討

阪本 朋彦（大阪大学大
学院 医学系研究科 心臓
血管外科），倉谷 徹，島
村 和男，工藤 智明，政
田 健太，鳥飼 慶，戸田 
宏一，澤 芳樹

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）
25巻Suppl. 
Page154（2016.06）

会議録



2017075024 降圧の質と医療経済 池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本高血圧学会総会プ
ログラム・抄録集39回 
Page290（2016.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017102690【外来精神医療の透明化と標準化】 

多剤大量処方に至る思考と心理　薬
剤師から見た多剤併用大量処方

吉尾 隆（東邦大学薬学
部医療薬学教育センタ
ー 臨床薬学研究室）

外来精神医療
（1883-8693）17巻1号 
Page22-26（2017.01）

解説／
特集

2017102414 せん妄の診断と治療をめぐる課題と
展望

八田 耕太郎（順天堂大
学医学部附属順天堂練
馬病院メンタルクリニ
ック）

臨床精神薬理
（1343-3474）
20巻2号 Page119-
123（2017.02）

解説

2017101747【多発性骨髄腫の臨床～現状と展望
～】 骨髄腫治療の将来展望　治癒は
可能か

鈴木 憲史（日本赤十字
社医療センター 骨髄腫・
アミロイドーシスセンタ
ー），植田 有美

血液フロンティア
（1344-6940）
27巻1号 
Page85-94（2016.12）

解説／
特集

2017101572【「こんなときどうする?」にこたえる
20のヒント-心理職の仕事術】 心理
検査を実施すべきか否かをどう判断
するのか?　コミュニケーション・
ツールとしての心理検査

三田村 仰（立命館大学 
総合心理学部）

臨床心理学
（1345-9171）
17巻1号 
Page31-33（2017.01）

解説／
特集

2017101256 精神科医が薬を処方するということ　
診療ガイドラインはだれのため?

仙波 純一（さいたま市
立病院 精神科）

こころの科学
（0912-0734）
191号 
Page86-91（2017.01）

解説

2017101031【Evidence Update 2017　最新の
薬物治療のエビデンスを付加的に利
用する】 エキスパートが注目する最
新エビデンスをアップデート!　脂
質異常症治療薬

青島 周一（中野病院 薬
局）

薬局
（0044-0035）
68巻1号 
Page53-57（2017.01）

解説／
特集

2017101029【Evidence Update 2017　最新の
薬物治療のエビデンスを付加的に利
用する】 エキスパートが注目する最
新エビデンスをアップデート!　肝
炎治療薬　B型肝炎を中心とした知
見

北村 正樹（東京慈恵会
医科大附属病院 薬剤部）

薬局
（0044-0035）
68巻1号 
Page41-44（2017.01）

解説／
特集

2017098600 医療改革と国保直診 渡辺 俊介（国際医療福
祉大学大学院）

地域医療
（0289-9752）
第55回特集号 
Page199-207
（2016.03）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2017098188 新しい大腸内視鏡前処置薬は本当に
優れているか?　高張PEG液（新P）
と等張クエン酸マグネシウム液（M）
での大腸内視鏡挿入時間の比較　
付.洗浄度と受容性（飲みやすさ）に
関してのレビュー

松本 博成（岩槻内科胃
腸科），石田 茂夫，宮谷 
博幸，眞嶋 浩聡

埼玉県医学会雑誌
（0389-0899）
51巻1号 
Page326-333
（2016.11）

原著論文／
ランダム化
比較試験

2017097829 T2声門癌に対するS-1同時併用化学
放射線療法の治療成績

森田 慎也（広島市立病
院機構広島市立広島市
民病院），松浦 寛司，
勝田 剛，綾田 展明，
井口 郁雄，影本 正之

広島医学
（0367-5904）
69巻11号 
Page736-740
（2016.11）

原著論文

2017097634【患者さんに補完医療について聞か
れたら　統合医療は怪しいのか!?正
しく知って、主治医力を上げよう!】 
サプリメント・健康食品について聞
かれたら

蒲原 聖可（健康科学大
学）

Gノート
（2188-3033）
3巻8号 
Page1447-1459
（2016.12）

解説／
特集

2017095167 一包化調剤からPTP調剤へ移行した
転院時処方薬の処分コスト比較

庄子 将貴（石巻赤十字
病院 医事課），竹中 真
衣，稲葉 望，佐賀 利英

石巻赤十字病院誌
（1346-0730）19号 
Page23-24（2016.03）

原著論文

2017093755 下顎1-IODと全部床義歯の費用効果
分析　無作為化臨床試験プロトコル

浅見 茉里（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科高齢者歯科学
分野），宮安 杏奈，金澤 
学，竹下 晋，田上 真理
子，佐藤 大輔，小田 憲，
清水 春紀，守澤 正幸，
春日井 昇平，水口 俊介

日本補綴歯科学会誌
（1883-4426）
8巻特別号 
Page204（2016.07）

会議録

2017093742 下顎全部床義歯製作における印象採
得法の無作為化比較試験による費用
効果分析

宮安 杏奈（東京医科歯
科大学 医歯学総合研究
科），城 彩実，金澤 学，
佐藤 佑介，岩城 麻衣子，
秋葉 徳寿，水口 俊介

日本補綴歯科学会誌
（1883-4426）
8巻特別号 
Page191（2016.07）

会議録

2017092487 HDFの医療経済 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）

腎と透析（0385-2156）
81巻別冊 HDF療法'16 
Page14-16（2016.09）

解説

2017089135 救急・総合診療における画像診断は
過剰か? 過剰か?　医療経済の観点
から考える

隈丸 加奈子（順天堂大
学 医学部 放射線診断学
講座）

日本医学放射線学会秋
季臨床大会抄録集
（0048-0428）52回 
Page S441（2016.08）

会議録

2017086952 第7期介護保険事業計画の策定と地
域づくりを進める

田中 明美（奈良県生駒
市高齢施策課），江藤 
修，笹井 肇，松本 均

介護保険情報
17巻10号 
Page3-18（2017.01）

座談会

2017086830【眼疾患の一次予防と二次予防-眼疾
患はどこまで予防可能か?】 成人を
対象とした眼科検診の可能性

山田 昌和（杏林大学 医
学部 眼科学教室），阿久
根 陽子，平塚 義宗

臨床眼科
（0370-5579）71巻1号 
Page62-67（2017.01）

解説／
特集



2017086778 在宅療養支援シリーズ　当院の在宅
医療に関する取り組み

高瀬 義昌（至高会たか
せクリニック）

日本慢性期医療協会誌
（2187-8846）24巻5号 
Page58-61（2016.12）

解説

2017086737 在宅医療で求められる救急医療"っ
て何だ!?（最終回）　日本の未来予想
図　人生のハッピーエンドを願って
"

柳川 勇人（やながわ在
宅クリニック）

在宅新療
0→1001巻12号 
Page1120-1121
（2016.12）

解説

2017086696 常にコミュニケーションを図り院内
外との関係性を構築

武田 友美（エムステー
ジ），山地 開，山口 美
紀

医療経営士30号 
Page28-31（2016.12）

座談会

2017086579 Dr.黒飛とDH真理子のW医院経営塾　
効果的な求人・採用活動

黒飛 一志（デントラン
ス），濱田 真理子

アポロニア21277号 
Page086-089
（2017.01）

解説

2017086462 医療の変革と今後の病院　求められ
る医療秘書像

橋本 敦（東光会戸田中
央総合病院）

医療秘書教育全協誌
（2186-8867）16巻1号 
Page25-49（2016.11）

解説

2017086268【医師養成新時代にむけて】 大運動
もいいけど、やっぱり普段が大事

佐藤 琢也（甲府共立病
院）

民医連医療
（0285-2241）533号 
Page12-13（2017.01）

解説／
特集

2017085498 統合医療としてのサプリメント・機
能性食品の適正使用に向けた現状と
課題 セルフケアとしてのサプリメ
ント・機能性食品の適正使用に向け
た現状と課題

蒲原 聖可（健康科学大
学）

日本統合医療学会誌
9巻3号 
Page308（2016.12）

会議録

2017085482 認知症に対する鍼灸治療の試み 松浦 正人（日本鍼灸師
会）

日本統合医療学会誌
9巻3号 
Page299（2016.12）

会議録

2017085150 院外処方箋の後発医薬品への変更
不可指定についての一考察

横井 正之（パスカル薬
局），横井 裕子，内田 
小夜子，武本 法子，
上西 佑弥，合ヶ坪 芹香，
田中 朋子，細見 翔平，
横井 晃広，田城 孝雄

ジェネリック研究
（1881-9117）
10巻2号 
Page76-81（2016.12）

原著論文

2017085148 回復期リハビリ病棟における病棟薬
剤業務開始前後の処方薬剤の検討　
薬剤費、薬剤数、ジェネリック医薬
品使用量の比較

三星 知（新潟勤労者医
療協会下越病院 薬剤
課），山田 仁志，稲月 
幸範，長井 一彦

ジェネリック研究
（1881-9117）
10巻2号 
Page64-69（2016.12）

原著論文／
比較研究

2017085147 バイオシミラー開発に関する国際的
動向と品質安全性確保の課題

石井 明子（国立医薬品
食品衛生研究所 生物薬
品部）

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻2号 
Page56-63（2016.12）

総説

2017085109 費用効果分析におけるコストの欠測
に対する補完方法の検討

國富 悠司（大鵬薬品工
業 データサイエンス
部），山口 康信，広岡 
禎，澤田 克彦

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集22回 
Page137-138
（2016.11）

会議録



2017085069 医療系リアルワールドデータの利活
用の実例 費用対効果評価の施行的
導入を迎えた製薬企業の現状と今後

小久保 欣哉（野村総合
研究所 消費サービス・
ヘルスケアコンサルテ
ィング部）

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集22回 
Page59（2016.11）

会議録

2017085057 薬剤疫学におけるアウトカムリサー
チ データベースを用いた医薬品の
評価について

廣居 伸蔵（武田薬品工
業 メディカルアフェア
ーズ部）

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集22回 
Page41（2016.11）

会議録

2017082545【放射線治療情報BOOK 2016】 （DI-
VISION 3）粒子線の現状とこれから　
TECHNICAL REPORT　The MEV-
ION S250 Proton Therapy System　
A Compact,Efficient,and Cost-Ef-
fective Proton Therapy System

Pang Dalong（米国） Rad Fan
（1348-3498）
14巻14号 
Page82-85（2016.11）

解説／
特集

2017081965 残薬多量透析患者の医療費削減へ
の取り組み　透析導入時と透析歴
26年の2症例

秋本 直子（秋本薬局細
江店），高橋 千波，藤井 
景子，水津 結貴

日本腎臓病薬物療法学
会誌（2187-0411）
5巻2号 
Page S168（2016.10）

会議録

2017079714 医学的無益性と障害新生児 森 禎徳（東邦大学） 生命倫理（1343-4063）
26巻1号 Page81-89
（2016.09）

解説

2017077859 グルコサミンにおける臨床研究のレ
ビュー　変形性関節症に対する安全
性と費用効果の介入（Review of 
Clinical Studies on Glucosamine: 
A Safe and Cost Effective Inter-
vention for Osteoarthritis）（英語）

Theodosak is Jason
（University of Arizona 
College of Medicine）

グルコサミン研究
11巻 
Page2-9（2015.08）

総説

2017076937 野外飼育の肥育豚の増体成績に及
ぼす、ブタ繁殖呼吸障害症候群ウイ
ルスに対する改良生ワクチンの効果
（Eff ect of vaccination with a modi-
fied live porcine reproductive and 
respiratory syndrome virus vaccine 
on growth performance in fattening 
pigs under fi eld conditions）（英語）

Lyoo Kwang-Soo
（Korea Zoonosis 
Research Institute，
Chonhuk National 
University），Choi 
Jong-Young，Hahn 
Tae-Wook，Park Kun 
Taek，Kim Hye Kwon

The Journal of 
Veterinary Medical 
Science
（0916-7250）
78巻9号 
Page1533-1536
（2016.09）

原著論文

2017075974 費用対効果でハイリスクは評価でき
るか?AAA治療はEVARかOpenか?

吉鷹 秀範（心臓病セン
ター榊原病院 心臓血管
外科），近沢 元太，平岡 
有努，田村 健太郎，石
田 敦久，都津川 敏範，
坂口 太一

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）
25巻Suppl. 
Page317（2016.06）

会議録



2017075654 腹部大動脈治療における人工血管置
換術及びEVARの対費用効果の検討

和田 朋之（大分大学 医
学部 心臓血管外科），
竹林 聡，首藤 敬史，
佐藤 愛子，岡本 啓太郎，
川野 まどか，梅野 惟史，
阿部 貴文，穴井 博文，
宮本 伸二，本郷 哲央

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）
25巻Suppl. 
Page156（2016.06）

会議録

2017075651 人工血管置換術とステントグラフト
内挿術の費用対効果

渡辺 健一（関西医科大
学 胸部心臓血管外科），
丸山 高弘，川又 健，
岡田 隆之，角田 智彦，
金本 真也，湊 直樹

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）
25巻Suppl. 
Page155（2016.06）

会議録

2017075459 アムロジピンもしくはロサルタンを
用いた単剤治療患者を対象とした先
発医薬品と後発医薬品の費用対効果
の検証

勝亦 琢磨（神奈川県保
険医協会），山本 晴章，
湯浅 章平，鵜養 宏，
陳 勁一，鈴木 悦朗，
森 壽生

日本高血圧学会総会プ
ログラム・抄録集39回 
Page434（2016.09）

会議録

2017075024 降圧の質と医療経済 池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本高血圧学会総会プ
ログラム・抄録集39回 
Page290（2016.09）

会議録

2017073938 ACL TOP300CTS導入に伴う院内
凝固検査依頼件数の変動について

菅 成器（愛媛県立新居
浜病院 検査部），野間 
保喜，玉井 美和，篠原 
直征

日本臨床検査自動化学
会会誌（0286-1607）
41巻4号 
Page582（2016.08）

会議録

2017066852 LED無影灯のコストパフォーマンス
比較

堀田 哲夫（新潟大学医
歯学総合病院 手術部），
遠藤 陽之介

医療機器学
（1882-4978）86巻2号 
Page239（2016.04）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017101528 小児医療費助成に関する東京小児科

医会会員の意識調査
津田 隆（東京小児科医
会），田宮 貞和，矢島 
邦夫，保坂 篤人，豊川 
達記，岩田 敏，渡邉 智
子，増田 敬，林 泉彦，
神川 晃，高橋 系一，東
京小児科医会調査部調
査委員会

日本小児科医会会報
（0912-1781）
51号 
Page152-156
（2016.04）

原著論文

2017087512 鬱病治療の共同ケアモデルにおける
50歳以上の患者に対する医療費増
加の指標（Increased medical cost 
metrics for patients 50 years of 
age and older in the collaborate 
care model of treatment for de-
pression）（英語）

Angstman Kurt B.（De-
pa r tmen t o f Fam i l y 
Medicine，Mayo Clin-
ic），Doganer Yusuf C.，
Dejesus Ramona S.，
Rohrer James E.

Psychogeriatrics
（1346-3500）
16巻2号 
Page102-106
（2016.03）

原著論文／
比較研究



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017095060 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（第2回）　診療報酬の仕
組みや支払い方式・改定を詳しく知
ろう（前編）"

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

主任看護師: 管理・教
育・業務
26巻2号 
Page92-95（2016.11）

解説

2017086940 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10回）　厚労省
が提案した高額療養費と入院居住費
等見直し案に注目

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
44巻1号 
Page41-43（2017.01）

解説

2017086697 社会保障審議会医療保険部会（子ど
も医療費助成制度）窓口での負担の
違いから患者の受療行動を読み解く

藤井 将志（谷田会谷田
病院 事務部）

医療経営士
30号 
Page34-35（2016.12）

解説

2017086476 医療保険の手引き　眼科 濱崎 陞（東京都医師会），
東京都医師会医療保険
委員会

東京都医師会雑誌
（0040-8956）
69巻10号 Page1274-
1279（2016.12）

解説

2017085551 医業類似行為・相補代替療法の社
会化に向けて　現状と課題 日本の
医療制度と統合医療

坂部 昌明（森ノ宮医療
大学 保健医療学部 鍼灸
学科）

日本統合医療学会誌
9巻3号 
Page337（2016.12）

会議録

2017083629 医療制度改革における「周術期口腔
機能管理」導入に関する検討　政策
手段の視点から

野村 眞弓（ヘルスケア
リサーチ），尾崎 哲則，
三澤 麻衣子，上原 任

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）
51巻3号 
Page143-152
（2016.11）

原著論文

2017085296 定期通院糖尿病患者の孤独死の現
状とその対策（第4報）　治療中断と
医療費の視点から

伊藤 眞一（伊藤内科ク
リニック）

保団連
（0288-5093）1228号 
Page41-44（2016.12）

原著論文

2017084554 入院後発症した誤嚥性肺炎の追加的
医療費と在院日数　DPCデータを
用いた観察研究

小原 仁（南風病院 医療
情報部）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
17巻3号 Page123-
128（2016.12）

原著論文／
比較研究

2017083628 歯数と医科および歯科医療費との関
連　レセプト情報・特定健診等情報
データベースによる検討

恒石 美登里（日本歯科
総合研究機構），山本 龍
生，石井 拓男，和田 康
志，杉山 茂夫

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）51
巻3号 Page136-142
（2016.11）

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
2017098907 病院原価管理の導入と部門ミーティ

ングの実施による経営改善の取組み
について

武井 章哲（小田原市立
病院 病院管理局 経営管
理課）

地域医療
（0289-9752）第55回
特集号 Page1409-
1412（2016.03）

会議録

2017092675 肺がん入院化学療法に対する原価計
算システムを利用したコストバラン
ス評価　薬剤レジメン別の検討

中村 由里（大阪府立成
人病センター 医療情報
部），飯石 浩康，
森 朋己，今村 文生，
東山 聖彦，左近 賢人，
大阪府立成人病センタ
ーパスレビューチーム

診療情報管理
（1883-7972）
28巻2号 
Page136（2016.08）

会議録

2017088227 平成28年度診療報酬改定と地域連
携構想策定による変化を想定した準
備

角田 直枝（茨城県立中
央病院 看護局）

北海道看護研究学会集録
（2432-1516）
平成28年度 
Page160（2016.06）

原著論文

2017077850 平成28年度診療報酬改定影響率調
査結果（第1報）

公益社団法人全国自治
体病院協議会

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）
55巻10号 Page1609-
1629（2016.10）

原著論文

2017076966 公定薬価と市場での取引価格の差に
影響を与える因子の検討

高山 茜（北里大学大学
院 薬学研究科 臨床医学
（医薬開発学）），成川 衛

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）6巻3号 
Page295-305
（2016.09）

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
2017101769 薬剤部倉庫における医薬品在庫適正

化に向けた取り組み
西倉 教子（マツダ病院 
薬剤部），西原 昌幸，森
川 記道，内海 敦志，安
原 昌宏，原田 靖子

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）
53巻1号 
Page52-56（2017.01）

原著論文

2017084560 島根県立中央病院における単回使用
器材が診療材料費に及ぼす影響

杉谷 孝（島根県立中央
病院 物流管理チーム），
金 聲根，長谷川 将文

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）17巻3号 
Page154-158
（2016.12）

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
2017101655 ゼロからのプロジェクトマネジメン

ト（第10回）
星野 隆
（Star Enterprise）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻1号 
Page63-66（2017.01）

解説

2017087127 インドネシアにおける医薬品市場の
現状ならびに日本の製薬産業のビジ
ネス機会と課題に関する調査報告

中村 洋（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究
科），和久津 尚彦

医療と社会
（0916-9202）
26巻4号 Page423-
428（2017.01）

解説

2017085069 医療系リアルワールドデータの利活
用の実例 費用対効果評価の施行的
導入を迎えた製薬企業の現状と今後

小久保 欣哉（野村総合
研究所 消費サービス・
ヘルスケアコンサルテ
ィング部）

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集22回 
Page59（2016.11）

会議録

2017078023【医薬品・食品工場における防虫対
策】 製薬工場における防虫管理に関
する課題と従事者教育

坂井 盛（アース環境サ
ービス彩都総合研究所 
研修センター）

空気清浄（0023-5032）
54巻3号 Page182-191
（2016.09）

解説／
特集

2017076972【市販後適正使用に関する最近の話
題】 RMPの最近の状況（産業界）

大石 純子（日本製薬工
業協会），大島 裕之，
高木 尚志，豊田 浩子，
渡部 ゆき子，白ヶ沢 智
生，丹羽 新平，宮川 功，
慶徳 一浩

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）
6巻3号 
Page355-365
（2016.09）

解説／
特集

2017076971【市販後適正使用に関する最近の話
題】 薬剤疫学・解析への取り組みの
現状（産業界）

青木 事成（中外製薬） レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）6巻3号 
Page345-353
（2016.09）

解説／
特集

2017076966 公定薬価と市場での取引価格の差に
影響を与える因子の検討

高山 茜（北里大学大学
院 薬学研究科臨床医学
（医薬開発学）），成川 衛

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）6巻3号 
Page295-305
（2016.09）

原著論文

2017076963 日本で最近承認された希少疾病用医
薬品のドラッグラグおよび指定ラグ
の分析（Analysis of Drug Lags and 
Designation Lags of Orphan Drugs 
Recently Approved in Japan）（英
語）

Oura Fusako（MSD），
Toyoshima Satoshi

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）6巻3号 
Page255-268
（2016.09）

原著論文

2017076962 安全性速報からみた医薬品リスク管
理に関する研究

中本 朱香（慶応義塾大
学 薬学部 医薬品開発規
制科学講座），三宅 真二

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）6巻3号 
Page245-253
（2016.09）

原著論文



2017074269 複合型毒性試験　公表資料及びア
ンケートに基づく現状調査と展望

池田 孝則（MSD），松本 
康浩，脇坂 武利，三浦 
慎一，森山 賢二，西村 
千尋，杉元 陽子，韓 大
健，細谷 純子，田口 和
彦，王鞍 孝子，日本製
薬工業協会医薬品評価
委員会基礎研究部会

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
41巻Suppl. 
Page S185（2016.06）

会議録

2017074246 医薬品開発における探索安全性評価
の戦略について リード化合物評価
を起点とした創薬安全性評価戦略

埴岡 健一（アステラス
製薬研究本部安全性研
究所），岡田 晃宜

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
41巻Suppl. 
Page S160（2016.06）

会議録

2017074119 抗神経増殖因子阻害薬に関する
FDAの臨床試験差し止めを解決する
ために必要な科学的戦略　Tane-
zumabの話（Scientific strategies 
necessary to resolve FDA clinical 
hold on anti-nerve growth factor in-
hibitors: The story of tanezumab）
（英語）

B e l a n g e r P a t r i c e
（Pfizer），Butt Mark，
Bu t l e r P a u l，Bh a t t 
S i d d h a r t h a，Foo t e 
S t e p h e n，S h e l t o n 
Dave，Evans Ma r k，
Arends Rosalin，Hurst 
S u s a n，O k e r b e r g 
C a r l i n，Cumm i n g s 
Tom，Pot te r Dav id，
Ste id l -N icho l s J i l l，
Zorbas Mark

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）
41巻Suppl. 
Page S18（2016.06）

会議録

2017070158 革新的な構想の創出と現実に向けて 
エーザイにおける抗がん剤の創薬研
究

吉松 賢太郎（エーザイ） 日本生化学会大会・日
本分子生物学会年会合
同大会講演要旨集
88回・38回 
Page [2DS3]
（2015.12）

会議録


