医療経済関係研究論文（５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

著者（所属）

タイトル

出典

2017133118 医療政策の方向性を踏まえた戦略的 井上 貴裕（千葉大学医 病院羅針盤

論文種別
解説

病院経営（第11回） PCI実施率の 学部附属病院 病院長企 8巻96号
地域差

画室）

Page62-68（2017.02）

2017132213 成人を対象とした加齢黄斑変性検診 田村 寛（京都大学医学 日本の眼科
プログラムの臨床疫学、医療経済学 部附属病院 医療情報企 （0285-1326）
的評価

原著論文／
比較研究

画部）
，後 藤 励，山 田 88巻1付録
昌和，平塚 義宗，阿久 Page23-32（2017.01）
根 陽子

2017124545 医療経済の観点からみた腹腔鏡下肝 佐藤 寛紀（済生会熊本 日本消化器外科学会総
切除

病院 外科センター）

会議録

会71回
Page ME-E3-6
（2016.07）

2017120346 医療経済の側面からみた泌尿器腫瘍 池田 俊也（国際医療福 日本泌尿器科学会総会

会議録

学の将来 薬の価値を考える、抗が 祉大学大学院 医療福祉 104回
ん剤の経済評価

学研究科）

Page FS06-4
（2016.04）

2017120345 医療経済の側面からみた泌尿器腫瘍 溝上 敦（金沢大学 医学 日本泌尿器科学会総会
学の将来 CRPCに対する新規薬剤 部 泌尿器科）

会議録

104回
Page FS06-3

の現状

（2016.04）
2017120344 医療経済の側面からみた泌尿器腫瘍 野澤 昌弘（近畿大学 医 日本泌尿器科学会総会

会議録

，植村 104回
学の将来 高価腎細胞癌治療薬の現 学部 泌尿器科学）
状

天受

Page FS06-2
（2016.04）

2017120343 医療経済の側面からみた泌尿器腫瘍 濱崎 務（日本医科大学 日本泌尿器科学会総会
，近藤 幸尋
学の将来 医療経済から見たdaVinci 泌尿器科）
と前立腺癌手術

104回
Page FS06-1
（2016.04）

会議録

2017118718 医療経済の観点からみた本邦におけ Takura Tomoyuki（De- Journal of Orthopaedic 総説
る整形外科手術に対する診療報酬の p a r t m e n t o f H e a l t h Science
先行き（The future of medical re- Care Economics and （0949-2658）
imbursement for orthopedic surgery Industrial Policy，Grad- 21巻3号
in Japan from the viewpoint of the uate School of Medi- Page273-281
health economy）
（英語）

cine，Osaka Universi- （2016.05）
ty）
，Miki Kenji

2017117742 再生医療と医療経済学

田倉 智之（東京大学大 再生医療（1347-7919） 解説
学院 医学系研究科 医療 16巻1号
経済政策学）

Page24-27（2017.02）

2017116312 【腹膜透析の疑問に答える】腎代替 内田 潤次（大阪市立大 腎と透析（0385-2156） 解説／
療法（PD、HD、腎移植）の医療経 学大学院 医学研究科 泌 82巻1号 Page161-165 特集
済のエビデンス

尿器病態学）
，仲谷 達也 （2017.01）

2017116124 医療政策の方向性を踏まえた戦略的 井上 貴裕（千葉大学医 病院羅針盤
病院経営（第10回） II群の実績要件 学部附属病院）

8巻95号

をどう考えるか

Page72-76（2017.01）

2017114361 【おとなのかぜ、こどものかぜ】総 川渕 孝一（東京医科歯 JOHNS
論 かぜの医療経済

解説／

科大学大学院 医療経済 （0910-6820）33巻1号 特集
学）

2017108688 今後の医療政策への対応

解説

Page25-27（2017.01）

横倉 義武（日本医師会） 日本臨床外科学会雑誌 会議録
（1345-2843）77巻 増
刊 Page290（2016.10）

2017108241 転倒転落に関するインシデントレポ 栗原 慎太郎（長崎大学 医療の質・安全学会誌
ートの収集・解析と医療経済への影 病院 安全管理部）

会議録

（1881-3658）
11巻Suppl.

響の検討

Page209（2016.10）

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2017136112 【続 痛み治療の素朴な疑問に答えま 平島 潤子（がん研究会 LiSA
，横田 （1340-8836）
す2】フルルビプロフェン,アセトア 有明病院 麻酔科）
ミノフェンの術中使用について教え 美幸

24巻3号

てください

Page230-233

妥当適切な診療"診療

解説／
特集

（2017.03）

報酬制度と臨床現場のギャップ"

2017136057 経験者だから伝えられる 病院への 引地 竹識（一陽会病院 精神看護
電子カルテ導入のコツ

論文種別

薬剤課）

解説

（1343-2761）
20巻2号
Page134-143
（2017.03）

2017135926 小児がん診療拠点化に伴う小児放 関根 広（東京慈恵会医 日本医事新報
射線治療の実態調査

科 大 学 放 射 線 医 学 講 （0385-9215）4844号
座）

Page48-52（2017.02）

2017135762 過疎地域における漢方薬長期処方例 小柳 貴裕（みやこ町立 漢方医学
の臨床的検討

原著論文

原著論文／

やまびこ診療所 内科） （0288-2485）41巻1号 比較研究
Page56-58（2017.02）

2017135559 【眼科外来

日帰り手術の実際】白 杉田 達（杉田眼科）

内障の日帰り手術

OCULISTA（2187-

解説／

5855）47号

特集

Page47-56（2017.02）
2017135437 日本の製薬企業による費用対効果評 中島 章博（日本製薬工 医薬品医療機器レギュ

解説

ラトリーサイエンス

価の実施状況とデータサイエンス部 業協会）
，佐藤 恵子，

門における評価方法の認識状況に関 奥山 ことば，荒西 利彦，（1884-6076）
するアンケート調査（2016）

河田 祐一，木村 友美， 48巻2号
松下 泰之，酒井 弘憲， Page89-98（2017.02）
日本製薬工業協会医薬
品評価委員会データサ
イエンス部会

2017135436 厚 生 労 働 省 新HTA制 度（ 第1回 ） 鎌江 伊三夫（東京大学 医薬品医療機器レギュ
「費用対効果」評価の試行的導入

公共政策大学院）

解説

ラトリーサイエンス
（1884-6076）48巻2号
Page82-88（2017.02）

2017133195 【 め ざ せ!好 感 度120%の 歯 科 医 院 鈴木 やちよ（イースリ DENTAL DIAMOND
こんなときどうする?Dr.100人にア ーパートナーズ）

（0386-2305）

ンケート】
（第2章）経営 過剰な設

42巻3号

備投資の見直し

Page62-65（2017.02）

2017132915 在宅患者に対する半固形化栄養剤へ 菅原 航（マイライフオ 日本薬剤師会学術大会
の変更提案から得られた費用対効果 ール薬局 海岸通店）
，
大和 浩之，山本 泰雄

会議録

講演要旨集49回
Page P-329（2016.10）

2017132876 保険薬局における残薬調整による医 盛 友莉恵（ファルマ弘 日本薬剤師会学術大会
療費削減に与える効果

解説／
特集

会議録

前調剤センター）
，菊池 講演要旨集49回
紀子，阿保 香織，高橋 Page P-290（2016.10）
和希，葛西 孔明，相馬
渉，石川 隆之

2017132833 疑義照会による医薬品適正使用と医 皿澤 康志（エスシーグ 日本薬剤師会学術大会
療費削減への寄与

会議録

ループ）
，田部井 正英， 講演要旨集49回
梅村 知佳，大田 詩織， Page P-246（2016.10）
尾崎 優衣子，相馬 裕美，
立木 尚仁，
坪木 侑，
松川
由 利 絵，丸 山 久 美 子，
岩崎 史人

2017132680 保険薬局における残薬調整による医 熊野御堂 悠（七城中央 日本薬剤師会学術大会
療費削減効果

会議録

薬局）
，塚本 賢児，徳山 講演要旨集49回
智治，渡邊 江梨子，坂本 Page P-093（2016.10）
豊伸，森永 まり子，今里
泰，
木戸 宏幸，
湯川 栄二，
天方 奉子，稲葉 一郎

2017132676 薬局の残薬調整における医療費削減 丹治 崇（メディカメン 日本薬剤師会学術大会
効果

トサカエ薬局 山南店）
， 講演要旨集49回
宮崎 和博，森本 匠，
浦上 真人，藤井 尊之

Page P-089（2016.10）

会議録

2017132628 当院における後発医薬品指数の推移 田畑 佳祐（兵庫県立柏 日本薬剤師会学術大会
調査と薬剤費への影響について

原病院）
，高次 智也，

会議録

講演要旨集49回

中須賀 基，入江 優美， Page P-041（2016.10）
池尾 崇志，數田 素子，
森田 紗代，石田 達彦，
垣尾 尚美，吉田 直恵
2017132599 残薬確認による医療費削減効果

山口 浩（調剤薬局ツル 日本薬剤師会学術大会
ハドラッグ 天童店）
，

会議録

講演要旨集49回

阿部 真也，吉町 昌子， Page P-012（2016.10）
後藤 輝明
2017132594 薬局での残薬への取り組みに関する 中前 彩菜（会営センタ 日本薬剤師会学術大会
調査と医療費削減効果の検討

会議録

ー 薬 局 済 生 会 病 院 前 講演要旨集49回
店）
，中 西 絢 美，渡 邉 Page P-007（2016.10）
多恵，藤井 佳代子，
古川 明子，水本 琢人，
城山 恭子，大久保 泰芳，
岩瀬 晃子

， 日本薬剤師会学術大会
2017132593 ブラウンバッグを活用した残薬管理 浦上 勇也（スター薬局）

会議録

が医療費削減および服薬アドヒアラ 木村 功二，河田 由紀子， 講演要旨集49回
ンスに与える影響

須崎 晶子，大西 尚子， Page P-006（2016.10）
馬場 香苗，細川 千恵，
宮本 育代，和田 七那子，
山本 和幸，飯原 なおみ

2017132508 C型肝炎治療薬（直接作用型抗ウイ 廣田 憲威（大阪ファル 日本薬剤師会学術大会

会議録

ルス薬）の費用対効果に関する一考 マ・プラン・あおぞら薬 講演要旨集49回 Page
察

局）

O-09-17-10（2016.10）

2017132217 成人を対象とした眼疾患スクリーニ 阿久根 陽子（国立病院 日本の眼科
ングの予算影響分析

機構東京医療センター （0285-1326）

原著論文／
比較研究

感覚器センター）
，川島 88巻1付録
素子，平塚 義宗，山田 Page58-62（2017.01）
昌和
2017132216 包括的スクリーニングとしての成人 山田 昌和（杏林大学 医 日本の眼科
眼科検診の効果

学部 眼科学教室）
，平塚 （0285-1326）

原著論文／
比較研究

義宗，小野 浩一，田村 88巻1付録
寛，中野 匡，川崎 良， Page50-57（2017.01）
阿久根 陽子，川島 素子
2017132214 成人を対象とした糖尿病網膜症検診 川崎 良（山形大学大学 日本の眼科
プログラムの費用対効用分析

院 医学系研究科 公衆衛 （0285-1326）
生学）
，阿久根 陽子，

88巻1付録

平塚 義宗，山田 昌和

Page33-41（2017.01）

2017132213 成人を対象とした加齢黄斑変性検診 田村 寛（京都大学医学 日本の眼科
プログラムの臨床疫学、医療経済学 部附属病院 医療情報企 （0285-1326）
的評価

画部）
，後 藤 励，山 田 88巻1付録
昌和，平塚 義宗，阿久 Page23-32（2017.01）
根 陽子

原著論文／
比較研究

原著論文／
比較研究

2017131971 【
「働くことと心の健康」を再考する 平井 康仁（筑波大学 医 こころの健康
〜「ストレスチェック」制度その後】 学医療系産業精神医学・（0912-6945）
職業性ストレス簡易調査票について 宇宙医学グループ）

31巻2号

職業性ストレス簡易調査票の特徴、

Page17-22（2016.12）

解説／
特集

活用方法、課題
2017130883 【高齢者におけるがん薬物療法up 白岩 健（国立保健医療 Geriatric Medicine
date】臨床に役立つQ&A がん治療 科学院 医療・福祉サー （0387-1088）
における医療費の現状と高額な薬剤 ビス研究部）

54巻12号 Page1289-

の問題点について教えてください

1292（2016.12）

2017127643 抗菌薬適正使用評価のための分析フ 山中 直子（北九州総合 日本環境感染学会誌
レームワークの構築

解説／
特集

原著論文

病院 感染管理室）
，今村 （1882-532X）31巻6号
陽子，福田 治久

Page390-396
（2016.11）

2017126651 回復期リハビリテーション病棟入院 長山 洋史（神奈川県立 日本作業療法学会抄録集

会議録

中の脳血管障害者に対するトップダ 保健福祉大学 作業療法 （1880-6635）50回
，友利 幸之介， Page PA-4-1A
ウンアプローチの費用効果分析 無 学専攻）
作為化比較試験による検証

澤田 辰徳，齋藤 佑樹，（2016.09）
森脇 健介

2017122155 韓国における将来の医療費に関する Ju Young Kwon
推定

医療費に影響を及ぼす因子 （Graduate School of

国際保健医療

会議録

（0917-6543）

（Estimation on the future medical Biomedical and Health 31巻3号
expenses in Korea: The inﬂuential Sciences，Hiroshima

Page221（2016.09）

，
factors of medical expenses）
（英 University）
語）

Tsunematsu Miwako，
Kakehashi Masayuki

2017122114 中国における小児用23価肺炎球菌 Gai Ruoyan（National 国際保健医療

会議録

性多糖ワクチン、7価および13価の Center for Child Health （0917-6543）
肺炎球菌性複合物ワクチンの費用対 and Development）

31巻3号

効果と健康に対する有益性（Cost

Page198（2016.09）

effectiveness and health benefits
of pediatric 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine，7-valent and 13-valent pneumococcal
conjugate vaccines in China）
（英
語）
2017120346 医療経済の側面からみた泌尿器腫瘍 池田 俊也（国際医療福 日本泌尿器科学会総会

会議録

学の将来 薬の価値を考える、抗が 祉大学 大学院医療福祉 104回 Page FS06-4
ん剤の経済評価

学研究科）

（2016.04）

2017120343 医療経済の側面からみた泌尿器腫瘍 濱崎 務（日本医科大学 日本泌尿器科学会総会
学の将来 医療経済から見たdaVinci 泌尿器科）
，近藤 幸尋
と前立腺癌手術

会議録

104回 Page FS06-1
（2016.04）

2017119287 薬局薬剤師の疑義照会による医療費 鹿村 恵明（東京理科大 薬学雑誌（0031-6903） 原著論文／
削減効果及び医薬分業率との関連性 学 薬学部）
，真野 泰成， 136巻9号
全国薬局疑義照会調査

小茂田 昌代，根岸 健一， Page1263-1273
佐藤 嗣道，宮崎 智

（2016.09）

比較研究

2017118961 健康診断のグローバル化
（Globaliza- Kushiro Toshio（Life
tion of Health Examinations）
（英語） Planning Clinic（St.

総合健診
（1347-0086）

Luke's International

43巻4号

Hospital Satelite

Page525-528

Clinic））

（2016.07）

2017118272 職業病が労働生産性に及ぼす影響 Sarker Abdur Razzaque Journal of
バングラデシュ都市部のインフォー （Health Economics
マルセクター労働者の社会経済的側 &amp; Financing
面（Eﬀects of occupational illness Research Group，

総説

Occupational Health

原著論文／
比較研究

（1341-9145）
58巻2号

on labor productivity: A socioeco- International Centre for Page209-215
nomic aspect of informal sector Diarrhoeal Disease

（2016.03）

，Sultana
workers in urban Bangladesh）
（英 Research）
語）

Marufa，Mahumud
Rashidul Alam，Ahmed
Sayem，Ahmed
Mohammad Wahid，
Hoque Mohammad
Enamul，Islam Ziaul，
Gazi Rukhsana，Khan
Jahangir A.M.

2017117938 【フレイルに対する漢方医学の果た 康永 秀生（東京大学大 Progress in Medicine
す役割】漢方医学がこれからの医療 学院 医学系研究科 臨床 （0287-3648）
に果たす役割 漢方薬による医療費 疫学・経済学）

37巻2号 Page217-

抑制効果

220（2017.02）

2017117067 G-CSFバイオ後続品の臨床的有用 Kamada Izumi
性の評価（Evaluation of the Clini- （Department of
cal Beneﬁt of a G-CSF Biosimilar） Pharmacy，Mishuku
（英語）

解説／
特集

レギュラトリーサイエ

原著論文／

ンス学会誌

比較研究

（2185-7113）

Hospital）
，Saitou

7巻1号

Yasumasa，Simizu

Page3-15（2017.01）

Tadahiro，Asakawa
Kyouko，Masuoka
Kazuhiro，Kobayashi
Tetsu，Ishii-Watabe
Akiko，Toyoshima
Satoshi
2017116819 施設が推し進める<がん治療>の効 成田 真（明陽会成田記 新医療
果 Proteus ONEによる先端の陽子 念病院）

解説

（0910-7991）
44巻2号

線治療

Page100-103
（2017.02）
2017115325 用語の解説 ロボットリハビリテー 陳 隆明（兵庫県立福祉 リハビリテーション研究 解説
ション

のまちづくり研究所）

46巻3号
Page47（2016.12）

2017114640 薬を通して何が出来るか考えよう 高島 望（のの薬局）

会議録

（1345-8043）19巻4号

ジェネリック医薬品への変更、使用

Page447（2016.12）

について考える 薬局の立場から
2017114536 境界領域

外来小児科

知っておきたい 質調整 海渡 貴司（大阪大学大 臨床整形外科

解説

生 存 年QALY Quality-Adjusted 学院 医学系研究科 器官 （0557-0433）
Life Year

制御外科学（整形外科）
） 52巻1号
Page68-70（2017.01）

2017114177 C型肝炎治療最前線 HCV陽性移 上田 佳秀（京都大学 消 移植
植レシピエントの予後改善へ

化器内科）

総説

（0578-7947）
51巻4-5号
Page371-382
（2016.10）

2017114046 医 学 と 医 療 の 最 前 線 Choosing 小泉 俊三（七条診療所） 日本内科学会雑誌
Wiselyキャンペーンについて

解説

（0021-5384）
105巻12号
Page2441-2449
（2016.12）

2017114031 【診療を支える枠組み:最近の動き】 福田 敬（国立保健医療 日本内科学会雑誌
費用効果分析 診療へのインパクト 科学院 医療・福祉サー （0021-5384）
ビス研究部）

解説／
特集

105巻12号
Page2330-2335
（2016.12）

2017113615 【DOACの常識・非常識-抗血栓療法 井上 博（済生会富山病 Heart View
新時代に向けて-】診る

心房細動 院）

（1342-6591）

に対するワルファリン・DOACの使

21巻1号

い分け

Page8-13（2017.01）

2017108738 費用対効果からみたTranscatheter 倉谷 徹（大阪大学 低侵 日本臨床外科学会雑誌
aortic valve implantation（TAVI）の 襲循環器医療学）

解説／
特集

会議録

（1345-2843）
77巻増刊

有用性

Page319（2016.10）
2017108737 消化器外科医

現場からの声

化器外科医の素朴な疑問

消 島田 英昭（東邦大学 一 日本臨床外科学会雑誌
般・消化器外科）

会議録

（1345-2843）77巻増
刊 Page318（2016.10）

2017108735 医療技術の費用対効果の評価手法と 福田 敬（国立保健医療 日本臨床外科学会雑誌
課題

会議録

科学院 医療・福祉サー （1345-2843）
ビス研究部）

77巻増刊
Page317（2016.10）

2017108734 厚労省の立場からの外科医療技術の 金光 一瑛（厚生労働省 日本臨床外科学会雑誌
評価

会議録

医政局 経済課医療機器 （1345-2843）
政策室）

77巻増刊
Page317（2016.10）

2017108733 国家財政、医療の効率化と外科技 万代 恭嗣（地域医療機 日本臨床外科学会雑誌
術、中医協委員の立場から

能推進機構東京山手メ （1345-2843）
ディカルセンター）

77巻増刊
Page316（2016.10）

会議録

2017108528 バックバルブマスクの一元化管理へ 源河 亜貴（おもと会大 医療の質・安全学会誌
の取り組み

会議録

浜第一病院 医療安全管 （1881-3658）
理室）
，石川 一九子，

11巻Suppl.

津嘉山 みどり，

Page284（2016.10）

長嶺 真子，前川 正樹
2017106735 パーキンソン病に対する脳深部刺激 Umemura Atsushi（De- Neurologia medico-

総説

療法の最近の話題（Current Topics partment of Research chirurgica
i n D e e p B r a i n S t i m u l a t i o n f o r and Therapeutics for （0470-8105）
Parkinson Disease）
（英語）

Movement Disorders， 56巻10号
Jun t e n d o Univ e r s i t y Page613-625
G r a d u a t e S c h o o l o f （2016.10）
M e d i c i n e）
，O y a m a
Genko，Shimo Yasushi，Nakajima Madoka，
Na k a jim a A s uk a，Jo
T a k a y u k i，S e k im o t o
Satoko，Ito Masanobu，
M i t s u h a s h i T a k u m i，
Hattori Nobutaka，Arai
Hajime

2017103752 日本の小児喘息の医療費におけるオ Yoshikawa Hideki（De- Pediatrics International 原著論文／
マ リ ズ マ ブ の 影 響（Impact of partment of Pediatrics，（1328-8067）

比較研究

omalizumab on medical cost of National Hospital Orga- 58巻5号
childhood asthma in Japan）
（英語） nization Fukuoka Hos- Page425-428
pital）
，Iwata Mihoko，（2016.05）
M a t s u z a k i H i r o s h i，
Ono Rintaro，Murakami
Yoko，Taba Naohiko，
Honjo Satoshi，Motomura Chikako，Odajima
Hiroshi
2017103719 市販薬購入費用に関する所得税控除 Kawabuchi Koichi（De- Japan Hospitals

原著論文

の 新 制 度 の 影 響 を 推 測 す る p a r t m e n t o f H e a l t h （0910-1004）35号
（Estimating the Impact of the New Care Economics，Divi- Page27-34（2016.07）
Income Deduction System for sion of Public Health，
Over-the-Counter Drug Expenses） G r a d u a t e S c h o o l o f
（英語）

Medical and Dental
Sciences，Tokyo Medical and Dental University）
，Kabeya Yusuke

2017103176 2030年までにHIV・結核・マラリ 國井 修（世界エイズ・ 臨床評価
アを制圧する 本当にできるの?

結 核・マラリア 対 策 基 （0300-3051）
金（グローバ ルファン 44巻1号
ド）
）

Page141-149
（2016.04）

解説

2017103128 アレルギーは依然として増加してい Kim Byung-Keun（De- Allergology
るか

原著論文

韓国における6年間の全国集 p a r t m e n t o f I n t e r n a l International

団ベース研究（Allergies are still on Medicine，Seoul Na- （1323-8930）
t h e r i s e ? A 6- y e a r n a t i o n w i d e tional University Col- 65巻2号
，Kim Page186-191
population-based study in Korea） lege of Medicine）
Ju-Young，Kang Min- （2016.04）

（英語）

Koo，Yang Min-Suk，
Park Heung-Woo，Min
Kyung-Up，Cho SangHeon，Kang Hye-Ryun
2017103118 ヒト喘息においてエピジェネティク Vercelli Donata（Arizo- Allergology

総説

スは役割を果たしているか（Does na Respiratory Center， International
epigenetics play a role in human Department of Cellular （1323-8930）
asthma?）
（英語）

and Molecular Medi- 65巻2号
c i n e，a n d A r i z o n a Page123-126
Center for the Biology （2016.04）
of Complex Diseases
（ABCD）
，University of
Arizona，The BIOS Institute）

医療費
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2017125661 医療費未払い患者に対する督促手順 神田 恵佑（国立病院機 国立病院機構熊本医療
とその成果の検証

論文種別
原著論文

構熊本医療センター 医 センター医学雑誌
事課）

（1345-7446）
15巻1号
Page65-68（2016.02）

2017119287 薬局薬剤師の疑義照会による医療費 鹿村 恵明（東京理科大 薬学雑誌
，真野 泰成，（0031-6903）
削減効果及び医薬分業率との関連性 学 薬学部）
全国薬局疑義照会調査

比較研究

小茂田 昌代，根岸 健一， 136巻9号 Page1263佐藤 嗣道，宮崎 智

2017103752 日本の小児喘息の医療費におけるオ Yoshikawa Hideki
マリズマブの影響（Impact of omali- （Department of
zumab on medical cost of child- Pediatrics，National
hood asthma in Japan）
（英語）

原著論文／

Hospital Organization
Fukuoka Hospital）
，
Iwata Mihoko，
Matsuzaki Hiroshi，
Ono Rintaro，
Murakami Yoko，Taba
Naohiko，Honjo
Satoshi，Motomura
Chikako，Odajima
Hiroshi

1273（2016.09）
Pediatrics International 原著論文
（1328-8067）
58巻5号
Page425-428
（2016.05）

/比較研
究

医療保障制度
文献番号

著者（所属）

タイトル

2017134256 先進医療制度について

出典

平山 龍一（厚生労働省 末梢神経

論文種別
会議録

医 政 局 研 究 開 発 振 興 （0917-6772）27巻2号
課）

Page209（2016.12）

2017134170 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）

情報を速読する（第11回） 2018年

44巻2号

度診療報酬・介護報酬同時改定議

Page29-31（2017.02）

論が開始
2017132459 院外処方せん実態調査・実例収集か 馬渕 彰三（相模原市薬 日本薬剤師会学術大会 会議録
ら考える医療保険を踏まえた病薬連 剤師会）
，佐藤 克哉，

講演要旨集49回

澤田 弘之，今井 良紀， Page O-09-15-08

携

河野 和宏，越田 裕恵，（2016.10）
佐藤 幸栄，
寺西 崇，
大岡
元，小川 護
2017132328 医療保険財政と薬剤費・調剤報酬 遠藤 久夫（学習院大学 日本薬剤師会学術大会 会議録
医療制度改革と薬剤師

経営学部）

講演要旨集49回
Page W-16-01
（2016.10）

2017132134 【新しい介護政策と医療保険改革】

森田 朗（国立社会保障 地域ケアリング

解説／

人口問題研究所）
，京極 （1345-0123）19巻2号 特集
高宣

Page6-36（2017.02）

2017131126 病院経営の仕組みを知り師長を補佐 星 多絵子（メニースタ 主 任 看 護 師: 管 理・ 教 解説
しよう!

診療報酬と医療制度かみ ーズ）

育・業務26巻3号
Page88-91（2017.01）

くだき"解説（第3回） 診療報酬の
仕組みや支払い方式・改定を詳しく
知ろう（後編）"

2017114036 【診療を支える枠組み:最近の動き】 鎌谷 直之（東京女子医 日本内科学会雑誌
ゲノムと医療制度

科大学附属膠原病リウ （0021-5384）
マチ・痛風センター）

解説／
特集

105巻12号
Page2367-2373
（2016.12）

木村 憲洋（高崎健康福 日本睡眠学会定期学術 会議録

2017105956 医療連携と医療制度

祉大学 健康福祉学部 医 集会プログラム・抄録
療情報学科）

集41回
Page204（2016.07）

2017103716 【望ましい医療制度改革

病院は制 Sakai Tsuneo（Japan Japan Hospitals

度 改 革にどのように 対 応 するか 】 Hospital Association） （0910-1004）
（
【Desirable Healthcare System
Reform: How Hospitals Should
Handle System Reform】
（
）英語）

35号
Page3-16（2016.07）

解説

診療報酬・薬価
文献番号

著者（所属）

タイトル

2017129310 2014年度の診療報酬改定が当院に 梶原 祐策（芙蓉会村上
おける胃瘻造設にもたらした影響に 病院 消化器内科）

出典
むつ総合病院医誌
16巻1号

率の変化

Page13-16（2016.12）

れを選ぶ?新しく薬価収載された注 学附属病院 薬剤部）
，
目ジェネリックの選択のポイント!

堀川 壽代

2017114185 平成26年度診療報酬改定前後にお 草野 裕幸（日本海員掖
ける当院での胃瘻造設術の現状

原著論文

（0911-1530）

ついて 胃瘻造設後の経口摂取可能
2017117464 初収載 ジェネリックPICK UP ど 小池 博文（横浜市立大

論文種別

薬事（0016-5980）59

解説

巻3号 Page559-563
（2017.02）
長崎掖済会病院会報

済会長崎掖済会病院 内

17巻

科）
，吾妻 康次，辻 孝

Page19-24（2016.11）

原著論文

医業経営
文献番号

著者（所属）

タイトル

2017119274 「後発医薬品導入率」
「院外処方率」 中西 康裕（奈良県立医

出典
医療情報学

論文種別
原著論文

および「薬剤値引き率」等の変化が 科大学 健康政策医学講 （0289-8055）
，三宅 好子，川田
病院経営に及ぼす影響 一般的な線 座）

36巻3号

形式作成による薬剤収益試算と感度 耕平，久保 友美子，

Page123-134

今中 淳二，廣田 雅彦， （2016.08）

分析を用いた損益変化の検討

後藤 淳宏，今村 知明

医療関連ビジネス
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2017136108 エッセイ Selman Waksman博士よ 八木澤 守正（慶応義塾 化学療法の領域
り大村智博士へ繋がる抗生物質研究 大学 薬学部）
のレガシー

論文種別
解説

（0913-2384）
33巻3号 Page455470（2017.02）

2017135025 医療データの2次利用が切り開く未 折井 孝男（日本医療情 医療情報学連合大会論
，藤本 康二，
来 医療機関の、製薬産業の、そし 報学会）

会議録

文集（1347-8508）

青木 事成，小宮山 靖， 36回1号

て日本の未来

横井 英人，松村 泰志
2017135017 医薬品の開発から市販後までを「つ 森 和彦（厚生労働省）
なぐ」には

Page30-31（2016.11）
医療情報学連合大会論

会議録

文集（1347-8508）
36回1号
Page8-9（2016.11）

2017134869 グローバル感染症最前線 NTDsの 鹿角 契（グローバルヘ 医学のあゆみ
先へ（Vol.18） GHIT Fund

解説

日本 ル ス 技 術 振 興 基 金 ）
，（0039-2359）

発の官民パートナーシップによるグ B.T.・スリングスビー

260巻6号 Page538-

ローバルヘルスへの挑戦

544（2017.02）

2017134451 【新薬展望2017】
（第I部）新薬創出に 坂田 恒昭（塩野義製薬） 医薬ジャーナル
向けたプラットフォーム構築 オー

（0287-4741）

プンイノベーション 企業の立場か

53巻増刊 Page232-

ら 産学連携の可能性も含めて

241（2017.01）

解説／
特集

2017132322 OTC医薬品産業は、何を願うのか

西沢 元仁（日本OTC医 日本薬剤師会学術大会
薬品協会）

会議録

講演要旨集49回
Page W-13-04
（2016.10）

2017118293 医療におけるイノベーション 産官 池浦 義典（武田薬品工 日本薬剤学会年会講演
学で生み出す創薬イノベーション

業）

会議録

要旨集31年会
Page23（2016.05）

2017118290 医薬品開発パラダイムシフト iPS 首藤 英利（日東電工）

日本薬剤学会年会講演

細胞技術実用化と知財、製剤創剤を

要旨集31年会

含む医薬の開発・事業価値最大化

Page19（2016.05）

会議録

新医薬品のアジア/グローバルにお
ける臨床開発戦略
2017117229 【臨床研究中核病院の役割

国際水 有 馬 賢 治（NapaJen ファルマシア

準の臨床研究・治験の実施を目指し Pharma）

（0014-8601）

解説／
特集

53巻2号

て】企業化合物ライブラリー活用の

Page139-144

新しい動き 産学協働スクリーニン

（2017.02）

グコンソーシアム（DISC）を中心に

2017117068 医薬品の市販直後調査の実施状況 成川 衛（北里大学大学 レギュラトリーサイエ

原著論文

及び意義に関する調査研究 アンケ 院 薬学研究科 臨床医学 ンス学会誌
（医薬開発学）
）

ート調査に基づく考察

（2185-7113）7巻1号
Page17-24（2017.01）

2017112835 つながる、産と学の手
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