
医療経済関係研究論文（10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

2017271691 MRSAアクティブサーベイランスの
医療経済効果とは?

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page418

（2017.03）

会議録

2017276051 【透析医療の進歩2017】 透析の医療
経済分析と施設経営の今後

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

腎と透析（0385-2156）
82巻5号 Page742-745

（2017.05）

解説/
特集

2017277199 今後の医療経済と透析治療 田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page324

（2017.05）

会議録

2017277297 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 費用対効果導入後の透析医
療

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page349

（2017.05）

会議録

2017277298 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療における「診療の
質」評価の意義と限界

柴垣 有吾（聖マリアン
ナ医科大学病院腎臓病
センター），清水 さやか，
新畑 覚也，福間 真悟

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page349

（2017.05）

会議録

2017277299 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療の自主機能評価指
標と医療経済

山川 智之（白鷺病院） 日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録

2017277300 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療のグランドデザイ
ン　日本透析医会の立場から

太田 圭洋（名古屋記念
財団）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録



2017282771 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍手術における診療報酬の適
正化　今後の取り組みと実務

矢澤 康男（埼玉医科大
学国際医療センター 骨
軟部組織腫瘍科・整形）， 
鳥越 知明，今西 淳悟， 
織田 弘美， 門野 夕峰， 
税田 和夫

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1244

（2017.06）

会議録

2017282863 悪性軟部腫瘍治療におけるclinical 
value"とは何か　医療経済の視点か
ら"

中谷 文彦（国立がん研
究センター中央病院 骨
軟部腫瘍・リハビリテ
ーション科）， 野口 瑛
美， 小林 英介， 遠藤 誠， 
丹沢 義一， 川井 章， 中
馬 広一， 下井 辰徳， 下
村 昭彦， 温泉川 真由， 
米盛 勧， 田村 研治

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1295

（2017.06）

会議録

2017286488 2025年に向けたこれからの保健医
療政策　薬から食の支援へ

武田 俊彦（厚生労働省 
医薬・生活衛生局）

社会保険旬報（1343-
5728）2679号 
Page10-12（2017.06）

解説

2017287628 SCR（Standardized Claim Ratio）
データの可能性　SCRは医療政策
決定の過程を変える可能性のあるツ
ールだ

藤井 将志（谷田会谷田
病院 事務部）

医療経営士36号 
Page28-29（2017.06）

解説

2017296033 患者視点と医療経済視点から労働生
産性の意義を考える　本邦初の大規
模エビデンスが持つ価値　特定使用
成績調査の結果を受けて

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）

日本リウマチ学会総
会・学術集会プログラ
ム・抄録集61回 
Page891（2017.03）

会議録

2017306295 【薬剤耐性（AMR）対策アクション
プランの背景と方向性】 薬剤耐性

（AMR）対策アクションプランの医
療経済に与える影響

赤沢 学（明治薬科大学） 臨床と微生物（0910-
7029）44巻4号 
Page339-344

（2017.07）

解説/
特集

2017306701 医療行政　アルコール健康障害対策
推進基本計画

樋口 進（国立病院機構
久里浜医療センター）

医学のあゆみ（0039-
2359）262巻9号 
Page810-811

（2017.08）

解説

2017306707 【医療経済の現状分析と将来】 少子
高齢社会における医療経済の展望

西村 周三（医療経済研
究機構）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page233-236

（2017.08）

解説/
特集

2017306708 【医療経済の現状分析と将来】 我が
国の社会保障政策と国民皆保険制度

尾形 裕也（東京大学政
策ビジョン研究センタ
ー 健康経営研究ユニッ
ト）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page237-240

（2017.08）

解説/
特集

2017277301 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療のグランドデザイ
ン　日本腹膜透析医学会の立場から

土谷 健（東京女子医科
大学 血液浄化療法部）， 
田倉 智之， 政金 生人， 
川西 秀樹

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録

2017277302 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療のグランドデザイ
ン　日本透析医学会の立場から

川西 秀樹（土谷総合病
院）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録

2017277375 透析における診療報酬を考える 医
療経済性からみた透析医療の未来

緒方 浩顕（昭和大学横
浜市北部病院 内科）， 宍
戸 寛治， 衣笠 えり子， 
秋澤 忠男

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page369

（2017.05）

会議録

2017278025 クエン酸第二鉄水和物へのリン吸着
薬変更による医療経済学的効果の検
証

大野 晃子（済生会八幡
総合病院 腎センター）， 
吉松 正憲， 安永 親生

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page511

（2017.05）

会議録

2017282765 骨・軟部腫瘍治療の進歩と医療経済　
医は任術か算術か

土谷 一晃（東邦大学 整
形外科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1241

（2017.06）

会議録

2017282766 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 診
療報酬に関する外保連活動の現状と
新しい取り組み

平泉 裕（昭和大学 整形
外科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1242

（2017.06）

会議録

2017282767 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍手術手技における診療報酬
とその課題

小林 英介（国立がん研
究センター中央病院 骨
軟部腫瘍）， 川井 章

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1242

（2017.06）

会議録

2017282768 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部肉腫の治療における診療報酬の
問題点

池上 政周（東京大学大
学院 整形）， 小林 寛， 平
井 利英， 篠田 裕介， 石
橋 祐貴， 大木 孝裕， 大
隈 知威， 五嶋 孝博， 田
中 栄

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1243

（2017.06）

会議録

2017282769 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍手術の診療報酬についての
検討

藤田 章啓（鳥取大学 運
動器医学），山家 健作，
尾崎 まり，永島 英樹

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1243

（2017.06）

会議録

2017282770 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍における診療報酬の適正化
に向けてのエビデンス構築

岩田 慎太郎（千葉県が
んセンター 整形外科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1244

（2017.06）

会議録



2017282771 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍手術における診療報酬の適
正化　今後の取り組みと実務

矢澤 康男（埼玉医科大
学国際医療センター 骨
軟部組織腫瘍科・整形）， 
鳥越 知明，今西 淳悟， 
織田 弘美， 門野 夕峰， 
税田 和夫

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1244

（2017.06）

会議録

2017282863 悪性軟部腫瘍治療におけるclinical 
value"とは何か　医療経済の視点か
ら"

中谷 文彦（国立がん研
究センター中央病院 骨
軟部腫瘍・リハビリテ
ーション科）， 野口 瑛
美， 小林 英介， 遠藤 誠， 
丹沢 義一， 川井 章， 中
馬 広一， 下井 辰徳， 下
村 昭彦， 温泉川 真由， 
米盛 勧， 田村 研治

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1295

（2017.06）

会議録

2017286488 2025年に向けたこれからの保健医
療政策　薬から食の支援へ

武田 俊彦（厚生労働省 
医薬・生活衛生局）

社会保険旬報（1343-
5728）2679号 
Page10-12（2017.06）

解説

2017287628 SCR（Standardized Claim Ratio）
データの可能性　SCRは医療政策
決定の過程を変える可能性のあるツ
ールだ

藤井 将志（谷田会谷田
病院 事務部）

医療経営士36号 
Page28-29（2017.06）

解説

2017296033 患者視点と医療経済視点から労働生
産性の意義を考える　本邦初の大規
模エビデンスが持つ価値　特定使用
成績調査の結果を受けて

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）

日本リウマチ学会総
会・学術集会プログラ
ム・抄録集61回 
Page891（2017.03）

会議録

2017306295 【薬剤耐性（AMR）対策アクション
プランの背景と方向性】 薬剤耐性

（AMR）対策アクションプランの医
療経済に与える影響

赤沢 学（明治薬科大学） 臨床と微生物（0910-
7029）44巻4号 
Page339-344

（2017.07）

解説/
特集

2017306701 医療行政　アルコール健康障害対策
推進基本計画

樋口 進（国立病院機構
久里浜医療センター）

医学のあゆみ（0039-
2359）262巻9号 
Page810-811

（2017.08）

解説

2017306707 【医療経済の現状分析と将来】 少子
高齢社会における医療経済の展望

西村 周三（医療経済研
究機構）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page233-236

（2017.08）

解説/
特集

2017306708 【医療経済の現状分析と将来】 我が
国の社会保障政策と国民皆保険制度

尾形 裕也（東京大学政
策ビジョン研究センタ
ー 健康経営研究ユニッ
ト）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page237-240

（2017.08）

解説/
特集

2017277301 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療のグランドデザイ
ン　日本腹膜透析医学会の立場から

土谷 健（東京女子医科
大学 血液浄化療法部）， 
田倉 智之， 政金 生人， 
川西 秀樹

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録

2017277302 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療のグランドデザイ
ン　日本透析医学会の立場から

川西 秀樹（土谷総合病
院）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録

2017277375 透析における診療報酬を考える 医
療経済性からみた透析医療の未来

緒方 浩顕（昭和大学横
浜市北部病院 内科）， 宍
戸 寛治， 衣笠 えり子， 
秋澤 忠男

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page369

（2017.05）

会議録

2017278025 クエン酸第二鉄水和物へのリン吸着
薬変更による医療経済学的効果の検
証

大野 晃子（済生会八幡
総合病院 腎センター）， 
吉松 正憲， 安永 親生

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page511

（2017.05）

会議録

2017282765 骨・軟部腫瘍治療の進歩と医療経済　
医は任術か算術か

土谷 一晃（東邦大学 整
形外科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1241

（2017.06）

会議録

2017282766 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 診
療報酬に関する外保連活動の現状と
新しい取り組み

平泉 裕（昭和大学 整形
外科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1242

（2017.06）

会議録

2017282767 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍手術手技における診療報酬
とその課題

小林 英介（国立がん研
究センター中央病院 骨
軟部腫瘍）， 川井 章

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1242

（2017.06）

会議録

2017282768 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部肉腫の治療における診療報酬の
問題点

池上 政周（東京大学大
学院 整形）， 小林 寛， 平
井 利英， 篠田 裕介， 石
橋 祐貴， 大木 孝裕， 大
隈 知威， 五嶋 孝博， 田
中 栄

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1243

（2017.06）

会議録

2017282769 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍手術の診療報酬についての
検討

藤田 章啓（鳥取大学 運
動器医学），山家 健作，
尾崎 まり，永島 英樹

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1243

（2017.06）

会議録

2017282770 骨・軟部腫瘍の診療と医療経済 骨・
軟部腫瘍における診療報酬の適正化
に向けてのエビデンス構築

岩田 慎太郎（千葉県が
んセンター 整形外科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻6
号 Page S1244

（2017.06）

会議録



2017306718 【医療経済の現状分析と将来】 たば
この経済損失

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学寄附講座）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page285-288

（2017.08）

解説/
特集

2017306719 【医療経済の現状分析と将来】 基礎
医学とのダイアローグ　我が国の医
療ビッグデータと活用環境

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）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page289-292

（2017.08）

解説/
特集

2017306720 【医療経済の現状分析と将来】 基礎
医学とのダイアローグ　呼吸器疾患
における健康格差と対策　喫煙を例
に

長嶺 由衣子（千葉大学
予防医学センター 社会
予防医学研究部門）， 近
藤 克則

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page293-296

（2017.08）

解説/
特集

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017269433 慢性の痛みに苦しむ患者さんを如何
に救うか　慢性疼痛対策の現状と課
題

土井 脩（医薬品医療機
器レギュラトリーサイエ
ンス財団）， 福井 聖， 細
井 昌子， 若園 和朗

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻1
号 Page4-17

（2017.01）

座談会

2017269493 炎症性腸疾患および関節リウマチに
おける抗TNF治療の薬物モニタリン
グの費用対効果　システマティック
レビュー（Cost-effectiveness of 
d r ug mon i t o r i ng o f an t i - TNF 
therapy in inflammatory bowel 
disease and rheumatoid arthritis: a 
systematic review）（英語）

Martelli Laura（Depart-
ment of Hepato-Gastro-
enterology， University 
Hosp i t a l o f Nancy， 
U n i v e r s i t e d e L o r -
raine）， Olivera Pablo， 
Roblin Xavier， Attar 
Alain， Peyrin-Biroulet 
Laurent

Journal of 
Gastroenterology

（0944-1174）52巻1
号 Page19-25

（2017.01）

総説

2017270169 日本における産科疾患の疾病コスト　
時間的傾向と将来動向的な分析

（Cost of illness of the obstetrical 
diseases in Japan: a timetrend and 
future projection analysis）（英語）

Hayata Ei j i ro（Toho 
University Omori Medi-
cal Center）， Matsumo-
to Kunichika， Hasega-
wa Tomonori， Morita 
Mineto

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）69巻
2号 Page648-649

（2017.02）

会議録

2017271344 【「陽子線治療-陽子線が拓く未来の
医療-」】 医学物理士からみた陽子線
治療

尾方 俊至（京都府立医
科大学大学院 医学研究
科 放射線診断治療学），
山崎 秀哉， 山田 惠

京都府立医科大学雑誌
（0023-6012）126巻2
号 Page117-121

（2017.02）

解説/
特集

2017306709 【医療経済の現状分析と将来】 再生
医療と医療経済学

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page241-244

（2017.08）

解説/
特集

2017306710 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
はどのように決まるのか

高橋 史安（日本大学 商
学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page245-249

（2017.08）

解説/
特集

2017306711 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済・医療政策からみたビッグデー
タの活用

満武 巨裕（医療経済社
会保険福祉協会 医療経
済研究機構）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page250-253

（2017.08）

解説/
特集

2017306712 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた健診の意義

辻 裕之（国家公務員共
済組合連合会虎の門病
院属健康管理センター）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page254-258

（2017.08）

解説/
特集

2017306713 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
算定制度と費用対効果評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page259-263

（2017.08）

解説/
特集

2017306714 【医療経済の現状分析と将来】 「ケ
ア」時代の医療経済

広井 良典（京都大学こ
ころの未来研究センタ
ー）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page264-268

（2017.08）

解説/
特集

2017306715 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた認知症の治療

稲垣 中（青山学院大学  
国際政治経済学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page269-274

（2017.08）

解説/
特集

2017306716 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた肺癌治療薬

武内 進（日本医科大学 
大学院 医学研究科 呼吸
器内科学分野），久保田 
馨

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page275-279

（2017.08）

解説/
特集

2017306717 【 医 療 経 済 の 現 状 分 析 と 将 来 】 
COPD医療費と治療の費用対効果

鍬崎 恵里子（順天堂大
学大学院 医学研究科 呼
吸器内科学），児玉 裕三

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page280-284

（2017.08）

解説/
特集



2017306718 【医療経済の現状分析と将来】 たば
この経済損失

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学寄附講座）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page285-288

（2017.08）

解説/
特集

2017306719 【医療経済の現状分析と将来】 基礎
医学とのダイアローグ　我が国の医
療ビッグデータと活用環境

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）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page289-292

（2017.08）

解説/
特集

2017306720 【医療経済の現状分析と将来】 基礎
医学とのダイアローグ　呼吸器疾患
における健康格差と対策　喫煙を例
に

長嶺 由衣子（千葉大学
予防医学センター 社会
予防医学研究部門）， 近
藤 克則

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page293-296

（2017.08）

解説/
特集

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017269433 慢性の痛みに苦しむ患者さんを如何
に救うか　慢性疼痛対策の現状と課
題

土井 脩（医薬品医療機
器レギュラトリーサイエ
ンス財団）， 福井 聖， 細
井 昌子， 若園 和朗

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻1
号 Page4-17

（2017.01）

座談会

2017269493 炎症性腸疾患および関節リウマチに
おける抗TNF治療の薬物モニタリン
グの費用対効果　システマティック
レビュー（Cost-effectiveness of 
d r ug mon i t o r i ng o f an t i - TNF 
therapy in inflammatory bowel 
disease and rheumatoid arthritis: a 
systematic review）（英語）

Martelli Laura（Depart-
ment of Hepato-Gastro-
enterology， University 
Hosp i t a l o f Nancy， 
U n i v e r s i t e d e L o r -
raine）， Olivera Pablo， 
Roblin Xavier， Attar 
Alain， Peyrin-Biroulet 
Laurent

Journal of 
Gastroenterology

（0944-1174）52巻1
号 Page19-25

（2017.01）

総説

2017270169 日本における産科疾患の疾病コスト　
時間的傾向と将来動向的な分析

（Cost of illness of the obstetrical 
diseases in Japan: a timetrend and 
future projection analysis）（英語）

Hayata Ei j i ro（Toho 
University Omori Medi-
cal Center）， Matsumo-
to Kunichika， Hasega-
wa Tomonori， Morita 
Mineto

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）69巻
2号 Page648-649

（2017.02）

会議録

2017271344 【「陽子線治療-陽子線が拓く未来の
医療-」】 医学物理士からみた陽子線
治療

尾方 俊至（京都府立医
科大学大学院 医学研究
科 放射線診断治療学），
山崎 秀哉， 山田 惠

京都府立医科大学雑誌
（0023-6012）126巻2
号 Page117-121

（2017.02）

解説/
特集

2017306709 【医療経済の現状分析と将来】 再生
医療と医療経済学

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page241-244

（2017.08）

解説/
特集

2017306710 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
はどのように決まるのか

高橋 史安（日本大学 商
学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page245-249

（2017.08）

解説/
特集

2017306711 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済・医療政策からみたビッグデー
タの活用

満武 巨裕（医療経済社
会保険福祉協会 医療経
済研究機構）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page250-253

（2017.08）

解説/
特集

2017306712 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた健診の意義

辻 裕之（国家公務員共
済組合連合会虎の門病
院属健康管理センター）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page254-258

（2017.08）

解説/
特集

2017306713 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
算定制度と費用対効果評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page259-263

（2017.08）

解説/
特集

2017306714 【医療経済の現状分析と将来】 「ケ
ア」時代の医療経済

広井 良典（京都大学こ
ころの未来研究センタ
ー）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page264-268

（2017.08）

解説/
特集

2017306715 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた認知症の治療

稲垣 中（青山学院大学  
国際政治経済学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page269-274

（2017.08）

解説/
特集

2017306716 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた肺癌治療薬

武内 進（日本医科大学 
大学院 医学研究科 呼吸
器内科学分野），久保田 
馨

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page275-279

（2017.08）

解説/
特集

2017306717 【 医 療 経 済 の 現 状 分 析 と 将 来 】 
COPD医療費と治療の費用対効果

鍬崎 恵里子（順天堂大
学大学院 医学研究科 呼
吸器内科学），児玉 裕三

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page280-284

（2017.08）

解説/
特集



2017277301 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療のグランドデザイ
ン　日本腹膜透析医学会の立場から

土谷 健（東京女子医科
大学 血液浄化療法部）， 
田倉 智之， 政金 生人， 
川西 秀樹

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録

2017277374 透析における診療報酬を考える 透
析医療の費用対効果と今後の診療報
酬対策

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page369

（2017.05）

会議録

2017278324 血液透析患者に対するDarbepoetin
からEpoetin beta pegolへ切り替
え、月1回と月2回投与をHep25・
ERIを指標とした鉄動態と費用対効
果の比較検討

木村 庄吾（善仁会中山
駅前クリニック）， 友杉 
直久

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page560

（2017.05）

会議録

2017278981 Cost-effectivenessを考慮した透析
患者に対するDPP-4阻害薬の薬剤
変更

杉谷 盛太（日本赤十字
社和歌山医療センター 
腎臓内科）， 伊東 悠貴， 
岩重 洋平， 伊藤 沙耶， 
嘉藤 光歩， 大棟 浩平， 
前沢 浩司， 東 義人

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page674

（2017.05）

会議録

2017281752 【臨床獣医師による最新乳房炎研究】 
慢性乳房炎（Streptococcus uberis
感染症）に対するショート乾乳治療
の取り組み

田中 秀和（千葉県農業
共済組合連合会西部家
畜診療所）， 井上 宣子， 
菅原 久枝

臨床獣医（0912-1501）
35巻6号 Page12-18

（2017.06）

原著論文
/特集

2017282495 【創造する透析医療-新たなmodality
への期待と課題】 透析療法の新たな
視点　透析患者のHCV感染は治癒
することができる　全例治癒して透
析室からHCVを撲滅できる?

菊地 勘（豊済会下落合
クリニック）

臨床透析（0910-5808）
33巻6号 Page675-
684（2017.06）

解説/
特集

2017283609 【精神医学症候群（第2版）-発達障
害・統合失調症・双極性障害・抑う
つ障害-】 抑うつ障害群　薬物療法
以外の治療法　電気けいれん療法

野田 隆政（国立精神・
神経医療研究センター
病院）

日本臨床（0047-1852）
別冊精神医学症候群I 
Page613-617

（2017.03）

解説/
特集

2017283814 ジェネリック医薬品の更なる使用促
進のためのフォーミュラリー作成

増原 慶壮（聖マリアン
ナ医科大学附属病院 薬
剤部）

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page34

（2016.07）

会議録

2017283815 「患者のための薬局ビジョンと日本
調剤の戦略」について

深井 克彦（日本調剤） ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page35

（2016.07）

会議録

2017283832 地域包括ケアシステムとジェネリッ
ク（医薬品） 地域包括ケアシステム
とジェネリック医薬品（後発品）

三津原 庸介（日本調剤） ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page52

（2016.07）

会議録

2017271443 薬剤耐性（AMR）対策アクションプ
ラン2016-2020 薬剤耐性（AMR）
による経済負荷とその対策の費用対
効果について

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page177

（2017.03）

会議録

2017271691 MRSAアクティブサーベイランスの
医療経済効果とは?

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page418

（2017.03）

会議録

2017271700 感染症検査の最新トピックス　質量
分析法による迅速同定とAntimicro-
bial Stewardshipによる費用対効果

大楠 清文（東京医科大
学 微生物学分野）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page426

（2017.03）

会議録

2017271735 回復期リハビリテーション病棟に入
院した脳卒中患者のADL改善効果を
介護保険の金額に換算する

徳永 誠（熊本機能病院 
リハビリテーション科），
桑原 綾乃，畦地 なつき，
林田 敬子，吉井 瑞， 渡
邊 和紀，加来 克幸， 中
西 俊人，本田 省二， 時
里 香， 桂 賢一，木原 
薫，江口 議八郎，渡邊 
進，中西 亮二，山永 裕
明

Journal of Clinical 
Rehabilitation（0918-
5259）26巻4号 
Page419-423

（2017.04）

原著論文

2017272423 今日の問題点 日本における慢性腰
痛の患者負担増大

小川 敬（日本イーライ
リリー）， Vietri Jeffrey， 
Montgomery William， 
Shi Jing， 苅安 佐和子， 
Alev Levent， 中村 雅也

整形外科（0030-5901）
68巻4号 Page352-
358（2017.04）

原著論文/
比較研究

2017274534 ミカトリオ配合錠による医療費削減
効果の推計

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学）， 西村 誠一郎， 柴原 
毎久

血圧（1340-4598）24
巻4号 Page282-288

（2017.04）

原著論文/
比較研究

2017274535 L型・N/L型・T/L型各種持続性Ca
拮抗薬服用高血圧患者1，055例の
使用実態からみる有効使用の分析と
展望

古井 宏彦（古井医院） 血圧（1340-4598）24
巻4号 Page289-292

（2017.04）

原著論文

2017276052 透析患者において、高用量のdarbe-
poetin alfaからepoetin β pegolへ
の切り替えはESA抵抗性指数を低下
させる

伊藤 恭子（日高会腎臓
病治療センター）， 永野 
伸郎， 安藤 哲郎， 筒井 
貴朗， 小川 哲也， 新田 
孝作

腎と透析（0385-2156）
82巻5号 Page747-
751（2017.05）

原著論文/
比較研究

2017277297 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 費用対効果導入後の透析医
療

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page349

（2017.05）

会議録



2017277301 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 透析医療のグランドデザイ
ン　日本腹膜透析医学会の立場から

土谷 健（東京女子医科
大学 血液浄化療法部）， 
田倉 智之， 政金 生人， 
川西 秀樹

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page350

（2017.05）

会議録

2017277374 透析における診療報酬を考える 透
析医療の費用対効果と今後の診療報
酬対策

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page369

（2017.05）

会議録

2017278324 血液透析患者に対するDarbepoetin
からEpoetin beta pegolへ切り替
え、月1回と月2回投与をHep25・
ERIを指標とした鉄動態と費用対効
果の比較検討

木村 庄吾（善仁会中山
駅前クリニック）， 友杉 
直久

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page560

（2017.05）

会議録

2017278981 Cost-effectivenessを考慮した透析
患者に対するDPP-4阻害薬の薬剤
変更

杉谷 盛太（日本赤十字
社和歌山医療センター 
腎臓内科）， 伊東 悠貴， 
岩重 洋平， 伊藤 沙耶， 
嘉藤 光歩， 大棟 浩平， 
前沢 浩司， 東 義人

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page674

（2017.05）

会議録

2017281752 【臨床獣医師による最新乳房炎研究】 
慢性乳房炎（Streptococcus uberis
感染症）に対するショート乾乳治療
の取り組み

田中 秀和（千葉県農業
共済組合連合会西部家
畜診療所）， 井上 宣子， 
菅原 久枝

臨床獣医（0912-1501）
35巻6号 Page12-18

（2017.06）

原著論文
/特集

2017282495 【創造する透析医療-新たなmodality
への期待と課題】 透析療法の新たな
視点　透析患者のHCV感染は治癒
することができる　全例治癒して透
析室からHCVを撲滅できる?

菊地 勘（豊済会下落合
クリニック）

臨床透析（0910-5808）
33巻6号 Page675-
684（2017.06）

解説/
特集

2017283609 【精神医学症候群（第2版）-発達障
害・統合失調症・双極性障害・抑う
つ障害-】 抑うつ障害群　薬物療法
以外の治療法　電気けいれん療法

野田 隆政（国立精神・
神経医療研究センター
病院）

日本臨床（0047-1852）
別冊精神医学症候群I 
Page613-617

（2017.03）

解説/
特集

2017283814 ジェネリック医薬品の更なる使用促
進のためのフォーミュラリー作成

増原 慶壮（聖マリアン
ナ医科大学附属病院 薬
剤部）

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page34

（2016.07）

会議録

2017283815 「患者のための薬局ビジョンと日本
調剤の戦略」について

深井 克彦（日本調剤） ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page35

（2016.07）

会議録

2017283832 地域包括ケアシステムとジェネリッ
ク（医薬品） 地域包括ケアシステム
とジェネリック医薬品（後発品）

三津原 庸介（日本調剤） ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page52

（2016.07）

会議録

2017271443 薬剤耐性（AMR）対策アクションプ
ラン2016-2020 薬剤耐性（AMR）
による経済負荷とその対策の費用対
効果について

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page177

（2017.03）

会議録

2017271691 MRSAアクティブサーベイランスの
医療経済効果とは?

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page418

（2017.03）

会議録

2017271700 感染症検査の最新トピックス　質量
分析法による迅速同定とAntimicro-
bial Stewardshipによる費用対効果

大楠 清文（東京医科大
学 微生物学分野）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page426

（2017.03）

会議録

2017271735 回復期リハビリテーション病棟に入
院した脳卒中患者のADL改善効果を
介護保険の金額に換算する

徳永 誠（熊本機能病院 
リハビリテーション科），
桑原 綾乃，畦地 なつき，
林田 敬子，吉井 瑞， 渡
邊 和紀，加来 克幸， 中
西 俊人，本田 省二， 時
里 香， 桂 賢一，木原 
薫，江口 議八郎，渡邊 
進，中西 亮二，山永 裕
明

Journal of Clinical 
Rehabilitation（0918-
5259）26巻4号 
Page419-423

（2017.04）

原著論文

2017272423 今日の問題点 日本における慢性腰
痛の患者負担増大

小川 敬（日本イーライ
リリー）， Vietri Jeffrey， 
Montgomery William， 
Shi Jing， 苅安 佐和子， 
Alev Levent， 中村 雅也

整形外科（0030-5901）
68巻4号 Page352-
358（2017.04）

原著論文/
比較研究

2017274534 ミカトリオ配合錠による医療費削減
効果の推計

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学）， 西村 誠一郎， 柴原 
毎久

血圧（1340-4598）24
巻4号 Page282-288

（2017.04）

原著論文/
比較研究

2017274535 L型・N/L型・T/L型各種持続性Ca
拮抗薬服用高血圧患者1，055例の
使用実態からみる有効使用の分析と
展望

古井 宏彦（古井医院） 血圧（1340-4598）24
巻4号 Page289-292

（2017.04）

原著論文

2017276052 透析患者において、高用量のdarbe-
poetin alfaからepoetin β pegolへ
の切り替えはESA抵抗性指数を低下
させる

伊藤 恭子（日高会腎臓
病治療センター）， 永野 
伸郎， 安藤 哲郎， 筒井 
貴朗， 小川 哲也， 新田 
孝作

腎と透析（0385-2156）
82巻5号 Page747-
751（2017.05）

原著論文/
比較研究

2017277297 医療経済の面から透析医療の未来を
考える 費用対効果導入後の透析医
療

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page349

（2017.05）

会議録



2017285115 各都道府県における疾患別COIの算
出

長浜 誉佳（東邦大学 医
学部 社会医学講座）， 北
澤 健文， 松本 邦愛， 藤
田 茂， 瀬戸 加奈子， 長
谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page249

（2017.07）

会議録

2017285503 神経難病患者の入院期間とDPC2の
期間との比較による医療費率と1日
収益の傾向

道園 久美子（鹿児島大
学病院 地域医療連携セ
ンター）， 宇都 由美子， 
岩穴口 孝， 熊本 一朗

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page318

（2017.07）

会議録

2017285617 【肺癌治療の最前線】 がん薬物療法
における費用対効果　がん薬物療法
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）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）106巻6
号 Page1125-1131

（2017.06）

解 説/特
集

2017285721 視点　「健康ゴールド免許」導入の
前に知るべきこと

近藤 克則（千葉大学予
防医学センター 社会予
防医学研究部門）

保険診療（0385-8588）
72巻6号 Page41-47

（2017.06）

解説

2017285748 スイッチOTC薬に対する薬剤師の
意識調査

窪田 幸恵（城西国際大
学大学院 医薬品評価科
学講座）， 斉藤 和幸， 小
野 俊介， 児玉 庸夫

医療薬学（1346-342X）
43巻6号 Page287-
296（2017.06）

原著論文/
比較研究

2017285755 節薬バッグを活用した残薬管理の服
薬アドヒアランスに与える影響

浦上 勇也（スター薬局），
木村 功二，河田 由紀子，
枯木 始，須崎 晶子，河
崎 光彦，山本 和幸，飯
原 なおみ

医療薬学（1346-342X）
43巻6号 Page344-
350（2017.06）

原著論文

2017285798 コスト削減　あの手・この手（第3
回）　下げるコストの見つけ方

山本 雄貴（サイプレス） 病院羅針盤8巻105号 
Page54-57（2017.06）

解説

2017285972 【子どもをめぐるみんなの課題〜虐
待の連鎖を断ち切る〜】 子どもの虐
待と脳科学

友田 明美（福井大学子
どものこころの発達研
究センター）

心と社会（0023-2807）
48巻2号 Page15-38

（2017.06）

解説/
特集

2017287362 【中小規模病院-どんな電子カルテが
良い】 我が社の電子カルテシステム
の特長と可能性　有床診療所や中
小規模病院の診療をサポートし、
QOLを向上させるヘルスケア環境の
実現をめざす

立花 聡史（日立製作所 
ヘルスケアビジネスユ
ニットヘルスケアソリュ
ーション事業部 医療情
報システム部）

新医療（0910-7991）
44巻7号 Page63-62

（2017.07）

解説/
特集

2017287447 【ストレスチェック制度の実施から
見えてきたこと】 ストレスチェック
制度の実施から見えてきたこと　地
方自治体で実施して見えてきたこと

小和田 暁子（大田区役
所 総務部）

産業精神保健（1340-
2862）25巻特別号 
Page126-130

（2017.06）

解説/
特集

2017287630 部門別マネジメントのツボ 薬剤部
門　薬剤部門主導の医療費最適化
の実践（第2回）　後続医薬品の導入
で求められる「リスク管理」指標

舟越 亮寛（亀田メディ
カルセンター 医療管理
本部薬剤管理部）

医療経営士36号 
Page40-41（2017.06）

解説

2017283841 ジェネリック医薬品普及に及ぼす各
種環境因子の影響に関する研究

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）， 一瀬 彩， 渡邉 一
則， 湯本 哲郎

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page61

（2016.07）

会議録

2017283845 院外処方箋における後発医薬品への
変更不可指定についての一評価

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， 田
城 孝雄

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page65

（2016.07）

会議録

2017283846 当院におけるバイオ後続品使用状況　
インフリキシマブの症例が増えない
理由

鎌田 泉（三宿病院 治験
管理センター）， 豊島 聰

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page66

（2016.07）

会議録

2017283854 ジェネリック超飽和時代の向こう側 城 克文（厚生労働省 保
険局 総務課）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page27

（2017.05）

会議録

2017283862 バイオシミラーの最新知見と今後の
議論

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page35

（2017.05）

会議録

2017283866 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について 我が国における
フォーミュラリの取組に関する期待

浦 克彰（厚生労働省 保
険局 医療課）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page39

（2017.05）

会議録

2017283867 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について フォーミュラリ
作成プロセスと実施後の効果・課題

高橋 結花（東京女子医
科大学附属病院 薬剤部）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page40

（2017.05）

会議録

2017283868 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について 地域を支えるフ
ォーミュラリの考え方　医薬品評価
方法の確立

岡崎 敬之介（昭和大学
病院 薬局医薬品情報管
理室）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page41

（2017.05）

会議録

2017283869 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について フォーミュラリ
ーの現状と展望

上田 彩（聖マリアンナ
医科大学附属病院 薬剤
部）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page42

（2017.05）

会議録

2017283989 個を重視した高齢者医療に果たす漢
方の役割　ファーストラインの漢方
はどこまで可能か（第32回）　老年
症候群以外の高齢者でよくみられる
疾患と個の医療を重視したファース
トラインの漢方の選択と意義　骨粗
鬆症

秋葉 哲生（あきば伝統
医学クリニック）

Geriatric Medicine
（0387-1088）55巻6
号 Page693-695

（2017.06）

解説



2017285115 各都道府県における疾患別COIの算
出

長浜 誉佳（東邦大学 医
学部 社会医学講座）， 北
澤 健文， 松本 邦愛， 藤
田 茂， 瀬戸 加奈子， 長
谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page249

（2017.07）

会議録

2017285503 神経難病患者の入院期間とDPC2の
期間との比較による医療費率と1日
収益の傾向

道園 久美子（鹿児島大
学病院 地域医療連携セ
ンター）， 宇都 由美子， 
岩穴口 孝， 熊本 一朗

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page318

（2017.07）

会議録

2017285617 【肺癌治療の最前線】 がん薬物療法
における費用対効果　がん薬物療法
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）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）106巻6
号 Page1125-1131

（2017.06）

解 説/特
集

2017285721 視点　「健康ゴールド免許」導入の
前に知るべきこと

近藤 克則（千葉大学予
防医学センター 社会予
防医学研究部門）

保険診療（0385-8588）
72巻6号 Page41-47

（2017.06）

解説

2017285748 スイッチOTC薬に対する薬剤師の
意識調査

窪田 幸恵（城西国際大
学大学院 医薬品評価科
学講座）， 斉藤 和幸， 小
野 俊介， 児玉 庸夫

医療薬学（1346-342X）
43巻6号 Page287-
296（2017.06）

原著論文/
比較研究

2017285755 節薬バッグを活用した残薬管理の服
薬アドヒアランスに与える影響

浦上 勇也（スター薬局），
木村 功二，河田 由紀子，
枯木 始，須崎 晶子，河
崎 光彦，山本 和幸，飯
原 なおみ

医療薬学（1346-342X）
43巻6号 Page344-
350（2017.06）

原著論文

2017285798 コスト削減　あの手・この手（第3
回）　下げるコストの見つけ方

山本 雄貴（サイプレス） 病院羅針盤8巻105号 
Page54-57（2017.06）

解説

2017285972 【子どもをめぐるみんなの課題〜虐
待の連鎖を断ち切る〜】 子どもの虐
待と脳科学

友田 明美（福井大学子
どものこころの発達研
究センター）

心と社会（0023-2807）
48巻2号 Page15-38

（2017.06）

解説/
特集

2017287362 【中小規模病院-どんな電子カルテが
良い】 我が社の電子カルテシステム
の特長と可能性　有床診療所や中
小規模病院の診療をサポートし、
QOLを向上させるヘルスケア環境の
実現をめざす

立花 聡史（日立製作所 
ヘルスケアビジネスユ
ニットヘルスケアソリュ
ーション事業部 医療情
報システム部）

新医療（0910-7991）
44巻7号 Page63-62

（2017.07）

解説/
特集

2017287447 【ストレスチェック制度の実施から
見えてきたこと】 ストレスチェック
制度の実施から見えてきたこと　地
方自治体で実施して見えてきたこと

小和田 暁子（大田区役
所 総務部）

産業精神保健（1340-
2862）25巻特別号 
Page126-130

（2017.06）

解説/
特集

2017287630 部門別マネジメントのツボ 薬剤部
門　薬剤部門主導の医療費最適化
の実践（第2回）　後続医薬品の導入
で求められる「リスク管理」指標

舟越 亮寛（亀田メディ
カルセンター 医療管理
本部薬剤管理部）

医療経営士36号 
Page40-41（2017.06）

解説

2017283841 ジェネリック医薬品普及に及ぼす各
種環境因子の影響に関する研究

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）， 一瀬 彩， 渡邉 一
則， 湯本 哲郎

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page61

（2016.07）

会議録

2017283845 院外処方箋における後発医薬品への
変更不可指定についての一評価

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， 田
城 孝雄

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page65

（2016.07）

会議録

2017283846 当院におけるバイオ後続品使用状況　
インフリキシマブの症例が増えない
理由

鎌田 泉（三宿病院 治験
管理センター）， 豊島 聰

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page66

（2016.07）

会議録

2017283854 ジェネリック超飽和時代の向こう側 城 克文（厚生労働省 保
険局 総務課）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page27

（2017.05）

会議録

2017283862 バイオシミラーの最新知見と今後の
議論

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page35

（2017.05）

会議録

2017283866 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について 我が国における
フォーミュラリの取組に関する期待

浦 克彰（厚生労働省 保
険局 医療課）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page39

（2017.05）

会議録

2017283867 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について フォーミュラリ
作成プロセスと実施後の効果・課題

高橋 結花（東京女子医
科大学附属病院 薬剤部）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page40

（2017.05）

会議録

2017283868 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について 地域を支えるフ
ォーミュラリの考え方　医薬品評価
方法の確立

岡崎 敬之介（昭和大学
病院 薬局医薬品情報管
理室）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page41

（2017.05）

会議録

2017283869 医療費削減のためのフォーミュラリ
ーの活用について フォーミュラリ
ーの現状と展望

上田 彩（聖マリアンナ
医科大学附属病院 薬剤
部）

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻増
刊号 Page42

（2017.05）

会議録

2017283989 個を重視した高齢者医療に果たす漢
方の役割　ファーストラインの漢方
はどこまで可能か（第32回）　老年
症候群以外の高齢者でよくみられる
疾患と個の医療を重視したファース
トラインの漢方の選択と意義　骨粗
鬆症

秋葉 哲生（あきば伝統
医学クリニック）

Geriatric Medicine
（0387-1088）55巻6
号 Page693-695

（2017.06）

解説



2017291086 Shall we ES! Endoscopic Surgery
をEcologic Surgeryへ　ラパロ、開
腹、ロボット　なにが早くて安くて
上手いか　医療技術の費用対効果
の評価手法と課題

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page SS1-2

（2016.12）

会議録

2017291455 肥満・糖尿病に対する内視鏡下手術
の現状と展望 減量手術による費用
対効果を検証する取り組みについて

山本 寛（滋賀医科大学 
消化器外科），大竹 玲
子，竹林 克士，貝田 佐
知子，山口 剛，村田 聡，
谷 眞至

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page WS22-3

（2016.12）

会議録

2017291555 早くて安くて上手い内視鏡外科　メ
ディカルスタッフの役割 早くて安
くて上手い大腸内視鏡外科を目指し
て

松橋 延壽（岐阜大学 腫
瘍外科），高橋 孝夫，土
屋 博， 高野 仁，浅井 竜
一， 棚橋 利行，松井 聡，
今井 寿，田中 善宏，山
口 和也，長田 真二，吉
田 和弘

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page WS37-6

（2016.12）

会議録

2017294962 その他 NinJaにおける費用および効
果の分析年次報告2015　生物学的
製剤費用は頭打ち?

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61回 
Page570（2017.03）

会議録

2017296061 関節リウマチと医療保険制度 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61回 
Page908（2017.03）

会議録

2017297311 遠隔医療はビジネスとして成り立つ
か?　遠隔医療システムのコストと
損益分岐点

粟津 和也（IIJグローバ
ルソリューションズ）

日本遠隔医療学会雑誌
（1880-800X）12巻補
刊号 Page80

（2017.03）

会議録

2017297739 （薬学生の）キャリアに差がつく薬
剤経済学のすすめ

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page293

（2017.03）

会議録

2017299822 学ぼう、やろう、リハビリテーショ
ン 小児神経疾患のリハビリテーシ
ョン総論　他科・多職種との連携の
重要性

栗原 まな（神奈川県総
合リハビリテーションセ
ンター 小児科）

脳と発達（0029-0831）
49巻3号 Page181-
186（2017.05）

解説

2017301185 臨床化学自動分析装置TBA-FX8の
使用経験

林 克彦（JA愛知県厚生
連江南厚生病院）， 林 智
恵， 川崎 達也， 志水 貴
之， 舟橋 恵二， 河野 彰
夫

日本医学検査学会抄録
集66回 Page198

（2017.06）

会議録

2017288627 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 医療における費用対効果とは
?

後藤 励（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究
科）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page222-227

（2017.07）

解 説/特
集

2017288628 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 薬価制度と高額薬剤、薬価制
度と費用対効果　コスト評価で見通
せるもの、抜け落ちるもの

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page228-235

（2017.07）

解 説/特
集

2017288629 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 Quality of Life　医療コスト
をどのように評価していけばよいの
か?

齋藤 信也（岡山大学大
学院 保健学研究科）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page240-246

（2017.07）

解 説/特
集

2017288630 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 「コスト」を考慮した効率的な
がん診療と医療倫理のバランス

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命科学部）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page247-252

（2017.07）

解 説/特
集

2017288631 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 医師は何をすべきか　見よ。
考えよ。苦しめ。逃げるな

國頭 英夫（日本赤十字
社医療センター 化学療
法科）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page258-270

（2017.07）

解 説/特
集

2017289625 50歳の中国人女性における骨粗鬆
症性骨折の推定生涯数、リスク、負
荷　FRAXを組み入れた離散イベン
トシミュレ ーション（Expected 
l i f e t ime numbe rs， r i s ks， and 
burden of osteoporotic fractures 
for 50-year old Chinese women: a 
d i s c r e t e e v e n t s i m u l a t i o n 
incorporating FRAX）（英語）

Jiang Yawen（Depart-
ment of Pharmaceutical 
and Health Economics， 
Leonard D. Schaeffer 
Center for Health Poli-
c y and Economics， 
School of Pharmacy， 
University of Southern 
California， Verna and 
Peter Dauterive Hall

（VPD） 635）， Ni Weiyi

Journal of Bone and 
Mineral Metabolism

（0914-8779）34巻6
号 Page714-722

（2016.11）

原著論文

2017289663 非公的および公的な社会的支援と介
護 者 負 担　AGES介 護 者 調 査

（In fo rma l and Fo rma l Soc ia l 
Support and Caregiver Burden: 
The AGES Caregiver Survey）（英
語）

Shiba Koichiro（Depart-
ments of Health and 
Social Behavior/Health 
Education and Health 
Sociology， School of 
Pub l i c Hea l t h， The 
University of Tokyo）， 
Kondo Naoki， Kondo 
Katsunori

Journal of 
Epidemiology（0917-
5040）26巻11-12号 
Page622-628

（2016.12）

原著論文

2017291085 Shall we ES! Endoscopic Surgery
をEcologic Surgeryへ　ラパロ、開
腹、ロボット　なにが早くて安くて
上手いか　医療保険制度における医
療技術評価について

國光 文乃（厚生労働省
保険局 医療課）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page SS1-1

（2016.12）

会議録



2017291086 Shall we ES! Endoscopic Surgery
をEcologic Surgeryへ　ラパロ、開
腹、ロボット　なにが早くて安くて
上手いか　医療技術の費用対効果
の評価手法と課題

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page SS1-2

（2016.12）

会議録

2017291455 肥満・糖尿病に対する内視鏡下手術
の現状と展望 減量手術による費用
対効果を検証する取り組みについて

山本 寛（滋賀医科大学 
消化器外科），大竹 玲
子，竹林 克士，貝田 佐
知子，山口 剛，村田 聡，
谷 眞至

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page WS22-3

（2016.12）

会議録

2017291555 早くて安くて上手い内視鏡外科　メ
ディカルスタッフの役割 早くて安
くて上手い大腸内視鏡外科を目指し
て

松橋 延壽（岐阜大学 腫
瘍外科），高橋 孝夫，土
屋 博， 高野 仁，浅井 竜
一， 棚橋 利行，松井 聡，
今井 寿，田中 善宏，山
口 和也，長田 真二，吉
田 和弘

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page WS37-6

（2016.12）

会議録

2017294962 その他 NinJaにおける費用および効
果の分析年次報告2015　生物学的
製剤費用は頭打ち?

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61回 
Page570（2017.03）

会議録

2017296061 関節リウマチと医療保険制度 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61回 
Page908（2017.03）

会議録

2017297311 遠隔医療はビジネスとして成り立つ
か?　遠隔医療システムのコストと
損益分岐点

粟津 和也（IIJグローバ
ルソリューションズ）

日本遠隔医療学会雑誌
（1880-800X）12巻補
刊号 Page80

（2017.03）

会議録

2017297739 （薬学生の）キャリアに差がつく薬
剤経済学のすすめ

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page293

（2017.03）

会議録

2017299822 学ぼう、やろう、リハビリテーショ
ン 小児神経疾患のリハビリテーシ
ョン総論　他科・多職種との連携の
重要性

栗原 まな（神奈川県総
合リハビリテーションセ
ンター 小児科）

脳と発達（0029-0831）
49巻3号 Page181-
186（2017.05）

解説

2017301185 臨床化学自動分析装置TBA-FX8の
使用経験

林 克彦（JA愛知県厚生
連江南厚生病院）， 林 智
恵， 川崎 達也， 志水 貴
之， 舟橋 恵二， 河野 彰
夫

日本医学検査学会抄録
集66回 Page198

（2017.06）

会議録

2017288627 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 医療における費用対効果とは
?

後藤 励（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究
科）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page222-227

（2017.07）

解 説/特
集

2017288628 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 薬価制度と高額薬剤、薬価制
度と費用対効果　コスト評価で見通
せるもの、抜け落ちるもの

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page228-235

（2017.07）

解 説/特
集

2017288629 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 Quality of Life　医療コスト
をどのように評価していけばよいの
か?

齋藤 信也（岡山大学大
学院 保健学研究科）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page240-246

（2017.07）

解 説/特
集

2017288630 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 「コスト」を考慮した効率的な
がん診療と医療倫理のバランス

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命科学部）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page247-252

（2017.07）

解 説/特
集

2017288631 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 医師は何をすべきか　見よ。
考えよ。苦しめ。逃げるな

國頭 英夫（日本赤十字
社医療センター 化学療
法科）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page258-270

（2017.07）

解 説/特
集

2017289625 50歳の中国人女性における骨粗鬆
症性骨折の推定生涯数、リスク、負
荷　FRAXを組み入れた離散イベン
トシミュレ ーション（Expected 
l i f e t ime numbe rs， r i s ks， and 
burden of osteoporotic fractures 
for 50-year old Chinese women: a 
d i s c r e t e e v e n t s i m u l a t i o n 
incorporating FRAX）（英語）

Jiang Yawen（Depart-
ment of Pharmaceutical 
and Health Economics， 
Leonard D. Schaeffer 
Center for Health Poli-
c y and Economics， 
School of Pharmacy， 
University of Southern 
California， Verna and 
Peter Dauterive Hall

（VPD） 635）， Ni Weiyi

Journal of Bone and 
Mineral Metabolism

（0914-8779）34巻6
号 Page714-722

（2016.11）

原著論文

2017289663 非公的および公的な社会的支援と介
護 者 負 担　AGES介 護 者 調 査

（In fo rma l and Fo rma l Soc ia l 
Support and Caregiver Burden: 
The AGES Caregiver Survey）（英
語）

Shiba Koichiro（Depart-
ments of Health and 
Social Behavior/Health 
Education and Health 
Sociology， School of 
Pub l i c Hea l t h， The 
University of Tokyo）， 
Kondo Naoki， Kondo 
Katsunori

Journal of 
Epidemiology（0917-
5040）26巻11-12号 
Page622-628

（2016.12）

原著論文

2017291085 Shall we ES! Endoscopic Surgery
をEcologic Surgeryへ　ラパロ、開
腹、ロボット　なにが早くて安くて
上手いか　医療保険制度における医
療技術評価について

國光 文乃（厚生労働省
保険局 医療課）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page SS1-1

（2016.12）

会議録



2017306716 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた肺癌治療薬

武内 進（日本医科大学 
大学院医学研究科呼吸
器内科学分野），久保田 
馨

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page275-279

（2017.08）

解説/
特集

2017306717 【 医 療 経 済 の 現 状 分 析 と 将 来 】 
COPD医療費と治療の費用対効果

鍬崎 恵里子（順天堂大
学 大学院医学研究科呼
吸器内科学），児玉 裕三

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page280-284

（2017.08）

解説/
特集

2017306718 【医療経済の現状分析と将来】 たば
この経済損失

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学寄附講座）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page285-288

（2017.08）

解説/
特集

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017274534 ミカトリオ配合錠による医療費削
減効果の推計

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学），西村 誠一郎，柴
原 毎久

血圧（1340-4598）
24巻4号 Page282-
288（2017.04）

原著論文／
比較研究

2017283265 労働年齢集団においてメタボリック
シンドロームが医療費および入院に
与える影響の検討

西城 由之（日本医科大
学 衛生学公衆衛生学教
室）， 大塚 俊昭， 加藤 活
人， 川田 智之

日本循環器病予防学会
誌（1346-6267）52巻
2号 Page94-102

（2017.05）

原著論文／
比較研究

2017289333 高齢者における歯周病と医療費の関
連性　33 ヵ月間の追跡調査（Asso-
ciation between periodontitis and 
medica l expendi tu re in o lde r 
adul ts : A 33-month fo l low-up 
study）（英語）

Sato Misuzu（Division 
of Preventive Dentistry， 
Depa r tmen t o f O ra l 
Health Science， Niiga-
ta University Graduate 
School of Medical and 
Dental Sciences）， Iwa-
saki Masanori， Yoshi-
hara Akihiro， Miyazaki 
Hideo

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）16巻7号 
Page856-864

（2016.07）

原著論文／
比較研究

2017303483 【Advanced Wound Careの最前線】 
日本における未承認のAdvanced 
Wound Care Products

秋田 定伯（福岡大学 形
成外科・創傷再生学講
座）， 大慈弥 裕之， 高木 
誠司， 大山 拓人， 川上 
善久， 渕上 淳太， 森田 
愛

PEPARS（1349-
645X）126号 Page71-
76（2017.06）

解 説/特
集

2017304015 医院の余剰人員は必要? 門田 亮（デンタル・マ
ネジメント・コンサルテ
ィング）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）42巻9
号 Page140-142

（2017.07）

Q&A

2017305055 【がん患者のココロを支える】 がん
患者を取り巻く社会・経済的問題　
がん治療における患者の経済的負担
とその影響

濃沼 信夫（東北医科薬
科大学 医学部 医療管理
学教室）

薬局（0044-0035）68
巻8号 Page2843-
2852（2017.07）

解 説/特
集

2017305283 ロボット手術時代におけるbrachy-
therapy

笠原 隆（新潟大学 泌尿
器科）

Urology Today（1348-
0049）24巻2号 
Page116-118

（2017.06）

解説

2017305847 薬価制度と費用対効果 五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

保険診療（0385-8588）
72巻7号 Page41-45

（2017.07）

解説

2017306013 厚生労働省新HTA制度（第3回）　判
定結果は価格に反映できるか

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻7
号 Page452-459

（2017.07）

解説

2017306014 経営の視点からみた医療機器 野口 雄司（日本画像医
療システム工業会 経済
部会）， 佐藤 比呂志， 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）48巻7
号 Page460-464

（2017.07）

解説

2017306707 【医療経済の現状分析と将来】 少子
高齢社会における医療経済の展望

西村 周三（医療経済研
究機構）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page233-236

（2017.08）

解説/
特集

2017306713 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
算定制度と費用対効果評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page259-263

（2017.08）

解説/
特集

2017306715 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた認知症の治療

稲垣 中（青山学院大学 
国際政治経済学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page269-274

（2017.08）

解説/
特集



2017306716 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた肺癌治療薬

武内 進（日本医科大学 
大学院医学研究科呼吸
器内科学分野），久保田 
馨

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page275-279

（2017.08）

解説/
特集

2017306717 【 医 療 経 済 の 現 状 分 析 と 将 来 】 
COPD医療費と治療の費用対効果

鍬崎 恵里子（順天堂大
学 大学院医学研究科呼
吸器内科学），児玉 裕三

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page280-284

（2017.08）

解説/
特集

2017306718 【医療経済の現状分析と将来】 たば
この経済損失

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学寄附講座）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page285-288

（2017.08）

解説/
特集

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017274534 ミカトリオ配合錠による医療費削
減効果の推計

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学），西村 誠一郎，柴
原 毎久

血圧（1340-4598）
24巻4号 Page282-
288（2017.04）

原著論文／
比較研究

2017283265 労働年齢集団においてメタボリック
シンドロームが医療費および入院に
与える影響の検討

西城 由之（日本医科大
学 衛生学公衆衛生学教
室）， 大塚 俊昭， 加藤 活
人， 川田 智之

日本循環器病予防学会
誌（1346-6267）52巻
2号 Page94-102

（2017.05）

原著論文／
比較研究

2017289333 高齢者における歯周病と医療費の関
連性　33 ヵ月間の追跡調査（Asso-
ciation between periodontitis and 
medica l expendi tu re in o lde r 
adul ts : A 33-month fo l low-up 
study）（英語）

Sato Misuzu（Division 
of Preventive Dentistry， 
Depa r tmen t o f O ra l 
Health Science， Niiga-
ta University Graduate 
School of Medical and 
Dental Sciences）， Iwa-
saki Masanori， Yoshi-
hara Akihiro， Miyazaki 
Hideo

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）16巻7号 
Page856-864

（2016.07）

原著論文／
比較研究

2017303483 【Advanced Wound Careの最前線】 
日本における未承認のAdvanced 
Wound Care Products

秋田 定伯（福岡大学 形
成外科・創傷再生学講
座）， 大慈弥 裕之， 高木 
誠司， 大山 拓人， 川上 
善久， 渕上 淳太， 森田 
愛

PEPARS（1349-
645X）126号 Page71-
76（2017.06）

解 説/特
集

2017304015 医院の余剰人員は必要? 門田 亮（デンタル・マ
ネジメント・コンサルテ
ィング）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）42巻9
号 Page140-142

（2017.07）

Q&A

2017305055 【がん患者のココロを支える】 がん
患者を取り巻く社会・経済的問題　
がん治療における患者の経済的負担
とその影響

濃沼 信夫（東北医科薬
科大学 医学部 医療管理
学教室）

薬局（0044-0035）68
巻8号 Page2843-
2852（2017.07）

解 説/特
集

2017305283 ロボット手術時代におけるbrachy-
therapy

笠原 隆（新潟大学 泌尿
器科）

Urology Today（1348-
0049）24巻2号 
Page116-118

（2017.06）

解説

2017305847 薬価制度と費用対効果 五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

保険診療（0385-8588）
72巻7号 Page41-45

（2017.07）

解説

2017306013 厚生労働省新HTA制度（第3回）　判
定結果は価格に反映できるか

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻7
号 Page452-459

（2017.07）

解説

2017306014 経営の視点からみた医療機器 野口 雄司（日本画像医
療システム工業会 経済
部会）， 佐藤 比呂志， 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）48巻7
号 Page460-464

（2017.07）

解説

2017306707 【医療経済の現状分析と将来】 少子
高齢社会における医療経済の展望

西村 周三（医療経済研
究機構）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page233-236

（2017.08）

解説/
特集

2017306713 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
算定制度と費用対効果評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page259-263

（2017.08）

解説/
特集

2017306715 【医療経済の現状分析と将来】 医療
経済からみた認知症の治療

稲垣 中（青山学院大学 
国際政治経済学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page269-274

（2017.08）

解説/
特集



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017277975 Excelを利用したレセプト情報二次

利用としての原価計算
野坂 秀行（真鶴会小倉
第一病院），石川 俊幸，
井口 かおり，中村 秀敏

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page502

（2017.05）

会議録

2017284688 TDABC（時間駆動型活動基準原価
計算）の有効性に関する検討

香山 淳吉（英明会大西
脳神経外科病院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page176

（2017.07）

会議録

2017284689 病院原価管理手法導入後の当院にお
ける人事評価の有用性

小野 ゆかり（浅ノ川心
臓血管センター金沢循
環器病院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page176

（2017.07）

会議録

2017285031 手術原価管理システムの構築による
材料保険請求精度向上と使用材料
費減額の試み

佐事 尚道（沖縄協同病
院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page235

（2017.07）

会議録

2017286446 平成26年度診療報酬改定に伴う回
復期リハ病棟の入院患者の変化　地
域包括ケアシステムを担うために求
められること

山田 朗加（国立病院機
構村山医療センター），
小野 亜希子， 植村 修

医療の広場57巻6号 
Page27-30（2017.06）

原著論文

2017288628 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 薬価制度と高額薬剤、薬価制
度と費用対効果　コスト評価で見通
せるもの、抜け落ちるもの

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page228-235

（2017.07）

解説/
特集

2017297051 腹腔鏡下胆嚢摘除術の原価計算か
ら見た実施要件の検討

臼杵 尚志（香川大学 消
化器外科），前田 詠理，
野毛 誠示，須藤 広誠，
浅野 栄介，大島 稔，岡
野 圭一，鈴木 康之

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）114巻
臨増総会 Page A369

（2017.03）

会議録

2017299907 糖尿病と保険診療（第30回）　糖尿
病の治療薬2017　薬価と後発医薬
品を中心に

中島 尚登（東京慈恵会
医科大附属病院 医療保
険指導室）

プラクティス（0289-
4947）34巻3号 
Page300-307

（2017.05）

解説

2017303467 療養型病院における原価計算の導入
例

日野 篤（茜会昭和病院）， 
森永 康則，吉水 卓見， 
井上 友一

昭和病院雑誌（1880-
1528）3巻2号 
Page141-147

（2008.02）

解説

2017305847 薬価制度と費用対効果 五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科医薬
政策学）

保険診療（0385-8588）
72巻7号 Page41-45

（2017.07）

解説

2017306710 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
はどのように決まるのか

高橋 史安（日本大学 商
学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page245-249

（2017.08）

解説/
特集

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017275588 医療制度の大変革期における整形外
科

菊地 臣一（福島県立医
科大学），米延 策雄，松
下 隆，新井 貞男，平泉 
裕

臨床整形外科（0557-
0433）52巻5号 
Page467-474

（2017.05）

座談会

2017285870 【これからの医療・介護の姿と貧困
の実態】 2017年医療保険制度等改
定の論点と「我が事・丸ごと」地域
共生社会の本質

芝田 英昭（立教大学） 民医連医療（0285-
2241）539号 Page6-
13（2017.07）

解 説/特
集

2017286526 高齢化社会と医療制度変革 高齢化
社会と医療制度改革　地域包括ケ
アについて

中村 秀一（国際医療福
祉大学大学院）

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page149

（2017.06）

会議録

2017286527 高齢化社会と医療制度変革 地域連
携と診療報酬改定

田辺 秀樹（田辺整形外
科医院）

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page150

（2017.06）

会議録

2017286528 高齢化社会と医療制度変革 介護報
酬改定について

井口 豪（厚生労働省 老
健局 老人保健課）

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page151

（2017.06）

会議録

2017286529 高齢化社会と医療制度変革 運動器
介護予防の前・中・後段対策　横と
縦の絆作りと街作り

石田 健司（栗原市立栗
原中央病院），永野 靖
典， 池内 昌彦

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page152

（2017.06）

会議録

2017287032 【よくわかる社会保障制度2017】 
（Chapter2）医療保険

福島 敏之（総合社会保
障研究所）

ケアマネジャー 19巻7
号 Page18-23

（2017.06）

解 説/特
集

2017291085 Shall we ES! Endoscopic Surgery
をEcologic Surgeryへ　ラパロ、開
腹、ロボット　なにが早くて安くて
上手いか　医療保険制度における医
療技術評価について

國光 文乃（厚生労働省
保険局 医療課）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page SS1-1

（2016.12）

会議録

2017296061 関節リウマチと医療保険制度 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61回 
Page908（2017.03）

会議録

2017305415 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16回）　2018年
度介護報酬改定は「混合介護」導入
による適正化改定に

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）44巻7
号 Page47-49

（2017.07）

解説

診療報酬・薬価



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2017277975 Excelを利用したレセプト情報二次

利用としての原価計算
野坂 秀行（真鶴会小倉
第一病院），石川 俊幸，
井口 かおり，中村 秀敏

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）50巻
Suppl.1 Page502

（2017.05）

会議録

2017284688 TDABC（時間駆動型活動基準原価
計算）の有効性に関する検討

香山 淳吉（英明会大西
脳神経外科病院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page176

（2017.07）

会議録

2017284689 病院原価管理手法導入後の当院にお
ける人事評価の有用性

小野 ゆかり（浅ノ川心
臓血管センター金沢循
環器病院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page176

（2017.07）

会議録

2017285031 手術原価管理システムの構築による
材料保険請求精度向上と使用材料
費減額の試み

佐事 尚道（沖縄協同病
院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
18巻Suppl. Page235

（2017.07）

会議録

2017286446 平成26年度診療報酬改定に伴う回
復期リハ病棟の入院患者の変化　地
域包括ケアシステムを担うために求
められること

山田 朗加（国立病院機
構村山医療センター），
小野 亜希子， 植村 修

医療の広場57巻6号 
Page27-30（2017.06）

原著論文

2017288628 【Feature Topic　がん診療のコスト
原論】 薬価制度と高額薬剤、薬価制
度と費用対効果　コスト評価で見通
せるもの、抜け落ちるもの

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

Cancer Board Square
（2189-6410）3巻2号 
Page228-235

（2017.07）

解説/
特集

2017297051 腹腔鏡下胆嚢摘除術の原価計算か
ら見た実施要件の検討

臼杵 尚志（香川大学 消
化器外科），前田 詠理，
野毛 誠示，須藤 広誠，
浅野 栄介，大島 稔，岡
野 圭一，鈴木 康之

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）114巻
臨増総会 Page A369

（2017.03）

会議録

2017299907 糖尿病と保険診療（第30回）　糖尿
病の治療薬2017　薬価と後発医薬
品を中心に

中島 尚登（東京慈恵会
医科大附属病院 医療保
険指導室）

プラクティス（0289-
4947）34巻3号 
Page300-307

（2017.05）

解説

2017303467 療養型病院における原価計算の導入
例

日野 篤（茜会昭和病院）， 
森永 康則，吉水 卓見， 
井上 友一

昭和病院雑誌（1880-
1528）3巻2号 
Page141-147

（2008.02）

解説

2017305847 薬価制度と費用対効果 五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科医薬
政策学）

保険診療（0385-8588）
72巻7号 Page41-45

（2017.07）

解説

2017306710 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
はどのように決まるのか

高橋 史安（日本大学 商
学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page245-249

（2017.08）

解説/
特集

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017275588 医療制度の大変革期における整形外
科

菊地 臣一（福島県立医
科大学），米延 策雄，松
下 隆，新井 貞男，平泉 
裕

臨床整形外科（0557-
0433）52巻5号 
Page467-474

（2017.05）

座談会

2017285870 【これからの医療・介護の姿と貧困
の実態】 2017年医療保険制度等改
定の論点と「我が事・丸ごと」地域
共生社会の本質

芝田 英昭（立教大学） 民医連医療（0285-
2241）539号 Page6-
13（2017.07）

解 説/特
集

2017286526 高齢化社会と医療制度変革 高齢化
社会と医療制度改革　地域包括ケ
アについて

中村 秀一（国際医療福
祉大学大学院）

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page149

（2017.06）

会議録

2017286527 高齢化社会と医療制度変革 地域連
携と診療報酬改定

田辺 秀樹（田辺整形外
科医院）

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page150

（2017.06）

会議録

2017286528 高齢化社会と医療制度変革 介護報
酬改定について

井口 豪（厚生労働省 老
健局 老人保健課）

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page151

（2017.06）

会議録

2017286529 高齢化社会と医療制度変革 運動器
介護予防の前・中・後段対策　横と
縦の絆作りと街作り

石田 健司（栗原市立栗
原中央病院），永野 靖
典， 池内 昌彦

運動器リハビリテーシ
ョン（2187-8420）28
巻2号 Page152

（2017.06）

会議録

2017287032 【よくわかる社会保障制度2017】 
（Chapter2）医療保険

福島 敏之（総合社会保
障研究所）

ケアマネジャー 19巻7
号 Page18-23

（2017.06）

解 説/特
集

2017291085 Shall we ES! Endoscopic Surgery
をEcologic Surgeryへ　ラパロ、開
腹、ロボット　なにが早くて安くて
上手いか　医療保険制度における医
療技術評価について

國光 文乃（厚生労働省
保険局 医療課）

日本内視鏡外科学会雑
誌（1344-6703）21巻
7号 Page SS1-1

（2016.12）

会議録

2017296061 関節リウマチと医療保険制度 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61回 
Page908（2017.03）

会議録

2017305415 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16回）　2018年
度介護報酬改定は「混合介護」導入
による適正化改定に

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）44巻7
号 Page47-49

（2017.07）

解説

診療報酬・薬価



2017288534 Quality by Designにおける規格試
験の役割及び消費者危険/生産者危
険を考慮した規格設定の提案　医薬
品製造管理と試験評価管理の融合　
消費者危険率及び生産者危険率を
考慮した規格設定方法の提案（その
1）

阿形 泰義（アステラス
製薬），尾澤 侑治，井上 
敬介，上山 栄二，臺場 
昭人，香取 典子，日本
PDA製薬学会技術教育
委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻9号 
Page1909-1912

（2017.07）

解説

2017297473 公正な研究活動を推進するには 日
本製薬工業協会における研究公正へ
の取り組み

稲垣 治（日本製薬工業
協会）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page108

（2017.03）

会議録

2017297512 日本発顧みられない熱帯病創薬にお
けるパートナーシップの最前線 人
類を脅かす感染症に対する治療薬の
研究開発に対する企業としての取り
組み

山野 佳則（塩野義製薬 
医薬研究本部），佐藤 彰
彦，吉田 立，内藤 陽

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page134

（2017.03）

会議録

2017297513 日本発顧みられない熱帯病創薬にお
けるパートナーシップの最前線 Ac-
cess to Medicineへの取り組みと研
究プロジェクト

池浦 義典（武田薬品工
業），島田 満之，赤尾 
雄一郎，糸野 幸子，竃
浦 政宏，長 展生

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page134

（2017.03）

会議録

2017297514 日本発顧みられない熱帯病創薬にお
けるパートナーシップの最前線 顧
みられない熱帯病制圧に向けたパー
トナーとの治療薬の研究開発及び提
供

渡辺 直彰（エーザイ） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page135

（2017.03）

会議録

2017305485 【医薬品開発における薬理試験のこ
れからの統計解析】 創薬研究者に対
する社内統計教育の事例

本田 主税（小野薬品工
業 研究本部 研究管理
部），溝手 紳太郎

日本薬理学雑誌（0015-
5691）150巻1号 
Page23-28（2017.07）

解説/
特集

2017306713 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
算定制度と費用対効果評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page259-263

（2017.08）

解説/
特集

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017286972 処置用点眼薬の少量分注の実現に向
けた取り組み

小林 愛（熊本大学医学
部附属病院），安武 沙
織，吉村 綾香，林田 百
合香，渡邉 玲子，山内 
由美

日本視機能看護学会誌
1巻 Page107-109

（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

2017271470 今後の抗菌薬開発の方向性　AMR
対策アクションプランを受けて 有
用なシーズの新規抗菌薬としての実
用化に向けて

山野 佳則（塩野義製薬  
医薬研究本部）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page196

（2017.03）

会議録

2017283833 20年80%時代を勝ち抜くための企
業戦略 MeijiSeikaファルマの海外
生産戦略について

三浦 哲也（MeijiSeikaフ
ァルマ ジェネリック開
発部）

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page53

（2016.07）

会議録

2017286764 【PV監査等のCAPAから始まる品質
改善】 Issue発生からCAPA管理を通
じた品質改善

稲永 絵実（武田薬品工
業日本開発センター ク
オリティアシュアランス
部 クオリティアシュア
ランスグループ）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻6
号 Page363-366

（2017.06）

解説/
特集

2017286766 【PV監査等のCAPAから始まる品質
改善】 Issue ManagementとCAPA 
Managementに対するヤンセンファ
ーマの取り組み

松下 敏（ヤンセンファ
ーマ 開発監査部）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻6
号 Page373-379

（2017.06）

解説/
特集

2017286767 【PV監査等のCAPAから始まる品質
改善】 CROにおけるCAPA管理と品
質改善

大内 小百合（CACクロ
ア 信頼性保証本部）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻6
号 Page380-385

（2017.06）

解説/
特集

2017288530 韓国のバイオ医薬品事情（第1回）　
韓国バイオ医薬品産業および開発の
最新動向

岡村 元義（ファーマト
リエ），岡入 梨沙，馬場 
玲佳

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻9
号 Page1875-1881

（2017.07）

解説



2017288534 Quality by Designにおける規格試
験の役割及び消費者危険/生産者危
険を考慮した規格設定の提案　医薬
品製造管理と試験評価管理の融合　
消費者危険率及び生産者危険率を
考慮した規格設定方法の提案（その
1）

阿形 泰義（アステラス
製薬），尾澤 侑治，井上 
敬介，上山 栄二，臺場 
昭人，香取 典子，日本
PDA製薬学会技術教育
委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻9号 
Page1909-1912

（2017.07）

解説

2017297473 公正な研究活動を推進するには 日
本製薬工業協会における研究公正へ
の取り組み

稲垣 治（日本製薬工業
協会）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page108

（2017.03）

会議録

2017297512 日本発顧みられない熱帯病創薬にお
けるパートナーシップの最前線 人
類を脅かす感染症に対する治療薬の
研究開発に対する企業としての取り
組み

山野 佳則（塩野義製薬 
医薬研究本部），佐藤 彰
彦，吉田 立，内藤 陽

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page134

（2017.03）

会議録

2017297513 日本発顧みられない熱帯病創薬にお
けるパートナーシップの最前線 Ac-
cess to Medicineへの取り組みと研
究プロジェクト

池浦 義典（武田薬品工
業），島田 満之，赤尾 
雄一郎，糸野 幸子，竃
浦 政宏，長 展生

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page134

（2017.03）

会議録

2017297514 日本発顧みられない熱帯病創薬にお
けるパートナーシップの最前線 顧
みられない熱帯病制圧に向けたパー
トナーとの治療薬の研究開発及び提
供

渡辺 直彰（エーザイ） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）137年
会1号 Page135

（2017.03）

会議録

2017305485 【医薬品開発における薬理試験のこ
れからの統計解析】 創薬研究者に対
する社内統計教育の事例

本田 主税（小野薬品工
業 研究本部 研究管理
部），溝手 紳太郎

日本薬理学雑誌（0015-
5691）150巻1号 
Page23-28（2017.07）

解説/
特集

2017306713 【医療経済の現状分析と将来】 薬価
算定制度と費用対効果評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

THE LUNG-
perspectives（0919-
5742）25巻3号 
Page259-263

（2017.08）

解説/
特集

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017286972 処置用点眼薬の少量分注の実現に向
けた取り組み

小林 愛（熊本大学医学
部附属病院），安武 沙
織，吉村 綾香，林田 百
合香，渡邉 玲子，山内 
由美

日本視機能看護学会誌
1巻 Page107-109

（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

2017271470 今後の抗菌薬開発の方向性　AMR
対策アクションプランを受けて 有
用なシーズの新規抗菌薬としての実
用化に向けて

山野 佳則（塩野義製薬  
医薬研究本部）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻
Suppl.A Page196

（2017.03）

会議録

2017283833 20年80%時代を勝ち抜くための企
業戦略 MeijiSeikaファルマの海外
生産戦略について

三浦 哲也（MeijiSeikaフ
ァルマ ジェネリック開
発部）

ジェネリック研究
（1881-9117）10巻増
刊号 Page53

（2016.07）

会議録

2017286764 【PV監査等のCAPAから始まる品質
改善】 Issue発生からCAPA管理を通
じた品質改善

稲永 絵実（武田薬品工
業日本開発センター ク
オリティアシュアランス
部 クオリティアシュア
ランスグループ）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻6
号 Page363-366

（2017.06）

解説/
特集

2017286766 【PV監査等のCAPAから始まる品質
改善】 Issue ManagementとCAPA 
Managementに対するヤンセンファ
ーマの取り組み

松下 敏（ヤンセンファ
ーマ 開発監査部）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻6
号 Page373-379

（2017.06）

解説/
特集

2017286767 【PV監査等のCAPAから始まる品質
改善】 CROにおけるCAPA管理と品
質改善

大内 小百合（CACクロ
ア 信頼性保証本部）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻6
号 Page380-385

（2017.06）

解説/
特集

2017288530 韓国のバイオ医薬品事情（第1回）　
韓国バイオ医薬品産業および開発の
最新動向

岡村 元義（ファーマト
リエ），岡入 梨沙，馬場 
玲佳

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻9
号 Page1875-1881

（2017.07）

解説


