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今日から役立つ臨床疫学（第13回）

疫学データを用いた医療経済学分析

について

医療経済からみた通院困難例・治療

中断例の解析　10年間の推移と現

在の対策

中国杭州市の市民生活に見る「生活

の質」 医療経済学の本質のために

美容皮膚科の混合診療を考える 今

後の我が国の日本の医療行政と美容

皮膚科における混合診療

【DIC～とびらを拓く第三世代へ～

第一世代第二世代そして・・・培っ

た実績を活かす第三世代】

（第5章）トピックス　DPC制度下

のDICに対する医療経済学的評価

精神保健医療行政の課題と今後の展

望

水痘ワクチンの定期接種化に関する

医療経済分析

論文種別

解説

原著論文

解説

会議録

解説／

特集

解説

原著論文／

比較研究
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日本医事新報
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Page82-85（2011.10）

プラクティス

（0289-4947）28巻5号

Page518-520（2011.09）

浜松大学保健医療学部紀要

（1884-7951）2巻1号

Page39-45（2011.03）

Aesthetic Dermatology

（1341-5530）21巻2号

Page125（2011.09）

臨床病理レビュー

（1345-9236）147号

Page216-221（2011.02）

児童青年精神医学とその近接領域

（0289-0968）52巻3号

Page238-243（2011.06）

厚生の指標

（0452-6104）58巻8号

Page15-22（2011.08）

著者（所属）

小出大介（東京大学大学

院 医学系研究科 臨床疫

学システム講座）

伊藤眞一（伊藤内科クリ

ニック）

中西毅（浜松大学 保健

医療学部作業療法学科）

田代博嗣（日本医科大学

皮膚科）

和田英夫（三重大学大学

院 医学系研究科 病態解

明医学講座検査医学），

野間桂

福田祐典（厚生労働省

精神・障害保健課）

須賀万智（東京慈恵会医

科大学医学部医学科環

境保健医学），赤沢学，

池田俊也，五十嵐中，

小林美亜，佐藤敏彦，

白岩健，杉森裕樹，田倉

智之，種市摂子，平尾

智広，和田耕治

医療経済関係研究論文（12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
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医療費削減の観点からの人間ドック

健診の医療経済学的検討

テーラーメードの人間ドック健診の

確立をめざして 人間ドック健診と

医療経済

福祉・保健・医療政策と高度福祉専

門職の養成と研修体制

戦後沖縄の保健・医療行政（その5）

本土復帰にともなう制度の「一体化」

医療経済 病院経営と医療行政　立

ち入り検査、診療報酬の指導、レセ

プト審査　褥瘡ハイリスク患者ケア

加算の査定問題を読み解く

医療経済 診療報酬制度が異なる急

性期病棟と療養型病棟の医療経済か

らみた褥瘡対策の課題

医療経済 深部褥瘡患者に対する医

療資源の投入量と病院経営への影響

について

本学における生体肝移植の治療成績

と医療経済

大腸pSM癌に対する術後サーベイラ

ンスは必要か? 生存と医療経済か

ら見た検討

急性虫垂炎手術時Wound Protector

使用によるSurgical site infection予

防効果と医療経済

福岡県医療実態調査からみた地域医

療政策研究の地域的課題

福井敏樹（NTT西日本高

松診療所 予防医療セン

ター），山内一裕，丸山

美江，高橋英孝，山門

實

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）

阿部實（日本社会事業大

学社会福祉学部）

杉山章子（日本福祉大学）

高水勝（スリーエムヘル

スケア 医療用製品事業

部セールス&amp;マーケ

ティングオペレーション

部）

祖父江正代（JA愛知県

厚生連江南厚生病院 看

護管理室）

宇都由美子（鹿児島大学

大学院 医歯学総合研究

科医療システム情報学）

脇山茂樹（東京慈恵会医

科大学 外科学講座 肝胆

膵外科），石田祐一，北

嘉昭，筒井信浩，坂本

太郎，後町武志，広原

鍾一，三澤健之，矢永

勝彦

飯田修史（慶応義塾大学

外科），長谷川博俊，石井

良幸，遠藤高志，岡林

剛史，内田寛，林竜平，

北川雄光

向田和明（宮城社会保険

病院 外科），三好永展，

井伊貴幸，安西良一，

丹野弘晃

大坪浩一（国立保健医療

科学院技術評価部）

人間ドック
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日本消化器外科学会

総会65回
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日本消化器外科学会

総会65回
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日本消化器外科学会

総会65回
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今日から役立つ臨床疫学（第13回）

疫学データを用いた医療経済学分析

について

今日の処方と明日の医学（第17回）

英国における【経済評価の政策的利

用】

注目すべき肺炎球菌ワクチン

最適な高血圧治療を目指して（セッ

ション2）ARBのBest Partnerを考

える　RA系抑制薬のベストパート

ナーはCa拮抗薬である

師長の言っていることが分かる! 実

感! 病院経営用語（第2回）患者単

価

プロスタグランジン関連薬の滴下可

能期間と1日薬剤費の比較

戦略企画会議から　医療における費

用効果分析と白内障手術

多規格が併売されている注射用抗が

ん剤の最適な採用戦略に関する研究

精神看護実践のアウトカム評価

水痘ワクチンの定期接種化に関する

医療経済分析

新薬紹介（No.1）慢性特発性血小

板減少性紫斑病治療薬　エルトロン

ボパグオラミン

著者（所属）

小出大介（東京大学大学

院 医学系研究科 臨床疫

学システム講座）

葛西美恵（国際医療福祉

大学大学院）

尾内一信（川崎医科大

学小児科学講座）

久代登志男（日本大学医

学部附属総合健診セン

ター）

木村憲洋（高崎健康福祉

大学 健康福祉学部 医療

情報学科）

冨田隆志（広島大学病

院 薬剤部），櫻下弘志，

池田博昭，塚本秀利，

木平健治

平塚義宗（国立保健医療

科学院 医療・福祉サー

ビス研究部），山田昌和，

村上晶，山下英俊，大橋

裕一

小野尚志（旭川医科大学

附属病院 薬剤部），粟屋

敏雄，都築仁美，須野学，

山下恭範，大滝康一，

田崎嘉一，松原和夫

リチャード・ヤキモ（米

国）

須賀万智（東京慈恵会医

科大学医学部医学科環

境保健医学），赤沢学，

池田俊也，五十嵐中，

小林美亜，佐藤敏彦，

白岩健，杉森裕樹，田倉

智之，種市摂子，平尾

智広，和田耕治

北原光夫（農林中央金庫

健康管理室）
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日本医事新報
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Medicina

（0025-7699）48巻10号
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日本小児科医会会報

（0912-1781）40号

Page98-100（2010.10）

血圧

（1340-4598）18巻9号

Page883-886（2011.09）

達人ナース：経験知の伝授誌

（0916-6580）32巻5号

Page74-75（2011.09）

あたらしい眼科

（0910-1810）28巻8号

Page1179-1181（2011.08）

日本眼科学会雑誌

（0029-0203）115巻8号

Page730-734（2011.08）

医療薬学

（1346-342X）37巻8号

Page467-474（2011.08）

日本精神保健看護学会誌

（0918-0621）20巻1号

Page55-61（2011.07）

厚生の指標

（0452-6104）58巻8号

Page15-22（2011.08）

日本医師会雑誌

（0021-4493）140巻5号

Page1034-1035（2011.08）

論文種別

解説

解説

解説

解説

解説

原著論文／

比較研究

解説

原著論文／

比較研究

解説

原著論文／

比較研究

解説

臨床経済学・薬剤経済学
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2011322193

2011321795

2011321793

2011321774

2011321717

2011321371

2011319742

2011314520

2011314069

薬価制度と流通取引問題　医薬品流

通研究会報告

フィジカルアセスメントを伴った薬

剤師の介入による降圧剤処方の見直

し

サンフランシスコ湾地域の粒子線加

速器研究センター（SPARC）スタ

ンフォード/SLACとLBNL/UCSF間

の共同成果

開業医の高血圧診療におけるARB/

カルシウム拮抗薬配合剤の有用性と

患者満足度

ARB+CCB配合剤の高血圧治療にお

ける有用性　ユニシア配合錠を使用

した患者における実臨床検討報告

【軽度～中等度認知症医療における

問題点と課題】

認知症診療にかかわる諸問題　精神

科医の立場から

アルコール問題で悩むあなたへ…

歯科医院の税務調査（2）

病院移転後の体圧分散寝具管理シス

テムに関する費用対効果の検討

エビデンスに基づくQALY（Quality

Adjusted Life Years）の向上を目指

したがん医療

末梢性神経障害性疼痛に対する

Pregabalinの費用対効果分析

三村優美子（青山学院大

学経営学部）

大嶋繁（城西大学 薬），

小田藍，吉田多恵子，

小平詔子，柴田美帆，

小川郁男，大野泰規，

山本啓二，白幡晶，小林

大介

Roach IIIMack（米国）

今城保定（今城クリニッ

ク），南大阪高血圧研究

会

原政晴（花輪病院内科）

小阪憲司（メディカルケ

アコートクリニック）

大田房子（豊見城断酒家

族会）

今村正（税理士今村正会

計事務所）

佐々木貴代（日本赤十字

社医療センター看護部），

伊藤麻紀，大沢順子，

今門純久

中村祐輔（東京大学医科

学研究所 ヒトゲノム解

析センター）

池田俊也（国際医療福祉

大学 薬学部 薬学科），

小川節郎，細川豊史，

村川和重，堀田饒，紺野

愼一，高橋和久，菊地

臣一，花岡一雄，小林

慎

医療と社会

（0916-9202）21巻2号

Page137-162（2011.07）

薬局薬学

（1884-3077）3巻1号

Page39-44（2011.03）

重粒子医科学センター

シンポジウム10回

Page74-80（2011.01）

Progress in Medicine

（0287-3648）31巻8号

Page1973-1978（2011.08）

Progress in Medicine

（0287-3648）31巻8号

Page1959-1964（2011.08）

Progress in Medicine

（0287-3648）31巻8号

Page1839-1843（2011.08）

沖縄県医師会報

（0917-1428）47巻9号

Page986-987（2011.09）

DENTAL DIAMOND

（0386-2305）36巻12号

Page96-98（2011.09）

日本褥瘡学会誌

（1345-0417）13巻3号

Page463（2011.07）

日本消化器外科学会総

会65回

Page3（2010.07）

薬剤疫学

（1342-0445）16巻1号

Page1-9（2011.07）

解説

原著論文

解説

原著論文／

比較研究

原著論文／

比較研究

解説／
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2011309012

2011309011
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【高精度治療および短期照射治療に

伴う有害事象】

乳房短期照射法の有害事象の検討

サービス付き高齢者向け住宅におけ

る各種支援策と住宅費用に関する考

察

配合点眼薬の薬剤費に及ぼす影響に

ついて

時間外受診、高度医療機関受診に関

するWTP調査

予防接種の費用対効果を評価するた

めの統一的指針の開発

電子カルテ警告システムを用いた医

学管理料算定支援による増収の試み

【徹底!被ばく低減化計画】（Part 1）

放射線防護と管理　Clinical Report

Reasonableな放射線防御法を導入

して　慈恵医大におけるラドネック

の使用経験

【PACS Innovation】（Part 1）

Tablet PCとクラウドサービスの最前

線　PACSの危機管理　震災対策・

計画停電にクラウドサービスは利活

用できるか

レミフェンタニルを基盤とした全身

麻酔の費用対効果に関する解析　日

本ヘルスケアシステム下における臨

床経済学的調査（Analysis of the cost-

effectiveness of remifentanil-based

general anesthesia: a survey of clini-

cal economics under the Japanese

health care system）（英語）

唐澤久美子（順天堂大学

大学院 医学研究科 放射

線医学講座），平井崇久，

北條秀博，久能木裕明，

伊沢博美，廣渡寿子，

古谷智久，笹井啓資，

小澤修一，黒河千恵，

杉本聡

井上由起子（国立保健医

療科学院 医療・福祉サー

ビス研究部），富安亮輔

浦本太一郎（望星薬局），

佐藤久徳，西郷勝行，

石塚英夫

濱田啓義（京都大学大学

院 医学研究科 医療経済

学），関本美穂，今中

雄一，安川文朗

池田俊也（国際医療福祉

大学薬学部），小林美亜，

須賀万智，杉森裕樹，

田倉智之，平尾智広

福嶋実（京都大学医学部

附属病院 診療報酬業務

センター），田村寛，大井

美香子，村野博信，岩室

茉莉子

大木隆生（東京慈恵会医

科大学 外科学講座 血管

外科）

坂本博（東北大学病院

診療技術部）

Nakada Takeo（東京医

科歯科大学 医歯学総合

研究科 政策科学分野），

Ikeda Daisuke，

Yokota Miyuki，

Kawahara Kazuo

臨床放射線

（0009-9252）56巻8号

Page951-956（2011.08）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page170（2011.07）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page107（2011.07）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page93（2011.07）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page91（2011.07）

診療情報管理

（1883-7972）23巻1号

Page57-61（2011.06）

Rad Fan

（1348-3498）9巻8号

Page62-63（2011.06）

Rad Fan

（1348-3498）9巻8号

Page50-52（2011.06）

Journal of Anesthesia

（0913-8668）24巻6号

Page832-837（2010.12）

解説／

特集

会議録

会議録

会議録

会議録

原著論文

解説／

特集

解説／

特集

原著論文／

ランダム化

比較試験



文献番号

2011326103

医療費

タイトル

インシデントレポート・医事管理デ

ータによる転倒・転落に起因する追

加的医療費算出の試み

著者（所属）

江上廣一（聖マリア病

院 医療の質管理本部），

廣瀬昌博，竹村匡正，

岡本和也， 津田佳彦，

大濱京子，本田順一，島

弘志，今中雄一，吉原

博幸

出典

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻3号

Page157-169（2011.07）

論文種別

原著論文

文献番号

22011332499

2011324565

2011324375

2011311678

2011311639

2011310044

2011310043

2011310042

2011310041

タイトル

ベルギーにおける周産期医療制度と

助産師の教育制度

高齢社会の医療制度と性差の関与

障害者の地域におけるスポーツ活動

への医療保険適用の功罪　ドイツに

おける近年の状況から

医療保険者の役割機能拡大による新

たな慢性疾患ケア提供モデルの構築

地域医療と医療制度に関する高齢者

の意識

各国の医療保険制度と痛みの治療現

状 カナダの保健医療体制における

パリアティブケア医療（Practicing

palliative care medicine in the Cana-

dian health care system）（英語）

各国の医療保険制度と痛みの治療現

状 韓国における保健医療体制と疼

痛治療（Health care system and

pain therapy in Korea）（英語）

各国の医療保険制度と痛みの治療現

状中国疼痛医学の発展と進歩

各国の医療保険制度と痛みの治療現

状 日本における医療保険制度と痛

みの治療の現状について（英語）

著者（所属）

齋藤いずみ（神戸大学大

学院 保健学研究科 看護

学領域）

河原和夫（東京医科歯科

大学大学院 医歯学総合

研究科 環境社会医歯学

系専攻 医療政策学講座

政策科学分野）

奥田睦子（金沢大学）

森山美知子（広島大学大

学院保健学研究科）

安川文朗（熊本大学大学

院 社会文化科学研究科），

関本美穂，濱田啓義

Tarumi Yoko（カナダ）

MoonDong Eon（韓国）

Fan Bifa（中華人民共和

国）

細川豊史（京都府立医科

大学 疼痛緩和医療学講

座）

出典

母性衛生

（0388-1512）52巻3号

Page230（2011.09）

日本女性医学学会雑誌

（2185-8861）19巻1号

Page153（2011.04）

リハビリテーションスポーツ

（1347-1201）30巻1号

Page53（2011.06）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page104（2011.07）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page64（2011.07）

日本ペインクリニック学会誌

（1340-4903）18巻3号

Page178-179（2011.06）

日本ペインクリニック学会誌

（1340-4903）18巻3号

Page178（2011.06）

日本ペインクリニック学会誌

（1340-4903）18巻3号

Page176-178（2011.06）

日本ペインクリニック学会誌

（1340-4903）18巻3号

Page176（2011.06）

論文種別

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

医療保障制度



文献番号

2011335463

2011325624

2011323885

2011320474

2011311757

2011311734

2011310001

2011309666

タイトル

医療BSC基礎講座 BSCにおける予

算管理と原価計算

薬価制度と流通取引問題　医薬品流

通研究会報告

診療報酬明細書における性感染症の

記載状況に関する検討

製薬企業の暴利を是正し薬を国民の

ものに　高薬価構造を改め患者負担

の軽減と診療報酬の改善を

レセプト情報二次利用としての原価

計算の試み

必要付加価値額と診療モデル原価を

用いた病院予算編成と経営管理・目

標管理の試み

電子カルテアクセスログと実施デー

タによるDPC別人件費推定と原価

計算

外来保険診療請求業務における診療

情報管理士の存在価値とは　診療報

酬審査委員会増減点査定通知書から

の一報告

著者（所属）

高橋淑郎（日本大学 商

学部）

三村優美子（青山学院

大学経営学部）

谷原真一（福岡大学 医

学部 衛生・公衆衛生学

講座），岡本悦司，今任

拓也，百瀬義人，宮崎

元伸，畝博

廣田憲威（全日本民医連

事務局）

野坂秀行（社会保険小倉

記念病院），當間敦子

菊地隆（聖マリアンナ

医科大学 総合企画室），

小宮清

岩渕勝好（山形市立病

院済生館 呼吸器内科），

片桐茂，平川秀紀

村嶌秀徳（埼玉医科大

学附属病院 診療情報管

理室），木下俊介，加瀬

康弘，奥富篁幸，里見

昭，片山茂裕

出典

病院

（0385-2377）70巻10号

Page792-795（2011.10）

医療と社会

（0916-9202）21巻2号

Page137-162（2011.07）

厚生の指標

（0452-6104）58巻6号

Page21-26（2011.06）

医学評論

（0019-1574）111号

Page32-35（2011.08）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page184（2011.07）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page161（2011.07）

全国自治体病院協議会雑誌

（0389-1070）50巻7号

Page1126-1133（2011.07）

診療情報管理

（1883-7972）23巻1号

Page72-76（2011.06）

論文種別

解説

解説

原著論文／

比較研究

解説

会議録

会議録

原著論文

原著論文

診療報酬・薬価

2011303777 非償還制医療制度下での転移性乳癌

患者の第一選択治療としてトラツス

マブとドセタキセルにカペシタビン

を追加した場合の経済的影響（The

Economic Impact of Adding

Capecitabine to a Trastuzumab and

Docetaxel Combination in the First-

line Treatment of Metastatic Breast

Cancer Patients in a Non-reim-

bursable Healthcare System（The

Philippines））（英語）

Tioleco P.S.（フィリピン），

Nilo G.S., 

Tanael S.B.

Japanese Journal of

Clinical Oncology

（0368-2811）41巻3号

Pagei3（2011.03）

会議録



文献番号

2011326058

2011325628

2011325627

2011325623

2011324716

2011324463

2011320475

2011320474

2011311646

2011309202

2011306217

2011305010

タイトル

アンメット・メディカル・ニーズへ

の対応の現状と問題点　ドラッグ・

ラグの観点から

企業の外部資源利用に関する分析法

医薬品産業への適用

医薬品企業のCSR活動が医師の医

療用医薬品選定に与える影響に関す

る探索的研究

ドイツ医療関連同族大企業の企業統

治　メルク株式合資会社とフレゼニ

ウスSE社

【感染症サーベイランス-その役割と

展望】

それぞれの機関が果たす役割　学会

透析液濃度確認方法の標準化 透析

液メーカーにおける濃度測定と評価

医薬品産業の動向と業界再編　製薬

企業労働者の実態と取り組み

製薬企業の暴利を是正し薬を国民の

ものに　高薬価構造を改め患者負担

の軽減と診療報酬の改善を

医療分野における「組織の健康診断」

産業界の取り組みの活用

医学教育における利益相反 医学教

育における利益相反とは　オーバー

ビュー

ファーマコゲノミクスの臨床応用と

その展開 製薬企業におけるPGxの

取組み現状と課題

アジアのファーマコヴィジランスに

ついて

著者（所属）

中矢雄太（内閣府），内閣

府食品安全委員会事務局

評価課

高橋秀直（北九州市立大

学マネジメント研究科）

島田智明（神戸大学大

学院 経営学研究科），

瓜生原葉子

吉森賢（横浜国立大学）

渡辺彰（東北大学加齢医

学研究所 抗感染症薬開

発研究部門）

川上隆生（扶桑薬品工業

研究開発センター 品質

管理部門）

荒木茂仁（全国薬業労働

者連絡会議事務局）

廣田憲威（全日本民医連

事務局）

野村眞弓（ヘルスケアリ

サーチ），三谷洋，川路

明人

宮田靖志（北海道大学病

院 地域医療指導医支援

センター）

劉世玉（武田薬品工業日

本開発センタークリニカ

ルデータサイエンス部）

スチュワート・ギリー

（エーザイ 信頼性保証本

部）

出典

医薬ジャーナル

（0287-4741）47巻8号

Page2031-2034（2011.08）

医療と社会

（0916-9202）21巻2号

Page205-219（2011.07）

医療と社会

（0916-9202）21巻2号

Page189-203（2011.07）

医療と社会

（0916-9202）21巻2号

Page121-135（2011.07）

臨床と微生物

（0910-7029）38巻4号

Page325-328（2011.07）

日本血液浄化技術学会会誌

（2185-5927）18巻2号

Page40-42（2010.10

医学評論

（0019-1574）111号

Page36-39（2011.08）

医学評論

（0019-1574）111号

Page32-35（2011.08）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻

Suppl. Page72（2011.07）

医学教育

（0386-9644）42巻

Suppl. Page46（2011.07）

家族性腫瘍

（1346-1052）11巻2号

PageA21-A22（2011.05）

医薬品医療機器

レギュラトリーサイエンス

（1884-6076）42巻5号

Page403-406（2011.05）

論文種別

解説

解説

原著論文

解説

解説／

特集

解説

解説

解説

会議録

会議録

会議録

総説

医療関連ビジネス

文献番号

2011326100

医業経営

タイトル

病院経営におけるコスト構造の定量

分析　国立病院機構の黒字病院と赤

字病院とのグループ間比較

著者（所属）

下村欣也（兵庫医科大

学大学院），久保亮一

出典

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）48巻3号

Page129-136（2011.07）

論文種別

原著論文



2011303679 製薬会社の使用成績調査（DUS）デ

ータの統合（Integration of Drug Use-

Results Survey（DUS）Data of a

Pharmaceutical Manufacturer）（英語）

Matsushita Yasuyuki（第

一三共品川研究開発セン

ター），

Sugihara Masahiro，

Kawasugi Kaname

薬剤疫学

（1342-0445）15巻2号

Page61-71（2011.02）

原著論文


