
医療経済関係研究論文（11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

2017342307 【乳癌ゲノム医療最前線-臨床応用は
どこまで進んだか】 医療経済の視点
を踏まえた乳癌ゲノム医療

中川 千鶴子（聖路加国
際病院 乳腺外科）， 山内 
英子

カレントテラピー
（0287-8445）35巻9
号 Page873-876

（2017.09）

解説/
特集

2017336482 【多機能型精神科診療所を考える-地
域包括ケアの未来像】 多機能垂直統
合を精神科医療政策との関わりから
考える

福田 祐典 精神医療（0919-0546）
87号 Page018-027

（2017.07）

解説/
特集

2017331038 慢性肝疾患関連患者のQOLスコア
を用いた広島県における治療導入の
医療経済評価に関する研究

海嶋 照美（広島大学大
学院 医歯薬保健学研究
科 疫学・疾病制御学）， 
秋田 智之， 大久 真幸， 
坂宗 和明， 栗栖 あけ
み， 杉山 文， 相方 浩， 
茶山 一彰， 田中 純子

肝臓（0451-4203）58
巻Suppl.1 Page A249

（2017.04）

会議録

2017327106 厚生労働省の医療政策の現状 吉川 裕貴（厚生労働省 
医政局 医事課）

医学教育（0386-9644）
48巻1号 Page34

（2017.02）

会議録

2017324633 【肺がん-個別化医療の時代】 高額が
ん治療薬と医療経済

泉 孝英（京都大学） カレントテラピー
（0287-8445）35巻8
号 Page755-761

（2017.08）

解説/
特集

2017322497 【TNF阻害剤の可能性を再考する】 
Ps領域　乾癬治療と医療経済

今福 信一（福岡大学 
医学部 皮膚科学教室）

クリニシアン（0387-
1541）64巻7号 
Page651-654

（2017.07）

解説/
特集



2017319434 【骨軟部腫瘍の診断と治療】 （Part3）
臨床<治療>　骨軟部腫瘍診療の医
療経済学

池上 政周（東京大学医
学部附属病院 整形外科・
脊椎外科）， 小林 寛， 大
隈 知威， 五嶋 孝博， 田
中 栄

Bone Joint Nerve
（2186-1110）7巻3号 
Page515-520

（2017.07）

解説/
特集

2017315363 DPC時代における医療経済の視点
から考えた腹腔鏡下大腸切除術の利
点

松橋 延壽（岐阜大学 腫
瘍外科）， 高橋 孝夫， 吉
田 和弘

日本大腸肛門病学会雑
誌（0047-1801）70巻
5号 Page365

（2017.05）

会議録

2017313241 LPEC法と従来法との比較（医療経
済と手術手技修練）　一般病院小児
外科におけるBSC活動の試み

北原 修一郎（長野赤十
字病院 小児外科）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）53巻3
号 Page772

（2017.05）

会議録

2017309129 医療経済評価の基礎知識（Basic 
Knowledge of Health Economic 
Evaluation）

Takura Tomoyuki（Osa-
ka University Graduate 
School of Medicine）

日本医学放射線学会学
術集会抄録集（0048-
0428）76回 Page 
S140（2017.02）

会議録

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

2017342307 【乳癌ゲノム医療最前線-臨床応用は
どこまで進んだか】 医療経済の視点
を踏まえた乳癌ゲノム医療

中川 千鶴子（聖路加国
際病院 乳腺外科）， 山内 
英子

カレントテラピー
（0287-8445）35巻9
号 Page873-876

（2017.09）

解説/
特集

2017341867 ガスレス・シングルポート・ロボサ
ージャン手術の現状と将来　人工知
能自動手術の夢

木原 和徳（東京医科歯
科大学大学院 腎泌尿器
外科）

日本ミニマム創泌尿器
内視鏡外科学会雑誌

（1883-5465）9巻1号 
Page77-83（2017.08）

解説

2017341830 膀胱全摘除・膀胱部分切除・尿路
再建　ロボット手術膀胱全摘除術

古家 琢也（弘前大学大
学院 医学研究科 泌尿器
科学講座）， 相馬 理， 松
本 哲平， 山本 勇人， 今
井 篤， 畠山 真吾， 米山 
高弘， 橋本 安弘， 大山 
力

日本ミニマム創泌尿器
内視鏡外科学会雑誌

（1883-5465）8巻1号 
Page131-134

（2016.07）

解説

2017340862 Nivolumabの位置づけ 白石 英晶（国立がん研
究センター中央病院 呼
吸器内科）， 後藤 悌

肺癌（0386-9628）57
巻2号 Page81-87

（2017.04）

総説



2017340838 看護部長のためのセレンディピティ
マネジメント　成功を引き寄せる能
力の磨き方（第15回）　戦略的思考
シリーズ　診療報酬改定までのプロ
セスを把握し脅威に備える　2018
年度同時改定に向けた準備　看護部
長の視点からの傾向と対策（1）

佐藤 美香子（三和会東
鷲宮病院 看護部）

看護部長通信15巻3号 
Page57-64（2017.08）

解説

2017340668 【血友病診療update　現状と今後の
課題】 血友病の定期補充療法

長江 千愛（聖マリアン
ナ医科大学 小児科）

日本血栓止血学会誌
（0915-7441）28巻4
号 Page460-471

（2017.08）

解説/
特集

2017339632 生薬国内生産の現状と問題 山岡 傳一郎（愛媛県立
中央病院 漢方内科）， 伊
藤 隆， 浅間 宏志， 佐橋 
佳郎， 三谷 和男， 姜 東
孝， 安井 廣迪， 渡辺 均

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）68巻3
号 Page270-280

（2017.07）

総説

2017339294 白内障手術患者への入院前から退院
まで一貫した薬剤管理業務の取り組
みとその評価

野村 理恵（国立病院機
構千葉医療センター 薬
剤部）， 内田 里香， 赤木 
圭太， 加藤 一郎

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）53巻8
号 Page998-1002

（2017.08）

原著論文

2017339097 【後発医薬品の現状と今後のあり方】 
OECD諸国における後発医薬品の普
及率

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部公衆衛生
学）

ファルマシア（0014-
8601）53巻8号 
Page790-792

（2017.08）

解説/
特集

2017339093 【後発医薬品の現状と今後のあり方】 
後発医薬品の使用促進における政府
の取組

嶋田 勝晃（厚生労働省 
医政局 経済課）

ファルマシア（0014-
8601）53巻8号 
Page771-775

（2017.08）

解説/
特集

2017339018 【OTC医薬品の現状と将来】 OTC医
薬品の将来展望

西沢 元仁（日本OTC医
薬品協会）

臨床医薬（0910-8211）
33巻7号 Page541-
547（2017.07）

解説/
特集

2017339016 【OTC医薬品の現状と将来】 OTC医
薬品を理解する

黒川 達夫（日本OTC医
薬品協会）， 西沢 元仁

臨床医薬（0910-8211）
33巻7号 Page526-
534（2017.07）

解説/
特集

2017338979 初収載ジェネリックPICK UP　どれ
を選ぶ?　新しく薬価収載された注
目ジェネリックの選択のポイント!

堀川 壽代（光栄堂薬局） 薬事（0016-5980）59
巻11号 Page2305-
2312（2017.08）

解説

2017338474 永続的な経営につなげる施設計画 岡田 哲（慶応義塾大学
大学院 健康マネジメン
ト研究科）

熊精協会誌172号 
Page46-63（2017.07）

解説

2017338200 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3回]　最適使用推進ガイ
ドラインの活用と地域での治癒率向
上に向けた取り組み

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37号 
Page40-41（2017.07）

解説



2017336756 現在の薬価政策議論に基づくEF-
PIA/QuintilesIMS共同医薬品市場シ
ミュレーション（2016-2026年 ）　
イノベーション評価の余地は十分に
存在する

オーレ・ムルスコウ・ベ
ック （欧州製薬団体連合
会）

社会保険旬報（1343-
5728）2682号 
Page18-21（2017.07）

解説

2017336074 維持血液透析患者に対するdarbepo-
etinからepoetin beta pegolへ切り
替え、月1回と月2回投与をヘプシ
ジン25・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

腎と透析（0385-2156）
83巻1号 Page122-
126（2017.07）

原著論文/
準ランダム
化比較試験

2017335877 医療技術評価と費用対効果分析の
基礎

石田 博（山口大学大学
院 医学系研究科 医療情
報判断学分野）

山口県医学会誌（0289-
6575）51号 Page30-
37（2017.03）

解説

2017335830 ジェネリック医薬品 深澤 雅則（北海道医師
会）

北海道医報（0913-
0217）1186号 
Page3-5（2017.07）

解説

2017334676 クリニックのためのIT導入ガイド
（第16回）　遠隔診療　遠隔診療の
現状と展望

大西 大輔（MICTコンサ
ルティング）

INNERVISION（0913-
8919）32巻7付録 
Page44-45（2017.06）

解説

2017333385 薬局薬剤師の関与による残薬調整か
ら処方変更への実践　かかりつけ薬
剤師関与によって減薬はできるか

大貫 ミチ（薬樹薬局宮
前2号店）， 勝俣 那穂子， 
木下 達也

アプライド・セラピュ
ーティクス（1884-
4278）8巻1号 
Page29-34（2016.10）

原著論文

2017331582 10年後に病理医は何をしているの
か　技術革新を踏まえ、病理医が担
っている役割が10年後も求められ
ているかを予想し、病理の本質を考
えていくためのヒントを見出す　医
療技術の費用対効果

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本病理学会会誌
（0300-9181）106巻1
号 Page245

（2017.03）

会議録

2017327130 コンピューターを超える医師 諸見里 拓宏（沖縄県立
南部医療センター・こ
ども医療センター 腎・
リウマチ内科）

沖縄県立南部医療セン
ター・こども医療セン
ター雑誌（1882-2479）
10巻1号 Page27-31

（2017.03）

解説

2017327084 後発医薬品および一般用医薬品（ス
イッチOTC医薬品）の患者費用負担
比較研究　クロモグリク酸ナトリウ
ム含有点眼剤

中島 正登（明治薬科大
学附属薬局）， 野澤 充， 
後藤 美穂， 和田 侑子， 
下川 健一， 石井 文由

日本地域薬局薬学会誌
（2187-7823）4巻2号 
Page23-33（2016.12）

原著論文

2017326990 バイオシミラー使用促進に関する使
用者から見た課題　医師・薬剤師・
患者の意識と理解（バイオシミラー
の経済効果と課題を含む）　バイオ
シミラー使用促進の経済効果と課題

坂巻 弘之（医療経済研
究機構）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page129-
134（2017.02）

解説



2017326989 バイオシミラー使用促進に関する使
用者から見た課題　医師・薬剤師・
患者の意識と理解（バイオシミラー
の経済効果と課題を含む）　病院薬
剤師から見た課題

高橋 弘充（東京医科歯
科大学医学部附属病院）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page127-
128（2017.02）

解説

2017326986 バイオシミラーの開発、承認と市販
後　日本のバイオシミラーの現状と
論点

松崎 淳一（中外製薬 渉
外調査部）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page116-
117（2017.02）

解説

2017326983 バイオシミラーの開発、承認と市販
後　バイオシミラーの現状と課題　
事業参入の側面から

加藤 勝之（バイオシミ
ラー協議会）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page107-
108（2017.02）

解説

2017326982 バイオシミラーの開発、承認と市販
後　バイオシミラーの現状と課題

南部 静洋（バイオシミ
ラー協議会）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page102-
106（2017.02）

解説

2017326599 日本人の乾癬患者における治療満足
度、支払い意思額、QOL（Treatment 
satisfaction， willingness to pay 
and quality of life in Japanese pa-
tients with psoriasis）（英語）

M a s a k i  S a o r i
（D e p a r t m e n t o f 
Dermatology， Fukuoka 
University）， Tatsukawa 
R y o k o， U r y u M i k i， 
Takahara Masakazu， 
F u r u e M a s u t a k a， 
Ohata Chika， Nakama 
T a k e k u n i， H i n o 
Ryosuke， Nakamura 
Motonobu， Nakayama 
J u i c h i r o， I m a f u k u 
Shinichi

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）44巻2号 
Page143-146

（2017.02）

原著論文/
比較研究

2017326489 スペインにおける2004〜2011年の
アスベスト関連疾患の医療コスト

（Medical costs of asbestos-related 
diseases in Spain between 2004 
and 2011）（英語）

G a r c i a - G o m e z 
Montserrat（Ministry of 
Health， Social Services 
and Equality）， Garrido 
Rosa Urbanos， Lopez 
Rosario Castaneda， 
Menendez -Nava r r o 
Alfredo

Industrial Health
（0019-8366）55巻1
号 Page3-12

（2017.01）

原著論文

2017325653 日本の小児病院における緑膿菌に対
する広域スペクトラム抗菌薬使用の
電子化された事前許可制の影響（Im-
pact of computerized pre-authori-
zation of broad spectrum antibiot-
ics in Pseudomonas aeruginosa at 
a children's hospital in Japan）（英
語）

H o r i k o s h i Y u h o
（Division of Infrctious 
Diseases， Department 
of Pediatrics， Tokyo 
Metropolitan Children's 
M e d i c a l C e n t e r）， 
Higuchi Hiroshi， Suwa 
Junichi， Isogai Mihoko， 
Shoji Takayo， Ito Kenta

Journal of Infection 
and Chemotherapy

（1341-321X）22巻
7-8号 Page532-535

（2016.08）

原著論文



2017325367 質量分析計による菌種の迅速同定と
感染症診療における意義

大楠 清文（東京医科大
学 微生物学分野）

呼吸器内科（1884-
2887）32巻2号 
Page183-190

（2017.08）

解説

2017324510 医薬品政策をめぐる国際動向と政策
決定プロセスの変化

小野崎 耕平（日本医療
政策機構）

病院（0385-2377）76
巻8号 Page625-629

（2017.08）

解説

2017323432 【抗菌薬-その常識は正しいか?-】 使
用法・評価など　その常識は正しい
か?　de-escalation って本当にでき
るのか?できる条件があるとすれば
何か?

佐藤 公則（長野県立こ
ども病院 小児集中治療
科）， 笠井 正志

救急・集中治療（1346-
0935）29巻7-8号 
Page577-583

（2017.07）

Q&A/
特集

2017322497 【TNF阻害剤の可能性を再考する】 
Ps領域　乾癬治療と医療経済

今福 信一（福岡大学 医
学部皮膚科学教室）

クリニシアン（0387-
1541）64巻7号 
Page651-654

（2017.07）

解説/
特集

2017321988 【病院における設備投資の考え方と
その実行】 新築移転後の施設基準取
得による収入効果の検証

矢島 健二（協友会彩の
国東大宮メディカルセ
ンター）

病院羅針盤8巻107号 
Page20-26（2017.07）

解説/
特集

2017321987 【病院における設備投資の考え方と
その実行】 2040年を見据えた設備
投資　高度急性期からリハビリテー
ション、在宅までの垂直統合

寺田 文彦（近森会） 病院羅針盤8巻107号 
Page11-19（2017.07）

解説/
特集

2017321595 保険薬局におけるインフルエンザ患
者の患者背景に関する調査と薬剤師
の役割

岡田 賢二（横浜薬科大
学 実務実習センター）， 
宮田 祥一， 藤原 英憲， 
野崎 芳雄， 植沢 芳広， 
佐川 賢一

日本地域薬局薬学会誌
（2187-7823）5巻1号 
Page 要44（2017.07）

会議録

2017321418 【CKD患者におけるリン】 CKD患者
における骨・リン代謝異常の治療　
二次性副甲状腺機能亢進症に対する
副甲状腺摘出術

安永 親生（済生会八幡
総合病院 腎センター）， 
吉松 正憲

腎と透析（0385-2156）
83巻1号 Page99-104

（2017.07）

解説/
特集

2017320277 【精神疾患における社会機能-いかに
して評価して、治すのか】 不安症群

（不安障害）における社会機能障害　
QALYs（質調整生存年）の観点から

関 陽一（千葉大学医学
部 附属病院 認知行動療
法センター）， 清水 栄司

精神科（1347-4790）
31巻1号 Page18-22

（2017.07）

解説/
特集

2017320150 乳癌治療におけるバイオ医薬品とバ
イオシミラー

岩瀬 弘敬（熊本大学大
学院 生命科学研究部 乳
腺内分泌外科）， 大橋 隆
久， 田邊 康祐

乳癌の臨床（0911-
2251）32巻3号 
Page231-238

（2017.06）

解説

2017320110 大腸癌死亡率減少のために　日本に
おける内視鏡検診導入の可能性とそ
の是非、費用対効果分析も含めて

関口 正宇（国立がん研
究センター中央病院 検
診センター）， 斎藤 豊， 
松田 尚久

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）59巻6号 
Page1393-1402

（2017.06）

総説



2017319434 【骨軟部腫瘍の診断と治療】 （Part3）
臨床<治療>　骨軟部腫瘍診療の医
療経済学

池上 政周（東京大学医
学部附属病院 整形外科・
脊椎外科）， 小林 寛， 大
隈 知威， 五嶋 孝博， 田
中 栄

Bone Joint Nerve
（2186-1110）7巻3号 
Page515-520

（2017.07）

解説/
特集

2017313814 新生児聴覚スクリーニング実施にお
ける費用対効果の検討

片岡 祐子（岡山大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 耳鼻咽喉・頭頸部外
科）， 菅谷 明子， 西崎 和
則

日本耳鼻咽喉科学会会
報（0030-6622）120
巻4号 Page588

（2017.04）

会議録

2017311105 非扁平上皮非小細胞肺癌治療にお
けるbevacizumabとpemetrexed療
法の費用対効果分析（Cost-effect 
Analyses of Bevacizumab and 
Pemetrexed for Non-Squamous 
Non-Small Cell Lung Cancer in 
Clinical Practice）（英語）

M i y a w a k i T a i c h i
（D e p a r t m e n t o f 
Respiratory， Juntendo 
University Shizuoka 
Hospital）， Yagishita 
S h i g e h i r o， S u z u k i 
Yoshihumi， Matsumoto 
N a o h i s a， H a r a 
Munechika， Iwakami 
Naoko， Fujjii Mitsuhiro， 
Iwakami Shin-ichiro， 
Takahashi Kazuhisa

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）6巻増刊 
Page350（2017.03）

会議録

2017309265 日本における肝細胞癌に対する
EOB-MRIの費用対効果（Cost-effec-
tiveness of EOB- MRI for Hepato-
cellular Carcinoma in Japan）（英
語）

N i s h i e  A k i h i r o
（Department of Clinical 
Rad i o l o g y， Kyushu 
University）， Goshima 
Sa tosh i， Haradome 
Hiroki， Hatano Etsuro， 
Imai Yasuharu， Kudo 
Masatoshi， Matsuda 
Masanori， Motosugi 
Utaroh， Saito Satoshi， 
Yosh im i t su Kengo， 
C r a w f o r d B r u c e， 
K r u g e r E l i z a， B a l l 
Graeme， Honda Hiroshi

日本医学放射線学会学
術集会抄録集（0048-
0428）76回 Page 
S201（2017.02）

会議録

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017336491 医療法施行規則第10条改正と精神
障がい者に対する医療制度における
差別

佐竹 直子（国立精神・
神経医療研究センター
病院）

精神医療（0919-0546）
87号 Page099-103

（2017.07）

解説

2017333444 がんに対する活性化自己リンパ球移
入療法　先進医療制度、再生医療
新法を経験して

山口 佳之（川崎医科大
学 臨床腫瘍学）

日本がん免疫学会総会
プログラム・抄録集21
回 Page64（2017.06）

会議録



2017326876 日本における雇用主提供医療保険を
持つ2型糖尿病患者におけるジペプ
チジルペプチダーゼ-4阻害薬療法の
アドヒアランス（Adherence to di-
peptidyl peptidase-4 inhibitor ther-
apy among type 2 diabetes pa-
tients with employer-sponsored 
health insurance in Japan）（英語）

Kurtyka Karen（Merck）， 
Nishikino Rie， Ito Chie， 
Brodovicz Kim， Chen 
Yong， Tunceli Kaan

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）7巻5号 
Page737-743

（2016.09）

原著論文/
比較研究

2017322099 ドイツにおけるヘルスケア事情　フ
ォーカス!医療保険制度、看護教育、
ホスピス・緩和ケア、高齢者ケア

松崎 礼子（大阪大学歯
学部附属病院）

看護実践の科学（0385-
4280）42巻9号 
Page62-69（2017.08）

解説

2017321704 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6回）（最終回）　地域
包括ケアシステムとは?各病院はど
んな機能を発揮すればよい?"

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

主任看護師: 管理・教
育・業務26巻6号 
Page112-115

（2017.07）

解説

2017320195 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 介護報酬

（介護保険制度）での「褥瘡」の扱い

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page107-110

（2017.06）

解説/
特集

2017320194 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 研修・委員
会

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page99-106

（2017.06）

解説/
特集

2017320193 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 医療機器・
材料　患者自己負担の運用、衛生材
料、スキンケア製品

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page92-98（2017.06）

解説/
特集

2017320192 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 医療機器・
材料　局所陰圧閉鎖療法

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page86-91（2017.06）

解説/
特集

2017320191 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 医療機器・
材料　創傷被覆材

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page78-85（2017.06）

解説/
特集

2017320190 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 訪問看護

（訪問看護管理療養費、WOCNの同
行訪問）

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page72-77（2017.06）

解説/
特集

2017320189 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 在宅関連

（訪問診療・往診、在宅患者訪問褥
瘡管理指導料）

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page64-71（2017.06）

解説/
特集

2017320188 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 退院調整

（退院前訪問指導、退院時共同指導、
退院後訪問指導など）

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page56-63（2017.06）

解説/
特集



2017320187 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 療養病棟、
ケアミックス

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page50-55（2017.06）

解説/
特集

2017320186 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 褥瘡ハイリ
スク患者ケア加算

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page44-49（2017.06）

解説/
特集

2017320185 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 入院基本料

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page36-43（2017.06）

解説/
特集

2017320184 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 医療事故報
告での「褥瘡」の扱い

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page31-35（2017.06）

解説/
特集

2017320183 【保存版　まるわかり　褥瘡に係わ
る医療制度・保険制度】 医療制度・
保険制度に係わる単語の整理

高水 勝（スリーエムジ
ャパンヘルスケアカン
パニー 企画推進部）

WOC Nursing5巻6号 
Page7-30（2017.06）

解説/
特集

2017308222 眼科先進医療の将来 我が国の先進
医療制度の概念

平形 明人（杏林大学） 日本眼科学会雑誌
（0029-0203）121巻
臨増 Page65

（2017.03）

会議録

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017342215 新医薬品の薬価算定方式 荒川 裕司（厚生労働省 
保険局 医療課）

腫瘍内科（1881-6568）
20巻2号 Page153-
157（2017.08）

解説

2017338979 初収載ジェネリックPICK UP　どれ
を選ぶ?　新しく薬価収載された注
目ジェネリックの選択のポイント!

堀川 壽代（光栄堂薬局） 薬事（0016-5980）59
巻11号 Page2305-
2312（2017.08）

解説

2017336756 現在の薬価政策議論に基づくEF-
PIA/QuintilesIMS共同医薬品市場シ
ミュレーション（2016-2026年 ）　
イノベーション評価の余地は十分に
存在する

オーレ・ムルスコウ・ベ
ック （欧州製薬団体連合
会）

社会保険旬報（1343-
5728）2682号 
Page18-21（2017.07）

解説

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017339775 【誤嚥性肺炎と下痢を低減して、病
院経営に貢献する栄養管理をめざす　
経腸栄養のアウトカムとリスク管
理】 実践事例　下剤使用回数と便性
状の改善　経腸栄養患者に対する
PHGG（グアーガム分解物）高含有
流動食による排便コントロールの実
践

萱嶋 裕美（誠和会牟田
病院 栄養管理科）， 義本 
美穂子， 村岡 あゆみ， 
讃井 ひろ子， 藤原 裕
矢， 間 英二， 牟田 和男

栄養経営エキスパート
2巻5号 Page58-62

（2017.09）

原著論文/
特集



2017339774 【誤嚥性肺炎と下痢を低減して、病
院経営に貢献する栄養管理をめざす　
経腸栄養のアウトカムとリスク管
理】 誤嚥性肺炎患者のアウトカム　
経口摂取へ向けた栄養管理のあり方
について

高田 守康（阪南医療福
祉センター阪南中央病
院 栄養科）

栄養経営エキスパート
2巻5号 Page36-41

（2017.09）

原著論文/
比較研究/
特集

2017333645 医師確保に着目した地方自治体病院
の経営について

庄田 圭佑（宮城大学）， 
坂本 眞一郎， 坂本 龍太
郎

日本医療福祉学会全国
学術大会学術報告論文
集（1883-2415）2016
年度 Page25-28

（2016.08）

原著論文

2017319713 往診患者の入院 丹羽 治男（東栄町国民
健康保険東栄病院 内科・
総合診療科）

東三医学会誌39号 
Page92-94（2017.03）

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

2017340851 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第27回）　Trump大統領
誕生から100日の総括

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals60号 
Page24-29（2017.06）

解説

2017340035 SCRUM-Japanの現状と将来展望 大津 敦（国立がん研究
センター東病院）， 後藤 
功一， 吉野 孝之， 岡本 
渉， 土原 一哉

癌と化学療法（0385-
0684）44巻8号 
Page621-626

（2017.08）

総説

2017339018 【OTC医薬品の現状と将来】 OTC医
薬品の将来展望

西沢 元仁（日本OTC医
薬品協会）

臨床医薬（0910-8211）
33巻7号 Page541-
547（2017.07）

解説/
特集

2017338228 あるPharmaceutical Physicianの足
取り

永田 傳（塩野義製薬） お茶の水医学雑誌
（0472-4674）65巻2
号 Page195-207

（2017.07）

総説

2017336756 現在の薬価政策議論に基づくEF-
PIA/QuintilesIMS共同医薬品市場シ
ミュレーション（2016-2026年 ）　
イノベーション評価の余地は十分に
存在する

オーレ・ムルスコウ・ベ
ック （欧州製薬団体連合
会）

社会保険旬報（1343-
5728）2682号 
Page18-21（2017.07）

解説

2017326994 モニター（CRA）の施設サポート状
況に関する調査

山下 敬（ファイザー）， 
河村 裕二， 岡本 学， 丸
山 均， 田中 弘樹

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page183-
200（2017.02）

原著論文

2017326985 バイオシミラーの開発、承認と市販
後　製薬協バイオ医薬品委員会から
見た課題

佐藤 章（第一三共 研究
開発本部プロジェクト
マネジメント部）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page113-115

（2017.02）

解説

2017326984 バイオシミラーの開発、承認と市販
後　バイオ医薬品の開発と製造　協
和発酵キリンを例として

内田 和久（協和発酵キ
リン）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page109-
112（2017.02）

解説



2017326983 バイオシミラーの開発、承認と市販
後　バイオシミラーの現状と課題　
事業参入の側面から

加藤 勝之（バイオシミ
ラー協議会）

臨床医薬（0910-8211）
33巻2号 Page107-
108（2017.02）

解説

2017324453 医薬品製造施設のリスクベースアプ
ローチによるキャリブレーション　
ISPE日本本部メンテナンスCOP（第
8回）　リスクベースアプローチによ
るキャリブレーションがもたらす利
益[最終回]

松木 章洋（三菱ケミカ
ルエンジニアリング）， 
米山 潤平

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻10
号 Page2119-2125

（2017.08）

解説

2017324452 一包化調剤の問題点と展望　薬剤
師を対象としたアンケート調査から

上野 和行（新潟薬科大
学 薬学部）， 佐竹 晴佳， 
佐藤 雄大， 太刀浦 凌， 
小林 真理子

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻10
号 Page2113-2117

（2017.08）

解説

2017324449 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
2）

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10
号 Page2087-2092

（2017.08）

解説

2017324446 若手製剤研究者必読!単位操作から
見た固形製剤（第1回）　製剤の開
発・製造現場と基礎

竹内 洋文（岐阜薬科大
学）， 北村 雅弘， 田原 耕
平， 保地 毅彦

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻10
号 Page2059-2064

（2017.08）

座談会

2017323533 化学療法学会　あすへの提言（第2
部）　抗菌薬開発にかかわる世界の
動向

紺野 昌俊（帝京大学） 日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）65巻4
号 Page531-551

（2017.07）

総説


