
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
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017380494 【救急×家庭医療　よりよい連携を
目指して】 医療経済　家庭医の視点

齋木 啓子（ふれあいフ
ァミリークリニック）

治療（0022-5207）99
巻10号 Page1338-
1341（2017.10）

解説/
特集

2017380493 【救急×家庭医療　よりよい連携を
目指して】 医療経済　救急医の視点

渡瀬 剛人（ワシントン
大学救急医学領域ハー
バービュー・メディカル
センター）

治療（0022-5207）99
巻10号 Page1334-
1337（2017.10）

解説/
特集

2017376918 【高齢化する精神科臨床場面】 医療
環境としての精神障害者の高齢化　
精神障害者の高齢化対策に寄与する
医療政策のあり方

河原 和夫（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 政策科学分
野）

老年精神医学雑誌
（0915-6305）28巻8
号 Page833-838

（2017.08）

解説/
特集

2017375390 クイズで確認!診療報酬・業界の動
き・医療行政

松尾 久昭（シーメンス
ヘルスケア・ダイアグ
ノスティクス 営業企画
部）

日本臨床衛生検査技師
会中四国支部医学検査
学会抄録集49回 Page 
np47（2016.11）

会議録

2017367819 産婦人科における医療経済　若手医
師へのメッセージ これからの日本
経済と産婦人科診療

古川 俊治（慶応義塾大
学 法科大学院）

関東連合産科婦人科学
会誌（2186-0610）54
巻2号 Page138-139

（2017.05）

会議録

2017367818 産婦人科における医療経済　若手医
師へのメッセージ 医療保険の立場
から

宮崎 亮一郎（江東病院 
婦人科）

関東連合産科婦人科学
会誌（2186-0610）54
巻2号 Page135-136

（2017.05）

会議録

2017367817 産婦人科における医療経済　若手医
師へのメッセージ 開業医の立場か
ら

角田 隆（セントラルレ
ディースクリニック）

関東連合産科婦人科学
会誌（2186-0610）54
巻2号 Page132-133

（2017.05）

会議録



2017367816 産婦人科における医療経済　若手医
師へのメッセージ 病院勤務の立場
から

北井 啓勝（稲城市立病
院 産婦人科）

関東連合産科婦人科学
会誌（2186-0610）54
巻2号 Page130-131

（2017.05）

会議録

2017365865 医療経済と先行的腎移植 内田 潤次（大阪市立大
学大学院 医学研究科 泌
尿器病態学）， 長沼 俊
秀， 仲谷 達也

日本泌尿器科学会総会
105回 Page UP03-2

（2017.04）

会議録

2017363351 本邦におけるHIV感染者・AIDS発症
者数の動向とARTの医療経済的解析

尾又 一実（国立国際医
療研究センター）， 菊池 
嘉， 岡 慎一， 満屋 裕明

日本エイズ学会誌
（1344-9478）18巻4
号 Page472

（2016.11）

会議録

2017362975 緩和ケア病棟に病棟専任薬剤師が
常駐する有用性と医療経済効果

土屋 裕伴（上尾中央総
合病院 薬剤部）， 諸橋 
賢人， 光田 恵里香， 塚
田 昌樹， 小林 理栄， 塩
野 このみ， 日野 亜莉
沙， 国吉 央城， 新井 亘， 
増田 裕一

日本緩和医療薬学雑誌
（1882-9783）10巻1
号 Page19-25

（2017.03）

原著論文/
比較研究

2017362880 脊椎脊髄外科手術の医療経済的効
率

長町 顕弘（徳島大学 整
形外科）， 森本 雅俊， 手
束 文威， 林 二三男， 山
下 一太， 高田 洋一郎， 
酒井 紀典， 東野 恒作， 
西良 浩一

Journal of Spine 
Research（1884-
7137）8巻3号 
Page749（2017.03）

会議録

2017360108 『未来の社会創造』　21世紀の医療
の姿と社会デザイン 国民皆保険の
将来　人口構造の変容と医療政策の
課題

島崎 謙治（政策研究大
学院大学）

東京女子医科大学雑誌
（0040-9022）87巻4
号 Page132-133

（2017.08）

会議録

2017358308 各種がん検診の医療行政・医療政策
について 広島県のがん検診受診率
向上対策

菊間 秀樹（広島県健康
福祉局）

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）25
巻1号 Page33

（2017.08）

会議録

2017358307 各種がん検診の医療行政・医療政策
について 本邦における前立腺がん
検診と福岡市前立腺がん検診の現
状

古賀 寛史（福岡市泌尿
器科医会）， 山口 秋人， 
中村 元信， 宮崎 良春， 
内藤 誠二， 福岡市泌尿
器科医会前立腺がん検
診委員会

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）25
巻1号 Page32

（2017.08）

会議録

2017358306 各種がん検診の医療行政・医療政策
について ピロリ菌感染を考慮した
胃がん検診の取り組み　鳥取県・伯
耆町における試み

八島 一夫（鳥取大学 機
能病態内科学）， 飛田 義
信， 謝花 典子， 河口 剛
一郎， 磯本 一

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）25
巻1号 Page31

（2017.08）

会議録



2017358305 各種がん検診の医療行政・医療政策
について 子宮頸がん検診の最近の
動向と展望

伊藤 潔（東北大学災害
科学国際研究所 災害産
婦人科 学分 野）， 田勢 
亨， 小澤 信義

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）25
巻1号 Page30

（2017.08）

会議録

2017356790 これからの医療行政とソーシャルワ
ーカーに期待すること　地域医療構
想を踏まえて

佐々木 健（厚生労働省 
医政局 地域医療計画
課）

医療と福祉（0287-
1521）51巻1号 
Page2-9（2017.08）

解説

2017354894 重度精神障害者に対する認知機能リ
ハビリテーションと援助付き雇用に
おける所得保障費を含めた判断樹分
析　医療経済評価の二次分析

山口 創生（国立精神・
神経医療研究センター
精神保健研究所 社会復
帰研究部）， 佐藤 さや
か， 下平 美智代， 池淵 
恵美， 石井 和子， 市川 
健， 臼井 卓也， 梅田 典
子， 大島 真弓， 坂田 増
弘， 佐竹 直子， 田口 雄
太， 種田 綾乃， 西尾 雅
明， 吉田 光爾， 伊藤 順
一郎

精神障害とリハビリテ
ーション（1343-0386）
21巻1号 Page67-77

（2017.06）

原著論文

2017350207 集中治療病棟での薬剤師関与による
薬物有害事象回避とその医療経済的
評価について

曽我 弘道（社会保険小
倉記念病院 薬剤部）， 町
田 聖治， 福島 将友， 前
田 朱香， 福地 祐亮， 入
江 利行

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）24巻
Suppl. Page O26-4

（2017.02）

会議録

2017347871 Neo-Dermatology　生き残りをかけ
た皮膚科の未来　2025年を見据え
た地域医療政策のこれから

迫井 正深（厚生労働省） 日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）127巻5
号 Page831

（2017.05）

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

2017380522 【がん免疫療法の躍進】 がん免疫療
法と社会　がん医療の費用対効果

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院 呼吸
器内科）

医学のあゆみ（0039-
2359）263巻1号 
Page139-143

（2017.10）

解説/
特集

2017380428 【アカデミア発DDS技術の実用化に
向けて-提言-】 製薬産業の将来像と
DDS研究　事業開発を支援する立
場からの提言

三島 茂（ファーマセッ
ト・リサーチ）

Drug Delivery System
（0913-5006）32巻4
号 Page272-288

（2017.09）

解説/
特集



2017380387 【連続生産技術が変える医薬品製造】 
（第3章）連続生産の技術的課題と最
新動向・取り組み事例　連続生産を
対象とするプロセスシステム工学研
究

松並 研作（東京大学大
学院 工学系研究科 化学
システム工学専攻）， 杉
山 弘和

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻12
号 Page2619-2625

（2017.09）

解説/
特集

2017379830 医薬品の品質をめぐって　絶対定量
法としての定量NMRと日本薬局方

合田 幸広（国立医薬品
食品衛生研究所）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）48巻9
号 Page615-619

（2017.09）

解説

2017379743 Plerixaforを用いた造血幹細胞採取 佐々木 純（順天堂大学 
医学部 血液学講座）

血液内科（2185-582X）
75巻3号 Page402-
407（2017.09）

解説

2017377108 【ここまで変わったC型肝炎の治療】 
DAA治療のアウトカム　医療経済
と今後の患者動向

建石 良介（東京大学大
学院 医学系研究科 がん
プロフェッショナル養
成プラン・消化器内科
学）

最新医学（0370-8241）
72巻9号 Page1302-
1308（2017.09）

解説/
特集

2017376206 平成30年度・診療報酬改定への展
望

迫井 正深（厚生労働省 
保険局 医療課）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）34巻
4号 Page414-425

（2017.07）

解説

2017374829 食品機能成分による加齢性疾患の予
防効果

松原 主典（広島大学大
学院 教育学研究科）， 柴
田 紗知， 味八木 茂

細胞（1346-7557）49
巻10号 Page502-505

（2017.09）

解説

2017374540 日本における狂犬病予防接種の費用
便益分析

ナイジェル・C.L.・クワ
ン （東京大学大学院 農
学生命科学研究科）， 山
田 章雄， 杉浦 勝明

獣医疫学雑誌（1343-
2583）21巻1号 
Page31-32（2017.07）

会議録

2017373855 病院長・事務長のための明日からの
病院経営の改善に向けて（第5回）　
材料費（診療材料と医薬品）につい
て

小松本 悟（足利赤十字
病院）

病院羅針盤8巻108号 
Page72-78（2017.08）

解説

2017367725 上部尿路上皮癌に対する膀胱カフ切
除法を用いた腹腔鏡単独とロボット
支援下腎尿管切除術の比較　単施
設における周術期転帰と費用対効果

（Pure laparoscopic versus robot-
assisted nephroureterectomy with 
bladder cuff excision for upper-
tract urothelial cancer: periopera-
tive outcome and cost-effective-
ness in single center）（英語）

Lee Sheng-Wei（Depart-
ment of Urology of De-
pa r tmen t o f， Ch ina 
Med ica l Un i ve r s i t y 
H o s p i t a l）， C h e n 
Guang-Heng， Hsiao 
P o - J e n， C h a n g Y i -
H u e i， Y a n g C h e n -
Kuan， Wu Shi-Chin， 
Yang Chi-Rei， Chang 
Chao-Hsiang， Huang 
Chi-Ping

日本泌尿器科学会総会
105回 Page JUA-
Oral05-1（2017.04）

会議録



2017367226 化学療法施行前転移性去勢抵抗性
前立腺癌患者を対象としたエンザル
タミドの費用対効果分析

奥村 広之（アステラス
製薬）， 井上 幸恵， ナイ
ドウ・シバーニ ， ホー
ムストロム・ステファ ， 
赤座 英之

日本泌尿器科学会総会
105回 Page PP51-05

（2017.04）

会議録

2017366955 低リスク前立腺癌に対する密封小線
源治療のコストベネフィットについ
ての検討

松井 強（日本大学医学
部 泌尿器科）， 岡田 安
弘， 大野 将， 村田 保貴， 
吉澤 剛， 佐藤 克彦， 持
田 淳一， 山口 健哉， 相
澤 拓也， 坂口 雅洲， 石
橋 直也， 前林 俊也， 高
橋 悟

日本泌尿器科学会総会
105回 Page PP20-11

（2017.04）

会議録

2017366608 高リスク前立腺癌に対する術前化学
ホルモン療法の費用対効果の検討

萩原 和久（弘前大学大
学院 医学研究科 泌尿器
科学講座）， 畠山 真吾， 
米山 徹， 盛 和行， 今井 
篤， 米山 高弘， 橋本 安
弘， 古家 琢也， 羽渕 友
則， 荒井 陽一， 土谷 順
彦， 大山 力

日本泌尿器科学会総会
105回 Page OP65-3

（2017.04）

会議録

2017365715 命の値段 國頭 英夫（日本赤十字
社医療センター 化学療
法科）

日本泌尿器科学会総会
105回 Page SL4

（2017.04）

会議録

2017363558 乳癌検診体制の潮流 増田 裕行（増田医院） 信州医学雑誌（0037-
3826）65巻2号 
Page136（2017.04）

会議録

2017363183 Helicobacter pylori除菌に影響する
要因および薬剤経済学的検討

加藤 梢（JA北海道厚生
連札幌厚生病院 薬剤
部）， 樋浦 一哉， 中野 裕
介， 畑 侑里， 道下 美穂， 
須藤 美穂子， 小林 龍， 
小原 秀治， 渡辺 浩明

医療薬学（1346-342X）
43巻4号 Page194-
200（2017.04）

原著論文/
比較研究

2017362882 腰椎変性すべり症に対する除圧術と
椎体間固定術との費用対効果の比較

八木 満（慶応義塾大学 
整形外科）， 藤田 順之， 
名越 慈人， 岩波 明生， 
谷戸 祥之， 朝妻 孝仁， 
渡辺 航太， 中村 雅也， 
松 本 守 雄， 石 井 賢， 
Keio Spine Research 
Group（KSRG）

Journal of Spine 
Research（1884-
7137）8巻3号 
Page750（2017.03）

会議録

2017362881 腰椎変性疾患に対する手術加療の費
用対効用分析

藤森 孝人（住友病院 整
形外科）， 三輪 俊格， 小
田 剛紀

Journal of Spine 
Research（1884-
7137）8巻3号 
Page750（2017.03）

会議録



2017362802 腰椎変性疾患に対するinstrumenta-
tionを併用したPLIFの費用対効果の
検 討　Roland-Morris Disability 
Questionnaireを用いて

藤原 啓恭（国立病院機
構大阪南医療センター 
整形外科）， 小田 剛紀， 
森口 悠， 塚崎 裕之， 牧
野 孝洋， 米延 策雄， 海
渡 貴司

Journal of Spine 
Research（1884-
7137）8巻3号 
Page708（2017.03）

会議録

2017362267 日本脊椎脊髄病学会学会プロジェク
ト　慢性腰痛症に対する薬物治療の
臨床経済性に関わる評価

松山 幸弘（日本脊椎脊
髄病学会）， 海渡 貴司， 
川上 守， 井上 玄， 今釜 
史郎， 西田 康太郎， 波
呂 浩孝， 宮腰 尚久， 村
上 英樹， 山崎 正志， 山
田 宏， 田口 敏彦， 持田 
讓治， 新谷 歩， 田倉 智
之， 山下 敏彦， 日本脊
椎脊髄病学会プロジェ
クト委員会

Journal of Spine 
Research（1884-
7137）8巻3号 
Page439（2017.03）

会議録

2017362093 骨粗鬆症治療薬の新規椎体骨折抑
制に対する費用対効果

松永 俊二（今給黎総合
病院 整形外科）， 宮口 
文宏， 川畑 直也， 小宮 
節郎

Journal of Spine 
Research（1884-
7137）8巻3号 
Page344（2017.03）

会議録

2017361097 【慢性疾患となった骨髄腫-どのよう
に診断するか?　どのように付き合
っていくか?】 骨髄腫診療の医療費　
日本版NICEは必要か?

阿部 有（日本赤十字社
医 療センター 血 液内
科）， 鈴木 憲史

内科（0022-1961）
120巻4号 Page959-
964（2017.10）

解説/
特集

2017360768 循環器領域における抗血栓療法 わ
が国の疫学調査から見えてくる脳卒
中の現実

磯 博康（大阪大学大学
院 医学系研究科 社会医
学講座 公衆衛生学）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）106巻9
号 Page1851-1857

（2017.09）

解説

2017360717 【正しい選び方・使い方を導く　成
人肺炎の抗菌薬治療　最新ナビゲー
ト】 院内肺炎（HAP）、医療・介護
関連肺炎（NHCAP）の抗菌薬治療　
HAP/NHCAPにおける注射用抗菌
薬の選び方・使い方

浅井 信博（愛知医科大
学病院 感染症科）， 塩田 
有史， 渡邊 弘樹， 小泉 
祐介， 山岸 由佳， 三鴨 
廣繁

感染と抗菌薬（1344-
0969）20巻3号 
Page209-216

（2017.09）

解説/
特集

2017360425 【再考!服薬アドヒアランス】 なぜ服
薬アドヒアランスは向上・維持しな
ければならないのか?!　残薬が及ぼ
す医療保険財政への影響と薬剤師の
貢献

益山 光一（東京薬科大
学 薬学部 薬事関係法規
研究室）

薬局（0044-0035）68
巻10号 Page3163-
3168（2017.09）

解説/
特集

2017360332 乳がんFEC100レジメンにおけるニ
ューロキニン1受容体拮抗薬の薬剤
経済学的評価

中川 直人（奥羽大学 薬
学部）， 渡邊 桂子， 菊地 
正史， 石田 孝宣， 木皿 
重樹， Lai Leanne， 村井 
ユリ子

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集20回 Page200

（2017.06）

会議録



2017359330 税務　措置法26条の概算経費率を
選択する場合の注意点

今村 正（千代田パート
ナーズ税理士法人）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）42巻12
号 Page145-146

（2017.09）

Q&A

2017359229 【ハイフローセラピーの実際】 ハイ
フローセラピー施行によるメリッ
ト・デメリット　コスト面からみた
メリット・デメリット

春田 良雄（公立陶生病
院 臨床工学部）

Clinical Engineering
（0916-460X）28巻9
号 Page722-726

（2017.08）

解説/
特集

2017358206 日本における大腸がん術後補助化学
療法のレジメン別費用最小化分析

高田 昂輔（昭和大学大
学院 薬学研究科 薬学専
攻 医薬品評価薬学）， 藤
田 健一， 滝 伊織， 亀井 
大輔， 佐々木 康綱， 岩
井 信市

昭和学士会雑誌（2187-
719X）77巻1号 
Page101-102

（2017.02）

会議録

2017357295 【医業収支改善の3つの戦略　1の巻　
診療単価"アップを極める】（Part 3）
診療単価アップの"7メソッド" （ケ
ーススタディ 4）経営資源の有効活
用による単価向上事例"

伊藤 哲雄（医療総研） 保険診療（0385-8588）
72巻8号 Page32

（2017.08）

解説/
特集

2017357090 健康・教育・医学と経営学・情報科
学との接点 医薬品業界の観点から
みる「国民の健康」

吉成 亮（愛知工業大学） 教育医学（0285-0990）
63巻1号 Page32

（2017.08）

会議録

2017356722 英国における高額薬剤の保険償還　
オプジーボを例として

小薮 幹夫（大阪府保険
医協会）

保団連（0288-5093）
1245号 Page36-40

（2017.08）

解説

2017356066 【Women's Imaging 2017　Breast 
Imaging　Vol.12　「高濃度乳房」問
題をめぐる動向と画像診断技術の最
新トピックス　「高濃度乳房」問題
をめぐる動向と画像診断技術の最新
トピックス】 高濃度乳房に対する有
効な画像診断技術とその最新トピッ
クス　マンモグラフィの最新技術と
トピックス　高濃度乳房対策として
の造影マンモグラフィの有用性と海
外での現状

明石 定子（昭和大学 医
学部 乳腺外科）

INNERVISION（0913-
8919）32巻8号 
Page12-15（2017.07）

解説/
特集

2017355602 医薬品卸売事業者における経営の効
率化と医薬品納入価に関する考察

親松 隆浩（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）， 赤瀬 朋秀， 佐藤 透

日本医療経営学会学術
総会プログラム・抄録
集15回 Page64

（2016.11）

会議録

2017355280 大学病院の医師事務作業補助者が
及ぼす効果の定量的評価の試み

福田 誠司（島根大学 医
学部 臨床看護学）

Medical Secretary
（2188-6792）13巻2
号 Page1-5（2016.10）

原著論文/
比較研究



2017355179 整形外科無床診療所における運動器
超音波検査の費用対効果と時間対効
果

竹川 克一（竹川整形外
科クリニック）

日本整形外科超音波学
会会誌（2187-7955）
28巻1号 Page66-70

（2017.03）

原著論文

2017354437 肝炎治療に関する最近の進歩 新潟
県のC型肝炎の実情及び助成に関し
て

土屋 淳紀（新潟大学医
歯学総合病院 肝疾患相
談センター）， 寺井 崇二

新潟医学会雑誌（0029-
0440）131巻3号 
Page139-143

（2017.03）

解説

2017351102 虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈
インターベンションによる血行再建
の費用効果分析に関する予備的報告

（Preliminary report on a cost-utility 
analysis of revascularization by 
percutaneous coronary intervention 
for ischemic heart disease）（英語）

Takura Tomoyuki（Osa-
ka University Graduate 
School of Medicine）， 
Tachibana Kouichi， Is-
shiki Takaaki， Sumitsuji 
Sa to ru， Ku roda Ta -
dashi， Mizote Isamu， 
Ide Seiko， Nanto Shin-
suke

Cardiovascular 
Intervention and 
Therapeutics（1868-
4300）32巻2号 
Page127-136

（2017.04）

原著論文/
比較研究

2017350817 集中治療におけるPCAS　今一度考
える ECPR導入における費用対効
果

渥美 生弘（聖隷浜松病
院 救命救急センター）， 
後藤 励， 坂本 哲也， 森
村 尚登， 長尾 建， 浅井 
康文， 横田 裕行， 田原 
良雄， 長谷 守， 酒井 未
知

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）24巻
Suppl. Page SY24-6

（2017.02）

会議録

2017347226 東京の都市部における地域在住軽度
要介護高齢者に対する介護予防プロ
グラムの費用効用分析（Cost-utility 
analysis of a disability prevention 
program for community-dwelling 
older adults with mild disability in 
the urban area of Tokyo， Japan）

（英語）

Ikeda Takaaki（Tanpopo 
Support Clinic of home 
health care）， Yanaga-
wa Susumu， Murakami 
Kenichi， Inoue Toshi-
yuki， Tsurumi Takama-
sa

日本保健福祉学会誌
（1340-8194）23巻2
号 Page3-12

（2017.03）

原著論文/
比較研究

2017346319 大腿骨近位部骨折二次予防に対する
骨粗鬆症治療薬の費用対効果

松永 俊二（今給黎総合
病院 整形）， 宮口 文宏， 
山口 聰， 川畑 直也， 堀
川 良治， 石田 育男， 岡
田 拓巳， 小宮 節郎

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻3
号 Page S769

（2017.03）

会議録

2017346279 EQ5D効用値を使用した腰椎変性疾
患に対する手術加療の費用対効果分
析

藤森 孝人（住友病院 整
形）， 三輪 俊格， 小田 剛
紀

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻3
号 Page S747

（2017.03）

会議録

2017346128 病理的骨折の治療のための体内プロ
テーゼの置換（Endoprosthetic re-
placements for treatment of patho-
logical fractures）（英語）

Abudu Adesegun（Royal 
Orthopaedic Hospital）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻3
号 Page S667

（2017.03）

会議録



2017346099 回旋筋腱板断裂の疫学、病態生理
学、症候学、治療 回旋筋腱板の直
視的修復（Epidemiology， patho-
physiology science， symptomatol-
ogy， and treatment of rotator cuff 
tear Open repair of the rotator 
cuff）（英語）

Burkhead Jr . Wayne 
Zealous（The Carrell 
Clinic）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻3
号 Page S650

（2017.03）

会議録

2017345085 セルフメディケーションに関する最
近の動向

佐藤 光利（明治薬科大
学 医薬品安全性学研究
室）

応用薬理（0300-8533）
92巻1-2号 Page31-33

（2017.03）

解説

2017344687 骨粗鬆症治療におけるtreat to tar-
get 骨粗鬆症治療におけるtreat to 
targetと費用対効果

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）91巻2
号 Page S421

（2017.03）

会議録

2017343566 日本におけるCHADS2スコアに基
づくワルファリンおよびダビガトラ
ンとの併用による心房細動のカテー
テルアブレーションに関する費用効
用分析（A cost-utility analysis for 
catheter ablation of atrial fibrilla-
tion in combination with warfarin 
and dab iga t ran based on the 
CHADS2 score in Japan）（英語）

Kimura Takehiro（De-
partment of Cardiology， 
Keio University School 
of Medicine）， Igarashi 
Ataru， Ikeda Shunya， 
Naka j ima Kazuak i， 
Kashimura Shin， Kuni-
tomi Akira， Katsumata 
Yoshinori， Nishiyama 
Takahiko， Nishiyama 
Nobuhiro， Fukumoto 
K o t a r o， T a n i m o t o 
Yoko， Aizawa Yoshiya-
su， Fukuda Kei ichi， 
Takatsuki Seiji

Journal of Cardiology
（0914-5087）69巻1-2
号 Page89-97

（2017.02）

原著論文/
比較研究

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017380604 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19回）　急性期
と地域包括ケア病床の評価はどうな
る?

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）44巻10
号 Page39-41

（2017.10）

解説

2017380275 日本の医療制度と伝統医療 櫻本 恭司（厚生労働省
医政局 医事課 医師臨

床研修推進室）

伝統鍼灸（2187-5588）
44巻2号 Page96

（2017.09）

会議録



2017375156 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18回）　2018年
度介護報酬改定で訪問リハビリの評
価はどうなる?

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）44巻9
号 Page49-51

（2017.09）

解説

2017374594 これからの医療制度変革とそれに伴
う医師の働き方の変化は 女性医師
のキャリアデザイン　「子育て支援
制度」が医局を活性化する

加藤 英子（公立陶生病
院 小児科）

大分県医師会会報755
号 Page21-22

（2017.08）

会議録

2017374593 これからの医療制度変革とそれに伴
う医師の働き方の変化は これから
の日本医療制度変革とそれに伴う医
師の働き方の変化

吉川 公章（宏潤会大同
病院）

大分県医師会会報755
号 Page20-21

（2017.08）

会議録

2017374592 これからの医療制度変革とそれに伴
う医師の働き方の変化は 患者の立
場から見た医師需給問題

山口 育子（ささえあい
医療人権センター）

大分県医師会会報755
号 Page19（2017.08）

会議録

2017374591 これからの医療制度変革とそれに伴
う医師の働き方の変化は 新専門医
制度の導入による働き方の変化

前野 哲博（筑波大学 総
合診療科）

大分県医師会会報755
号 Page18（2017.08）

会議録

2017374564 ドイツにおけるヘルスケア事情（最
終回）　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10号 
Page68-78（2017.09）

解説

2017367818 産婦人科における医療経済　若手医
師へのメッセージ 医療保険の立場
から

宮崎 亮一郎（江東病院 
婦人科）

関東連合産科婦人科学
会誌（2186-0610）54
巻2号 Page135-136

（2017.05）

会議録

2017360425 【再考!服薬アドヒアランス】 なぜ服
薬アドヒアランスは向上・維持しな
ければならないのか?!　残薬が及ぼ
す医療保険財政への影響と薬剤師の
貢献

益山 光一（東京薬科大
学 薬学部 薬事関係法規
研究室）

薬局（0044-0035）68
巻10号 Page3163-
3168（2017.09）

解説/
特集

2017357428 眼科先進医療の将来 先進医療制度
の概念

平形 明人（杏林大学 医
学部 眼科学教室）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）121巻8
号 Page679-680

（2017.08）

会議録

2017354199 在宅訪問食事指導を広めるための考
案　調理指導を取り入れた医療保険
下での取り組みの1例から

中野 久美子（ハッピー
ライフサポートつくしの
会）

日本在宅栄養管理学会
誌（2189-4353）4巻1
号 Page75（2017.06）

会 議 録/
事例

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017379075 市販の表計算ソフトを用いた患者別
原価管理システムの構築

村田 卓也（ワタキュー
セイモア 業務本部）， 菅
谷 真明， 渡部 昌二， 伏
見 了， 岡本 昇

日本手術医学会誌
（1340-8593）38巻
Suppl. Page176

（2017.09）

会議録



2017355282 リアルタイム授業応答システムを用
いた診療報酬請求事務におけるアク
ティブラーニングの教育実践研究

高橋 直樹（新潟医療福
祉大学 医療経営管理学
部）， 西原 康行

Medical Secretary
（2188-6792）13巻2
号 Page13-19

（2016.10）

原著論文

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2017368095 「退院支援加算1」取得に向けての取
り組み　退院支援システムの変更と
支援状況を振り返って

平井 久美子（公立南丹
病院 地域医療連携室退
院調整係）， 今西 規介， 
船越 由美， 柴崎 友希

公立南丹病院医学雑誌
（1881-4530）19巻1
号 Page65-70

（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

2017380594 【プロバイオティクス　小児領域を
中心とした基礎と実践のポイント】 
マイクロバイオーム治療・創薬の最
前線!　マイクロバイオーム創薬の
現状とわが国のあるべき研究開発戦
略

辻 真博（科学技術振興
機構 研究開発戦略セン
ター ライフサイエンス・
臨床医学ユニット）

薬局（0044-0035）68
巻11号 Page3481-
3492（2017.10）

解説/
特集

2017380515 【がん免疫療法の躍進】がん免疫療
法の臨床 がん種別治療　婦人科が
んに対するがん免疫療法の新展開　
PD-1経路阻害薬への期待

濱西 潤三（京都大学医
学部附属病院 産科婦人
科）， 万代 昌紀

医学のあゆみ（0039-
2359）263巻1号 
Page97-103

（2017.10）

解説/
特集

2017380430 【アカデミア発DDS技術の実用化に
向けて-提言-】 企業からアカデミア
への期待　死の谷に虹の架け橋を築
くために

菊池 寛（エーザイ筑波
研究所）

Drug Delivery System
（0913-5006）32巻4
号 Page297-304

（2017.09）

解説/
特集

2017380429 【アカデミア発DDS技術の実用化に
向けて-提言-】 日本発創薬/DDSを
グローバル市場で事業価値最大化、
目利き視点からの提言

長江 敏男（ペプチドリ
ーム）

Drug Delivery System
（0913-5006）32巻4
号 Page289-296

（2017.09）

解説/
特集

2017380428 【アカデミア発DDS技術の実用化に
向けて-提言-】 製薬産業の将来像と
DDS研究　事業開発を支援する立
場からの提言

三島 茂（ファーマセッ
ト・リサーチ）

Drug Delivery System
（0913-5006）32巻4
号 Page272-288

（2017.09）

解説/
特集

2017380427 【アカデミア発DDS技術の実用化に
向けて-提言-】 投資する立場からの
提言

長谷川 宏之（三菱UFJ
キャピタル）

Drug Delivery System
（0913-5006）32巻4
号 Page265-271

（2017.09）

解説/
特集



2017380374 【連続生産技術が変える医薬品製造】 
（第1章）連続生産を取り巻く世界の
動向と行政・業界団体の取り組み　
PMDA革新的製造技術ワーキンググ
ループの連続生産に関する活動につ
いて

青山 惇（医薬品医療機
器総合機構 新薬審査第
三部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻12
号 Page2517-2519

（2017.09）

解説/
特集

2017379295 【Theオートファジー　研究者たち
の集大成が見える最新ビジュアルテ
キスト】 （第5章）オートファジーの
病態生理的意義　オートファジー創
薬と課題

水島 昇（東京大学 医学
系研究科 分子生物学分
野）

実験医学（0288-5514）
35巻15号 Page2656-
2660（2017.09）

解説/
特集

2017378490 医薬品リスク管理計画に向けた病院
薬剤師の製造販売後調査支援に関す
る検討（最終報告）

有馬 秀樹（山口大学医
学部附属病院）， 近藤 直
樹， 田崎 正信， 寺元 剛， 
水井 貴詞， 渡邉 達也， 
近藤 智子

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）53巻9
号 Page1053-1060

（2017.09）

解説

2017369922 小児医療におけるDDS 製薬企業に
おける小児製剤開発

高江 誓詞（アステラス
製薬製剤研究所）

日本DDS学会学術集会
プログラム予稿集33回 
Page102（2017.06）

会議録

2017369003 開発受託ビジネスの新たな展望 横濱 潤（武州製薬） 日本薬剤学会年会講演
要旨集32年会 
Page104（2017.05）

会議録

2017368988 生物薬剤産業のための高性能ナノ材
料の生産と特性分析（Producing 
and Characterizing High Perfor-
mance Nanomaterials for BioPhar-
ma Industry）（英語）

Su Yang（Microfluidics 
International）， Sasaki 
Kenkich

日本薬剤学会年会講演
要旨集32年会 Page92

（2017.05）

会議録

2017368960 スペシャリティファーマのビジネス
戦略とそれを支える製剤技術開発 
科研製薬の取り組み

薗 田 良 一（ 科 研 製 薬 
CMCセンター製剤部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集32年会 Page51

（2017.05）

会議録

2017368959 スペシャリティファーマのビジネス
戦略とそれを支える製剤技術開発 

「伝統」薬を「開発」する　医療用漢
方製剤

山本 雅浩（ツムラ 漢方
研究開発本部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集32年会 Page50

（2017.05）

会議録

2017368957 スペシャリティファーマのビジネス
戦略とそれを支える製剤技術開発 
参天製薬のビジネス戦略　製剤技術
開発を梃にした成長

森本 直美（参天製薬 研
究開発本部 製品企画室）

日本薬剤学会年会講演
要旨集32年会 Page48

（2017.05）

会議録

2017368938 世界に先駆ける再生医療を目指して 
再生医療の産業化における課題

山田 哲正（ロート製薬 
再生医療研究企画部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集32年会 Page22

（2017.05）

会議録

2017368921 医療価値を創造する製剤技術を世界
へ

肥後 成人（久光製薬） 日本薬剤学会年会講演
要旨集32年会 Page2

（2017.05）

会議録



2017360668 【製薬業界における医薬品情報のエ
キスパートの育成に向けて（3）】 医
薬品情報の利活用と適正使用の推進　
製薬企業における人材育成の観点か
ら

西馬 信一（日本製薬医
学会）

医薬品情報学（1345-
1464）19巻2号 Page 
N4-N6（2017.08）

解説/
特集

2017360485 企業経営と知的財産（第13回）　共
同研究における課題とその対応

宇佐見 弘文（知的財産
戦略ネットワーク）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻11
号 Page2431-2436

（2017.09）

解説

2017360476 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
3）

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11
号 Page2351-2354

（2017.09）

解説

2017360472 AMEDにおける創薬などの支援の取
組について（その4）　次世代創薬シ
ーズライブラリー

中川 善嗣， 中西 理 PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻11
号 Page2321-2324

（2017.09）

解説

2017360469 錠剤製造技術である直打を考える　
医薬品の開発スピードアップと製剤
のコストダウンを目指した直打ファ
ーストへ

槙野 正， 直打研究会 PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻11
号 Page2309-2311

（2017.09）

解説

2017360466 【アウトソーシング特集】 バイオ医
薬品製造および品質試験におけるア
ウトソーシングの動向

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11
号 Page2243-2255，
2258-2260，2263-
2266（2017.09）

解説/
特集

2017360441 【再考!服薬アドヒアランス】 これか
らの医療を大きく変えるICT（情報
通信技術）の最前線!　ICTを活用し
た治療継続率・服薬遵守率向上に向
けた取り組み

杉浦 一輝（日本製薬工
業協会 医薬産業政策研
究所）

薬局（0044-0035）68
巻10号 Page3256-
3261（2017.09）

解説/
特集

2017360185 製薬企業のホームページとこれから
の医薬品情報の形　情報の標準化と
共通化、そしてその先には 医療の
インフラとしてのホームページ　医
薬品情報の公共性について

中田 英夫（慶応義塾大
学医学部附属病院 薬剤
部）

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集20回 Page89

（2017.06）

会議録

2017360181 医療ビッグデータ時代のRMP 医薬
品リスク管理の計画立案とデータベ
ースを用いた調査

宮川 功（武田薬品工業
日本開発センター ファ
ーマコビジランス部）， 
日本製薬工業協会医薬
品評価委員会PMS部会

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集20回 Page86

（2017.06）

会議録



2017358209 固形剤製造プロセスの定量化とスケ
ールアップ法開発に関する研究

鈴木 康弘（昭和大学大
学院 薬学研究科 薬学専
攻 地域医療薬学）

昭和学士会雑誌（2187-
719X）77巻1号 
Page103（2017.02）

会議録

2017357090 健康・教育・医学と経営学・情報科
学との接点 医薬品業界の観点から
みる「国民の健康」

吉成 亮（愛知工業大学） 教育医学（0285-0990）
63巻1号 Page32

（2017.08）

会議録

2017356767 コリスチン創成秘話 藤村 茂（東北医科薬科
大学 薬学部 臨床感染症
学教室）， 松尾 勝一[千
葉]， 渡辺 彰

医薬ジャーナル（0287-
4741）53巻8号 
Page1899-1904

（2017.08）

解説

2017355581 NPV（正味現在価値）から見たジェ
ネリック医薬品メーカー選定に関す
る調査研究

広崎 心（日本経済大学
大学院）， 赤瀬 朋秀

日本医療経営学会学術
総会プログラム・抄録
集14回 Page51

（2015.11）

会議録

2017343197 中国における希少疾病用医薬品開発　
挑戦から好機への転換（Orphan 
drug development in China: Turn-
ing challenges into opportunities）

（英語）

Jin Xiaowei（Hua Medi-
cine）， Chen Li

IRDR: Intractable & 
Rare Diseases 
Research（2186-
3644）5巻4号 
Page308-313

（2016.11）

解説


