
医療経済関係研究論文（１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

2018006058 【たばこと気管食道科】 喫煙（禁煙）
の医療経済に及ぼす影響

後藤 励（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

日本気管食道科学会会報
（0029-0645）
68巻5号 
Page352-357

（2017.10）

解説／
特集

2018005573 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本病院会雑誌
（0385-9363）
64巻9号 
Page1068-1080

（2017.09）

解説

2017406456 【悪性腫瘍に対する免疫チェックポ
イント阻害薬の有用性と問題点を考
える】 免疫チェックポイント阻害薬
の医療経済

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

ファルマシア
（0014-8601）
53巻10号 
Page976-978

（2017.10）

解説／
特集

2017405950 ATIS予防の為の脂質低下療法を再
考する　脳・心・末梢の専門医が語
る　脂質異常症治療薬と医療経済　
高額薬剤の費用対効果とは

平山 篤志（日本大学 医
学部 内科学系循環器内
科学分野），五十嵐 中，
朝倉 正紀，清末 有宏，
久保 隆史，坂本 知浩

Coronary Intervention
13巻5号 
Page79-85（2017.09）

座談会

2017405946 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 インターベンション医のプ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か　救急医療におけるインター
ベンション医の「働き方」の将来

竹内 一郎（横浜市立大
学 救急医学教室），木村 
一雄

Coronary Intervention
13巻5号 
Page56-60（2017.09）

解説／
特集



2017405945 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 インターベンション医のプ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か　レジストリー事業と「Stan-
dardized PCI」イニシアチブ

天野 哲也（愛知医科大
学病院 循環器内科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page51-55（2017.09）

解説／
特集

2017405944 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 インターベンション医のプ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か　インターベンション専門医
制度の目指すもの

上妻 謙（帝京大学 医学
部 内科学講座 循環器内
科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page47-50（2017.09）

解説／
特集

2017405943 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 インターベンション医のプ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か　専門医集団の考えるインタ
ーベンションの「自律」とは

中村 正人（東邦大学医
療センター大橋病院 循
環器内科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page42-46（2017.09）

解説／
特集

2017405942 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 保険医療における「公正な
医療資源の分配」とは何か　医療

「技術」はいかに評価されるべきか

西田 博（東京女子医科
大学 心臓血管外科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page36-41（2017.09）

解説／
特集

2017405941 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 保険医療における「公正な
医療資源の分配」とは何か　今なぜ

「費用対効果」が必要なのか

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page29-35（2017.09）

解説／
特集

2017405940 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 今問われる「医療の適切性」
とは何か　わが国の医療環境から見
たAUC　FFR ／ iFRの視点から

松尾 仁司（岐阜ハート
センター 循環器科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page24-28（2017.09）

解説／
特集

2017405939 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 今問われる「医療の適切性」
とは何か　わが国の医療環境から見
たACU　心臓CTスキャンの視点か
ら

川崎 友裕（新古賀病院 
心臓血管センター）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page18-22（2017.09）

解説／
特集

2017405938 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 今問われる「医療の適切性」
とは何か　Appropriate Use Critera
の歴史と展望

香坂 俊（慶応義塾大学 
循環器内科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page12-16（2017.09）

解説／
特集



2017396477 Strut Adjusted Volume Implant
（SAVI）を用いた乳房温存療法の医
療経済学的検討

桑山 隆志（昭和大学 乳
腺外科），中村 清吾，明
石 定子，沢田 晃暢，橋
本 梨佳子，垂野 香苗，
井手 佳美，池田 紫，増
田 紘子，阿多 亜里沙，
中山 紗由香，殿内 祐美，
酒井 春奈，松永 有紀，
新城 秀典，加賀美 芳和

日本乳癌学会総会
プログラム抄録集25回 
Page583（2017.07）

会議録

2017395173 私たちが日本で行うべき乳癌研究　
基礎から臨床まで 乳癌領域におけ
る医療経済評価のためのreal world
でのQOL値の検証

岩谷 胤生（聖マリアン
ナ医科大学 乳腺・内分
泌外科），津川 浩一郎

日本乳癌学会総会
プログラム抄録集25回 
Page245（2017.07）

会議録

2017393565 在宅医療と高齢者がん医療 医療連
携と在宅でのがん患者医療　今後の
医療政策と対応

伊藤 哲雄（医療総研） 日本老年泌尿器科学会誌
（2187-3682）
29巻 
Page21（2016.10）

会議録

2017390867 アンチエイジングによる医療貢献 
保健医療経済への漢方の貢献

渡辺 賢治（慶応義塾大
学 環境情報学部）

日本抗加齢医学会総会
プログラム抄録集17回 
Page159（2017.06）

会議録

2017389031 呼吸器外科領域における医療経済 西海 昇（小田原市立病
院 呼吸器外科），橋本 
諒，壺井 貴朗，濱中 瑠
利香，中野 隆之，河野 
光智，増田 良太，岩崎 
正之

日本呼吸器外科学会雑誌
（0919-0945）
31巻3号 
Page RO4-4

（2017.04）

会議録

2017386318 胸腔鏡下手術においてスコピスト養
成について　医療経済的側面からみ
た検討

菅野 雅之（国立病院機
構高崎総合医療センタ
ー 呼吸器外科），矢澤 
友弘，高瀬 貴章

日本外科学会定期学術集会
抄録集117回 
Page SF-49-2

（2017.04）

会議録

2017384662 医療経済からみた膝蓋骨骨折手術 小畑 友紀（帝京大学医
学部附属病院 救急科），
松井 健太郎，小林 誠，
永澤 宏一，新藤 正輝，
河野 博隆

骨折
（0287-2285）
39巻Suppl. 
Page S169（2017.07）

会議録／
症例報告



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018006764 C型慢性肝疾患に対するインターフ

ェロンフリー治療法の費用対効果分
析　第一選択薬としてのsofosbuvir
／ ledipasvir（SOF ／ LDV）とel-
basvir ／ grazoprevir（EBR ／ GZR）
の比較評価（Comparison of Sofos-
buvir ／ Ledipasvir and Elbasvir ／
Grazoprevir as the First Line Strat-
egy for the Treatment of Hepatitis 
C Virus Genotype 1 Infection: A 
Cost-effectiveness Analysis in Ja-
pan）（英語）

羽生 泰樹（大阪府済生
会野江病院 消化器内
科），小松 貴一，松本 
浩尚，松井 淳，松原 揚
典，南川 健，片山 雅之，
野山 裕揮，土屋 さやか，
高 貴範

新薬と臨牀
（0559-8672）
66巻11号 
Page1400-1412

（2017.11）

原著論文／
比較研究

2018006675 【がん領域におけるPrecision Medi-
cineはどこまで進んだか?-臨床腫瘍
医に求められる新たなスキル-】 高額
薬剤の費用対効果とPrecision Med-
icine

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学研究科医薬政
策学）

腫瘍内科
（1881-6568）
20巻4号 
Page313-318

（2017.10）

解説／
特集

2018006219 【持効性抗精神病薬治療の課題と新
たな可能性】 持効性抗精神病薬治療
の地域包括ケアにおける役割と適性
評価

吉村 文太（沖縄県立宮
古病院 精神科）

臨床精神薬理
（1343-3474）
20巻11号 
Page1289-1298

（2017.11）

解説／
特集

2018006058 【たばこと気管食道科】 喫煙（禁煙）
の医療経済に及ぼす影響

後藤 励（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

日本気管食道科学会会報
（0029-0645）
68巻5号 
Page352-357

（2017.10）

解説／
特集

2018005886 抗アレルギー点眼薬におけるスイッ
チOTC医薬品と医療用医薬品との
製剤学的特性および経済性に関する
比較検討

村上 雅裕（兵庫医療大
学 薬学部 臨床薬剤学分
野），中谷 真由美，太田 
千裕，安田 恵，天野 学

医療薬学
（1346-342X）
43巻10号 
Page592-598

（2017.10）

原著論文

2018005819 【写真とイラストで流れがみえる!手
術介助がわかる!眼科手術とケア　
黄金マニュアル　白内障・網膜硝子
体・緑内障の患者説明シートつき】

（3章）白内障手術・網膜硝子体手
術・緑内障手術の患者説明シート 
白内障の手術

荻野 公子（永田眼科） 眼科ケア
（1344-8293）
2017秋季増刊 
Page230-233

（2017.10）

解説／
特集

臨床経済学・薬剤経済学



2018005811 【写真とイラストで流れがみえる!手
術介助がわかる!眼科手術とケア　
黄金マニュアル　白内障・網膜硝子
体・緑内障の患者説明シートつき】

（2章）眼科の手術とケア 霰粒腫の
手術

野田 実香（慶応義塾大
学 医学部 眼科学教室）

眼科ケア
（1344-8293）
2017秋季増刊 
Page116-131

（2017.10）

解説／
特集

2018005777 【伝統医療振興基本法（仮称）を考え
る】 「国民生活基礎調査」匿名データ
から見た疼痛有訴者の伝統医療受療
行動分析

藤岡 光夫（静岡大学 人
文社会科学部），匂坂 恵
里

鍼灸Osaka
（1340-6280）
33巻2号 
Page225-234

（2017.10）

原著論文／
特集

2018005568 医学統計学シリーズ（第42回） 決定
木の作成と解析

森實 敏夫（日本医療機
能評価機構）

あいみっく
（0386-4502）
38巻3号 
Page59-69（2017.08）

解説

2018005555 注射用抗がん剤の残液廃棄に関する
調査と小容量規格製品の追加による
薬剤費削減効果の検討

山村 翔（大和市立病院 
薬剤科），荒木 良介，加
藤 加奈恵，計良 貴之，
菱沼 隆一，田中 恒明，
山田 英紀

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）
53巻10号 
Page1240-1246

（2017.10）

原著論文

2018004676 【自事業所の経営資源で何ができる
か?地域の実情に応じた保険外サー
ビス展開の好事例】 地方創生時代の
通所介護事業所に求められる介護保
険外サービスの導入と事業拡大戦略

西村 栄一（ヘルプズ・
アンド・カンパニー）

通所サービス&マネジメント
15巻3号 
Page10-16（2017.09）

解説／
特集

2018004666 病院経営管理Q&A　経営に生かす
数字の読み方（第19回）　自院の経
営状況を知るには

星 多絵子（メニースタ
ーズ）

病院羅針盤8巻111号 
Page48-49（2017.10）

Q&A

2018004438 厚生労働省新HTA制度（第4回）　持
続可能な保険制度を実現できるか

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9号 
Page588-593

（2017.09）

総説

2018003179 職場におけるインターフェロンγ遊
離試験による新しい結核予防戦略

小和田 暁子（大田区役
所 総務部），北條 稔

産業医学ジャーナル
（0388-337X）
40巻5号 
Page61-65（2017.09）

解説

2018000756 進行性／再発性腎細胞癌に対する第
一選択療法の臨床判断分析（Clinical 
Decision Analysis of First-line 
Regimens for Advanced Recurrent 
Renal Cell Carcinoma）（英語）

Shida Toshihiro（Divi-
sion of Pharmacy，Ya-
magata University Hos-
p i t a l），E n d o Y u j i，
K a t o T o m o y u k i，
Tsuch i ya No r ih i ko，
Shiraishi Tadashi，Ito 
Toshinori，Inoue Tadao

医療薬学
（1346-342X）
43巻5号 
Page245-251

（2017.05）

原著論文／
比較研究



2018000593 C型 肝 炎 の た め のPEG-IFN-α
2b+RBVの費用対効果の説明　イン
ターフェロンデータベースに基づく
結果（Cost-Outcome Description of 
PEG-IFN-α2b+RBV for Hepatitis 
C: Results Based on the Interferon 
Database）（英語）

Akutagawa Maiko（De-
partment of Drug Evalu-
ation &amp; Informat-
ics，Graduate School 
of Pharmaceutical Sci-
ences，University of 
Shizuoka），Kawasaki 
Yohei，Kawasaki Atsu-
ko，Ide Kazuki，Yama-
da H i r o sh i，Masak i 
Naohiko

Biological & Pharma-
ceutical Bulletin

（0918-6158）
40巻5号 
Page594-597

（2017.05）

原著論文

2017406751 【肺癌-最新の治療戦略と失敗しない
ための秘訣】肺癌治療における費用
対効果 肺癌治療における費用対効
果

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院）

呼吸器ジャーナル
（2432-3268）
65巻4号 
Page686-693

（2017.11）

解説／
特集

2017406456 【悪性腫瘍に対する免疫チェックポ
イント阻害薬の有用性と問題点を考
える】 免疫チェックポイント阻害薬
の医療経済

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

ファルマシア
（0014-8601）
53巻10号 
Page976-978

（2017.10）

解説／
特集

2017406193 日本のがん治療における抗体医薬品
の新薬薬価および償却の解析（Anal-
ysis of New Drug Pricing and Re-
imbursement for Antibody Agents 
for Cancer Treatment in Japan）（英
語）

Nakajima Ryo（Joint 
Graduate School of To-
kyo Women's Medical 
University and Waseda 
University），Aruga At-
sushi

レギュラトリーサイエンス
学会誌

（2185-7113）
7巻3号 
Page173-184

（2017.09）

原著論文

2017406191 日本におけるロングセラー医薬品の
特性に係る研究

盛岡 一輝（北里大学大
学院 薬学研究科 臨床医
学（医薬開発学）），高山 
茜，成川 衛

レギュラトリーサイエンス
学会誌

（2185-7113）
7巻3号 
Page151-162

（2017.09）

原著論文

2017405970 医療機器開発の新しい型の提案（第
7回）　医療機器のアイデアの重要
性

池田 浩治（東北大学病
院 臨床研究推進センタ
ー開発推進部門）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
33巻13号 
Page2817-2820

（2017.10）

解説

2017405950 ATIS予防の為の脂質低下療法を再
考する　脳・心・末梢の専門医が語
る　脂質異常症治療薬と医療経済　
高額薬剤の費用対効果とは

平山 篤志（日本大学 医
学部 内科学系循環器内
科学分野），五十嵐 中，
朝倉 正紀，清末 有宏，
久保 隆史，坂本 知浩

Coronary Intervention
13巻5号 
Page79-85（2017.09）

座談会



2017405943 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 インターベンション医のプ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か　専門医集団の考えるインタ
ーベンションの「自律」とは

中村 正人（東邦大学医
療センター大橋病院 循
環器内科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page42-46（2017.09）

解説／
特集

2017405941 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 保険医療における「公正な
医療資源の分配」とは何か　今なぜ

「費用対効果」が必要なのか

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page29-35（2017.09）

解説／
特集

2017405940 【医療経済とインターベンション:プ
ロフェッショナル・オートノミーと
は何か】 今問われる「医療の適切性」
とは何か　わが国の医療環境から見
たAUC　FFR ／ iFRの視点から

松尾 仁司（岐阜ハート
センター 循環器科）

Coronary Intervention
13巻5号 
Page24-28（2017.09）

解説／
特集

2017404758 Dr.黒飛とDH真理子のW医院経営塾　
効果的なミーティング（下）

黒飛 一志（デントラン
ス），濱田 真理子

アポロニア21286号 
Page088-091

（2017.10）

解説

2017404756 インテリア医学Q&A（第27回）　光
熱費を抑える工夫

水口 真理子（メディカ
ル・スペースデザイン）

アポロニア21286号 
Page006-007

（2017.10）

Q&A

2017404366 口腔がん検診　マネージメントとア
セスメント 口腔がん検診　検診す
るか、しないか　Global Oral Can-
cer Forumからの提言

長尾 徹（岡崎市民病院 
歯科口腔外科）

日本口腔腫瘍学会誌
（0915-5988）
29巻3号 
Page94-102

（2017.09）

解説

2017404208 リモートSDV実現へ向けたクラウド
型治験薬温度管理システム導入の検
討

藏本 悠（長崎大学病院 
薬剤部），神田 紘介，岸
川 礼子，北岡 雅子，室 
高広，北原 隆志，佐々
木 均，中村 忠博

九州薬学会会報
（0368-7279）
71号 
Page57-61（2017.09）

原著論文

2017404199 配合錠の薬剤経済的利点の課題 田代 泰理（東ファーマ
シ ー ふ じ わ ら 調 剤 薬
局），櫻井 瞳，矢敷 潤，
長尾 尚俊，東島 彩香，
水町 隆平，近藤 優樹，
永崎 一樹，河野 吉昭，
香月 信一郎，木戸 宏幸，
湯川 栄二

九州薬学会会報
（0368-7279）
71号 
Page7-11（2017.09）

原著論文

2017404039 麻酔科医が知っておくべき感染症の
知識　抗生物質の基本的知識

西 圭史（杏林大学医学
部附属病院 医療安全管
理部感染対策室）

日本臨床麻酔学会誌
（0285-4945）
37巻5号 
Page687-694

（2017.09）

解説



2017402888 【医療機器・鋼製器具のトレーサビ
リティ】 手術用鋼製器具の術中管理　
トレーサビリティと連携して

古畑 貞彦（信州大学医
学部附属病院 手術部），
林 知子，近藤 ゆかり，
浦田 浩一

日本手術医学会誌
（1340-8593）
38巻3号 
Page199-202

（2017.08）

解説／
特集

2017402203 【CCUの現状を識る:循環器医がする
べきこと】 治す　コスト・ベネフィ
ットを考えたCCU診療のポイント

谷本 周三（三井記念病
院 循環器内科）

Heart View
（1342-6591）
21巻10号 
Page1074-1080

（2017.10）

解説／
特集

2017400654 感染症検査up to date　臨床微生物
検査室における質量分析計の有用性

松村 康史（京都大学医
学部附属病院 検査部・
感染制御部）

臨床病理
（0047-1860）
65巻8号 
Page917-923

（2017.08）

解説

2017400653 感染症検査up to date　臨床微生物
検査の進歩と将来展望

大楠 清文（東京医科大
学 微生物学分野）

臨床病理
（0047-1860）
65巻8号 
Page908-916

（2017.08）

解説

2017400629 【カジノ解禁から考えるギャンブル
依存症】 擬似カジノ列島の現実　パ
チンコは「遊戯」か、「ギャンブル」
か

米本 昌平（東京大学 教
養学部）

保団連
（0288-5093）
1247号 
Page11-15（2017.09）

解説／
特集

2017400291 生き残る歯科医院のための安定経営 小塩 裕（城北歯科医院 
矯正歯科）

日本歯科医療管理学会雑誌
（0387-5687）
52巻2号 
Page88-93（2017.08）

総説

2017399281 【骨粗鬆症リエゾンサービス】 骨粗
鬆症リエゾンサービスの費用対効果

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

Clinical Calcium
（0917-5857）
27巻9号 
Page1295-1301

（2017.08）

解説／
特集

2017398365 【頭頸部悪性腫瘍の疑問に答える】 
治療選択　頭頸部癌治療の費用対
効果について教えてください

岡野 晋（国立がん研究
センター東病院 頭頸部
内科）

JOHNS
（0910-6820）
33巻9号 
Page1261-1263

（2017.09）

解説／
特集

2017397914 広範囲な食道ESD症例に対する狭
窄予防目的のステロイド局注におけ
る費用対効果

原 裕子（東京慈恵会医
科大附属病院 内視鏡
科），古橋 広人，大谷 
友彦，加藤 正之，土橋 
昭，郷田 憲一，炭山 和
毅

日本食道学会学術集会
プログラム抄録集71回 
Page P71-6（2017.06）

会議録



2017394141 これで分析がラクになる!インシデ
ント報告書の工夫・改善"ポイント　
ImSAFERによる行動分析のコツ（第
4回）（最終回）　対策・立案"

春日 道也（ImSAFER研
究会）

病院安全教育5巻1号 
Page112-116

（2017.08）

解説

2017393718 前立腺癌密封小線源療法のコストベ
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，一瀬 岳人，山口 健
哉，相澤 拓也，坂口 雅
洲，石橋 直也，前林 俊
也，高橋 悟

日本老年泌尿器科学会誌
（2187-3682）
29巻 
Page114（2016.10）

会議録

2017393684 神経因性膀胱患者における自己導尿
カテーテルの好みと支払意思額に関
する調査研究

木元 康介（総合せき損
センター 泌尿器科），村
田 達教，倉本 貴則

日本老年泌尿器科学会誌
（2187-3682）
29巻 
Page97（2016.10）

会議録

2017391650 【バイオシミラー】 バイオシミラー
採用に関する現状と課題

石井 伊都子（千葉大学
医学部附属病院 薬剤部）

細胞
（1346-7557）
49巻9号 
Page447-450

（2017.08）

解説／
特集

2017391649 【バイオシミラー】 医療現場からの
バイオシミラーへの期待と課題

山中 寿（東京女子医科
大学附属膠原病リウマ
チ・痛風センター）

細胞
（1346-7557）
49巻9号 
Page443-446

（2017.08）

解説／
特集

2017391646 【バイオシミラー】 欧州におけるバ
イオシミラーの使用促進

坂巻 弘之（医療経済研
究機構）

細胞
（1346-7557）
49巻9号 
Page432-435

（2017.08）

解説／
特集

2017391644 【バイオシミラー】 総論　バイオシ
ミラー医薬品をめぐる考察

黒川 達夫（バイオシミ
ラー協議会）

細胞
（1346-7557）
49巻9号 
Page426-427

（2017.08）

解説／
特集

2017391402 摂食障害患者の両親に対する生活困
難度尺度の活用

平井 孝治（福井大学 学
術研究院医学系部門），
井上 喬太，杉本 洋

日本精神科看護学術集会誌
59巻2号 
Page181-185

（2017.07）

原著論文

2017390656 自発的支払意思額を指標としたてん
かん医療に対する満足度調査　患者
の背景及び症状の相違に注目して

渡辺 雅子（新宿神経ク
リニック），森田 好海，
北川 昌美，有坂 葉，根
来 利果子，高野 広樹

てんかん研究
（0912-0890）
35巻1号 
Page55-65（2017.06）

原著論文

2017390655 自発的支払意思額を指標としたてん
かん医療に対する満足度調査　患者
及び家族による意識の相違について

渡辺 雅子（新宿神経ク
リニック），森田 好海，
北川 昌美，有坂 葉，根
米 利果子，高野 広樹

てんかん研究
（0912-0890）
35巻1号 
Page42-54（2017.06）

原著論文／
比較研究



2017390654 自発的支払意思額を指標としたてん
かん医療に対する満足度調査I　自
発的支払意思額に影響する要因分析

渡辺 雅子（新宿神経ク
リニック），森田 好海，
北川 昌美，有坂 葉，根
米 利果子，高野 広樹

てんかん研究
（0912-0890）
35巻1号 
Page31-41（2017.06）

原著論文

2017385938 発展途上国における新技術を用いた
術後ケアの費用対効果算定モデル

（Cost effective model of post-sur-
gical care using novel technology 
in developing country）（英語）

Gaurav Kushagra（Dept 
of Endocrine Surgery，
Sanjay Gandhi Post-
graduate Institute of 
Medical Sciences），
S i n g h V i j a y P a l，
Mishra Saroj Kanta，
Sabaretnam M，Chand 
Gyan，Mishra Anjali，
Agarwal Gaurav，Agar-
w a l A m i t，V e r m a 
Ashok Kumar

日本外科学会定期学術集会
抄録集117回 
Page SF-01-7

（2017.04）

会議録

2017381256 CT肺癌検診は肺癌医療費を減らせ
るか?

飯沼 武（放射線医学総
合研究所）

聖マリアンナ医学研究誌
（1346-1478）
17巻 
Page15-17（2017.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018004132 年齢調整された、および年齢構成の

みで変動させた人口1人当たり国民
医療費の推移

神山 吉輝（東都医療大
学 ヒューマンケア学部
看護学科）

厚生の指標
（0452-6104）
64巻11号 
Page28-36（2017.09）

原著論文

2017406126 市中病院小児科における入院時ルチ
ン上気道培養廃止による医療費削減
効果

日馬 由貴（富士市立中
央病院 小児科）

日本臨床微生物学雑誌
（0917-5059）
27巻4号 
Page275-280

（2017.09）

原著論文／
比較研究

2017381256 CT肺癌検診は肺癌医療費を減らせ
るか?

飯沼 武（放射線医学総
合研究所）

聖マリアンナ医学研究誌
（1346-1478）
17巻 
Page15-17（2017.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018004766 医療保険の手引き「皮膚科」 種田 明生（東京都医師

会），東京都医師会医療
保険委員会

東京都医師会雑誌
（0040-8956）
70巻8号 
Page770-773

（2017.09）

解説

医療費

医療保障制度



2017402598 医療保険における金属代替材料につ
いて

堤 佳代子（大阪府歯科
医師会）

大阪府歯科医師会雑誌
（0912-2672）
752号 
Page33（2017.09）

会議録

2017400253 「医療費亡国論」を提唱し医療保険
の大改革を成しとげた吉村仁さんの
時代

笹川 浩一 社会保険旬報
（1343-5728）
2687号 
Page22-29（2017.09）

解説

2017399733 中国医療保険制度の歴史的変遷　
1949〜2017

赤坂 真人（吉備国際大
学 社会科学部）

吉備国際大学研究紀要
（人文・社会科学系）
（2186-7402）
27号 
Page1-12（2017.03）

総説

2017391666 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）

日本の眼科
（0285-1326）
88巻7号 
Page921-922

（2017.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018005546 購買適正化で病院経営強化　目から

ウロコの薬価交渉術（第1回）　薬価
交渉のための基礎知識

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事
（0016-5980）
59巻13号 
Page2664-2669

（2017.10）

解説

2018002535 平成28年度診療報酬改定により新
設された内視鏡手術3術式に関する
アンケート調査報告

廣部 誠一（日本小児外
科学会），川瀬 弘一，小
高 明雄，田中 裕次郎，
新井 真理，荒井 勇樹，
井上 幹也，神保 教広，
鈴木 孝明，益子 貴行，
檜 顕成，矢内 俊裕，日
本小児外科学会保険診
療委員会

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）
53巻5号 
Page1079-1080

（2017.08）

原著論文

2017406193 日本のがん治療における抗体医薬品
の新薬薬価および償却の解析（Anal-
ysis of New Drug Pricing and Re-
imbursement for Antibody Agents 
for Cancer Treatment in Japan）（英
語）

Nakajima Ryo（Joint 
Graduate School of To-
kyo Women's Medical 
University and Waseda 
University），Aruga At-
sushi

レギュラトリーサイエンス
学会誌

（2185-7113）
7巻3号 
Page173-184

（2017.09）

原著論文

2017400643 コスト削減　あの手・この手（第6
回）　原価計算と利益改善策とは

伊藤 雅教（サイプレス） 病院羅針盤8巻110号 
Page52-55（2017.09）

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
2018006671 【がん領域におけるPrecision Medi-

cineはどこまで進んだか?-臨床腫瘍
医に求められる新たなスキル-】 希少
フラクション（稀少がん）治療開発
における疾患レジストリの意義

岡本 渉（国立がん研究
センター東病院 臨床研
究支援部門トランスレ
ーショナルリサーチ推
進部 バイオバンク・ト
ランスレーショナル支
援室）

腫瘍内科
（1881-6568）
20巻4号 
Page290-292

（2017.10）

解説／
特集

2017406875 【急性肝不全】 急性肝不全治療薬
HGFの臨床開発

井戸 章雄（鹿児島大学
大学院 医歯学総合研究
科 消化器疾患・生活習
慣病学），森内 昭博，小
田 耕平，馬渡 誠一，玉
井 努，坪内 博仁

ICUとCCU
（0389-1194）
41巻10号 
Page631-636

（2017.10）

解説／
特集

2017406464 創薬研究から製品化へのマネジメン
ト・モデル（第1回）　創薬研究開発
に使われるプロジェクト評価の方法

高橋 義仁（専修大学 商
学部）

ファルマシア
（0014-8601）
53巻10号 
Page1013-1015

（2017.10）

解説

2017406196 【リアルワールドデータの活用と課
題について】 がん医薬品開発を目指
したSCRUM-Japanレジストリの活
用

大津 敦（国立がん研究
センター東病院），岡本 
渉，布施 望，青柳 吉博，
土原 一哉

レギュラトリーサイエンス
学会誌

（2185-7113）
7巻3号 
Page205-214

（2017.09）

解説／
特集

2017405956 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　確認試験の意義について考える

尾澤 侑治（大鵬薬品工
業），阿形 泰義，井上 
敬介，上山 栄二，臺場 
昭人，香取 典子

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
33巻13号 
Page2715-2722

（2017.10）

解説

2017405897 アカデミア創薬の課題　創薬応用研
究部分の能力に関する分析

奥山 亮（東京工業大学 
環境・社会理工学院イ
ノベーション科学系博
士後期課程），辻本 将晴

医療と社会
（0916-9202）
27巻2号 
Page237-250

（2017.09）

原著論文

2017405896 ASEANにおける医薬品アクセス問
題と企業進出　ベトナムでの調査を
踏まえて アジア製薬団体連携会議

（APAC）の内容、その狙いと今後の
展望

長岡 秋広，日本製薬工
業協会国際委員会

医療と社会
（0916-9202）
27巻2号 
Page220-229

（2017.09）

解説

医療関連ビジネス



2017405892 ASEANにおける医薬品アクセス問
題と企業進出　ベトナムでの調査を
踏まえて ベトナム調査報告　ベト
ナムにおける医薬品の適正使用の状
況と医薬産業進出の可能性　現地
調査報告

中島 理恵（日本大学 薬
学部 薬事管理学研究室）

医療と社会
（0916-9202）
27巻2号 
Page173-180

（2017.09）

解説

2017391651 【バイオシミラー】 バイオシミラー
の開発とその後の展開

加藤 勝之（バイオシミ
ラー協議会）

細胞
（1346-7557）
49巻9号 
Page451-453

（2017.08）

解説／
特集

2017391648 【バイオシミラー】 バイオシミラー
研究の成果から

豊島 聰（武蔵野大学 薬
学部 薬学科レギュラト
リーサイエンス）

細胞
（1346-7557）
49巻9号 
Page439-442

（2017.08）

解説／
特集

2017391644 【バイオシミラー】 総論　バイオシ
ミラー医薬品をめぐる考察

黒川 達夫（バイオシミ
ラー協議会）

細胞
（1346-7557）
49巻9号 
Page426-427

（2017.08）

解説／
特集

2017381803 抗菌薬開発の問題点と将来展望　ど
うすれば新規抗菌薬開発を進めるこ
とができるのか? 新規抗菌薬創製に
向けた企業の取り組み

山野 佳則（塩野義製薬 
医薬研究本部）

日本細菌学雑誌
（0021-4930）
72巻1号 
Page36（2017.02）

会議録


