
医療経済関係研究論文（２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

2018029193 HBOC診療の現状 HBOC総合診療
制度機構設立とがんゲノム医療政策

高田 史男（北里大学大
学院 医療系研究科 臨床
遺伝医学）

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）
25巻Suppl. 
Page81（2017.10）

会議録

2018020174 新潟市における2009-2010年の新
型インフルエンザ（パンデミック

（H1N1）2009）の 流 行 に つ い て　
地域保健医療行政の立場からの分析
と今後のパンデミック対応への教訓

山崎 哲（新潟大学大学
院 医歯学総合研究科 国
際保健学分野），齋藤 玲
子

新潟医学会雑誌
（0029-0440）
131巻6号 
Page333-349

（2017.06）

原著論文

2018019509 これからの歯科医療の展望　経済財
政諮問会議の答申から、2018年の
歯科診療と歯科保健医療政策の方
向を窺う

上條 英之（東京歯科大
学 歯科社会保障学講
座）

日本歯科評論
（0289-0909）
77巻11号 
Page149-152

（2017.11）

解説

2018018854 妊孕性温存診療における心理社会的
サポート体制の実態と医療経済的試
算

小泉 智恵（国立成育医
療 研 究 セ ン タ ー 研 究
所），奈良 和子，宮川 
智子，杉浦 美里，平山 
史朗，小池 眞規子，加
藤 恵一，薮内 晶子，高
井 泰，古井 辰郎，木村 
文則，山中 章義，川井 
清考，太田 邦明，桑原 
章，湯村 寧，高江 正道，
鈴木 直

日本生殖医学会雑誌
（1881-0098）
62巻4号 
Page422（2017.10）

会議録

2018012590 周術期を支える漢方を科学する!　
その基礎と臨床 最新EBMならびに
医療経済的効果からの検討

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）

日本消化器外科学会総会
72回 
Page SS06-1

（2017.07）

会議録
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2018012070 消化器外科における術後回復促進策
（ERAS） ERASを遵守した周術期大
腸切除クリニカルパスは医療経済学
的に有用である

小川 克大（済生会熊本
病院 外科センター），遊
佐 俊彦，武山 秀晶，岡
部 弘尚，尾崎 宣之，林 
洋光，赤星 慎一，生田 
義明，緒方 健一，高森 
啓史

日本消化器外科学会総会
72回 
Page O2-54-6-3

（2017.07）

会議録

2018011058 医療経済からみた腹腔鏡下大腸切除
術

佐藤 寛紀（済生会熊本
病院 外科センター）

日本消化器外科学会総会
72回 
Page ME-B-2-1

（2017.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018032152 デジタル革命が製剤学の将来に与え

る影響（その1）
Leuenberger Hans（In-
stitute for Innovation in 
Industrial Pharmacy，
IFI IP），Leuenberger 
Michael N.，木村 豪

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
33巻14号 
Page2901-2906

（2017.11）

解説

2018032147 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2回）　医薬
品価格交渉の実際

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事
（0016-5980）
59巻15号 
Page3187-3191

（2017.11）

解説

2018031424 乳癌検診を総合的に理解する 乳が
ん検診の費用効果分析を理解する

大貫 幸二（岩手県立中
央病院 乳腺・内分泌外
科）

日本乳癌検診学会誌
（0918-0729）
26巻3号 
Page316（2017.10）

会議録

2018031115 プロトコルに基づく外来処方の日数
調整とその効果

氷見 矩彬（KKR札幌医
療センター），山田 春奈，
畠山 智明，篠原 一宏

共済医報
（0454-7586）
66巻Suppl. 
Page181（2017.10）

会議録

2018028292 輸血感染症検査のコスト・ベネフィ
ット

平 力造（日本赤十字社
血液事業本部）

血液事業
（0917-7833）
40巻2号 
Page346（2017.08）

会議録

2018028271 薬液ポンプチューブの早期流量低下
に対する検討

新美 友衣（偕行会偕行
会セントラルクリニッ
ク），鹿爪 智哉，篠崎 
湧太，中沢 幹，溝口 素
子，砂野 裕美，村上 桐
子，藤川 淳子，加藤 碧，
虫賀 督幸，佐藤 眞由美，
田島 智之，上野 彰之，
田岡 正宏，春日 弘毅

日本血液浄化技術学会会誌
（2185-5927）
25巻1号 
Page100-102

（2017.09）

原著論文

臨床経済学・薬剤経済学
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2018028208 【医業収支改善の3つの戦略　3の巻
コスト減"の全技術】（Part 3）ケース
スタディ　最適なコスト減の"6メソ
ッド" ケーススタディ　広報・広告
の最適化によるコスト減"

青木 寿幸（日本中央研
修会）

保険診療
（0385-8588）
72巻10号 
Page32-34（2017.10）

解説／
特集

2018027190 小さなことからコツコツと業務改善　
手術室増設のための医療材料在庫ス
ペースの縮小化とコスト効率化の試
み

北野 秀行（神奈川県警
友会けいゆう病院 用度
課）

病院羅針盤
8巻112号 
Page40-45（2017.10）

解説

2018026377 【点眼治療戦略:Pros & Cons】 眼科
医療における点眼薬の位置づけ

山田 昌和（杏林大学 医
学部 眼科学教室）

あたらしい眼科
（0910-1810）
34巻9号 
Page1215-1219

（2017.09）

解説／
特集

2018026319 近未来のHDFフィルタ　メーカーが
まず求められること　科学性に裏付
けられた社会経済性

押原 渉（東レメディカ
ル 透析事業本部企画学
術室），山田 智子，鳥居 
裕一，久保田 昌裕

腎と透析
（0385-2156）
83巻別冊 HDF療法'17 
Page91-94（2017.09）

解説

2018026066 頸部脊髄症に対する頸椎椎弓形成
術の費用対効果の検討

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，
牧野 孝洋，森口 悠，齋
藤 正伸，海渡 貴司

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌

（0008-9443）
60巻秋季学会 
Page231（2017.09）

会議録

2018025919 EQ5D効用値を使った腰椎変性疾患
に対する手術加療の費用対効果分析

藤森 孝人（地域医療機
能推進機構大阪病院 整
形外科），三輪 俊格，小
田 剛紀

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌

（0008-9443）
60巻秋季学会 
Page178（2017.09）

会議録

2018025767 RA手指伸筋腱断裂症例に対する
wide awake下手術の有用性の検討

鈴木 基裕（浜松医科大
学 整形外科），市川 哲
也，永房 鉄之，鳥養 栄
治，宮本 繁之，松山 幸
弘

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌

（0008-9443）
60巻秋季学会 
Page123（2017.09）

会議録

2018024357 透析患者におけるC型肝炎治療のパ
ラダイムシフト

菊地 勘（下落合クリニ
ック）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）
32巻2号 
Page302-307

（2017.08）

解説

2018020931 白癬菌抗原キット 常深 祐一郎（東京女子
医科大学 皮膚科）

Medical Mycology Journal
（2185-6486）
58巻2号 
Page J51-J54

（2017.04）

解説
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2018020448 前立腺癌患者に対するLH-RH3 ヵ月
製剤を6 ヵ月製剤に変更後の患者へ
の影響

岩本 陽一（国立病院機
構三重中央医療センタ
ー 泌尿器科），加藤 雅
史

泌尿器外科
（0914-6180）
30巻11号 
Page1653-1658

（2017.11）

原著論文／
比較研究

2018019403 【薬局・薬剤師の地域展開-コミュニ
ティ・ファーマシー】 残薬と医薬品
の適正利用支援プログラム　諸外国
のブラウンバッグ運動から学ぶこと

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学研究室）

公衆衛生
（0368-5187）
81巻11号 
Page928-932

（2017.11）

解説／
特集

2018019402 【薬局・薬剤師の地域展開-コミュニ
ティ・ファーマシー】 ドイツにおけ
るコミュニティ・ファーマシーの現
状と課題　ドイツと日本の比較

アッセンハイマー 慶子
（日本コミュニティファ
ーマシー協会）

公衆衛生
（0368-5187）
81巻11号 
Page922-927

（2017.11）

解説／
特集

2018018863 卵巣凍結保存による妊孕性温存　費
用対効果・安全性・クオリティにつ
いての検討

京野 廣一（京野アート
クリニック高輪），青野 
展也，中村 祐介，佐々
木 千紗，服部 裕充，中
條 友紀子，大野 雅代，
田中 敦子，相良 恵里，
高橋 瑞穂，羽藤 彩，小
泉 雅江，戸屋 真由美，
五十嵐 秀樹，橋本 朋子

日本生殖医学会雑誌
（1881-0098）
62巻4号 
Page425（2017.10）

会議録

2018018854 妊孕性温存診療における心理社会的
サポート体制の実態と医療経済的試
算

小泉 智恵（国立成育医
療 研 究 セ ン タ ー 研 究
所），奈良 和子，宮川 
智子，杉浦 美里，平山 
史朗，小池 眞規子，加
藤 恵一，薮内 晶子，高
井 泰，古井 辰郎，木村 
文則，山中 章義，川井 
清考，太田 邦明，桑原 
章，湯村 寧，高江 正道，
鈴木 直

日本生殖医学会雑誌
（1881-0098）
62巻4号 
Page422（2017.10）

会議録

2018014628 高リスク日本人骨粗鬆症女性に対す
る骨粗鬆症治療薬の費用対効果分
析　週1回アレンドロネートとデノ
スマブの検討

吉沢 知宏（筑波大学 整
形），西野 衆文，星 淑
玲，大久保 一郎，山崎 
正志

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）
91巻8号 
Page S1704

（2017.08）

会議録

2018012999 大腸がん検診（便潜血）陽性者に対
する精密検査としてのCTコロノグ
ラフィーの費用対効果

石黒 めぐみ（東京医科
歯科大学大学院 応用腫
瘍学講座），白岩 健，柴
原 秀俊，岡 志郎，田中 
信治

日本消化器外科学会総会
72回 
Page PF13-1

（2017.07）

会議録
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2018012590 周術期を支える漢方を科学する!　
その基礎と臨床 最新EBMならびに
医療経済的効果からの検討

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）

日本消化器外科学会総会
72回 
Page SS06-1

（2017.07）

会議録

2018009134 歯科医師は薬剤費用を考慮すべきか 齋藤 拓実（愛知医科大
学大学院 医学研究科 口
腔外科学），山本 康博，
山田 陽一，風岡 宜暁

日本口腔科学会雑誌
（0029-0297）
66巻2号 
Page188（2017.07）

会議録

2018007816 癌化学療法レジメンに基づいた薬剤
師の介入によるコンプライアンスの
薬理経済学的な効果　コホート研究

（Pharmacoeconomic effect of
compliance with pharmacist's in-
tervention based on cancer che-
motherapy regimens: a cohort
study）（英語）

 

Hayashi Makoto（De-
partment of Pharmacy， 
National Hospital Orga-  
n i z  a  t i on  Kana  z  awa 
Medical Center），
Yamatani Akimasa，
Funaki Hiromu，

Miyamoto Kenichi

Journal of Pharmaceu-
tical Health Care and 
Sciences

（2055-0294）
1巻March 
Page1-7（2015.03）

原著論文／
比較研究

2018007532 BRCA1とBRCA2の生殖細胞変異の
同定のための迅速で費用対効果のあ
る大量処理シーケンシング（Rapid 
and cost-effective high-throughput 
sequencing for identification of 
germline mutations of BRCA1 and 
BRCA2）（英語）

Ahmadloo Somayeh
（Div i s ion o f Human 
Genetics，Department 
of Integrated Genetics，
National Institute of 
Genetics），Nakaoka 
H i r o f u m i，H a y a n o 
Takahide，Hosomichi 
Kazuyoshi，You Hua，
Utsuno Emi，Sangai 
Takafumi，Nishimura 
Motoi，Matsushita Ka-
zuyuk i，Hata Ak i ra，
Nomura Fumio，Inoue 
Ituro

Journal of Human Ge-
netics

（1434-5161）
62巻5号 
Page561-567

（2017.05）

原著論文

2018006969 独居患者における食事制限の負担の
認識に対するスタッフの励ましの影
響（Influence of Staff Encourage-
ment on Perceived Burden of Di-
etary Restriction Among Patients 
Living Alone）（英語）

Ikenoue Tatsuyoshi
（Department of Health-
care Epidemio logy，
School of Public Health 
in the Graduate School 
o f Med ic ine，Kyo to 
University），Fukuma 
Sh ingo，Yamamo to 
Yo s u k e，Yamaza k i 
Shin，Akizawa Tadao，
Akiba Takashi，Saito 
Akira，Kurokawa Kiyo-
shi，Fukuhara Shunichi

Therapeutic Apheresis 
and Dialysis

（1744-9979）
20巻6号 
Page623-631

（2016.12）

原著論文／
比較研究
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文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018020973 生殖補助医療による初生産までの治

療期間および医療費は二胚移植期間
と比べて一胚移植期間で低い　40
歳未満の女性のレトロスペクティブ
解析（Treatment period and medi-
cal care costs to achieve the first 
live birth by assisted reproductive 
technology are lower in the single 
embryo transfer period than in the 
double embryo transfer period: a 
retrospective analysis of women 
younger than 40 years of age）（英
語）

Kawahara Shunsuke
（Department of Obstet-
rics and Gynecology，
Kurashiki Central Hos-
pi tal），Ueda Akane，
Na k a h o r i T a k a s h i，
Honda Tetsuro

Reproductive Medicine 
and Biology

（1445-5781）
16巻2号 
Page139-142

（2017.04）

原著論文／
比較研究

2018014122 韓国健康保険の老人診療費の増加
要因　日本の老人医療費との比較

丁 炯先（延世大学保健
科学大学 保健行政学
科）

日本福祉大学社会福祉論集
（1345-174X）
136号 
Page177-188

（2017.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018008325 産科医療保障制度の適応患者は予

想以上に広かった
冨田 直（東京都立小児
総合医療センター 神経
内科）

脳と発達
（0029-0831）
49巻Suppl. 
Page S321（2017.05）

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
2018032147 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2回）　医薬
品価格交渉の実際

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事
（0016-5980）
59巻15号 
Page3187-3191

（2017.11）

解説

2018030871 手術室における医療材料原価管理リ
ストを活用した価格削減の成果

織田 岳志（斗南病院），
佐々木 正，伊藤 恭子，
長谷川 敬，木村 真理子，
藤井 浩之，北城 秀司，
奥芝 俊一

共済医報
（0454-7586）
66巻Suppl. 
Page112（2017.10）

会議録

医療費

医療保障制度

診療報酬・薬価

6/7



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2018032533 【マイクロバイオータ研究の最前線】 

日本マイクロバイオームコンソーシ
アム（JMBC）の設立　国内企業の
動向

坂田 恒昭（塩野義製薬），
松本 弥生

ファルマシア
（0014-8601）
53巻11号 
Page1095-1097

（2017.11）

解説／
特集

2018032152 デジタル革命が製剤学の将来に与え
る影響（その1）

Leuenberger Hans（In-
stitute for Innovation in 
Industrial Pharmacy，
IFI IP），Leuenberger 
Michael N.，木村 豪

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
33巻14号 
Page2901-2906

（2017.11）

解説

2018032147 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2回）　医薬
品価格交渉の実際

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事
（0016-5980）
59巻15号 
Page3187-3191

（2017.11）

解説

2018021009 東日本大震災時の医薬品流通に関わ
った人々の思い

小野木 弘志（東北福祉
大学），富澤 弥生，一ノ
瀬 まきの，鈴木 千明，
中村 令子，三澤 寿美

感性福祉研究所年報
（1344-9966）
18号 
Page151-157

（2017.03）

原著論文

2018019402 【薬局・薬剤師の地域展開-コミュニ
ティ・ファーマシー】 ドイツにおけ
るコミュニティ・ファーマシーの現
状と課題　ドイツと日本の比較

アッセンハイマー 慶子
（日本コミュニティファ
ーマシー協会）

公衆衛生
（0368-5187）
81巻11号 
Page922-927

（2017.11）

解説／
特集
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