
医療経済関係研究論文（3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

2020074958 診療報酬・医療政策と病理　平成
32年診療報酬改定要望

佐々木 毅（東京大学 医・
次世代病理情報連携学）

日本病理学会会誌
（0300-9181）108巻1
号 Page208（2019.04）

会議録

2020074957 診療報酬・医療政策と病理　病理
診断科診療所と診療報酬　その現
状

岸川 正大（長崎病理） 日本病理学会会誌
（0300-9181）108巻1
号 Page208（2019.04）

会議録

2020074956 診療報酬・医療政策と病理　先進
各国の医療保険と診療報酬制度

冨岡 慎一（産業医科大
学 医・公衆衛生）

日本病理学会会誌
（0300-9181）108巻1
号 Page208（2019.04）

会議録

2020057800 生涯28を実現させるための社会シ
ステムを考える　歯科保健医療政策
の今後の課題

田口 円裕（厚生労働省
医政局 歯科保健課）

歯界展望（0011-8702）
134巻6号 Page1154-
1159（2019.12）

解説

2020055619 認知症患者の周術期ケアを考える　
J-PADガイドライン時代のせん妄・
認知症対策と医療的・臨床倫理的・
医療経済的課題　周術期神経認知
障害群評価体制の構築は患者・家族
と国民のニーズである

古賀 雄二（川崎医療福
祉大学 保健看護学科）

日本手術看護学会誌
（1880-4780）15巻2号 
Page101（2019.09）

会議録

2020051070 2025年問題のあとさきを見据えた
医療保険制度並びに診療報酬の在り
方　2025年以降を見据えた医療政
策の考え方

迫井 正深（厚生労働省
大臣官房）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）34巻3号 
Page s44（2019.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020089686 質と安全性の高い薬物療法を効率的

に　フォーミュラリーの運用につい
て

田中 恒明（聖マリアン
ナ医科大学附属病院 薬
剤部）

薬事新報（0289-3290）
3133号 Page7-11
（2020.01）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2020089663 精神病理ネットワークの応用可能性　
うつ病治療のテイラー化を促進する
ために

樫原 潤（日本大学） 心理学評論（0386-
1058）62巻2号 
Page143-165
（2019.12）

総説

2020088652 厚生労働省新HTA制度（第9回）　
OECD提言から見た制度化後の課題

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）50巻12
号 Page764-769
（2019.12）

解説

2020088082 搾乳牛群における潜在性ケトーシス
治療の経済効果に関する確率シミュ
レーションを利用した検討

窪田 健太郎（NOSAI道
央留萌南部家畜診療所）

家畜診療（0287-0754）
66巻12号 Page766-
767（2019.12）

会議録

2020087645 高額薬剤と医療費　我々はどうすべ
きか

鈴木 康裕（厚生労働省） 社会保険旬報（1343-
5728）2767号 
Page10-21（2019.12）

解説

2020086904【気管支喘息　喘息診療アップデー
ト　基本を固め、最新治療を知る】
気管支喘息診療のアップデート　レ
ベルアップに役立つポイント　
FeNO測定の意義と実践

佐藤 俊（福島県立医科
大学 医学部呼吸器内科
学講座）, 斎藤 純平

Medical Practice
（0910-1551）36巻12
号 Page1841-1846
（2019.12）

解説/特
集

2020086525 ICER（増分費用対効果比）による機
材導入後の効果検証活動に関する報
告

渡邉 康晃（済生会熊本
病院）, 村中 裕之, 
松森 智香, 荒木 康幸, 
山下 正

医療の質・安全学会誌
（1881-3658）14巻
Suppl. Page443
（2019.11）

会議録

2020086000 清拭車使用時の異臭発生から使い捨
てタオルへ移行までの報告

武田 知子（労働者健康
安全機構北海道中央労
災病院）

Best Nurse30巻12号 
Page17-18（2019.12）

会議録

2020085997 炎症性腸疾患領域のバイオシミラー
を取り巻く環境とバイオシミラーの
開発コンセプトの解説

亀井 数正（ファイザー 
免疫・抗炎症領域メデ
ィカルアフェアーズ部）, 
松本 亜美, 田邊 康祐, 
吉井 規敏

消化器の臨床（1344-
3070）22巻4号 
Page320-326
（2019.11）

総説

2020083006 当院における血液培養検査汚染率低
下への取り組み

山口 真裕子（国家公務
員共済組合連合会横浜
南共済病院 診療部臨床
検査科）, 小山 郁子, 
西田 祐子, 笠井 隆之, 
菅原 拓也, 小石 かおり, 
小栗 豊子, 佐藤 真由美

医学検査（0915-8669）
68巻4号 Page619-
625（2019.10）

原著論文

2020080950【新しいがん免疫療法の動向】コス
ト面からみた免疫チェックポイント
阻害薬の適正使用

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院 呼吸
器内科）

腫瘍内科（1881-6568）
24巻3号 Page270-
275（2019.09）

解説/特
集

2020078697 乳腺濃度を考慮した乳癌検診の費用
対効果分析

松本 綾希子（東京大学
大学院 医学系研究科公
共健康医学専攻）

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集27回 
Page543（2019.07）

会議録



2020074917 Henry Ford Health System Power 
Precision Medicineにおける包括的
かつ費用対効果の高いゲノム解析ソ
リューション（Comprehensive, 
Cost-eff ective Genomic Solutions 
at Henry Ford Health System 
Power Precision Medicine）（英語）

Zarbo Richard John
（Henry Ford Health 
System）

日本病理学会会誌
（0300-9181）108巻1
号 Page186（2019.04）

会議録

2020074514 日本の骨粗鬆症患者における骨折の
疾病負担　健康関連QoL、仕事の生
産性、活動障害、ヘルスケア資源の
利用、経済的コスト（Disease 
burden of fractures among patients 
with osteoporosis in Japan: 
health-related quality of life, work 
productivity and activity 
impairment, healthcare resource 
utilization, and economic costs）
（英語）

Fujiwara Saeko
（Hiroshima Atomic 
Bomb Casualty 
Council）, Zhao 
Xiahong, Teoh Cheryl, 
Jaff e Dena H., Taguchi 
Yurie

Journal of Bone and 
Mineral Metabolism
（0914-8779）37巻2号 
Page307-318
（2019.03）

原著論文
/比較研
究

2020058208【プライマリ・ケアのための-ポリフ
ァーマシー「超」整理法】ポリファ
ーマシーの基本を整理する　ポリフ
ァーマシーになると何が問題となる
のか?

青島 周一（中野病院） Medicina（0025-7699）
56巻13号 Page2120-
2125（2019.12）

解説/特
集

2020057486【栄養と健康-糖質制限食を中心に】
特定保健用食品への期待

阿部 圭一（医薬基盤・
健康・栄養研究所国立
健康・栄養研究所）

公衆衛生（0368-5187）
83巻12号 Page904-
909（2019.12）

解説/特
集

2020056374 東洋医学と西洋医学　どちらが本質
治療に近いのか　東洋医学は決して
非科学的ではない胸張って診療する
ために

小川 卓良（全日本鍼灸
学会）

全日本鍼灸学会雑誌
（0285-9955）67巻3号 
Page176-195
（2017.08）

解説

2020056357 生薬原料委員会調査報告
（Committee for Raw Materials of 
Crude Drugs）　医師の湯液処方に
対する認識および生薬使用量の実態
に関する調査

高橋 京子（大阪大学総
合学術博物館 資料基礎
研究系）, 上田 大貴, 
針ヶ谷 哲也, 
高浦 佳代子［[島田], 
山田 享弘, 山岡 傳一郎

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）70巻4号 
Page399-408
（2019.10）

原著論文

2020054606【悩み多き子羊たちへの救いの一手　
これが私の診断・治療法!】心不全・
心筋症　糖尿病と心不全の合併が
多いと聞きました。心不全を合併す
る糖尿病患者において血糖降下薬は
どのようなものが推奨されますか?

坂東 泰子（名古屋大学
大学院 医学系研究科 循
環器内科）, 室原 豊明

Heart View（1342-
6591）23巻12号 
Page99-103
（2019.11）

解説/特
集

2020054521 上顎無歯顎のインプラント補綴　固
定性vs.可撤性　読後感　上顎無歯
顎インプラント補綴の設計に影響を
与える因子は何か

兒玉 直紀（岡山大学病
院 咬合・義歯補綴科）

日本補綴歯科学会誌
（1883-4426）11巻4号 
Page350-354
（2019.10）

解説



2020054407【二次出版】本邦データを用いた大
腸ポリープ切除後サーベイランスの
費用効果分析

関口 正宇（国立がん研
究センター中央病院 検
診センター）, 五十嵐 中, 
坂本 琢, 斎藤 豊, 
江崎 稔, 松田 尚久

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）61巻10号 
Page2409-2421
（2019.10）

原著論文
/比較研
究

2020054073 ロタウイルスワクチンの公費助成に
よる発生動向と費用対効果の検討

是松 聖悟（中津市立中
津市民病院 小児科）, 
秋本 竜矢, 佐脇 美和, 
中嶋 美咲, 小杉 雄二郎, 
合志 光史

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）123巻
10号 Page1581
（2019.10）

会議録

2020053754 放射線治療装置（リニアック）導入
による採算性に関する考察

村上 淳基（奈良県立医
科大学 公衆衛生学講
座）, 赤羽 学, 中西 康裕, 
今井 信也, 玉本 哲郎, 
今村 知明

医療情報学（0289-
8055）39巻2号 
Page73-84（2019.10）

原著論文

2020051364 基礎発汗誘導能に着目したヘパリン
類似物質含有保湿クリーム先発品と
後発品の生物学的同等性評価

淺沼 由美子（川崎医科
大学 皮膚科学教室）, 
北原 里恵, 林田 優季, 
青山 裕美

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）129巻
10号 Page2165-2172
（2019.09）

原著論文
/ランダ
ム化比較
試験

2020048887 患者の残薬に対する薬剤師の評価　
アンケートによる調査研究

千葉 百合香（しなの薬
局長岡赤十字病院前店）, 
佐藤 亜美

応用薬理（0300-8533）
96巻3-4号 Page71-75
（2019.05）

原著論文

2020048827 アカデミック・ディテーリングの概
要と実践　日本における薬剤師の専
門性確立に向けて

小茂田 昌代（東京理科
大学 薬学部医療安全学）, 
尾関 理恵

薬局薬学（1884-3077）
11巻1号 Page8-17
（2019.04）

総説

2020047144 Value-based Imaging　AI時代を見
据えて、画像診断の価値を考える　
医療における価値（Value）とは
（Value-based Imaging: Future of 
Radiology in the Era of AI　What 
is Value-based Healthcare?）（英語）

Kumamaru Kanako
（Dept. of Radiology, 
Juntendo University）

日本医学放射線学会学
術集会抄録集（0048-
0428）78回 Page S56
（2019.02）

会議録

2020046881 日本人原発性乳癌患者の発熱性好
中球減少症に関連する費用　無作為
化臨床試験の事後解析（Costs 
associated with febrile neutropenia 
in Japanese patients with primary 
breast cancer: post-hoc analysis of 
a randomized clinical trial）（英語）

Miyake Osamu
（Department of 
Pharmacoepidemiology, 
Graduate School of 
Medicine and Public 
Health, Kyoto 
University）, Murata 
Kyoko, Tanaka Shiro, 
Ishiguro Hiroshi, Toi 
Masakazu, Tamura 
Kazuo, Kawakami Koji

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）48巻5号 
Page410-416
（2018.05）

原著論文
/比較研
究



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020084172 今後の透析医療とPD推進による医

療費削減効果
中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）, 
Marshall M., 
Deenitchina S., 
大西 宏幸

腎と透析（0385-2156）
87巻別冊 腹膜透析
2019 Page55-57
（2019.11）

原著論文

2020074491 高齢日本人集団における医療費およ
び入院期間と歯数の関連性
（Associations of number of teeth 
with medical costs and 
hospitalization duration in an older 
Japanese population）（英語）

Saito Mizuki（Depart-
ment of Preventive 
Dentistry and Dental 
Public Health, School 
of Dentistry, Aichi 
Gakuin University）, 
Shimazaki Yoshihiro, 
Nonoyama Toshiya, 
Tadokoro Yasushi

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）19巻4号 
Page335-341
（2019.04）

原著論文
/比較研
究

2020051592 飲食店における禁煙実施状況と有訴
者率・通院者率・医療費・死亡率と
の関係　都道府県別の資料による検
討

川村 晃右（京都橘大学 
看護学部看護学科）, 
中井 あい, 山田 和子, 
森岡 郁晴

日本衛生学雑誌（0021-
5082）74巻 Page1 of 
7-7 of 7（2019.09）

原著論文

2020048837 薬局薬剤師による腎機能評価からの
処方提案の実態　処方変更率と医
療費削減効果を含めて

川原 弘明（ココカラフ
ァインヘルスケアココ
カラファイン薬局草間
店）, 山田 晶久, 立松 宏太

薬局薬学（1884-3077）
11巻1号 Page99-104
（2019.04）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020074956 診療報酬・医療政策と病理　先進

各国の医療保険と診療報酬制度
冨岡 慎一（産業医科大
学 医・公衆衛生）

日本病理学会会誌
（0300-9181）108巻1
号 Page208（2019.04）

会議録

2020058077 医療保険診療報酬請求明細書の審
査について

飯塚 哲夫（近代口腔科
学研究会）

近代口腔科学研究会雑
誌（0285-1113）45巻
3号 Page300-306
（2019.12）

解説

2020056089 新時代への挑戦　日本人にあったチ
ーム医療、集学的治療　医療制度・
診療報酬の国際比較　日本にあった
持続できる医療制度は

三木 健司（大阪行岡医
療大学 医療学部）

Journal of 
Musculoskeletal Pain 
Research（2186-2796）
11巻3号 Page285-
294（2019.09）

総説

2020051593 クラスター分析を用いた都道府県別
医療制度パフォーマンスの地域差の
検討

中島 尚登（東京慈恵会
医科大学附属病院 医療
保険指導室）, 矢野 耕也

日本衛生学雑誌（0021-
5082）74巻 Page1 of 
12-12 of 12（2019.09）

原著論文

2020051072 2025年問題のあとさきを見据えた
医療保険制度並びに診療報酬の在り
方　日本臨床内科医会の立場から

望月 紘一（日本臨床内
科医会）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）34巻3号 
Page s46（2019.09）

会議録

医療費

医療保障制度



2020051071 2025年問題のあとさきを見据えた
医療保険制度並びに診療報酬の在り
方　医療提供体制と医師偏在対策

今村 聡（日本医師会） 日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）34巻3号 
Page s45（2019.09）

会議録

2020051070 2025年問題のあとさきを見据えた
医療保険制度並びに診療報酬の在り
方　2025年以降を見据えた医療政
策の考え方

迫井 正深（厚生労働省
大臣官房）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）34巻3号 
Page s44（2019.09）

会議録

2020049040 ミャンマーの医療制度と国民皆保険
制度（Myanmar healthcare system 
and universal health coverage）（英
語）

Nwe Nwe Oo （国際医
療福祉大学 医学部）

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）24巻
1号 Page77-87
（2019.03）
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2020087588 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27回）　波
乱含みの令和元年後半のスタート

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）61
巻16号 Page3099-
3102（2019.12）

解説

2020074758 急性心筋梗塞高齢患者における初期
経皮的冠動脈インターベンション　
日本全国の診療報酬請求データベー
スを用いた解析（Primary 
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Intervention in Elderly Patients 
With Acute Myocardial Infarction: 
An Analysis From a Japanese 
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Database）（英語）
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/比較研
究
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医事業務26巻572号 
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一による効率化と経済効果
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医学部附属病院 材料部）, 
丸山 貴美子, 白木 康浩

信州大学医学部附属病
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による採算性に関する考察
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望

大澤 智子（医薬品医療
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