
医療経済関係研究論文（9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
2020280479【新型コロナウイルス感染の起承

転"】（Part 1）　新型コロナウイルス
感染の"起承転"をこう考える　新型
コロナの感染拡大と医療政策の課題　
現実化した医療崩壊の背景と今後の
課題"

伊藤 周平（鹿児島大学 
法文学部）

保険診療（0385-8588）
75巻6号 Page25-28
（2020.06）

解説/特
集

2020277140【腹を割って話そう!!ハイブリッド
ERシステム】ハイブリッドERシス
テムを多視点でとらえる　医療経済
から考えるハイブリッドERシステ
ム

木下 喬弘（大阪大学医
学部附属病院 高度救命
救急センター）

救急医学（0385-8162）
44巻5号 Page598-
604（2020.05）

解説/特
集

2020271192 ケアの質と医療経済に対する日本の
病院総合医システムの影響（Impact 
of the Hospitalist System in Japan 
on the Quality of Care and 
Healthcare Economics）（英語）

Hamada Osamu
（Department of General 
Internal Medicine, 
Takatsuki General 
Hospital）, Tsutsumi 
Takahiko, Tsunemitsu 
Ayako, Fukui Takafumi, 
Shimokawa Toshio, 
Imanaka Yuichi

Internal Medicine
（0918-2918）58巻23
号 Page3385-3391
（2019.12）

原著論文

2020271094 保険薬局における医療用麻薬の使用
実態に関する医療経済学的研究

春田 一磨（東邦大学 薬
学部 実践医療薬学研究
室）, 木村 嘉之, 
浦中 宏樹, 石井 敏浩, 
藤枝 正輝

薬理と治療（0386-
3603）47巻11号 
Page1753-1764
（2019.11）

原著論文

2020269569 医療経済学からみた癌治療 五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page598
（2019.11）

会議録



2020269419 医療経済からみた最適な肺がん治療　
費用対効果も考えた最適な肺癌治療
戦略

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page552
（2019.11）

会議録

2020269418 医療経済からみた最適な肺がん治療　
外科治療におけるコスト　医療経済
からみたロボット手術の課題と展望

谷口 雄司（鳥取大学 医
学部 胸部外科）, 
春木 朋広, 高木 雄三, 
窪内 康晃, 城所 嘉輝, 
門永 太一, 松居 真司, 
中西 敦之, 中村 廣繁

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page552
（2019.11）

会議録

2020269417 医療経済からみた最適な肺がん治療　
意外と安い放射線治療

大西 洋（山梨大学 医学
部放射線科）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page551
（2019.11）

会議録

2020269416 医療経済からみた最適な肺がん治療　
医は仁術　医師は経済は考えなくて
よい?

山本 信之（和歌山県立
医科大学 内科学第三）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page551
（2019.11）

会議録

2020269415 医療経済からみた最適な肺がん治療　
現在の医療政策とその課題

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page551
（2019.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020281286【知っておきたい新たな処置具-特徴

と そ の 開 発 意 図 】ERCP関 連　
EPLBD専用処置具ESTナイフつき
バルーンダイレータ（StoneMaster 
V）のコンセプトと実際

殿塚 亮祐（東京医科大
学 臨床医学系消化器内
科学分野）, 祖父尼 淳, 
土屋 貴愛, 向井 俊太郎, 
糸井 隆夫

消化器内視鏡（0915-
3217）32巻6号 
Page879-881
（2020.06）

解説/特
集

2020280175 ポリファーマシー患者における薬学
的介入が及ぼす経済効果

遠藤 晋吾（堺市立病院
機構堺市立総合医療セ
ンター 薬剤科）, 
安井 友佳子, 石坂 敏彦, 
小竹 武

堺市立総合医療センタ
ー医学雑誌（2432-
2407）20巻 Page69-
72（2020.03）

原著論文

2020279102【医薬品開発におけるシミュレーシ
ョン技術】固形製剤の製法設計のた
めのシミュレーションツール

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）36巻8号 
Page1257-1262
（2020.06）

解説/特
集

2020278941 根拠のない習慣（第3回）　急性・慢
性の腰痛症に対する画像検査は本当
に必要か?

吉野 鉄大（慶応義塾大
学 医学部 漢方医学セン
ター）

Hospitalist（2188-
0409）8巻1号 
Page168-170
（2020.03）

解説

2020278772【整形外科臨床研究の手引き-適切に
行い,正しく読み解くために】臨床研
究の準備と適正実施　臨床研究に関
連する健康被害の補償と臨床研究保
険

村山 敏典（金沢大学附
属病院 臨床開発部）

整形外科（0030-5901）
71巻6号 Page711-715
（2020.05）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2020278403【知識×症例×研究の3STEPで磨く!
薬局薬剤師の専門性ファーストガイ
ド】（第4章）薬局薬剤師の専門性を
確立するための臨床研究と組織　押
さえておきたい主な薬局研究　疑義
照会の経済的効果　全国の薬局疑
義照会調査より

鹿村 恵明（東京理科大
学 薬学部）

調剤と情報（1341-
5212）26巻7号 
Page1395-1400
（2020.05）

解説/特
集

2020277651 脊髄性筋萎縮症の遺伝子治療 西尾 久英（神戸学院大
学 総合リハビリテーシ
ョン学部 作業療法学
科）, 岡本 健太郎, 
齊藤 利雄, 篠原 正和

BIO Clinica（0919-
8237）35巻6号 
Page559-568
（2020.06）

解説

2020277140【腹を割って話そう!!ハイブリッド
ERシステム】ハイブリッドERシス
テムを多視点でとらえる　医療経済
から考えるハイブリッドERシステ
ム

木下 喬弘（大阪大学医
学部附属病院 高度救命
救急センター）

救急医学（0385-8162）
44巻5号 Page598-
604（2020.05）

解説/特
集

2020276468 日本の進行・再発食道がん二次治療
におけるニボルマブの費用対効果

近藤 有（愛知県厚生農
業協同組合連合会豊田
厚生病院 薬剤部）, 
榊原 崇芳, 加藤 潤, 
渡邊 雅史, 西村 栄輝, 
實安 健市, 下野 大貴, 
間瀬 悟, 三宅 芳男

医療薬学（1346-342X）
46巻5号 Page239-
248（2020.05）

原著論文
/比較研
究

2020276405【誌上Journal Club-私を変えた激ア
ツ論文】教養編　薬剤経済学　「医
療費を安くしろ!」ではなく「オカネ
は効き目に見合ってる?」を　医療
とオカネの話

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

総合診療（2188-8051）
30巻5号 Page567-
571（2020.05）

解説/特
集

2020276213 高齢者の「通いの場」づくりの取り
組みとその効果　愛知県東海市の多
目的交流施設「健康交流の家」の実
践事例（第一回）　健康交流の家の
機能と利用による健康増進効果

細川 陸也（京都大学）, 
伊藤 美智予, 宮國 康弘, 
近藤 克則, 尾島 俊之, 
水谷 聖子, 後藤 文枝, 
阿部 吉晋, 
伊豫田 しのぶ, 
半田 裕子

地域保健（2424-0826）
51巻3号 Page52-59
（2020.05）

解説

2020275382 持続可能な輸血医療の将来に向け
て:輸血医療の持続的発展を考えた
「血栓止血領域医療への進出」　止
血目的の輸血治療における費用対効
果（cost-eff ectiveness）

山本 晃士（埼玉医科大
学総合医療センター）

日本輸血細胞治療学会
誌（1881-3011）66巻
2号 Page199
（2020.05）

会議録

2020272455 P-CABを第一選択としたGERD診療
の可否　びらん性胃食道逆流症治療
における費用対効果の検討　
Vonoprazanと 第 二 世 代Proton 
pump inhibitorとの比較

横矢 悠太（大阪医科大
学 第二内科）, 
五十嵐 中, 宇田 晃仁, 
出口 久人, 竹内 利寿, 
樋口 和秀

日本消化管学会雑誌
（2433-3840）4巻
Suppl. Page238
（2020.01）

会議録



2020272293「消化管画像診断」-新しい画像診断
モダリティを利用した消化管がん検
診-　大腸がん検診（便潜血）陽性者
に対する精密検査としての大腸カプ
セル内視鏡・CTコロノグラフィー
の費用対効果

石黒 めぐみ（東京医科
歯科大学医学部附属病
院 消化器化学療法外
科）, 白岩 健, 柴原 秀俊, 
岡 志郎, 田中 信治

日本消化管学会雑誌
（2433-3840）4巻
Suppl. Page153
（2020.01）

会議録

2020271192 ケアの質と医療経済に対する日本の
病院総合医システムの影響（Impact 
of the Hospitalist System in Japan 
on the Quality of Care and 
Healthcare Economics）（英語）

Hamada Osamu
（Department of General 
Internal Medicine, 
Takatsuki General 
Hospital）, Tsutsumi 
Takahiko, Tsunemitsu 
Ayako, Fukui Takafumi, 
Shimokawa Toshio, 
Imanaka Yuichi

Internal Medicine
（0918-2918）58巻23
号 Page3385-3391
（2019.12）

原著論文

2020271094 保険薬局における医療用麻薬の使用
実態に関する医療経済学的研究

春田 一磨（東邦大学 薬
学部 実践医療薬学研究
室）, 木村 嘉之, 
浦中 宏樹, 石井 敏浩, 
藤枝 正輝

薬理と治療（0386-
3603）47巻11号 
Page1753-1764
（2019.11）

原著論文

2020269569 医療経済学からみた癌治療 五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page598
（2019.11）

会議録

2020269419 医療経済からみた最適な肺がん治療　
費用対効果も考えた最適な肺癌治療
戦略

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page552
（2019.11）

会議録

2020269417 医療経済からみた最適な肺がん治療　
意外と安い放射線治療

大西 洋（山梨大学 医学
部放射線科）

肺癌（0386-9628）59
巻6号 Page551
（2019.11）

会議録

2020269289 日本の医学生の費用対効果"行動の
取り組み　政策的な枠組み
（Addressing the challenge of 
medical student "cost 
performance" behavior in Japan: a 
policy framework）（英語）"

Kuramoto Chiristine
（Department of 
Integrated Human 
Sciences: English, 
Hamamatsu University 
School of Medicine）, 
O'Dowd Gregory

Journal of Medical 
English Education
（1883-0951）18巻3号 
Page104-110
（2019.10）

解説

2020268773 肺手術後の術後空気漏出の治療に
おけるTachoSilの有効性および安全
性　無作為化比較試験のメタアナリ
シス（Effi  ciency and safety of 
TachoSil in the treatment of 
postoperative air leakage following 
pulmonary surgery: a meta-analysis 
of randomized controlled trials）（英
語）

Zhou Jian（Department 
of Thoracic Surgery, 
West China Hospital, 
Sichuan University）, 
Lyu Mengyuan, Pang 
Long, Gao Yuanjing, 
Ning Kang, Wang 
Zihuai, Liu Lunxu

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）49巻9号 
Page862-869
（2019.09）

原著論文
/メタア
ナリシス



2020268642 アジアにおけるアトピー性皮膚炎の
疾病負荷（Burden of atopic 
dermatitis in Asia）（英語）

Tsai Tsen-Fang
（Department of 
Dermatology, National 
Taiwan University 
Hospital and National 
Taiwan University 
College of Medicine）, 
Rajagopalan Murlidhar, 
Chu Chia-Yu, 
Encarnacion Lonabel, 
Gerber Robert A., 
Santos-Estrella Paul, 
Llamado Lyndon John 
Q., Tallman Anna M.

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）46巻10号 
Page825-834
（2019.10）

総説

2020267521 虚血性脳血管障害の総合画像診断　
各種画像診断のコストパフォーマン
ス

藤井 恭一（国立病院医
療センター）

医療（0021-1699）43
巻増刊プログラム 
Page （58）（1989.10）

会議録

2020266522【核酸創薬に貢献するバイオマテリ
アル】バイオマテリアルに基づいた
核酸ナノ医療の創製

山田 勇磨（北海道大学
大学院 薬学研究院）, 
中村 孝司, 佐藤 悠介, 
原島 秀吉

バイオマテリアル-生体
材料-（1347-7080）38
巻2号 Page92-99
（2020.04）

解説/特
集

2020266406 限られた人的資源における抗菌薬の
適正使用に向けた取り組みとその効
果

出羽 祐基（滋賀県立総
合病院 薬剤部）, 
中島 彰信, 中川 祐介, 
中辻 瑞穂, 岩崎 香織, 
渡邉 壽規, 原田 英樹, 
胡井 俊祐, 北居 千明

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻6号 
Page686-691
（2020.06）

原著論文
/比較研
究

2020263946 病院経営と医薬品管理　注目されつ
つあるフォーミュラリー　医薬品選
択と合理的使用

本間 亜紀（新潟県立十
日町病院）

新潟県立病院医学会誌
（0289-4173）68号 
Page64-66（2020.03）

解説

2020263945 病院経営と医薬品管理　DPC病院
での薬事委員会の役割　後発医薬
品採用と口座管理

船越 和博（新潟県立中
央病院 内視鏡センター）

新潟県立病院医学会誌
（0289-4173）68号 
Page60-64（2020.03）

解説

2020263944 病院経営と医薬品管理　～がん専門
病院の医薬品管理～

佐藤 信昭（新潟県立が
んセンター新潟病院）, 
田中 洋史

新潟県立病院医学会誌
（0289-4173）68号 
Page57-60（2020.03）

解説

2020263943 病院経営と医薬品管理　出来高病
院における薬品選択の現状と課題

野澤 友理（新潟県立吉
田病院 薬剤科）

新潟県立病院医学会誌
（0289-4173）68号 
Page57（2020.03）

会議録

2020263942 病院経営と医薬品管理　新潟県病
院局　新潟県立病院薬事委員会の
役割と今後

天井 誠（新潟県病院局 
業務課）

新潟県立病院医学会誌
（0289-4173）68号 
Page53-57（2020.03）

解説

2020263674 ジェネリック医薬品普及とインセン
ティブ政策　2012年度診療報酬改
定が薬剤費抑制に及ぼした影響

大橋 弘（東京大学公共
政策大学院）, 西川 浩平

医療経済研究（1340-
895X）31巻2号 
Page77-101
（2020.03）

原著論文



2020263620 依存が社会に与えるインパクト　ア
ルコール関連問題が社会に与えるイ
ンパクト

角南 隆史（佐賀県医療
センター好生館 精神
科）, 杠 岳文

ストレス科学（1349-
4813）34巻3号 
Page171-182
（2020.03）

解説

2020263036 世界中のみんなのための腎臓の健康　
予防から検出そして公平な治療への
アクセスの確保（Kidney Health for 
Everyone Everywhere: from 
Prevention to Detection and 
Equitable Access to Care）（英語）

Li Philip Kam-Tao
（Department of 
Medicine and 
Therapeutics, Carol 
&amp; Richard Yu PD 
Research Centre, 
Prince of Wales 
Hospital, Chinese 
University of Hong 
Kong）, Garcia-Garcia 
Guillermo, Lui Siu-Fai, 
Andreoli Sharon, Fung 
Winston Wing-Shing, 
Hradsky Anne, 
Kumaraswami Latha, 
Liakopoulos Vassilios, 
Rakhimova Ziyoda, 
Saadi Gamal, Strani 
Luisa, Ulasi Ifeoma, 
Kalantar-Zadeh Kamyar

日本腎臓学会誌（0385-
2385）62巻2号 
Page102-112
（2020.03）

解説

2020262434「セルフメディケーション」の厚生
労働省による定義について

林 航平（東京大学 医学
部）

CBEL Report（2433-
8443）2巻2号 Page9-
26（2020.03）

解説

2020261444 精神病入院患者における向精神薬処
方の調整と維持（Adjustment and 
Maintenance of Antipsychotics 
Prescription in Psychiatric 
Inpatients）（英語）

Tomita Takashi（Depart-
ment of Pharmaceutical 
Sciences, Faculty of 
Pharmaceutical 
Sciences, Teikyo 
Heisei University）, 
Nakanishi Rie, 
Goto Hidekazu, 
Tanaka Katsuya, 
Kohda Yukinao

Therapeutic Research
（0289-8020）41巻3号 
Page245-246
（2020.03）

解説

2020261102 循環器科入院患者における医師と薬
剤師の協働による処方適正化の取り
組みの成果分析

西村 文宏（国家公務員
共済組合連合会総合病
院熊本中央病院 薬剤
科）, 牛島 智子, 
野田 勝生, 門脇 大介, 
宮村 重幸

日本老年薬学会雑誌
（2433-4065）3巻1号 
Page9-14（2020.03）

原著論文



2020258949 椎体骨折の既往のある骨折ハイリス
ク群の高齢女性を対象とした、テリ
パラチドに関する費用対効果分析

森 隆浩（東千葉メディ
カルセンター 総合診療
科）

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）4巻
Suppl.1 Page266
（2018.09）

会議録

2020256519 結腸直腸癌診断に対するCTコロノ
グラフィーと結腸鏡検査の比較　英
国の医療制度の観点からみた費用対
効果分析（CT colonography vs 
colonoscopy for the diagnosis of 
colorectal cancer: a cost utility 
analysis from a United Kingdom 
health system perspective）（英語）

Malik Anam（Imperial 
College School of 
Medicine）, Akinwuntan 
Olaoluwamide, Ali 
Sunnyath, Mohan 
Jenanan, Naqvi Falak, 
Singh Harmanjit, 
Tourmouzis 
Konstantinos, De Preux 
Laure

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）116巻臨
増大会 Page A871
（2019.11）

会議録

2020255869 GERD治療の進歩と問題点　GERD
の間欠療法における選択肢としての
P-CAB（ボノプラザン）の評価　費
用対効果の観点から

羽生 泰樹（済生会野江
病院 消化器内科）, 
小松 貴一, 松本 浩尚

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）116巻臨
増大会 Page A577
（2019.11）

会議録

2020255832 肥満外科の現状と将来展望　日本で
の肥満外科手術の費用対効果に関す
る将来展望（Bariatric surgery - 
Present and future perspectives 
Future perspectives on the cost 
eff ectiveness of bariatric surgery in 
Japan）（英語）

Yamamoto Hiroshi
（Department of 
Surgery, Kohnan 
Hospital）, Kamitani 
Sumihiro

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）116巻臨
増大会 Page A540
（2019.11）

会議録

2020255744 GERDに対するボノプラザン第一選
択薬とエソメプラゾール/ラベプラ
ゾール第一選択薬による治療戦略の
費用対効果の比較解析（Cost-utility 
analysis of a 'vonoprazan-fi rst' 
strategy versus 'esomeprazole- or 
rabeprazole-fi rst' strategy in 
GERD）（英語）

Yokoya Yuta（Second 
Department of Internal 
Medicine, Osaka 
Medical College）, 
Igarashi Ataru, Uda 
Akihito, Deguchi Hisato, 
Takeuchi Toshihisa, 
Higuchi Kazuhide

Journal of 
Gastroenterology
（0944-1174）54巻12
号 Page1083-1095
（2019.12）

原著論文
/比較研
究

2020255430 デッドストック漢方製剤の現状とそ
の有効活用

中村 武夫（近畿大学 薬
学部）, 蒲谷 亘, 
増田 信也, 佐藤 優子, 
木村 えり, 近澤 生

日本地域薬局薬学会誌
（2187-7823）7巻1号 
Page 要48（2019.06）

会議録



2020255201 日本の診療報酬データを用いた経皮
的冠動脈インターベンションと冠動
脈バイパス術の費用対効果解析　
単一施設パイロット研究（A Cost-
benefi t Analysis of Percutaneous 
Coronary Intervention and 
Coronary Artery Bypass Grafting 
using Reimbursement Data of 
Japan: A Single-center Pilot 
Study）（英語）

Nonaka Sayuri（Saga 
University Hospital）, 
Fujii Susumu, Hara 
Megumi, Furukawa 
Kojiro, Hikichi Yutaka, 
Sueoka Eisaburo, Node 
Koichi, Morita Shigeki

Vascular Failure
（2432-4477）2巻1号 
Page25-31（2018.03）

原著論文
/比較研
究

2020254379 慢性腰痛の4種類の主要薬剤による
薬物療法の費用対効果分析（Cost-
eff ectiveness analysis of the 
pharmacological management of 
chronic low back pain with four 
leading drugs）（英語）

Kaito Takashi
（Department of 
Orthopaedic Surgery, 
Osaka University 
Graduate School of 
Medicine）, Matsuyama 
Yukihiro, Yamashita 
Toshihiko, Kawakami 
Mamoru, Takahashi 
Kazuhisa, Yoshida 
Munehito, Imagama 
Shiro, Ohtori Seiji, 
Taguchi Toshihiko, 
Haro Hirotaka, Taneichi 
Hiroshi, Yamazaki 
Masashi, Inoue Gen, 
Nishida Kotaro, 
Yamada Hiroshi, 
Kabata Daijiro, Shintani 
Ayumi, Iwasaki Motoki, 
Ito Manabu, Miyakoshi 
Naohisa, Murakami 
Hideki, Yonenobu 
Kazuo, Takura 
Tomoyuki, Mochida 
Joji, The Project 
Committee of the 
Japanese Society for 
Spine Surgery and 
Related Research
（JSSR）

Journal of Orthopaedic 
Science（0949-2658）
24巻5号 Page805-
811（2019.09）

原著論文

2020253502 高齢者の家族介護者のwell-beingに
おける介護者の負担の影響
（Infl uence of caregiver burden on 
well-being of family member 
caregivers of older adults）（英語）

Or Recep（Directorate 
of Public Health, 
Pamukkale University 
Health Sciences 
Institute）, Kartal Asiye

Psychogeriatrics
（1346-3500）19巻5号 
Page482-490
（2019.09）

原著論文
/比較研
究



2020253375 抗うつ薬の早期反応性は費用対効果
の高さに寄与するか?　日本におけ
る鬱病の第一選択薬としてのミルタ
ザピンとSSRIとの比較検討（Does 
the rapid response of an 
antidepressant contribute to better 
cost-eff ectiveness? Comparison 
between mirtazapine and SSRIs 
for fi rst-line treatment of 
depression in Japan）（英語）

Sado Mitsuhiro
（Department of 
Neuropsychiatry, Keio 
University School of 
Medicine）, Wada 
Masataka, Ninomiya 
Akira, Nohara 
Hiroyoshi, Kosugi 
Teppei, Arai Mayuko, 
Endo Ryusuke, Mimura 
Masaru

Psychiatry and Clinical 
Neurosciences（1323-
1316）73巻7-8号 
Page400-408
（2019.08）

原著論文
/比較研
究

2020253135 MRIルーチン検査の実践　順天堂伊
豆長岡病院における実際

阿瀬川 敏（順天堂大学
医学部附属伊豆長岡病
院 放射線室）

映像情報Medical
（1346-1354）22巻24
号 Page117-120
（1990.12）

解説

2020253064 光ディスクは医療を変えるか!?　画
像ファイルにおける光磁気ディスク
の意義

大山 永昭（東京工業大
学像情報工学研究施設）

映像情報Medical
（1346-1354）21巻13
号 Page647-651
（1989.06）

解説

医療費

医療保障制度

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020265170 レセプト・特定健診情報を用いた就

労者の医科、歯科の受診割合と医療
費に関する疫学研究

上根 昌子（大阪歯科大
学 歯学部 口腔衛生学講
座）, 河村 佳穂里, 
加納 慶太, 松井 正格, 
小柳 圭代, 土居 貴士, 
片岡 宏介, 神 光一郎, 
井上 直敏, 太田 謙司, 
三宅 達郎

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）70巻2号 
Page94-102
（2020.04）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020279598「事実上の現物給付」とニーズ充足　

介護保険と医療保険の対比からみる
制度化の論点

寺田 誠（上智社会福祉
専門学校）

社会福祉学評論（1347-
7129）21号 Page14-
25（2020.）

解説

2020278408 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49回）　2020年
4月診療報酬改定を迎えて「高く評
価された管理栄養士の業務に注目」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻6号 
Page37-39（2020.06）

解説



2020277613 やりなおし!　医療制度基本のき（第
5回）　医学研究と利益相反

長谷川 利雄（長谷川整
形外科医院）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻5号 
Page676-677
（2020.05）

解説

2020268582 救急対応能力の統合による低中所得
国の医療制度の強化（Strengthening 
the Healthcare System in Low- 
and Middle-income Countries by 
Integrating Emergency Care 
Capacities）（英語）

Nakahara Shinji
（Department of 
Emergency Medicine, 
Teikyo University 
School of Medicine）, 
Ichikawa Masao, 
Sakamoto Tetsuya

JMA Journal（2433-
328X）2巻2号 
Page123-130
（2019.09）

総説

2020268580 日本における心不全「パンデミック」　
超高齢化社会における医療制度の再
構築（The Heart Failure Pandemic" 
in Japan: Reconstruction of Health 
Care System in the Highly Aged 
Society）（英語）"

Isobe Mitsuaki
（Sakakibara Heart 
Institute）

JMA Journal（2433-
328X）2巻2号 
Page103-112
（2019.09）

総説

2020267177【がん治療と水素療法】難病におけ
る水素療法の活用とその展望　新し
い医療制度を迅速に現場に届けるた
めには「混合診療禁止制度」の解禁
などの法整備が必要

萬 憲彰（医新会よろず
クリニック）

統合医療でがんに克つ
145巻 Page17-22
（2020.06）

解説/特
集

2020265986 がん患者における医療保険の種別・
本人家族別にみた検診発見がんと早
期がんの割合

森島 敏隆（大阪府立病
院機構大阪国際がんセ
ンター がん対策センタ
ー政策情報部）, 佐藤 亮, 
中田 佳世, 濱 秀聡, 
田淵 貴大, 松本 吉史, 
小枝 伸行, 島田 裕子, 
丸濱 勉, 松木 大作, 
宮代 勲

厚生の指標（0452-
6104）67巻5号 
Page1-6（2020.05）

原著論文

2020264282【がん患者・家族の質問に答えられ
る!　押さえておきたいお金と制度"
の話】公的医療保険と医療費助成を
知る　まずは自己負担の割合を確
認!"

雑賀 祐子（和歌山県立
医科大学附属病院 がん
相談支援センター）

がん看護（1342-0569）
25巻4号 Page322-
323（2020.05）

解説/特
集

2020256519 結腸直腸癌診断に対するCTコロノ
グラフィーと結腸鏡検査の比較　英
国の医療制度の観点からみた費用対
効果分析（CT colonography vs 
colonoscopy for the diagnosis of 
colorectal cancer: a cost utility 
analysis from a United Kingdom 
health system perspective）（英語）

Malik Anam（Imperial 
College School of 
Medicine）, Akinwuntan 
Olaoluwamide, Ali 
Sunnyath, Mohan 
Jenanan, Naqvi Falak, 
Singh Harmanjit, 
Tourmouzis 
Konstantinos, De Preux 
Laure

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）116巻臨
増大会 Page A871
（2019.11）

会議録



2020254527 セネガルにおけるUHCに向けた無
料医療制度構築の現状と課題
（Current situation and challenges 
of Free Health Care Initiatives 
Scheme towards UHC in Senegal）
（英語）

Homma Kaina（Earth 
and Human）, 
Nomaguchi Takeshi, 
Furuno Junpei, Ndoye 
E. Souleymane, Drame 
El Hadji Thierno, Kane 
Mamadou, Mbengue 
Arona, Aw Fatoumata 
Balde, Sagna Youssouf, 
Ngom Mor, Daff  Bocar 
Mamadou, Nakayama 
Yusuke, Shimizu 
Toshiyasu

国際保健医療（0917-
6543）34巻3号 
Page177-178
（2019.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020281821 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34回）　静
かに幕開けした令和2年度上期の薬
価交渉

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻9号 Page1844-
1846（2020.07）

解説

2020281008 関東圏の訪問看護ステーションにお
ける介護・診療報酬同時改定前後の
経営状況と認定看護師の雇用

村木 泰子（国立看護大
学校）, 水野 正之, 
小澤 三枝子

日本看護学会論文集: 
看護管理（1347-8184）
50号 Page175-178
（2020.06）

原著論文

2020280469 周術期等の口腔機能管理に関する診
療報酬改定が病院の取り組みに与え
た影響

野村 眞弓（ヘルスケア
リサーチ）, 尾崎 哲則, 
三澤 麻衣子, 上原 任

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）55
巻1号 Page46-54
（2020.06）

原著論文

2020279143 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33回）　新
型コロナウイルス騒動によるリスク
の連鎖を回避するために

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻8号 Page1647-
1648（2020.06）

解説

2020277249 スキルアップ講座（Vol.02）　導入
の目的を明確化し実情を把握するこ
とで原価計算を経営に活かす　原価
計算を用いた経営改善

藤井 昌弘（FMCA） 医療経営士71号 
Page38-41（2020.05）

解説

2020274019 診療報酬明細書（レセプト）データ
を用いた福岡県の高齢者における肺
炎球菌性肺炎による入院の実態把握

市原 祥子（福岡県保健
環境研究所）, 西 巧, 
田中 義人, 香月 進

福岡県保健環境研究所
年報（0918-9173）46
号 Page59-64
（2019.12）

原著論文

2020263674 ジェネリック医薬品普及とインセン
ティブ政策　2012年度診療報酬改
定が薬剤費抑制に及ぼした影響

大橋 弘（東京大学公共
政策大学院）, 西川 浩平

医療経済研究（1340-
895X）31巻2号 
Page77-101
（2020.03）

原著論文

診療報酬・薬価



2020257054 中国における薬価交渉の進展
（Progress on drug pricing 
negotiations in China）（英語）

Tang Mi（Department 
of Health Policy 
Research, Shanghai 
Health Development 
Research Center
（Shanghai Medical 
Information Center））, 
Song Peipei, 
He Jiangjiang

BioScience Trends
（1881-7815）13巻6号 
Page464-468
（2019.12）

解説

2020256701 日本における心血管疾患死亡率の増
加と関連する低い日常生活活動　全
国規模の診療報酬請求データベース
であるJROAD-DPCに登録された健
康記録の解析（Low Activities of 
Daily Living Associated With 
Increased Cardiovascular Disease 
Mortality in Japan: Analysis of 
Health Records From a Nationwide 
Claim-Based Database, JROAD-
DPC）（英語）

Gohbara Masaomi
（Division of Cardiology, 
Saiseikai Yokohamashi 
Nanbu Hospital）, 
Nishimura Kunihiro, 
Nakai Michikazu, 
Sumita Yoko, Endo 
Tsutomu, Matsuzawa 
Yasushi, Konishi 
Masaaki, Kosuge 
Masami, Ebina 
Toshiaki, Tamura 
Kouichi, Kimura Kazuo

Circulation Reports
（2434-0790）1巻1号 
Page20-28（2019.01）

原著論文
/比較研
究

2020255201 日本の診療報酬データを用いた経皮
的冠動脈インターベンションと冠動
脈バイパス術の費用対効果解析　
単一施設パイロット研究（A Cost-
benefi t Analysis of Percutaneous 
Coronary Intervention and 
Coronary Artery Bypass Grafting 
using Reimbursement Data of 
Japan: A Single-center Pilot 
Study）（英語）

Nonaka Sayuri（Saga 
University Hospital）, 
Fujii Susumu, Hara 
Megumi, Furukawa 
Kojiro, Hikichi Yutaka, 
Sueoka Eisaburo, Node 
Koichi, Morita Shigeki

Vascular Failure
（2432-4477）2巻1号 
Page25-31（2018.03）

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
2020275308 歯科用金銀パラジウム合金の価格の

推移及び検証
和田 康志（日本大学松
戸歯学部 医療管理学講
座）, 松島 潔, 笹井 啓史

日大口腔科学（0385-
0145）46巻1号 
Page22-26（2020.03）

原著論文

2020263951 入院早期の介護連携を強化した入退
院支援体制が病院経営に及ぼす影
響　入院当日の病棟看護師発信の
介護連携の取り組み

西向 秀代（福井赤十字
病院 看護部）, 
山崎 雪代, 内田 智美, 
井上 和子, 加藤 智枝

日本病院会雑誌（0385-
9363）67巻4号 
Page450-456
（2020.04）

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
2020280953【GMPと品質システム～GMPの国際

化～】（第1章）医薬品製造工程パラ
メータ　設計・管理と試験評価　設
計・管理の融合　Ongoing Process 
Verifi cationと知識管理（商業生産か
ら研究開発への知識のフィードバッ
ク）

浅川 みちる（テルモ）, 
臺場 昭人, 坪井 貴司, 
檜山 行雄, 日本PDA製
薬学会技術教育委員会
液剤分科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻6号 
Page967-980
（2020.04）

解説/特
集

2020279103【医薬品開発におけるシミュレーシ
ョン技術】粉体シミュレーションの
医薬品製造への応用（その2）　最先
端研究と商用ソフトウェアの事例紹
介

山口 賢司（構造計画研
究所 SBDエンジニアリ
ング部）, 酒井 幹夫

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻8号 
Page1263-1266
（2020.06）

解説/特
集

2020278766【整形外科臨床研究の手引き-適切に
行い,正しく読み解くために】臨床研
究の準備と適正実施　臨床研究の資
金の獲得

中田 英二（岡山大学 整
形外科）, 尾崎 敏文

整形外科（0030-5901）
71巻6号 Page685-
687（2020.05）

解説/特
集

2020278759【整形外科臨床研究の手引き-適切に
行い,正しく読み解くために】医薬品
/医療機器の開発　医薬品の臨床開
発

中村 健一（国立がん研
究センター中央病院 臨
床研究支援部門 研究企
画推進部）

整形外科（0030-5901）
71巻6号 Page652-
657（2020.05）

解説/特
集

2020278757【整形外科臨床研究の手引き-適切に
行い,正しく読み解くために】臨床研
究に関する法律・規制　利益相反
（COI）の管理

飯田 香緒里（東京医科
歯科大学 産学連携研究
センター）

整形外科（0030-5901）
71巻6号 Page641-
645（2020.05）

解説/特
集

2020278751【整形外科臨床研究の手引き-適切に
行い,正しく読み解くために】臨床研
究に関する法律・規制　臨床研究関
連規制　企業治験と医師主導治験

笠井 宏委（京都大学医
学部附属病院 先端医療
研究開発機構 臨床研究
マネジメントユニット）

整形外科（0030-5901）
71巻6号 Page610-616
（2020.05）

解説/特
集

2020277854 碧素アンプル"の「重要科学技術史
資料」への登録"

八木澤 守正（慶応義塾
大学 薬学部）, 
松本 邦男, 加藤 博之, 
岩田 敏

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻3号 
Page330-344
（2020.05）

総説

2020276464 図書室閉鎖で廃棄される雑誌の拾い
読み　田辺三菱製薬・戸田事業所と
「薬学雑誌」

小林 力（日本薬科大学） 薬学図書館（0386-
2062）65巻2号 
Page56-62（2020.04）

解説

2020267172 再生医療はどこまで進んだか…
（vol.6）　マイクロ生体機能模倣シ
ステム（MPS）を用いた創薬研究の
現状と展望

横川 隆司（京都大学 大
学院工学研究科マイク
ロエンジニアリング専
攻）

医学のあゆみ（0039-
2359）273巻13号 
Page1243-1250
（2020.06）

解説

2020254969 国際医療機関の役割（1）-途上国の
保健システム開発援助-　薬剤管理
供給のシステム開発援助　医薬品の
供給改善について

山本 平（日本製薬団体
連合会）

医療（0021-1699）48
巻増刊プログラム 
Page41（1994.10）

会議録

医療関連ビジネス



2020254609 基礎研究と創薬 西村 暹（萬有製薬つく
ば研究所）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）116年会
1号 Page126
（1996.03）

会議録


