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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
2020381655【ポリファーマシー -解消に向けた取

り組み】ポリファーマシーとその解
消に向けた取り組みの医療経済的側
面

浜田 将太（医療経済研
究機構）

医学のあゆみ（0039-
2359）275巻4号 
Page356-360
（2020.10）

解説/特
集

2020380027【コモンディジーズとしての骨粗鬆
症診療】総論　骨粗鬆症の基礎知識　
骨粗鬆症と医療経済

森脇 健介（立命館大学
総合科学技術研究機構 
医療経済評価・意思決
定支援ユニット）

診断と治療（0370-
999X）108巻9号 
Page1147-1151
（2020.09）

解説/特
集

2020379072 PDにおける社会資源の活用　医療
経済性から腹膜透析の未来を考える

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）, 
小林 威仁, 斎藤 航平

腎と透析（0385-2156）
89巻別冊 腹膜透析
2020 Page19-21
（2020.08）

解説

2020376716 医療経済的にみた本院における患者
のキャンセル率と予防の一方策

中川 肇（富山大学附属
病院 医療情報部）, 
古澤 桂子, 渡邊 翔太, 
片口 治幸, 辻岡 和孝

Toyama Medical 
Journal（2189-2466）
29巻1号 Page12-16
（2019.03）

原著論文

2020374821 上部消化管における低侵襲治療の現
状と将来展望　医療経済効果を考慮
した小さな胃腫瘍に対する多機能
SOUTEN snare使用下内視鏡的切
除術の検討

千代 大翔（香川大学 消
化器・神経内科）, 
小原 英幹, 正木 勉

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）117巻臨
増総会 Page A187
（2020.07）

会議録

2020374115 語り継ぐ医療政策　老人病院のサー
ビスと経済の30年　老人定額包括
払い制導入による「介護力強化」と
費用・サービスの変化を考える【補
論】

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2791号 
Page16-19（2020.08）

解説

2020373665 造血器腫瘍と医療経済学 竹迫 直樹（国立病院機
構災害医療センター 血
液内科）

臨床血液（0485-1439）
61巻7号 Page725-
733（2020.07）

総説



2020366864 医療経済学からみた医薬品の適正使
用

二木 立（日本福祉大学 
社会福祉学部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）115年会
1号 Page122-123
（1995.03）

会議録

2020363456 スギ花粉症の医療経済に関する研究　
医療関連費について

渡辺 由美（昭和大学 医・
公衆衛生）, 方 泓, 
星山 佳治, 川口 毅

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
58回 Page180
（1999.10）

会議録

2020362373 岩見沢市の小児医療政策　子育て
会議に20年参加して

佐藤 俊哉（岩見沢市立
総合病院 小児科）

岩見沢市立総合病院医
誌（0289-1484）46巻
1号 Page1-2
（2020.07）

解説

2020359821【Nuts and Bolts of Public Health×
総合診療】学問分野としてのpublic 
health概 略　health policy and 
management　医療政策管理学

小西 竜太（三菱商事 ヘ
ルスケア部）

治療（0022-5207）
102巻8号 Page958-
961（2020.08）

解説/特
集

2020355203 外傷性胸腰椎破裂骨折に対する経
皮的脊椎固定術の医療経済面におけ
る有用性

加藤 雅敬（国立病院機
構東京医療センター 整
形）, 田島 秀之, 林 哲平, 
河野 亜紀, 藤田 貴也, 
辻 崇, 森岡 秀夫

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
11巻3号 Page82
（2020.03）

会議録

2020354008 医療経済学　心血管疾患外来診療
時間に対する電子カルテシステムの
影響（Health Economics: Eff ect of 
Electronic Medical Record 
Systems on Cardiovascular Dis-
ease Outpatient Consultation 
Time）（英語）

Takura Tomoyuki
（Department of 
Healthcare Economics 
and Health Policy, 
Graduate School of 
Medicine, The 
University of Tokyo）, 
Itoh Haruki

Circulation Reports
（2434-0790）1巻9号 
Page355-360
（2019.09）

原著論文
/比較研
究

2020353812【緑内障の発見と管理についての新
しい展望】疫学、経済効率、検出　
緑内障治療における医療経済学的検
討

塚原 重雄（山梨医科大
学 眼科学教室）, 細田 
源浩, 浅香 昭雄, 平野 
光昭, 今村 義男

あたらしい眼科（0910-
1810）11巻別冊1 
Page23-28（1994.10）

原著論文
/特集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020381655【ポリファーマシー -解消に向けた取

り組み】ポリファーマシーとその解
消に向けた取り組みの医療経済的側
面

浜田 将太（医療経済研
究機構）

医学のあゆみ（0039-
2359）275巻4号 
Page356-360
（2020.10）

解説/特
集

2020380340【我が国の冠動脈血行再建術の課題
と展望】総論　冠動脈血行再建術の
課題と展望

中村 正人（東邦大学医
療センター大橋病院 循
環器内科）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
46巻11号 Page663-
665（2020.10）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2020380148 新型コロナウイルス感染症-疫学・
対策から臨床・治療まで-　呼吸器
内科医の立場から

長谷川 好規（国立病院
機構名古屋医療センタ
ー）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）109巻9
号 Page2030-2032
（2020.09）

解説

2020380027【コモンディジーズとしての骨粗鬆
症診療】総論　骨粗鬆症の基礎知識　
骨粗鬆症と医療経済

森脇 健介（立命館大学
総合科学技術研究機構 
医療経済評価・意思決
定支援ユニット）

診断と治療（0370-
999X）108巻9号 
Page1147-1151
（2020.09）

解説/特
集

2020379866 高齢者乳癌における治療法とQOL、
QALY及び予後に関する多施設共同
観察研究のプロトコール

久芳 さやか（長崎大学
病院 移植・消化器外科）, 
山之内 孝彰, 馬場 雅之, 
畑地 登志子, 稲益 英子, 
大坪 竜太, 松本 恵, 矢
野 洋, 永安 武, 江口 晋

日本内分泌外科学会雑
誌（2434-6535）37巻
Suppl.1 Page S154
（2020.08）

会議録

2020379623 薬剤が抱える医療経済への課題と今
後の展望

柏倉 康治（静岡県立大
学 薬学部）, 橋田 亨, 
大澤 孝

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）80巻5号 
Page229-232
（2020.09）

座談会

2020379294 歯科技工所におけるエピテーゼ・ソ
マトプロテーゼ製作　そのやりがい
と難しさ

濱谷 亜衣（アルテ工房）, 
萩原 圭子, 本間 理恵, 
渡辺 絵美

Quintessence of 
Dental Technology
（0388-2705）45巻9号 
Page1227-1240
（2020.09）

座談会

2020377768 診療放射線技師　業務実態調査報
告（2）

廣木 昭則（日本診療放
射線技師会）, 小林 一郎, 
竹下 晋司, 鈴木 省吾, 
浅沼 雅康, 久保 聡, 宮
崎 寿哉

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
67巻9号 Page988-
1006（2020.09）

解説

2020377679【高齢発症関節リウマチ（EORA）の
病態と治療】治療目標はどこに設定
すべきか?

杉原 毅彦（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 生涯免疫難病
学講座）

リウマチ科（0915-
227X）64巻3号 
Page297-302
（2020.09）

解説/特
集

2020377663【精神科訪問看護で必須になった
GAF尺度とは-診療報酬改定の意味
と展望】診療報酬改定の意味と、精
神科訪問看護の展望

萱間 真美（聖路加国際
大学 精神看護学）

訪問看護と介護（1341-
7045）25巻9号 
Page692-700
（2020.09）

解説/特
集

2020377351 人工呼吸療法　滋賀県における排痰
補助装置（MI-E）レンタル助成制度
の歴史

藤井 達哉（国立病院機
構大阪刀根山医療セン
ター 小児神経内科）

難病と在宅ケア（1880-
9200）26巻6号 
Page61-64（2020.09）

解説

2020375978 当院におけるプレホスピタル12誘
導心電図伝送のDoor the balloon 
timeの短縮効果および費用対効果に
ついての検討

小橋 啓一（上尾中央総
合病院 心臓血管センタ
ー循環器内科）, 
谷本 周三, 増田 尚己, 
緒方 信彦, 一色 高明

ICUとCCU（0389-
1194）44巻7号 
Page461-462
（2020.07）

会議録



2020373938【移植-ドナー管理と移植の手術手
技】臓器運搬用の携帯型持続灌流装
置　各臓器移植での利用状況と今
後の課題

井戸田 佳史（東京大学
医学部附属病院 心臓外
科）

Intensivist（1883-
4833）12巻3号 
Page504-505
（2020.07）

解説/特
集

2020373665 造血器腫瘍と医療経済学 竹迫 直樹（国立病院機
構災害医療センター 血
液内科）

臨床血液（0485-1439）
61巻7号 Page725-
733（2020.07）

総説

2020372956【高血圧学　下-高血圧制圧の現状と
展望-】高血圧診療のトピックス　降
圧療法の費用対効果　生涯リスクを
考慮した推計は可能か?

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部公衆衛生
学）

日本臨床（0047-1852）
78巻増刊2 高血圧学
（下） Page456-461
（2020.07）

解説/特
集

2020372890【高血圧学　下-高血圧制圧の現状と
展望-】高血圧の診断　血圧測定・
臨床検査・リスク判定　コストパフ
ォーマンスを考えた臨床検査

下澤 達雄（国際医療福
祉大学 医学部臨床検査
医学）

日本臨床（0047-1852）
78巻増刊2 高血圧学
（下） Page34-37
（2020.07）

解説/特
集

2020372203 プレゼンティーイズム　これまでの
研究と今後の課題

武藤 孝司（獨協医科大
学）

産業医学レビュー
（1343-6805）33巻1号 
Page25-57（2020.05）

総説

2020369353 ネパールの学校における学校保健・
栄養プログラムの実行、影響、課題　
利害関係者の認識（School health 
and nutrition program 
implementation, impact, and 
challenges in schools of Nepal: 
stakeholders' perceptions）（英語）

Shrestha Rachana 
Manandhar（Department 
of Community and 
Global Health, 
Graduate School of 
Medicine, The 
University of Tokyo）, 
Ghimire Mamata, 
Shakya Prakash, Ayer 
Rakesh, Dhital Rolina, 
Jimba Masamine

Tropical Medicine and 
Health（1348-8945）
47巻 Page1 of 11-11 
of 11（2019.）

原著論文

2020369349 マラウイ共和国のコタコタ県とリロ
ングウェ県における労働力世代の健
康管理のためのビルハルツ住血吸虫
症対策　職業リスクとの関与が推定
（Hematobium schistosomiasis 
control for health management of 
labor force generation at 
Nkhotakota and Lilongwe in the 
Republic of Malawi: assumed to 
be related to occupational risk）（英
語）

Mishima Nobuyuki
（Department of 
Hygiene and Public 
Health, Kansai Medical 
University）, Jemu 
Samuel K., Kuroda 
Tomoaki, Tabuchi 
Koichiro, Darcy Andrew 
W., Shimono Takaki, 
Lamaningao Pheophet, 
Miyake Mari, Kanda 
Seiji, Ng'ambi Susan, 
Komai Yoshihiro, 
Maeba Hirofumi, 
Amano Hiroyuki, 
Nishiyama Toshimasa

Tropical Medicine and 
Health（1348-8945）
47巻 Page1 of 12-12 
of 12（2019.）

原著論文



2020369155 膵頭十二指腸切除術後の感染性合併
症の予測因子としての血清中プロカ
ルシトニン　文献レビューと著者ら
の経験（Serum procalcitonin as a 
predictor of infectious 
complications after 
pancreaticoduodenectomy: review 
of the literature and our 
experience）（英語）

Iida Hiroya（Department 
of Surgery, Shiga 
University of Medical 
Science）, Maehira 
Hiromitsu, Mori Haruki, 
Tani Masaji

Surgery Today（0941-
1291）50巻2号 
Page87-96（2020.02）

原著論文
/メタア
ナリシス

2020369050 静的ビームのみを使用するトモセラ
ピーの新規低コスト版Onradの臨床
評価（Clinical Evaluation of Onrad, 
A New Low-cost Version of 
TomoTherapy that Uses Only 
Static Beams）（英語）

Murai Taro（Department 
of Radiology, Nagoya 
City University 
Graduate School of 
Medical Sciences）, 
Tamura Takeshi, 
Nakabayashi Tadashi, 
Ito Hiroya, Manabe 
Yoshihiko, Murata 
Rumi, Niwa Masanari, 
Shibamoto Yuta, Ogo 
Etsuyo

The Kurume Medical 
Journal（0023-5679）
65巻4号 Page129-
136（2018.12）

原著論文

2020366864 医療経済学からみた医薬品の適正使
用

二木 立（日本福祉大学 
社会福祉学部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）115年会
1号 Page122-123
（1995.03）

会議録

2020366671 地域における風疹予防対策（第5報）　
感染症予防対策事業の有効性の評
価

陶山 昭彦（鳥取大学 医
学部衛生学）, 高井 一岳, 
岡本 幹三, 森尾 眞介, 
中山 英明, 長井 大, 
角 忠明

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
49回III Page382
（1990.10）

会議録

2020363644 保健サービスの費用関数と効率性の
推定　健康診査を例として

武村 真治（国立公衆衛
生院）, 藤崎 清道, 
府川 哲夫, 中原 俊隆, 
近藤 健文

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
58回 Page280
（1999.10）

会議録

2020363460 乳がん検診の安心料および不安料推
定における競りゲーム法と自由表記
法の比較

高塚 直能（岐阜大学 医・
公衆衛生）, 清水 弘之

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
58回 Page182
（1999.10）

会議録

2020362327【ワクチン最新事情2020】定期接種
化されるロタウイルスワクチンの臨
床試験成績、腸重積症およびワクチ
ン株の排出について　予防接種・ワ
クチン分科会での議論を踏まえて

伊藤 澄信（国立病院機
構本部総合研究センタ
ー）

東京小児科医会報
（0287-3613）39巻1号 
Page17-21（2020.07）

解説/特
集



2020362114 【精神科医に求められること・でき
ること・すべきこと-周辺職種との
棲み分け-】精神疾患患者の地域移
行支援　エビデンスと多職種・多機
関連携

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 地域・
司法精神医療研究部）

精神科治療学（0912-
1862）35巻8号 
Page799-806
（2020.08）

解説/特
集

2020361199 統合失調症治療における抗精神病薬
適正使用治療戦略の費用対効果評
価

村田 篤信（慧眞会協和
病院）

医療の広場60巻8号 
Page11-16（2020.08）

原著論文

2020361126 抗血管内皮増殖因子薬（抗VEGF薬）
硝子体内注射による滲出型加齢黄斑
変性治療の社会的価値

五味 文（兵庫医科大学 
眼科学講座）, 高橋 法子, 
齋藤 有香

眼科臨床紀要（1882-
5176）13巻8号 
Page560-566
（2020.08）

総説

2020359888 筋萎縮性側索硬化症ってどんな病気
?（第3回）（最終回）　医療制度と在
宅医療

田口 丈士（東京医科大
学八王子医療センター 
脳神経内科）

都薬雑誌（0285-1733）
42巻8号 Page44-48
（2020.08）

解説

2020359663 わが国における臓器保存学をいかに
取り戻すか　働き方改革と医療費抑
制からみた機械灌流保存

松野 直徒（旭川医科大
学 肝胆膵・移植外科分
野）, 石井 大介, 
合地 美香子, 岩田 浩義, 
松下 和香子, 高橋 裕之, 
萩原 正弘, 今井 浩二, 
横尾 英樹, 古川 博之

日本臨床腎移植学会雑
誌（2187-9907）8巻1
号 Page67-71
（2020.07）

総説

2020359198 泌尿器科病棟での薬剤耐性菌による
尿路感染症アウトブレイクに関連し
た衛生・診療材料使用量の費用対効
果についてのシミュレーション検討

重村 克巳（神戸大学大
学院 医学研究科 腎泌尿
器科学分野）, 北川 孝一, 
山田 尚輝, 乃美 昌司, 
高見 望美, 藤澤 正人

日本泌尿器科学会雑誌
（0021-5287）111巻3
号 Page63-67
（2020.07）

原著論文

2020358921 CD34陽性細胞測定に基づくプレリ
キサホルの投与に関する経済性評価

船木 麻美（亀田総合病
院 薬剤部）, 
伊勢崎 竜也, 
川名 真理子, 舟越 亮寛, 
亀井 美和子

医療薬学（1346-342X）
46巻7号 Page341-
353（2020.07）

原著論文
/比較研
究

2020358760 後発医薬品切り替え時の評価に関す
る考察

新沼 芳文（渓仁会手稲
渓仁会病院 薬剤部）, 
成田 吉明

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻1号 Page38-43
（2020.07）

原著論文

2020356696 大腸がん検診における内視鏡のさら
なる有効活用に向けて

関口 正宇（国立がん研
究センター中央病院 検
診センター）, 斎藤 豊, 
松田 尚久

日本消化器がん検診学
会雑誌（1880-7666）
58巻3号 Page236-
246（2020.05）

総説

2020356620 骨粗鬆症性椎体骨折に対する人工骨
を用いた経皮的椎体形成術の有用性
と費用対効果

原田 遼（世田谷北部病
院 整形外科）, 
中川 雅之

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）6巻2号 
Page215-219
（2020.05）

原著論文
/比較研
究



2020356366 年齢層別にみた後方経路腰椎椎体
間固定術の費用対効果分析　術後3
年での評価

藤原 啓恭（国立病院機
構大阪南医療センター 
整形）, 小田 剛紀, 
森口 悠, 牧野 孝洋, 
海渡 貴司

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
11巻3号 Page704
（2020.03）

会議録

2020355993 後方除圧手術を実施した腰椎変性疾
患例における質調整生存年（quality-
adjusted life year:QALY）算出の試
み

加藤 相勲（大阪市民病
院機構大阪市立総合医
療センター 整形）, 
並川 崇, 松村 昭, 
中村 博亮

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
11巻3号 Page509
（2020.03）

会議録

2020355761 骨形成biologics時代の到来にどう備
えるか?

海渡 貴司（大阪大学 整
形）

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
11巻3号 Page384
（2020.03）

会議録

2020355474 転移性脊椎腫瘍に対する姑息的手
術治療が抗がん剤治療復帰へ貢献
する費用対効果

岩田 玲（北海道大学大
学院 転移性骨腫瘍予防
治療学分野）, 高畑 雅彦, 
山田 勝久, 遠藤 努, 
太田 昌博, 須藤 英毅, 
岩崎 倫政

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
11巻3号 Page223
（2020.03）

会議録

2020355182 骨粗鬆症性椎体に対してβ-TCPを
用いた経皮的椎体形成術の早期介
入の有用性と骨折部隣接椎体の骨密
度変化についての検討

原田 遼（緑眞会世田谷
下田総合病院）, 
中川 雅之

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
11巻3号 Page71
（2020.03）

会議録

2020354266 菌血症患者を対象とした抗菌薬適正
使用支援チーム介入の評価

小田原 真希（国立病院
機構別府医療センター 
薬剤部）, 山科 卓也, 
入江 健司, 山下 克也, 
鶴田 南奈子, 塚田 寛子, 
鶴山 萌子, 金内 弘志, 
原 利宝, 児玉 真由子, 
久保 徳彦, 平木 洋一

薬学雑誌（0031-6903）
140巻2号 Page319-
328（2020.02）

原著論文
/比較研
究

2020353811 【緑内障の発見と管理についての新
しい展望】疫学、経済効率、検出　
アメリカにおける緑内障の疾病費

Glick Henry（米国）, 
Brainsky Ada, McDon-
ald Bob, Javitt Jona-
than C.

あたらしい眼科（0910-
1810）11巻別冊1 
Page17-22（1994.10）

解説/特
集

2020352012 在宅障害老人の社会的不利について　
八王子市在宅障害老人実態調査から

西村 いづみ（八王子保
健所）, 真壁 寿, 遠藤 幸
孝, 金森 雅夫

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
50回II Page570
（1991.10）

会議録

2020351872 大腸癌検診の費用効果分析 北池 正（PL東京健康管
理センター）, 田村 政紀, 
郡司 篤晃

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
50回II Page430
（1991.10）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020372644 破裂性腹部大動脈瘤の開腹手術とス

テントグラフト内挿術の医療費の比
較

倉岡 節夫（水戸済生会
総合病院 心臓血管外
科）, 篠永 真弓, 
三富 樹郷, 鈴木 脩平

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）29巻3号 
Page145-149（2020.）

原著論文
/比較研
究

2020368841 認知機能の軌跡と死因別死亡および
医療費/介護費の関連（Association 
of trajectories of cognitive function 
with cause-specifi c mortality and 
medical and long-term care costs）
（英語）

Taniguchi Yu（Research 
Team for Social 
Participation and 
Community Health, 
Tokyo Metropolitan 
Institute of 
Gerontology）, Kitamura 
Akihiko, Ishizaki 
Tatsuro, Fujiwara 
Yoshinori, Shinozaki 
Tomohiro, Seino 
Satoshi, Mitsutake 
Seigo, Suzuki Hiroyuki, 
Yokoyama Yuri, Abe 
Takumi, Ikeuchi 
Tomoko, Yokota Isao, 
Matsuyama Yutaka, 
Shinkai Shoji

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）19巻12号 
Page1236-1242
（2019.12）

原著論文
/比較研
究

2020362211 宮城県市町村における糖尿病および
合併症の医療費分析

鈴木 寿則（仙台白百合
女子大学 人間学部健康
栄養学科）

仙台白百合女子大学紀
要（1342-7350）24号 
Page69-82（2020.03）

原著論文

2020354194 健保レセプトデータを用いたアルコ
ール依存症の直接医療費の推計

杠 岳文（国立病院機構
肥前精神医療センター）, 
田 亮介, 湯本 洋介, 
青島 耕平, 井上 幸恵, 
近島 博道

日本アルコール・薬物
医学会雑誌（1341-
8963）54巻5号 
Page181-197
（2019.10）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020380469 医療保険情報　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）73巻8号 
Page705-706
（2020.09）

解説

2020377292 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52回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて　「生活
機能向上連携加算見直しの行方はど
うなる」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻9号 
Page37-39（2020.09）

解説

医療費

医療保障制度



診療報酬・薬価

2020369505 産婦人科に関する医療制度（無過失
補償制度/事故調査制度など）

亀井 良政（埼玉医科大
学附属病院）

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）72巻
臨増 Page S-37
（2020.03）

会議録

2020363145【世界の医療事情】シンガポールの
医療制度

日暮 浩実（シンガポー
ル日本人会クリニック）

日本旅行医学会学会誌
15巻1号 Page23-28
（2020.08）

解説/特
集

2020362992 海外の動向　オランダの医療保険・
介護保険とインフォーマル資源活用

松岡 洋子（東京家政大
学 人文学部）

社会福祉研究（0286-
2980）138号 Page86-
93（2020.08）

解説

2020361029 やりなおし!　医療制度　基本のき
（第8回）　労災保険の基礎知識

原田 昭（昭和原田整形
外科病院）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻8号 
Page952-953
（2020.08）

解説

2020359888 筋萎縮性側索硬化症ってどんな病気
?（第3回）（最終回）　医療制度と在
宅医療

田口 丈士（東京医科大
学八王子医療センター 
脳神経内科）

都薬雑誌（0285-1733）
42巻8号 Page44-48
（2020.08）

解説

2020359577 学校における医療的ケアへの医療保
険制度による訪問看護利用の検討

鈴木 育子（山形県立保
健医療大学）, 叶谷 由佳

日本健康医学会雑誌
（1343-0025）29巻2号 
Page238-243
（2020.07）

原著論文

2020357796 医療事務による在宅医療制度に関す
る知識向上の取り組み

石賀 比奈子（いしが在
宅ケアクリニック）, 
中村 和親, 石賀 丈士

日本在宅医療連合学会
大会プログラム・講演
抄録集2回 Page210
（2020.06）

会議録

2020352594 アメリカの医療保障システム　市場
メカニズムははたして有効に機能し
ているか

武長 脩行（杉野女子大
学）

日本家政学会誌（0913-
5227）39巻6号 
Page625-628
（1988.06）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020377969 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36回）　コ
ロナ禍収束がみえないなかで突入し
た令和2年度上期薬価交渉

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻12号 Page2435-
2436（2020.09）

解説



2020377932 平成30年度健保委員会会長諮問答
申「平成30年度診療報酬改定の評
価と対応」

早川 道郎, 西村 正幸, 
阿久津 裕, 森 康記, 
藤生 善一, 白濱 茂穂, 
安藤 浩一, 山科 幸夫, 
岩崎 泰政, 中村 浩二, 
五十嵐 敦之, 鳥居 秀嗣, 
海老原 全, 佐伯 秀久, 
玉木 毅, 宮川 俊一, 
門野 岳史, 矢口 均, 
浅井 俊弥, 岩澤 うつぎ, 
北見 周, 平成30-31年度
健保委員会

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）37巻
4号 Page559-576
（2020.07）

原著論文

2020377166 開口障害を伴う顎関節症への簡易マ
ニピュレーション療法と開口訓練　
診療報酬新設に寄せて

吉田 博昭（大阪歯科大学 
口腔外科学第一講座）, 
井関 富雄

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）45巻12
号 Page150-153
（2020.09）

原著論文
/症例報
告

2020368927 院内死亡と長期入院の危険因子を評
価するための診療報酬請求データと
電子カルテデータを照合する心不全
データベースの構築（Construction 
of a Heart Failure Database 
Collating Administrative Claims 
Data and Electronic Medical 
Record Data to Evaluate Risk 
Factors for In-Hospital Death and 
Prolonged Hospitalization）（英語）

Kodama Kazuhisa
（Division of Cardiology, 
Saiseikai Kumamoto 
Hospital Cardiovascular 
Center）, Sakamoto 
Tomohiro, Kubota Toru, 
Takimura Hideyuki, 
Hongo Hiroshi, 
Chikashima Hiromichi, 
Shibasaki Yoshiyuki, 
Yada Toru, Node 
Koichi, Nakayama 
Takeo, Nakao Koichi

Circulation Reports
（2434-0790）1巻12号 
Page582-592
（2019.12）

原著論文

2020360413 凍結治療単独および塞栓術を先行し
た凍結治療の原価と収支（The 
balances of payment of 
cryoablation for the treatment of 
renal cell carcinoma）（英語）

郷原 英夫（岡山大学病
院 医療情報部）, 黄 勇, 
森永 裕士, 宇賀 麻由, 
冨田 晃司, 松井 裕輔, 
櫻井 淳, 生口 俊浩, 
平木 隆夫, 金澤 右

日本インターベンショ
ナルラジオロジー学会
雑誌（1340-4520）35
巻Suppl. Page251
（2020.08）

会議録

2020359043 静脈内鎮静法の診療報酬とコストに
関する検討

石田 義幸（仁友会日之
出歯科真駒内診療所 歯
科麻酔・周術期管理部）

日本歯科麻酔学会雑誌
（0386-5835）48巻3号 
Page120-122
（2020.07）

原著論文



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020376716 医療経済的にみた本院における患者

のキャンセル率と予防の一方策
中川 肇（富山大学附属
病院 医療情報部）, 
古澤 桂子, 渡邊 翔太, 
片口 治幸, 辻岡 和孝

Toyama Medical 
Journal（2189-2466）
29巻1号 Page12-16
（2019.03）

原著論文

2020358756 ADL維持向上等体制加算と病院経営　
加算点数の実態調査と分析

安田 耕平（公立昭和病
院 リハビリテーション
科）, 的場 匡亮, 
上條 由美

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻1号 Page20-24
（2020.07）

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
2020377969 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36回）　コ
ロナ禍収束がみえないなかで突入し
た令和2年度上期薬価交渉

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻12号 Page2435-
2436（2020.09）

解説

2020376348【事例を交えて考える　Quality 
Cultureはどのように醸成されるの
か?】サーモフィッシャーサイエン
ティフィック（グローバルCDMO）
のクオリティカルチャーへの取り組
み

アニール・カーネー （パ
セオン）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻11
号 Page1969-1973
（2020.08）

解説/特
集

2020376347【事例を交えて考える　Quality 
Cultureはどのように醸成されるの
か?】ベーリンガーインゲルハイム
におけるQuality Cultureの取り組み
事例

山崎 誠治（ベーリンガ
ーインゲルハイム製薬）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻11
号 Page1955-1968
（2020.08）

解説/特
集

2020376345【事例を交えて考える　Quality 
Cultureはどのように醸成されるの
か?】Quality Culture改善のアプロ
ーチをオペレーショナルエクセレン
スの事例で考える　日本の工場は改
善カルチャーの強みを使ってQuality 
Cultureでも世界優位に立てる

片山 博仁（バイエル薬
品）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻11
号 Page1932-1944
（2020.08）

解説/特
集

2020376343【事例を交えて考える　Quality Cul-
tureはどのように醸成されるのか?】
中外製薬におけるQuality Culture醸
成への取り組み

松本 拡（中外製薬 信頼
性保証ユニット品質保
証部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻11
号 Page1915-1923
（2020.08）

解説/特
集

2020376340【事例を交えて考える　Quality Cul-
tureはどのように醸成されるのか?】
Quality Culture醸成活動の実践　組
織的な活動事例とリーダー育成

中村 惠美子（アステラ
ス製薬製薬技術本部物
性研究所）, 木戸 亮子, 
高松 博記, 日本PDA製
薬学会QAQC委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻11
号 Page1870-1882
（2020.08）

解説/特
集

医業経営

医療関連ビジネス



2020376028【実験にも創薬にも使える!プロテイ
ンノックダウン　ユビキチン系・オ
ートファジー系を利用しundrugga-
bleな標的タンパク質を分解する】標
的タンパク質分解誘導技術と創薬ベ
ンチャーの動向

冨成 祐介（ファイメク
ス）, 蒲 香苗

実験医学（0288-5514）
38巻14号 Page2342-
2347（2020.09）

解説/特
集

2020374361 治験実施医療機関に対するPatient 
Centricityの調査

城森 萌（ファイザー
R&D）, 北村 篤嗣, 
山口 志津代, 木村 崇史

臨床薬理（0388-1601）
51巻4号 Page199-
203（2020.07）

原著論文

2020360820 研究者の最新動向　治験・臨床研究
のグローバル化・近代化と電子カル
テを中心としたリアルワールドデー
タの活用について

青柳 吉博（国立がん研
究センター東病院 臨床
研究支援部門 研究企画
推進部 システム管理室）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻9号 
Page856-861
（2020.08）

解説

2020360088【GDP対応と適正な医薬品流通に向
けて（2）～医薬品流通にかかるガイ
ドラインの国際整合性に関する研究　
厚生労働行政推進調査事業成果報
告会より～】医薬品適正流通（GDP）
ガイドライン質疑応答（追加）

浅木 幸造（大塚製薬工
場 信頼性保証本部）, 日
本製薬団体連合会品質
委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻10
号 Page1661-1671
（2020.08）

解説/特
集

2020360087【GDP対応と適正な医薬品流通に向
けて（1）～医薬品流通にかかるガイ
ドラインの国際整合性に関する研究　
厚生労働行政推進調査事業成果報
告会より～】2019年度日本版GDP
ガイドラインに関するアンケート調
査結果

松本 欣也（日本通運 薬
品事業部）, 日本製薬団
体連合会品質委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻10
号 Page1651-1658
（2020.08）

解説/特
集

2020352292「健康を支える栄養学の理論と実践
活動」（第2報）　工場勤務者への実
践活動

堀 美智代（大塚製薬 健
康推進本部）, 富田 理恵, 
竹田 富代, 佐藤 和子

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
50回II Page850
（1991.10）

会議録


