
医療経済関係研究論文（2月更新分）
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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
2021039205 HD、PD、併用における薬剤費を中

心とした医療経済
鎌田 直博（あかね会土
谷総合病院 薬剤部）, 
川西 秀樹

日本腎臓病薬物療法学
会誌（2187-0411）9巻
特別号 Page S156
（2020.11）

会議録

2021039204 保険点数から見た医療経済 川西 秀樹（あかね会土
谷総合病院 腎疾患）

日本腎臓病薬物療法学
会誌（2187-0411）9巻
特別号 Page S156
（2020.11）

会議録

2021037430【免疫性神経疾患update-基礎・臨床
研究の最新知見-】免疫性神経疾患
と医療経済

荻野 美恵子（国際医療
福祉大学 医学部医学教
育統括センター）

日本臨床（0047-1852）
78巻11号 Page1974-
1980（2020.11）

解説/特
集

2021032783 原発性免疫不全症新生児スクリーニ
ングの医療経済学的評価

遠藤 明史（東京医科歯
科大学医学部附属病院 
小児科）, 此村 恵子, 
廣木 遥, 今井 耕輔

日本マス・スクリーニ
ング学会誌（0917-
3803）30巻2号 
Page214（2020.09）

会議録

2021031677 骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存
療法と人工骨を用いた経皮的椎体形
成術の医療経済的側面を含めた比較
検討

原田 遼（緑眞会世田谷
下田総合病院 整形外
科）, 中川 雅之

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
57巻特別号 Page2-9-
3-1（2020.07）

会議録

2021025350 糖尿病の医療と医療経済　医療制
度による医療費決定の仕組みと日本
の糖尿病医療の課題

稲田 扇（神戸医療産業
都市推進機構先端医療
研究センター 老化機構
研究部門）, 稲田 明理

日本女性科学者の会学
術誌（1349-4449）20
巻1号 Page33-40
（2020.03）

総説

2021024225 2020年診療報酬改定のポイントと
課題（医療経済（保健医療等））　医
療機関間の連携病理診断における課
題　連携病理依頼書と病理カルテ

岸川 正大（長崎病理） 日本病理学会会誌
（0300-9181）109巻1
号 Page261（2020.03）

会議録



2021024224 2020年診療報酬改定のポイントと
課題（医療経済（保健医療等））　衛
生検査所から病理診断科診療所へ

近藤 信夫（ジェネティ
ックラボ）, 高木 芳武, 
小川 弥生

日本病理学会会誌
（0300-9181）109巻1
号 Page261（2020.03）

会議録

2021024223 2020年診療報酬改定のポイントと
課題（医療経済（保健医療等））　
2020年診療報酬改定　臨床細胞学
会から

若狭 朋子（近畿大学医
学部附属奈良病院 病理
診断科）

日本病理学会会誌
（0300-9181）109巻1
号 Page261（2020.03）

会議録

2021024222 2020年診療報酬改定のポイントと
課題（医療経済（保健医療等））　病
理診断診療報酬改定について

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）109巻1
号 Page261（2020.03）

会議録

2021022435 医療機関ならびに地方医療行政機関
に対する改正省令ガイドの必要性

目黒 靖浩（北海道労働
保健管理協会 放射線
部）, 渡邉 浩, 北山 早苗, 
矢部 智, 佐々木 健, 
長谷川 健, 福住 徹, 
川崎 英生, 佐藤 洋一, 
荒井 一正, 日本放射線
公衆安全学会

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
67巻11号 Page1148-
1154（2020.11）

原著論文

2021016966 医療経済から見た結腸癌手術におけ
る開腹、腹腔鏡手術の比較

小林 康伸（国立がん研
究センター中央病院 大
腸外科）, 塚本 俊輔, 
森谷 弘乃介, 志田 大, 
金光 幸秀, 江崎 稔

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）81巻増
刊 Page408（2020.10）

会議録

2021012426 精神科病院における次なる経営モデ
ルの模索　一医療経済委員会・調査
分析部会員の私見としての考察《前
編》

関 晶比古（足立病院）, 
日精協医療経済委員会

日本精神科病院協会雑
誌（1347-4103）39巻
9号 Page953-958
（2020.09）

解説

2021010252 わが国の医療政策決定プロセスと女
性・子どもをトータルで支える政策
について

自見 はなこ（参議院） 日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）27巻4号 
Page524-528
（2020.07）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021041621 ポリファーマシー対策の取り組み　

循環器内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

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）

薬事新報（0289-3290）
3179号 Page7-10
（2020.12）

解説

2021039321 【心房細動患者におけるポリファー
マシーを考える】ポリファーマシー
の現状と取り組み

大井 一弥（鈴鹿医療科
学大学 薬学部臨床薬理
学研究室）

Cardio-Coagulation
（2188-1332）7巻3号 
Page145-150
（2020.10）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2021038993 保険薬局における疑義照会により処
方箋に記載された全ての処方が削除
となった事例に関する調査検討

岸本 真（鹿児島県薬剤
師会）, 濱田 知津子, 
今出 唯人, 鐘ヶ江 淳, 
松原 佳代子, 水間 潤, 
福岡 龍一, 西島 徹, 
上野 泰弘, 公益社団法
人鹿児島県薬剤師会医
療安全委員会

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）72巻11
号 Page1223-1227
（2020.11）

原著論文

2021038905 効用値尺度であるHealth Utilities 
Index Mark3（HUI3）のカナダと日
本におけるスコアリングファンクシ
ョンの比較

能登 真一（新潟医療福
祉大学 作業療法学科）

新潟医療福祉学会誌
（1346-8774）20巻1号 
Page38（2020.10）

会議録

2021037957 術後感染予防抗菌薬の適正化が経
口抗菌薬の使用量に与える影響

松本 裕喜（大阪医科大学
附属病院 感染対策室）, 
山田 智之, 浮村 聡, 
川西 史子, 柴田 有理子, 
大井 幸昌, 南 健太, 
吉岡 恭坪, 西原 雅美, 
勝間田 敬弘

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻11
号 Page1313-1318
（2020.11）

原著論文
/比較研
究

2021037533 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38回）　相
次ぐ薬剤供給不安問題を考察する　
看過できないサプライチェーンの脆
弱性

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻15号 Page3017-
3018（2020.11）

解説

2021037430【免疫性神経疾患update-基礎・臨床
研究の最新知見-】免疫性神経疾患
と医療経済

荻野 美恵子（国際医療
福祉大学 医学部医学教
育統括センター）

日本臨床（0047-1852）
78巻11号 Page1974-
1980（2020.11）

解説/特
集

2021036089 223Ra内用療法の導入について 菅谷 昌史（三田市民病
院 放射線科）, 若山 陽子

三田市民病院誌（1345-
2312）31巻 Page64-
67（2020.09）

解説

2021035545 リアルワールドにおける労働生産性
および学業成績に対する花粉症の影
響

大久保 公裕（日本医科大
学 耳鼻咽喉科学講座）, 
村田 達教, 岡 勇人

アレルギーの臨床
（0285-6379）40巻12
号 Page993-1007
（2020.11）

原著論文
/比較研
究

2021034490【予防接種パーフェクトガイド】おさ
えておくべき基礎知識　健康被害

多屋 馨子（国立感染症
研究所感染症疫学セン
ター）

小児科診療（0386-
9806）83巻11号 
Page1505-1512
（2020.11）

解説/特
集

2021032783 原発性免疫不全症新生児スクリーニ
ングの医療経済学的評価

遠藤 明史（東京医科歯
科大学医学部附属病院 
小児科）, 此村 恵子, 
廣木 遥, 今井 耕輔

日本マス・スクリーニ
ング学会誌（0917-
3803）30巻2号 
Page214（2020.09）

会議録



2021032589 入院患者の持参薬調査から推察され
る服薬遵守状況

面谷 幸子（大阪大谷大学 
薬学部実践医療薬学講
座）, 池嶋 俊貴, 
柴野 雅仁, 勝井 保弘, 
初田 泰敏, 向井 淳治, 
畑中 裕子, 菊内 章夫, 
関 源一, 名徳 倫明

医療薬学（1346-342X）
46巻9号 Page522-
530（2020.09）

原著論文
/比較研
究

2021032586 電子カルテシステムと連動した病名
禁忌処方チェックシステムの有用性
評価

國津 侑貴（滋賀医科大
学医学部附属病院 薬剤
部）, 平 大樹, 上西 幸治, 
炭 昌樹, 森田 真也, 
寺田 智祐

医療薬学（1346-342X）
46巻9号 Page489-
502（2020.09）

原著論文

2021030933 変動するアルツハイマー型認知症の
BPSDに漢方薬が有効であった1症
例

玉野 雅裕（恒貴会協和
中央病院 東洋医学セン
ター）, 加藤 士郎, 
岡村 麻子, 星野 朝文, 
高橋 晶, 小倉 絹子, 
中村 優子

脳神経外科と漢方
（2189-5562）6巻 
Page33-38（2020.09）

原著論文
/症例報
告

2021030258 事務職員としての医薬品交渉への関
わり方

大場 聖（済生会滋賀県
病院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻Suppl. Page246
（2020.10）

会議録

2021030257 医療用医薬品の納入価格と流通経路
の選択に関する考察

石田 秀一郎（東京理科
大学大学院 経営学研究
科技術経営専攻専門職
学位課程）, 石田 円

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻Suppl. Page246
（2020.10）

会議録

2021029788 抗がん剤暴露対策の費用対効果の
検討

讃岐 久美子（宮城県立が
んセンター）, 梅田 貴祝, 
後藤 孝浩

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻Suppl. Page162
（2020.10）

会議録

2021023191 日本における薬剤費急増への取り組
みをめぐる最近の議論（Recent 
Debate over How to Tackle Rapid 
Increases in Pharmaceutical 
Expenditure in Japan）（英語）

Niki Ryu（Nihon 
Fukushi University）

JMA Journal（2433-
328X）3巻2号 
Page146-148
（2020.04）

解説

2021023032 日本におけるClostridioides
（Clostridium） diffi  cile感染症に対す
る抗生物質使用の動向（The Trend 
for Antibiotic Use for Clostridioides
（Clostridium） diffi  cile Infection in 
Japan）（英語）

Ishii Saki（Department 
of Clinical 
Pharmacoepidemiology, 
Kyoto Pharmaceutical 
University）, Muraki 
Yuichi, Kusama 
Yoshiki, Yagi Tetsuya, 
Goto Ryota, Ebisui Ai, 
Kawabe Ayako, Inose 
Ryo, Ohmagari Norio

Biological & 
Pharmaceutical 
Bulletin（0918-6158）
43巻4号 Page693-
696（2020.04）

原著論文



2021021898 宣伝で年間新患2,000人!歯科医院
経営における広告学入門　広告の費
用対効果

丸橋 伸行（のぶ歯科ク
リニック）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）45巻15
号 Page96-97
（2020.11）

解説

2021021281 「認知症施策推進総合戦略（新オレ
ンジプラン）」から共生と予防を中心
とした「認知症施策推進大綱」へ

大田 秀隆（秋田大学 高
齢者医療先端研究セン
ター）

医療経済研究（1340-
895X）32巻1号 
Page3-12（2020.10）

解説

2021021000 後発医薬品使用促進　後発品使用8
割を達成　財政改革視点の改革は
今後も進む

藤井 将志（谷田会谷田
病院 事務部）

医療経営士76号 
Page50-51（2020.10）

解説

2021020136 【 新 規 抗 う つ 薬Vortioxetine】
Vortioxetineの認知機能に対する影
響

池澤 聰（東京大学大学
院 総合文化研究科 ギフ
テッド創成寄附講座）, 
長谷川 由美, 大久保 亮

臨床精神薬理（1343-
3474）23巻11号 
Page1115-1123
（2020.11）

解説/特
集

2021018679 【訪問リハビリテーション業務の効
率化を図るICT】訪問看護へのICT展
開

増田 浩和（リハビリプ
ラス）

訪問リハビリテーショ
ン（2185-7911）10巻4
号 Page274-283
（2020.10）

解説/特
集

2021012587 慢性副鼻腔炎患者における疾病負荷
と臨床的展望　慢性副鼻腔炎患者
の疾病負荷を考える

近藤 健二（東京大学 医
学部耳鼻咽喉科）

日本耳鼻咽喉科学会会
報（0030-6622）123
巻4号 Page1018
（2020.09）

会議録

2021010251 女性医学におけるドラッグリポジシ
ョニングを目指して　メバロン酸経
路を標的とした卵巣がん発がん予防
を目指した基礎的研究

小林 佑介（慶応義塾大学 
医学部産婦人科学教室）, 
阪埜 浩司, 青木 大輔

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）27巻4号 
Page517-523
（2020.07）

総説

2021010213 大腸内視鏡スクリーニングとサーベ
イランスガイドライン

斎藤 豊（国立がん研究セ
ンター中央病院 内視鏡
科）, 岡 志郎, 河村 卓二, 
下田 良, 関口 正宇, 
玉井 尚人, 堀田 欣一, 
松田 尚久, 三澤 将史, 
田中 信治, 入口 陽介, 
野崎 良一, 山本 博徳, 
吉田 雅博, 藤本 一眞, 
井上 晴洋, 日本消化器
内視鏡学会, 日本消化器
内視鏡学会ガイドライ
ン委員会, 大腸内視鏡ス
クリーニングとサーベイ
ランスガイドライン委員
会

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）62巻8号 
Page1519-1560
（2020.08）

解説/診
療ガイド
ライン



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021033794 中高年女性における長期サーキット

式コンバインドトレーニングの身体
機能、臨床検査値、医療費に対する
効果

加藤 敏明（鳥取大学 医
学部医学科 医学教育講
座 健康運動科学分野）, 
西村 正広, 山下 宏呂子, 
岸本 良子, 齋藤 光

米子医学雑誌（0044-
0558）71巻1-3号 
Page1-11（2020.09）

原著論文

2021009689 外来診療において多施設共同調査か
らみえる世帯の経済状態による小中
学生の保護者の思いの違い　子ども
の医療費、生活の不安、社会制度に
対する意見について

佐藤 洋一（生協こども
診療所）, 照井 稔宏, 
山口 英里, 和田 浩, 
武内 一

外来小児科（1345-
8043）23巻2号 
Page172-181
（2020.07）

原著論文

2021009252 日本人男性従業員のBMIおよび代謝
健康状態の組み合わせと医科・歯科
の診療日数および医療費との関連　
4年間の追跡調査（Combined 
Associations of Body Mass Index 
and Metabolic Health Status on 
Medical and Dental Care Days 
and Costs in Japanese Male 
Employees: A 4-Year Follow-Up 
Study）（英語）

Nishikawa Kunihito
（Center of Medical 
Check-up, Shinko 
Hospital）, Yamamoto 
Masayuki

Journal of 
Epidemiology（0917-
5040）30巻5-6号 
Page201-207
（2020.06）

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
2021036855 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54回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて　算定率
の高い加算は基本報酬に包括

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻11
号 Page29-31
（2020.11）

解説

2021033726【新　在宅訪問栄養実践ガイド　知
っておきたい在宅高齢者の食事と栄
養】制度-訪問栄養指導　病院・クリ
ニックに所属する常勤または非常勤
の管理栄養士が、医療保険で訪問栄
養指導を実施する場合

矢治 早加（明正会） 臨床栄養（0485-1412）
別冊新在宅訪問栄養実
践ガイド Page78-79
（2020.07）

解説/特
集

2021025350 糖尿病の医療と医療経済　医療制
度による医療費決定の仕組みと日本
の糖尿病医療の課題

稲田 扇（神戸医療産業
都市推進機構先端医療
研究センター 老化機構
研究部門）, 稲田 明理

日本女性科学者の会学
術誌（1349-4449）20
巻1号 Page33-40
（2020.03）

総説

2021018763 全世代型社会保障制度における医療
改革推進に向けた論点整理（下）　
医療保険制度の持続可能性に向けた
改革を中心に

堀 真奈美（東海大学 健
康学部 健康マネジメン
ト学科）

社会保険旬報（1343-
5728）2798号 
Page22-31（2020.10）

解説

医療費

医療保障制度



2021014464 世界の医療事情　第5回　ウルグア
イの医療保険制度と心臓外科汗かき
研修記

木下 友希（イムス葛飾
ハートセンター）

Gノート（2188-3033）
7巻7号 Page1176-
1179（2020.10）

解説

2021010294 やりなおし!　医療制度基本のき（第
9回）　ロコモフレイル

藤野 圭司（藤野整形外
科医院）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻9号 
Page1076-1077
（2020.09）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021037533 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38回）　相
次ぐ薬剤供給不安問題を考察する　
看過できないサプライチェーンの脆
弱性

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻15号 Page3017-
3018（2020.11）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021039652 地域包括ケアシステム時代に病院経

営に貢献できる退院支援体制の改善
西向 秀代（福井赤十字
病院）, 青柳 芳重, 
小松 和人

日赤医学（0387-1215）
69巻2号 Page346-
349（2018.09）

原著論文

2021032591 奄美群島における電話再診導入時の
院内体制構築と保険薬局対応

大木 浩（鹿児島県立大
島病院 麻酔科）, 
柳田 晶彦, 岡村 芳和

医療薬学（1346-342X）
46巻9号 Page540-
548（2020.09）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021037982 日本ベンチャーの底力　その技術と

発想力（第20回）　Axceleadの創薬
エコシステム構築に向けた役割

池浦 義典（Axcelead 
Drug Discovery 
Partners）, 田中 崇裕

ファルマシア（0014-
8601）56巻11号 
Page1036-1038
（2020.11）

解説

2021037979【2025年問題を見据えたエージング
研究と医薬品開発】高齢者中枢疾患
を対象とした次世代創薬戦略　ヒト
データに基づく創薬研究とテーラー
メード医療への貢献

田中 麻衣子（武田薬品
工業 リサーチニューロ
サイエンス創薬ユニッ
ト）

ファルマシア（0014-
8601）56巻11号 
Page1017-1019
（2020.11）

解説/特
集

2021037533 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38回）　相
次ぐ薬剤供給不安問題を考察する　
看過できないサプライチェーンの脆
弱性

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻15号 Page3017-
3018（2020.11）

解説

診療報酬・薬価

医業経営

医療関連ビジネス



2021026248 腎臓病の克服を目指して　有効な薬
剤を患者へ届ける

柏原 直樹（川崎医科大
学 腎臓・高血圧内科学）

日本腎臓学会誌（0385-
2385）62巻4号 
Page212（2020.07）

会議録

2021022579 小児製剤フォーカスグループの活動
紹介

原田 努（昭和大学 薬学
部 基礎医療薬学講座）

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）80巻6号 
Page303-306
（2020.11）

解説

2021018236 何故、製薬メーカーが健康寿命延伸
に取り組むことになっているのか?　
ハイリスクアプローチからポピュレ
ーションアプローチへ

清水 精一（大塚製薬） 人間総合科学（1883-
1907）38号 Page69-
72（2020.09）

解説

2021013495 精神神経疾患の創薬研究開発の紹
介　抗精神病薬の薬理学特性と臨
床効果　当社の開発経験から

籔内 一輝（大日本住友
製薬 開発本部）

日本神経精神薬理学会
年会・日本生物学的精
神医学会年会・日本精
神薬学会総会・学術集
会合同年会プログラム・
抄録集50回・42回・4
回 Page138（2020.08）

会議録

2021010485 肺癌におけるトランスレーショナル
リサーチの現状と日本のアカデミア
におけるトランスレーショナルリサ
ーチの展望と課題

副島 研造（慶応義塾大
学病院 臨床研究推進セ
ンター）

肺癌（0386-9628）60
巻4号 Page305-313
（2020.08）

総説

2021010483 臨床研究の進め方 関根 郁夫（筑波大学 医
学医療系 臨床腫瘍学）, 
鈴木 敏夫, 山田 武史, 
鈴木 英雄

肺癌（0386-9628）60
巻4号 Page292-297
（2020.08）

総説

2021006922 製薬企業とのオープンイノベーショ
ンによる革新的な創薬研究　グロー
バルな神経系創薬の潮流

山本 恵司（武田薬品工
業 リサーチニューロサ
イエンス創薬ユニットイ
ノベーティブバイオロ
ジー研究所）

臨床神経学（0009-
918X）59巻Suppl. 
Page S147（2019.11）

会議録

2021006921 製薬企業とのオープンイノベーショ
ンによる革新的な創薬研究　厚生労
働省における産学連携の創薬支援に
ついて

伯野 春彦（厚生労働省
医制局 研究開発振興課）

臨床神経学（0009-
918X）59巻Suppl. 
Page S147（2019.11）

会議録

2021006920 製薬企業とのオープンイノベーショ
ンによる革新的な創薬研究　医療イ
ノベーションの担い手としてのライ
フサイエンスベンチャー

芦田 耕一（INCJ） 臨床神経学（0009-
918X）59巻Suppl. 
Page S146（2019.11）

会議録

2021006919 製薬企業とのオープンイノベーショ
ンによる革新的な創薬研究　加速す
る創薬モダリティの多様化における
アカデミアへの期待

梶井 靖（ノバルティス
ファーマ メディカル本
部中枢神経メディカル
フランチャイズ部）

臨床神経学（0009-
918X）59巻Suppl. 
Page S146（2019.11）

会議録



2021006918 製薬企業とのオープンイノベーショ
ンによる革新的な創薬研究　産学連
携創薬の流れと基礎知識

飯田 香緒里（東京医科
歯科大学統合研究機構 
イノベーション推進本
部）

臨床神経学（0009-
918X）59巻Suppl. 
Page S145（2019.11）

会議録

2021006793 レジストリはいかにして神経疾患の
創薬に貢献できるのか?　製薬企業
の立場からみたレジストリへの期待

松澤 寛（日本製薬工業
協会）, 日本製薬工業協
会医薬品評価委員会臨
床評価部会

臨床神経学（0009-
918X）59巻Suppl. 
Page S61（2019.11）

会議録


