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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
2021103928 【最先端の消化器外科クリニカルパ

ス】総論　クリニカルパスと医療経
済

高金 明典（函館五稜郭
病院）

外科（0016-593X）
83巻1号 Page5-8
（2021.01）

解説/特
集

2021094928 医療経済に果たす人工臓器の役割　
医療経済と費用対効果評価について

山本 俊介（厚生労働省
保険局 医療課）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-43
（2020.10）

会議録

2021094927 医療経済に果たす人工臓器の役割　
ECMOにおける医療経済

市場 晋吾（日本医科大
学附属病院 外科系集中
治療科）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-43
（2020.10）

会議録

2021094926 医療経済に果たす人工臓器の役割　
高齢透析患者の社会制度の現状と
課題

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）, 
西山 強

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-42
（2020.10）

会議録

2021094925 医療経済に果たす人工臓器の役割　
重症心不全治療機器の医療経済（植
込型LVAD）

許 俊鋭（東京都健康長
寿医療センター）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-42
（2020.10）

会議録

2021094924 医療経済に果たす人工臓器の役割　
心不全と不整脈治療機器としての
CRT-Dの医療経済的考察

船崎 俊一（済生会川口
総合病院 循環器内科・
リハビリテーション科）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-41
（2020.10）

会議録

2021094923 医療経済に果たす人工臓器の役割　
人工臓器の医療経済　総論（話題提
供）

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-41
（2020.10）

会議録

2021093487 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　持続可能
な公的医療保険制度

印南 一路（慶応義塾大
学 総合政策学部・政策・
メディア大学院）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-4（2020.10）

会議録

2021093486 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　日本版費用
対効果評価とその課題

中村 洋（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-3（2020.10）

会議録



2021093485 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　高額薬剤
等への薬価制度上の対応について

田宮 憲一（医薬品医療
機器総合機構）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-2（2020.10）

会議録

2021093484 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　医師会の
立場から

釜萢 敏（日本医師会） 日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-1（2020.10）

会議録

2021091033 長時間透析　長時間透析の医療経
済とQOL

山川 智之（仁真会白鷺
病院）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page321
（2020.10）

会議録

2021090975 医療経済性から慢性腎不全医療の未
来を考える　慢性腎不全医療の未来
を考える

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page305
（2020.10）

会議録

2021090974 医療経済性から慢性腎不全医療の未
来を考える　令和4年度診療報酬改
定に向けて

秋野 公造（参議院） 日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page305
（2020.10）

会議録

2021090973 医療経済性から慢性腎不全医療の未
来を考える　2020年診療報酬改定
と今後の方針

川西 秀樹（あかね会土
谷総合病院）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page305
（2020.10）

会議録

2021090972 医療経済性から慢性腎不全医療の未
来を考える　診療報酬改定から見た
腹膜透析の現状と未来

土谷 健（東京女子医科
大学 血液浄化療法科）, 
水口 潤, 川西 秀樹

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page305
（2020.10）

会議録

2021090971 医療経済性から慢性腎不全医療の未
来を考える　診療報酬改定から見た
HDF（I-HDFを含む）の現状と未来

友 雅司（大分大学医学
部附属臨床医工学セン
ター）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page304
（2020.10）

会議録

2021090970 医療経済性から慢性腎不全医療の未
来を考える　医療経済性から血液浄
化療法を考える

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page304
（2020.10）

会議録

2021090969 医療経済性から慢性腎不全医療の未
来を考える　血液透析療法の現況と
未来

武本 佳昭（大阪市立大
学医学部附属病院 人工
腎部）, 長沼 俊秀, 
内田 潤次

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻
Suppl.1 Page304
（2020.10）

会議録

2021090613 【医療経済からみた病院経営】地域
経済循環分析からみた医療の役割

山崎 清（日本政策投資
銀行グループ価値総合
研究所 パブリックコン
サルティング第4事業
部）, 佐原 あきほ, 
伊藤 弘人

病院（0385-2377）79
巻11号 Page844-850
（2020.11）

解説/特
集



2021090612 【医療経済からみた病院経営】病院
経営者からみた医療経済　医療は社
会にとってコストなのか

原 祐一（原土井病院） 病院（0385-2377）79
巻11号 Page840-843
（2020.11）

解説/特
集

2021090611 【医療経済からみた病院経営】病院
経営者からみた医療経済　地域医療
を担う病院に正当な評価を

加納 繁照（協和会加納
総合病院）

病院（0385-2377）79
巻11号 Page837-839
（2020.11）

解説/特
集

2021090610 【医療経済からみた病院経営】病床
再編の医療経済的効果

伊藤 由希子（津田塾大
学 総合政策学部）

病院（0385-2377）79
巻11号 Page832-836
（2020.11）

解説/特
集

2021090609【医療経済からみた病院経営】病院
への医療費の配分　患者の治療上
の恩恵向上と医療費節約の両立に向
けて

中村 洋（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究
科）

病院（0385-2377）79
巻11号 Page827-831
（2020.11）

解説/特
集

2021090608【医療経済からみた病院経営】わが
国財政と当面の社会保障改革

一松 旬（財務省主計局） 病院（0385-2377）79
巻11号 Page822-826
（2020.11）

解説/特
集

2021089893 下部消化管ガイドラインを検証する　
径20mm以上の大腸腫瘍に対する大
腸ESDと分割EMRの治療成績と医
療経済評価に関する検討

益田 啓志（広島市立病
院機構 広島市立安佐市
民病院 消化器内科）, 
鴫田 賢次郎, 永田 信二

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）62巻Suppl.2 
Page2027（2020.10）

会議録

2021085196 Medical Scope　疼痛治療と医療経
済

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

Pharma Medica（0289-
5803）38巻12号 
Page65-68（2020.12）

解説

2021083899 がん化学療法の投与ルート変更と医
療経済学的検証

水津 智樹（国立病院機
構大阪南医療センター 
薬剤部）, 垣内 万依, 
大矢 博己, 山口 真実, 
辰己 晃造, 田路 章博, 
吉野 宗宏

国立病院総合医学会講
演抄録集74回 Page 
P-486（2020.10）

会議録

2021083153 肺癌治療DTX+RAM使用時の
G-CSF投与に関する医療経済学的
検討

鈴木 寛人（国立病院機
構沖縄病院 薬剤部）, 
築田 晃直, 山形 真一

国立病院総合医学会講
演抄録集74回 Page 
O41-4（2020.10）

会議録

2021082930 生物学的製剤の医療経済学的問題
点と今後の展望

田中 榮一（東京女子医
科大学 医学部 膠原病リ
ウマチ内科学講座）

国立病院総合医学会講
演抄録集74回 Page 
SS1（2020.10）

会議録

2021080739 医療AIトップランナーズ対談（最終
回）医療AIの保険収載へ向けた医療
政策　医療AIの進展を握る個人デー
タ取得

島原 佑基（エルピクセ
ル）, 待鳥 詔洋

映像情報Medical
（1346-1354）
52巻13号 Page13-18
（2020.12）

座談会

2021079922 人工弁機能不全症に対するredo-
AVRとTAVR（TAV-in-SAV）との臨
床的、医療経済的比較検討

前田 孝一（大阪大学大
学院 医学系研究科 心臓
血管外科）, 倉谷 徹, 
島村 和男, 上野 高義, 
戸田 宏一, 澤 芳樹

日本心臓血管外科学会
学術総会抄録集50回 
Page P37-3（2020.03）

会議録



2021079209 保険診療委員会企画:心臓血管外科
診療の費用対効果を検証する
心臓外科治療の医療経済学評価（費
用対効果）について

田倉 智之（東京大学） 日本心臓血管外科学会
学術総会抄録集50回 
Page SP7-2（2020.03）

会議録

2021071005 緩和ケア病棟における薬剤師の薬学
的介入および医療経済効果

大野 凜太郎（済生会宇
都宮病院 薬剤部）, 
平山 大樹, 斎藤 和悦, 
橋口 ユミ, 稲見 正幸, 
粕田 晴之

Palliative Care 
Research（1880-5302）
15巻Suppl. Page 
S799（2020.08）

会議録

2021069527 本邦におけるHIV感染者・AIDS発症
者数の動向とARTの医療経済的解析

Omata Kazumi（国立国
際医療研究センター）, 
Kikuchi Yoshimi, 
Oka Shin-ichi, 
Mitsuya Hiroaki

日本エイズ学会誌
（1344-9478）21巻4号 
Page480（2019.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021107516 【Pharmacogeneticsは治療反応・副

反応予測にどこまで寄与できるか】
Clozapine誘発性無顆粒球症の遺伝
的因子とその臨床における有用性の
検討

二宮 光平（藤田医科大
学 医学部 精神神経科学
講座）, 齋藤 竹生, 
池田 匡志, 岩田 仲生

臨床精神薬理（1343-
3474）24巻2号 
Page145-149
（2021.02）

解説/特
集

2021106734 ERA検査（子宮内膜着床能検査）
ランダム化比試験

張 博文（アイジェノミ
クス・ジャパン）

BIO Clinica（0919-
8237）36巻2号 
Page133-138
（2021.02）

解説

2021106252 大うつ病性障害における社会的損失
と職場における早期発見の重要性

仁木 晃大（大阪市立大
学大学院 医学研究科 神
経精神医学）, 出口 裕彦
岩崎 進一, 井上 幸紀

産業精神保健（1340-
2862）28巻4号 
Page368-371
（2020.12）

総説

2021103485 【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第2章）Excellent（品質・コ
スト）な製品を確実に供給できる工
場を実現するメンテナンスに向けて　
「メンテナンスのbreakthrough」　
「メンテナンスの課題と対応につい
て」リスクベースアプローチによる
メンテナンス（リスクベースメンテ
ナンス）の提案

中村 寿雄（旭国際テク
ネイオン）, 日野 敬一, 
菅原 俊英, 林 庸平, 
福崎 雅英, ISPE日本本
部メンテナンスCOP

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page2872-2877
（2020.12）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2021101940 小児泌尿器科における周術期経口第
3世代セファロスポリン系抗菌薬削
減および静注抗菌薬適正使用の効
果

渡邉 稜子（兵庫県立こ
ども病院 薬剤部）, 
大竹 正悟, 礒元 啓吾, 
寺崎 展幸, 石田 達彦, 
垣尾 尚美, 笠井 正志, 
福井 由美子

医療薬学（1346-342X）
46巻12号 Page732-
738（2020.12）

原著論文

2021101936 被災地における医薬品供給環境の比
較研究と、薬剤師による支援活動の
在り方についての考察　熊本地震被
災地である南阿蘇村における薬剤師
支援活動の検証

稲葉 一郎（ハートフェ
ルト）, 天方 奉子

医療薬学（1346-342X）
46巻12号 Page692-
707（2020.12）

原著論文

2021101921 窓MEDICINE　COVID-19を通して
見たこれからの医療

小阪 真二（島根県立中
央病院）

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）
59巻12号 Page1675-
1676（2020.12）

解説

2021101863 【DigitalLaboStyle　実例から学ぶラ
ボのデジタル化】（Chapter1）Basic 
knowledge　経営的視点で見る、デ
ジタル導入ことはじめ

佐野 隆一（ラボコミュ
ニケーションズ）

歯科技工（0389-1895）
別冊Digital Labo Style 
実例から学ぶラボのデ
ジタル化 Page10-15
（2020.12）

解説/特
集

2021101756 【「事務部門」の発想力!】（Part 2）事
務部門主導の企画・立案事例
病院イベント企画を広告数値化し費
用対効果を明示

川上 勇貴（八女発心会
姫野病院 企画管理室）

保険診療（0385-8588）
75巻12号 Page36-38
（2020.12）

解説/特
集

2021100574 ベッセルシーリングシステムのリユ
ース型への変更とその経済効果

野口 秀樹（国家公務員
共済組合連合会虎の門
病院 臨床工学部）, 
小泉 健太郎, 小川 浩之, 
玉井 久義

日本手術医学会誌
（1340-8593）41巻
Suppl. Page148
（2020.11）

会議録

2021100197 抗血管内皮増殖因子薬承認前後の
長崎大学眼科での糖尿病黄斑浮腫
治療変化

松本 牧子（長崎大学 眼
科学教室）, 築城 英子, 
北岡 隆

糖尿病合併症34巻
Suppl.1 Page280
（2020.11）

会議録

2021098827 Clostridioides diffi  cile感染症マネー
ジメントの変化と現状
Clostridioides diffi  cile感染症　ベズ
ロトクスマブによる治療

吉田 順一（下関市立市
民病院 外科・呼吸器外
科）, 田村 徹郎

日本外科感染症学会雑
誌（1349-5755）17巻
5号 Page352
（2020.10）

会議録

2021098206 回復期病棟におけるNST電子カルテ
の有用性

清水 哲平（北原国際病
院 薬剤科）, 野澤 雅美, 
内山 亜希子

学会誌JSPEN（2434-
4966）2巻Suppl.1 
Page1139（2020.11）

会議録



2021097198 経腸栄養の進歩-基礎と臨床の最前
線-費用対効果の観点からの経腸栄
養の有用性検討　良質で安全な医
療のための流動食選択

小野寺 英孝（聖マリア
ンナ医科大学横浜市西
部病院 脳神経外科）, 
最上谷 拓磨, 清水 朋子, 
川畑 亜加里, 森 みさ子, 
松崎 貴志, 松嶋 真哉, 
川端 千壽, 金子 真由美

学会誌JSPEN（2434-
4966）2巻Suppl.1 
Page129（2020.11）

会議録

2021096999 手術室トレーサビリティシステムを
活用したコンテナスリム化の功罪

小松崎 真理（順天堂大
学医学部附属順天堂医
院 看護部手術室業務
課）, 川崎 志保理, 
遠藤 晶子, 渡邊 公美子, 
井上 富士子

日本医療安全学会学術
総会抄録集6回 
Page246（2020.03）

会議録

2021096642 皮膚・排泄ケア認定看護師不在病院
におけるストーマ周囲皮膚のスキン
ケア遠隔看護支援システムの効果検
証

中村 徳子（金沢医科大
学附属病院 看護部）, 
紺家 千津子, 松井 優子

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌（1884-
233X）24巻3号 
Page300-309
（2020.11）

原著論文
/比較研
究

2021095331 薬剤師外来における退院後フォロー
アップ外来の有用性　入院から外来
までのシームレスな介入による医療
安全と医療の質の向上

土屋 裕伴（愛友会上尾
中央総合病院 薬剤部）, 
諸橋 賢人, 大登 剛, 
齋藤 由貴, 山田 早, 
安達 友真, 石田 洵一郎, 
小林 理栄, 新井 亘, 
増田 裕一

医療の質・安全学会誌
（1881-3658）15巻4号 
Page355-363
（2020.10）

原著論文
/比較研
究

2021095179 当院の人工膵臓装置運用における
24時間回路と72時間回路の比較検
討

安藝 和寛（高知大学医
学部附属病院 臨床工学
部）, 山本 奈緒, 
壬生 季代, 宗景 匡哉, 
花崎 和弘

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-185
（2020.10）

会議録

2021094930 本邦におけるDestination Therapy
（DT）の進歩と臨床展開
Destination Therapy（DT）に期待さ
れる社会経済的な貢献

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-44
（2020.10）

会議録

2021094928 医療経済に果たす人工臓器の役割　
医療経済と費用対効果評価について

山本 俊介（厚生労働省
保険局 医療課）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-43
（2020.10）

会議録

2021094927 医療経済に果たす人工臓器の役割　
ECMOにおける医療経済

市場 晋吾（日本医科大
学附属病院 外科系集中
治療科）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-43
（2020.10）

会議録

2021094924 医療経済に果たす人工臓器の役割　
心不全と不整脈治療機器としての
CRT-Dの医療経済的考察

船崎 俊一（済生会川口
総合病院 循環器内科・
リハビリテーション科）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-41
（2020.10）

会議録



2021094923 医療経済に果たす人工臓器の役割　
人工臓器の医療経済　総論（話題提
供）

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

人工臓器（0300-0818）
49巻2号 Page S-41
（2020.10）

会議録

2021094856 ドラッグナイーブ2型糖尿病患者に
対する短期的薬剤費軽減を鑑みた第
一選択薬フローチャートの効果

岩澤 真紀子（北里大学
薬学部臨床薬学研究・
教育センター 臨床薬学
（医薬品情報学））, 
堀井 剛史, 柏木 彩華, 
鈴木 絢絵, 小川 顕史, 
林 哲範, 厚田 幸一郎

糖尿病（0021-437X）
63巻10号 Page701-
710（2020.10）

原著論文

2021093823 診療ガイドラインの作成から構造を
学ぶ:がん診療の質向上を目指して、
評価委員会からのメッセージ　がん
診療ガイドラインと費用対効果

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命医科学科）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
GSY-9（2020.10）

会議録

2021093547 進行性去勢感受性前立腺癌の治療
戦略　進行性去勢感受性前立腺癌
に対するアビラテロンの有効性と問
題点（英語）

上村 博司（横浜市立大
学附属市民総合医療セ
ンター 泌尿器腎移植科）
三好 康秀, 河原 崇司

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SY8-2（2020.10）

会議録

2021093487 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　持続可能
な公的医療保険制度

印南 一路（慶応義塾大
学 総合政策学部・政策・
メディア大学院）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-4（2020.10）

会議録

2021093486 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　日本版費用
対効果評価とその課題

中村 洋（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-3（2020.10）

会議録

2021093485 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　高額薬剤
等への薬価制度上の対応について

田宮 憲一（医薬品医療
機器総合機構）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-2（2020.10）

会議録

2021090607 持続可能な医療提供体制改革 小黒 一正（法政大学 経
済学部）, 川原 丈貴

病院（0385-2377）79
巻11号 Page805-810
（2020.11）

座談会

2021090459 大腸がん検診の精密検査における精
度管理　診断精度、偶発症頻度、
実効線量からみた大腸CT検査の精
検法としての可能性と精度管理

永田 浩一（福島県立医
科大学 消化器内科）, 
歌野 健一, 遠藤 俊吾

日本消化器がん検診学
会雑誌（1880-7666）
58巻Suppl大会 
Page815（2020.10）

会議録

2021089948 消化管出血診療フローチャートにお
けるOver-The-Scope Clip system
の位置付け

小林 伸也（香川大学 消
化器・神経内科）, 
小原 英幹, 西山 典子, 
中谷 夏帆, 小塚 和博, 
多田 尚矢, 松井 崇矩, 
千代 大翔, 谷内田 達夫, 
正木 勉

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）62巻Suppl.2 
Page2091（2020.10）

会議録

2021089893 下部消化管ガイドラインを検証する　
径20mm以上の大腸腫瘍に対する大
腸ESDと分割EMRの治療成績と医
療経済評価に関する検討

益田 啓志（広島市立病
院機構 広島市立安佐市
民病院 消化器内科）,
鴫田 賢次郎, 永田 信二

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）62巻Suppl.2 
Page2027（2020.10）

会議録



2021089792 日米における内視鏡医療の相違-日
本の消化器内視鏡学会に期待するこ
と- 米国における2年間　時間と費
用に見合う価値はあったのか　それ
ともYoutubeの視聴で十分なのか
（Two years in US: Was it worth 
the time and cost? Or is Youtube 
good enough?）（英語）

Nakai Yousuke
（Department of 
Endoscopy and 
Endoscopic Surgery, 
The University of 
Tokyo）

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）62巻Suppl.2 
Page1937（2020.10）

会議録

2021089771 アジアにおける上部・下部消化器診
療の最前線　先進粘膜イメージング
に関する費用対効果の検討（Cost 
Eff ectiveness of Advanced
Mucosal Imaging）（英語）

Ho Shiaw-Hooi
（Department of 
Medicine, University of 
Malaya）

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）62巻Suppl.2 
Page1922（2020.10）

会議録

2021089186 口腔の健康の社会的決定要因と
Universal Health Coverage

松山 祐輔（東京医科歯
科大学大学院 国際健康
推進医学分野）

ヘルスサイエンス・ヘ
ルスケア（1881-1892）
19巻2号 Page34-38
（2019.12）

解説

2021088536 日本における成人アトピー性皮膚炎
の疾病費用研究　横断的Webベー
ス調査（Cost of illness study for 
adult atopic dermatitis in Japan: A 
cross-sectional Web-based survey）
（英語）

Murota Hiroyuki
（Department of 
Dermatology, Nagasaki 
University）, 
Inoue Sachie, 
Yoshida Kazufumi, 
Ishimoto Atsushi

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）47巻7号 
Page689-698
（2020.07）

原著論文

2021088469 トルコにおける先天性TORCH感染
のスクリーニングにシリア難民が及
ぼす影響（Impact of Syrian
refugees on congenital TORCH 
infections screening in Turkey）（英
語）

Coskun Bora
（Department of 
Obstetrics and 
Gynecology, Yuksek 
Ihtisas University 
School of Medicine 
Ankara Liv Hospital）, 
Gueluemser Cagri, 
Coskun Bugra, 
Artuk Cumhur, 
Karasahin Kazim E.

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology Research
（1341-8076）46巻7号 
Page1017-1024
（2020.07）

原著論文
/比較研
究

2021087618 イノベーティブな医薬品の評価と新
たな薬価システムの枠組みの検討

小黒 一正（法政大学 経
済学部）, 後藤 励, 
菅原 琢磨, 和久津 尚彦, 
土居 丈朗, 堀 真奈美, 
別所 俊一郎, 朝井 淳太, 
梅田 一郎, 米本 直裕

薬理と治療（0386-
3603）48巻5号 
Page753-762
（2020.05）

解説

2021087616 患者の残薬問題に対する薬剤師の意
識調査

清水 百合香（しなの薬
局長岡赤十字病院前店）
長友 孝文

応用薬理（0300-8533）
98巻3-4号 Page43-47
（2020.05）

原著論文



2021086699【動画像ネットワーク-多機能だから
こその意義】臨床と運営に資するネ
ットワーク構築の要諦　電子カルテ
と連携した最新動画像ネットワーク
システムの有用性とその変遷

福井 和樹（神奈川県立
循環器呼吸器病センタ
ー 循環器内科）

新医療（0910-7991）
48巻1号 Page66-69
（2021.01）

解説/特
集

2021085873【免疫チェックポイント阻害薬　押
さえておきたい知識とスキル】免疫
チェックポイント阻害薬の医療技術
評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部公衆衛生
学）

薬局（0044-0035）71
巻12号 Page3495-
3500（2020.11）

解説/特
集

2021085196 Medical Scope　疼痛治療と医療経
済

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

Pharma Medica（0289-
5803）38巻12号 
Page65-68（2020.12）

解説

2021079209 保険診療委員会企画:心臓血管外科
診療の費用対効果を検証する　心臓
外科治療の医療経済学評価（費用対
効果）について

田倉 智之（東京大学） 日本心臓血管外科学会
学術総会抄録集50回 
Page SP7-2（2020.03）

会議録

2021079208 保険診療委員会企画:心臓血管外科
診療の費用対効果を検証する　日本
における費用対効果評価の取り組み

長谷川 正宇（厚生労働
省）

日本心臓血管外科学会
学術総会抄録集50回 
Page SP7-1（2020.03）

会議録

2021077287 インプラント上部構造のフレームワ
ーク材料による費用対効果の比較検
討

上田 恭史（日本口腔イ
ンプラント学会 中国・
四国支部）, 下野 賢吾, 
岡田 龍暁, 谷村 博史, 
土屋 浩昭

日本口腔インプラント
学会誌（0914-6695）
33巻特別号 Page326
（2020.09）

会議録

2021076162 腰痛の危機　わが国の整形外科は
乗り切れるか

菊地 臣一（福島県立医
科大学）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻10
号 Page871-881
（2020.10）

解説

2021074066 歯内療法の費用対効果分析 河野 雅臣（東京医療保
健大学大学院 医療保健
学研究科 感染制御学）

日本歯内療法学会学術
大会プログラム・抄録
集40回 Page115
（2019.06）

会議録

2021070466 放射線治療に関するオカネの話　緩
和的治療の費用対効果とは

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

Palliative Care
Research（1880-5302）
15巻Suppl. Page 
S197（2020.08）

会議録

2021070185 COllaborative Care to Preserve 
PErformance in Cancer（COPE）
試験の主効果と費用対効果
（COllaborative Care to Preserve 
PErformance in Cancer（COPE） 
trial Main eff ects and cost
eff ectiveness）（英語）

Cheville Andrea L.
（Mayo Clinic School of 
Medicine）

Palliative Care
Research（1880-5302）
15巻Suppl. Page S13
（2020.08）

会議録



2021070060 Osuka氏らのコメントに対する回答
（Reply to the comment by Osuka 
et al.）（英語）

Endo Akira（Trauma 
and Acute Critical Care 
Medical Center, Tokyo 
Medical and Dental 
University Hospital of 
Medicine）, 
Shiraishi Atsushi, 
Fushimi Kiyohide, 
Otomo Yasuhiro

Journal of Intensive 
Care（2052-0492）8
巻 Page1 of 3-3 of 3
（2020.07）

レター

2021070059「重度熱傷患者の生存率と費用対効
果に対するvolume-outcome rela-
tionshipの影響　日本の全国請求デ
ータベースの後ろ向き解析」（Endo 
et al., Jounral of Intensive Care 
2019）に対するコメント（Comment 
on volume-outcome relationship on 
survival and cost benefi ts in severe 
burn injury: a retrospective analysis 
of a Japanese nationwide 
administrative database" （Endo et 
al.Journal of Intensive Care 
2019））（英語）"

Osuka Akinori
（Department of 
Trauma, Critical Care 
&amp; Burn Center, 
Japan Community 
Healthcare Organiza-
tion Chukyo Hospital）, 
Miyao Daiki, 
Kuroki Yuichi

Journal of Intensive 
Care（2052-0492）8
巻 Page1 of 2-2 of 2
（2020.07）

レター

2021069527 本邦におけるHIV感染者・AIDS発症
者数の動向とARTの医療経済的解析

Omata Kazumi（国立国
際医療研究センター）, 
Kikuchi Yoshimi, 
Oka Shin-ichi, 
Mitsuya Hiroaki

日本エイズ学会誌
（1344-9478）21巻4号 
Page480（2019.11）

会議録

2021069249 閉経後ホルモン受容体陽性転移乳癌
に対するファーストライン治療とし
てのフルベストラントとアナストロ
ゾールの併用　費用対効果分析
（First-line fulvestrant plus anastro-
zole for hormone-receptor-positive 
metastatic breast cancer in 
postmenopausal women: a 
cost-eff ectiveness analysis）（英語）

Liao Weiting
（Department of 
Medical Oncology, 
Cancer Center, West 
China Hospital, 
Sichuan University）,
Huang Jiaxing,
Wu Qiuji, Wen Feng, 
Zhang Nan, 
Zhou Kexun, 
Bai Liangliang, Li Qiu

Breast Cancer（1340-
6868）27巻3号 
Page399-404
（2020.05）

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
2021088504 吸入ステロイド薬を含む処方は高齢

喘息患者の入院率と医療費を減らす
国民健康保険レセプトデータベース
を用いた実臨床での検証（Inhaled 
Corticosteroid-Containing 
Regimens Reduce Hospitalizations 
and Healthcare Costs among 
Elderly Asthmatics: Real-World 
Validation Using the National 
Health Insurance Claims
Database）（英語）

Ishii Toshihiro
（Department of General 
Medicine, Oita 
University Faculty of 
Medicine）, 
Shiota Seiji, 
Yamamoto Kyoko, 
Abe Koh, 
Miyazaki Eishi

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine
（0040-8727）251巻2
号 Page135-145
（2020.06）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021107662 医療保険の手引き[精神科] 東京都医師会医療保険

委員会
東京都医師会雑誌
（0040-8956）74巻1号 
Page41-44（2021.01）

解説

2021106865 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56回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて　訪問・
通所・施設サービスの評価と適正化

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）48巻1号 
Page33-35（2021.01）

解説

2021098781 消化器外科SSI対策　経験からその
検証へ　本邦の医療保険制度にお
ける感染防止対策の変遷と健康保険
法による調査・指導について

山口 圭三（久留米大学
病院 医療連携センター）
主藤 朝也, 藤田 文彦, 
森 直樹, 的野 吾, 
日野 東洋, 赤木 由人

日本外科感染症学会雑
誌（1349-5755）17巻
5号 Page327
（2020.10）

会議録

2021093487 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　持続可能
な公的医療保険制度

印南 一路（慶応義塾大
学 総合政策学部・政策・
メディア大学院）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-4（2020.10）

会議録

2021089354 中国都市部と農村部における医療保
険制度の統合に関する研究

杜 東朋（東京福祉大学
大学院 社会福祉学研究
科 社会福祉学専攻博士
課程）

茶屋四郎次郎記念学術
学会誌（2189-4280）
10巻 Page96-97
（2020.09）

会議録

2021082451 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55回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて「訪問・
通所・施設のメリハリ評価が明らか
に」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻12
号 Page37-39
（2020.12）

解説

2021080007【こんな時代の「長持ち経営」】各国
の公的医療制度と歯科医療費の比較

冨山 雅史（台東歯科ク
リニック）

アポロニア21324号 
Page076-083
（2020.12）

解説/特
集

医療費

医療保障制度



2021073210 小児科医の医療保険制度に関する意
識調査報告

阪下 和美（日本小児科
学会）, 中林 洋介, 
大山 昇一, 奈倉 道明, 
石崎 優子, 遠藤 明史, 
大野 拓郎, 岡田 仁, 
奥村 秀定, 高木 英行, 
長 和俊, 戸谷 剛, 
儘田 光和, 水野 美穂子, 
横谷 進, 楠田 聡, 
森 伸生, 細井 創, 
今泉 益栄, 日本小児科
学会社会保険委員会

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）124巻9
号 Page1458-1464
（2020.09）

原著論文

2021071178 がんサポートセンター内に設置され
たゲノム医療連携室によるがんゲノ
ム医療保険適用に際しての課題解決
の試み

市川 直明（長野赤十字
病院 がんサポートセン
ター）, 池田 由紀, 
溝口 亜衣, 南澤 晴海, 
佐藤 恵子, 坂口 定子

Palliative Care 
Research（1880-5302）
15巻Suppl. Page 
S990（2020.08）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021105942 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40回）　変
化の兆しか?医薬品値引率の地域格
差

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻1号 Page128-130
（2021.01）

解説

2021102222 ゼロから始めるDPCデータ活用（第
9回）　院内に定着しやすい原価計
算の考え方とは?

羽鳥 亨（健康保険医療
情報総合研究所 コンサ
ルティンググループ）, 
八木 脩, 嶋 知行, 
瀬野 隆則

病院羅針盤11巻180号 
Page72-75（2020.12）

解説

2021095329 わが国の院内感染対策と医療安全対
策の関わり　医療法と診療報酬に関
する施策の動向から

佐藤 淑子（大阪府立大
学大学 看護学研究科）, 
喜田 雅彦, 平尾 百合子

医療の質・安全学会誌
（1881-3658）15巻4号 
Page341-347
（2020.10）

原著論文

2021093485 持続可能な医療供給システムーがん
診療の進歩と医療経済　高額薬剤
等への薬価制度上の対応について

田宮 憲一（医薬品医療
機器総合機構）

日本癌治療学会学術集
会抄録集58回 Page 
SSY10-2（2020.10）

会議録

2021089703 中断時系列解析を用いた向精神薬の
多剤併用に対する診療報酬改定の効
果の検証

奥井 佑（九州大学病院 
メディカル・インフォメ
ーションセンター）, 
朴 珍相, 中島 直樹

医療情報学（0289-
8055）40巻2号 
Page61-72（2020.10）

原著論文

診療報酬・薬価



2021087618 イノベーティブな医薬品の評価と新
たな薬価システムの枠組みの検討

小黒 一正（法政大学 経
済学部）, 後藤 励, 
菅原 琢磨, 和久津 尚彦, 
土居 丈朗, 堀 真奈美, 
別所 俊一郎, 朝井 淳太, 
梅田 一郎, 米本 直裕

薬理と治療（0386-
3603）48巻5号 
Page753-762
（2020.05）

解説

2021076720 崖っぷち自治体病院復活の軌跡　全
職員の意識改革による赤字体質から
の脱却（第11回）　病院における原
価計算の重要性

世古口 務（松阪市民病
院 総合企画室）

社会保険旬報（1343-
5728）2801号 
Page28-29（2020.11）

解説

2021069976 冠動脈CT血管造影で得られた冠血
流予備量比が医師の臨床行動に及ぼ
す影響　日本の診療報酬制度で指定
された適正基準のある施設とない施
設の違い（Eff ect of Coronary 
Computed Tomography Angiogra-
phy-Derived Fractional Flow 
Reserve on Physicians' Clinical 
Behavior: Diff erences Between 
Sites With and Without Appropri-
ate Use Criteria as Designated by 
the Japanese Reimbursement 
System）（英語）

Matsuo Hitoshi
（Department of 
Cardiovascular 
Medicine, Gifu Heart 
Center）, 
Kawasaki Tomohiro, 
Amano Tetsuya, 
Kawase Yoshiaki, 
Sobue Yoshihiro, 
Kondo Takeshi, 
Morino Yoshihiro, 
Yoda Shunichi, 
Sakamoto Tomohiro,
Ito Hiroshi, Shite Junya, 
Otake Hiromasa, 
Tanaka Nobuhiro, 
Terashima Mitsuyasu, 
Kadota Kazushige, 
Patel Manesh R., 
Nieman Koen,
Rogers Campbell, 
Norgaard Bjarne L., 
Bax Jeroen J., 
Chinnaiyan Kavitha M., 
Berman Daniel S., 
Fairbairn Timothy A., 
Hurwitz Koweek Lynne 
M., Leipsic Jonathon, 
Akasaka Takashi

Circulation Reports
（2434-0790）2巻7号 
Page364-371
（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
2021099912 職員満足が病院経営に与える影響と

勤務環境改善に向けた取り組み事例
に関する一考察

柴山 麻祐子（川崎医療
福祉大学 医療福祉マネ
ジメント学部 医療福祉
経営学科）

川崎医療福祉学会誌
（0917-4605）30巻1-2
号 Page303-309
（2020.08）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021104351 三菱ケミカルフーズ（株）の原薬ビ

ジネスのご紹介
田村 元（三菱ケミカル
フーズ 医薬原材料事業
部門 医薬原材料事業部 
企画開発グループ）

ビタミン（0006-386X）
94巻12号 Page595-
596（2020.12）

会議録

2021103508【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第11章）Women in Pharma
（WIP）の取り組み

槇 彩子（協和キリン 品
質本部品質保証部）, 
ISPE日本本部

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page3053-3055
（2020.12）

解説/特
集

2021103505【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第8章）FOF（Facility of the 
Future）活動紹介　スマートファク
トリーの検討

木坂 博和（武田薬品工
業）, ISPE日本本部

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page3025-3027
（2020.12）

解説/特
集

2021103503【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第7章）治験薬供給5G元年　
治験薬供給における空港の役割と課
題

朽木 謙一（三井倉庫ホ
ールディングス 事業開
発部）, ISPE日本本部IP 
COP

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page2999-3017
（2020.12）

解説/特
集

2021103489【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第2章）Excellent（品質・コ
スト）な製品を確実に供給できる工
場を実現するメンテナンスに向けて　
「メンテナンスのbreakthrough」「メ
ンテナンスの課題と対応について」
旭国際テクネイオンにおけるIoTを
活用した保全システムの提案

中村 寿雄（旭国際テク
ネイオン）, 福崎 雅英, 
白川 愛幸, ISPE日本本
部メンテナンスCOP

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page2893-2895
（2020.12）

解説/特
集

2021103487【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第2章）Excellent（品質・コ
スト）な製品を確実に供給できる工
場を実現するメンテナンスに向けて　
「メンテナンスのbreakthrough」　
「メンテナンスの課題と対応につい
て」無線技術について

田村 純（三興コントロ
ール）, ISPE日本本部メ
ンテナンスCOP

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page2882-2888
（2020.12）

解説/特
集

医業経営

医療関連ビジネス



2021103486【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第2章）Excellent（品質・コ
スト）な製品を確実に供給できる工
場を実現するメンテナンスに向けて　
「メンテナンスのbreakthrough」　
「メンテナンスの課題と対応につい
て」企業間のやり取りを効果的、効
率的に進めるためには

福田 将史（協和キリン）
白川 愛幸, 福崎 雅英, 
ISPE日本本部メンテナ
ンスCOP

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page2878-2881
（2020.12）

解説/特
集

2021103485【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第2章）Excellent（品質・コ
スト）な製品を確実に供給できる工
場を実現するメンテナンスに向けて　
「メンテナンスのbreakthrough」　
「メンテナンスの課題と対応につい
て」リスクベースアプローチによる
メンテナンス（リスクベースメンテ
ナンス）の提案

中村 寿雄（旭国際テク
ネイオン）, 日野 敬一, 
菅原 俊英, 林 庸平, 
福崎 雅英, ISPE日本本
部メンテナンスCOP

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page2872-2877
（2020.12）

解説/特
集

2021103484【医薬品製造・品質保証のニューノ
ーマル　ISPE日本本部COPによる
検討】（第2章）Excellent（品質・コ
スト）な製品を確実に供給できる工
場を実現するメンテナンスに向けて　
「メンテナンスのbreakthrough」　
「メンテナンスの課題と対応につい
て」メンテナンスCOPの紹介および
メンテナンスの考え方について

福崎 雅英（エーザイ）, 
白川 愛幸, 林 庸平, 
日野 敬一, 菅原 俊英, 
中村 寿雄, 篠田 考史, 
田村 純, 福田 将史, 
ISPE日本本部メンテナ
ンスCOP

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻18
号 Page2868-2871
（2020.12）

解説/特
集

2021073647 トキシコロジストのキャリア形成支
援プログラム　トキシコロジストを
透視する-外から見た期待-　トキシ
コロジスト×リアルワールドエビデ
ンス=??　ファーマコビジランス担
当の立場から

阪口 元伸（武田薬品工
業 日本開発センターフ
ァーマコビジランス部）

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）45巻
Suppl. Page S68
（2020.06）

会議録



2021069189 製薬会社における病理学画像解析
技術の現況　日本製薬工業協会の
質問票調査（Current status of 
pathological image analysis tech-
nology in pharmaceutical compa-
nies: a questionnaire survey of the 
Japan Pharmaceutical Manufactur-
ers Association）（英語）

Yoshikawa Tsuyoshi
（Department of Drug 
Safety Research, 
Nonclinical Research 
Center, Tokushima 
Research Institute, 
Otsuka 
Pharmaceutical）, 
Horai Yasushi, 
Asaoka Yoshiji, 
Sakurai Takanobu, 
Kikuchi Satomi, 
Yamaoka Makiko, 
Tanaka Masaharu

Journal of Toxicologic 
Pathology（0914-
9198）33巻2号 
Page131-139
（2020.04）

原著論文

2021068998 GCP監査でのグループ監査の試み　
グループ監査実施で見えてきた有用
性と課題

清水 聡（丸石製薬）, 
吉原 添修, 笠原 浩, 
本田 芳朗, 閏間 仁子, 
岡嵜 三奈子, 腰原 麻子, 
野木 香奈子, 廣瀬 博康, 
森本 陽子, 下向 東紅, 
日本QA研究会GCP部会
第1分科会A3グループ

臨床薬理（0388-1601）
51巻2号 Page93-100
（2020.03）

原著論文


