
医療経済関係研究論文（6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
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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
2021159266 もし、無床精神科医が本気で地域の

精神科医療政策を考えてみたら～そ
う遠くない未来の話　在宅クリニッ
クチェーンにおける精神科医の往診
活動

中野 輝基（悠翔会） 総合病院精神医学
（0915-5872）32巻
Suppl. Page S-91
（2020.11）

会議録

2021159265 もし、無床精神科医が本気で地域の
精神科医療政策を考えてみたら～そ
う遠くない未来の話　千葉県救急医
療センターにおける自殺再企図予防　
地域を含めたチーム医療

杉澤 淳子（千葉県救急
医療センター）

総合病院精神医学
（0915-5872）32巻
Suppl. Page S-91
（2020.11）

会議録

2021159264 もし、無床精神科医が本気で地域の
精神科医療政策を考えてみたら～そ
う遠くない未来の話　地域に開かれ
た周産期メンタルヘルスチームの構
築を目指して

齋藤 円（市立ひらかた
病院）

総合病院精神医学
（0915-5872）32巻
Suppl. Page S-90
（2020.11）

会議録

2021159263 もし、無床精神科医が本気で地域の
精神科医療政策を考えてみたら～そ
う遠くない未来の話　第8次医療計
画に向けて、総合病院精神科に求め
られるものとは何か?

臼杵 理人（薫風会山田
病院）

総合病院精神医学
（0915-5872）32巻
Suppl. Page S-90
（2020.11）

会議録

2021158194 DPCによる医療経済的視点からの
PMX-DHP使用の分析

石倉 久嗣（徳島赤十字
病院 外科）, 福田 美月, 
牧 秀則, 竹内 大平, 
常城 宇生, 藤本 啓介, 
松尾 祐太, 森 理, 
江藤 祥平, 藤原 聡史, 
浜田 陽子, 富林 敦司, 
湯浅 康弘, 奥村 和正, 
川中 妙子, 塩田 輝実

エンドトキシン血症救
命治療研究会誌（1348-
821X）24巻1号 
Page149-152
（2020.12）

原著論文



2021150525 医療行政　学校心臓検診の課題 久賀 圭祐（筑波大学 医
学医療系 循環器内科）

医学のあゆみ（0039-
2359）276巻13号 
Page1195-1197
（2021.03）

解説

2021148017 小児医療政策が小児人口増加に及ぼ
す影響の評価（第二報）

伊藤 秀一（横浜市立大
学大学院 医学研究科 発
生成育小児医療学）, 
松村 眞吾, 黒木 淳

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）125巻2
号 Page246（2021.02）

会議録

2021147298 慢性関節疾患、代謝性疾患、リウマ
チ　骨粗鬆症の治療と医療経済

福武 勝典（東邦大学 医
学部 整形外科）, 
鎌倉 大輔, 中村 一将, 
長谷川 敬二, 和田 明人, 
高橋 寛

関東整形災害外科学会
雑誌（0389-7087）52
巻臨増号外 Page88
（2021.03）

会議録

2021147295 医療経済からみた高尿酸血症治療 正木 博（埼玉医科大学 
医学部 整形外科・脊椎外
科）, 宮島 剛, 門野 夕峰

関東整形災害外科学会
雑誌（0389-7087）52
巻臨増号外 Page87
（2021.03）

会議録

2021146204 新型コロナウイルス感染症（COV-
ID-19）と医療経済学　生産者の観
点から

黒木 淳（横浜市立大学
大学院 データサイエン
ス研究科 ヘルスデータ
サイエンス専攻）

循環器内科（1884-
2909）89巻2号 
Page196-201
（2021.02）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021164509 DIの頁　末梢性神経障害性疼痛治

療剤ミロガバリンとプレガバリンに
違いはありますか?

本間 雅士（北里大学病
院 薬剤部）

神奈川県病院薬剤師会
雑誌（2188-2649）53
巻1号 Page29-31
（2021.03）

Q&A

2021163486【Nursing Nowフォーラム・イン・
ジャパン　看護の力で未来を創る】
看護の価値をデータで示す政策研究
と客観的評価指標の重要性

真田 弘美（東京大学 大
学院）

看護（0022-8362）73
巻5号 Page049
（2021.03）

会議録

2021163480【Nursing Nowフォーラム・イン・
ジャパン　看護の力で未来を創る】
立上る看護師　看護師がユニバーサ
ル・ヘルス・カバレッジの課題に直
面する中でのNursing Nowのストー
リー

バーバラ・スティルウェル 
（Nursing Now事務局）

看護（0022-8362）73
巻5号 Page036-038
（2021.03）

解説/特
集

2021162453【うつ病からの復職就労者の再発再
燃を防ぐために精神科医と産業医が
できること】うつ病理解と精神科医
と産業医との連携

新開 隆弘（産業医科大
学 精神医学教室）

精神神経学雑誌（0033-
2658）123巻2号 
Page75-80（2021.02）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2021162040 手術支援ロボットと臨床工学技士 加藤 伸彦（北海道情報
大学 医療情報学部 医療
情報学科）

医工学治療（1344-
1221）33巻1号 
Page66-71（2021.03）

解説

2021161515 本邦における低栄養の実態とこれか
らの栄養管理のあるべき姿

太田 秀樹（アスムス）, 
小川 純人, 武田 俊彦, 
東口 高志

診断と治療（0370-
999X）109巻3号 
Page389-399
（2021.03）

座談会

2021161454 処方エキスパートへの道（第24回）　
ブロスマブ

福本 誠二（徳島大学藤
井節郎記念医科学セン
ター）

Loco Cure（2189-
4221）7巻1号 
Page59-62（2021.02）

解説

2021161426【抗炎症薬の使い方を考える】乳牛
の乳房炎に対する抗炎症薬の適応

久枝 啓一（岡山理科大
学 獣医学部 獣医保健看
護学科 公衆衛生分野）

臨床獣医（0912-1501）
39巻3号 Page30-34
（2021.03）

解説/特
集

2021160879 日本の肺がん検診における低線量胸
部CTの費用効果分析

小和田 暁子（北里大学
大学院 医療系研究科）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）110巻
Suppl. Page149
（2021.02）

会議録

2021157778 牛白血病ウイルス遺伝子検査におけ
るDNA抽出法の比較検証

大竹 祥紘（栃木県県央
家畜保健衛生所）, 
米山 州二, 中村 真弓, 
井上 恭一

栃木県県央家畜保健衛
生所家畜衛生研究部年
報（1346-2652）18号 
Page17-24（2018.07）

原著論文

2021155999 日本における片頭痛患者の社会的負
担の評価　population-based調査の
解析（英語）

五十嵐 久佳（富士通ク
リニック 内科（頭痛外
来））, Jung Sungeun, 
植田 要, 蔡 志紅, 
中村 智実

臨床神経学（0009-
918X）60巻Suppl. 
Page S350（2020.11）

会議録

2021154342 日本人2型糖尿病患者1人あたりの
目標達成率の費用対効果　経口セマ
グルチドとデュラグルチドの比較

Langer Jakob（Novo 
Nordisk Pharma）, 
Igarashi Ataru, 
Hansen Brian Bekker, 
Eguchi Kosei, 
Valentine William J., 
Hunt Barnaby

糖尿病（0021-437X）
63巻Suppl.1 Page 
S-213（2020.08）

会議録

2021152279 がん医薬品の高騰化と今後の医療保
険制度の行く末　臨床医が考える最
適な治療とは

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院）

肺癌（0386-9628）60
巻6号 Page470
（2020.10）

会議録

2021152278 がん医薬品の高騰化と今後の医療保
険制度の行く末　製薬業界から見る
費用対効果評価の制度化及び今後
の課題について

赤名 正臣（日本製薬工
業協会）

肺癌（0386-9628）60
巻6号 Page470
（2020.10）

会議録

2021152277 がん医薬品の高騰化と今後の医療保
険制度の行く末　費用対効果評価の
政策応用の現状

福田 敬（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

肺癌（0386-9628）60
巻6号 Page470
（2020.10）

会議録



2021150684【肝細胞癌の鑑別診断と治療　超音
波の役割】肝細胞癌診断における超
音波が担う今日の役割（【Diff erential 
diagnosis and treatment of 
hepatocellular carcinoma: the role 
of ultrasound】Current role of 
ultrasound in the diagnosis of 
hepatocellular carcinoma）（英語）

Tanaka Hironori
（Department of 
Gastroenterology and 
Hepatology, 
Takarazuka Municipal 
Hospital）

Journal of Medical 
Ultrasonics（1346-
4523）47巻2号 
Page239-255
（2020.04）

総説/特
集

2021149538【抗菌薬供給トラブル もし入手困難
になったら、そのときどうする】抗
菌薬供給不足のインパクト　
セファゾリンショックの教訓

浦上 宗治（佐賀大学
医学部附属病院 感染
制御部）

薬局（0044-0035）72
巻3号 Page386-392
（2021.03）

解説/特
集

2021147298 慢性関節疾患、代謝性疾患、リウマチ　
骨粗鬆症の治療と医療経済

福武 勝典（東邦大学 医学
部 整形外科）, 鎌倉 大輔, 
中村 一将, 長谷川 敬二, 
和田 明人, 高橋 寛

関東整形災害外科学会
雑誌（0389-7087）52
巻臨増号外 Page88
（2021.03）

会議録

2021146840【QOLを考える】頭痛とQOL 飯ヶ谷 美峰（北里大学
北里研究所病院 脳神経
内科）

産科と婦人科（0386-
9792）88巻3号 
Page357-362
（2021.03）

解説/特
集

2021146839【QOLを考える】過敏性腸症候群と
QOL

金澤 素（東北大学大学
院 医学系研究科 行動医
学分野）, 福土 審

産科と婦人科（0386-
9792）88巻3号 
Page350-356
（2021.03）

解説/特
集

2021146830【QOLを考える】過多月経とQOL 石川 博士（千葉大学大
学院 医学研究院 生殖医
学）

産科と婦人科（0386-
9792）88巻3号 
Page297-303
（2021.03）

解説/特
集

2021146828【QOLを考える】月経困難症とQOL 太田 郁子（倉敷平成病院 
婦人科）

産科と婦人科（0386-
9792）88巻3号 
Page285-290
（2021.03）

解説/特
集

2021145928 Lefor's Corner（第39回） バスキュ
ラーアクセスと血行動態モニタリン
グ（Part XX） ミッドラインカテーテ
ル（Vascular Access and Hemody-
namic Monitoring: Part XX: Midline 
Catheters）（英語）

Kohyama Tomoki
（Department of 
Anesthesiology, Kyorin 
University School of 
Medicine）, 
Kawarai Lefor Alan, 
Tokumine Joho

Intensivist（1883-
4833）13巻1号 
Page188-191
（2021.01）

解説

2021145354 当院の抗菌薬使用状況の動向調査と
抗菌薬適正使用支援チーム介入の評
価

田中 佐枝（公立八鹿病
院 薬剤部）, 津崎 裕美, 
岡田 良典, 阿部 結穂, 
足立 篤則, 澄田 亜弥, 
小出 隆

公立八鹿病院誌（1341-
3856）29号 Page35-
41（2020.12）

原著論文



2021142125 尿蛋白/クレアチニン比を用いた学
校園検尿による小児慢性腎臓病スク
リーニングの報告

影山 美沙紀（市立池田
病院 救急総合診療部）, 
梶原 信之, 林 和幸, 
青木 大, 三砂 雅裕, 
玉井 大介, 中尾 真一郎, 
村上 慎一郎, 上岡 孝人, 
伊藤 基敏, 尾崎 由和, 
中山 尋文, 藤原 誠

日本小児腎臓病学会雑
誌（0915-2245）33巻
1Suppl. Page168
（2020.12）

会議録

2021141739 若年患者の腹部大動脈瘤に対する血
管内治療と開腹修復手術の費用対効
果の比較（Comparison of cost 
eff ectiveness of endovascular 
versus open surgical repair for 
abdominal aortic aneurysm in 
young patients）（英語）

Byun Eunae
（Department of 
Surgery, Asan Medical 
Center, University of 
Ulsan College of 
Medicine）, 
Kwon Tae Won

Annals of Vascular 
Diseases（1881-641X）
13巻Suppl. Page242
（2020.12）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021139520 肺炎球菌ワクチン接種は入院高齢患

者の院内死亡率、入院期間および医
療費を低減させる（Pneumococcal 
vaccination reduces in-hospital 
mortality, length of stay and 
medical expenditure in hospitalized 
elderly patients）（英語）

Naito Toshio
（Denartment of General 
Medicine, Juntendo 
University Faculty of 
Medicine）, Suzuki Mai, 
Kanazawa Akio, 
Takahashi Hiromizu, 
Fujibayashi Kazutoshi, 
Yokokawa Hirohide, 
Kuwatsuru Ryohei, 
Watanabe Akira

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）26巻7号 
Page715-721
（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
2021160631 糖尿病と保険診療（第53回）糖尿病

の治療薬2020（後編）注射薬と特定
医療保険材料について

中島 尚登（東京慈恵会
医科大学附属病院 医療
保険指導室）

糖尿病プラクティス
（2435-0907）38巻2号 
Page229-237
（2021.03）

解説

2021160561 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58回）2021年4
月介護報酬改定を控えて「訪問・通
所リハビリの評価と適正化」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine（0389-
7451）48巻3号 Page34-
37（2021.03）

解説

医療費

医療保障制度



2021159501 専門家に聞く　医療保険のオンライ
ン資格確認の現状と今後

長島 公之（日本医師会） 日本の眼科（0285-
1326）92巻2号 
Page185-186
（2021.02）

解説

2021152280 がん医薬品の高騰化と今後の医療保
険制度の行く末　経済学者から見た
医療保険制度のあり方

鈴木 亘（学習院大学 経
済学部）

肺癌（0386-9628）60
巻6号 Page470
（2020.10）

会議録

2021152279 がん医薬品の高騰化と今後の医療保
険制度の行く末　臨床医が考える最
適な治療とは

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院）

肺癌（0386-9628）60
巻6号 Page470
（2020.10）

会議録

2021152278 がん医薬品の高騰化と今後の医療保
険制度の行く末　製薬業界から見る
費用対効果評価の制度化及び今後
の課題について

赤名 正臣（日本製薬工
業協会）

肺癌（0386-9628）60
巻6号 Page470
（2020.10）

会議録

2021152277 がん医薬品の高騰化と今後の医療保
険制度の行く末　費用対効果評価の
政策応用の現状

福田 敬（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

肺癌（0386-9628）60
巻6号 Page470
（2020.10）

会議録

2021146563 医療保険の手引き[耳鼻咽喉科] 嵐 裕治（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）74巻2号 
Page131-133
（2021.02）

解説

2021145174 思春期の摂食障害:診療の課題　最
前線　海外のガイドライン、医療制
度に学ぶ摂食障害

西園マーハ 文（明治学
院大学 心理学部）

子どもの心とからだ
（0918-5526）29巻4号 
Page386-387
（2021.02）

解説

2021145014 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57回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて　「デー
タ提出の評価と課題」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine（0389-
7451）48巻2号 Page33-
35（2021.02）

解説

2021144754【新興・再興感染症update-グローバ
ル化時代の感染症-】グローバル時
代の訪日外国人への医療制度の現状
と課題

法月 正太郎（国立国際
医療研究センター 国際
医療協力局）

日本臨床（0047-1852）
79巻2号 Page281-
285（2021.02）

解説/特
集

2021139929 日伊精神保健医療福祉の到達点と今
後の展望　REMSの実践と司法精神
医療制度のあり方から見えるもの

三品 竜浩（法務省仙台
保護観察所）

精神神経学雑誌（0033-
2658）2020特別号 
Page S266（2020.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021158569 新型コロナウイルス感染症流行と病

院診療報酬についての検討　QIP参
加病院のDPCデータを用いた影響
の評価

寺岡 英美（京都大学大
学院 医学研究科 医療経
済学分野）, 愼 重虎, 
國澤 進, 今中 雄一

社会保険旬報（1343-
5728）2810号 
Page30-40（2021.02）

原著論文

診療報酬・薬価



2021149599 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42回）　談
合問題の幕引きで残る医薬品流通の
課題

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻4号 Page792-793
（2021.03）

解説

2021149132 薬剤師による精油の活用と今後の展
望　日本薬局方及び薬価収載精油
について

山下 真理（横浜薬科大
学 漢方薬学科）

日本アロマセラピー学
会誌（1349-1857）19
巻2号 Page067
（2020.11）

会議録

2021147702 あらためて小児医薬品開発を進める
ために:医薬品医療機器法の改正も
踏まえて　小児医薬品と薬価制度に
ついて

紀平 哲也（厚生労働省
保険局 医療課）

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）125巻2
号 Page155（2021.02）

会議録

2021147548【実効力視座から考えるデータ二次
活用術】持続的効果を得るシステム
構築の要件　DWHとBIツールを活
用した診療科別原価計算システムの
構築　その有用性と今後の展望

田中 信吾（愛仁会 本部
企画・医療情報グルー
プ）

新医療（0910-7991）
48巻3号 Page54-57
（2021.03）

解説/特
集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021163520「支援シート」を利用した異動者看

護支援の有効性について専門員会で
の取り組み

三澤 記代子（釧路市立
釧路総合病院 看護部）, 
野村 和代, 戸島 みゆき, 
一條 アヤ子, 清水 和恵, 
中澤 由美子, 大庭 静香, 
伏見 牧子, 藤原 智恵美

市立釧路総合病院医学
雑誌（0915-2520）33
巻1号 Page81-85
（2021.03）

原著論文

2021158194 DPCによる医療経済的視点からの
PMX-DHP使用の分析

石倉 久嗣（徳島赤十字
病院 外科）, 福田 美月, 
牧 秀則, 竹内 大平, 
常城 宇生, 藤本 啓介, 
松尾 祐太, 森 理, 
江藤 祥平, 藤原 聡史, 
浜田 陽子, 富林 敦司, 
湯浅 康弘, 奥村 和正, 
川中 妙子, 塩田 輝実

エンドトキシン血症救
命治療研究会誌（1348-
821X）24巻1号 
Page149-152
（2020.12）

原著論文

2021150419 A県の認定看護管理者の育成におけ
る障壁となる要因　看護部長に焦点
を当てて

池袋 昌子（茨城キリス
ト教大学 看護学部）, 
白川 洋子, 崎田 一美, 
泉 智子

茨城キリスト教大学看
護学部紀要（1883-
9525）12巻1号 
Page3-11（2021.03）

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
2021162776 これからの医薬品開発と患者・市民

参画【第6回】患者の声を活かした
医薬品開発に向けた製薬企業の取り
組みと今後の課題　患者の声を活か
した医薬品開発とリアルワールドデ
ータ

石井 学（田辺三菱製薬）, 
東郷 香苗, 田之頭 淳一, 
田畑 智之, 松澤 寛, 
日本製薬工業協会医薬品
評価委員会臨床評価部会

Clinical Research 
Professionals82号 
Page26-33（2021.02）

解説

2021157451 Urological Cancer　泌尿器系癌　
泌尿器系抗悪性腫瘍薬剤開発の近
年の変遷・課題・将来　泌尿器癌に
おける抗癌剤の開発戦略と臨床試験
の変遷および課題

前田 英紀（明治薬科大
学 レギュラトリーサイ
エンス研究室）

癌と化学療法（0385-
0684）48巻1号 
Page27-34（2021.01）

解説

2021155609 製薬企業におけるオープンイノベー
ションの現状と今後の展望

中西 敏行（第一三共 研
究開発本部 研究開発企
画部）

臨床神経学（0009-
918X）60巻Suppl. 
Page S219（2020.11）

会議録

2021145211 新規モダリティへの応用を踏まえた
バイオ医薬品製造技術の最新動向

岡村 元義（ファーマト
リエ）, 岡入 梨沙

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻2号 
Page201-215
（2021.02）

解説

医療関連ビジネス


