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　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
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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。

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021218042 子宮内膜症・子宮筋腫・子宮腺筋症

女性ホルモン関連疾患の疾病負担と
医療経済評価

荒川 一郎（東京大学
大学院 医学系研究科）

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）28巻3号 
Page398-401
（2021.04）

解説

2021214775 第2次安倍政権における医療政策に
関する考察

尾形 裕也（九州大学） 社会保険旬報
（1343-5728）2817号 
Page14-18（2021.04）

解説

2021212921 【C型肝炎ウイルスの発見から撲滅
への道】HCV撲滅に向けた医療行政
の整備

瀬戸山 博子（労働者健
康安全機構熊本労災病
院 消化器内科）,
考藤 達哉

肝臓（0451-4203）62
巻4号 Page220-222
（2021.04）

解説/特
集

2021207161 はじめての医療経済学（第2回）
医療費増加の要因とは

康永 秀生（東京大学
大学院 医学系研究科）

看護教育（0047-1895）
62巻5号 Page0468-
0471（2021.05）

解説

2021205392 わが国の看護における医療政策研究
の動向

竹内 久美子（和洋女子
大学 看護学部 看護学
科）, 小溝 早紀

和洋女子大学紀要
（1884-6351）62巻 
Page141-149
（2021.03）

原著論文

2021204269【希少がん-がん診療の新たな課題-】
希少がん総論　希少がんと医療経済

齋藤 英子（国立がん研
究センターがん対策情
報センター がん統計・
総合解析研究部）, 
Shah Richa, 片野田 耕太

日本臨床（0047-1852）
79巻増刊1 希少がん 
Page153-157
（2021.03）

解説/特
集

2021203975 はじめての医療経済学（第1回）
なぜ国民皆保険なのか

康永 秀生
（東京大学大学院 医学系
研究科）

看護教育（0047-1895）
62巻4号 Page0362-
0365（2021.04）

解説

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
2021219037 横浜市南部病院におけるフォーミュ

ラリー導入と成果
上原 美佐（済生会横浜
市南部病院 薬剤部）, 
川名 一朗, 猿渡 力, 
藤田 浩之, 加藤 一郎

薬事新報（0289-3290）
3205号 Page7-14
（2021.06）

解説

2021218439 レボノルゲストレル放出子宮内シス
テム（LNG-IUS）による子宮穿孔の
1例

長島 香（北海道勤医協
札幌病院 産婦人科）, 
西岡 利泰, 曾原 雅子, 
渡邉 喜久雄, 中佐藤 利一

産科と婦人科（0386-
9792）88巻6号 
Page751-754
（2021.06）

原著論文
/症例報
告

2021218042 子宮内膜症・子宮筋腫・子宮腺筋症
女性ホルモン関連疾患の疾病負担と
医療経済評価

荒川 一郎（東京大学大
学院 医学系研究科）

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）28巻3号 
Page398-401
（2021.04）

解説

2021217838 【統計的分析手法と研究デザイン】
費用対効果分析の実践

酒井 理恵（カリフォルニ
ア大学ロサンゼルス校）

小児科診療（0386-
9806）84巻6号 
Page819-827
（2021.06）

解説/特
集

2021217831 【統計的分析手法と研究デザイン】
統計学的分析手法　医療の経済評価

後藤 励（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

小児科診療（0386-
9806）84巻6号 
Page767-772
（2021.06）

解説/特
集

2021217626 眼科日帰り手術クリニカルパスの変
更に伴う経口第3世代セファロスポリ
ン系抗菌薬使用量変化に関する検討

倉本 恵里子（神戸市立
医療センター中央市民
病院 薬剤部）, 
室井 延之, 平畠 正樹, 
平山 晴奈, 柴谷 直樹, 
土井 朝子, 栗本 康夫, 
橋田 亨

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）69巻3号 
Page249-254
（2021.05）

原著論文
/比較研
究

2021215491 【運動療法の実際】病態に合わせた
運動療法　肩こり・頸肩痛の運動療法

城 由起子（名古屋学院
大学 リハビリテーショ
ン学部）, 中楚 友一朗, 
井上 雅之

ペインクリニック
（0388-4171）42巻4号 
Page497-504
（2021.04）

解説/特
集

2021215020 高齢者とONS（経口栄養補助） 奈田 利恵（アボットジャ
パン）

Precision Medicine
（2434-3625）4巻5号 
Page433-436
（2021.05）

解説

2021214618 進行がんのアドバンスケアプランニ
ングとその課題

黒崎 史朗（自治医科大
学 緩和ケア部）

腫瘍内科（1881-6568）
27巻4号 Page456-
461（2021.04）

解説

2021214617 HTAの政策応用　費用対効果評価
から価値評価へ

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

腫瘍内科（1881-6568）
27巻4号 Page450-
455（2021.04）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2021213801 【骨粗鬆症-指導に役立つエビデンス】
骨粗鬆症のインパクト

帖佐 悦男（宮崎大学 医
学部 整形外科 リハビリ
テーション科）

総合リハビリテーショ
ン（0386-9822）
49巻4号 Page333-
337（2021.04）

解説/特
集

2021212857 イヌの行動にかかわる体内因子
（第4回）　イヌの遺伝研究の最前線

菊水 健史（麻布大学 獣
医学部 応用動物科学科 
介在動物学研究室）

Veterinary Immunology 
for Practitioners
（2189-8901）6巻2号 
Page52-55（2021.04）

解説

2021212527 EBM（根拠に基づく医療）からVBM
（価値に基づく医療）へ　真の費用
対効果

三宅 信昌（三宅整形外
科医院）

西宮市医師会医学雑誌
（1341-2574）26号 
Page58（2021.03）

会議録

2021211321 【日本の公衆衛生における最新のト
ピック2021】日本における医療技
術の費用対効果評価　新HTA制度
とC2Hの役割
（Cost eff ectiveness evaluation of 
health care technologies in Japan: 
New HTA system and the role of 
C2H）（英語）

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）, 
白岩 健

保健医療科学（1347-
6459）70巻1号 
Page22-27（2021.02）

総説/特
集

2021211078 曝露後予防におけるオセルタミビル
5日間投与の有効性評価と病院経営
への影響

杢保 貴幸（屋島総合病院 
薬剤部）, 濱田 真由子,
石井 康友, 宮本 彩, 
向井 浩一朗, 徳竹 裕貴, 
植田 宏治, 松岡 裕士

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）69巻5号 
Page489-493
（2021.01）

原著論文

2021209661 重複投与・相互作用等防止加算業務
の経済効果とその要因　岐阜県にお
けるPharmaceutical Intervention 
Record（薬学的介入報告）の分析

海野 茜（岐阜薬科大学 
実践社会薬学研究室）, 
鈴木 学, 上田 祐稀乃, 
小林 篤史, 甲斐 絢子, 
生木 庸寛, 小原 道子, 
味澤 香苗, 林 由依, 
林 秀樹, 棚瀬 友啓, 
日比野 靖, 杉山 正

日本地域薬局薬学会誌
（2187-7823）8巻1号 
Page50-61（2020.06）

原著論文
/比較研
究

2021209657 残薬に伴う日数・投与総数の調整を
目的とした疑義照会の分析と経済効
果

上田 祐稀乃（岐阜薬科
大学 実践社会薬学研究
室）, 甲斐 絢子, 海野 茜, 
鈴木 学, 小原 道子, 
林 秀樹, 棚瀬 友啓, 
日比野 靖, 杉山 正

日本地域薬局薬学会誌
（2187-7823）8巻1号 
Page13-23（2020.06）

原著論文
/比較研
究

2021206332 NDBオープンデータを用いたヘパ
リン類似物質製剤の年度別処方算定
回数の推移

大泉 綾亮（四條畷学園
大学 看護学部 看護学科）

診療と新薬
（0037-380X）58巻3号 
Page210-215
（2021.03）

原著論文



2021205269 医薬品の価値の社会的構築　
脂質異常症治療薬を事例として

田代 昌彦（東京都立大
学大学院 経営学研究科
経営学専攻 博士後期課
程）

保健医療社会学論集
（1343-0203）
32巻特別 Page56
（2021.04）

会議録

2021204607 併用療法からスージャヌ配合錠に変
更した2型糖尿病患者における満足
度の調査

田尻 祐司（久留米大学
医療センター 糖尿病セ
ンター）, 當時久保 正之, 
田中 弘吉, 稲田 千鶴子, 
間 友基, 迎 徳範, 西岡 進

Progress in Medicine
（0287-3648）41巻3号 
Page293-299
（2021.03）

原著論文

2021204386 小児放射線機器の更新　MRI装置ア
ップグレードの有用性

清水 宏史（群馬県立小
児医療センター 技術部 
放射線課）

日本小児放射線技術
（1880-103X）46号 
Page15-18（2021.03）

解説

2021204269【希少がん-がん診療の新たな課題-】
希少がん総論　希少がんと医療経済

齋藤 英子（国立がん研
究センターがん対策情
報センター がん統計・
総合解析研究部）, 
Shah Richa, 
片野田 耕太

日本臨床（0047-1852）
79巻増刊1 希少がん 
Page153-157
（2021.03）

解説/特
集

2021203527 小児髄芽腫陽子線治療における放射
線誘発性二次がんに伴う費用分析の
ための決定木モデルの構築

田森 帆乃夏（北海道大
学大学院 保健科学院）, 
吉村 高明, 森井 康博, 
小笠原 克彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）
40回 Page642-643
（2020.11）

会議録

2021200482 高齢者熱中症の最高気温別入院リス
ク調査と予防に関する費用便益分析

犬飼 公一（堺市立病院
機構堺市立総合医療セ
ンター 救命救急科）, 
茅田 洋之, 薬師寺 秀明, 
晋山 直樹, 森田 正則, 
臼井 章浩, 中田 康城

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）
31巻12号 
Page2455-2462
（2020.12）

原著論文

2021199789 GERD診断・治療の最適化　P-CAB
時代のGERDの治療戦略　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）, 
青野 祐樹, 南川 健

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）117巻臨
増大会 Page A574
（2020.10）

会議録

2021198899 近年の裁判事例からe-ヘルスによる
インターネットツール活用の可能性
についての想起（Recent court 
case recalls the potentiality of 
internet tools for e-health）（英語）

Inaba Haruhisa
（Department of 
Community Preventive 
Medicine, Graduate 
School of Medical and 
Dental Sciences, 
Niigata University）

Asian Pacifi c Journal 
of Disease 
Management
（1882-3130）
9巻1-2号 Page9-10
（2020.）

原著論文



2021198624 バンコマイシンを投与された高齢者
におけるTDMの費用対効果分析
（COST-EFFECTIVENESS 
ANALYSIS OF TDM IN ELDERLY 
PATIENTS TREATED WITH 
VANCOMYCIN）（英語）

Kim Yun
（Department of 
Clinical Pharmacology 
and Therapeutics, 
Seoul National University 
College of Medicine and 
Hospital）, Park Jin Suk, 
Jang In-Jin, 
Yu Kyung-Sang, 
Lee Howard

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）32巻
Suppl. Page S98
（2017.01）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021210749 訪日旅行者に要した医療費の検討 大下 優介（山梨赤十字

病院 整形外科）, 
土谷 弘樹, 谷 聡二, 
八木 敏雄, 石川 紘司, 
根本 哲也

昭和学士会雑誌
（2187-719X）80巻6号 
Page531-535
（2021.01）

原著論文

2021202996 腎移植患者の自己管理行動がQOL、
生体データ、医療費に及ぼす影響
1年間の前向きコホート研究

池田 直隆（大阪市立大学
大学院 看護学研究科）, 
河野 あゆみ

日本看護科学会誌
（0287-5330）40巻 
Page439-447
（2020.12）

原著論文
/比較研
究

2021200710 肥満2型糖尿病患者における非薬物
的な体重の減量と外来医療費の変化
量の関係

田中 麻理（メディカル
プラザ江戸川）, 
伊藤 裕之, 川久保 幸子, 
草野 英司, 井筒 琢磨, 
松本 涼子, 安徳 進一, 
山崎 知子, 森 俊子, 
当金 美智子

糖尿病（0021-437X）
64巻1号 Page42-51
（2021.01）

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
2021216534 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59回）　2021年
4月介護報酬改定を迎えて「通所リ
ハビリテーション等の疑義解釈通知
から」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）48巻4号 
Page22-25（2021.05）

解説

2021209030【よくわかる社会保障制度2021《障
害者福祉・生活保護・権利擁護・医
療保険・年金》】

福島 敏之（総合社会保
障研究所）

ケアマネジャー
23巻6号 Page4-33
（2021.05）

解説/特
集

医療費

医療保障制度



2021205267 新型コロナウイルス対応に見る中国
医療保険の問題

賈 子申（佛教大学） 保健医療社会学論集
（1343-0203）
32巻特別 Page54
（2021.04）

会議録

2021198185 医療保険と臨床検査　検査室はどう
あるべきか

東條 尚子（三楽病院 臨
床検査科）

臨床病理（0047-1860）
68巻7号 Page648-
651（2020.07）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021216521 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44回）
薬価中間改定を受けてスタートした
新年度を占う

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）
63巻6号 
Page1149-1152
（2021.05）

解説

2021207664 希少難病に対する治療法開発の促
進と課題に対する対応　高額医薬品
の薬価決定プロセスなどについて

加藤 祐太（厚生労働省
保険局 医療課）

脳と発達（0029-0831）
53巻3号 Page209
（2021.05）

会議録

2021205333 2018年度介護・診療報酬同時改定
後の訪問看護ステーションの安定
経営に向けた方策の検討

村木 泰子（東海大学大
学院 医学研究科 先端医
科学専攻）, 水野 正之, 
小澤 三枝子

国立看護大学校研究紀
要（1347-3611）20巻
1号 Page1-9
（2021.03）

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
2021211078 曝露後予防におけるオセルタミビル

5日間投与の有効性評価と病院経営
への影響

杢保 貴幸（屋島総合病院 
薬剤部）, 濱田 真由子, 
石井 康友, 宮本 彩, 
向井 浩一朗, 徳竹 裕貴, 
植田 宏治, 松岡 裕士

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）69巻5号
Page489-493
（2021.01）

原著論文

2021210952 自治体DPC対象病院に勤務する看
護師の病院経営参画度尺度の開発

河邉 紅美（小牧市民病院）, 
宇城 令, 箕浦 哲嗣, 
賀沢 弥貴, 益 加代子, 
藤原 奈佳子

日本看護管理学会誌
（1347-0140）24巻1号 
Page1-10（2020.）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021216800 医薬品連続生産の管理手法としての

多変量統計的プロセス管理（MSPC）
の適用

大石 卓弥（パウレック 
技術本部 研究開発部）, 
長門 琢也

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻7号 
Page1146-1150
（2021.05）

解説

診療報酬・薬価

医業経営

医療関連ビジネス



2021216799 デジタルトランスフォーメーション
で変わる医療　製薬業界におけるデ
ジタルトランスフォーメーション
創薬現場におけるAI、ビッグデータ
活用事例

青島 健（エーザイhhcデ
ータクリエーションセン
ター データサイエンス
ラボ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻7号 
Page1137-1145
（2021.05）

解説

2021209602 前臨床の薬物動態および薬力学
（PK/PD）解析の現状および将来展望
日本製薬工業協会（JPMA）の調査
（Current status and future 
perspective on preclinical 
pharmacokinetic and 
pharmacodynamic（PK/PD） 
analysis: Survey in Japan 
pharmaceutical manufacturers 
association（JPMA））（英語）

Goto Akihiko
（Non-Clinical 
Evaluation Expert 
Committee, Drug 
Evaluation Committee, 
Japan Pharmaceutical 
Manufacturers 
Association（JPMA））, 
Abe Sadahiro, Koshiba 
Shoko, Yamaguchi Koji, 
Sato Nobuo, Kurahashi 
Yoshikazu

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）34巻2号 
Page148-154
（2019.04）

原著論文

2021209300 候補薬の毒性予測におけるDILIハザ
ードの統合　製薬業界におけるヒュ
ーマンリスクの評価・管理
（INTEGRATING DILI HAZARDS IN 
PREDICTING TOXICITY OF 
DRUG CANDIDATES: 
ASSESSMENT AND MANAGE-
MENT OF HUMAN RISK IN THE 
PHARMACEUTICAL INDUSTRY）
（英語）

Kenna John Gerald
（Safer Medicines 
Trust）

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）33巻
Suppl. Page S3-S4
（2018.01）

会議録

2021208012 【信頼確保～体制整備と文化醸成～】
（第9章）ヘルスケア製品の信頼確保　
製品実現上で望まれるしくみ　情報
伝達を介したコンビネーション製品
のユースエラー削減の検討

小高 徹郎（サノフィ）, 
飯渕 るり子, 木村 美樹, 
日本PDA製薬学会メデ
ィカルデバイス委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻6号 
Page1012-1021
（2021.04）

解説/特
集

2021208006【信頼確保～体制整備と文化醸成～】
（第6章）電子記録・電子署名（ERES）
から見たデジタルトランスフォーメ
ーション（DX）

村上 大吉郎（平原エン
ジニアリングサービス）, 
田中 広治, 大戸 篤,
清都 研吾, 伊奈 潤子, 
小林 勉, 立花 忠之, 
日本PDA製薬学会電子
記録・電子署名委員会
ESグループ

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻6号 
Page941-955
（2021.04）

解説/特
集

2021203434 国際的医薬品規制・臨床研究におけ
るリアルワールドデータ活用のいま
リアルワールドデータ活用の現状、課
題そして期待　製薬企業の立場より

宮崎 真（MSD グローバ
ル研究開発本部 ファー
マコビジランス安全対
策部 メディカル・デー
タサイエンス）

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）
40回 Page300-303
（2020.11）

会議録



2021198376 学術的事柄から産業的に必要なもの
へと変化しているPBPK（THE 
MOVE OF PBPK FROM 
ACADEMIC NICETY TO 
INDUSTRIAL NECESSITY）（英語）

Rostami-Hodjegan 
Amin（Certara and 
University of 
Manchester）

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）32巻
Suppl. Page S21
（2017.01）

会議録

2021198315 各種モデリング法とケーススタディ
（MODELLING METHODS AND 
CASE STUDIES）（英語）

Rowland-Yeo Karen
（Simcyp（A Certara 
Company））

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）32巻
Suppl. Page S4
（2017.01）

会議録

2021198307 PBPKの産業応用　これまでの経緯
と今後の方向性について
（INDUSTRIAL APPLICATIONS OF 
PBPK: WHERE WE WERE AND 
WHERE ARE WE GOING?）（英語）

Snoeys Jan（Janssen 
Research &
Development）

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）32巻
Suppl. Page S2
（2017.01）

会議録


