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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
2021247705【アレルギーのチーム医療と医療行政】

アレルギー診療における行政の役割
貝沼 圭吾（悟りの会貝
沼内科小児科）

アレルギーの臨床
（0285-6379）41巻7号 
Page577-580
（2021.07）

解説/特
集

2021247704【アレルギーのチーム医療と医療行政】
災害時におけるアレルギー患者への
支援体制

三浦 克志（宮城県立こ
ども病院 アレルギー科）, 
堀野 智史

アレルギーの臨床
（0285-6379）41巻7号 
Page574-576
（2021.07）

解説/特
集

2021247703【アレルギーのチーム医療と医療行政】
患者から見た「アレルギー疾患対策」
の課題と今後　アレルギー疾患のチ
ーム医療と均てん化への道

武川 篤之（アレルギー
患者の声を届ける会）

アレルギーの臨床
（0285-6379）41巻7号 
Page569-573
（2021.07）

解説/特
集

2021247702【アレルギーのチーム医療と医療行政】
アレルギー専門コメディカルの育成　
新たに立ち上がった制度・アレルギ
ー疾患療養指導士（Clinical Allergy 
Instructor:CAI）

勝沼 俊雄（東京慈恵会
医科大学附属第三病院 
小児科）, 鈴木 亮平

アレルギーの臨床
（0285-6379）41巻7号 
Page565-568
（2021.07）

解説/特
集

2021247701 【アレルギーのチーム医療と医療行政】
アレルギー専門コメディカルの育成　
小児アレルギーエデュケーターの成
功と今後の展望

飯野 晃（なすのがはら
クリニック）

アレルギーの臨床
（0285-6379）41巻7号 
Page561-564
（2021.07）

解説/特
集

2021247700【アレルギーのチーム医療と医療行政】
アレルギー診療における既存診療科
のteam up

永田 真（埼玉医科大学 
アレルギーセンター呼
吸器内科）

アレルギーの臨床
（0285-6379）41巻7号 
Page557-560
（2021.07）

解説/特
集

2021247699【アレルギーのチーム医療と医療行政】
アレルギー診療における医療連携に
ついて

森川 みき（森川小児科
アレルギー科クリニッ
ク）

アレルギーの臨床
（0285-6379）41巻7号 
Page553-556
（2021.07）

解説/特
集



2021242899【病棟管理】（Part 3）病院に与える医
療経済および医療の質・患者安全へ
の影響　病院経営を意識してどのよ
うに働けるか　一勤務医でも貢献で
きるメソッドと実例

五十野 博基（石川記念会
HITO病院 総合診療科）

Hospitalist（2188-
0409）8巻4号 
Page764-770
（2020.12）

解説/特
集

2021242898【病棟管理】（Part 3）病院に与える医
療経済および医療の質・患者安全へ
の影響　医療における危機管理　院
内に潜むリスクをふまえた6つのス
テップ

安本 有佑（明芳会板橋
中央総合病院 総合診療
内科）, 加藤 良太朗

Hospitalist（2188-
0409）8巻4号 
Page755-762
（2020.12）

解説/特
集

2021242897【病棟管理】（Part 3）病院に与える医
療経済および医療の質・患者安全へ
の影響　医療の質指標PX"とは何か　
活用の現況や入院患者における評価
の仕方、向上の方策

青木 拓也（東京慈恵会
医科大学総合医科学研
究センター 臨床疫学研
究部）

Hospitalist（2188-
0409）8巻4号 
Page747-754
（2020.12）

解説/特
集

2021242896【病棟管理】（Part 3）病院に与える医
療経済および医療の質・患者安全へ
の影響　ホスピタリストが知ってお
くべき患者安全　病棟での学習機会
やシステム作りのための戦略

綿貫 聡（東京都立多摩
総合医療センター 救急・
総合診療センター）, 
畑 拓磨

Hospitalist（2188-
0409）8巻4号 
Page737-745
（2020.12）

解説/特
集

2021242895【病棟管理】（Part 3）病院に与える医
療経済および医療の質・患者安全へ
の影響　病棟医はどのように医療経
済にかかわれるか　日本の財政状況
や医療システムをふまえたうえで

濱田 治（愛仁会高槻病
院 総合内科）

Hospitalist（2188-
0409）8巻4号 
Page727-736
（2020.12）

解説/特
集

2021242894【病棟管理】（Part 3）病院に与える医
療経済および医療の質・患者安全へ
の影響　病棟での医療の質改善　
「医療の質」を整理し,QI活動の実践
方法を学ぶ

水野 篤（聖路加国際病院 
QIセンター循環器内科）

Hospitalist（2188-
0409）8巻4号 
Page719-725
（2020.12）

解説/特
集

2021241163 当県における肝炎医療行政の取り組み 戸島 洋貴（群馬大学医
学部附属病院 肝疾患セ
ンター）, 下山田 めぐみ, 
櫻井 昇幸, 町田 貴志, 
堀口 昇男, 柿崎 暁, 
阿部 毅彦, 高木 均, 
群馬県肝炎対策協議会

肝臓（0451-4203）62
巻Suppl.1 Page A233
（2021.04）

会議録

2021239916 保険制度と病理・整理すべき課題-
診療報酬、医療政策　2022年度診
療報酬改定の展望

原澤 朋史（厚生労働省
保険局 医療課）

日本病理学会会誌
（0300-9181）110巻1
号 Page149（2021.03）

会議録

2021239915 保険制度と病理・整理すべき課題-
診療報酬、医療政策　日本臨床細胞
学会　診療報酬の課題

若狹 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）110巻1
号 Page149（2021.03）

会議録

2021239914 保険制度と病理・整理すべき課題-
診療報酬、医療政策　病理診断科診
療所　遵法下での整理すべき課題

岸川 正大（長崎大学 病
理）

日本病理学会会誌
（0300-9181）110巻1
号 Page149（2021.03）

会議録



2021239913 保険制度と病理・整理すべき課題-
診療報酬、医療政策　2022年診療
報酬改定と病理診断体制

佐々木 毅（東京大学大
学院 医学系研究科 次世
代病理情報連携学講座）

日本病理学会会誌
（0300-9181）110巻1
号 Page149（2021.03）

会議録

2021238146 腹腔鏡下肝切除が医療経済へ与える
影響

林 洋光（済生会熊本病
院 外科センター）, 
生田 義明, 土居 浩一, 
緒方 健一, 田中 秀幸, 
尾崎 宣之, 小川 克大, 
八木 泰佑, 梅崎 直紀, 
高森 啓史

日本消化器外科学会雑
誌（0386-9768）49巻
Suppl.2 Page156
（2016.11）

会議録

2021236313 耐性菌感染症による国内の医療経済
への影響-科学的データに基づく検
証-　長期療養型医療施設における
薬剤耐性菌サーベイランスを通して
見た疾病負荷評価の試み

菅井 基行（国立感染症
研究所 薬剤耐性研究セ
ンター）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）69巻
Suppl.A Page141
（2021.04）

会議録

2021236312 耐性菌感染症による国内の医療経済
への影響-科学的データに基づく検
証-　医療情報データベースに基づ
く薬剤耐性と医療費の関連性

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学研究室）, 
莊司 智和

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）69巻
Suppl.A Page140-141
（2021.04）

会議録

2021236311 耐性菌感染症による国内の医療経済
への影響-科学的データに基づく検
証-　Dynamic disease transmis-
sion modelを用いた薬剤耐性率の変
化による医療経済性の検討

湯淺 晃（ファイザーヘ
ルスアンドバリュー 医
療技術・事業性評価部）, 
大橋 隆久, 松本 哲哉

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）69巻
Suppl.A Page140
（2021.04）

会議録

2021235834 成人脊柱変形に対する医療経済　
術式別での比較

有馬 秀幸（浜松医科大
学 整形）, 長谷川 智彦, 
大和 雄, 吉田 剛, 
坂野 友啓, 大江 慎, 
三原 唯暉, 後迫 宏紀, 
山田 智裕, 井出 浩一郎, 
渡邉 悠, 中井 慶一, 
黒須 健太, 松山 幸弘

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
12巻3号 Page525
（2021.03）

会議録

2021235539 医療経済の観点からみた内視鏡下椎
弓切除術と棘突起縦割式椎弓切除
術の比較検討

戸次 大史（公立学校共
済組合九州中央病院 整
形）, 有薗 剛, 井口 明彦, 
今村 隆太, 濱田 貴広, 
大山 龍之介, 兵藤 裕貴, 
木下 英士, 北 拓海

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
12巻3号 Page374
（2021.03）

会議録

2021231737 はじめての医療経済学（第3回）　
モラルハザードとは

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6号 Page0560-
0563（2021.06）

解説

2021225976 地域包括ケア時代における薬剤師の
臨床研究～地域におけるエビデンス
の構築と現場での成果の活用に向け
て～　臨床研究を医療政策に反映す
る上での課題

磯部 総一郎（日本薬剤
師会）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page S28-5（2021.03）

会議録



2021223702 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　腎
盂形成術の比較検討　開放手術vs
後腹膜鏡手術vs小切開・後腹膜鏡
補助下手術

矢内 俊裕（茨城県立こ
ども病院 小児外科小児
泌尿器科）, 益子 貴行, 
東間 未来, 平野 隆幸, 
青山 統寛, 坪井 浩一, 
白根 和樹

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page249（2021.04）

会議録

2021223701 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　先
天性食道閉鎖症に対して胸腔鏡下手
術を安全に行うための工夫

越智 崇徳（順天堂大学 
小児外科・小児泌尿生
殖器外科）, 古賀 寛之, 
宮野 剛, 瀬尾 尚吾, 
山高 篤行

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page249（2021.04）

会議録

2021223700 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　当
院における胸腔鏡下食道閉鎖症根治
術の治療成績

産本 陽平（埼玉県立小
児医療センター 小児外
科）, 川嶋 寛, 石丸 哲也, 
井原 欣幸, 林 健太郎, 
追木 宏宣, 井上 真帆, 
小俣 佳菜子

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page248（2021.04）

会議録

2021223699 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　胸
腔鏡下先天性食道閉鎖症根治術は
確立されたか?　大学病院における
検討

藤代 準（東京大学 小児外
科）, 三宅 和恵, 
朝長 高太郎, 渡辺 栄一郎, 
吉田 真理子, 鈴木 完

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page248（2021.04）

会議録

2021223698 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　腹
腔鏡下葛西術後の胆道閉鎖症に対
する生体肝移植の手術成績

武田 昌寛（国立成育医
療研究センター 臓器移
植センター）, 内田 孟, 
柳 佑典, 清水 誠一, 
福田 晃也, 阪本 靖介, 
内田 広夫, 山高 篤行, 
笠原 群生

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page247（2021.04）

会議録

2021223697 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　胆
道閉鎖症に対する腹腔鏡下肝門部空
腸吻合:10年の経験

瀬尾 尚吾（順天堂大学 
小児外科）, 古賀 寛之, 
津久井 崇文, 越智 崇徳, 
山高 篤行

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page247（2021.04）

会議録

2021223696 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　当
院の腹腔鏡下胆道閉鎖症手術

城田 千代栄（名古屋大
学大学院 小児外科学）, 
田井中 貴久, 住田 亙, 
横田 一樹, 牧田 智, 
岡本 眞宗, 滝本 愛太朗, 
安井 昭洋, 中川 洋一, 
檜 顕成, 内田 広夫

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page246（2021.04）

会議録



2021223695 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　腹
腔鏡下胆道拡張症手術の患者集約
化は必要か?プロクターによる手術
成績の施設間検討

村上 雅一（鹿児島大学 
小児外科）, 矢野 圭輔, 
春松 敏夫, 大西 峻, 
山田 耕嗣, 久田 正昭, 
古賀 義法, 林田 真, 
桝屋 隆太, 中目 和彦, 
新山 新, 桑原 淳, 
竜田 恭介, 柳 祐典, 
廣瀬 龍一郎, 生野 猛, 
右田 美里, 松藤 凡, 
武藤 充, 加治 建, 
家入 里志

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page246（2021.04）

会議録

2021223694 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　腹
腔鏡補助下胆道拡張症手術の標準
化へ向けての課題

川嶋 寛（埼玉県立小児
医療センター 小児外科）, 
石丸 哲也, 林 健太郎, 
小俣 佳菜子, 産本 陽平, 
追木 宏宣, 井上 真帆, 
井原 欣幸, 水田 耕一

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page245（2021.04）

会議録

2021223693 内視鏡手術の利点と問題点;合併症、
中・長期成績、医療経済、教育　先
天性胆道拡張症における腹腔鏡手術
の利点と問題点

田井中 貴久（名古屋大
学大学院 医学系研究科 
小児外科学）, 城田 千代
栄, 住田 亙, 横田 一樹, 
牧田 智, 岡本 眞宗, 
滝本 愛太朗, 狩野 陽子, 
安井 昭洋, 中川 洋一, 
檜 顕成, 内田 広夫

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）57巻2号 
Page245（2021.04）

会議録

2021222088 費用対効果の観点から将来の整形外
科診療について考える　整形外科に
おける医療経済評価の役割

後藤 励（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究科）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S388（2021.03）

会議録

2021221342 呼吸器外科新設の医療経済からのメ
リットと投資意思決定の検討

三好 孝典（友愛記念病
院 呼吸器外科）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻4号 Page229-
233（2021.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021244774 第2層生活支援コーディネーターの

実践活動記録の分析　静岡県袋井
市行政への活動記録の様式化の提
案にむけて

山崎 竜弥（三宝会浅羽
地域包括支援センター）

地域福祉実践研究12号 
Page36-43（2021.06）

解説

2021244465 希少がん治療薬の医療技術評価
（Health Technology Assessment、
HTA）における評価への影響因子に
ついての検討

小串 健太郎（国際医療
福祉大学大学院 医学研
究科）, 池田 俊也

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）11巻2号 
Page111-123
（2021.05）

原著論文

臨床経済学・薬剤経済学



2021244257 唇顎口蓋裂治療における外科的侵襲
の低減と医療費適正化

吉田 靖弘（北海道大学
大学院 歯学研究院 生体
材料工学教室）, 
岡部 一登

医科学応用研究財団研
究報告（0914-5117）
38巻 Page163-166
（2021.02）

解説

2021243722 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45回）　今
回の薬価改定を再検証する

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻8号 Page1671-1674
（2021.06）

解説

2021242565【運動器疼痛】運動器疼痛の健康障
害　運動器疼痛が就労に与える影響

高橋 直人（福島県立医
科大学 医学部疼痛医学
講座）

ペインクリニック
（0388-4171）42巻別
冊春 Page S277-S287
（2021.05）

解説/特
集

2021242560【運動器疼痛】運動器疼痛を対象と
した医療体制　運動器疼痛に対する
リエゾンアプローチと医療体制

二階堂 琢也（福島県立
医科大学 医学部整形外
科学講座）, 紺野 慎一

ペインクリニック
（0388-4171）42巻別
冊春 Page S241-S246
（2021.05）

解説/特
集

2021242301 皮脂欠乏症（乾皮症）に対する保湿
剤の処方実態調査

常深 祐一郎（埼玉医科
大学 皮膚科）, 
五十嵐 敦之, 佐伯 秀久, 
宮地 良樹, 川島 眞

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）131巻6
号 Page1511-1524
（2021.05）

原著論文

2021236800 医薬材料不足問題 谷島 智徳（保健医療経
営大学）

保健医療経営大学紀要
（1883-4027）12号 
Page52-55（2020.03）

解説

2021234022 185ヶ国を対象とした原発性肝癌の
発症率と死亡率に関する記述疫学　
GLOBOCAN 2018で得られたエビ
デンス（Descriptive epidemiology 
of incidence and mortality of 
primary liver cancer in 185 
countries: evidence from 
GLOBOCAN 2018）（英語）

Sharma Rajesh
（University School of 
Management and 
Entrepreneurship, 
Delhi Technological 
University）

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）50巻12
号 Page1370-1379
（2020.12）

原著論文

2021233411 日本の潜伏結核感染治療におけるイ
ソニアジド投与とリファンピン投与
の比較　マルコフ連鎖モンテカルロ
法を用いたベイズ推定（Use of 
Rifampin Compared with Isoniazid 
for the Treatment of Latent 
Tuberculosis Infection in Japan: 
A Bayesian Inference with Markov 
Chain Monte Carlo Method）（英語）

Iwata Kentaro（Division 
of Infectious Diseases, 
Kobe University 
Hospital）, Morishita 
Naomi, Nishiwaki 
Masami, Miyakoshi 
Chisato

Internal Medicine
（0918-2918）59巻21
号 Page2687-2691
（2020.11）

原著論文
/比較研
究



2021232774 フローインジェクション分析を用い
たコレステロールの簡便で費用対効
果が高い酵素検出法（Simple and 
Cost-eff ective Enzymatic Detec-
tion of Cholesterol Using Flow 
Injection Analysis）（英語）

Thiruppathi Murugan
（BioAnalvtical 
Chemistry and 
Nanobiomedicine 
Laboratory, 
Department of 
Biochemical Science 
and Technology, 
National Taiwan 
University）, Tsai 
Ching-Ying, Wang 
Tzu-Wen, Tsao Yu, Wu 
Tsung-Hung, Ho Ja-An 
Annie

Analytical Sciences
（0910-6340）36巻9号 
Page1119-1124
（2020.09）

原著論文

2021232378【超実践!心臓リハビリテーション治
療-初心者からエキスパートまで-】
虚血性心疾患のリハビリテーション
治療

井澤 和大（神戸大学 生
命・医学系保健学域）, 
小林 成美, 笠原 酉介, 
平野 康之

MEDICAL REHABILI-
TATION（1346-0773）
262号 Page7-12
（2021.06）

解説/特
集

2021231710 多施設共同研究　高度肥満症に対
する肥満外科治療の費用対効果に関
する研究とその現状報告

山本 寛（仁生会甲南病
院）

肥満症治療学展望8巻3
号 Page38（2021.05）

解説

2021231443 サルコペニアの有無が下肢変形性関
節症保存療法の費用対効果に及ぼ
す影響

田中 愛（はぁとふる運
動器ケアしまだ病院 リ
ハビリテーション課）, 
石川 大輔, 吉岡 豊城, 
島田 永和, 阪尾 敬, 
森下 泰光

日本サルコペニア・フ
レイル学会雑誌（2433-
1805）4巻Suppl. 
Page140（2020.11）

会議録

2021231141 介護老人保健施設の投薬コストに関
する実態調査

宮田 潤（大阪大学大学
院 医学系研究科 社会医
学講座 公衆衛生学）, 
二川 真子, 伊達岡 要, 
吉岡 哲也

恵寿総合病院医学雑誌
（2186-7658）9巻 
Page1-5（2021.03）

原著論文

2021230657 エンド治療Q&A　2021 6　日本の
根管治療の費用は適正でしょうか?

西岡 政道 歯界展望（0011-8702）
137巻6号 Page1271
（2021.06）

Q&A

2021230561 （I章）脊椎　脊柱変形　成人脊柱変
形に対する手術治療

大和 雄（浜松医科大学 
整形外科学講座）, 
安田 達也

整形外科学レビュー
（2436-0317）2021-
'22巻 Page72-78
（2021.03）

解説

2021229924 県立広島病院　栄養管理科・NST　
令和元年度業務実績報告

石津 奈苗（広島県立広
島病院 栄養管理科）, 
伊藤 圭子, 天野 純子, 
甫木元 美幸, 村上 麻美, 
中村 のぞみ, 永田 洋平, 
横手 裕衣, 眞次 康弘

広島県立病院医誌
（0387-6454）52巻1号 
Page67-73（2021.03）

解説



2021229789 長期入院のリスクを指標化する　急
性期治療病棟における退院からの考
察

吉田 和史（桜桂会犬山
病院 医療社会事業室）

病院・地域精神医学
（0910-4798）63巻2号 
Page110-112
（2021.04）

原著論文

2021228747 Q&A　読者質問箱　新規臨床検査
項目や,いままで外注していた検査
項目を院内導入する場合,どのよう
な基準で決めていますか?

繁 正志（大阪医科薬科
大学病院 中央検査部）

検査と技術（0301-
2611）49巻6号 
Page691-693
（2021.06）

Q&A

2021228587 国内外の産業医学に関する文献紹介　
我が国の就労女性における月経随伴
症状と不妊治療に関する最近の知見

飯田 美穂（慶応義塾大
学 医学部衛生学公衆衛
生学教室）, 野村 恭子, 
辻 真弓

産業医学ジャーナル
（0388-337X）44巻3号 
Page125-128
（2021.05）

解説

2021227893 統合的短期型ソーシャルワーク　ソ
ーシャルワークの変革に迫る　ソー
シャルワークのあり方を紐解き未来
へつなげる

小原 眞知子（日本社会
事業大学 社会福祉学
部）

ソーシャルワーク研究
（0385-3772）47巻1号 
Page65-73（2021.04）

解説

2021227595 片頭痛治療薬に関する薬剤経済分析
のシステマティック・レビュー

鷲尾 夢香（千葉県薬剤
師会医薬品情報センタ
ー）, 飯嶋 久志

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年
会
Page27P02-268
（2021.03）

会議録

2021227507 青森県におけるフォーミュラリー導
入の意義と適用方法の検討

小坂 太一（青森大学 薬
薬物代謝動態学研究室）, 
清水 美貴子

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page27P02-175S
（2021.03）

会議録

2021227456 透析患者の残薬調査と薬剤費 白木原 成帆（福山大学 
薬学部）, 西 隆博, 
山川 浩子, 長崎 信浩, 
猿橋 裕子

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page27P01-236S
（2021.03）

会議録

2021226540 支払い意思額と一人あたりのGDP
を元にした増分費用対効果閾値の範
囲の探索

飯野 温（慶応義塾大学 
薬）, 橋口 正行, 堀 里子

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page28V09-pm17S
（2021.03）

会議録

2021223110 これからの生理学的検査　生理学的
検査における検体検査データの活か
し方　神経生理検査の活かし方

代田 悠一郎（東京大学
医学部附属病院 検査部）

医療検査と自動化
（2435-7391）46巻2号 
Page163-167
（2021.04）

解説

2021223044 日本の介護施設における処方の適正
化が健康や薬剤費用に与える影響の
評価

芦澤 匠（東京大学大学
院 薬学系研究科）, 
池田 俊也, 高瀬 義昌, 
小林 司, 五十嵐 中

Journal of Epidemiol-
ogy（0917-5040）31
巻Suppl. Page137
（2021.01）

会議録

2021222351 高齢者腰椎変性疾患に対する低侵
襲固定術の術式別費用対効果

和田 明人（東邦大学 整
形（大森））, 中村 一将, 
福武 勝典, 長谷川 敬二, 
鎌倉 大輔, 柘植 新太郎, 
高橋 寛

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S531（2021.03）

会議録



2021222139 Orthopaedic Oncologyの最新動向　
筋骨格系に及ぼす転移性腫瘍の影響
とその治療　整形外科領域における
stewardshipの必要性（Recent 
advancement of orthopaedic 
oncology　The eff ects of 
metastatic carcinoma & its 
treatment on the musculoskeletal 
system: A need for orthopaedic 
oncologic stewardship）（英語）

Randall Robert L.（Dept. 
of Orthop. Surg., Univ. 
of California）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S418（2021.03）

会議録

2021222089 費用対効果の観点から将来の整形外
科診療について考える　日本におけ
る費用対効果評価のこれまでの取組
と今後の展望

岡田 就将（厚生労働省） 日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S389（2021.03）

会議録

2021222087 費用対効果の観点から将来の整形外
科診療について考える　費用対効用
から見た脊椎転移に対する手術加療
の効果と課題

角谷 賢一朗（神戸大学
大学院 整形）, 宮崎 真
吾, 酒井 良忠, 張 鍾穎, 
由留部 崇, 垣内 裕司, 
神田 裕太郎, 辻本 龍, 
宮崎 邦彦, 大西 洋輝, 
高田 徹, 黒田 良祐

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S388（2021.03）

会議録

2021222086 費用対効果の観点から将来の整形外
科診療について考える　費用対効果
から見た腰椎変性疾患に対する手術
療法の現状と問題点　腰椎変性す
べり症に対する除圧術と固定術の費
用対効果の比較

八木 満（慶応義塾大学 
整形）, 鈴木 悟士, 
海苔 聡, 辻 収彦, 
名越 慈人, 岡田 英次朗, 
中村 雅也, 松本 守雄, 
渡邉 航太

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S387（2021.03）

会議録

2021222085 費用対効果の観点から将来の整形外
科診療について考える　費用対効果
から見た人工股関節手術における現
状と課題

平川 和男（湘南鎌倉人
工関節センター）, 
高柳 聡, 三原 政彦, 
宮前 祐之, 池 裕之

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S387（2021.03）

会議録

2021221791 脊椎側方侵入手術の進化とピットフ
ォール　患者と社会に優しいLIFの
適応

海渡 貴司（大阪大学大
学院 整形）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻2号 
Page S214（2021.03）

会議録

2021221342 呼吸器外科新設の医療経済からのメ
リットと投資意思決定の検討

三好 孝典（友愛記念病
院 呼吸器外科）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻4号 Page229-
233（2021.03）

原著論文

2021219987 塞栓性および出血性脳卒中を防ぐた
めの構造的心臓インターベンション　
神経心臓病学の新たな分野
（Structural heart intervention for 
prevention of embolic and 
hemorrhagic stroke: The new fi eld 
of neurocardiology）（英語）

Morino Yoshihiro
（Division of Cardiology, 
Department of Internal 
Medicine, Iwate 
Medical University）, 
Nakajima Yoshifumi

Journal of Cardiology
（0914-5087）76巻3-4
号 Page227-235
（2020.10）

総説



2021219644 CABGにおける両側内胸動脈
（BIMA）の使用は次善の策か　縦隔
炎の革新的な治療法を含む現行の臨
床的・経済的エビデンスに関するレ
ビュー（Is the Use of BIMA in 
CABG Sub-Optimal? A Review of 
the Current Clinical and Economic 
Evidence Including Innovative 
Approaches to the Management of 
Mediastinitis）（英語）

Bayer Nicolai（Asklepios 
Klinik St Georg）, 
Hart Warren Mark, 
Arulampalam Tan, 
Hamilton Colette, 
Schmoeckel Michael

Annals of Thoracic 
and Cardiovascular 
Surgery（1341-1098）
26巻5号 Page229-
239（2020.10）

総説

2021219581 デジタルズームは経皮的冠動脈イン
ターベンションにおける放射線被曝
の低減に有用でありながら簡便かつ
費用対効果の高い方法である
（Digital zoom is a useful, simple, 
and cost-eff ective method of 
reducing radiation exposure in 
percutaneous coronary 
intervention）（英語）

Hasegawa Kenji
（Department of 
Radiology, Ichinomiya 
Municipal Hospital）, 
Umemoto Norio, Inoue 
Sho, Iio Yuri, Shibata 
Naoki, Mizutani 
Takashi, Sawamura 
Akinori, Sugiura 
Tsuyoshi, Taniguchi 
Toshio, Asai Toru, 
Yamada Michiharu, 
Ishii Hideki, Murohara 
Toyoaki, Shimizu 
Kiyokazu

Cardiovascular 
Intervention and 
Therapeutics（1868-
4300）35巻4号 
Page353-360
（2020.10）

原著論文
/比較研
究

2021219341 イランの医薬品市場における乳児型
ポンペ病（IOPD）に対する酵素補充
療法（ERT）の費用対効果分析
（Cost-eff ectiveness analysis of 
enzyme replacement therapy（ERT） 
for treatment of infantile-onset 
Pompe disease（IOPD） in the 
Iranian pharmaceutical market）
（英語）

Hashempour Reza
（Department of Health 
Management and 
Economics, School of 
Public Health, Tehran 
University of Medical 
Science）, 
Davari Majid, Pourreza 
Abolghasem, Alaei 
Mohammadreza, 
Ahmadi Batoul

IRDR: Intractable & 
Rare Diseases 
Research（2186-3644）
9巻3号 Page130-136
（2020.08）

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
2021233479 2型糖尿病患者における癌診断年と

診断後の医療サービス利用と直接医
療費（Healthcare utilization and 
direct medical cost in the years 
during and after cancer diagnosis 
in patients with type 2 diabetes 
mellitus）（英語）

Wu Tingting
（Department of Family 
Medicine and Primary 
Care, Li Ka Shing 
Faculty of Medicine, 
The University of Hong 
Kong）, Yang Fan, 
Chan Wendy Wing Lok, 
Lam Cindy Lo Kuen, 
Wong Carlos King Ho

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）11巻6号 
Page1661-1672
（2020.11）

原著論文
/比較研
究

2021220047 消化器手術後の呼吸器感染症と術
後入院期間および医療費との関連性　
多施設共同研究データのサブ解析
（Association of Respiratory Tract 
Infection after Gastroenterological 
Surgery with Postoperative 
Duration of Hospitalization and 
Medical Expenses: Subanalysis of 
Data from a Multicenter Study）
（英語）

Maruyama Hiroshi
（Department of 
Surgery, Nippon 
Medical School Tama 
Nagayama Hospital）, 
Kusachi Shinya, 
Yoshida Hiroshi, 
Makino Hiroshi, 
Nishimuta Hironobu, 
Niitsuma Toru

Journal of Nippon 
Medical School（1345-
4676）87巻5号 
Page252-259
（2020.10）

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
2021247983 医療保険の種別・本人家族別に見た

検診発見がん及び早期がんの割合
森島 敏隆（大阪府立病院
機構大阪国際がんセンタ
ー がん対策センター）, 
佐藤 亮, 中田 佳世, 
濱 秀聡, 田淵 貴大, 
宮代 勲

JACR Monograph
（2189-0579）26号 
Page39（2021.03）

会議録

2021247005 公的医療保険適用後に施行した遺伝
性乳癌卵巣癌に対するリスク低減卵
管卵巣摘出術の1例

高石 清美（山口赤十字
病院 産婦人科）, 
元村 衣里, 長屋 陽平, 
内山 美穂子, 西村 典子, 
月原 悟, 申神 正子, 
金森 康展

現代産婦人科（1882-
482X）69巻2号 
Page199-202
（2021.06）

原著論文
/症例報
告

2021245173 中国の結核対策モデルの特徴とその
課題　医療保険における治療負担の
観点から

三橋 かほり（結核研究
所 臨床疫学部）, 
宮本 かりん, 大角 晃弘

結核（0022-9776）96
巻4号 Page118
（2021.06）

会議録

2021242762【褥瘡　UPDATE　エキスパートの
ための最新情報と栄養療法】
（Part 1）褥瘡の基礎知識　
褥瘡ケアと医療保険

川上 重彦（南ヶ丘病院 
形成外科）

臨床栄養（0485-1412）
138巻6号 Page823-
827（2021.05）

解説/特
集

医療費

医療保障制度



2021223244 フィリピン共和国の都市部における
マンモグラフィ乳がん検診に関する
意識調査と医療保険制度

中村 登紀子（順天堂大
学医学部附属静岡病院 
放射線室）, 加藤 京一, 
鈴木 昇一, 小林 育夫, 
根岸 徹

日本乳癌検診学会誌
（0918-0729）30巻1号 
Page67-74（2021.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021243722 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45回）　今
回の薬価改定を再検証する

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻8号 Page1671-1674
（2021.06）

解説

2021237773 診療報酬改定後の高気圧酸素治療　
新設長時間加算の問題点

三谷 昌光（八木厚生会
八木病院 脳神経外科）

九州高気圧環境医学会
誌（1882-5206）21号 
Page2-6（2021.03）

原著論文

2021231325 【病院における原価計算の現状-第2
回「原価計算アンケート調査」報告-】

世古口 務（松阪市民病
院 総合企画室）

病院羅針盤12巻190号 
Page10-22（2021.06）

解説/特
集

2021229986 本邦壊疽性膿皮症患者の実態調査　
大規模診療報酬明細データベースの
解析結果

菊池 信之（福島県立医
科大学 皮膚科）, 
山本 俊幸, 朴澤 博之, 
岡崎 正晃

皮膚科の臨床（0018-
1404）63巻5号 
Page629-634
（2021.05）

原著論文

2021228777 病院経営に貢献できる病院事務職と
しての役割　自院のカイゼン事例か
らお伝えしたいこと（第2回）　管理
会計　原価計算データの二次利用　
病床機能転換

大嶋 悠一（くまもと森
都総合病院 事務部医事
課）

医事業務28巻603号 
Page50-54（2021.05）

解説

2021226539 抗がん剤の効能追加と薬価について
の検討（第2報）

岡部 綾乃（明治薬科大
学 レギュラトリーサイ
エンス研究室）, 赤沢 学, 
前田 英紀

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page28V09-pm16S
（2021.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021229170 泌尿器科の専門検査（プレッシャー

フロースタディ）への診療支援　診
療科に軸足を置いたチーム医療活動

橋本 儀一（福井大学医
学部附属病院 検査部）, 
嶋田 英里, 大竹 由香, 
前田 文江, 濱田 敏彦, 
横山 修, 木村 秀樹

日本臨床検査医学会誌
（2436-2727）69巻4号 
Page238-241
（2021.04）

原著論文

2021221342 呼吸器外科新設の医療経済からのメ
リットと投資意思決定の検討

三好 孝典（友愛記念病
院 呼吸器外科）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
21巻4号 Page229-
233（2021.03）

原著論文

診療報酬・薬価

医業経営



2021221223 適切な医療の提供と効率的な病院経
営の両立に向けた組織マネジメント　
X病院における医療材料購買に関す
る委員会の事例分析

簗取 萌（一橋大学大学
院 商学研究科 博士後期
課程）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻4号 Page123-130
（2020.10）

原著論文

2021220105 日本の病院経営におけるHealth 
Information Exchangeシステムの影
響（The Impact of the Health 
Information Exchange System for 
the hospital management in 
Japan）（英語）

Matsumoto Takehiro
（Department of 
Medical Informatics, 
Unit of Medicinal 
Preventive Medical 
science, Nagasaki 
University Graduate 
School of Biomedical 
Sciences）, Taura 
Naota, Kawasaki Koji, 
Masuzaki Hideaki, 
Honda Masayuki

Acta Medica 
Nagasakiensia（0001-
6055）64巻2号 
Page39-44（2020.11）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021244469【レギュラトリーサイエンス（RS）の

薬学教育の動きと今後の新展開】製
薬企業の総括製造販売責任者に求め
られるレギュラトリーサイエンス

上林 裕始（武田薬品工
業）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）11巻2号 
Page145-152
（2021.05）

解説/特
集

2021244466【レギュラトリーサイエンス（RS）
の薬学教育の動きと今後の新展開】
オーバービュー　薬学部でのレギュ
ラトリーサイエンス教育の新たな視
点

西村 多美子（就実大学 
薬学部）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）11巻2号 
Page125-129
（2021.05）

解説/特
集

2021236800 医薬材料不足問題 谷島 智徳（保健医療経
営大学）

保健医療経営大学紀要
（1883-4027）12号 
Page52-55（2020.03）

解説

2021232465 Biotherapeuticsの創薬開発におけ
る量的薬物動態と薬理学の方法と戦
略　ファイザー社における大分子用
のPBPKモデルの開発と応用（Quan-
titative Pharmacokinetic and Phar-
macology Methods and Strategies 
in the Discovery and Development 
of Biotherapeutics　
DEVELOPMENT AND 
APPLICATION OF A PBPK 
MODEL FOR LARGE 
MOLECULES IN PFIZER）（英語）

Jones Hannah（Pfi zer） Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）35巻
Suppl. Page S8
（2020.）

会議録

医療関連ビジネス



2021229722 世界初のNASH-肝癌動物モデル
-STAMマウスの開発とその非臨床
薬効評価試験における利用と大手海
外製薬企業、アカデミアによるその
活用実績

橋口 太志（SMCラボラ
トリーズ 研究統括本部）

細胞（1346-7557）53
巻7号 Page427-429
（2021.06）

解説

2021229364 医療と法に関するcutting-edge 
topics（第3回）　日本でワクチンの
開発が遅れているのはなぜか

松原 孝明（大東文化大
学 法学部法律学科）

ナーシング（0389-
8326）41巻7号 
Page4-6（2021.05）

解説

2021226038 薬事レギュレーションと創薬イノベ
ーションのハーモナイゼーション～
医療イノベーション戦略の新機軸～　
レギュレーションからみる日本/中
国のイノベーションへの取り組みと
その課題　製薬企業の観点から

十河 直岐（アステラス
製薬 中国有限公司開発
本部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page S43-6（2021.03）

会議録

2021226007 バイオ創薬の基盤強化に向けた製
造・品質管理の技術革新と国際貢献　
バイオ医薬品製造の研究開発はどう
進めるべきか　技術研究組合の事例
から考える

大政 健史（大阪大学 院
工）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page S36-1（2021.03）

会議録

2021225980 日本発・顧みられない熱帯病創薬に
おけるパートナーシップの最前線
（2021）　顧みられない熱帯病に対
する医薬品開発および提供における
戦略的パートナーシップ（A 
Strategic Partnership for the 
Medicine Creation and Provision 
against Neglected Tropical 
Diseases）

畑 桂（エーザイ） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page S29-4（2021.03）

会議録

2021225979 日本発・顧みられない熱帯病創薬に
おけるパートナーシップの最前線
（2021）　顧みられない熱帯病に対
するパートナーシップ活動

赤尾 雄一郎（武田薬品
工業）, 落田 温子, 
村西 廣哉, 野村 泉, 
一川 隆史

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page S29-3（2021.03）

会議録

2021225978 日本発・顧みられない熱帯病創薬に
おけるパートナーシップの最前線
（2021）　人類を脅かす感染症に対
する治療薬の研究開発における企業
の取り組み

吉田 立（塩野義製薬）, 
垣 里奈, 吉田 修, 
宍戸 貴雄, 加藤 輝久, 
山野 佳則

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page S29-2（2021.03）

会議録

2021225977 日本発・顧みられない熱帯病創薬に
おけるパートナーシップの最前線
（2021）　NTD Drug Discovery 
Boosterのこれまでの成果と次のス
テップ（NTD Drug Discovery 
Booster, achievements and next 
steps）

工月 達郎（DNDi）, 
ペリー・ベンジャミン , 
モーブレー・チャールズ 

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）141年会 
Page S29-1（2021.03）

会議録



2021225546【薬理学】医薬品が臨床で使えるよ
うになるまで　承認の流れと関連法
令の紹介

南方 祥子（丸石製薬 開
発本部メディカル部）, 
桃谷 圭一, 中村 公昭

Intensivist（1883-
4833）13巻2号 
Page216-221
（2021.04）

解説/特
集


