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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
2022055957 医療政策ヒストリー座談会録　第7

回「2006（平成18）年医療保険制度
改革」

水田 邦雄, 宮島 俊彦, 
中島 正治, 栄畑 潤, 
唐澤 剛, 新田 秀樹, 
島崎 謙治, 三谷 宗一郎, 
江利川 毅, 横内 陳正

医療と社会（0916-
9202）31巻2号 
Page190-225
（2021.11）

座談会

2022055956 医療政策ヒストリー座談会　第7回
「2006（平成18）年医療保険制度改
革」解説

新田 秀樹（中央大学 法
学部）

医療と社会（0916-
9202）31巻2号 
Page182-189
（2021.11）

解説

2022055783 手術・検査前の患者に対する休薬指
示確認業務の取り組みとその医療経
済学的評価

盛川 敬介（国立病院機
構 相模原病院 薬剤部）, 
高橋 郷, 井上 浩嗣, 
早川 史織, 森村 明音, 
野末 真理子, 富永 枝里
子, 遠藤 美乃里, 
佐藤 美咲, 椎名 早登美, 
瀬川 誠, 勝海 学

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）57巻12
号 Page1367-1371
（2021.12）

原著論文

2022055323 はじめての医療経済学（第9回）（最
終回）　持続可能な医療システムの
構築

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12号 Page1162-
1166（2021.12）

解説

2022052659 DPC制度における急性虫垂炎治療
の医療経済学的検討

外間 尚子（埼玉医科大
学 総合医療センター 消
化管・一般外科）, 
石橋 敬一郎, 桑原 公亀, 
石畝 亨, 岡田 典倫, 
大澤 智徳, 隈元 謙介, 
芳賀 紀裕, 石田 秀行

日本消化器外科学会雑
誌（0386-9768）43巻
Suppl.2 Page245
（2010.10）

会議録



2022050902 はじめての医療経済学（第8回）　医
療サービスの質・アクセス・費用

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11号 Page1066-
1070（2021.11）

解説

2022049865 海外における減塩政策による循環器
疾患予防に関するシミュレーション
モデルを用いた医療経済的評価研究
の現況

加藤 浩樹（医薬基盤・
健康・栄養研究所 国立
健康・栄養研究所 国際
栄養情報センター）, 
池田 奈由, 杉山 雄大, 
野村 真利香, 由田 克士, 
西 信雄

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）68巻9号 
Page631-643
（2021.09）

原著論文

2022046643 日本におけるがん薬物療法の医療経
済評価報告の現状　有害事象管理
の観点から

兼安 貴子（立命館大学 
生命科学部 生命医科学
科 医療政策管理学研究
室）, 下妻 晃二郎

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page176
（2021.10）

会議録

2022042584【精神医療国家賠償請求訴訟-その背
景と現段階-】尊厳なき精神医療政
策が生む人生被害

有我 譲慶（訪問看護ス
テーションチャオ）

精神医療 第5次3号 
Page73-80（2021.10）

解説/特
集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022056021 消化器医にちょっと役立つ豆知識　

ジェネリックとバイオシミラーの違
い

福澤 誠克（東京医科大
学 消化器内科）

消化器クリニカルアップ
デート（2435-256X）3
巻1号 Page121-124
（2021.11）

解説

2022055784 トラスツズマブにおける無駄となる
薬剤のコスト削減に対する最適なバ
イアル規格の提案

中村 暢彦（京都薬科大
学 臨床薬学教育研究セ
ンター）, 春名 康裕, 
一島 知樹, 武田 智子, 
長谷川 晃司, 矢野 義孝, 
楠本 正明

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）57巻12
号 Page1372-1378
（2021.12）

原著論文

2022055323 はじめての医療経済学（第9回）（最
終回）　持続可能な医療システムの
構築

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12号 Page1162-
1166（2021.12）

解説

2022050031 CLと母子保健（Cutaneous Leish-
maniasis（CL） in women and 
children）（英語）

Bennis Issam（Fez 
Regional Directorate of 
Ministry of Health）, 
平林 史子

臨床評価（0300-3051）
49巻2号 Page210-
216（2021.09）

解説

2022050013 糖尿病治療薬の費用対効果（GLP-1
受容体作動薬）

堤 貴大（山梨大学医学
部附属病院 糖尿病・内
分泌科）, 土屋 恭一郎

別冊Bio Clinica: 慢性炎
症と疾患10巻2号 
Page149-152
（2021.10）

解説

2022050005 高齢化社会におけるONS（経口栄養
補助）の活用

奈田 利恵（アボットジ
ャパン）

別冊Bio Clinica: 慢性炎
症と疾患10巻2号 
Page101-104
（2021.10）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2022049883 産業保健における実装科学 島津 太一（国立がん研
究センターがん対策研
究所 行動科学研究部 実
装科学研究室）, 小田原 
幸, 梶 有貴, 深井 航太, 
今村 晴彦, 齋藤 順子, 
湯脇 恵一, 立道 昌幸

産業医学レビュー
（1343-6805）34巻2号 
Page117-153
（2021.09）

総説

2022049865 海外における減塩政策による循環器
疾患予防に関するシミュレーション
モデルを用いた医療経済的評価研究
の現況

加藤 浩樹（医薬基盤・
健康・栄養研究所 国立
健康・栄養研究所 国際
栄養情報センター）, 
池田 奈由, 杉山 雄大, 
野村 真利香, 由田 克士, 
西 信雄

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）68巻9号 
Page631-643
（2021.09）

原著論文

2022049336 熱可塑性樹脂製の可撤性部分床義
歯を用いる補綴治療の費用対効果分
析（Cost-eff ectiveness analysis of 
prosthetic treatment with thermo-
plastic resin removable partial 
dentures）（英語）

Fueki Kenji（Department 
of Removable Partial 
Prosthodontics, 
Graduate School of 
Medical and Dental 
Sciences, Tokyo 
Medical and Dental 
University）, Inamochi 
Yuka, Yoshida-Kohno 
Eiko, Wakabayashi 
Noriyuki

Journal of 
Prosthodontic 
Research（1883-1958）
65巻1号 Page52-55
（2021.03）

原著論文
/ランダ
ム化比較
試験

2022047509 Disposable Instruments System
（DIS）の費用対効果

横須賀 公章（久留米大
学 医学部 整形外科学教
室）, 佐藤 公昭, 山田 圭, 
吉田 龍弘, 島崎 孝裕, 
森戸 伸治, 西田 功太, 
猿渡 力也, 不動 拓真, 
志波 直人

整形外科と災害外科
（0037-1033）70巻
Suppl.2 Page78
（2021.11）

会議録

2022047164【歯科保健指導180 Answers】TBI/
OHI　保険診療でOHIを行おうとす
ると時間が足りなくて困っていま
す。どのような工夫が必要ですか

濱田 智恵子（Tomorrow 
Link）, 片山 章子, 横山 
朱夏, 青木 薫

DHstyle（1881-3437）
15巻13号 Page49-52
（2021.12）

Q&A/特
集

2022046643 日本におけるがん薬物療法の医療経
済評価報告の現状　有害事象管理
の観点から

兼安 貴子（立命館大学 
生命科学部 生命医科学
科 医療政策管理学研究
室）, 下妻 晃二郎

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page176
（2021.10）

会議録

2022046640 脳血管疾患の都道府県別包括的疾
病費用と栄養政策

松本 邦愛（東邦大学 医
学部 社会医学講座）, 
平田 幸輝, 長谷川 友紀

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page174
（2021.10）

会議録



2022046552 医薬品・医療機器の費用対効果の評
価と応用-日本の現状と今後の展望-　
アウトカム評価研究の推進に向けて

能登 真一（新潟医療福
祉大学 リハビリテーシ
ョン学部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page48
（2021.10）

会議録

2022046551 医薬品・医療機器の費用対効果の評
価と応用-日本の現状と今後の展望-　
費用対効果評価制度の課題と今後
の展望

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部 医学科 
公衆衛生学）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page47
（2021.10）

会議録

2022046550 医薬品・医療機器の費用対効果の評
価と応用-日本の現状と今後の展望-　
医薬品・医療機器企業の対応

田村 誠（医療システム
プランニング）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page46
（2021.10）

会議録

2022046549 医薬品・医療機器の費用対効果の評
価と応用-日本の現状と今後の展望-　
費用対効果評価制度における分析上
の留意点

白岩 健（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page45
（2021.10）

会議録

2022046548 医薬品・医療機器の費用対効果の評
価と応用-日本の現状と今後の展望
-　医薬品・医療機器の費用対効果
評価制度の現状

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page44
（2021.10）

会議録

2022046533【高齢者施設の現状と今後の展望】
臨床に役立つQ&A　高齢者施設に
おける抗凝固薬、抗認知症薬/抗精
神病薬、漢方薬

服部 ゆかり（東京大学
医学部附属病院 老年病
科）, 小島 太郎

Geriatric Medicine
（0387-1088）59巻11
号 Page1099-1102
（2021.11）

解説/特
集

2022043835 当センターにおける注射用抗がん剤
の複数回使用の実施について

中瀬 由貴（奈良県西和
医療センター 薬剤部）, 
古川 徳子, 葉山 健太, 
重本 考太, 白川 高敏, 
久保 直子, 新 みゆき, 
倉谷 建一郎, 樋野 光生, 
松下 英里香

奈良県西和医療センタ
ー医学雑誌（2189-
5740）9巻1号 
Page12-13（2021.05）

原著論文

2022043525 COVID-19情報　抗体カクテル療法　
入院を減らすが非常に高価

薬のチェック編集委員
会

薬のチェック: The 
Informed Prescriber
（2189-1508）21巻98
号 Page138-139
（2021.11）

解説

2022043046 新規高額医薬品の現状　多発性硬
化症を例として

荻野 美恵子（国際医療
福祉大学市川病院 脳神
経内科）

日本難病医療ネットワ
ーク学会機関誌（2188-
1006）9巻1号 Page92
（2021.11）

会議録

2022040381【脊椎の外科基本手技】腰椎疾患　
腰椎変性すべり症に対する治療戦略

海渡 貴司（大阪大学大
学院 医学系研究科 器官
制御外科学（整形外科））

Orthopaedics（0914-
8124）34巻10号 
Page128-132
（2021.10）

解説/特
集



2022039847 鎖骨遠位端骨折に対するScorpion 
plateの費用対効果の優位性の検討

告野 英利（名古屋第二
赤十字病院 整形外科）, 
樋口 善俊

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）64巻秋季学会 
Page95（2021.09）

会議録

2022038652 当院における単孔式腹腔鏡下胆嚢摘
出術（TANKO-C）の導入および導
入後の検討

小島 正之（国際医療福
祉大学三田病院 消化器
センター）, 首村 智久, 
出口 倫明, 黒田 純子, 
似鳥 修弘, 久保田 啓介, 
吉田 昌, 折口 信人, 
太田 恵一朗, 安達 実樹, 
杉浦 芳章, 北島 政樹

日本消化器外科学会雑誌
（0386-9768）44巻
Suppl.2 Page179
（2011.10）

会議録

2022038058 新生児治療回復室（GCU）における
RSウイルス感染症アウトブレイク
の経済的損失

千賀 達子（東京都立大
塚病院 ICT）, 佐藤 香理
奈, 高野 さかえ

日本環境感染学会誌
（1882-532X）36巻5号 
Page253-256
（2021.09）

原著論文

2022038021 知っているようで,実は十分に理解
していない　医療に関する制度のあ
れこれ（第7回）　高額療養費制度

江頭 彩（佐賀大学医学
部附属病院 メディカル
サポートセンター）, 
松本 美樹, 木村 晋也

内科（0022-1961）
128巻4号 Page915-
919（2021.10）

解説

2022037892 高齢者心不全の薬剤の実際と薬剤費
の現状-Pursuit-HFpEFレジストリー
を用いた検討

西尾 まゆ（大阪府済生
会千里病院 循環器内
科）, 澤邉 博司, 増村 雄
喜, 舟田 晃, 奥田 啓二, 
久米 清士, 土井 泰治, 
廣岡 慶治, 中谷 敏, 
林 亨

済生会千里病院医学雑誌
（1348-8244）29巻1号 
Page2-6（2021.03）

原著論文

2022035585 初診後1年間または2年間での日本に
おける肺癌治療の医療費（Medical 
costs of lung cancer care in Japan 
during the fi rst one or two years 
after initial diagnosis）（英語）

Awano Nobuyasu
（Department of Respi-
ratory Medicine, Japa-
nese Red Cross Medi-
cal Center）, Izumo 
Takehiro, Inomata 
Minoru, Kuse Naoyuki, 
Tone Mari, Takada 
Kohei, Muto Yutaka, 
Fujimoto Kazushi, 
Kimura Hitomi, Miya-
moto Shingo, Igarashi 
Ataru, Kunitoh Hideo

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）51巻5号 
Page778-785
（2021.05）

原著論文
/比較研
究



2022034860 日本における小児中枢神経系感染症
の負担およびMultiplex Polymerase 
Chain Reactionの費用対効果シミュ
レーション（Burden of Pediatric 
Central Nervous System Infection 
and Cost-Benefi t Simulation of 
Multiplex Polymerase Chain 
Reaction in Japan）（英語）

Kitano Taito
（Department of 
Pediatrics, Nara 
Medical University 
Hospital）, Nishikawa 
Hiroki, Suzuki Rika, 
Onaka Masayuki, 
Nishiyama Atsuko, 
Kitagawa Daisuke, Oka 
Miyako, Masuo Kazue, 
Yoshida Sayaka

Japanese Journal of 
Infectious Diseases
（1344-6304）74巻2号 
Page144-147
（2021.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022055959 子どもの医療費助成制度の受診抑制

に対する影響　大規模自治体データ
を用いた実証研究

阿部 彩（東京都立大学
大学院 人文科学研究
科）, 梶原 豪人, 川口 遼

医療と社会（0916-
9202）31巻2号 
Page303-318
（2021.11）

原著論文

2022050086 DPC由来ビッグデータを用いた循環
器疾患入院医療における医師誘発需
要の検討　医師数、医療費、患者転
帰の関連

大山 善昭（群馬大学医学
部附属病院 臨床試験部）

研究助成業績報告集（バ
イエル循環器病研究助
成）2020年度 Page1-7
（2020.）

原著論文
/比較研
究

2022036143 NDBサンプリングデータセットを利
用した急性期脳梗塞の入院期間に関
連する因子の研究

竹下 康平（東京慈恵会
医科大学 先端医療情報
技術研究部）, 高尾 洋之, 
坂井 健一郎, 井口 保之, 
村山 雄一

脳卒中（0912-0726）
43巻4号 Page306-
312（2021.07）

原著論文
/比較研
究

2022035585 初診後1年間または2年間での日本に
おける肺癌治療の医療費（Medical 
costs of lung cancer care in Japan 
during the fi rst one or two years 
after initial diagnosis）（英語）

Awano Nobuyasu
（Department of Respi-
ratory Medicine, Japa-
nese Red Cross Medi-
cal Center）, Izumo 
Takehiro, Inomata 
Minoru, Kuse Naoyuki, 
Tone Mari, Takada 
Kohei, Muto Yutaka, 
Fujimoto Kazushi, 
Kimura Hitomi, Miya-
moto Shingo, Igarashi 
Ataru, Kunitoh Hideo

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）51巻5号 
Page778-785
（2021.05）

原著論文
/比較研
究

医療費



2022035584 終末期医療における国内肺癌患者の
医療費（Medical costs of Japanese 
lung cancer patients during end-of-
life care）（英語）

Awano Nobuyasu
（Department of Respi-
ratory Medicine, Japa-
nese Red Cross Medi-
cal Center）, Izumo 
Takehiro, Inomata 
Minoru, Kuse Naoyuki, 
Tone Mari, Takada 
Kohei, Muto Yutaka, 
Fujimoto Kazushi, 
Kimura Hitomi, Miya-
moto Shingo, Igarashi 
Ataru, Kunitoh Hideo

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）51巻5号 
Page769-777
（2021.05）

原著論文
/比較研
究

2022035074 高齢心不全患者に対する外来心臓リ
ハビリテーションの医療費削減効果

奈良岡 隆也（有田市立
病院 リハビリテーショ
ン室）, 森本 順子, 西林 
達哉, 井口 祐貴, 古川 さ
ゆ, 宮崎 はゆき, 田中 篤

和歌山医学（0043-
0013）72巻1号 
Page10-15（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
2022055957 医療政策ヒストリー座談会録　第7

回「2006（平成18）年医療保険制度
改革」

水田 邦雄, 宮島 俊彦, 
中島 正治, 栄畑 潤, 
唐澤 剛, 新田 秀樹, 
島崎 謙治, 三谷 宗一郎, 
江利川 毅, 横内 陳正

医療と社会（0916-
9202）31巻2号 
Page190-225
（2021.11）

座談会

2022055956 医療政策ヒストリー座談会　第7回
「2006（平成18）年医療保険制度改
革」解説

新田 秀樹（中央大学 法
学部）

医療と社会（0916-
9202）31巻2号 
Page182-189
（2021.11）

解説

2022049173 普遍主義的な医療制度における慢性
腎臓病患者への全人的視点（Holistic 
vision of the patient with chronic 
kidney disease in a universalistic 
healthcare system）（英語）

Clementi Anna
（Nephrology and 
Dialysis Unit, &quot;
St. Marta and St. 
Venera&quot;Hospital）, 
Coppolino Giuseppe, 
Provenzano Michele, 
Granata Antonio, 
Battaglia Giovanni 
Giorgio

Therapeutic Apheresis 
and Dialysis（1744-
9979）25巻2号 
Page136-144
（2021.04）

総説

医療保障制度



2022047891【歯科界の雑誌を読んで（73）】「簡単
にできる顎関節徒手的授動術のすす
め」を読んで　医療保険に収載され
た新項目は患者の福音となったか

渡部 哲哉, 松浦 哲郎 近代口腔科学研究会雑
誌（0285-1113）47巻
3号 Page280-284
（2021.12）

一般/特
集

2022046654 福岡県内市町村国保・後期高齢者医
療制度加入者における2020年4月7
日発出の緊急事態宣言前後の受療行
動変化に関する検討

西 巧（福岡県保健環境
研究所）, 前田 俊樹, 
馬場園 明

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）58
巻Suppl. Page181
（2021.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022055782 診療報酬改定を機に実施した病棟薬

剤師のポリファーマシー対策とその
評価

永江 寛子（福岡大学西
新病院 薬剤部）, 
萩原 大樹, 神村 英利

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）57巻12
号 Page1360-1366
（2021.12）

原著論文

2022055403 購買適正化で病院経営強化　目から
ウロコの薬価交渉術（完）（第51回）　
「1社流通品」を斬る!

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻16号 Page3342-
3343（2021.12）

解説

2022042647 持続可能な薬価制度を考える（第1
回）　サスティナブルな社会保障制
度のための財源について

岡本 薫明, 小黒 一正, 
菅原 琢磨

社会保険旬報（1343-
5728）2836号 Page6-
13（2021.11）

座談会

2022037932 財務指標の妥当性と信頼性を高める
病院原価計算システムの再設計　運
動器ケアしまだ病院を事例として

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）, 
岩崎 僚, 島田 永士, 
藪野 加弥子

病院（0385-2377）80
巻10号 Page894-901
（2021.10）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022050038 患者支援団体と製薬企業との間の適

正な合意に関する指針　患者参画推
進のためのツールの翻訳と今後の展
望

今村 恭子（東京大学大
学院 薬学系研究科 ITヘ
ルスケア社会連携講座）,
佐伯 晴子, 中濱 洋子, 
塚原 喜久男, 筒泉 直樹, 
栗原 千絵子

臨床評価（0300-3051）
49巻2号 Page283-
289（2021.09）

解説

2022050035 パンデミック下の画期的な提案　新
型コロナウイルス感染症（COV-
ID-19）関連知的財産権保護の一時
免除案はなぜ重要か

久留宮 隆（国境なき医
師団日本）, 金杉 詩子

臨床評価（0300-3051）
49巻2号 Page243-
252（2021.09）

解説

診療報酬・薬価

医療関連ビジネス



2022049786「感染症領域の創薬研究を活性化す
るには　製薬企業の創薬研究経験に
基づく創薬ブースターの活用につい
て」

藤江 昭彦（日本医療研
究開発機構 創薬事業部
創薬企画・評価課）

BACTERIAL 
ADHERENCE & 
BIOFILM（1348-6071）
34巻 Page3-4
（2021.06）

会議録

2022048268 ゲノムコホートデータの企業での利
活用

大寺 杏奈（IQVIAソリュ
ーションズジャパン 
Real World &amp; 
Analytics Solutions戦略
室）

Precision Medicine
（2434-3625）4巻14号 
Page1328-1332
（2022.01）

解説

2022047061【2021年なにあった?-くすり・ガイ
ドライン・社会etc…-】What's Up 
2021　医薬品流通・供給問題

高塩 健一（薬事日報社） 薬局（0044-0035）72
巻13号 Page3621-
3623（2021.12）

解説/特
集

2022043939 コロナ禍から職場を守り抜くための
有効な方略とは～特にメンタルヘル
ス対策の視点から～　コロナ禍から
職場を守り抜くための有効な方略と
は　中外製薬の取り組み

矢野 嘉行（中外製薬） 産業精神保健（1340-
2862）29巻増刊 
Page125（2021.11）

会議録


