
医療経済関係研究論文（4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
済学・医療政策、②臨床経済学・薬剤経済学、③医療費、④医療保障制度、⑤診療報酬・
薬価、⑥医業経営、⑦医療関連ビジネスの７領域に関する検索結果を掲載している。検索
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
2022083966 今月のピックアップデータ　個人立

歯科診療所の損益差額はコロナ補助
金を加味しても▲2.0%（第23回中
医協・医療経済実態調査結果より）

恒石 美登里（日本歯科
総合研究機構）

日本歯科評論（0289-
0909）82巻2号 
Page152-153
（2022.02）

解説

2022082519 ウィズコロナ・アフターコロナの医
療政策（上）

梶本 章（医療介護福祉
政策研究フォーラム）, 
伊原 和人, 神野 正博, 
松田 晋哉

社会保険旬報（1343-
5728）2842号 Page4-
15（2022.01）

座談会

2022070128 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
構大阪医療センター）, 
辰己 晃造, 田路 章博, 
吉野 宗宏

医療の広場61巻12号 
Page13-15（2021.12）

原著論文

2022069737 健康・医療戦略とデータ　医療経済
フォーラム・ジャパン主催　第19
回公開シンポジウムから（上）

八神 敦雄（内閣府 健康・
医療戦略推進事務局）

社会保険旬報（1343-
5728）2839号 Page6-
10（2021.12）

解説

2022068076 麻酔科医の働き方改革　麻酔科医
は病院経営や地域医療政策の与党と
なれ

後藤 隆久（横浜市立大
学附属病院 麻酔科学）

麻酔（0021-4892）70
巻増刊 Page 
S98-S103（2021.11）

解説

2022067001 慢性疼痛に対する遠隔認知行動療
法の有効性の検証と医療経済評価

田口 佳代子（千葉大学 
子どものこころの発達
教育研究センター）, 沼
田 法子, 高梨 利恵子, 
竹村 亮, 吉田 斎子, 沓
澤 夏菜, 吉村 健佑, 田
口 奈津子, 大鳥 精司, 
清水 栄司

日本認知・行動療法学
会大会プログラム・抄
録集47回 Page256-
257（2021.10）

会議録



2022063008 ビッグデータと医療政策 高田 大輔（京都大学大
学院 医学研究科 医療経
済学教室）, 國澤 進, 今
中 雄一

腎臓内科（2435-1903）
14巻4号 Page485-
490（2021.10）

解説

2022058507 医療政策学・医療経済学の視点から
みたNCDの予防と管理

津川 友介（カリフォル
ニア大学 ロサンゼルス
校（UCLA） 医学部（内
科）・公衆衛生大学院
（医療政策学））

日本循環器学会学術集
会抄録集85回 Page 
LS28（2021.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022084456 腎臓内科学　慢性腎臓病患者への

生活食事指導は費用対効果に優れる　
腎臓病戦略研究（FROM-J）の結果
から

大久保 麗子（筑波大学 
医学医療系保健医療政
策学・医療経済学）, 近
藤 正英, 山縣 邦弘

医学のあゆみ（0039-
2359）280巻7号 
Page786-787
（2022.02）

解説

2022084386 手術・検査前の患者に対する休薬指
示確認業務について

盛川 敬介（国立病院機
構西新潟中央病院 治験
管理室）, 高橋 郷, 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, 
瀬川 誠, 勝海 学, 井上 
浩嗣, 椎名 早登美

薬事新報（0289-3290）
3240号 Page7-11
（2022.02）

解説

2022082313 多回数授精牛に効果的な繁殖手技を
探る

杉浦 伸二郎（NOSAIみ
なみ日高支所西部事業
所）

家畜人工授精（0285-
4724）312号 Page15
（2021.12）

会議録

2022081576 「水を使わない口腔ケアシステム」
を導入して薬剤における費用対効果
を検証する

梶原 美恵子（北九州古
賀病院 看護部）

老年歯科医学（0914-
3866）36巻2号 
Page118（2021.09）

会議録

2022081028 サスティナブルな病院経営を実現す
る財務管理

大月 俊之（操風会岡山
旭東病院 事務部 業務管
理課）

JHAC（1344-2147）
27巻1号 Page125-130
（2021.12）

原著論文

2022080451【ホルモンとくすり　患者対応でた
めらわない・ヒヨらないために!】女
性ホルモン治療を掘り下げる　婦人
科ピルの使い分け

小野 陽子（東邦大学大
学院 社会環境医療系心
身医学）

Rp.+21巻1号 
Page093-100
（2022.01）

解説/特
集

2022080364【せん妄治療の現在-この10年の進歩
-】せん妄の疫学、予後との関連　こ
の10年の知見

武藤 仁志（武蔵野赤十
字病院 心療内科・精神
科）, 竹内 崇

精神科治療学（0912-
1862）36巻12号 
Page1361-1365
（2021.12）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2022080319 AMED研究「マージナルドナー腎移
植の安全性に関する新規エビデンス
創出研究」

西 愼一（神戸大学大学
院 腎臓内科学部門）, 後
藤 俊介, 八木澤 隆, 三
重野 牧子, 湯沢 賢治, 
谷澤 雅彦, 市川 大介, 
横山 仁, 古市 賢吾, 酒
井 謙, 小口 英世, 祖父
江 理, 佐々木 ひと美, 芦
刈 淳太郎, 能勢 和宏, 
森 康範, 田倉 智之, 市
丸 直嗣

日本臨床腎移植学会雑
誌（2187-9907）9巻2
号 Page157-163
（2021.12）

総説

2022079809 持続可能な薬価制度を考える（第3
回）　将来を見据えた、医薬品の適
切な評価について

梅田 一郎（新時代戦略
研究所）, 伍藤 忠春, 小
黒 一正, 菅原 琢磨

社会保険旬報（1343-
5728）2840号 Page6-
17（2021.12）

座談会

2022079634 CT造影検査におけるX線造影剤の
後発医薬品の安全性と経済性の評
価

藤重 瑶子（聖マリアン
ナ医科大学 川崎市立多
摩病院 薬剤部）, 坪谷 
綾子, 小林 俊博, 小宮 
詠子, 松本 浩, 吉田 篤
史, 加藤 善廣, 八木橋 
国博, 伊藤 由香

神奈川県病院薬剤師会
雑誌（2188-2649）53
巻3号 Page2-7
（2021.11）

原著論文
/比較研
究

2022079592 管内一酪農家の閉鎖牛群で発生した
牛ウイルス性下痢症について

飯島 恵（NOSAI千葉中
央家畜診療所）, 福田 正
明

家畜診療（0287-0754）
68巻12号 Page703-
711（2021.12）

原著論文

2022077781 スギ・ヒノキ花粉症におけるNasal 
Ocular Symptom ScoreとEQ-5D-
5L効用値との対応付け（Mapping 
naso-ocular symptom scores to 
EQ-5D-5L utility values in Japa-
nese cedar/cypress pollinosis）（英
語）

岡野 光博（国際医療福
祉大学成田病院 耳鼻咽
喉科・頭頸部外科）, 金
井 健吾, 岡 愛子, 赤松 
摩紀

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）26巻
抄録号 Page233
（2021.11）

会議録

2022077774 心臓移植後長期生存を見据えた慢性
期画像診断法の確立

加藤 倫子（国際医療福
祉大学成田病院）

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）26巻
抄録号 Page230
（2021.11）

会議録

2022077327 周術期予防抗菌薬適正化に向けたガ
イドラインに基づくクリニカルパス
整備と監視体制の構築　経尿道的
内視鏡手術における有用性評価

松岡 知子（大垣市民病
院 薬剤部）, 高嶋 かれ
ん, 大橋 健吾, 篠田 康
孝, 宇野 雅博, 池田 義
明, 吉村 知哲

医療薬学（1346-342X）
47巻11号 Page639-
646（2021.11）

原著論文
/比較研
究

2022076260 プレクリニカルAD臨床研究への参
加者募集のための広報活動の費用対
効果分析

佐藤 謙一郎（東京大学 
医学部 神経病理学）, 新
美 芳樹, 井原 涼子, 鈴
木 一詩, 戸田 達史, 岩田 
淳, 岩坪 威

Dementia Japan
（1342-646X）35巻4号 
Page619（2021.10）

会議録



2022076149 徹底討論セッション（臨床）　認知
症治療の『価値評価』費用対効果評
価ではない、価値評価とは?

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

Dementia Japan
（1342-646X）35巻4号 
Page594（2021.10）

会議録

2022074962 渡航前相談における成人の麻疹・風
疹・ムンプス・水痘抗体検査がキャ
ッチアップ接種に与える影響

山元 佳（国立国際医療
研究センター 国際感染
症センター）, 氏家 無限, 
鈴木 哲也, 井手 聡, 守
山 祐樹, 太田 雅之, 齋
藤 翔, 早川 佳代子, 大
曲 貴夫

感染症学雑誌（0387-
5911）95巻5号 
Page353-359
（2021.09）

原著論文
/比較研
究

2022074544 PROGNOSIS Asia試験の日本人コホ
ートにおける子癇前症の短期予測に
対するsFlt-1/PIGF比の経済的評価
（Economic evaluation of the 
sFlt-1/PIGF ratio for the short-term 
prediction of preeclampsia in a 
Japanese cohort of the 
PROGNOSIS Asia study）（英語）

Ohkuchi Akihide（Jichi 
Medical University 
Hospital）, Masuyama 
Hisashi, Yamamoto 
Tatsuo, Kikuchi Ta-
kashi, Taguchi Naoko, 
Wolf Cyrill, Saito 
Shigeru

Hypertension Research
（0916-9636）44巻7号 
Page822-829
（2021.07）

原著論文
/比較研
究

2022074188 日本の現行医療保険制度における乾
癬患者頭皮病変の費用対効果と薬剤
経済学（Cost-effi  cacy and 
pharmacoeconomics of scalp 
lesions of psoriatic patients in 
current Japanese health-care 
insurance system）（英語）

Takahashi Hidetoshi
（Takagi Dermatological 
Clinic）, Satoh Kat-
suhiko, Takagi Akiyoshi, 
Iizuka Hajime

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）48巻6号 
Page883-885
（2021.06）

原著論文
/比較研
究

2022073988 新規抗生物質販売の市場集中
（Market concentration of new 
antibiotic sales）（英語）

Rahman Sakib（Depart-
ment of Economics, 
University of Calgary）, 
Lindahl Olof, Morel 
Chantal M., Hollis 
Aidan

The Journal of 
Antibiotics（0021-
8820）74巻6号 
Page421-423
（2021.06）

原著論文

2022073767 急性期病院入院後に減薬となる患者
の要因の調査

遠藤 晋吾（堺市立病院
機構堺市立総合医療セ
ンター 薬剤科）, 石坂 
敏彦, 山本 圭城, 安井 
友佳子, 石渡 俊二, 井上 
知美, 小竹 武

薬局薬学（1884-3077）
13巻1号 Page19-26
（2021.04）

原著論文
/比較研
究

2022073749 諸外国と日本における医療技術評価
の現状

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）, 
米本 直裕

薬理と治療（0386-
3603）49巻4号 
Page509-516
（2021.04）

解説

2022073664【現代の臨床研究のための統計学
2022-洗練された研究デザインと統
計解析を理解してみよう】方法論の
近年の発展　臨床試験に基づく費用
対効果評価

河田 祐一（中外製薬 ト
ランスレーショナルリサ
ーチ本部 早期臨床開発
部）, 荒西 利彦

医学のあゆみ（0039-
2359）280巻5号 
Page502-507
（2022.01）

解説/特
集



2022073539 地域水道水フロリデーション　今日
までに得られたもっとも信頼できる
科学的根拠に基づくう蝕予防のため
の公衆衛生手段

田浦 勝彦（日本フッ化
物むし歯予防協会）

日本ヘルスケア歯科学
会誌（2187-1760）22
巻1号 Page27-39
（2021.12）

総説

2022071439 医療裁判の現場から（第30回）　経
口避妊薬内服中で高血圧を有する患
者が肺塞栓により死亡した事案にお
いて、処方した医師の過失が認めら
れた事例

秦 奈峰子（太田秀哉法
律事務所）

産科と婦人科（0386-
9792）89巻1号 
Page77-81（2022.01）

解説

2022069394【1年目薬剤師の強化書　できる先
輩がやさしく教える調剤・病棟業
務・薬物療法のエッセンス!】（第3章）
連携・研究・薬事関連法規　薬事関
係法規　医療費助成のしくみについ
て説明できる?

高柳 信子（神戸市立医
療センター 中央市民病
院 薬剤部）

薬事（0016-5980）63
巻15号 Page3190-
3195（2021.11）

解説/特
集

2022069353【1年目薬剤師の強化書　できる先
輩がやさしく教える調剤・病棟業
務・薬物療法のエッセンス!】（第1章）
調剤・監査　DI　ジェネリック医薬
品とバイオシミラーの違いは?

森本 茂文（神戸市民病
院機構 神戸市立西神戸
医療センター 薬剤部）

薬事（0016-5980）63
巻15号 Page2962-
2967（2021.11）

解説/特
集

2022065761 介護老人保健施設における薬剤適
正化の現状と今後の展望

丸岡 弘治（介護老人保
健施設横浜あおばの里 
薬剤部）

薬局薬学（1884-3077）
13巻2号 Page115-121
（2021.10）

総説

2022065708 口腔内スキャナーを使いこなすため
に知っておくべき基礎知識　口腔内
スキャナーの種類と特徴

高橋 英和（東京医科歯
科大学 歯学部 口腔保健
学科 口腔保健工学専
攻）

日本補綴歯科学会誌
（1883-4426）13巻4号 
Page299-304
（2021.10）

解説

2022065153 サルコペニアが回復期リハビリテー
ション病棟入棟患者の実績指数、入
院コストに与える影響

八木 拓磨（一陽会服部
病院 回復期リハビリテ
ーション室）, 井上 達朗, 
小川 真人, 島田 雄輔, 平
郡 康則

学会誌JSPEN（2434-
4966）3巻Suppl.1 
Page706（2021.10）

会議録

2022061963 Drug Vial Optimization導入のため
の使用期限設定に関する考察

濱 宏仁（武庫川女子大
学 薬学部）, 平畠 正樹, 
池末 裕明, 室井 延之, 
橋田 亨

癌と化学療法（0385-
0684）48巻9号 
Page1139-1143
（2021.09）

原著論文

2022060686 薬学教育への行動経済学の導入　
学生の知識と興味の調査（Integrat-
ing Behavioral Economics in 
Pharmacy Education: Surveying 
Students' Knowledge and Interest）
（英語）

Hatabu Asuka（Gradu-
ate School of Pharma-
ceutical Science, 
Osaka University）, 
Uejima Etsuko, Takagi 
Tatsuya, Ueda Mikiko

医学教育（0386-9644）
52巻2号 Page91-96
（2021.04）

原著論文



2022060661 エチオピアにおける医療関連感染の
負担　システマティックレビューと
メタアナリシス（The burden of 
healthcare-associated infection in 
Ethiopia: a systematic review and 
meta-analysis）（英語）

Alemu Abebaw Ye-
shambel（Department 
of Paediatrics and 
Child Health Nursing, 
College of Health 
Sciences, Debre Tabor 
University）, Endala-
maw Aklilu, Bayih 
Wubet Alebachew

Tropical Medicine and 
Health（1348-8945）
48巻2/2号 Page1 of 
11-11 of 11（2020.）

原著論文
/メタア
ナリシス

2022060648 エチオピアにおける小児下痢性疾患
の地理的格差と決定因子　2016 
Ethiopian Demographic and Health 
Surveyの更なる分析（Geographical 
disparities and determinants of 
childhood diarrheal illness in 
Ethiopia: further analysis of 2016 
Ethiopian Demographic and Health 
Survey）（英語）

Atnafu Asmamaw
（Department of Health 
Systems &amp; Policy, 
Institute of Public 
Health, College of 
Medicine and Health 
Sciences, University of 
Gondar）, Sisay Malede 
Mequanent, Demissie 
Getu Debalkie, Tes-
sema Zemenu Tadesse

Tropical Medicine and 
Health（1348-8945）
48巻2/2号 Page1 of 
12-12 of 12（2020.）

原著論文

2022060600 ミャンマーにおける日本脳炎の負担、
キャッチアップワクチン接種キャン
ペーン、医療サービス提供者の認識　
2012 ～ 2017年（The burden of 
Japanese encephalitis, the catch-
up vaccination campaign, and 
health service providers' percep-
tions in Myanmar: 2012-2017）（英
語）

Aung Ye Naung Win 
（Epidemiology Re-
search Division, De-
partment of Medical 
Research, Ministry of 
Health and Sports）, 
Khin Thet Wai , Harries 
Anthony D., Nang Thu 
Thu Kyaw , Tin Oo , 
Wint Phyo Than , Htar 
Htar Lin , Zaw Lin 

Tropical Medicine and 
Health（1348-8945）
48巻1/2号 Page1 of 
11-11 of 11（2020.）

原著論文

2022060566 新生児の空路搬送の安全性、速度、
効果（Safety, speed, and eff ective-
ness of air transportation for 
neonates）（英語）

Hirakawa Eiji（Depart-
ment of Neonatology, 
Nagasaki Harbor 
Medical Center）, Ibara 
Satoshi, Yoshihara 
Hideaki, Kamitomo 
Masato, Kodaira Yuichi, 
Kibe Masaya, Ishihara 
Chie, Naito Yoshiki, 
Yamamoto Masakatsu, 
Yamamoto Tsuyoshi, 
Takayama Tatsu, 
Kurimoto Tomonori, 
Mikami Yuta, Ohashi 
Hiroshi

Pediatrics International
（1328-8067）63巻4号 
Page415-422
（2021.04）

原著論文
/比較研
究



2022060325 ACE2遺伝子変異は、マラリア流行
地域でCOVID-19疾病負担が少ない
ことの説明となるかもしれない
（ACE2 mutation might explain 
lower COVID-19 burden in malaria 
endemic areas）（英語）

De Auley（ICMR-Nation-
al Institute of Malaria 
Research）, Tiwari 
Aparna, Dash Mano-
swini, Sinha Abhinav

Human Cell（0914-
7470）34巻2号 
Page702-705
（2021.03）

レター

2022059279 日本人心不全患者におけるトルバプ
タン長期投与戦略の費用対効果分析
（Cost-Eff ectiveness Analysis of the 
Long-Term Tolvaptan Strategy in 
Japanese Patients with Heart 
Failure）（英語）

Nakao Yasuhisa（De-
partment of Cardiology, 
Pulmonology, Hyperten-
sion and Nephrology, 
Ehime University 
Graduate School of 
Medicine）, Kawakami 
Hiroshi, Saitoh Makoto, 
Inoue Katsuji, Ikeda 
Shuntaro, Yamaguchi 
Osamu

日本循環器学会学術集
会抄録集85回 Page 
OE096-5（2021.03）

会議録

2022059210 心臓リハビリテーションが経カテー
テル大動脈弁留置術施行患者の再入
院およびその後の医療費削減に与え
る影響（Impact of Cardiac Reha-
bilitation on Reducing Rehospital-
ization and Subsequent Medical 
Expenses in Patients with Trans-
catheter Aortic Valve Implantation）
（英語）

Yokota Yuya
（Department of 
Medicine, Division of 
Cardiology, Showa 
University School of 
Medicine）, Kondo 
Seita, Tsunoda 
Fumiyoshi, Shoji 
Makoto, Shinke Toshiro

日本循環器学会学術集
会抄録集85回 Page 
OE086-3（2021.03）

会議録

2022057814 症候性重症大動脈弁狭窄症患者に対
する経カテーテル的大動脈弁置換術
の費用対効果の分析　多施設共同前
向き研究（Cost-eff ective Analysis 
of Trans-catheter Aortic Valve 
Replacement in Patient with 
Severe Symptomatic Aortic Steno-
sis: Prospective Multicenter Study）
（英語）

Amaki Makoto（Depart-
ment of Cardiovascular 
Medicine, National 
Cerebral and Cardio-
vascular Center）, 
Moriwaki Kensuke, 
Nakai Michikazu, 
Miyamoto Yoshihiro, 
Akashi Yoshihiro, 
Kawai Hiroya, Tsujita 
Kenichi, Matoba Sa-
toaki, Kobayashi 
Junjiro, Izumi Chisato, 
Anzai Toshihisa

日本循環器学会学術集
会抄録集85回 Page 
PL12-1（2021.03）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022074290 日本における肝硬変入院患者の実臨

床下の病院死亡率　医療保険医療費
データベースを用いた大規模コホー
ト研究（Real-world hospital mortal-
ity of liver cirrhosis inpatients in 
Japan: a large-scale cohort study 
using a medical claims database: 
Prognosis of liver cirrhosis）（英語）

Yatsuhashi Hiroshi
（National Hospital 
Organization, Nagasaki 
Medical Center）, Sano 
Hiromi, Hirano Taka-
hiro, Shibasaki Yoshi-
yuki

Hepatology Research
（1386-6346）51巻6号 
Page682-693
（2021.06）

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
2022082695【公認心理師にとっての生命線　医

療保険の「診療報酬」を知ろう】世
界の医療分野の心理師の活動

丹野 義彦（東京大学） 公認心理師2巻4号 
Page41-46（2022.02）

解説/特
集

2022082694【公認心理師にとっての生命線　医
療保険の「診療報酬」を知ろう】認
知療法・認知行動療法と公認心理師
の診療報酬

藤澤 大介（慶応義塾大
学 医学部）

公認心理師2巻4号 
Page37-40（2022.02）

解説/特
集

2022082693【公認心理師にとっての生命線　医
療保険の「診療報酬」を知ろう】摂
食障害

山蔦 圭輔（神奈川大学 
人間科学部 人間科学科）

公認心理師2巻4号 
Page32-36（2022.02）

解説/特
集

2022082692【公認心理師にとっての生命線 医療
保険の「診療報酬」を知ろう】小児
特定疾患カウンセリングと公認心理
師の診療報酬

佐藤 寛（関西学院大学 
文学部 総合心理科学
科）

公認心理師2巻4号 
Page29-31（2022.02）

解説/特
集

2022082691【公認心理師にとっての生命線 医療
保険の「診療報酬」を知ろう】ギャン
ブル障害

蒲生 裕司（正心会よし
の病院）

公認心理師2巻4号 
Page25-28（2022.02）

解説/特
集

2022082690【公認心理師にとっての生命線　医
療保険の「診療報酬」を知ろう】集
団精神療法の診療報酬と公認心理師

橋本 和典（国際医療福
祉大学）

公認心理師2巻4号 
Page19-24（2022.02）

解説/特
集

2022082689【公認心理師にとっての生命線　医
療保険の「診療報酬」を知ろう】心
理検査の診療報酬と公認心理師

田副 真美（ルーテル学
院大学）, 松野 俊夫

公認心理師2巻4号 
Page14-18（2022.02）

解説/特
集

2022082688【公認心理師にとっての生命線　医
療保険の「診療報酬」を知ろう】診
療報酬とは何か

水野 明典（新清水クリ
ニック）

公認心理師2巻4号 
Page10-13（2022.02）

解説/特
集

2022082687【公認心理師にとっての生命線　医
療保険の「診療報酬」を知ろう】公
認心理師にとって診療報酬はなぜ生
命線か

丹野 義彦（東京大学）, 
石垣 琢麿

公認心理師2巻4号 
Page4-9（2022.02）

解説/特
集

医療保障制度

医療費



2022081552 新たに医療保険に導入された口腔機
能低下症の検査・管理の実施状況
（第3報）　2021年6月発表のデータ
について

佐藤 裕二（昭和大学 歯
学部 高齢者歯科学講
座）, 七田 俊晴, 古屋 純
一,畑中 幸子,内田 淑喜,
金原 大輔

老年歯科医学（0914-
3866）36巻2号 
Page101-104
（2021.09）

原著論文

2022074290 日本における肝硬変入院患者の実臨
床下の病院死亡率　医療保険医療費
データベースを用いた大規模コホー
ト研究（Real-world hospital mortal-
ity of liver cirrhosis inpatients in 
Japan: a large-scale cohort study 
using a medical claims database: 
Prognosis of liver cirrhosis）（英語）

Yatsuhashi Hiroshi
（National Hospital 
Organization, Nagasaki 
Medical Center）, Sano 
Hiromi, Hirano 
Takahiro, Shibasaki 
Yoshiyuki

Hepatology Research
（1386-6346）51巻6号 
Page682-693
（2021.06）

原著論文
/比較研
究

2022074188 日本の現行医療保険制度における乾
癬患者頭皮病変の費用対効果と薬剤
経済学（Cost-effi  cacy and pharma-
coeconomics of scalp lesions of 
psoriatic patients in current Japa-
nese health-care insurance sys-
tem）（英語）

Takahashi Hidetoshi
（Takagi Dermatological 
Clinic）, Satoh 
Katsuhiko, Takagi 
Akiyoshi, Iizuka Hajime

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）48巻6号 
Page883-885
（2021.06）

原著論文
/比較研
究

2022073077 歯科とお金の歴史（第7回）　医療制
度には700年の歴史が!

水谷 惟紗久（日本医史
学会）

アポロニア21337号 
Page102-105
（2022.01）

解説

2022062424 治療用装具にかかる医療保険者の動
向について

原 直人（トピー健康保
険組合）

日本義肢装具学会誌
（0910-4720）37巻特
別 Page62（2021.09）

会議録

2022060879 日本の精神科医療制度下で非自発的
に入院した患者の入院時の感情
（Feelings Experienced at Hospital 
Admission by Inpatients Involun-
tarily Admitted under Japan's 
System of Psychiatric Care）（英語）

Ishikawa Junko（The 
Jikei University School 
of Nursing）, Oka 
Michiyo, Yokomizo Ai, 
Shiotsuki Reena, 
Nishiyama Akiyoshi

The Kitakanto Medical 
Journal（1343-2826）
71巻2号 Page105-114
（2021.05）

原著論文

2022058121 日本の心不全患者の臨床的特徴と医
療制度　クリニカルレジストリから
の教訓（Clinical Characteristics 
and Medical Care System of the 
Patients with Heart Failure in 
Japan: Lessons from Clinical 
Registries）（英語）

Ide Tomomi
（Department of 
Cardiovascular 
Medicine, Kyushu 
University）

日本循環器学会学術集
会抄録集85回 Page 
SS41-1（2021.03）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022079809 持続可能な薬価制度を考える（第3

回）　将来を見据えた、医薬品の適
切な評価について

梅田 一郎（新時代戦略
研究所）, 伍藤 忠春, 小
黒 一正, 菅原 琢磨

社会保険旬報（1343-
5728）2840号 Page6-
17（2021.12）

座談会

2022074572 スタチン薬先発品と後発品の使用者
におけるアドヒアランス、投与継続
率、臨床成績の比較　日本の診療報
酬請求データベースを用いた後方視
的コホート研究（Comparison of 
adherence, persistence, and 
clinical outcome of generic and 
brand-name statin users: A retro-
spective cohort study using the 
Japanese claims database）（英語）

Gao Jingwei（Depart-
ment of Pharmacoepi-
demiology, Graduate 
School of Medicine and 
Public Health, Kyoto 
University）, Seki 
Tomotsugu, Kawakami 
Koji

Journal of Cardiology
（0914-5087）77巻5-6
号 Page545-551
（2021.06）

原著論文
/比較研
究

2022060802 医療機関の共同購入と薬価基準制度 林 行成（広島国際大学 
健康科学部 医療経営学
科）

広島国際大学医療経営
学論叢（1882-9694）
14巻 Page29-40
（2021.04）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022081028 サスティナブルな病院経営を実現す

る財務管理
大月 俊之（操風会岡山
旭東病院 事務部 業務管
理課）

JHAC（1344-2147）
27巻1号 Page125-130
（2021.12）

原著論文

2022081026 人事考課がもたらす病院経営と人　
人は城、人は石垣

竹中 祐造（明石市立市
民病院 人事課）

JHAC（1344-2147）
27巻1号 Page113-117
（2021.12）

原著論文

2022081025 地方の総合病院における医療連携の
有効性に対する多角的検証

残馬 仁（蘇西厚生会松
波総合病院 総務部）

JHAC（1344-2147）
27巻1号 Page106-112
（2021.12）

原著論文

2022081024 令和3年度介護報酬改定における訪
問リハビリテーション事業の課題に
ついて（試算表の検証と業務改善課
題の抽出）

鈴木 修（慈泉会相澤病
院 地域在宅医療支援セ
ンター管理事務部）

JHAC（1344-2147）
27巻1号 Page99-105
（2021.12）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022082283【脳神経内科医のキャリアパスとリ

ーダーシップ】製薬企業で働く医師
としてのキャリアパス

藤本 陽子（ファイザー 
バイオファーマシューテ
ィカルズ）

BRAIN and NERVE: 神
経研究の進歩（1881-
6096）74巻1号 
Page0067-0070
（2022.01）

解説/特
集

医業経営

医療関連ビジネス

診療報酬・薬価



2022080905【新型コロナウイルスワクチン開発
からみえてきた創薬・医療・教育の
課題】新型コロナウイルスワクチン
開発からみえてきた創薬・医療・教
育の課題　日本の創薬の未来

井上 貴雄（東京理科大
学 薬学部）, 釘宮 啓, 林 
良雄, 白坂 善之, 西川 元
也

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）82巻1号 
Page21-26（2022.01）

座談会/
特集

2022079809 持続可能な薬価制度を考える（第3
回）　将来を見据えた、医薬品の適
切な評価について

梅田 一郎（新時代戦略
研究所）, 伍藤 忠春, 小
黒 一正, 菅原 琢磨

社会保険旬報（1343-
5728）2840号 Page6-
17（2021.12）

座談会

2022077866 神経治療学会における創薬のさらな
る推進のために　神経治療学会にお
ける創薬のさらなる推進のために　
製薬企業の立場から

藤本 陽子（ファイザー 
バイオファーマシューテ
ィカルズ）

神経治療学（0916-
8443）38巻6号 Page 
S104（2021.10）

会議録

2022077859 神経治療学の発展に向けて、患者参
画（Patient Centricity）を考える　
患者の声を活かした医薬品開発への
製薬企業の取り組みと今後の展望

植田 正樹（田辺三菱製
薬）, 日本製薬工業協会
医薬品評価委員会

神経治療学（0916-
8443）38巻6号 Page 
S97（2021.10）

会議録

2022073988 新規抗生物質販売の市場集中
（Market concentration of new 
antibiotic sales）（英語）

Rahman Sakib（Depart-
ment of Economics, 
University of Calgary）, 
Lindahl Olof, Morel 
Chantal M., Hollis 
Aidan

The Journal of 
Antibiotics（0021-
8820）74巻6号 
Page421-423
（2021.06）

原著論文

2022073940 付加価値型後発医薬品の販売数量
シェアへの影響　付加価値型後発医
薬品の開発意欲に資するための複合
的分析

濱田 親幸 臨床評価（0300-3051）
49巻1号 Page7-28
（2021.05）

原著論文

2022069566 非天然骨格を有する新規CERT阻害
薬の創成　産学官連携による成果創
出

中尾 直樹（第一三共RD
ノバーレ 合成化学研究
部 構造化学グループ）, 
小林 修, 花田 賢太郎

ファルマシア（0014-
8601）57巻12号 
Page1108-1112
（2021.12）

解説

2022069561【デジタル治療（デジタルセラピュ
ーティクス）が描く未来】デジタル
セラピューティクス開発の現状と展
望

里見 佳典（塩野義製薬 
DX推進本部デジタルイ
ンテリジェンス部デジ
タル変革グループ）

ファルマシア（0014-
8601）57巻12号 
Page1082-1086
（2021.12）

解説/特
集

2022062029 オープンイノベーションと製薬R&D
の変容 学術研究所、契約研究機関、
およびバイオテック企業のための新
しい機会（Open Innovation and 
Pharma R&D Transformation: New 
Opportunities for Academic 
Research Institutions, Contract 
Research Organizations, and 
Biotech Companies）（英語）

Van Hijfte Luc（SVP of 
Medicinal Chemistry, 
MercachemSyncom）, 
De Corte Bart L., Morita 
Norimasa, Dolman 
Marleen

Medchem News
（2432-8618）30巻1号 
Page8-13（2020.02）

解説


