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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
2022111181 診療報酬改訂に伴う局所陰圧閉鎖処

置の医療経済効果について
鈴木 裕一（国立病院機
構佐賀病院 形成）,吉田 
理菜

日本形成外科学会会誌
（0389-4703）42巻2号 
Page102（2022.02）

会議録

2022105864 ウィズコロナ・アフターコロナの医
療政策（下）

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）2843号 
Page10-21（2022.01）

座談会

2022103413 透析とバスキュラーアクセスに関す
る医療経済と診療報酬の話

山川 智之（仁真会白鷺
病院）

腎と透析（0385-2156）
91巻別冊 アクセス
2021 Page92-93
（2021.10）

会議録

2022099921 小児歯科における保険請求（第211
回）　診療報酬の疑問　医療経済実
態調査を紐解く

大原 裕（大原歯科医院） 小児歯科臨床（1341-
1748）27巻2号 
Page98-99（2022.02）

解説

2022098496 東日本大震災から10年　DHEAT　
地域医療政策とDHEAT　誰のため
に何を支援する組織なのか

川内 敦文（高知県健康
政策部）

Japanese Journal of 
Disaster Medicine
（2189-4035）25巻3号 
Page101（2021.03）

会議録

2022097861 本邦小児を対象とした医療経済評価
の概要と傾向

本多 貴実子（東京大学 
医学系研究科 公共健康
医学専攻 保健医療科学
講座）, 福田 敬

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）126巻1
号 Page35-45
（2022.01）

総説



2022094119 コロナ禍における第二次救急医療機
関の医療経済　コロナ禍の医業収益
への影響について

佐々木 俊哉（桑名市総
合医療センター）

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）32巻12
号 Page2372
（2021.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022112198 ポリファーマシー対策の取り組み　

ポリファーマシー対策の現状と今後
について　脳・神経疾患専門病院の
立場から

山下 雄介（脳血管研究
所附属美原記念病院 薬
剤部）

薬事新報（0289-3290）
3245号 Page13-17
（2022.03）

解説

2022111834 【発展する脳卒中診療の最前線】脳
卒中診療を取り巻く最近の話題　脳
卒中遠隔医療（telestroke）システム

辻野 彰（長崎大学病院 
脳神経内科）, 立石 洋平

医学のあゆみ（0039-
2359）280巻10号 
Page985-990
（2022.03）

解説/特
集

2022111690 キーワードから考えるデジタルデン
ティストリー関連装置・材料の選び
かた（第2回）　スキャン（その2）　
モデルスキャナー編

阿部 俊之（愛知学院大
学 歯学部 冠・橋義歯学
講座）, 野々村 鎌次郎, 
竹内 雄大, 山田 裕也, 鬼
頭 篤也, 冨成 大介, 末
松 隆久

Quintessence of Dental 
Technology（0388-
2705）47巻3号 
Page0390-0394
（2022.03）

解説

2022109791 【精神科におけるオンライン診療】
精神科におけるオンライン診療のエ
ビデンス

岸本 泰士郎（慶応義塾
大学 医学部 ヒルズ未来
予防医療・ウェルネス
共同研究講座）, 木下 翔
太郎

精神医学（0488-1281）
64巻2号 Page147-
155（2022.02）

解説/特
集

2022109619 【眼科医のための薬理学のイロハ】
OTC医薬品について

中村 雅胤（参天製薬 製
品開発本部）

OCULISTA（2187-
5855）107号 Page25-
32（2022.02）

解説/特
集

2022108333【今日から始める"せん妄"対応】それ
って本当にせん妄ですか? "せん妄"
の実像をつかむ!　せん妄がもたら
すリスクを知る"

井上 真一郎（岡山大学
病院 精神科神経科）, 井
上 尚子, 江角 悟, 神崎 
あかね, 廣部 貴惠, 松井 
友紀子, 山口 恵, 山本 昌
子

薬局（0044-0035）73
巻2号 Page199-205
（2022.02）

解説/特
集

2022107176 【頭痛診療update-基礎・臨床の最新
情報-】総論　片頭痛の疫学・疾病
負担

五十嵐 久佳（富士通ク
リニック 内科（頭痛外
来））

日本臨床（0047-1852）
80巻2号 Page192-197
（2022.02）

解説/特
集

2022106848 原著　道南地区における乾癬等を対
象とする生物学的製剤の投与状況と
課題

山口 泰之（函館中央病
院 皮膚科）, 稲村 衣美, 
山賀 三紗子, 古屋 和彦

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻1
号 Page49-55
（2022.01）

原著論文

2022106247【重症気管支喘息治療のアップデー
ト】重症喘息の疫学

浅井 一久（大阪市立大
学大学院 医学研究科 呼
吸器内科学）, 渡辺 徹也

呼吸器内科（1884-
2887）41巻1号 
Page1-3（2022.01）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2022105526 治療法の進歩は副甲状腺摘出術を駆
逐するか?

駒場 大峰（東海大学 医
学部 内科学系腎内分泌
代謝内科）

日本透析医会雑誌
（0914-7136）36巻3号 
Page426-433
（2021.12）

解説

2022105514 頭痛予防薬のスイッチOTC化に関
する薬局薬剤師の意識調査

石井 正和（帝京平成大
学 薬学部 生理・病態学
ユニット）, 柳川 彩瑛

保健の科学（0018-
3342）64巻1号 
Page63-70（2022.01）

原著論文

2022105310 薬局薬剤師による認知行動療法を基
盤とした介入がうつ病患者の服薬ア
ドヒアランスに与える影響およびそ
の費用対効果に関する検証

庄司 雅紀（大阪薬科大
学 社会薬学・薬局管理
学研究室）

医療と社会（0916-
9202）31巻3号 
Page462（2021.12）

会議録

2022105309 臨床検査値を表記した処方箋が薬物
療法の安全性および医療費に与える
影響に関する研究

保ヶ辺 雄也（千葉大学
医学部附属病院 薬剤部）

医療と社会（0916-
9202）31巻3号 
Page461（2021.12）

会議録

2022105297 コロナ時代に於ける医療関連領域の
変化とデジタル療法による治療用ア
プリの可能性

佐竹 晃太（CureApp） 医療と社会（0916-
9202）31巻3号 
Page361-367
（2021.12）

解説

2022104498 全身性自己免疫疾患患者を対象とし
た全自動蛍光抗体法分析装置HE-
LIOSによる抗核抗体検査Screening
モードの性能評価

樋口 雄哉（飯塚病院 中
央検査部）, 松浦 辰也, 
秋永 理恵, 大田 俊行

日本臨床検査医学会誌
（2436-2727）69巻11
号 Page828-833
（2021.11）

原著論文

2022104304 本邦の費用対効果分析研究における
リアルワールドデータ活用の現状と
課題

加治屋 広太（山口大学 
医学部 医学科）, 平野 
靖, 石田 博

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）41
回 Page1063-1067
（2021.11）

会議録

2022104276 医療機関の情報ネットワークにおけ
るDynamic VLAN導入の費用対効果
の分析

菅沼 景子（国立国際医
療研究センター）, 星本 
弘之, 石割 大範, 奥出 
耕平, 土谷 大地, 小関 
毅, 鈴木 智晴, 保元 直
樹, 石井 雅通, 美代 賢
吾

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）41
回 Page968-969
（2021.11）

会議録

2022104065 医療技術（費用対効果）評価で期待
されるリアルワールドエビデンスの
活用

石田 博（山口大学大学
院 医学系研究科）

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）41
回 Page268-270
（2021.11）

会議録

2022103743 治療標的分子を有する高齢者急性白
血病の費用効果分析

今滝 修（香川大学 医学
部 血液内科）, 加地 智
洋, 久保 博之, 木田 潤
一郎, 植村 麻希子, 藤田 
晴之, 門脇 則光

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）58巻4号 
Page660（2021.10）

会議録



2022099701【精神医療のIT化】精神科遠隔医療の
ニーズと課題

木下 翔太郎（慶応義塾
大学 医学部 ヒルズ未来
予防医療・ウェルネス
共同研究講座）, 三浦 暁
彦, 岸本 泰士郎

精神科（1347-4790）
40巻2号 Page242-249
（2022.02）

解説/特
集

2022097861 本邦小児を対象とした医療経済評価
の概要と傾向

本多 貴実子（東京大学 
医学系研究科 公共健康
医学専攻 保健医療科学
講座）, 福田 敬

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）126巻1
号 Page35-45
（2022.01）

総説

2022096671 突破口　感染症診療の「難問」に答
えはあるか（第10回）　コストの時
代のHIVの時代

岩田 健太郎（神戸大学
大学院 医学研究科 微生
物感染症学講座 感染治
療学）

J-IDEO（2432-7077）
6巻1号 Page58-60
（2022.01）

解説

2022095587 糖尿病患者に対する糖尿病問題領
域質問表（PAID）を用いた作業療法
介入について　感情負担度の傾向調
査からみえた実際と課題

成田 雄一（光陽会関東
病院 リハビリテーショ
ン科）, 藤崎 公達, 毛利 
悦子, 宗村 明子, 馬場 
玲子

日本作業療法学会抄録
集（1880-6635）55回 
Page OG-02
（2021.09）

会議録

2022094675 バイオシミラーの普及による持続可
能な社会保障制度への貢献について

黒川 達夫（日本バイオ
シミラー協議会）

ジェネリック研究
（1881-9117）15巻2号 
Page56-60（2021.12）

解説

2022092914【Challenge to Change】ハイブリッ
ドERを再考する　十分な救命率の
向上がない限りハイブリッドERは
費用対効果の良い医療技術とはなら
ない

木下 喬弘（米国） 日本救急医学会雑誌
（0915-924X）32巻12
号 Page1128
（2021.11）

会議録

2022089477【Cold polypectomyの課題】大腸に
おけるcold polypectomy　病理医か
らみたResect and Discardに対する
見解

河内 洋（がん研究会有
明病院 臨床病理センタ
ー 病理部）

臨床消化器内科（0911-
601X）37巻1号 
Page36-40（2021.12）

解説/特
集

2022087525 濃厚流動食投与法等の見直しによる
費用対効果

村崎 明広（国立病院機構
富山病院 栄養管理室）,
田口谷 賢作, 竹中 りえ, 
山根 優乃, 金兼 千春

国立病院総合医学会講
演抄録集75回 
Page455（2021.10）

会議録

2022085642 一般用医薬品適正使用促進のための
医薬品副作用被害救済給付の決定
に関する情報の解析

秋山 滋男（東京薬科大
学 薬学部 薬学実務実習
教育センター）, 土井 信
幸, 武田 有芽, 堀 祐輔, 
宮本 悦子

社会薬学（0911-0585）
40巻1号 Page20-26
（2021.06）

原著論文

2022085549 日本におけるバイオ医薬品市場の将
来推計とバイオシミラーによる医療
費適正化効果の検討

坂巻 弘之（神奈川県立
保健福祉大学）, 伊藤 央
樹, 湯淺 晃

薬理と治療（0386-
3603）49巻5号 
Page691-700
（2021.05）

原著論文



2022085508 患者とケアパートナーのエンパワメ
ントにより腎臓病と共に良く生きる　
あらゆる所の全ての人のための腎臓
の健康（Living well with kidney 
disease by patient and care-
partner empowerment: kidney 
health for everyone everywhere）
（英語）

Kalantar-Zadeh Kamyar
（The International 
Federation of Kidney 
Foundation-World 
Kidney Alliance（IFKF-
WKA）, Division of 
Nephrology and 
Hypertension and 
Kidney Transplantation, 
University of California 
Irvine School of 
Medicine）, Li Philip 
Kam-Tao, Tantisattamo 
Ekamol, Kumaraswami 
Latha, Liakopoulos 
Vassilios, Lui Siu-Fai, 
Ulasi Ifeoma, Andreoli 
Sharon, Balducci 
Alessandro, Dupuis 
Sophie, Harris Tess, 
Hradsky Anne, Knight 
Richard, Kumar Sajay, 
Ng Maggie, Poidevin 
Alice, Saadi Gamal, 
Tong Allison

Clinical and 
Experimental 
Nephrology（1342-
1751）25巻6号 
Page567-573
（2021.06）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022110374 外来心臓リハビリテーションの医療

費削減効果
近藤 千雅（聖マリアン
ナ医科大学横浜市西部
病院 リハビリテーショ
ン部）, 八木 麻衣子, 米
山 喜平, 田倉 智之

心臓リハビリテーショ
ン27巻3-4号 
Page206-212
（2021.11）

原著論文
/比較研
究

2022105535 第25回透析医療費実態調査報告 太田 圭洋（日本透析医
会）, 山川 智之, 土谷 晋
一郎 ,安藤 亮一,甲田 豊,
小林 真也, 百武 宏幸, 
宍戸 寛治, 秋澤 忠男, 日
本透析医会 医療経済委
員会 制度調査部会

日本透析医会雑誌
（0914-7136）36巻3号 
Page512-519
（2021.12）

原著論文

2022096701 病床数と入院医療費に関する再考　
基準病床数を用いた固定効果操作変
数推定アプローチ

片岡 栞（中京大学 経済
学部）, 湯田 道生

社会保障研究6巻3号 
Page330-345
（2021.12）

原著論文

医療費



2022085549 日本におけるバイオ医薬品市場の将
来推計とバイオシミラーによる医療
費適正化効果の検討

坂巻 弘之（神奈川県立
保健福祉大学）, 伊藤 央
樹, 湯淺 晃

薬理と治療（0386-
3603）49巻5号 
Page691-700
（2021.05）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022108518 時代をつかむトピックス　Overseas　

海外便りヒューストン発　米国の歯
科医療保険と親切で協力的なヒュー
ストン人

新井 祐貴（テキサス大
学 ヘルスサイエンスセ
ンター ヒューストン校）

The Quintessence
（0286-407X）41巻2号 
Page0352（2022.02）

解説

2022108517 時代をつかむトピックス　予防医療
の担い手としての歯科医療　日本の
医療制度の問題点とその対策

足立 優（足立優歯科）, 
沼田 光生

The Quintessence
（0286-407X）41巻2号 
Page0350-0351
（2022.02）

解説

2022096724 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63回）　2022年
4月診療報酬改定を控えて　急性
期・回復期・慢性期入院料の評価の
行方

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）49巻1号 
Page39-43（2022.01）

解説

医療保障制度

2022093337 新型コロナウイルス感染症と社会的
背景（公的医療保険）との関連の分
析

半澤 かおり（大東文化
大学 スポーツ・健康科
学部 看護学科）, 杉森 
裕樹, 鹿野 晃

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）32巻12
号 Page1571
（2021.11）

会議録

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022104351 医療における原価計算の精度を上げ

るための直課捕捉率向上の試み
出町 洋（富山県立中央
病院 医療情報部）, 嶋之
内 弘一, 柳浦 一博, 浜中 
貴信, 飯田 愛美, 高田 華
衣, 北野 穂高, 湊谷 浩
司, 楢木野 公彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）41
回 Page1207-1212
（2021.11）

会議録

2022104315 原価計算システムの有効活用　CO-
VID-19が病院経営に与えた影響の
評価

松本 武浩（長崎大学病
院 医療情報部）, 田浦 
直太, 臼井 哲也, 木下 
琢也, 大伴 哲治, 西口 
真由美, 堀田 ほづみ, 藤
沢 章令, 本田 千春, 牛
嶋 拓也, 伊藤 眞由美, 中
尾 一彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）41
回 Page1101-1103
（2021.11）

会議録



2022102481 AMUと抗MRSA薬使用評価のため
の代替指標　日本の診療報酬明細
書データベースと特定健康診査デー
タに基づく調査（An alternative 
index for evaluating AMU and 
anti-methicillin-resistant Staphylo-
coccus aureus agent use: A study 
based on the National Database of 
Health Insurance Claims and 
Specifi c Health Checkups data of 
Japan）（英語）

Mita Yosuke（Depart-
ment of Clinical Phar-
macoepidemiology, 
Kyoto Pharmaceutical 
University）, Inose Ryo, 
Goto Ryota, Kusama 
Yoshiki, Koizumi Ryuji, 
Yamasaki Daisuke, 
Ishikane Masahiro, 
Tanabe Masaki, Ohm-
agari Norio, Muraki 
Yuichi

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）27巻7号 
Page972-976
（2021.07）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022109261 医療関係者・研究者が企業から独立

して行う研究・教育に対する支援に
おける課題　Independent Medical 
Grants"の紹介と、支援のあり方に
関する提言"

神名 明寛（ファイザー）,
中村 淳子

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）12巻1号 
Page17-24（2022.01）

解説

2022107821 【社会の「不」とDDS】「不」に応える　
DDSの臨床応用と事業化の推進

長江 敏男（Pharma 
Business Consultant）

Drug Delivery System
（0913-5006）37巻1号 
Page63-71（2022.01）

解説/特
集

2022107820【社会の「不」とDDS】「不」に応える　
投資の観点から

長谷川 宏之（三菱UFJ
キャピタル ライフサイ
エンス部）

Drug Delivery System
（0913-5006）37巻1号 
Page54-62（2022.01）

解説/特
集

2022106028 治験費用の適正化と透明性の確保に
向けて　日本でのベンチマーク型コ
スト算定の実施経験と今後の展望

佐藤 仁美（ファイザー
R&D）, 稲泉 恵一, 斉藤 
麻希, 有働 建史, 村上 
竜哉, 尾崎 雅彦, 松澤 
寛

Clinical Research 
Professionals86-87号 
Page14-22（2021.12）

解説

2022106027 治験費用の適正化と透明性の確保に
向けて　Fair Market Valueに基づ
く治験費用算定の導入に向けた製薬
企業の取り組み

山田 健太（日本イーラ
イリリー）, 藤本 紫野, 
佐藤 仁美, 若山 尚彦, 
松澤 寛

Clinical Research 
Professionals86-87号 
Page2-13（2021.12）

解説

2022096162 鼓膜再生療法の保険適用への道　リ
ティンパ

金丸 眞一（田附興風会
医学研究所北野病院 耳
鼻咽喉科・頭頸部外科
難聴・鼓膜再生センタ
ー）

Otology Japan（0917-
2025）31巻4号 
Page435-445
（2021.12）

解説

2022096161 あたらしい創薬のかたち作り　疾患
動物モデルを用いない非臨床POC
研究（iPS細胞創薬）　Pendred症候
群の治療

藤岡 正人（慶応義塾大
学 医学部 耳鼻咽喉科学
教室）, 西山 結美, 秋山 
琢己

Otology Japan（0917-
2025）31巻4号 
Page425-434
（2021.12）

解説

医療関連ビジネス



2022094675 バイオシミラーの普及による持続可
能な社会保障制度への貢献について

黒川 達夫（日本バイオ
シミラー協議会）

ジェネリック研究
（1881-9117）15巻2号 
Page56-60（2021.12）

解説

2022089436 ポジションペーパー　製薬企業のメ
ディカルアフェアーズ部門が実施す
るメディカルエデュケーションの意
義と実践

村田 洋子（ヤンセンフ
ァーマ メディカルアフ
ェアーズ本部）, 椎名 哲
也, 嶋 大輔, 杉本 詩織, 
梅田 達也, 杠 哲也, 角川 
学士, 阿部 ひろみ, 山本 
尚功, フランセス・チャ
ン 

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻8号 
Page649-656
（2021.12）

総説

2022089433 今月のTopic　開発　透明性とデー
タの完全性に関するICMRA-WHO共
同ステートメントについて

植田 真美（医薬品医療
機器総合機構 国際部 国
際規制調和調整課）, 富
樫 美賀

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻8号 
Page639-640
（2021.12）

解説

2022089431 今月のTopic　規制　ワクチン開発・
生産体制強化戦略について

濱田 雅宏（内閣府 健康・
医療戦略推進事務局）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻8号 
Page631-633
（2021.12）

解説

2022089296【子宮頸がんワクチン問題の科学的
解明を求めて-被害者と同じテーブ
ルで-】「ワクチンと伝染病」（新医協
出版）から学ぶ　国民の立場に立っ
た誠実な安全性の追求

宮地 典子（新医療協会） 医学評論（0019-1574）
122号 Page12-16
（2021.11）

解説/特
集

2022085549 日本におけるバイオ医薬品市場の将
来推計とバイオシミラーによる医療
費適正化効果の検討

坂巻 弘之（神奈川県立
保健福祉大学）, 伊藤 央
樹, 湯淺 晃

薬理と治療（0386-
3603）49巻5号 
Page691-700
（2021.05）

原著論文


