
医療経済関係研究論文（6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
2022138329【その絶食、ちょっと待った!食べる

を支えるアプローチ】病院・介護施
設での取り組み　医科歯科連携によ
る医療経済効果

寺中 智（足利赤十字病
院 リハビリテーション
科）

治療（0022-5207）
104巻3号 Page296-
300（2022.03）

解説/特
集

2022127570 低リスク前立腺癌には手術?いや監
視療法?徹底討論:Pros and Cons　
監視療法は低リスク前立腺癌患者と
医療経済にやさしい治療選択肢であ
る

加藤 琢磨（香川大学 医
学部 泌尿器科）, 杉元 
幹史

日本泌尿器科学会総会
109回 Page SY1-4
（2021.12）

会議録

2022127041 HIV感染者のワクチン接種　ワクチ
ンの医療経済評価

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学研究室）

日本エイズ学会誌
（1344-9478）23巻4号 
Page272（2021.11）

会議録

2022113482 ICUと医療経済　ICUはどれだけ必
要か改めて考える　Con　日本の
ICU病床数は増やさずにやりくりす
べきである

武居 哲洋（横浜市立み
なと赤十字病院 救命救
急センター）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）28巻
Suppl.2 Page322
（2021.09）

会議録

2022113481 ICUと医療経済　ICUはどれだけ必
要か改めて考える　Pros　ICUの病
床数はもっと増やすべきだ

飯塚 悠祐（自治医科大
学附属さいたま医療セ
ンター 麻酔科）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）28巻
Suppl.2 Page322
（2021.09）

会議録

2022112965 ICUと医療経済 田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）28巻
Suppl.2 Page119
（2021.09）

会議録

2022112948 韓国のICUにおけるマンパワーと医
療経済（Manpower and Medical 
Economy in Korean ICU）（英語）

Kwak Sang-Hyun
（KSCCM）

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）28巻
Suppl.2 Page110
（2021.09）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022140961 【明日の診療に役立つ　消化器内視

鏡これ1冊】AIによる診断支援　世
界での導入現況、薬事承認取得への
ハードル、保険承認への見通し

森 悠一（昭和大学横浜
市北部病院 消化器セン
ター）, 工藤 進英, 三澤 
将史

診断と治療（0370-
999X）110巻Suppl. 
Page37-40（2022.03）

解説/特
集

2022139499 日本赤十字社の新型コロナウイルス
感染症に対する心理社会的支援プロ
ジェクト

丸山 嘉一（日本赤十字
社）, 矢田 結, 佐藤 展章, 
塚原 二朗, 喜多 徹, 宮
本 教子

人道研究ジャーナル11
巻 Page11-34
（2022.02）

解説

2022139480 介護施設におけるIoTを活用した多
職種チーム・アプローチによる認知
症の行動・心理症状に対する費用対
効果

中西 三春（東北大学大
学院 医学系研究科 保健
学専攻 精神看護学分野）

医療の広場62巻3号 
Page32-34（2022.03）

解説

2022139189 Bone Modifying Agents（BMA）を
選択する際に参考とするための患者
の薬剤投与間隔・方法に対する嗜好
性調査　当院外来患者1,557名に対
するアンケート結果から

馬場 雅之（佐世保市総
合医療センター 乳腺外
科）, 藤瀬 悠太, 坂口 ひ
とみ, 川崎 由紀子, 橋本 
典也, 古賀 聖子, 原 信
介

乳癌の臨床（0911-
2251）37巻1号 
Page65-71（2022.03）

原著論文

2022138745 多回数授精牛に効果的な繁殖手技を
探る

杉浦 伸二郎（みなみ北
海道農業共済組合 日高
支所 西部事業所）

繁殖技術（0017-7520）
42巻2号 Page39-42
（2022.03）

原著論文

2022135696 高齢者福祉施設における嚥下調整食
への取り組み（第一報）　嚥下調整
食の費用対効果について

阿久津 裕美子（特別養
護老人ホーム美健荘）, 
白子 みゆき

日本摂食・嚥下リハビ
リテーション学会雑誌
（1343-8441）16巻3号 
Page S395（2012.12）

会議録

2022133057 冠動脈バイパス手術後創部感染予防
における切開創に対する局所陰圧閉
鎖療法の有用性と費用対効果の検討

堂前 圭太郎（大阪警察
病院 心臓血管外科）, 白
川 幸俊, 前田 孝一, 小
谷 典子, 山名 史男, 高
橋 俊樹

日本胸部外科学会定期
学術集会73回 Page 
LOO14-37（2020.10）

会議録

2022131894 【最新主要文献とガイドラインでみる
呼吸器内科学レビュー　2022-'23】
（VI章）アレルギー性肺疾患　慢性咳
嗽（咳喘息）

松本 久子（近畿大学 医
学部 呼吸器・アレルギ
ー内科学教室）

呼吸器内科学レビュー
（2436-6846）2022-
'23巻 Page144-150
（2021.12）

総説/特
集

2022130579 骨粗鬆症性椎体骨折に対するBal-
loon Kyphoplastyと保存治療の医療
費の比較　介護費とインフォーマル
ケア費の検討

高橋 真治（大阪市立大
学大学院 医学研究科 整
形外科学）, 寺井 秀富, 
星野 雅俊, 中村 博亮

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
13巻1号 Page57-64
（2022.01）

原著論文
/比較研
究

2022128012 巨大腎結石に対するMiniPCNL　費
用対効果に優れた実現可能な代替手
段（MiniPCNL in Large Renal 
Calculi: A Cost Eff ective and 
Feasible Alternative）（英語）

Sanwal Anil Kumar
（Urology, Sanwal 
Hospital & Betwa 
Stone Clinic）

日本泌尿器科学会総会
109回 Page ISA01-06
（2021.12）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2022127557 泌尿器科ロボット支援手術の費用対
効果を再考する

後藤 励（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

日本泌尿器科学会総会
109回 Page EL19
（2021.12）

会議録

2022127112 血液製剤によるHIV感染者の調査成
績（第3報）　悩みやストレスの状況

三重野 牧子（自治医科
大学 情報センター）, 川
戸 美由紀, 橋本 修二, 
大金 美和, 岡 慎一, 岡本 
学, 潟永 博之, 福武 勝
幸, 日笠 聡, 八橋 弘, 白
阪 琢磨

日本エイズ学会誌
（1344-9478）23巻4号 
Page383（2021.11）

会議録

2022124699 PD-L1陽性トリプルネガティブ乳癌
患者に対するアテゾリズマブの費用
対効果分析（英語）

地嵜 悠吾（京都薬科大
学 臨床薬学教育研究セ
ンター）, 桑田 芳樹, 松
村 千佳子, 矢野 義孝

日本癌治療学会学術集
会抄録集59回 Page 
O2-7（2021.10）

会議録

2022123681 Helicobacter pylori除菌戦略を日本
の胃がん政策に導入することの経済
効果と健康に与える影響

小和田 暁子（北里大学
大学院 医療系研究科）

日本ヘリコバクター学
会学術集会プログラム・
抄録集27回 Page143
（2021.09）

会議録

2022123600 日本における胃がん対策にHelico-
bacter pylori除菌戦略を導入するこ
とによる経済・健康への影響
（Economic and health impacts of 
introducing Helicobacter pylori 
eradication strategy into national 
gastric cancer policy in Japan）（英
語）

Kowada Akiko（Kitasato 
University Graduate 
School of Medical 
Sciences）

日本ヘリコバクター学
会学術集会プログラム・
抄録集27回 Page43
（2021.09）

会議録

2022122731 保険薬局の医療用麻薬の有効利用
の実態と緩和医療に対する意識調査

土井 信幸（高崎健康福
祉大学 薬学部 地域医療
薬学研究室）, 小見 暁子, 
佐藤 雅夢, 北村 修, 奥
藤 祐三, 平田 陽一郎, 
秋山 滋男

日本緩和医療薬学雑誌
（1882-9783）14巻2号 
Page47-60（2021.06）

原著論文

2022122528 切迫早産の入院に係る疾病費用
（Cost of Illness:COI）の試算

早田 英二郎（東邦大学）, 
中田 雅彦, 松本 邦愛, 長
谷川 友紀, 森田 峰人

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）73巻
臨増 Page S-630
（2021.03）

会議録



2022121108 韓国人婦人科癌女性患者におけるリ
ンチ症候群の遺伝子検査の費用対効
果に関する分析（A cost-utility 
analysis of the genetic test for 
Lynch syndrome in Korean women 
with gynecologic cancer）（英語）

Lim Myong Cheol
（Cancer Healthcare 
Research Branch, 
Research Institute, 
Center for Gynecologic 
Cancer & Center for 
Clinical Trials, National 
Cancer Center Gradu-
ate School of Cancer 
Science and Policy, 
National Cancer Cen-
ter）, Park Soo Jin, Kim 
Hee Seung, Kim Jae-
Weon

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）73巻
臨増 Page 
S-180-S-181
（2021.03）

会議録

2022120988 日本におけるB群溶血性連鎖球菌に
対する妊婦向け予防接種の費用対効
果の分析（Cost-eff ectiveness 
analysis of maternal immunisation 
against Group B streptococcus in 
Japan）（英語）

Sorano Sumire（School 
of Tropical Medicine 
and Grobal Health, 
Nagasaki University）

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）73巻
臨増 Page S-147
（2021.03）

会議録

2022120810 【喘息の発症メカニズムと治療・管
理】注目の話題　気管支サーモプラ
スティ　評価と課題

佐野 安希子（近畿大学 
医学部 呼吸器・アレル
ギー内科）, 東田 有智

医学のあゆみ（0039-
2359）281巻1号 
Page130-133
（2022.04）

解説/特
集

2022120185 宮城県と青森県の教育行財政の比較　
カウンセラー事業等予算の費用対効
果算出の試み

小玉 幸助（宮城誠真短
期大学 保育科）

日本福祉心理学会大会
プログラム・発表論文
集19回 Page39
（2021.12）

会議録

2022118354 前立腺がん検診　オーダーメイド検
診の現状と将来展望

伊藤 一人（美心会黒沢
病院 泌尿器科）, 関根 
芳岳, 須藤 佑太, 大木 
亮

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）29
巻3号 Page152-157
（2022.01）

総説

2022118327 SGLT2阻害薬の実践的利用Update　
1型糖尿病編

三好 秀明（北海道大学
大学院 医学研究院 糖尿
病・肥満病態治療学分
野）

BIO Clinica（0919-
8237）37巻3号 
Page266-274
（2022.03）

解説

2022115819 日本における胃癌のモデリング　内
視鏡スクリーニングの最適化
（Gastric cancer modeling in Japan: 
optimization of endoscopic screen-
ing）（英語）

Huang Hsi L.（Dept. 
Global Health Policy, 
The Univ. of Tokyo）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）80回 
Page [IS7-5]
（2021.09）

会議録



2022115818 シミュレーションモデルを使用して
評価したオーストラリアにおける肺
がん検診の費用対効果（Using simu-
lation models to evaluate costef-
fectiveness of lung cancer screen-
ing in Australia）（英語）

Weber Marianne
（Daff odil Ctr., The Univ. 
of Sydney, Cancer 
Council NSW）, Behar-
Harpaz Silvia, Wade 
Stephen, Ngo Preston, 
Sarich Peter, Caruana 
Michael, Vaneckova 
Pavla, Cressman 
Sonya, Tammemagi 
Martin, Marshall Henry, 
Fong Kwun, Canfell 
Karen

日本癌学会総会記事
（0546-0476）80回 
Page [IS7-4]
（2021.09）

会議録

2022114268 後発医薬品の供給停止が薬剤費と
使用量に与える影響の検討

関屋 裕史（宮崎大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
緒方 豊, 森木 豊栄, 福
永 洋子, 岩田 円夏, 長友 
隆雄, 池田 龍二

九州薬学会雑誌（2433-
4294）75巻 Page69-
74（2021.10）

原著論文

2022112819 80歳代の患者に対する経カテーテル
大動脈弁置換術と外科的大動脈弁置
換術のコスト解析　日本の単施設で
の解析（Cost analysis of transcath-
eter versus surgical aortic valve 
replacement in octogenarians: 
analysis from a single Japanese 
center）（英語）

Onohara Takeshi
（Division of Cardiovas-
cular Surgery, Tottori 
University School of 
Medicine）, Yoshikawa 
Yasushi, Watanabe 
Tomomi, Kishimoto 
Yuichiro, Harada 
Shingo, Horie Hiromu, 
Kumagai Kunitaka, Nii 
Rikuto, Yamamoto 
Kazuhiro, Nishimura 
Motonobu

Heart and Vessels
（0910-8327）36巻10
号 Page1558-1565
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022112560 「dementia-friendly design」の費用
対効果について　予備的文献調査の
結果（Is 'dementia-friendly design' 
cost eff ective? The results of a 
preliminary literature review）（英語）

Koreki Akihiro（Depart-
ment of Neuropsychia-
try, Keio University 
School of Medicine）, 
Sado Mitsuhiro, Kata-
yama Nariko, Ruther-
ford Alasdair, Bowes 
Alison

Psychogeriatrics
（1346-3500）21巻4号 
Page691-692
（2021.07）

レター



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022130579 骨粗鬆症性椎体骨折に対するBal-

loon Kyphoplastyと保存治療の医療
費の比較　介護費とインフォーマル
ケア費の検討

高橋 真治（大阪市立大
学大学院 医学研究科 整
形外科学）, 寺井 秀富, 
星野 雅俊, 中村 博亮

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
13巻1号 Page57-64
（2022.01）

原著論文
/比較研
究

2022123384 高齢化および骨粗鬆症性骨折の直接
医療費（Aging and direct medical 
costs of osteoporotic fractures）（英
語）

Kim Eu Gene（Graduate 
school of Public 
Health, Seoul National 
University）, Bae 
Green, Kwon Hye-
Young, Yang Hyowon

Journal of Bone and 
Mineral Metabolism
（0914-8779）39巻4号 
Page589-597
（2021.07）

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
2022138441 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64回）　2022年
4月診療報酬改定を控えて「入院・
外来の改定ポイントに注目」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）49巻2号 
Page38-41（2022.03）

解説

2022127216 意識障害を起こしたHIV陽性患者の
自立支援医療制度を代理申請し、
ART導入に至った事例

前田 サオリ（琉球大学
医学部附属病院 看護部）, 
宮城 京子, 健山 正男, 
石郷岡 美穂, 仲村 秀太, 
上原 仁, 辺土名 優美子, 
金城 隆展, 大城 市子, 
饒平名 聖, 藤田 次郎, 
眞榮城 智子

日本エイズ学会誌
（1344-9478）23巻4号 
age435（2021.11）

会議録/
事例

2022118904 医療保険の手引き[内科] 増森 興治（東京都医師
会医療保険委員会）

東京都医師会雑誌
（0040-8956）75巻2号 
Page131-133
（2022.02）

解説

2022117918 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11回）　医療保険の諸給
付

波多野 将（東京大学医
学部附属病院 高度心不
全治療センター）

内科（0022-1961）
129巻2号 Page315-
317（2022.02）

解説

医療保障制度

医療費



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022122663 最近数年間の上部消化管出血の発生

数低下 日本の累計1300万人の診療
報酬請求データベースのデータ
（Decline incidence in upper 
gastrointestinal bleeding in several 
recent years: data of the Japan 
claims database of 13 million 
accumulated patients）（英語）

Fujimoto Shun
（Department of Internal 
Medicine, Faculty of 
Medicine, Saga 
University）, Tsuruoka 
Nanae, Esaki Motohiro, 
Takamori Ayako, 
Sakata Yasuhisa, 
Shimoda Ryo, 
Akutagawa Takashi, 
Node Koichi, Anzai 
Keizo, Sugisaki 
Nobuyuki, Iwakiri 
Ryuichi, Takagi Kuniaki, 
Yamanouchi Kohei, 
Fujimoto Kazuma

Journal of Clinical 
Biochemistry and 
Nutrition（0912-0009）
68巻1号 Page95-100
（2021.01）

原著論文

2022117995 小児の訪問看護において診療報酬で
算定できないサービスの内容と経営
を安定させるための対応

岡田 摩理（将来構想委
員会 看護保険連合ワー
キング障害児プロジェ
クト）, 泊 祐子, 市川 百
香里, 遠渡 絹代, 濱田 
裕子, 部谷 知佐恵, 赤羽
根 章子, 叶谷 由佳

日本看護研究学会雑誌
（0285-9262）44巻5号 
Page777-790
（2022.01）

原著論文

2022114314 血管超音波検査（エコー）　経皮的
シャント拡張術・血栓除去術の診療
報酬改定に関する考察　当院のVA
エコーとVAIVTからの検討

乙藤 徳人（高橋内科ク
リニック）, 長嶺 裕介, 
松村 圭子, 花田 真一, 
平山 遼一, 藤田 晃弘, 真
崎 優樹, 下池 英明

腎と透析（0385-2156）
91巻別冊 アクセス
2021 Page218-220
（2021.10）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022120330 曜日による極端な病床稼働率低下を

是正し効率的な病床運用の実現に向
けた取り組み

宇都 由美子（鹿児島大
学病院 医療情報部）, 福
田 ゆかり, 道園 久美子, 
岩穴口 孝

日本医療情報学会看護
学術大会論文集（2187-
1469）22回 Page63-
66（2021.07）

原著論文
/比較研
究

診療報酬・薬価

医業経営



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022125645 新毒性質問箱:医薬品開発者とPMDA

で対話をはじめよう　仮想医薬品の
非臨床安全性評価に対する開発企業
の考え方

宮脇 出（大日本住友製
薬 リサーチディビジョ
ン前臨床研究ユニット）

The Journal of Toxico-
logical Sciences
（0388-1350）46巻
Suppl. Page S61-S62
（2021.07）

会議録

2022125644 新毒性質問箱:医薬品開発者とPMDA
で対話をはじめよう　医薬品の非臨
床安全性評価に関するPMDAと企業
との議論に関するアンケート調査結
果

宮内 慎（持田製薬）, 鈴
木 睦, 宮脇 出, 児玉 晃
孝

The Journal of Toxico-
logical Sciences
（0388-1350）46巻
Suppl. Page S61
（2021.07）

会議録

2022125643 新毒性質問箱:医薬品開発者とPMDA
で対話をはじめよう　はじめに

真木 一茂（医薬品医療
機器総合機構）, 鈴木 睦

The Journal of Toxico-
logical Sciences
（0388-1350）46巻
Suppl. Page S61
（2021.07）

会議録

2022125501 Patient Centricity　製薬会社におけ
る毒性学の重要性

眞鍋 淳（第一三共） The Journal of Toxico-
logical Sciences
（0388-1350）46巻
Suppl. Page S7
（2021.07）

会議録

2022124511 支持療法の現状と今後の展望-非血
液毒性の評価とマネージメント-　新
たな領域へのチャレンジに向けて

中村 公昭（丸石製薬 開
発本部 メディカル部）, 
桃谷 圭一, 山村 睦朗, 曽
我 学

日本癌治療学会学術集
会抄録集59回 Page 
PD3-3（2021.10）

会議録

2022124350 大規模データベースを活用したがん
治療の新展開-医療データの臨床開
発への利活用-　医療と医薬品産業
におけるリアルワールドデータ活用
拡大について　現状と未来への展望

森谷 隆（ヤンセンファ
ーマ メディカルアフェ
アーズ本部 エビデンス
ジェネレーション部）

日本癌治療学会学術集
会抄録集59回 Page 
SSY5-5（2021.10）

会議録

2022124347 大規模データベースを活用したがん
治療の新展開-医療データの臨床開
発への利活用-　産学連携ゲノム解
析研究SCRUM/CIRCULATE-Japan 
Registryの医薬品医療機器承認への
活用

谷口 浩也（愛知県立が
んセンター病院 薬物療
法部）

日本癌治療学会学術集
会抄録集59回 Page 
SSY5-2（2021.10）

会議録

2022118960【固形製剤の連続生産-基礎と実践-】
（第2章）連続生産装置の開発　バッ
チ生産から連続生産へ

谷野 忠嗣（シオノギフ
ァーマ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻3号 
Page362-371
（2022.02）

解説/特
集

2022115938 新薬開発に向けた産学連携の問題点
と将来展望　バイオベンチャーの意
義と産学連携の創薬開発に向き合う
姿勢（英語）

松本 邦夫（金沢大学が
ん進展制御研究所）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）80回 
Page [S15-4]
（2021.09）

会議録

医療関連ビジネス



2022115937 新薬開発に向けた産学連携の問題点
と将来展望　アカデミア発新薬の上
市を目指した企業への導出の実際
（英語）

酒井 敏行（京都府立医
科大学 創薬セ）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）80回 
Page [S15-3]
（2021.09）

会議録

2022115936 新薬開発に向けた産学連携の問題点
と将来展望　アカデミア発新薬の開
発における諸問題とその解決法（英
語）

木村 晋也（佐賀大学 医・
血液呼吸器腫瘍内科）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）80回 
Page [S15-2]
（2021.09）

会議録

2022115935 新薬開発に向けた産学連携の問題点
と将来展望　製薬企業およびバイオ
テック企業での経験から　アカデミ
アと企業の共同研究開発に必要なも
の（英語）

秋永 士朗（ナノキャリ
ア 研究開発本部）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）80回 
Page [S15-1]
（2021.09）

会議録


