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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
2022167948 医療行政について　令和4年度診療

報酬改定に向けて
金光 一瑛（厚生労働省 
保険局 医療課）

日本臨床耳鼻咽喉科医会
会報（2436-1143）
2巻1号 Page7-9
（2022.03）

解説

2022167281 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）

薬学雑誌（0031-6903）
142巻3号 Page225-
227（2022.03）

総説

2022166832 慢性安定型冠動脈疾患におけるPCI
の予後からみた医療経済効果の検証　
わが国のEBM構築を目指すJ-CON-
CIOUS

中田 智明（函館五稜郭
病院）, 横井 宏佳, 田倉 
智之

日本心臓核医学会ニュー
スレター（1346-2733）
24巻1号 Page29-31
（2022.02）

総説

2022166831 医療経済学評価と各種画像診断に
ついて

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）, 横井 宏佳, 
中田 智明

日本心臓核医学会ニュー
スレター（1346-2733）
24巻1号 Page26-28
（2022.02）

総説

2022160867 マイクロサージャリーにおける経
済・QOL評価　マイクロサージャリ
ーによるQOL向上手術を医療経済的
観点から考える

素輪 善弘（京都府立医
科大学 形成外科）, 稲福 
直樹

日本マイクロサージャ
リー学会学術集会プロ
グラム・抄録集48回 
Page286（2021.12）

会議録

2022160865 マイクロサージャリーにおける経
済・QOL評価　QOLを含む患者報
告アウトカムと医療経済評価

彦坂 信（国立成育医療
研究センター形成外科）, 
金子 剛, 継 渉

日本マイクロサージャ
リー学会学術集会プロ
グラム・抄録集48回 
Page285（2021.12）

会議録



2022154923【エキスパートから学ぶ!CR修復の
超レベルアップ30】（第1章）コンポ
ジットレジン修復において身につけ
ておくべき"基礎知識およびテクニ
ック"　CRの医療経済学的有効性

岸川 隆蔵（MIデンタル
クリニック三宿池尻）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）47巻6号 
Page74-77（2022.04）

解説/特
集

2022148182 地域支援体制加算導入後のプレアボ
イド報告数及び医療経済効果

杉本 奈緒美（久留米三
井薬剤師会）, 山口 信也, 
横通 佑典, 木原 修, 平
野 直美, 福元 哉史, 満
安 徹也

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集54回 
Page159（2021.09）

会議録

2022148101 医療経済や政策から見た薬局の今後　
医療を取り巻く環境変化と保険薬局
の戦略　訪問薬剤師ステーションに
込めた願いと覚悟

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集54回 
Page117（2021.09）

会議録

2022148100 医療経済や政策から見た薬局の今後　
薬局発の医療経済評価とは?

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集54回 
Page117（2021.09）

会議録

2022148099 医療経済や政策から見た薬局の今後　
薬局と薬剤師の進化論

遠藤 邦夫（県立広島大
学大学院 経営管理研究
科）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集54回 
Page116（2021.09）

会議録

2022148098 医療経済や政策から見た薬局の今後　
患者のための薬局を実現する「骨太
の政策」

神田 裕二（社会保険診
療報酬支払基金）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集54回 
Page116（2021.09）

会議録

2022143412 本邦における監視療法と根治療法の
治療コスト比較　監視療法の推進は
医療経済にとってまっとうなことで
ある

加藤 琢磨（香川大学 医
学部 泌尿器科）, 杉元 幹
史, 筧 善行, 横溝 晃, 松
本 隆児, 篠原 信雄, 三
塚 浩二, 福原 浩

西日本泌尿器科学会総
会抄録集73回 
Page197（2021.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022173576 新型コロナウイルス感染症（COV-

ID-19）の症状に着目して呼吸器疾
患とした背景に医療の商業化の波　
移植感染症学の視点からみたCOV-
ID-19[第6章]

高橋 公太（新潟大学） 日本医事新報（0385-
9215）5117号 
Page30-35（2022.05）

解説

2022172843【精神科臨床に役立つ心理学理論】
損失回避と精神科領域における受
診・受療行動

平井 啓（大阪大学大学
院 人間科学研究科）

精神科治療学（0912-
1862）37巻4号
Page375-380

（2022.04）

解説/特
集

2022170718 3Dプリンターによる医科連携を目
指して　導入までの流れと収支案の
一例

竹中 広登（長崎大学病
院 医療技術部 歯科技工
部門）

日本歯技（0910-7975）
634号 Page1-7
（2022.03）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2022170272【高齢化社会の眼科医療を考える】
わかりやすい臨床講座　人生100年
時代の眼科医療と社会的コスト

三宅 謙作（湘山会眼科
三宅病院）, 平塚 義宗, 
山田 昌和

日本の眼科（0285-1326）
93巻3号 Page326-332
（2022.03）

解説/特
集

2022169863【成人脊柱変形Up to Date】（第5章）
トピックス　成人脊柱変形に対する
手術療法の費用対効果

有馬 秀幸（浜松医科大学 
整形外科教室）, 長谷川 
智彦, 大和 雄, 吉田 剛, 
坂野 友啓, 松山 幸弘

脊椎脊髄ジャーナル
（0914-4412）34巻11号
Page841-846
（2022.03）

解説/特
集

2022167331 肝硬変を有する左橈骨尺骨骨折、左
大腿骨頸部骨折患者に対しNST介
入した一例

阿部 祐理（公立陶生病
院 中央リハビリテーシ
ョン部）, 馬場 信彰, 鈴木 
ゆかり, 島田 政明, 石川 
達, 深川 恵実

陶生医報（0916-0876）
35号 Page56-59
（2021.03）

原著論文
/症例報
告

2022167279 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～　地域包括ケア時代の臨床研
究を担う人材の育成

赤沢 学（明治薬科大学） 薬学雑誌（0031-6903）
142巻3号Page215-218
（2022.03）

総説

2022166831 医療経済学評価と各種画像診断に
ついて

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）, 横井 宏佳, 
中田 智明

日本心臓核医学会ニュー
スレター（1346-2733）
24巻1号 Page26-28
（2022.02）

総説

2022166149 【高齢者の社会参加と介護】高齢者
の就労状況とQOLの関連性　QALY
試算による経済学的評価も含めて

小牧 靖典（名古屋市立
大学大学院 経済学研究
科 博士後期課程）, 平塚 
義宗, 池田 登顕, 柳 奈津
代, 近藤 克則

厚生の指標（0452-6104）
69巻2号 Page9-17
（2022.02）

原著論文
/比較研
究/特集

2022162034 臨床微生物検査の進化と対価-進化
の費用対効果を考える-　呼吸器感
染症の特殊性と核酸検査

森永 芳智（富山大学 学
術研究部 医学系微生物
学講座）

日本臨床微生物学会雑
誌（2434-866X）32巻
Suppl.1 Page96
（2021.12）

会議録

2022160870 マイクロサージャリーにおける経
済・QOL評価　腹部皮弁による乳
房再建の費用効果分析　一次一期
再建と一次二期再建の比較

冨田 祥一（がん・感染
症センター都立駒込病院 
形成再建外科）, 藤井 海
和子,ドケルコフ 麻衣子, 
藤田 吉彦, 松永 宣子, 
寺尾 保信

日本マイクロサージャ
リー学会学術集会プロ
グラム・抄録集48回 
Page287（2021.12）

会議録

2022160211 【これから始めるロボット支援下仙
骨腟固定術】ロボット支援下仙骨腟
固定術の導入に向けて

佐古 智子（岡山大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 泌尿器病態学）, 岩田 
健宏, 西村 慎吾,高本 篤,
和田 耕一郎, 枝村 康平, 
小林 泰之, 荒木 元朗, 石
井 亜矢乃, 渡邉 豊彦, 那
須 保友

Japanese Journal of 
Endourology（2186-
1889）34巻2号 
Page221-225
（2021.09）

解説/特
集



2022160105 血液透析患者における橈骨動脈-尺
側皮静脈間および上腕動脈-尺側皮
静脈間の自己血管使用動静脈瘻の費
用対効果分析（Cost-eff ectiveness 
analysis of radiobasilic and bra-
chiobasilic arteriovenous fi stulas in 
hemodialysis patients）（英語）

Sungur Mehmet Ali
（Faculty of Medicine, 
Department of 
Biostatistics and 
Medical Informatics, 
Duzce University）, 
Karaca Okay Gueven, 
Ecevit Ata Niyazi

Therapeutic Apheresis 
and Dialysis（1744-
9979）25巻5号 
Page628-635
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022159521 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
（Department of Cancer 
Control and Population 
Health, National Cancer 
Center Graduate 
School of Cancer 
Science and Policy, 
National Cancer Cen-
ter）, Park Soo Jin, Kim 
Hee Seung, Kim Jae-
Weon

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology Research
（1341-8076）47巻8号 
Page2848-2849
（2021.08）

会議録

2022159401 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）

The Journal of 
Obstetrics and 
Gynaecology Research
（1341-8076）47巻8号 
Page2815（2021.08）

会議録

2022156236 ポリファーマシー対策の取り組み　
当院におけるポリファーマシーへの
取り組み

山崎悠（慈恵会西田病院
薬剤部）

薬事新報（0289-3290）
3250号 Page7-11
（2022.04）

解説

2022156001 術前の全身状態別に検討した腰椎変
性疾患例における質調整生存年
（QALY）

加藤 相勲（大阪市立大
学整形外科）,寺井秀富,
並川 崇, 松村 昭, 星野 
雅俊, 中村 博亮

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）65巻春季学会 
Page170（2022.04）

会議録

2022155344【関節リウマチの治療の現状と問題
点】労働生産性の評価

田中 栄一（東京女子医
科大学 医学部 内科学講
座 膠原病リウマチ内科
学分野）

リウマチ科（0915-
227X）67巻4号 
Page421-426
（2022.04）

解説/特
集

2022155343【関節リウマチの治療の現状と問題
点】関節リウマチ薬剤の費用対効果
評価

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

リウマチ科（0915-
227X）67巻4号 
Page415-420
（2022.04）

解説/特
集

2022155204【生殖補助医療の進歩と周産期医療】
生殖補助医療（ART）の立場から　
PGTの現状と今後の展望　エビデ
ンスからみたPGT-Mの有用性

佐藤 卓（荻窪病院虹ク
リニック）, 水口 雄貴

周産期医学（0386-
9881）52巻3号 
Page341-344
（2022.03）

解説/特
集



2022154606 新型コロナウイルス感染症への対応　
歯科の新しい診療様式を考える

柳川 忠廣（日本歯科医
師会）

社会歯科学会雑誌
（2434-2084）14巻2号 
Page15-22（2022.03）

解説

2022153916 【短腸症候群の診療における問題点】
短腸症候群と腸管リハビリテーショ
ン

安藤 亮（東北大学大学
院 医学系研究科 外科病
態学講座 小児外科学分
野）, 工藤 博典, 和田 基

小児外科（0385-6313）
54巻3号 Page322-325
（2022.03）

解説/特
集

2022151512 【精神神経疾患の治療とQOL】不眠
医療とQOL

伊藤 結生（秋田大学大
学院 医学系研究科 精神
科学講座）, 綾部 直子, 
三島 和夫

精神医学（0488-1281）
64巻3号Page333-340
（2022.03）

解説/特
集

2022150520 新型コロナワクチン接種を行う看護
師と歯科医師間の不合理な賃金格差　
歯科医師によるワクチン接種の違法
性は本当に阻却されるのか?

三隅 達也（宇部フロン
ティア大学 人間健康学
部）

病院羅針盤13巻206号 
Page27-34（2022.03）

解説

2022148129 国民皆保険制度を護るセルフメディ
ケーション　セルフメディケーショ
ンの日シンポジウム2020から

川瀬 一朗（エスエス製
薬）, 日本OTC医薬品協
会薬制常任委員会

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集54回 
Page132（2021.09）

会議録

2022148100 医療経済や政策から見た薬局の今後　
薬局発の医療経済評価とは?

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集54回 
Page117（2021.09）

会議録

2022147267 難治性排尿障害の治療　game 
changers　難治性OABに対する仙
骨神経刺激療法

渡邉 豊彦（岡山大学学
術研究院 ヘルスシステ
ム統合科学学域）

西日本泌尿器科（0029-
0726）84巻2号
Page96-100（2021.12）

解説

2022147098 非小細胞性肺がん患者への定位放
射線治療（SBRT）の胸腔鏡手術を
対照とする費用効果分析

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科）, 大
西 浩, 横浜市立大学 医
学群健康社会医学ユニ
ット

肺癌（0386-9628）
61巻6号 Page738
（2021.10）

会議録

2022141313 転倒転落予防を目的とした不眠時指
示薬標準化における薬剤経済学的評
価

税所 篤行（山口大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
高砂 美和子, 若林 和貴, 
秋山 真里, 幸田 恭治, 
高崎 彰久, 松永 和人, 
石田 博, 北原 隆志

薬学雑誌（0031-6903）
141巻7号Page971-978
（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
2022142845 代謝異常関連脂肪肝または非アルコ

ール性脂肪性肝疾患の視点から定義
された脂肪性肝疾患患者における心
血管疾患のリスク　日本における、
後方視的全国医療費請求データベー
スの研究（Risk of cardiovascular 
disease in patients with fatty liver 
disease as defi ned from the meta-
bolic dysfunction associated fatty 
liver disease or nonalcoholic fatty 
liver disease point of view: a 
retrospective nationwide claims 
database study in Japan）（英語）

Yoneda Masato（Depart-
ment of Gastroenterolo-
gy and Hepatology, 
Yokohama City Univer-
sity Hospital）, Yama-
moto Takuma, Honda 
Yasushi, Imajo Kento, 
Ogawa Yuji, Kessoku 
Takaomi, Kobayashi 
Takashi, Nogami Asako, 
Higurashi Takuma, Kato 
Shingo, Hosono Kuni-
hiro, Saito Satoru, 
Nakajima Atsushi

Journal of 
Gastroenterology
（0944-1174）56巻11号
Page1022-1032
（2021.11）

原著論文
/比較研
究

2022141418 加工玄米（亜糊粉層残存無洗米、ロ
ウ層除去玄米）摂取による医療費の
削減（Reduction of medical ex-
penses by ingesting processed 
brown rice（sub-aleurone layer 
residual rinse-free rice, dewaxed 
brown rice））（英語）

SaikaKeiji（Tokyo Uni-
versity of Agriculture）,
Yonei Yoshikazu

Glycative Stress 
Research
（2188-3602）
8巻2号 Page115-122
（2021.06）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022172360【研修医・専攻医・指導医のための

小児科研修指南】研修医・専攻医研
修のポイント　医療保険・医療費助
成制度および社会的支援

儘田 光和（丹後中央病
院 小児科）

小児科診療（0386-
9806）85巻5号
Page617-625
（2022.05）

解説/特
集

2022170164 【少子高齢化・経済成長下での中国
の社会保障制度】中国公的医療保険
の改革とその評価

馬 欣欣（法政大学 経済
学部）

社会保障研究6巻4号 
Page421-438
（2022.03）

解説/特
集

2022169530【ポストコロナを見据えた公立・公
的病院と民間病院の役割分担】効率
的・効果的な医療提供体制の構築と
医療保険制度の持続可能性の確保
の両立に向けて　保険者の立場から

安藤 伸樹（全国健康保
険協会）

病院（0385-2377）
81巻4号 Page342-343
（2022.04）

解説/特
集

2022155022 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　米国の
新しい医療制度と病気に対する考え
方

足立 優（足立優歯科）, 
沼田 光生

The Quintessence
（0286-407X）41巻4号 
Page0848-0849
（2022.04）

解説

医療費

医療保障制度



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022166777 地域包括ケア病棟開設5年目を迎え

て　これまでの実績と今後の課題
安藤 肇史（国立病院機
構宮城病院 統括診療
部）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
22巻4号 Page208-211
（2022.03）

原著論文

2022149438 DPC/PDPSにおける機能評価係数II
は病院経営へのインセンティブとな
っているか

柴山純一（新潟医療福祉
大学 医療情報管理学科）

新潟医療福祉学会誌
（1346-8774）21巻2号 
Page2-8（2021.11）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022172603 AI問診を活用した希少疾患患者の早

期発見
阿部 吉倫（Ubie） Precision Medicine

（2434-3625）5巻5号 
Page458-461
（2022.05）

解説

2022170886 シングルユース技術に関するエンジ
ニアリング上の課題と展望

加藤 泰史（日揮 プロジ
ェクトソリューション本
部 ライフサイエンスソ
リューション部 技術管
理グループ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻6号 
Page857-867
（2022.04）

解説

2022159113 治験を取り巻くお金の話-日本の医
療環境と制度をふまえ、私たちは何
をすべきか考えよう!-　日本の医療
を取り巻く現状と課題

黒田 智（岡山大学病院 
新医療研究開発センター
治験推進部）

薬理と治療（0386-
3603）49巻7号 
Page1045-1048
（2021.07）

解説

2022156365【腫瘍免疫-免疫ネットワークから考
える基礎と臨床】免疫チェックポイ
ント阻害薬の成功から続く展望　腫
瘍別の免疫作動薬の現状と展望（単
剤→併用・新規）　非小細胞肺がん
の免疫療法　開発中の免疫療法を中
心に

水野 孝昭（国立がん研
究センター中央病院 先
端医療科）, 山本 昇

医学のあゆみ（0039-
2359）281巻5号 
Page459-468
（2022.04）

解説/特
集

2022151388 【小児の薬物療法を考える】製薬企
業における小児用医薬品開発促進の
活動　当社の事例

寺田 道徳（ファイザー
R&D クリニカル・リサー
チ統括部）

ファルマシア（0014-
8601）58巻3号 
Page217-219
（2022.03）

解説/特
集

2022151387 【小児の薬物療法を考える】小児製
剤の研究開発の推進

原田 努（昭和大学 薬学
部 基礎医療薬学講座 薬
剤学部門）

ファルマシア（0014-
8601）58巻3号 
Page212-216
（2022.03）

解説/特
集

医業経営

医療関連ビジネス



2022150492【明日から使える免疫関連有害事象
マネジメント　～免疫チェックポイ
ント阻害薬の看護ケア～】免疫チェ
ックポイント阻害薬治療の実際　看
護師が押さえておくべきエッセンス　
免疫チェックポイント阻害薬の併用
療法/複合がん免疫療法

古川 孝広（がん研究会
有明病院 先端医療開発
センター）

がん看護（1342-0569）
27巻2号 Page121-125
（2022.02）

解説/特
集

2022150170 患者向け「処方別がん薬物療法説明
書」の活用　患者・家族への情報支
援の充実に向けて

北村 有子（静岡県立静岡
がんセンター研究所看護
技術開発研究部）

がん看護（1342-0569）
27巻3号 Page275-278
（2022.03）

解説

2022150021 【固形製剤の連続生産-基礎と実践-】
（第3章）標準処方による連続造粒
（2015-2018）　連続生産による医
薬品工業生産を想定したロングラン
と、連続生産における品質管理を想
定したPATツールの検証

松井 航（パウレック）, 
市原 駿

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻3号 
Page413-423
（2022.02）

原著論文
/特集

2022148077 臨床検査　安全性試験における臨床
病理検査の意義

奈良岡 準（アステラス
製薬）

谷本学校毒性質問箱
（2436-5114）23号 
Page68-71（2021.09）

解説


