
医療経済関係研究論文（8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
2022194929【最新関節リウマチ学（第2版）-寛解・

治癒を目指した研究と最新治療-】関
節リウマチの治療　治療総論　関節
リウマチ治療の医療経済学

柳井 亮（昭和大学医学
部リウマチ膠原病内科）,
矢嶋 宣幸

日本臨床（0047-1852）
80巻増刊4 最新関節リウ
マチ学Page347-354
（2022.04）

解説/特
集

2022193236 当院における良性子宮疾患に対する
子宮全摘術の検討　全腹腔鏡下子
宮全摘術（TLH）の導入と医療経済
的現状

杉山 晶子（済生会山形
済生病院）, 金子 宙夢, 
大貫 毅, 岩間 英範, 阪
西 通夫

日本産科婦人科内視鏡
学会雑誌（1884-9938）
37巻Suppl.I Page371
（2021.09）

会議録

2022184816 医療行政　医薬品副作用被害救済
制度の現状と課題

山田 和男（東北医科薬
科大学 医学部 精神科学
教室）, 薄井 健介, 鈴木 
映二

医学のあゆみ（0039-
2359）281巻9号 
Page914-915
（2022.05）

解説

2022183904 WHOの口腔保健の決議を受けて:学
術的視点から考えるフッ化物応用　
医療経済的側面からみたフッ化物洗
口

竹内 研時（東北大学大
学院 歯学研究科 国際歯
科保健学分野）

口腔衛生学会雑誌
（0023-2831）72巻増刊
Page37-38（2022.04）

会議録

2022181050 外来機能報告等をめぐって　岸田政
権における医療政策の動向

尾形 裕也（九州大学）,  
厚生労働省地域医療構
想に関するワーキング
グループ

茨城県医師会報（0914-
4501）820号Page4-21
（2022.03）

解説

2022180676【障害者雇用における雇用と福祉施
策の連携を考える】障害者雇用にお
ける医療機関との連携、医療政策を
考える　IPS援助付き雇用の観点か
ら

中原 さとみ（桜ヶ丘記
念病院）

職業リハビリテーション
（0915-0870）35巻2号
Page28-34（2022.03）

解説/特
集



2022180516 【看護ケアの質評価と改善　看護実
践の質を可視化するしくみと組織で
の活用】質評価と改善のこれから　
看護の質と医療経済　なぜ今、看護
の質の経済評価が求められているの
か

真鍋 雅史（嘉悦大学 産
官学連携機構）

看護管理（0917-1355）
32巻4号 Page307-309
（2022.04）

解説/特
集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022196015 がん治療の経済毒性と「治療と仕事

の両立支援」
白土 博樹（北海道大学
大学院 医学研究院連携
研究センター 療養・就
労両立医学教室）

癌と化学療法
（0385-0684）49巻5号
Page499-503
（2022.05）

総説

2022195778 事業場外資源の活用の秘訣を探る　
事業場外資源導入の壁とコツ

新井 孝典（なごや産業
医事務所）

産業ストレス研究
（1340-7724）29巻1号 
Page129（2022.03）

会議録

2022194929【最新関節リウマチ学（第2版）-寛解・
治癒を目指した研究と最新治療-】
関節リウマチの治療治療総論 関節
リウマチ治療の医療経済学

柳井 亮（昭和大学 医学
部 リウマチ膠原病内科）,
矢嶋 宣幸

日本臨床（0047-1852）
80巻増刊4 最新関節リ
ウマチ学 Page347-354
（2022.04）

解説/特
集

2022194928【最新関節リウマチ学（第2版）-寛解・
治癒を目指した研究と最新治療-】関
節リウマチの治療 治療総論 関節リ
ウマチ治療と保険制度

松野 博明（松野リウマ
チ整形外科）

日本臨床（0047-1852）
80巻増刊4 最新関節リ
ウマチ学 Page340-346
（2022.04）

解説/特
集

2022191264 足白癬に対するOTC抗真菌薬の有
効性および薬物有害反応の実態調査　
抗真菌剤外用薬の適正使用、費用対
効果の向上を目指して

石名 航（大阪皮膚科医
会）

大阪医学（1342-1239）
52巻2号 Page19-26
（2022.03）

原著論文

2022189870 アデノ随伴ウイルスベクター製剤に
よる脊髄性筋萎縮症の新規治療法

粟野 宏之（神戸大学大
学院 医学研究科 内科系
講座 小児科学分野）, 南
部 静紀, 篠原 正和, 岡
本 健太郎, 齊藤 利雄, 
竹島 泰弘, 西尾 久英

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）126巻3
号 Page481-493
（2022.03）

総説

2022189830 ラットの個性を考慮した改良型高架
試験におけるエゾウコギエキスの抗
不安作用の検討

宮崎 翔平（広島国際大
学 薬学部 薬学科）, 藤川 
隆彦

鈴鹿医療科学大学紀要
（1348-0227）28号 
Page109-117（2021.）

解説

2022189626 日本における市中肺炎球菌感染症に
よる医療費（Medical expenditures 
for community-acquired pneumo-
coccal disease in Japan）（英語）

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院 医療経
営・管理学講座）, 鬼塚 
浩明, 村田 典子

保健医療科学（1347-
6459）71巻1号 
Page87-91（2022.02）

原著論文

臨床経済学・薬剤経済学



2022185665 中国、上海市における四つのリソソ
ーム蓄積症患者の酵素補充療法の実
施状況、経済的負担、QOL（The 
usage of enzyme replacement 
treatments, economic burden, and 
quality of life of patients with four 
lysosomal storage diseases in 
Shanghai, China）（英語）

Hu Jiahao（Shanghai 
Health Development 
Research Center
（Shanghai Medical 
Information Research 
Center））, Zhu Lin, He 
Jiangjiang, Li Dingguo, 
Kang Qi, Jin Chunlin

IRDR: Intractable & 
Rare Diseases 
Research（2186-3644）
10巻3号 Page190-197
（2021.08）

原著論文

2022185538 日本における複数の治療歴を有する
転移性胃癌に対するニボルマブとト
リフルリジン/チピラシルの費用対
効果（Cost-eff ectiveness of trifl uri-
dine/tipiracil against nivolumab for 
heavily pretreated metastatic 
gastric cancer in Japan）（英語）

Takushima Yusuke
（Department of Health 
Economics and Out-
comes Research, 
Graduate School of 
Pharmaceutical Sci-
ences, The University 
of Tokyo）, Igarashi 
Ataru, Yoshihara 
Hiroshi, Shitara Kohei, 
Doi Toshihiko

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）51巻9号 
Page1383-1390
（2021.09）

原著論文
/比較研
究

2022184662【実例から学ぶ医学統計】実例から
学ぶ医学統計　アレルゲン免疫療法
の開発にむけた研究

岡野 光博（国際医療福
祉大学 医学部 耳鼻咽喉
科学）, 金井 健吾, 岡 愛
子, 赤松 摩紀, 熊埜御堂 
浩

JOHNS（0910-6820）
38巻6号 Page643-646
（2022.06）

解説/特
集

2022183241 （XI章）頭痛　片頭痛 辰元 宗人（獨協医科大
学病院 頭痛センター）

脳神経内科学レビュー
（2436-7974）2022-'23
巻 Page374-380
（2022.03）

解説

2022183201 （III章）運動系の障害　進行性核上性
麻痺

松瀬 大（九州大学大学
院 医学研究院 神経内
科）

脳神経内科学レビュー
（2436-7974）2022-
'23巻 Page121-127
（2022.03）

解説

2022181948 痛みと精神医学 山田 和男（東北医科薬
科大学病院 精神科）

臨床精神薬理（1343-
3474）25巻5号
Page463-470
（2022.05）

解説

2022181095 入院患者への湿布薬の処方状況と疑
義照会による処方適正化に関する調
査

鈴木 健（愛知医科大学病
院 薬剤部）, 水野 翼,野田 
絢子, 岩澤 瞳, 藤井 晶子, 
舟橋 智美, 大西 正文

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）58巻4号 
Page395-400
（2022.04）

原著論文
/比較研
究

2022180869 新型コロナウイルス感染症と経済学 岩本 康志（東京大学大学
院 経済学研究科）

医療経済研究（1340-
895X）33巻2号 
Page109-133
（2022.03）

解説



2022180868 無人航空機（ドローン）を活用した
自動体外式除細動器（AED）ネット
ワーク構築における費用対効果評価
の分析

白根 友哉（放送大学大
学院 博士後期課程 生活
健康科学プログラム）

医療経済研究（1340-
895X）33巻2号 
Page90-108
（2022.03）

原著論文

2022180474 予測、予知、予防の認知神経科学　
新しい生活様式のもとでの認知症の
予測と予防

佐藤 正之（東京都立産
業技術大学院大学 認知
症・神経心理学講座）

認知神経科学（1344-
4298）23巻3-4号 
Page94-102
（2022.03）

解説

2022177237 英国NICE技術評価（technology ap-
praisal）ガイダンスにおける公的介
護費の扱い　神経系疾患におけるレ
ビュー

柴原 秀俊（クレコンメ
ディカルアセスメント）, 
井上 幸恵, 小林 美亜

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）59
巻1号 Page2-10
（2022.01）

総説

2022176207 日本における減塩政策による循環器
疾患予防の社会保障費抑制効果に
関する費用便益分析

池田 奈由（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）, 山
下 瞳, 服部 準, 美野輪 
和子, 山田 めぐみ, 加藤 
浩樹, 西 信雄

Journal of 
Epidemiology（0917-
5040）32巻Suppl.1 
Page126（2022.01）

会議録

2022176134 日本における二つの全国的な糖尿病
プログラムの費用対効果（The cost-
effectiveness of the two nation-
wide diabetes programs in Japan）
（英語）

Kishi Akio（Human 
Health Sciences, Kyoto 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Inoue Kosuke, Fukuma 
Shingo

Journal of Epidemiology
（0917-5040）32巻
Suppl.1 Page107
（2022.01）

会議録

2022175868 MDVデータを用いた費用対効果評
価の初期検討　糖尿病性網膜症を
伴う2型糖尿病でのDPP-4阻害剤処
方に対する基礎インスリン併用療法

伊澤 和俊（EPクロア 東
日本事業部 東日本セー
フティ&データサイエン
ス部）, 小澤 正典, 北島 
行雄, 桜井 保浩, 白川 
康一

薬剤疫学（1342-0445）
26巻Suppl. Page 
S177-S178（2021.11）

会議録

2022174401 オーストラリアにおける潜因性脳卒
中の心房細動診断のための植込み型
心臓モニターの費用対効果（Cost-
eff ectiveness of insertable cardiac 
monitors for diagnosis of atrial fi-
brillation in cryptogenic stroke in 
Australia）（英語）

Thijs Vincent（Florey 
Institute of Neurosci-
ence and Mental 
Health, University of 
Melbourne）, Witte 
Klaus K., Guarnieri 
Carmel, Makino Koji, 
Tilden Dominic, Gil-
lespie John, Huynh 
Marianne

Journal of Arrhythmia
（1880-4276）37巻4号 
Page1077-1085
（2021.08）

原著論文



2022174356 日本における2008 ～ 2020年のワ
クチンで予防できる15疾患の推定負
荷　COVID-19パンデミックによる
推移（The estimated burden of 15 
vaccine-preventable diseases from 
2008 to 2020 in Japan: A transi-
tion by the COVID-19 pandemic）
（英語）

Kitano Taito（Division 
of infectious Diseases, 
Departmentof Pediat-
rics, The Hospital for 
Sick Children, Toronto）

Journal of Infection 
and Chemotherapy

（1341-321X）27巻10号
Page1482-1488
（2021.10）

原著論文

2022174353 誤嚥性肺炎の治療におけるセフトリ
アキソンとタゾバクタム/ピペラシリ
ンおよびカルバペネム系薬との比較
傾向スコアマッチング解析
（Ceftriaxone versus tazobactam/
piperacillin and carbapenems in 
the treatment of aspiration pneu-
monia: A propensity score match-
ing analysis）（英語）

Asai Nobuhiro（Depart-
ment of Clinical Infec-
tious Diseases, Aichi 
Medical University 
Hospital）, Suematsu 
Hiroyuki,OhashiWataru, 
Shibata Yuichi, 
Sakanashi Daisuke, 
Kato Hideo, Shiota 
Arufumi, Watanabe 
Hiroki, Hagihara Mao, 
Koizumi Yusuke, 
Yamagishi Yuka, 
Mikamo Hiroshige

Journal of Infection 
and Chemotherapy

（1341-321X）27巻10号
Page1465-1470
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022173984 日本における化学療法未実施の転移
性去勢抵抗性前立腺癌患者に対する
エンザルタミドの費用対効果の分析
（Cost-eff ectiveness analysis of 
enzalutamide for patients with 
chemotherapy-naieve metastatic 
castration-resistant prostate cancer 
in Japan）（英語）

Okumura Hiroyuki
（Astellas Pharma）, 
Inoue Sachie, Naidoo 
Shevani, Holmstrom 
Stefan, Akaza Hideyuki

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）51巻8号 
Page1319-1329
（2021.08）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022189626 日本における市中肺炎球菌感染症に

よる医療費（Medical expenditures 
for community-acquired pneumo-
coccal disease in Japan）（英語）

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院 医療経
営・管理学講座）, 鬼塚 
浩明, 村田 典子

保健医療科学（1347-
6459）71巻1号 
Page87-91（2022.02）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022196435 徹底整理!歯科訪問診療にまつわる

あれこれ（第2回）　医療保険と介護
保険を整理する

廣瀬 和二（伊東歯科口
腔病院）

デンタルハイジーン
（0285-0508）42巻6号 
Page676-680
（2022.06）

解説

医療費

医療保障制度



2022196255 医療保険の手引き[内科] 清水 惠一郎, 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4号 
Page377-380
（2022.05）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022185774 薬価基準改定が自傷患者の救急搬送

へ及ぼす影響　日本で行われた全国
調査（Impact of medical reimburse-
ment revision on ambulance 
transport of self-infl icted injury 
patients: a nationwide study in 
Japan）（英語）

Katayama Yusuke
（Department of 
Traumatology and 
Acute Critical 
Medicine, Osaka 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Kiyohara Kosuke, 
Kitamura Tetsuhisa, 
Hirose Tomoya, Ishida 
Kenichiro, Umemura 
Yutaka, Kiguchi 
Takeyuki, Nakao 
Shunichiro, Tachino 
Jotaro, Noda Tomohiro, 
Shimazu Takeshi

Acute Medicine & 
Surgery（2052-8817）
8巻1号 Page1 of 9-9 
of 9（2021.09）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022194546 急性期病院の病棟管理者の病院経

営マネジメントツールの作成と有用
性の検証

森木 妙子（高知大学 教
育研究部 医療学系 看護
学部門）

看護・保健科学研究誌
（1345-983X）22巻1号 
Page32-41（2022.04）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022183690【信頼確保と法令順守】（第9章）

CMC/GMPの最新動向　ICH Q12
の実装とリモート査察　コロナ禍に
おける外部業者監査の実施のポイン
ト　リモート監査の在り方・活用の
仕方

上川 和寿（武田薬品工
業）, 太田 裕朗, 秋元 雅
裕, 淺原 初木, 木村 聖
子, 和田 雅昭, 伊豆津 
健一, 尾山 和信, 河邊 
圭吾, 三浦 義之, 田中 景
子, 豊福 英次, 西垣 智
裕, 小坂 純, 植村 清美, 
林 紗衣子, 山本 憲鋭, 
米田 泰己, 日本PDA製
薬学会開発QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻7号 
Page1179-1183
（2022.04）

解説/特
集
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2022183689【信頼確保と法令順守】（第9章）CMC/
GMPの国際動向　ICH Q12の実装と
リモート査察　医薬品品質システム
（PQS）と変更マネジメントについて

林 紗衣子（ロート製薬）, 
秋元 雅裕, 小坂 純, 日
本PDA製薬学会開発QA
委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻7号 
Page1174-1178
（2022.04）

解説/特
集

2022183688【信頼確保と法令順守】（第9章）CMC/
GMPの最新動向　ICH Q12の実装と
リモート査察　PACMPの活用につい
て

津組 定（協和キリン）, 
淺原 初木, 河邊 圭吾, 
山本 憲鋭, 日本PDA製
薬学会開発QA委員会
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（0910-4739）38巻7号 
Page1168-1173
（2022.04）

解説/特
集

2022183687【信頼確保と法令順守】（第9章）CMC/
GMPの国際動向　ICH Q12の実装と
リモート査察　製品ライフサイクル全
体を見据えたICH Q12の実践における
要点・留意点

尾山 和信（慶応義塾大
学医学部附属病院）, 秋
元 雅裕, 淺原 初木, 小
坂 純, 林 紗衣子, 松本 
洋典, 和田 雅昭, 日本
PDA製薬学会開発QA委
員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻7号 
Page1160-1167
（2022.04）

解説/特
集

2022183674【信頼確保と法令順守】（第2章）医薬
品製造におけるDI対応・DX化とア
ジャイル開発のCSV　医薬品製造
領域におけるコンピュータ化システ
ムのアジャイル開発

新井 洋介（シグマクシ
ス）, 石川 明水, 圓明 正
継, 荻本 浩三, 黒井 啓
子, 合津 文雄, 鴻池 明, 
坪田 浩之, 晴山 知子, 柳
澤 宏次, 山門 弘直, 日本
PDA製薬学会電子記録
電子署名委員会エマー
ジング・テクノロジー分
科会
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解説/特
集

2022183673【信頼確保と法令順守】（第2章）医薬
品製造におけるDI対応・DX化とア
ジャイル開発のCSV　「今ある工場
をどうするか?」既存工場のDI対応
とDX化に向けたロードマップの提
言

荒木 澄江（協和ファー
マケミカル）, 越智 久美
子, 菅野 雄樹, 椎名 秀
樹, 下田 由紀子, 村中 志
有, 守野 智, 吉田 英敏, 
日本PDA製薬学会電子
記録電子署名委員会デ
ータ・インテグリティ分
科会（次世代DIグルー
プ）
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解説/特
集

2022178549 筋ジストロフィー治療開発の最先
端、次の10年に何がおこるか

松村 剛（国立病院機構
大阪刀根山医療センタ
ー 脳神経内科）, 高田 
博仁

医療（0021-1699）76巻1
号 Page31-34（2022.02）

解説

2022175987 1996年から2016年の20年間にお
ける薬剤師の就業動向

安藤 崇仁（帝京大学 薬
学部 地域医療薬学研究
室）, 井上 和男, 木村 一
紀, 安原 眞人
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