
医療経済関係研究論文（10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
2022247084 医療と経済　COVID19前後での医

療経済の変化とこれからの医療
真野 俊樹（多摩大学大
学院）

日本クリティカルケア看
護学会学術集会抄録集
17回 Page SL3-01
（2021.07）

会議録

2022240364 先天代謝異常の診療を取り巻く医療
経済の潮流

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本先天代謝異常学会雑
誌（0912-0122）37巻
Page84（2021.09）

会議録

2022238726 医療経済から考える小児医療 田倉 智之（東京大学大
学院 医療経済政策学）

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）126巻2号
Page174（2022.02）

会議録

2022237267【医師から薬剤師にタスク・シフト/
シェアが可能な業務についての取り
組み】手術/検査前の常用薬および
術前中止薬確認業務の医療経済学
的評価

盛川 敬介（国立病院機
構西新潟中央病院 治験
管理室）

ファルマシア（0014-
8601）58巻7号 
Page677-679
（2022.07）

解説/特
集

2022234277【免疫性神経疾患（第2版）-基礎・臨
床の最新知見-】トピックス・今知り
たいこと　免疫性神経疾患の支援制
度と医療経済

荻野 美恵子（国際医療
福祉大学市川病院 脳神
経内科・神経難病セン
ター）

日本臨床（0047-1852）
80巻増刊5 免疫性神経
疾患 Page569-573
（2022.05）

解説/特
集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022250982【知らないと困る"179の常識"を学ん

で即戦力に!新デキる薬剤師をつく
る現場の教科書】（Chapter 3）法規・
制度・保険請求の常識　おさらい医
療保険

菅野 敦之（明治薬科大
学 薬学部 臨床薬学部門 
地域医療学）

調剤と情報（1341-5212）
28巻10号 Page1606-
1608（2022.07）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2022247614 薬剤師でなくても知っておきたい薬
の話（第18回）　知って損はない薬
の雑学　薬の価格はどうやって決ま
る?

瀬尾 量（ハートフェル
ト）

OPJリエゾン（2435-
2233）10号 Page48-
49（2022.06）

解説

2022245490【"認知症+併存疾患" アプローチの最
前線】認知症診療の現在地と今後の
展望　地域連携
,aducanumab,COVID-19

小野 賢二郎（金沢大学
大学院 医薬保健学総合
研究科 脳神経内科学）, 
新井 平伊, 長濱 康弘, 
稗田 宗太郎

内科（0022-1961）
129巻6号 Page1355-
1362（2022.06）

座談会/
特集

2022243093 Towards the elimination of viral 
hepatitis from Asia/Pacifi c-where 
are we?　アジアにおけるウイルス
性肝炎の疾病負担（Viral hepatitis 
disease burden in Asia）（英語）

Razavi Homie（Center 
for Disease Analysis 
Foundation）

肝臓（0451-4203）63巻
Suppl.1 Page A202
（2022.04）

会議録

2022242737【骨・関節感染症の治療戦略】検査・
診断　細菌培養検査,病理診断　人
工股関節全置換術患者における鼻腔
内保菌検査および除菌　費用対効
果からみた適切な方法

戸野塚 久紘（神奈川リ
ハビリテーション病院 
整形外科）, 杉山 肇, 
田中 大輔, 天神 彩乃, 
米本 圭吾, 佐藤 龍一, 
斎藤 充

別冊整形外科（0287-
1645）81号 Page48-53
（2022.04）

解説/特
集

2022241846 難治性または原因不明慢性咳嗽に伴
う患者負担に関する質的研究

上田 直也（MSDメディ
カルアフェアーズ）, 薬
師寺 あんず, Schelfhout 
Jonathan, 鴇田 滋, 久保 
武一

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）11巻増刊
Page198（2022.04）

会議録

2022238681 血液浄化のコスト分析　意思決定と
サプライチェーン最適化を支援する
ツール（Cost analysis of blood 
purifi cation: a tool for decision-
making and supply chain optimiza-
tion）（英語）

Grazzini Silvia（Procure-
ment Department of 
public assets and 
services, ESTAR 
Tuscany）, Razzauti 
Claudia, Fabbri Lea 
Paola, Galata Michele, 
Bellucci Stefano, 
Colivicchi Ilaria, Manci-
no Maria Elvira

Renal Replacement 
Therapy（2059-1381）
5巻 Page1 of 8-8 of 8
（2019.）

原著論文



2022238455 無歯下顎への異なる歯置換戦略に対
する患者の選好性　支払い意思額
解析（Patient preferences for 
diff erent tooth replacement strate-
gies for the edentulous mandible: 
A willingness-to-pay analysis）（英
語）

Tada Sayaka（Discipline 
of Endodontics, Restor-
ative Dentistry and 
Prosthodontics, Disci-
pline of Primary Dental 
Care & Population 
Health, Faculty of 
Dentistry, National 
University of Singa-
pore）, Kanazawa 
Manabu, Miyayasu 
Anna, Iwaki Maiko, 
Srinivasan Murali, 
Minakuchi Shunsuke, 
McKenna Gerald

Journal of Prosthodon-
tic Research（1883-
1958）65巻4号 
Page535-540
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022238317 妊娠中の鉄欠乏性貧血における経口
鉄剤の有効性、忍容性、費用を比較
した無作為化比較試験（A random-
ized controlled trial comparing the 
effi  cacy, tolerability, and cost of 
oral iron preparations in iron-
defi ciency anemia in pregnancy）
（英語）

Gamad Nanda（Depart-
ment of Pharmacology, 
Post Graduate Institute 
of Medical Education & 
Research）, Saha 
Pradip Kumar, Sharma 
Prashant, Suri Vanita, 
Chakrabarti Amitava, 
Saha Lekha

The Journal of Obstet-
rics and Gynaecology 
Research（1341-8076）
47巻11号 Page3828-
3841（2021.11）

原著論文
/ランダ
ム化比較
試験

2022237805【依存症治療の現在】日本における
ハームリダクションの展開に向けて

高野 歩（東京医科歯科
大学）

精神医療 第5次6号 
Page71-78（2022.07）

解説/特
集

2022237267【医師から薬剤師にタスク・シフト/
シェアが可能な業務についての取り
組み】手術/検査前の常用薬および
術前中止薬確認業務の医療経済学
的評価

盛川 敬介（国立病院機
構西新潟中央病院 治験
管理室）

ファルマシア（0014-
8601）58巻7号 
Page677-679
（2022.07）

解説/特
集

2022236046【間質性膀胱炎-新たな展開】クリニ
ックでの診療

南里 正晴（南里泌尿器
科医院）, 松尾 学

排尿障害プラクティス
（0919-5750）30巻1号 
Page47-51（2022.06）

解説/特
集

2022235958 消化性潰瘍の治療におけるHelico-
bacter pylori除菌戦略の経済効果
（Helicobacter 2022）の解説

小和田 暁子（北海道医
療大学）

Helicobacter Research
（1342-4319）26巻1号 
Page82-84（2022.06）

解説

2022235657【腎代替療法のすべて】（第5章）腹膜
透析　腹膜透析療法　自動腹膜透
析（APD）

樋口 千恵子（明洋会柴
垣医院）, 柴垣 圭吾

腎と透析（0385-2156）
92巻増刊 Page347-351
（2022.06）

解説/特
集

2022234127 乳がんの画像診断から病理まで　遺
伝性乳がんからの医療のパラダイム
シフト

山内 英子（聖路加国際
病院 乳腺外科）

日本放射線技術学会雑誌
（0369-4305）78巻5号
Page531-534
（2022.05）

解説



2022232969 骨粗鬆症性椎体骨折に対するBKP
（Balloon Kyphoplasty）　様々な視
点から

松原 祐二（刈谷豊田総
合病院 整形外科）

東海脊椎外科（0913-
476X）36巻 Page4-9
（2022.04）

総説

2022232562 日本における片頭痛に関する横断的
疫学調査　片頭痛の疾患負担と医
療への障壁

松森 保彦（仙台頭痛脳神
経クリニック）, 植田 要, 
小森 美華, Zagar 
Anthony J., Kim Yongin, 
Jaffe Dena H., 竹島 多
賀夫, 平田 幸一

日本頭痛学会誌（1345-
6547）48巻2号 
Page481（2021.11）

会議録

2022231503 診療報酬改定を契機にASPを導入し
た市中病院のAST活動の報告

陶山 明日香（明芳会板橋
中央総合病院 薬剤部）, 
鈴木 佳子

日本環境感染学会誌
（1882-532X）37巻2号 
Page57-61（2022.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022228338 日本における肝細胞癌患者の実臨床

における肝切除後の治療パターンお
よび医療費（Treatment patterns 
and medical costs after hepatec-
tomy in real-world practice for 
patients with hepatocellular carci-
noma in Japan）（英語）

Terashima Takeshi
（Department of 
Gastroenterology, 
Kanazawa University 
Hospital）, Higashibeppu 
Yoichi, Yamashita 
Tatsuya, Sakata 
Yukinori, Azuma Mie, 
Fujimoto Kenichi, 
Munakata Hiroaki, Ishii 
Mika, Kaneko Shuichi

Hepatology Research
（1386-6346）51巻10号
Page1073-1081
（2021.10）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022251189 たんぽぽ先生の　現場で役立つ在宅

報酬の考え方（第3回）　在宅医療制
度の5つの呪文

永井 康徳（ゆうの森た
んぽぽクリニック）

日本医事新報（0385-
9215）5130号 
Page56-57（2022.08）

解説

2022251163 たんぽぽ先生の現場で役立つ在宅報
酬の考え方（第2回）　訪問看護は医
療保険か介護保険か?

永井 康徳（ゆうの森た
んぽぽクリニック）

日本医事新報（0385-
9215）5129号 
Page54-55（2022.08）

解説

2022250986【知らないと困る"179の常識"を学ん
で即戦力に!新デキる薬剤師をつく
る現場の教科書】（Chapter 3）法規・
制度・保険請求の常識　公費負担医
療制度をマスターする

松浦 正佳（日本薬剤師
会）

調剤と情報（1341-
5212）28巻10号 
Page1624-1628
（2022.07）

解説/特
集

医療費

医療保障制度



2022250982【知らないと困る"179の常識"を学ん
で即戦力に!新デキる薬剤師をつく
る現場の教科書】（Chapter 3）法規・
制度・保険請求の常識　おさらい医
療保険

菅野 敦之（明治薬科大
学 薬学部 臨床薬学部門 
地域医療学）

調剤と情報（1341-
5212）28巻10号 
Page1606-1608
（2022.07）

解説/特
集

2022245209 厚生労働省「歯科疾患実態調査」の
ヒートマップ的疾患動向分析にみる
日本の医療制度改革の方向性

三宅 雅（大原記念倉敷
中央医療機構倉敷中央
病院）, 江國 大輔, 
森田 学

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）59巻
Suppl. Page137
（2022.05）

会議録

2022240207 医療保険情報を用いた柴犬の皮膚疾
患に関わる遺伝子の探索

水野 米利子（アニコム
損害保険 R&D）, 堀江 
亮, 赤司 亜弥子, 卯川 尚
史, 松本 悠貴

日本獣医学会学術集会
講演要旨集（1347-
8621）164回 Page 
[HSO-57]（2021.09）

会議録

2022236434 医療保険の手引き[内科] 安藤 策郎, 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5号 
Page505-510
（2022.06）

解説

2022235374【加齢とリハビリテーション】（第1部）
社会の変化と制度改革　超高齢社会
の到来と社会保障制度改革　医療制
度改革を中心に

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学）

総合リハビリテーション
（0386-9822）50巻6号
Page557-565
（2022.06）

解説/特
集

2022234186 FOCUS　クラウドファンディング
で研究資金を集める!　臨床研究（先
進医療制度を利用した特定研究）か
ら得た経験

里井 壯平（関西医科大
学 外科学講座）, 山本 
智久, 山木 壮, 廣岡 智, 
橋本 大輔, 関本 貢嗣

臨床外科（0386-9857）
77巻6号 Page748-753
（2022.06）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022238504 乾癬性関節炎患者に対する治療プラ

クティスとコスト　日本の病院診療
報酬データベースによる分析
（Treatment practices and costs 
among patients with psoriatic 
arthritis: A Japanese hospital 
claims database analysis）（英語）

Inui Kentaro（Depart-
ment of Orthopaedic 
Surgery, Osaka City 
University Medical 
School）, Sato Masayo, 
Esterberg Elizabeth, 
Parikh Rohan C., 
Kimura Shuichi, Torisu-
Itakura Hitoe

Modern Rheumatology
（1439-7595）31巻6号
 Page1179-1191
（2021.11）

原著論文

診療報酬・薬価



2022238402 日本人慢性腎臓病患者における腎代
替療法開始と関連する生活習慣行動　
特定健診の結果と紐付けられた診療
報酬データベースを用いた後ろ向き
コホート研究（Lifestyle behaviors 
associated with the initiation of 
renal replacement therapy in 
Japanese patients with chronic 
kidney disease: a retrospective 
cohort study using a claims data-
base linked with specifi c health 
checkup results）（英語）

Hara Azusa（Division of 
Drug Development and 
Regulatory Science, 
Faculty of Pharmacy, 
Keio University）, Hirata 
Takumi, Okamura 
Tomonori, Kimura 
Shinya, Urushihara 
Hisashi

Environmental Health 
and Preventive 
Medicine（1342-078X）
26巻 Page1 of 10-10 
of 10（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022238218 日本の閉経後女性の骨粗鬆症治療を
目的としたビスホスホネート製剤の
毎日、毎週、毎月の各投与レジメン
に対するアドヒアランス　診療報酬
データを用いた後方視的研究
（Adherence to Daily, Weekly, and 
Monthly Dosing Regimens of 
Bisphosphonates for Osteoporosis 
Treatment in Postmenopausal 
Women in Japan: A Retrospective 
Study Using Claims Data）（英語）

Kosaka Yuki（Biometrics 
Research Laboratories, 
NEC）, Sugiyama 
Takehiro, Hara Konan, 
Kobayashi Yasuki

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine

（0040-8727）255巻2号
Page147-155
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022236398 日常の歯科診療への漢方薬の活用　
日本歯科医師会「薬価基準による歯
科関係薬剤点数表」に収載された葛
根湯、芍薬甘草湯、補中益気湯、十
全大補湯について

五味 暁憲（群馬大学大
学院 医学系研究科 口腔
顎顔面外科学講座・形
成外科学講座）, 横尾 聡

群馬県歯科医学会雑誌
（1343-2435）26巻 
Page27-36（2022.06）

解説

2022231503 診療報酬改定を契機にASPを導入し
た市中病院のAST活動の報告

陶山 明日香（明芳会板橋
中央総合病院 薬剤部）, 
鈴木 佳子

日本環境感染学会誌
（1882-532X）37巻2号 
Page57-61（2022.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022235492 病院薬剤師の在宅勤務　新しい働き

方の一例
森川 剛（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 薬剤部）, 花岡 
容子, 小池 恵理, 清野 
義一, 寺島 孝徳, 久保田 
健, 岡澤 香津子

社会薬学（0911-0585）
41巻1号 Page32-36
（2022.06）

原著論文

医業経営



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022251061 医薬品等の研究開発のススメ（第3

回）　臨床試験と手順手続き　それ
で大丈夫ですか

東京新薬株式会社 PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻11号
Page1865-1875
（2022.08）

解説

2022251056 バイオ医薬品のCMC研究開発におけ
るデジタルトランスフォーメーショ
ン（DX）に向けた現状と課題（第2回）　
バイオ医薬品の製法開発や品質評価
における分析結果および分析機器の
DigitizationおよびDigitalizationの現
状

末友 裕行（協和キリン）, 
大澤 賢太郎, 西風 隆司, 
早川 禎宏, 柴田 寛子, 
高垣 香菜, 桂 真治, 中子 
真由美, 馬場 一彦, 丸吉 
京介, 三原 和敏, 湯村 恭
平, 日向 昌司, 原園 景, 
鳥巣 哲生, 内山 進, 
石井 明子

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻11号
Page1825-1830
（2022.08）

解説

2022251052【データインテグリティ対策と関連事
項の整理】GxPに対するESおよびガ
バナンスの必要性について

村上 大吉郎（平原エン
ジニアリングサービス）, 
伊奈 潤子, 小林 勉, 
大戸 篤, 清都 研吾, 田中 
広治, 佐藤 弘明, 立花 
忠之, 日本PDA製薬学会
電子記録・電子署名委
員会ESグループ

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻11号
Page1769-1775
（2022.08）

解説/特
集

2022245777【最近の薬事行政の話題と改正GMP
省令について】改正GMP省令のポイ
ント

三嶋 克彦（医薬品医療
機器総合機関 関西支
部）

保健医療科学（1347-
6459）71巻2号 
Page147-155
（2022.05）

総説/特
集

2022245776【最近の薬事行政の話題と改正GMP
省令について】近年の医薬品製造所
における不正事案と再発防止策

飛田 勇輝（厚生労働省 
医療・生活衛生局 監視
指導・麻薬対策課）, 
山本 剛, 工藤 俊明, 
湯本 貴文

保健医療科学（1347-
6459）71巻2号 
Page140-146
（2022.05）

総説/特
集

2022245775【最近の薬事行政の話題と改正GMP
省令について】医薬品の品質保証と
GMP　GMP省令における医薬品品
質システム（PQS）の観点から

小山 靖人（小山ファー
マコンサルティング）

保健医療科学（1347-
6459）71巻2号 
Page129-139
（2022.05）

総説/特
集

2022245774【最近の薬事行政の話題と改正GMP
省令について】GMPに関する法令の
改正及び京都府薬事支援センターの
取り組みについて

田中 良一（京都府健康
福祉部 薬務課）

保健医療科学（1347-
6459）71巻2号 
Page115-128
（2022.05）

解説/特
集

医療関連ビジネス


