
医療経済関係研究論文（11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
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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
2022283333 疾病が就労に与える影響に関する医

療経済学的研究
西村 壮広（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）, 藤本 賢治, 大谷 誠, 
永田 昌子, 藤野 善久, 
松田 晋哉

産業衛生学雑誌（1341-
0725）64巻臨増 
Page459（2022.05）

会議録

2022272501 With/Afterコロナの医療政策　地域
とソーシャルワーク

椋野 美智子（松山大学 
人文学部）

保健医療社会福祉研究
（2435-0060）30巻 
Page45-50（2022.03）

解説

2022271619 【どうなる,どうする病院の外来】医
療政策の流れ　海外における病院の
外来機能　ITとの親和性に着目して

真野 俊樹（中央大学大
学院 戦略経営研究科）

病院（0385-2377）81巻
6号 Page500-503

（2022.06）

解説/特
集

2022269153 爪白癬治療の医療経済評価 常深 祐一郎（埼玉医科
大学 皮膚科）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号
Page1275（2022.05）

会議録

2022269152 乾癬治療の医療経済評価 五十嵐 敦之（NTT東日
本関東病院 皮膚科）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号 
Page1275（2022.05）

会議録

2022269151 医療経済評価とは?オカネの話と、オ
カネでない話

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号
Page1275（2022.05）

会議録

2022265331 東南アジアにおける発達障害者に対
する保健医療政策の実態把握と改善
に関する研究　フィリピン共和国の
発達障害者支援の取り組み

鈴木 さとみ（国立重度
知的障害者総合施設の
ぞみの園 研究部）, 日詰 
正文, 佐野 竜平

国立のぞみの園紀要15号
Page84-91（2022.06）

原著論文



2022263954 タイ国における医療政策へのMean-
ingful Youth EngagementとExpo-
sureの増大（Increasing Meaningful 
Youth Engagement and Exposure 
to Health Policy in Thailand）（英
語）

Sophonsakulsuk
Chaovanon（International 
Federeation of Medical 
Students' Associations-
Thailand（IFMSA-
Thailand））, Uaechevakul 
Sirapop, Phataralaoha
Onranicha

医学教育（0386-9644）
53巻Suppl. Page134
（2022.07）

会議録

2022261703 院外処方における経口抗がん剤レジ
メンチェック体制構築と医療経済学
的有用性評価

吉田 弘樹（日本赤十字
社愛知医療センター名
古屋第二病院）, 鈴木 雅
人, 牧原 明秀, 三屋 良
太, 高原 悠子, 木全 司

日本臨床腫瘍薬学会雑誌
（2189-129X）25巻 
Page146（2022.05）

会議録

2022257120 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　医療経済からみ
た呼吸器外科ロボット手術の現状と
未来展望

春木 朋広（鳥取大学 呼
吸器外科）, 野坂 祐仁, 
宮本 竜弥, 大島 祐貴, 
松居 真司, 城所 嘉輝, 
窪内 康晃, 中村 廣繁

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-7（2021.10）

会議録

2022257119 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　胸腔鏡手術との
利益差およびROIから考察した、ロ
ボット肺癌手術の経済効果について

吉岡 正一（済生会熊本
病院 呼吸器科）, 岩谷 
和法, 隈元 清仁

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-6（2021.10）

会議録

2022257118 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　RATSの医療経
済　VATSとの比較

青柳 美穂（札幌医科大
学附属病院 呼吸器外
科）, 石井 大智, 佐藤 太
軌, 中村 泰幸, 進藤 悠
真, 千葉 慶宜, 鶴田 航
大, 高瀬 貴章, 宮島 正
博, 渡辺 敦

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-5（2021.10）

会議録

2022257117 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　医療経済から考
えたロボット手術

神崎 正人（東京女子医科
大学 医学部 呼吸器外科）, 
井坂 珠子, 四手井 博章, 
荻原 哲, 高圓 瑛博, 
光星 翔太, 青島 宏枝, 
松本 卓子

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-4（2021.10）

会議録

2022257116 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　呼吸器外科低侵
襲手術と医療経済　コスト・ベネフ
ィットのポイント

中村 廣繁（鳥取大学 医
学部 呼吸器・乳腺内分
泌外科学分野）

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-3（2021.10）

会議録

2022257115 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　医療における費
用対効果評価

國頭 英夫（日本赤十字
社医療センター）

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-1（2021.10）

会議録



2022253804 医療経済の視点からみた変形性膝関
節症に対する多血小板血漿（PRP）
療法の治療提供価格に関する検討

齋田 良知（順天堂大学 
整形）, 内野 小百合, 桃
井 康雅, 小林 洋平, 西
尾 啓史, 若山 貴則, 福
里 晋, 中嶋 亮介, 金子 
晴香, 久保田 光昭, 石島 
旨章

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）96巻3号 
Page S716（2022.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022285131 フォーミュラリーと費用対効果につ

いて考える
五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

島根県病院薬剤師会雑誌
（0916-8346）92号 
Page13-20（2022.07）

解説

2022285067【介護現場を支えるロボット介護機
器】介護施設における省人化戦略

長谷川 みほ（海光会特
別養護老人ホーム海光
園）

バイオメカニズム学会誌
（0285-0885）46巻3号 
Page145-149
（2022.08）

解説/特
集

2022284646 月経随伴症に伴う社会経済的損失の
改善に向けて

平池 修（東京大学 医学
部 医学系大学院 産婦人
科学講座）

東京産婦人科医会誌55
号 Page66-69
（2022.08）

解説

2022284551 抗がん剤調製後中止による薬剤廃棄 福田 実（長崎大学病院 
がん診療センター）, 本
田 琢也, 内田 隆寛, 能勢 
誠一, 兒玉 幸修, 橋詰 
淳哉, 土屋 暁美, 松尾 
久美, 鎌田 理嗣, 本多 
功一, 石井 浩二, 山口 博
之, 迎 寛, 芦澤 和人

癌と化学療法（0385-
0684）49巻8号 
Page861-865
（2022.08）

原著論文

2022283333 疾病が就労に与える影響に関する医
療経済学的研究

西村 壮広（産業医科大
学 医学部公衆衛生学教
室）, 藤本 賢治, 大谷 誠, 
永田 昌子, 藤野 善久, 
松田 晋哉

産業衛生学雑誌（1341-
0725）64巻臨増 
Page459（2022.05）

会議録

2022282557 女性の悩みと産業メンタルヘルス　
更年期障害と労働　更年期ロスを減
らすためのメンタルケア

小川 真里子（東京歯科
大学市川総合病院 産婦
人科）

産業精神保健（1340-
2862）30巻増刊 
Page71（2022.06）

会議録

2022282010 光線力学的療法（Photodynamic 
therapy : PDT）の費用対効果　悪性
脳腫瘍に関して

秋元 治朗（東京医科大
学 脳神経外科学分野）, 
田倉 智之

日本レーザー医学会誌
（0288-6200）43巻2号 
Page65-72（2022.07）

解説

2022281974【弱視と斜視のフォローアップ】治
療用眼鏡の作製とフォロー

四宮 加容（徳島大学大
学院 医歯薬学研究部 眼
科学分野）

あたらしい眼科（0910-
1810）39巻7号 
Page863-869
（2022.07）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2022281621 人口動態統計に基づいたセルフメデ
ィケーション税制に関する実態調査
と課題抽出

田口 和明（慶応義塾大
学 薬学部 薬効解析学講
座）, 榎木 裕紀, 堀 里子, 
山浦 克典, 松元 一明

医療薬学（1346-342X）
48巻7号 Page276-283
（2022.07）

原著論文

2022280456 片頭痛医療の夜明け　新規治療薬
の登場と頭痛難民の救済

竹島 多賀夫（富永病院） 大阪府内科医会会誌
（1881-669X）31巻1号 
Page50-59（2022.06）

解説

2022279862 日本における一次性下肢静脈瘤治療
に対する血管内塞栓術と血管内焼灼
術の費用対効果分析

孟 真（国家公務員共済組
合連合会横浜南共済病院 
心臓血管外科）, 広川 雅之, 
Cao Khoa, Ikeno 
Fumiaki, Pietzsch Jan 
Benjamin

静脈学（0915-7395）
33巻2号 Page217
（2022.06）

会議録

2022279017 簡便な医薬品の購入　請求突合調
査法の開発

竹村 敏也（済生会兵庫
県病院）, 小川 麻由美

日本医療マネジメント学
会雑誌（1881-2503）
23巻Suppl, Page298
（2022.07）

会議録

2022278978 本格的なバイオシミラー導入による
薬剤購入費削減の試み

石坂 忠博（加古川市民
病院機構加古川中央市
民病院 薬剤部）, 山根 
真也

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
23巻Suppl, Page291
（2022.07）

会議録

2022274419 糖尿病治療第一選択薬としての
SGLT2阻害薬の費用効果分析

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）, 櫻井 桂子, 
窪田 杏奈, 坂元 晴香, 
秋山 博紀, 森田 奈瑠, 
木谷 曜子, 矢島 利高, 
宮田 裕章

糖尿病（0021-437X）
65巻Suppl.1 Page 
S-193（2022.04）

会議録

2022273565【CKD診療における漢方と補完代替
療法】透析患者に対する漢方薬

和田 健太朗（日本鋼管
福山病院 内科・透析セ
ンター）

臨床透析（0910-5808）
38巻6号 Page597-605
（2022.06）

解説/特
集

2022269816 広範囲な膵切除における低侵襲性手
術と開腹手術の費用対効果および術
後QOLに関するシステマティックレ
ビューおよびメタアナリシス
（Systematic review and meta-
analysis of cost-eff ectiveness and 
quality of life following minimally 
invasive versus open major pan-
creatic resections）（英語）

Varghese Chris（The 
University of 
Manchester）, Lee 
Suhyun, Oh Alexander, 
Fung Matthew, Patel 
Bijen, Pandanaboyana 
Sanjay, Dasari Bobby

Journal of Hepato-
Biliary-Pancreatic 
Sciences（1868-6974）
29巻Suppl.1 Page43
（2022.02）

会議録



2022269799 開腹膵切除術と腹腔鏡下膵切除術
の費用対効果比較　韓国国民健康
保険サービスのデータを用いた人口
ベースの研究（Cost-effectiveness 
of open versus laparoscopic pan-
createctomy: A population-based 
study using data from the Korea 
National Health Insurance Service）
（英語）

Lee Jun Suh（Seoul 
National University 
Bundang Hospital）, 
Yoon Yoo-Seok, Kim 
Moonhwan, Lee Boram, 
Lee Hae-Won, Cho Jai 
Young, Han Ho-Seong

Journal of Hepato-
Biliary-Pancreatic 
Sciences（1868-6974）
29巻Suppl.1 Page35
（2022.02）

会議録

2022269152 乾癬治療の医療経済評価 五十嵐 敦之（NTT東日
本関東病院 皮膚科）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号
Page1275（2022.05）

会議録

2022269151 医療経済評価とは?オカネの話と、
オカネでない話

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号
Page1275（2022.05）

会議録

2022269094 Psoriatic diseaseとそのCLCIを踏ま
えた患者指導

大塚 篤司（近畿大学 皮
膚科）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号
Page1260（2022.05）

会議録

2022266865 日本の成人アトピー性皮膚炎患者に
おけるデルゴシチニブの費用対効果
分析（Cost-eff ectiveness analysis 
of delgocitinib in adult patients 
with atopic dermatitis in Japan）（英
語）

Takenaka Motoi（De-
partment of Dermatol-
ogy, Nagasaki Univer-
sity）, Matsumoto Mai, 
Murota Hiroyuki, Inoue 
Sachie, Shibahara 
Hidetoshi, Yoshida 
Kazufumi, Takigawa 
Sotaro, Ishimoto Atsu-
shi

Journal of Cutaneous 
Immunology and 
Allergy（2574-4593）
4巻5号 Page100-108
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022266862 日本のKRAS野生型転移性大腸癌患
者に対する第三選択療法におけるパ
ニツムマブによる皮膚毒性を防ぐた
めの先制皮膚療法の費用対効果
（Cost-eff ectiveness of preemptive 
skin treatment to prevent skin-
toxicity caused by panitumumab in 
third-line therapy for KRAS wild 
type metastatic colorectal cancer 
in Japan）（英語）

Kashiwa Munenobu
（Faculty of Pharmacy, 
Institute of Medical, 
Pharmaceutical and 
Health Sciences, 
Kanazawa University）, 
Matsushita Ryo

Journal of 
Pharmaceutical Health 
Care and Sciences
（2055-0294）7巻 
Page1 of 9-9 of 9
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022266223 残薬調整結果と院外処方箋情報を
利用した残薬を生じる患者背景調査

牛田 誠（名城大学 薬学
部 実践薬学II）, 酒井 隆
全, 塚本 知男, 鈴木 大
吾, 石井 秀明, 坂田 洋

日本薬剤師会雑誌
（0369-674X）74巻8号 
Page883-887
（2022.08）

原著論文

2022266147 月経困難症について　現状と外来で
の治療について

矢崎 聡（矢崎医院） 高崎医学（0916-121X）
72巻 Page67-72
（2022.07）

解説



2022265372 市販薬乱用とセルフメディケーショ
ン

嶋根 卓也（国立精神・
神経医療研究センター
精神保健研究所 薬物依
存研究部）

精神科治療学（0912-
1862）37巻7号 
Page793-797
（2022.07）

解説

2022264990「水を使わない口腔ケアシステム」
を導入して薬剤における費用対効果
を検証する

梶原 美恵子（北九州古
賀病院）

日本老年歯科医学会総
会・学術大会プログラ
ム・抄録集32回 Page 
O3-1（2021.06）

会議録

2022262969【痛み】慢性疼痛の種類と疫学 川口 善治（富山大学 医
学部 整形外科）

現代医学（0433-3047）
69巻1号 Page19-24
（2022.06）

解説/特
集

2022259532【総合診療外来に"実装"したい最新
エビデンス-My Best 3】知っておき
たい!Common Disease最新エビデ
ンスMy Best 3　骨粗鬆症

山本 昌弘（島根大学 医
学部 内科学講座 内科学
第一）

総合診療（2188-8051）
32巻6号 Page706-708
（2022.06）

解説/特
集

2022257823 大血管手術における低価格3Dプリ
ンターの活用法に関する検討

森 義雄（岐阜県総合医
療センター 心臓血管外
科）, 三ツ田 翔平, 松野 
幸博, 梅田 幸生, 松本 
真介, 滝谷 博志

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
COD13-2（2021.10）

会議録

2022257119 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　胸腔鏡手術との
利益差およびROIから考察した、ロ
ボット肺癌手術の経済効果について

吉岡 正一（済生会熊本
病院 呼吸器科）, 岩谷 
和法, 隈元 清仁

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-6（2021.10）

会議録

2022257116 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　呼吸器外科低侵
襲手術と医療経済　コスト・ベネフ
ィットのポイント

中村 廣繁（鳥取大学 医
学部 呼吸器・乳腺内分
泌外科学分野）

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-3（2021.10）

会議録

2022257115 低侵襲手術（胸腔鏡およびロボット
手術）の医療経済　医療における費
用対効果評価

國頭 英夫（日本赤十字
社医療センター）

日本胸部外科学会定期学
術集会74回 Page 
LWS3-1（2021.10）

会議録

2022253910 高齢者腰椎変性疾患に対する低侵襲
固定術の術後中期成績と術式別費用
対効果

和田 明人（東邦大学 整
形（大森））, 長谷川 敬
二, 柘植 新太郎, 福武 
勝典, 中村 一将, 鎌倉 
大輔, 高橋 寛

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）96巻3号 
Page S769（2022.03）

会議録

2022253544 成人脊柱変形に対する矯正手術の
術後5年での費用対効果　予定外の
再手術の有無での比較

有馬 秀幸（浜松医科大
学 整形）, 長谷川 智彦, 
大和 雄, 坂野 友啓, 大
江 慎, 三原 唯暉, 井出 
浩一郎, 渡邉 悠, 中井 
慶一, 松山 幸弘

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）96巻3号 
Page S583（2022.03）

会議録



2022253491 術前の全身状態別に検討した腰椎変
性疾患手術例における質調整生存年
（QALY）

加藤 相勲（大阪市立大
学大学院 整形）, 寺井 
秀富, 並川 崇, 松村 昭, 
星野 雅俊, 豊田 宏光, 
鈴木 亨暢, 高橋 真治, 
玉井 孝司, 藪 晋人, 中村 
博亮

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）96巻3号 
Page S555（2022.03）

会議録

2022253289 ニュージーランドにおける血中好酸
球性表現型を有するCOPD患者の疾
病負荷（Burden of illness in blood 
eosinophilic phenotype COPD pa-
tients in New Zealand）（英語）

Shantakumar Sumitra
（Epidemiology, GlaxoS-
mithKline）, Ho Yu-Fan, 
Beale Janine, Gribben 
Barry

Respiratory 
Investigation（2212-
5345）59巻4号 
Page487-497
（2021.07）

原著論文

2022252028 パーキンソン病におけるジスキネジ
ア　Bedside-to-Benchのギャップを
埋めるために　ジスキネジアの臨床
症状、リスク因子、負担に関する最
新情報（Dyskinesia in Parkinson's 
Disease: Filling the Bedside-to-
Bench Gap　Update on the Clini-
cal Phenomenology, Risk Factors 
and Burden of Dyskinesias）（英語）

Takeda Atsushi（De-
partment of Neurology, 
National Hospital 
Organization Sendai-
Nishitaga Hospital）

臨床神経学（0009-
918X）61巻Suppl. 
Page S182（2021.09）

会議録

2022251726 NCCH1908（UPFRONT-trial）の試
験プロトコール　進行性固形癌患者
における初回全身治療前の包括的ゲ
ノムプロファイリングの実行可能性
と有用性を評価する前向き臨床試験
（Study protocol for NCCH1908 
（UPFRONT-trial）: a prospective 
clinical trial to evaluate the feasi-
bility and utility of comprehensive 
genomic profi ling prior to the initial 
systemic treatment in advanced 
solid tumour patients）（英語）

Mizuno Takaaki（De-
partment of Experimen-
tal Therapeutics, 
National Cancer Center 
Hospital）, Yoshida 
Tatsuya, Sunami 
Kuniko, Koyama Taka-
fumi, Okita Natsuko, 
Kubo Takashi, Sudo 
Kazuki, Shimoi Tatsu-
nori, Ueno Hideki, Saito 
Eiko, Katanoda Kota, 
Shibata Taro, Yonemori 
Kan, Okusaka Takuji, 
Boku Narikazu, Ohe 
Yuichiro, Hiroshima 
Yukihiko, Ueno Makoto, 
Kuboki Yasutoshi, Doi 
Toshihiko, Nakamura 
Kenichi, Kohno Ta-
kashi, Yatabe Yasushi, 
Yamamoto Noboru

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）51巻12号 
Page1757-1760
（2021.12）

解説



2022251473 メトホルミンの適正使用および医療
費に関する日本人2型糖尿病患者の
意識調査（A survey on conscious-
ness towards the proper use of 
metformin and medical cost in 
Japanese patients with type 2 dia-
betes）（英語）

Hashimoto Yoshitaka
（Department of 
Endocrinology and 
Metabolism, Kyoto 
Prefectural University 
of Medicine, Graduate 
School of Medical 
Science）, Yasuzawa 
Hisami, Ishida Tsutomu, 
Miyazaki Yuichi, Fukui 
Michiaki

Journal of Clinical 
Biochemistry and 
Nutrition（0912-0009）
69巻3号 Page286-
293（2021.11）

原著論文

2022251242 閉塞性大腸癌に対するbridge to 
surgeryとしての自己拡張型メタリッ
クステントの費用対効果（Cost-
eff ectiveness of self-expandable 
metallic stents as bridge to surgery 
for obstructive colorectal cancer）
（英語）

Kaida Takayoshi
（Department of Gastro-
enterological Surgery, 
Miyazaki Prefectural 
Nobeoka Hospital）, 
Doi Koichi, Yumoto 
Shinsei, Kinoshita 
Shotaro, Takeyama 
Hideaki, Ishiodori 
Hiroyuki, Baba Hideo

International Journal of 
Clinical Oncology
（1341-9625）26巻8号 
Page1485-1491
（2021.08）

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
2022280538 日本におけるパーキンソン病患者の

ホーン・ヤール重症度別直接医療費　
医療情報データベースを用いた分析

馬塲 健次（住友ファー
マ）, 直井 一郎, 柴原 秀
俊, 井上 幸恵, 相野 博
司

臨床神経学（0009-
918X）62巻7号
Page524-531（2022.07）

原著論文

2022251473 メトホルミンの適正使用および医療
費に関する日本人2型糖尿病患者の
意識調査（A survey on
 consciousness towards the proper 
use of metformin and medical cost 
in Japanese patients with type 2 
diabetes）（英語）

Hashimoto Yoshitaka
（Department of Endo-
crinology and Metabo-
lism, Kyoto Prefectural 
University of Medicine, 
Graduate School of 
Medical Science）, 
Yasuzawa Hisami, 
Ishida Tsutomu, Mi-
yazaki Yuichi, Fukui 
Michiaki

Journal of Clinical 
Biochemistry and 
Nutrition（0912-0009）
69巻3号 Page286-293
（2021.11）

原著論文

医療費



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022278156 医療のデジタル化とデータヘルス改

革　医療保険分野のデジタル化と動
向

内山 博之（デジタル庁 
国民向けサービスグル
ープ）

日本医療マネジメント学
会雑誌（1881-2503）
23巻Suppl, Page134
（2022.07）

会議録

2022271599【小児医療,移行医療への公的支援--
制度の概念と具体的な運用】小児領
域の公費負担医療制度

江崎 治朗（厚生労働省 
健康局 難病対策課）

小児科（0037-4121）
63巻5号 Page475-482
（2022.05）

解説/特
集

2022268717 中日医療制度の違いと反省 フェン・ホイ （高山赤十
字病院）

高山赤十字病院紀要
（0387-7027）44号 
Page18-19（2022.03）

解説

2022264423 医療制度、ここが問題　健康寿命の
割に要介護度別介護給付金が掛かり
過ぎている都道府県の存在

中島 尚登（伊勢原駅前ク
リニック 訪問診療部）, 
矢野 耕也, 今井 裕子, 野
口 美有紀, 川口 美紀, 原 
結花, 永瀬 友美, 堀江 修

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page130
（2022.07）

会議録

2022264422 医療制度、ここが問題　小児在宅医
療における衛生材料の支給に対する
活動

島崎 亮司（地域医療振
興協会シティタワー診
療所）, 鈴木 登代子

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page130
（2022.07）

会議録

2022264421 医療制度、ここが問題　在宅検査技
師の現状と抱える課題

渡邉 真奈（ゆみのハート
クリニック）, 小針 幸子, 
芹澤 直紀, 田中 宏和, 
弓野 大

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page129
（2022.07）

会議録

2022264420 医療制度、ここが問題　在宅医療に
おける診療看護師介入の現状と課題

黒澤 恵美子（東北医科
薬科大学病院 看護部）, 
住友 和弘, 中川 恵子, 
三浦 弘子, 鈴木 孝子, 
佐藤 美由紀, 鈴木 俊子, 
佐々木 望美, 佐藤 陽子, 
小寺 俊之

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page129
（2022.07）

会議録

2022264419 医療制度、ここが問題　地域密着型
大学病院が担う在宅医療の実践と課
題への取り組み

齋藤 登（獨協医科大学
埼玉医療センター 総合
診療科）, 池田 仁美, 
保坂 亜紀子, 黒川 直美, 
石井 孝政, 水村 志保

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page128
（2022.07）

会議録

2022264418 医療制度、ここが問題　予後日単
位、時間単位が見込まれる終末期患
者における当クリニックの対応と医
療制度的問題点

平本 秀二（ピースホーム
ケアクリニック 内科・腫
瘍内科・緩和ケア内科）, 
徳谷 理恵, 大屋 清文, 
上田 ちよ, 佐藤 秀人, 
平本 野枝, 吉村 ゆき子

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page128
（2022.07）

会議録

医療保障制度



2022264417 医療制度、ここが問題　連携におけ
るガイドラインの必要性

久保 裕樹（新生病院）, 
荒木 庸輔, 田實 武弥, 
山本 直樹, 石井 栄三郎

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page127
（2022.07）

会議録/
症例報告

2022264416 医療制度、ここが問題　他事業所と
の連携と在宅がん医療総合診療料の
問題点

飯森 俊介（いろはホー
ムケアクリニック）

日本在宅医療連合学会大
会プログラム・講演抄録
集4回 Page127
（2022.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022268780「持続可能な新薬開発（つくる責任）、

持続可能な使用方法（つかう責任）」　
薬価算定と最適使用推進ガイドライ
ン策定の仕組み

古田 淳一（筑波大学 医
学医療系 医療情報マネ
ジメント学）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号 
Page1094（2022.05）

会議録

2022259865 医療事業部における実態調査の結果
報告（Ver.2021）　診療報酬に関連
して

黒住 順子（岡山県栄養
士会 医療事業部）, 浅浦 
久美, 今井 博美, 菅 和
美, 石井 桂子, 竹元 夏, 
熱田 幸子, 長谷川 祐子, 
大原 秋子, 太田 敬子, 
若松 規子, 松本 英子, 
小田 佳代子, 島田 富由, 
田所 尚子, 高瀬 綾子, 
宇野 富美子, 市川 和子

重井医学年報（0285-
0184）43巻 Page29-32
（2022.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022285442 コロナ禍1年間における医療分野の

ソーシャルワーカー業務の変化　困
難な中にある変化の芽

保正 友子（日本福祉大
学 社会福祉学部）

日本福祉大学社会福祉論
集（1345-174X）146号 
Page87-103（2022.03）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022285451【ウェアラブルデバイスと未来の医

療】ウェアラブルデバイスから得ら
れるデジタルバイオマーカーの医薬
品開発への活用

杉谷 康雄（中外製薬 バ
イオメトリクス部）, 山
本 英晴

医学のあゆみ（0039-
2359）282巻12号 
Page1083-1088
（2022.09）

解説/特
集

2022268782「持続可能な新薬開発（つくる責任）、
持続可能な使用方法（つかう責任）」　
皮膚科医として、企業人として

生駒 晃彦（マルホ） 日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻5号
Page1095（2022.05）

会議録

診療報酬・薬価

医業経営

医療関連ビジネス



2022262905 今日も明日もAMR対策（第28回）
新規抗菌薬開発のビジネスモデルの
変化

具 芳明（東京医科歯科
大学大学院 医歯学総合
研究科 統合臨床感染症
学分野）

J-IDEO（2432-7077）
6巻4号 Page698-700
（2022.07）

解説

2022261741 製薬企業のメディカルアフェアーズ
部門における教育プログラムの取り
組み　経口がん薬の薬薬連携プログ
ラムを事例に

鍛冶屋 景子（日本イー
ライリリー 研究開発・
メディカルアフェアーズ
統括本部）, 中村 絵梨, 
鈴木 由希子, 鈴木 弓仁, 
山本 尚功

日本臨床腫瘍薬学会雑誌
（2189-129X）25巻
Page184（2022.05）

会議録

2022259192【「医薬品リスク管理計画制度の充実
と効果の向上のための基盤研究」の
成果】リスク最小化資材の整理分析
と提言

林 昌洋（国家公務員共
済組合連合会虎の門病
院）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
12巻2号 Page203-208
（2022.05）

解説/特
集

2022259189 医薬品の自主回収の状況 中田 雄一郎（大阪大谷
大学 薬学部 医薬品開発
学講座）, 勢力 麻維

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
12巻2号 Page153-160
（2022.05）

原著論文

2022251675 日本の製薬会社と関連する臨床研究
の最近の状況（The Recent land-
scape of Clinical Studies Associ-
ated With Pharmaceutical Compa-
nies in Japan）（英語）

Hongo Yoshie（Medical 
Aff airs, Shionogi & Co）,
Yoshida Manami, Itoh 
Naohiro, Hiroi Shinzo

Therapeutic Research
（0289-8020）42巻11号
Page781-790
（2021.11）

原著論文


