
医療経済関係研究論文（1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
2023005509【アトピー性皮膚炎診療の最前線-新

規治療をどう取り入れ, 既存治療を
使いこなすか-】最新動向　医療経済
とアトピー性皮膚炎の新規治療

井波 真矢子（NTT東日
本関東病院 皮膚科）,
五十嵐 敦之

Derma.（1343-0831）
327号 Page137-143
（2022.10）

解説/特
集

2023003516 健康医療政策におけるデータ活用の
今後の展望　NDB及び全国DPCデ
ータを用いた「地域医療システムの
質指標」の算出

愼 重虎（京都大学大学
院 医学研究科 医療経済
学分野）

日本医療・病院管理学会
誌（1882-594X）59巻
Suppl. Page150
（2022.09）

会議録

2023003515 健康医療政策におけるデータ活用の
今後の展望　地域医療構想の推進
に向けた、DPCデータを用いた兵
庫県での取り組みと期待

小林 大介（神戸大学大
学院 医学研究科）

日本医療・病院管理学会
誌（1882-594X）59巻
Suppl. Page149
（2022.09）

会議録

2023003514 健康医療政策におけるデータ活用の
今後の展望　標準予防を実現するデ
ータヘルス

古井 祐司（東京大学 未
来ビジョン研究センター）

日本医療・病院管理学会
誌（1882-594X）59巻
Suppl. Page148
（2022.09）

会議録

2023003513 健康医療政策におけるデータ活用の
今後の展望　社会保険診療報酬支
払基金におけるデータヘルスの取組
と今後の展開

橋本 敬史（社会保険診
療報酬支払基金）

日本医療・病院管理学会
誌（1882-594X）59巻
Suppl. Page147
（2022.09）

会議録

2023003512 健康医療政策におけるデータ活用の
今後の展望　データヘルス改革のこ
れまでの取り組みと今後の展望につ
いて

新田 秀典（厚生労働省 
政策統括官付 情報化担
当参事官室）

日本医療・病院管理学会
誌（1882-594X）59巻
Suppl. Page146
（2022.09）

会議録

2023002245 産業医　現代日本の産業医学で必
須の医療経済学の知識は?　問題解
決に向けた複数の介入法に関し、費
用と結果を比較する知識

馬場園 明（九州大学 医
学研究院 医療経営・管
理学講座）, 津田 敏秀

日本医事新報（0385-
9215）5137号 
Page55（2022.10）

Q&A



2023001799 HIF-PH阻害薬がHb値改善に及ぼす
効果と医療経済効果に関する影響

竹村 明子（聖隷福祉事
業団総合病院聖隷浜松
病院 薬剤部）, 
磯崎 泰也, 柏原 聖人, 
松川 陽央, 矢部 勝茂

日本腎臓病薬物療法学会
誌（2187-0411）11巻
特別号 Page S192
（2022.10）

会議録

2023001607 費用対効果評価制度該当製品の模
擬分析前協議における論点の検討　
慶應義塾大医療経済評価人材育成
プログラム内授業において

江面 美祐紀（慶応義塾
大学大学院 健康マネジ
メント研究科）, 
有野 文香, 長島 亮太郎, 
本多 貴実子, 前田 知美, 
薮野 淳也

レギュラトリーサイエンス
学会誌（2185-7113）
12巻3号 Page277-287
（2022.09）

解説

2023001171 関節リウマチの治療の進歩と医療経
済的課題

田中 榮一（獨協医科大
学）

Therapeutic Research
（0289-8020）43巻9号
Page711-713
（2022.09）

会議録

2023000704 副作用発現率を考慮した院外処方箋
への臨床検査値表記の医療経済効
果

保ヶ辺 雄也（千葉大学
医学部附属病院）, 横山 
威一郎, 鈴木 貴明, 中村 
貴子, 石井 伊都子

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）58巻10
号 Page1197-1203
（2022.10）

原著論文

2022352237 レコーダ　医療経済フォーラム・ジ
ャパン主催　第107回定例研修会か
ら　全世代型社会保障の構築と医療
介護提供体制

香取 照幸（上智大学 総
合人間科学部）

社会保険旬報（1343-
5728）2867号 Page6-
16（2022.09）

解説

2022351878 日本のCCS診療の現状（医療経済評
価含む）

中田 智明（函館五稜郭
病院）

ニュータウンカンファレ
ンス : 心臓核医学
（0910-2221）47巻 
Page15-16（2022.08）

会議録

2022351877 欧米におけるCCS診療の潮流（医療
経済評価含む）

山田 愼一郎（北播磨総
合医療センター）

ニュータウンカンファレ
ンス : 心臓核医学
（0910-2221）47巻 
Page13-14（2022.08）

会議録

2022341735 医療科学研究所　医療政策ヒストリ
ー事業（第8回）　「2006（平成18）
年医療提供体制改革」座談会

松谷 有希雄, 原 勝則, 
谷口 隆, 中垣 英明,新田 
秀樹, 島崎 謙治, 
三谷 宗一郎, 江利川 毅, 
津田 修治

医療と社会（0916-
9202）32巻2号 
Page159-192
（2022.08）

座談会

2022341734 医療政策ヒストリー座談会（第8回）　
2006（平成18）年医療提供体制改
革

新田 秀樹（中央大学 法
学部）

医療と社会（0916-
9202）32巻2号 
Page152-158
（2022.08）

解説

2022338582 医師の働き方の多様化と医療経済 後藤 励（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究科）

日本小児腎臓病学会雑
誌（0915-2245）35巻
1Suppl. Page88
（2022.04）

会議録



2022331205 Point-of-Care超音波の未来を語る
-10年後を見据えて-　POCUSの医
療経済・医療経営的価値

小西 竜太（労働者健康
安全機構）

超音波医学（1346-
1176）49巻Suppl. 
Page S514（2022.04）

会議録

2022330481 多職種連携から考えるヘルスプロモ
ーションと医療経済効果　栄養によ
る健康支援　これからの栄養の役割

横田 稚子（埼玉医科大
学総合医療センター 栄
養部）

日本抗加齢医学会総会
プログラム・抄録集22
回 Page194（2022.06）

会議録

2022330480 多職種連携から考えるヘルスプロモ
ーションと医療経済効果　洲本市に
おける産官学民・多職種連携による
地域づくりのカタチ（GENKIすもっ
とプロジェクト）

畑山 浩志（洲本市役所） 日本抗加齢医学会総会
プログラム・抄録集22
回 Page194（2022.06）

会議録

2022330479 多職種連携から考えるヘルスプロモ
ーションと医療経済効果　ヘルスプ
ロモーションにおいて薬局が果たせ
る役割

原田 祐希（中川調剤薬
局）

日本抗加齢医学会総会
プログラム・抄録集22
回 Page193（2022.06）

会議録

2022330478 多職種連携から考えるヘルスプロモ
ーションと医療経済効果　慢性心疾
患患児を対象としたヘルスプロモー
ション

大津 幸枝（埼玉医科大
学総合医療センター）,
岩本 洋一, 石戸 博隆, 
増谷 聡

日本抗加齢医学会総会
プログラム・抄録集22
回 Page193（2022.06）

会議録

2022329909 医療の価値と価格　看護管理者に
押さえてほしい医療経済学

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

看護管理（0917-1355）
32巻7号 Page586-591
（2022.07）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023009101 【高齢者が「風邪を引いた」と行って

きたら　コロナ禍における風邪診
療】

進藤 達哉（兵庫県立は
りま姫路総合医療セン
ター 総合内科）, 黒田 
浩一

日本医事新報（0385-
9215）5144号 
Page18-34（2022.11）

解説/特
集

2023009044【診療における薬理遺伝学検査の社
会実装に向けて】がん化学療法にお
けるファーマコゲノミクス　薬物代
謝酵素の遺伝子多型にフォーカスし
て

平塚 真弘（東北大学大
学院 薬学研究科 生活習
慣病治療薬学分野）

医学のあゆみ（0039-
2359）283巻7号 
Page696-700
（2022.11）

解説/特
集

2023008728 ジェネラリストのための頭痛診療
Q&A（第1回）　片頭痛の疾病負担に
はどのようなものがあるか?

石井 亮太郎（京都府立
医科大学 医学研究科 脳
神経内科学）

日本医事新報（0385-
9215）5141号 
Page34-35（2022.11）

Q&A

2023008716 Seminar Report　Cartesion Prime
の導入経験と技術的な視点での使用
経験

高内 孔明（広島大学病
院 診療支援部 画像診断
部門）

INNERVISION（0913-
8919）37巻11号 
Page74-77（2022.10）

解説

2023008239 エンド再治療を成功に導くための症
例選択×テクニック（Vol.2）　エン
ド再治療における治療法の選択

大森 さゆり（代官山デ
ンタルサロンエンドオフ
ィス）, 石井 宏

歯界展望（0011-8702）
140巻5号 Page926-
936（2022.11）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2023007374【「頭痛の診療ガイドライン2021」準
拠　ジェネラリストのための頭痛診
療マスター】（第3章）頭痛関連トピ
ックスQ&A（Q4）　片頭痛の疾病負
担にはどのようなものがあるか?

石井 亮太郎（京都府立
医科大学 医学研究科 脳
神経内科学）

jmed mook82号 
Page144-145
（2022.10）

Q&A/特
集

2023006609 円形脱毛症の疾病負担 伊藤 泰介（浜松医科大
学 皮膚科学講座）, 下村
裕,井阪 圭孝,西川厚嗣,
荒西 利彦, 板倉 仁枝, 
大山 学

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）132巻
11号 Page2523-2530
（2022.10）

総説

2023006162 費用対効果を考慮したグループシス
テムと透析業務支援システムとの連
携

吉田 雄一郎（松和会望
星二宮クリニック）, 
野村 和正, 今井 博行, 
郡司掛 豪, 梅木 浩一, 
藤崎 智隆

神奈川県臨床工学技士会
誌（1880-7224）34巻
Page69（2022.11）

会議録

2023006014【今あらためて「対話」を問う-オー
プンダイアローグ時代の深化と進化
-】遠隔診療と対話

木下 翔太郎（慶応義塾
大学 医学部 ヒルズ未来
予防医療・ウェルネス共
同研究講座）, 三浦 暁彦, 
岸本 泰士郎

精神科治療学（0912-
1862）37巻10号 
Page1123-1128
（2022.10）

解説/特
集

2023005506【アトピー性皮膚炎診療の最前線-新
規治療をどう取り入れ, 既存治療を
使いこなすか-】実臨床での治療のコ
ツ　ジェネリック医薬品のポジショ
ニング

大日 輝記（香川大学 医
学部 皮膚科学）

Derma.（1343-0831）
327号 Page110-122
（2022.10）

解説/特
集

2023003556 経皮的脳血栓回収療法を実施する医
師を新規配置した場合における費用
対効果　北海道を対象とした検討

森井 康博（国立保健医
療科学院 保健医療経済
評価研究センター）, 
長内 俊也, 谷 祐児, 藤原 
健祐, 坂東 恭平, 
石川 智基, 高宮 宗一朗, 
谷川 琢海, 大橋 和貴, 
佐藤 広崇, 小笠原 克彦

日本医療・病院管理学会
誌（1882-594X）59巻
Suppl. Page186
（2022.09）

会議録

2023002835 ホリトロピンデルタ（レコベル）と
ホリトロピンアルファ（ゴナールエ
フ）と従来ゴナドトロピン製剤の増
分費用対効果比（ICER）を用いた費
用対効果の比較検討

小塙 理人（小塙医院）, 
吉田 丈児, 小塙 清

日本生殖医学会雑誌
（1881-0098）67巻4号 
Page313（2022.10）

会議録

2023002609 知っておきたい関節リウマチの高額
医薬品をめぐる医療費の問題点

松野 博明（松野リウマ
チ整形外科）

日本小児リウマチ学会総
会・学術集会プログラム
抄録集31回
Page106（2022.10）

会議録

2023002245 産業医　現代日本の産業医学で必
須の医療経済学の知識は?　問題解
決に向けた複数の介入法に関し、費
用と結果を比較する知識

馬場園 明（九州大学 医
学研究院 医療経営・管
理学講座）, 津田 敏秀

日本医事新報（0385-
9215）5137号 
Page55（2022.10）

Q&A



2023001746 HIF-PH阻害薬による貧血改善効果
と費用に関する検討

小牧 誉典（天陽会中央
病院 薬剤部）, 
宮田 麻衣子, 厚地 伸彦, 
中野 公

日本腎臓病薬物療法学会
誌（2187-0411）11巻
特別号 Page S176
（2022.10）

会議録

2023001607 費用対効果評価制度該当製品の模
擬分析前協議における論点の検討　
慶應義塾大医療経済評価人材育成
プログラム内授業において

江面 美祐紀（慶応義塾
大学大学院 健康マネジ
メント研究科）, 
有野 文香, 長島 亮太郎, 
本多 貴実子, 前田 知美, 
薮野 淳也

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
12巻3号 Page277-287
（2022.09）

解説

2023001170 医薬品の価値とは?　費用対効果を
超えて

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

Therapeutic Research
（0289-8020）43巻9号 
Page709-711
（2022.09）

会議録

2023000704 副作用発現率を考慮した院外処方箋
への臨床検査値表記の医療経済効
果

保ヶ辺 雄也（千葉大学
医学部附属病院）, 横山 
威一郎, 鈴木 貴明, 中村 
貴子, 石井 伊都子

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）58巻10
号 Page1197-1203
（2022.10）

原著論文

2022357295 多施設共同研究　高度肥満症に対
する肥満外科治療の費用対効果に関
する研究の進捗報告

山本 寛（仁生会甲南病
院）, 村澤 秀樹,
有馬 久富

肥満研究（1343-229X）
27巻Suppl. Page275
（2022.03）

会議録

2022356845 MRIの利用に関するモデルを用いた
費用効用分析の手引き作成について

佐藤 美帆（東北大学大
学院 医学系研究科）, 
別所 俊一郎, 町田 好男

日本放射線技術学会雑
誌（0369-4305）78巻
9号 Page1064
（2022.09）

会議録

2022352778【がん・がん治療の合併症と対策】
経済毒性とその対策

本多 和典（愛知県がん
センター 薬物療法部）

腫瘍内科（1881-6568）
30巻3号 Page298-302
（2022.09）

解説/特
集

2022351878 日本のCCS診療の現状（医療経済評
価含む）

中田 智明（函館五稜郭
病院）

ニュータウンカンファレ
ンス : 心臓核医学
（0910-2221）47巻 
Page15-16（2022.08）

会議録

2022351877 欧米におけるCCS診療の潮流（医療
経済評価含む）

山田 愼一郎（北播磨総
合医療センター）

ニュータウンカンファレ
ンス : 心臓核医学
（0910-2221）47巻 
Page13-14（2022.08）

会議録

2022351622【心肺蘇生は"わかっていないこと"
だらけ!?】ECPRに関する"わかって
いないこと"

仲村 佳彦（福岡大学 医
学部 救命救急医学講座）

救急医学（0385-8162）
46巻9号 Page1080-
1085（2022.09）

解説/特
集



2022351455 人工内耳埋め込み術における費用対
効果評価の文献的検討

今川 記恵（東京慈恵会
医科大学附属病院 耳鼻
咽喉科・頭頸部外科）, 
廣田 栄子, 近藤 由以子, 
宇田川 友克, 中澤 宝, 
力武 正浩, 茂木 雅臣,
栗原 渉, 平林 源希, 高津
南美子, 櫻井 結華, 小島 
博己

Audiology Japan
（0303-8106）65巻5号 
Page433（2022.09）

会議録

2022350489 交雑種子牛の哺乳方法変更による増
体、ミルク費用および疾病発生状況
の改善

丹羽 竜祐（NOSAIとや
ま家畜診療所）

家畜診療（0287-0754）
69巻9号 Page521-526
（2022.09）

原著論文

2022347912 新型コロナウイルス感染症における
漢方の応用-薬理、臨床、研究、経
済の観点から-　医薬品における費
用対効果評価の現状と課題　感染
症を中心に

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究科）

和漢医薬学会学術大会
要旨集39回 Page41
（2022.08）

会議録

2022347614 腰椎椎間板ヘルニアに対する椎間板
内コンドリアーゼ注入療法と手術療
法の費用対効果の検討

齊藤 淳哉（東邦大学医療
センター佐倉病院 整形外
科）, 小山 慶太, 
乗本 将輝, 高橋 宏, 青木 
保親,中島 新,園部 正人,
赤津 頼一, 山田 学, 山本 
景一郎, 大鳥 精司, 中川 
晃一

東日本整形災害外科学会
雑誌（1342-7784）34
巻3号 Page301
（2022.08）

会議録

2022347295 医薬品産業をめぐる諸問題について　
薬価改定における調整幅、イノベー
ション推進、薬剤費マクロ経済スラ
イド

中村 洋（慶応義塾大学） 社会保険旬報（1343-
5728）2865号 
Page12-20（2022.08）

解説

2022344383 教育カリキュラム改正と今後の対応
～臨床実習指導者講習会受講は必須
なのか～　教育カリキュラムの改正
と今後の対応　臨床工学技士養成
校の課題

堀 和芳（帝京科学大学） 日本臨床工学技士会会誌
（1341-3171）75号
Page122（2022.04）

会議録

2022343762 厚労科研「我が国における公衆衛生
学的観点からの健康診査の評価と課
題」【課題編】人間ドックの産業保健
における役割　受託者、受診者調査
の結果

立道 昌幸（東海大学 医
学部 基盤診療学系衛生
学 公衆衛生学）

人間ドック（1880-
1021）37巻2号 
Page314（2022.08）

会議録

2022343754 厚労科研「女性特有の疾病に対する
健診等による介入効果の評価研究」
検診の費用対効果評価・価値評価

五十嵐 中（横浜市立大学 
医学群 健康社会医学ユ
ニット）

人間ドック（1880-
1021）37巻2号 
Page306（2022.08）

会議録

2022343752 厚労科研「女性特有の疾病に対する
健診等による介入効果の評価研究」
女性特有の疾病に対する社会経済
学的検討

平池 修（東京大学大学院 
医学系研究科 生殖・発
達・加齢医学専攻 産婦
人科学講座）

人間ドック（1880-
1021）37巻2号 
Page304（2022.08）

会議録



2022342765 食品の栄養素含有量からみた費用対
効果の評価法の検討

長谷川 祐子（法政大学 
スポ健科）

日本栄養・食糧学会大会
講演要旨集76回
Page299（2022.05）

会議録

2022341593 大規模酪農場における子牛感染症対
策としての肉用子牛早期出荷の試み

安樂 みずき（NOSAI 山
形置賜家畜診療所）, 
三浦 新平, 藤倉 尚士, 
和田 賢二

家畜診療（0287-0754）
69巻8号 Page461-468
（2022.08）

原著論文

2022340747 生活期の装具フォローアップの展望　
自宅訪問の費用対効果についての私
的考察

大谷 巧（P.O.ラボ）,
土井 博文, 佐浦 隆一

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
58巻秋季特別号 Page 
S503（2021.10）

会議録

2022336637 医療用禁煙補助薬欠品&品薄状況下
の禁煙治療はどうする?　禁煙治療
のための標準手順書　第8.1版を踏
まえて

川合 厚子（公徳会トー
タルヘルスクリニック）

山形県医師会学術雑誌
（1340-783X）61巻
Page7-12（2022.03）

解説

2022336417 花粉症と腰痛症の治療に対する支払
意思額の調査

大宇根 惣平（聖マリアン
ナ医科大学 医学部）,
永友 雄大, 本橋 隆子, 
高田 礼子

聖マリアンナ医科大学
雑誌（0387-2289）50
巻1号 Page23（2022.）

会議録

2022331781 哺乳方法と増体、費用および疾病に
関する調査

丹羽 竜祐（NOSAIとや
ま家畜診療所）

家畜診療（0287-0754）
69巻7号 Page419
（2022.07）

会議録

2022330694 人生100年時代の健康づくりを学ぶ
体験型健康医学教室（りんご教室）
（基盤構築編）

山下 積徳（つみのり内
科クリニック）

日本抗加齢医学会総会
プログラム・抄録集22
回 Page273（2022.06）

会議録

2022329909 医療の価値と価格　看護管理者に
押さえてほしい医療経済学

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

看護管理（0917-1355）
32巻7号 Page586-591
（2022.07）

解説

2022327501 認知フレイルに有効な食品・生薬・
漢方薬

正山 征洋（長崎国際大
学 薬）

日本病態生理学会雑誌
31巻1号 Page48-52
（2022.05）

解説

2022324606 川崎市在住高齢者を対象としたウェ
ルビイングコホートにおける使用薬
剤数と医療・薬剤・介護費の関連に
ついての検討　ベースライン調査

仙石 彩（慶応義塾大学 
薬学部 薬学科 医薬品開
発規制科学講座）, 原 梓, 
佐々木 貴史, 阿部 由紀
子, 新井 康通, 漆原 尚巳

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）142年会 
Page27PO8-am1-18S
（2022.03）

会議録

2022321764 NinJaにおける費用および効果の分
析年次報告2020　tsDMARDs使用
の増加、費用減少、費用対効果改善
継続

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター リ
ウマチ・膠原病内科）, 
鳥越 雅隆, 木村 大作, 
松井 利浩, 當間 重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄
録集66回 Page592
（2022.03）

会議録



2022321434 関節リウマチの治療評価と予測　関
節リウマチ（RA）患者における分子
標的薬の費用対効果評価に関する分
析　モデルシミュレーションとリア
ルワールドデータを用いた異なる評
価によるアプローチ

桑名 正隆（日本医科大
学 アレルギー膠原病内
科）, 田村 直人, 
保田 晋助, 藤尾 圭志, 
正路 章子, 山口 裕子, 
岩崎 勝彦, 槙島 美佐子, 
河田 祐一, 山下 勝久, 
五十嵐 中

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄
録集66回 Page452
（2022.03）

会議録

2022320975 関節リウマチの費用対効果　bD-
MARDとtsDMARDの関節リウマチ
に対する有効性からみた費用対効果　
ランダム化比較試験による検討

松野 博明（松緑会松野
リウマチ整形外科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄
録集66回 Page239
（2022.03）

会議録

2022320974 関節リウマチの費用対効果　費用対
効果から見た関節リウマチ治療

松下 功（金沢医科大学 リ
ハビリテーション医学科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄
録集66回 Page239
（2022.03）

会議録

2022320973 関節リウマチの費用対効果　関節リ
ウマチ治療における医療経済評価　
関節リウマチ診療ガイドライン2020
より

田中 榮一（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）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・抄
録集66回 Page238
（2022.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022345951 医療機関の稼働状況が医療費に与え

る影響について
鈴木 健二（厚生労働省 
保険局 調査課）, 八郷 
秀之

厚生の指標（0452-
6104）69巻8号 
Page1-6（2022.08）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023006346 医療保険情報　医療保険の手引き

[耳鼻咽喉科]
嵐 裕治, 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9号 
Page1061-1063
（2022.10）

解説

2023004644 更年期から考える最適な医療制度　
国際的に比較して　日本の医療はヒ
トを豊かにできるか?

萩池 洋子（Advalife 
Scienceシンクレア銀座
クリニック）

更年期と加齢のヘルス
ケア学会・日本サプリ
メント学会学術集会プ
ログラム・抄録集20回・
9回 Page14（2022.09）

会議録

2023003180 欧州各国事情、地域社会と医療制度　
イモラ医療事業公社（AUSL）と地
域社会　イタリアの事例の概要

石塚 秀雄（いのちとくら
し研究所）

いのちとくらし研究所報
（1881-3194）80号
Page22-26（2022.09）

解説

医療保障制度

医療費



2023001609【プログラム医療機器の早期実用化
を目指した産官学連携】プログラム
医療機器の医療保険上の評価

小池 和央（医薬品医療
機器総合機構 医療機器
審査第一部）, 植木 貴之, 
堀岡 伸彦

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
12巻3号
Page301-306
（2022.09）

解説/特
集

2022356439 医療保険情報　医療保険の手引き　
[泌尿器科]

長谷川 倫男, 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8号
Page754-757
（2022.09）

解説

2022346446 回リハ退院後、在宅生活環境に不安
を抱き活動制限や参加制約が予測さ
れた症例　医療保険から介護保険の
円滑な移行を目指して

古波藏 未余子（橋本病
院 リハビリテーション
部）, 高岡 克宜, 田野 聡, 
山下 陽輔

理学療法学（0289-
3770）48巻Suppl.1 
Page CO-2-5
（2021.12）

会議録/
症例報告

2022343768 医療保険者の取り組みと健診機関へ
の期待　医療保険者として全国健康
保険協会（協会けんぽ）から健診機
関へ期待すること

山崎 衣津子（全国健康
保険協会 千葉支部保健
グループ）

人間ドック（1880-
1021）37巻2号
Page320（2022.08）

会議録

2022343767 医療保険者の取り組みと健診機関へ
の期待　総合健保・企業・健診機
関が協働で進める　今後の中小企業
における健康経営

冨山 紀代美（デパート
健康保険組合 保険事業
部）

人間ドック（1880-
1021）37巻2号
Page319（2022.08）

会議録

2022343766 医療保険者の取り組みと健診機関へ
の期待　JALグループにおける女性
の健康

浦井 典子（日本航空健
康保険組合）

人間ドック（1880-
1021）37巻2号
Page318（2022.08）

会議録

2022343765 医療保険者の取り組みと健診機関へ
の期待　資生堂健康保険組合にお
ける健診事業の現状と課題ならびに
健診機関への期待

岡 良廣（資生堂健康保
険組合）

人間ドック（1880-
1021）37巻2号
Page317（2022.08）

会議録

2022341815 予防から医療までPHRを活用した糖
尿病に優しい社会の実現に向けて　
医療制度のデジタルトランスフォー
メーション　デンマークからの教訓
（Digital Transformation of the 
Healthcare System: Learnings from 
Denmark）（英語）

Ejskjaer Niels（Steno 
Diabetes Center North 
Denmark and Depart-
ment of Endocrinology, 
Aalborg University Hos-
pital）

日本糖尿病インフォマテ
ィクス学会年次学術集
会プログラム・抄録集
22回 Page48
（2022.08）

会議録

2022335842 医療制度の本質とこれからの経営の
仕組み

田中 滋（埼玉県立大学） 日本消化器外科学会総会
77回 Page SL4
（2022.07）

会議録

2022320180 和歌山県における医療保険から介護
保険リハビリテーションへ移行した
要介護者に対する横断研究

岡本 明幸（和歌山県立医
科大学 リハビリテーショ
ン科）,三上 幸夫,田 剣,
田島 文博, 浅枝 諒,上西 
啓裕

和歌山医学（0043-
0013）72巻4号
Page252（2021.12）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023008397 精神医療サービスとくにコメディカ

ルスタッフの労働と診療報酬の問題　
精神科診療所における依存症診療と
コメディカルスタッフの有無/人数
との関係

山崎 茂樹（白峰クリニ
ック）, 河西 有奈,
金田一 賢顕, 山崎 聞平, 
辻本 士郎, 上村 敬一, 
奥田 宏, 西山 仁, 比嘉 
千賀, 三木 和平

日本アルコール関連問題
学会雑誌24巻1号
Page103-109
（2022.08）

原著論文

2023000107 人工膝関節全置換術後の急性期リハ
ビリテーション医療に対する診療報
酬改定の影響評価

本橋 隆子（聖マリアン
ナ医科大学 予防医学教
室）, 永田 修, 伏見 清秀, 
高田 礼子

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
59巻9号 Page939-950
（2022.09）

原著論文
/比較研
究

2022354761 今後の診療報酬改定に向けての戦略
カフ型カテーテル

宮田 昭（熊本赤十字病
院 腎センター）

腎と透析（0385-2156）
93巻別冊 アクセス
2022 Page33-35
（2022.08）

原著論文

2022347295 医薬品産業をめぐる諸問題について
薬価改定における調整幅、イノベー
ション推進、薬剤費マクロ経済スラ
イド

中村 洋（慶応義塾大学） 社会保険旬報（1343-
5728）2865号
Page12-20（2022.08）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023005593 小児対象研究におけるリスク・利益

の捉え直し
柳橋 晃（茨城キリスト
教大学 文学部）, 松井 
健志

生命倫理（1343-4063）
32巻1号 Page95-103
（2022.09）

解説

2023001609【プログラム医療機器の早期実用化
を目指した産官学連携】プログラム
医療機器の医療保険上の評価

小池 和央（医薬品医療
機器総合機構 医療機器
審査第一部）, 植木 貴之,
堀岡 伸彦

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
12巻3号 Page301-306
（2022.09）

解説/特
集

2023001607 費用対効果評価制度該当製品の模
擬分析前協議における論点の検討
慶應義塾大医療経済評価人材育成
プログラム内授業において

江面 美祐紀（慶応義塾
大学大学院 健康マネジ
メント研究科）,
有野 文香, 長島 亮太郎, 
本多 貴実子, 前田 知美, 
薮野 淳也

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
12巻3号 Page277-287
（2022.09）

解説

2023001606 国際共同臨床試験への日本の参加状
況　大手外資系製薬企業による試験
の分析

成川 衛（北里大学大学
院 薬学研究科 医薬開発
学）, 小林 江梨子

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）12巻3号 
Page271-276
（2022.09）

原著論文

診療報酬・薬価

医療関連ビジネス



2023001603 日本における新薬開発遅延の背景に
関する研究

今井 優也（北里大学大
学院 薬学研究科）, 成川 
衛

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
12巻3号 Page235-245
（2022.09）

原著論文

2022355741 製薬企業の視点から見た新生児に対
する日本の国際共同臨床試験の状況
（International collaborative clinical 
trials in Japan for neonates from 
the perspective of pharmaceutical 
company）（英語）

Han Linda L.（Takeda 
Pharmaceittical Com-
pany Limited）

日本小児臨床薬理学会雑
誌（1342-6753）35巻
1号 Page108
（2022.09）

会議録

2022350093 ジェネリック医薬品が果たすべき役
割

高田 浩樹（日本ジェネ
リック製薬協会）, 坂巻 
弘之

社会保険旬報（1343-
5728）2866号
Page16-27（2022.09）

座談会

2022348941【神経疾患とゲノム医療】ゲノムデー
タ等の利活用環境整備への期待
製薬企業の立場から

鬼頭 正博（日本製薬工
業協会）, 安中 良輔,
新留 徹広

Clinical Neuroscience
（0289-0585）40巻9号
Page1076-1080
（2022.09）

解説/特
集

2022347295 医薬品産業をめぐる諸問題について
薬価改定における調整幅、イノベー
ション推進、薬剤費マクロ経済スラ
イド

中村 洋（慶応義塾大学）社会保険旬報（1343-
5728）2865号
Page12-20（2022.08）

解説

2022339108 精神科領域でのオンライン診療の今
後-COVID-19による変化を経て　医
療機関への来院に依存しない臨床試
験（DCT）の実現に向けて　製薬企
業の視点から

田之頭 淳一（武田薬品
工業 日本開発センター 
臨床開発部）, 日本製薬
工業協会医薬品評価委
員会臨床評価部会

精神神経学雑誌（0033-
2658）124巻4付録 
Page S-262（2022.04）

会議録

2022330434 マイクロバイオーム療法に関する世
界での開発状況とバイオテック系ス
タートアップ企業の役割に関する概
論（Overview of Microbiome Ther-
apy Global development status, 
and its role of biotech startups）（英
語）

塩田 淳（慶応義塾大学 
医学部 微生物学・免疫
学教室）

日本抗加齢医学会総会
プログラム・抄録集22
回 Page166（2022.06）

会議録

2022325284 変革の製薬産業-キャリア継続のた
めに薬学出身者に必要な+α　病院
薬剤師と製薬産業との新しい関係

林 昌洋（国家公務員共
済組合連合会虎の門病
院）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）142年会 
Page S39-3（2022.03）

会議録

2022325282 変革の製薬産業-キャリア継続のた
めに薬学出身者に必要な+α　製薬
産業での薬学出身者の活躍領域とは

中川 祥子（日本製薬工
業協会）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）142年会 
Page S39-1（2022.03）

会議録

2022325169 地域と連携した薬学研究の取り組み
と実践　地域医療における患者にや
さしい投与方法と患者ベネフィット
の向上　経済的な観点よりみた付加
価値型後発医薬品（内服固形製剤）
の情報発信

濱田 親幸（奥田製薬） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）142年会 
Page S14-5（2022.03）

会議録



2022324482 国内製薬企業のR&Dにおける外部
組織との連携について

荒木 啓充（九州大学 院
経）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）142年会 
Page27PO5-am1-03
（2022.03）

会議録

2022324354 医薬品製造工程における内部量子効
率測定

藤巻 康人（東京都立産
業技術研究センター）, 
知久馬 敏幸, 坂本 知昭

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）142年会 
Page27PO2-pm1-08
（2022.03）

会議録


