
医療経済関係研究論文（2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
2023028954 これからの日本医師会の医療政策 松本 吉郎（日本医師会） 社会保険旬報（1343-

5728）2872号 Page6-
16（2022.11）

解説

2023026525 地域医療計画の救急医療政策におけ
る医療の質指標の活用調査

飯田 淳義（岡山赤十字病
院 救命救急センター）, 
齋藤 信也, 浜田 淳, 青島 
賢治, 中村 俊介,篠原 
奈都代, 實金 健

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）33巻10号
Page850（2022.10）

会議録

2023023945【繋がる記憶,広がる学び～震災・コ
ロナを越えて～】今, 地域医療学を
考える　総務省のへき地医療政策の
現状

伊関 友伸（城西大学 経
営学部 マネジメント総
合学科）

地域医学（0914-4277）
36巻10号 Page813-
815（2022.10）

会議録/
特集

2023022275 医療政策の動向と脊椎脊髄病 古川 俊治（慶応義塾大
学法科大学院）

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
13巻3号 Page625
（2022.03）

会議録

2023017960 創薬力強化に向けた産官学連携のあ
り方について　非営利・独立の医療
政策シンクタンクの立場から

乗竹 亮治（日本医療政
策機構）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page304-315
（2022.10）

解説

2023015635 胃食道逆流症に対する病態・医療経
済を考慮した治療法の開発

樋口 和秀（大阪医科薬
科大学）

大阪医科薬科大学医学会
雑誌（2436-5939）81巻
1-2号 Page1-6
（2022.09）

総説



2023015377 保険薬局薬剤師によるトレーシング
レポートを活用した薬学的介入と残
薬解消への介入から得られる医療経
済効果

越野 優希（木村ファー
マシーきむら調剤薬局
牟礼店）, 田中 裕章, 
篠原 尚樹, 水岡 大策, 
立道 貴清, 木村 英明, 
小坂 信二

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集55回 
Page228（2022.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023031587 GEヘルスケア・ジャパン40年の取

り組みとこれから
多田 荘一郎（GEヘルス
ケア・ジャパン）

新医療（0910-7991）
49巻12号 Page19
（2022.12）

会議録

2023028831【対人業務を充実させる!データヘル
ス改革と薬局DX】DX化における安
全管理

茗原 秀幸（保健医療福
祉情報システム工業会）

調剤と情報（1341-
5212）28巻15号 
Page2658-2662
（2022.11）

解説/特
集

2023028319【ワクチン戦略を考える】牛RSウイ
ルス病に対するワクチン接種の効果
と病態,迅速診断および緊急対応に
ついて

叶 有斗（鹿児島県農業
共済組合曽於家畜診療
センター 南部診療所）

臨床獣医（0912-1501）
40巻12号 Page22-28
（2022.11）

解説/特
集

2023025230 経営貢献に向けた薬事委員会の取り
組み

沖見 千晶（国家公務員共
済組合連合会虎の門病
院 薬剤部）, 田中 真砂, 
藤井 博之, 砂川 伸悟,
大類 裕喜, 内田 直之, 
伊藤 忠明

共済医報（0454-7586）
71巻Suppl. Page114
（2022.10）

会議録

2023025101 コロナ後の医療提供体制・病院経営　
虎の門病院における経営改善に向け
たバイオシミラーおよび後発医薬品
のさらなる推進の取り組み

伊藤 忠明（国家公務員
共済組合連合会虎の門
病院）

共済医報（0454-7586）
71巻Suppl. Page69
（2022.10）

会議録

2023024544【特定健診・特定保健指導を取り巻
く最近の話題～第4期計画策定に期
待すること～】

坂田 清美（岩手県予防
医学協会 予防医学部）

予防医学ジャーナル
（0285-0877）526号 
Page16-23（2022.09）

解説/特
集

2023024499 AI自動診断システムを糖尿病網膜症
のスクリーニングに導入する際の費
用対効果

川崎 良（大阪大学医学
部附属病院 AI医療セン
ター）, 阿久根 陽子, 
平塚 義宗, 山田 昌和

糖尿病合併症36巻
Suppl.1 Page233
（2022.09）

会議録

2023022281 脊椎手術におけるDisposable 
Instruments System（DIS）の費用対
効果

横須賀 公章（久留米大
学 整形）, 佐藤 公昭, 
山田 圭, 吉田 龍弘, 島崎 
孝裕, 西田 功太, 森戸 
伸治, 松尾 篤志, 不動 
拓真, 志波 直人

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
13巻3号 Page630
（2022.03）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2023022279 成人脊柱変形に対する長範囲矯正固
定術後5年での費用対効果 予定外の
再手術は費用対効果に影響するか?

有馬 秀幸（浜松医科大学 
整形）, 長谷川 智彦,
大和 雄, 吉田 剛, 坂野
友啓, 大江 慎, 三原 唯暉,
井出 浩一郎, 渡邉 悠, 
中井 慶一, 黒須 健太, 
松山 幸弘

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
13巻3号 Page629
（2022.03）

会議録

2023020191 内視鏡的処置後の30日以内再入院率
時間をかける価値があるのか?
（30 DAY READMISSION RATES 
FOLLOWING ENDOSCOPIC 
PROCEDURES: IS IT WORTH 
OUR TIME?）（英語）

MacFarlane K.
（Auckland City Hospital,
Gastroenterology）,
Liem M., Smith L.-A.

Digestive Endoscopy
（0915-5635）34巻
Suppl.1 Page100
（2022.05）

会議録

2023019806 経皮的冠動脈インターベンションに
要する費用のST上昇型心筋梗塞と非
ST上昇型心筋梗塞の比較（Com-
parison of the cost in percutane-
ous coronary intervention between 
ST-segment elevation myocardial 
infarction vs. non-ST-segment 
elevation myocardial infarction）
（英語）

Murakami Tsukasa
（Division of Cardiovas-
cular Medicine, Saita-
ma Medical Center, 
Jichi Medical Univer-
sity）, Sakakura 
Kenichi, Taniguchi 
Yousuke, Yamamoto 
Kei, Tsukui Takunori, 
Seguchi Masaru, 
Jinnouchi Hiroyuki, 
Wada Hiroshi, Fujita 
Hideo

Cardiovascular 
Intervention and 
Therapeutics（1868-
4300）37巻2号 
Page293-303
（2022.04）

原著論文
/比較研
究

2023019608 急性心筋梗塞後の早期心臓リハビリ
テーションの意義（Implication of 
early cardiac rehabilitation follow-
ing acute myocardial infarction）（英
語）

Imamura Teruhiko
（Second Department of 
Internal Medicine, 
Univesity of Toyama）

Journal of Cardiology
（0914-5087）79巻1-2
号 Page161（2022.02）

レター



2023019603 スーチャーレス大動脈弁置換術と経
カテーテル的大動脈弁置換術の比較　
「実臨床」データの多施設共同解析
（Sutureless versus transcatheter 
aortic valve replacement: A multi-
center analysis of "real-world" data）
（英語）

Santarpino Giuseppe
（Citta di Lecce 
Hospital, Department of 
Cardiac Surgery, GVM 
Care & Research）, 
Lorusso Roberto, 
Moscarelli Marco, 
Mikus Elisa, Wisniewski 
Konrad, Dell'Aquila 
Angelo Maria, Margari 
Vito, Carrozzo 
Alessandro, Barbato 
Luciano, Fiorani 
Vinicio, Lamarra Mauro, 
Fattouch Khalil, Squeri 
Angelo, Giannini 
Francesco, Marchese 
Alfredo, Farahani Kia, 
Gregorini Renato, 
Comoglio Chiara, 
Martinelli Luigi, Calvi 
Simone, Avolio Maria, 
Paparella Domenico, 
Albertini Alberto, 
Speziale Giuseppe

Journal of Cardiology
（0914-5087）79巻1-2
号 Page121-126
（2022.02）

原著論文
/比較研
究

2023019454 薬物療法抵抗性うつ病に対する二次
精神医療機関における認知行動療法
増強療法の費用対効果分析（Cost-
eff ectiveness analyses of aug-
mented cognitive behavioral 
therapy for pharmacotherapy-
resistant depression at secondary 
mental health care settings）（英語）

Sado Mitsuhiro
（Department of 
Neuropsychiatry, Keio 
University School of 
Medicine）, Koreki 
Akihiro, Ninomiya Akira, 
Kurata Chika, Mitsuda 
Dai, Sato Yasunori, 
Kikuchi Toshiaki, 
Fujisawa Daisuke, Ono 
Yutaka, Mimura 
Masaru, Nakagawa 
Atsuo

Psychiatry and Clinical 
Neurosciences（1323-
1316）75巻11-12号 
Page341-350
（2021.12）

原著論文
/ランダ
ム化比較
試験



2023019334 意識下鎮静法のみによる経静脈的心
臓デバイス抜去術の安全性と有効性　
ポスト新型コロナウイルス感染症時
代への示唆（Safety and feasibility 
of trans-venous cardiac device 
extraction using conscious seda-
tion alone-Implications for the 
post-COVID-19 era）（英語）

Lachlan Thomas
（Department of Cardiol-
ogy, University Hospi-
tals Coventry & War-
wickshire NHS Trust）, 
He Hejie, Aggour Hesh-
am, Sahota Preet, 
Harvey Samuel, Patel 
Kiran, Foster Will, 
Yusuf Shamil, Panikker 
Sandeep, Dhanjal Tarv, 
Dandekar Uday, Barker 
Thomas, Parmar Jiten-
dra, Kuehl Michael, 
Osman Faizel

Journal of Arrhythmia
（1880-4276）37巻6号 
Page1522-1531
（2021.12）

原著論文
/比較研
究

2023018019 キーワードから考えるデジタルデン
ティストリー関連装置・材料の選び
かた（第6回）（最終回）　各種加工用
材料編

阿部 俊之（愛知学院大
学 歯学部 冠橋義歯・口
腔インプラント学講座）

Quintessence of 
Dental Technology
（0388-2705）47巻11号
Page1504-1509
（2022.11）

解説

2023017970 肝癌治療における医療費,費用対効
果の評価

河口 義邦（東京大学医
学部附属病院 肝胆膵外
科・人工臓器移植外科）

医療と社会（0916-
9202）32巻3号 
Page445（2022.10）

会議録

2023015779【大きく変わった?ステロイドの使い
方】各種疾患におけるステロイドの
使い方　花粉症・アレルギー性鼻炎

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, 
春名 威範

臨牀と研究（0021-
4965）99巻10号 
Page1223-1228
（2022.10）

解説/特
集

2023015635 胃食道逆流症に対する病態・医療経
済を考慮した治療法の開発

樋口 和秀（大阪医科薬
科大学）

大阪医科薬科大学医学
会雑誌（2436-5939）
81巻1-2号 Page1-6
（2022.09）

総説

2023015388 国民皆保険制度を維持するための医
療への関心　薬と健康の週間街頭行
事イベント参加者を対象にした調査
研究

柴田 淑子（すず薬局）,
田中 みずき, 田中 雪葉, 
押切 康子, 坂口 眞弓, 
大部 令絵

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集55回 
Page230（2022.10）

会議録

2023015344 調剤薬局の在宅医療における保険点
数の妥当性について

高野 樹奈（城西国際大学 
薬学部 臨床薬学研究室）, 
座間 未来, 伊東 奈津江, 
山崎 章江, 土屋 大樹, 
富田 健二, 富田 勲, 溝口 
優, 三浦 剛, 佐々木 英久

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集55回 
Page219（2022.10）

会議録

2023012300【これから5年間の臨床・基礎研究の
強化に向けて】循環器疾患における
臨床研究・橋渡し研究

森田 啓行（東京大学大学
院 医学系研究科 循環器
内科学）

心臓（0586-4488）54巻
10号 Page1108-1116
（2022.10）

解説/特
集



2023010469 リハビリテーションと転倒予防　転
倒予防プログラムの費用対効果と社
会実装に向けた課題

加藤 剛平（東京保健医
療専門職大学 理学療法
学科）

日本転倒予防学会誌
（2188-5702）9巻2号 
Page68（2022.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023028832 社労士×薬剤師と考える　お金と制

度のハナシ（第2回）退職後の公的
医療保険,色々あるけどナニが違う?
公的医療保険の選択肢と保険料の
考え方

鈴木 哲平（いちかわ社
会保険労務士事務所）, 
田内 一輝

調剤と情報（1341-
5212）28巻15号 
Page2678-2683
（2022.11）

解説

2023028257 激変!どうなる医療制度改革、今後の
課題と対応策 先月の医療・介護情
報を速読する（第67回） 2022年10
月の改定項目を再確認 入院、外来
の改定項目のポイント整理とその影響

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）49巻6号 
Page32-35（2022.11）

解説

2023026854【地元創成看護学の可能性-地元から
看護学を創るために】「地元創成」に
向けた看護系大学の取り組み　広島
大学大学院医系科学研究科成人看護
開発学研究室　研究開発された看護
技術を世界に届ける　医療保険者と
のコラボによる糖尿病性腎症重症化
予防事業,そしてポピュレーション・
ヘルス・マネジメントへ

森山 美知子（広島大学
大学院 医系科学研究科 
成人看護開発学）

看護研究（0022-8370）
55巻5号 Page462-468
（2022.10）

解説/特
集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023012412 病院経営とクリニカルパス（診療報

酬対策）クリニカルパスの経営改善
効果　原価計算を利用した詳細分析

松本 武浩（長崎大学病
院 医療情報部）, 木下 
琢也, 阪本 純也, 井上 
公介, 辻 藍, 岩崎 恵, 辻 
明美, 堀田 ほづみ, 出口 
砂緒利, 伊藤 眞由美

日本クリニカルパス学会
誌（2187-6592）24巻3
号 Page258（2022.10）

会議録

2023011176 診療報酬からみたわが国のリハビリ
テーション診療の実情　コロナ禍の
影響

小山 照幸（鉄蕉会亀田
総合病院 リハビリテー
ション科）

聖マリアンナ医科大学
雑誌（0387-2289）50
巻2号 Page33-45
（2022.）

原著論文

医療保障制度

診療報酬・薬価



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023024662 急性期病院の看護の質向上における

主任看護師の役割と課題
近末 清美（聖マリア学
院大学 看護学部 看護学
科）, 山本 真由美, 新宅 
祐子, 西山 史江, 村田
由香

日本看護管理学会誌
（1347-0140）26巻1号 
Page1-10（2022.）

原著論文

2023017967 医療法人病院における経営方針によ
る財務状況への影響　地域での役割
選択や積極的な機器投資及び病棟管
理の財務的帰結

荒井 耕（一橋大学大学
院 経営管理研究科）, 
古井 健太郎

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page419-43
（2022.10）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2023024913 再生医療,ex vivo/in vivo遺伝子治療

の研究費・市場動向と,今後の展望
辻 真博（科学技術振興
機構 研究開発戦略セン
ター ライフサイエンス・
臨床医学ユニット）

再生医療（1347-7919）
21巻3号 Page138-145
（2022.09）

総説

2023024543 使用成績調査におけるインフォーム
ド・コンセントおよび倫理審査に関
する製薬企業および医療機関に対す
る全国アンケートによる比較検討

平島 学（国立長寿医療
研究センター 先端医療
開発推進センター）, 
脇之薗 真理, 飯島 祥彦, 
鈴木 慎太郎, 鈴木 啓介, 
伊藤 健吾

臨床薬理（0388-1601）
53巻5号 Page159-167
（2022.09）

原著論文

2023019567 抗体医薬品の研究開発と特許動向 加藤浩（日本大学 法学
部）

薬理と治療（0386-3603）
50巻1号 Page9-19
（2022.01）

解説

2023018609 医薬品製造工場におけるリモート監
査事例

吉田 光一（持田製薬工
場 品質管理本部 GMP
管理部）, 高阿田 克己

栃木県公衆衛生学会抄録
集60回 Page95-97
（2022.09）

会議録

2023017965 日本の創薬力強化に向けた産官学の
役割と連携-コロナ禍に学ぶ連携強化
とプラットフォーム構築の重要性-
2つの新型コロナウイルスワクチン
の上市を通じて学んだ産官学連携の
課題と対策（民からの視点）

今川 昌之（武田薬品工
業 ワクチン事業部）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page382-391

（2022.10）

解説

2023017964 日本の創薬力強化に向けた産官学の
役割と連携-コロナ禍に学ぶ連携強化
とプラットフォーム構築の重要性-
バイオベンチャー育成に向けたある
べき国家戦略とマルチステークホル
ダー協働の姿

乗竹 亮治（日本医療政
策機構）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page373-381
（2022.10）

解説

医療経営

医療関連ビジネス



2023017962 日本の創薬力強化に向けた産官学の
役割と連携 -コロナ禍に学ぶ連携強
化とプラットフォーム構築の重要性-
日本のバイオ医薬品産業の強化に向
けて　ベンチャーエコシステムと製
造拠点整備の観点から

佐伯 耕三（経済産業省 
商務・サービスグループ 
生物化学産業課）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page342-356
（2022.10）

解説

2023017961 日本の創薬力強化に向けた産官学の
役割と連携 -コロナ禍に学ぶ連携強
化とプラットフォーム構築の重要性-
ワクチン開発・生産体制強化戦略に
基づく研究開発等の推進　コロナ禍
の教訓を踏まえ, 産官学連携した国
産ワクチン実用化のために

荒木 裕人（内閣府 健康・
医療戦略推進事務局）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page335-341
（2022.10）

解説

2023017958 ワクチン戦略の実現に向けて 佐伯 耕三（経済産業省
商務情報政策局 生物化
学産業課）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page286-296
（2022.10）

解説

2023017957 Developing an Innovative Life 
Sciences Ecosystem in Japan

スリングスビー BT
（Catalys Pacifi c）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page270-273
（2022.10）

解説

2023017956 新型コロナに対する研究開発の対応
と課題,今後について　ワクチンを
中心に

荒木 裕人（内閣府 健康・
医療戦略推進事務局）

医療と社会（0916-9202）
32巻3号 Page261-269
（2022.10）

解説

2023015036 後発医薬品の供給問題と安定供給に
向けた対策　後発医薬品の安定供給
と品質確保に向けた行政の取組み

山本 剛（厚生労働省 医
政局 医薬産業振興・医
療情報企画課 ベンチャー
等支援戦略室）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集55回 
Page118（2022.10）

会議録

2023014255 スタートアップ設立の経験を踏まえ
ての日本発医薬品創出を目指した産
学連携の在るべき姿の追求

森下 大輔（Chordia 
Therapeutics）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
48巻12号 Page596-
600（2022.11）

解説


