
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
2020011419【ついに始まった頸椎人工椎間板置

換術】頸椎人工椎間板置換術におけ
る諸問題　IDE研究のバイアス,諸外
国での使用状況の変遷・実情,医療
経済上の問題点など

金 彪（獨協医科大学 脳
神経外科）

脊椎脊髄ジャーナル
（0914-4412）32巻10
号 Page939-942
（2019.10）

解説/特
集

2020005323 27476例の食道切除術を用いた機
能集約シミュレーション　NCDを
活用した医療政策提言

錦織 達人（日本食道学
会）, 高橋 新, 一原 直昭, 
角田 茂, 藤 也寸志, 
渡邊 雅之, 松原 久裕, 
掛地 吉弘, 瀬戸 泰之, 
坂井 義治, 日本食道学
会NCD部会

日本食道学会学術集会
プログラム・抄録集73
回 Page18（2019.06）

会議録

2020001483 経皮的冠動脈ステント留置後の定期
的フォローアップ冠動脈造影には臨
床上および医療経済上の利点がある
か（Dose Routine Follow-up 
Coronary Angiography after 
Percutaneous Coronary Stenting 
Have Clinical and Health 
Economic Benefi t?）（英語）

椎名 哲也（順天堂大学 
循環器内科学）, 平野 景
子, 田倉 智之, 代田 浩之

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
OJ12-9（2019.03）

会議録

2020000424 超高齢化・医療費膨張時代における
循環器医療提供体制と医療政策の
あり方　心臓専門医よ、人生を明る
く輝かせるのだ（Let Your Life 
Glow, Cardiologists!）（英語）

邉見 公雄（地域医療・
介護研究会JAPAN）

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
SY24-5（2019.03）

会議録



2020000423 超高齢化・医療費膨張時代における
循環器医療提供体制と医療政策の
あり方　非代償性心不全の高齢患
者の再入院を予防するためのスコア
リングシステムを利用した医療と介
護の連携（Medical and Nursing 
Collaboration by Using Scoring 
Systems for Preventing 
Readmission in Elderly Patients 
with Decompensated Heart 
Failure）（英語）

中根 英策（北野病院）, 
栗山 智有, 慕 忻桐, 
木村 光輝, 西脇 修司, 
濱口 桃香, 仲宗根 和孝, 
林 秀幸, 森田 雄介, 
山地 雄平, 春名 克純, 
春名 徹也, 猪子 森明

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
SY24-4（2019.03）

会議録

2020000422 超高齢化・医療費膨張時代における
循環器医療提供体制と医療政策の
あり方　クリニカルパスおよび病院
と在宅ケアのチームワークによる集
学的連携は心血管疾患治療における
統合管理とコミュニケーションを促
進する（Clinical Pathway and 
Multidisciplinary Collaboration by 
Hospital and Home Care 
Teamwork Facilitates Integrated 
Management and Communication 
for Cardiovascular Disease 
Treatment）（英語）

渡辺 徳（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 循環器科）, 
長谷川 悟, 浦澤 延幸

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
SY24-3（2019.03）

会議録

2020000421 超高齢化・医療費膨張時代における
循環器医療提供体制と医療政策の
あり方　日本の心血管治療の現状と
未来の形　退院後の疾病管理におけ
る運動および栄養学による介入の重
要性（Current Status and Future 
Shape of Cardiovascular Care in 
Japan: Importance of Exercise and 
Nutrition Intervention in Post-
discharge Disease Management）
（英語）

後藤 葉一（公立八鹿病
院）

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
SY24-2（2019.03）

会議録

2020000420 超高齢化・医療費膨張時代における
循環器医療提供体制と医療政策の
あり方　心血管系医療制度を改善す
るための急性心血管疾患の指標と転
帰予測モデルの確立（Establishment 
of Indicators and Outcome 
Prediction Model of Acute 
Cardiovascular Diseases to 
Improve Cardiovascular Medical 
Service System）（英語）

坂田 泰史（大阪大学 循
環器内科学）, 磯部 光章, 
安田 聡, 宮本 恵宏, 
西村 邦宏, 添田 恒有, 
今村 知明, 平山 篤志, 
辻田 賢一, 中尾 浩一, 
森野 禎浩, 上田 裕一, 
高山 守正, 島村 和男, 
土肥 智晴, 岡田 佳築, 
真田 昌爾, 彦惣 俊吾, 
小室 一成

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
SY24-1（2019.03）

会議録



2019401760【歯科口腔保健をどう進めるか】歯
科保健医療行政による地域包括ケア
の基盤づくり　神奈川県が推進する
未病改善におけるオーラルフレイル
対策の視点から

中條 和子（神奈川県小
田原保健福祉事務所 保
健福祉課）

公衆衛生（0368-5187）
83巻11号 Page808-
813（2019.11）

解説/特
集

2019396664【職場の喫煙問題の最新知見】喫煙
と医療経済　「受動喫煙防止等のた
ばこ対策の推進に関する研究」の成
果から

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

産業医学ジャーナル
（0388-337X）42巻5号 
Page11-16（2019.09）

解説/特
集

2019395292【在宅血液透析の勧め-円滑導入のた
めのノウハウ】医療経済の面から

舩越 哲（衆和会長崎腎
病院）, 津久田 健太

臨床透析（0910-5808）
35巻10号 Page1299-
1303（2019.09）

解説/特
集

2019394942 看護×経済学　経済学で読み解く看
護サービスと医療政策（第9回）　看
護師のワーク・ライフ・バランスと
生産性

角田 由佳（山口大学 経
済学部）

看護管理（0917-1355）
29巻9号 Page848-
853（2019.09）

解説

2019391310 山梨県の肝がん死亡率低下と医療行
政施策の関連の検討　Joinpoint回
帰

横道 洋司（山梨県福祉
保健部 健康増進課がん
対策室）, 岩佐 景一郎, 
内田 裕之, 小野 千恵, 
小林 基夫, 米山 晶子, 
高倉 江利花, 
山縣 然太朗

山梨医学（0912-2958）
46巻 Page126
（2019.06）

会議録

2019389034 科学的根拠に基づいた精神保健医
療政策立案:病床推計法の進化から
みたこれからの方向性　証拠に基づ
く政策立案を推進するための政府に
よる公的統計の整備と具体的活用例

伊藤 弘人（労働者健康
安全機構）

精神神経学雑誌（0033-
2658）2019特別号 
Page S312（2019.06）

会議録

2019389033 科学的根拠に基づいた精神保健医
療政策立案:病床推計法の進化から
みたこれからの方向性　レセプトデ
ータを用いた保険診療の実態分析

吉村 健佑（千葉大学医
学部附属病院 経営管理
学研究センター）

精神神経学雑誌（0033-
2658）2019特別号 
Page S312（2019.06）

会議録

2019389032 科学的根拠に基づいた精神保健医
療政策立案:病床推計法の進化から
みたこれからの方向性　新しい精神
保健福祉資料と630調査

山之内 芳雄（国立精神・
神経医療研究センター
精神保健研究所 精神医
療政策研究部）

精神神経学雑誌（0033-
2658）2019特別号 
Page S311（2019.06）

会議録

2019389031 科学的根拠に基づいた精神保健医
療政策立案:病床推計法の進化から
みたこれからの方向性　統合失調症
入院患者数の将来予測　推計法開
発の根拠と妥当性について

染矢 俊幸（新潟大学大
学院 医歯学総合研究科 
精神医学分野）

精神神経学雑誌（0033-
2658）2019特別号 
Page S311（2019.06）

会議録

2019388127 総説　医療経済からみた脳神経外科
疾患

亀田 雅博（岡山大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 脳神経外科）, 
伊達 勲

Neurological Surgery
（0301-2603）47巻7号 
Page707-717
（2019.07）

総説



2019384090 [SSI原因菌の侵入経路とその対策]　
整形外科領域のSSIと医療経済

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院医療経
営・管理学分野）

日本骨・関節感染症学
会プログラム・抄録集
42回 Page64
（2019.07）

会議録

2019382661 医療政策の潮流を汲んだ臨床研究と
製品開発の行方

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター（1346-
2733）21巻2号 
Page71（2019.06）

会議録

2019382652 冠動脈疾患治療戦略:医学的・医療
経済学的な最適化を求めて　冠動脈
疾患の診断や治療戦略に関する海外
からのエビデンス　ISCHEMIAの時
代を迎えるにあたって

香坂 俊（慶応義塾大学
医学部附属病院 循環器
内科）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター（1346-
2733）21巻2号 
Page55（2019.06）

会議録

2019382651 冠動脈疾患治療戦略:医学的・医療
経済学的な最適化を求めて　CVIT/
J-PCIからみた虚血診断の動向

横井 宏佳（福岡山王病
院 循環器センター）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター（1346-
2733）21巻2号 
Page54（2019.06）

会議録

2019382650 冠動脈疾患治療戦略:医学的・医療
経済学的な最適化を求めて　機能的
虚血評価の医療経済的なインパクト

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター（1346-
2733）21巻2号 
Page53（2019.06）

会議録

2019380118 医療経済から見たシナカルセト塩酸
塩とエテルカルセチドの比較

塚田 美保（石心会埼玉
石心会病院 腎臓内科）, 
小川 晃生, 金井 弘次, 
岡島 真里, 野邊 香奈子, 
元 志宏, 池田 直史, 野
平 由香

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page527
（2019.05）

会議録

2019379054 医療経済　高齢化社会と腎移植の
医療経済効果

内田 潤次（大阪市立大
学大学院 医学研究科 泌
尿器病態学）, 長沼 俊秀, 
仲谷 達也

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page321
（2019.05）

会議録

2019379053 医療経済　持続的成長を担保する透
析経済のあるべき姿

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page321
（2019.05）

会議録

2019379052 医療経済　2020年度診療報酬改定
の環境

太田 圭洋（名古屋記念
財団本部）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page320
（2019.05）

会議録

2019379051 医療経済　透析診療報酬の成り立ち 川西 秀樹（あかね会土
谷総合病院）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page320
（2019.05）

会議録



2019378929 今後の日本の医療政策 佐々木 昌弘（厚生労働
省 がん・疾病対策課）, 
福田 誠一, 丸山 慧, 安藤 
徳恵

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page287
（2019.05）

会議録

2019377846 効果と医療経済の観点からみた造血
幹細胞動員促進薬Plerixafor
（Plerixafor is clinically and 
economically eff ective as 
mobilization protocol for peripheral 
blood stem cell apheresis）（英語）

小倉 瑞生（日本赤十字
社医療センター 血液内
科）, 愛葉 美奈, 
塚田 信弘, 梨本 淳一郎, 
余語 孝夫, 宇藤 唯, 
佐藤 広太, 宮崎 寛至, 
吉識 由実子, 阿部 有, 
岡塚 貴世志, 石田 禎夫, 
鈴木 憲史

International Journal of 
Myeloma（2187-3143）
9巻1号 Page167
（2019.05）

会議録

2019376103 トホグリフロジン半量投与は医療経
済上の有益性がある

竹内 誠治（酒井内科皮
フ科）, 籾山 恵美, 
難波 かおり, 
多賀 ひかり, 酒井 庸禎

糖尿病（0021-437X）
62巻Suppl.1 Page 
S-248（2019.04）

会議録

2019373649 消化管ESD手技の最新の工夫（食
道・胃）　小さな胃腫瘍に対する多
機能SOUTEN snareを用いた内視
鏡的切除術の有用性と医療経済効
果

千代 大翔（香川大学 医
学部 消化器・神経内科）, 
西山 典子, 正木 勉

Gastroenterological 
Endoscopy（0387-
1207）61巻Suppl.1 
Page806（2019.05）

会議録

2019373075 オキサリプラチン過敏症反応に対す
るジフェンヒドラミン塩酸塩錠予防
投与の有用性および医療経済学的検
討

富士谷 昌典（府中病院 
薬剤部）, 福山 紘基, 
北山 明子, 西井 有希, 
宮本 朋佳, 沖山 光都子, 
天生 浩子, 小泉 祐一

医療薬学（1346-342X）
45巻4号 Page208-
213（2019.04）

原著論文
/比較研
究

2019372412 医療経済から見た鏡視下半月板縫合
術

中川 泰彰（国立病院機
構京都医療センター 整
形）, 山田 茂, 山本 博史, 
向井 章悟, 宮田 誠彦, 
坪内 直也, 前田 峻宏, 
赤松 翔太

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻2号 
Page S174（2019.03）

会議録

2019372147 医療経済面から見た大腿骨近位部骨
折の早期手術の有効性

原 夏樹（北九州総合病
院 整形）, 江副 賢生, 
真野 洋佑, 飯山 俊成, 
坪根 徹, 松尾 卓見, 
名倉 誠朗, 戸羽 直樹, 
福田 文雄

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻2号 
Page S34（2019.03）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020012512【持続可能な制度と経営を実現する　

医療と介護の事業マネジメント】（第
1部）2040年まで持続可能な事業運
営のために　（Part5）2040年の医
療・介護のあるべき姿　技術革新の
波はまず地方都市からやってくる

青木 正人（ウエルビー）, 
鈴木 邦彦, 西川 和見, 
馬袋 秀男, 吉田 俊之

医療と介護Next（2188-
9724）2019秋季増刊 
Page33-35（2019.11）

座談会/
特集

2020011705【知らないと困る163の常識"を学ん
で即戦力に!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）

調剤と情報（1341-
5212）25巻14号 
Page2160-2162
（2019.10）

解説/特
集

2020011378 入院処方における院内フォーミュラ
リーの導入と医薬品購入費削減効果

横山 匠太（マツダ病院 
薬剤部）, 安原 昌宏, 
内海 敦志, 高橋 恭平, 
大山 展弘, 西倉 教子, 
原田 靖子, 西原 昌幸

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）55巻10
号 Page1195-1201
（2019.10）

原著論文
/比較研
究

2020010960 働き方改革と女性のオプティマルヘ
ルス　女性の健康と活躍はどれくら
い社会を豊かにするか

飯島 佐知子（順天堂大
学大学院 医療看護学研
究科）

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18回・
7回 Page22（2019.09）

会議録

2020010551 医療制度を取り巻く現状と課題 古元 重和（厚生労働省 
保健局 医療課）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）36巻
4号 Page466-479
（2019.07）

解説

2020007973 シスプラチンを含む高度催吐性化学
療法の悪心・嘔吐に対する標準3剤
併用制吐療法におけるパロノセトロ
ンとグラニセトロンの医薬経済分析　
臨床第III相試験TRIPLEの後方視的
調査

清水 久範（昭和大学大
学院 薬学研究科 薬学専
攻病院薬剤学）, 内倉 健, 
佐々木 忠徳

昭和学士会雑誌（2187-
719X）79巻2号 
Page252（2019.04）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2020003556 Beers Criteria日本版と高齢者の安
全な薬物療法ガイドライン2015を
用いた、不適切な処方により引き起
こされた可能性のある副作用と、そ
れに関連する回避可能な医療費の分
析（Analysis of Adverse Reactions 
Caused by Potentially 
Inappropriate Prescriptions and 
Related Medical Costs That Are 
Avoidable Using the Beers Criteria: 
The Japanese Version and 
Guidelines for Medical Treatment 
and Its Safety in the Elderly 2015）
（英語）

Tachi Tomoya
（Laboratory of Clinical 
Pharmacy, Gifu 
Pharmaceutical 
University）, Kanematsu 
Yuta, Aoyama Satoshi, 
Katsuno Hayato, 
Otsubo Manami, Ueno 
Anri, Sugita Ikuto, 
Yoshida Aki, Noguchi 
Yoshihiro, Yasuda 
Masahiro, Mizui 
Takashi, Goto Chitoshi, 
Teramachi Hitomi

Biological & 
Pharmaceutical 
Bulletin（0918-6158）
42巻5号 Page712-
720（2019.05）

原著論文

2020003552 便秘に対する大黄甘草湯とルビプロ
ストンの評価と比較　後ろ向きコホ
ート研究（Evaluation and 
Comparison of Daiokanzoto and 
Lubiprostone for Constipation: A 
Retrospective Cohort Study）（英語）

Yoshida Aya
（Department of 
Pharmacy, Ogaki 
Municipal Hospital）, 
Hirose Tatsuya, Kuroda 
Ayaka, Mitsuoka 
Machiko, Shinoda 
Yasutaka, Mori Kouki, 
Kawachi Yuki, Tanaka 
Kouji, Takeda Atsuko, 
Sugiyama Tadashi, 
Yoshimura Tomoaki

Biological & 
Pharmaceutical 
Bulletin（0918-6158）
42巻5号 Page680-
684（2019.05）

原著論文
/比較研
究

2020000814 日本におけるST部分上昇型心筋梗
塞に対する経皮的冠動脈インターベ
ンションの費用対効果（Cost-
eff ectiveness of Percutaneous 
Coronary Intervention for ST 
Elevation Myocardial Infarction in 
Japan）（英語）

Kodera Satoshi
（Department of 
Cardiology, University 
of Tokyo）, Morita 
Hiroyuki, Kiyosue 
Arihiro, Andoh Jiro, 
Komuro Issei

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
BP3-1（2019.03）

会議録

2020000642 費用対効果評価および心血管疾患
治療に関するガイドライン（Cost-
eff ectiveness Evaluation and 
Cardiovascular Guidelines）（英語）

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
TP22-2（2019.03）

会議録

2020000641 日本における心血管疾患に対する治
療の費用対効果分析（Cost-
eff ectiveness Analysis of 
Cardiovascular Disease Treatment 
in Japan）（英語）

小寺 聡（東京大学 循環
器内科）

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
TP22-1（2019.03）

会議録

2019400741 Tisagenlecleucel/CAR-T細胞療法 野崎 健司（大阪大学大
学院 医学系研究科 血
液・腫瘍内科）, 
柴山 浩彦

臨床免疫・アレルギー
科（1881-1930）72巻
4号 Page418-424
（2019.10）

解説



2019397075【実践力UP!の146ワード　ケアが身
につく!　ストーマ用語らくわかり事
典】ストーマ装具の種類と部位　ス
トーマ袋の特徴　排出口閉鎖具一体
型装具

古賀 亜由美（警和会第
二大阪警察病院）

消化器ナーシング
（2434-4575）2019秋
季増刊 Page101
（2019.10）

解説/特
集

2019396664【職場の喫煙問題の最新知見】喫煙
と医療経済　「受動喫煙防止等のた
ばこ対策の推進に関する研究」の成
果から

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

産業医学ジャーナル
（0388-337X）42巻5号 
Page11-16（2019.09）

解説/特
集

2019395576 重症筋無力症におけるステロイドの
使用状況と医療費について

山下 佳苗（第一薬科大
学 臨床薬剤学分野）, 
小嶋 由華, 菅原 弘貴, 
増田 眞之, 香月 正明, 
有馬 英俊, 入倉 充

社会薬学（0911-0585）
38巻Suppl. Page123
（2019.09）

会議録

2019395530 腎機能を考慮した医薬品適正使用推
進に関する薬剤師会主催研修会の有
用性評価

井上 彰夫（鹿児島県薬
剤師会）, 近藤 悠希, 
岩元 暢秀, 西島 徹, 
福岡 龍一, 石塚 洋一, 
上野 泰弘, 入江 徹美

社会薬学（0911-0585）
38巻Suppl. Page77
（2019.09）

会議録

2019392753 トレーサビリティとワークフローの
改善による費用対効果を両立した総
合滅菌管理システム

笠松 眞吾（福井大学 医
学部）, 石本 洋子, 
小久保 安朗

日本手術医学会誌
（1340-8593）40巻
Suppl. Page153
（2019.07）

会議録

2019390743【医療従事者のための感染予防:針刺
し切創・皮膚粘膜曝露予防】血液・
体液曝露に関する経済的観点

細見 由美子（九州大学
大学院 医学研究院医療
経営・管理学講座 医療
経営学分野）, 福田 治久

感染制御10巻別冊2 
Page182-192
（2019.03）

解説/特
集

2019388880 テオフィリン徐放錠の溶出試験によ
る品質評価

岩崎 綾乃（摂南大学 薬学
部 臨床薬剤学研究室）, 
鈴木 直哉, 冨田 真央, 
濱田 理恵子, 
永谷 美由紀, 三浦 絢子, 
中西 邦夫, 今井 公江

アプライド・セラピュ
ーティクス（1884-
4278）12巻 Page1-10
（2019.07）

原著論文

2019388475【進化する肝細胞癌の薬物療法
-2019 Update（Part 1）】レンバチ
ニブ　費用対効果からみた肝癌に対
するレンバチニブ治療

小林 正宏（虎の門病院
肝臓センター）

肝・胆・膵（0389-
4991）79巻2号 
Page209-215
（2019.08）

解説/特
集

2019388185【いざ経営参画!コスト意識の強い外
来づくり】外来看護と病院経営　外
来医療は不採算"は本当か"

谷田 一久（ホスピタル
マネジメント研究所）

継続看護時代の外来看
護24巻3号 Page043-
048（2019.08）

解説/特
集

2019388127 総説　医療経済からみた脳神経外科
疾患

亀田 雅博（岡山大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 脳神経外科）, 伊達 
勲

Neurological Surgery
（0301-2603）47巻7号 
Page707-717
（2019.07）

総説



2019383656 子宮内膜吸引組織診におけるネラト
ンカテーテルと吸引式内膜検査器具
の費用対効果の比較検討

吉満 輝行（大牟田市立
病院 産婦人科）, 深川 
知明, 河野 亮介

日本婦人科腫瘍学会雑
誌（1347-8559）37巻
3号 Page503
（2019.06）

会議録

2019382959 限局性前立腺癌に対する密封小線
源治療（LDR）、ロボット支援手術、
アクティブサーベイランスのコスト
ベネフィットについての比較検討

松井 強（日本大学 医学
部 泌尿器科学系）, 
桜井 文紀, 大日方 大亮, 
吉澤 剛, 持田 淳一, 
山口 健哉, 相澤 拓也, 
坂口 雅洲, 石橋 直也, 
前林 俊也, 高橋 悟

泌尿器外科（0914-
6180）32巻臨増 
Page760（2019.06）

会議録

2019382778 前立腺がん検診ガイドライン2018:
ここが変わった　大腸・乳房など既
存対策型検診と前立腺の検診効率
比較や経済的評価

杉原 亨（自治医科大学 
泌尿器外科）, 康永 秀生

泌尿器外科（0914-
6180）32巻臨増 
Page625-627
（2019.06）

会議録

2019380074 潰瘍性大腸炎に対する白血球除去療
法および抗ヒトTNF-αモノクロー
ナル抗体治療の後ろ向き研究　費用
対効果からの考察

坂井 正弘（東京ベイ・浦
安市川医療センター）, 
伊藤 知行, 伊藤 慎介, 
遠藤 慶太, 林野 翔, 
吉野 かえで, 北村 浩一, 
本村 廉明, 鈴木 康浩, 
林 晃一, 鈴木 利彦

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page519
（2019.05）

会議録

2019379816 クエン酸第二鉄水和物錠の費用対効
果分析

田倉 智之（東京大学医
学部附属病院 医療経済
政策学）, 伊藤 恭子, 
横山 啓太郎, 深川 雅史, 
中山 昌明, 平方 秀樹

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page476
（2019.05）

会議録

2019378932 透析医療と医療経済　透析分野の
臨床経済的な価値を考える

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）52巻
Suppl.1 Page288
（2019.05）

会議録

2019376440 検体測定室におけるHbA1cチェッ
クの補助事業によるBudget impact 
analysis（財政影響分析）

庄野 あい子（明治薬科
大学 薬学部 公衆衛生・
疫学）, 近藤 正英, 
星 淑玲, 大久保 麗子, 
矢作 直也

糖尿病（0021-437X）
62巻Suppl.1 Page 
S-292（2019.04）

会議録

2019374747 医薬品等の費用対効果評価に関する
制度化の動向（下）　閾値と関連要
因、適用を巡る課題について

久繁 哲徳（医療テクノ
ロジー・アセスメント研
究所）

医療経済研究（1340-
895X）30巻2号 
Page52-67（2019.05）

解説

2019373034 医療における賢明な選択（Choosing 
Wisely）とShared decision mak-
ing"-薬剤師に期待される役割-　医
療における"賢明な選択"の普及を目
指して"

梶 有貴（東京大学大学
院 医学系研究科 公共健
康医学専攻）

薬学雑誌（0031-6903）
139巻4号 Page547-
550（2019.04）

総説



2019372985 介護負担とQOLに対する社会支援
の影響への家族介護者の視点　地
方および郊外中部日本における混合
型研究（Family Caregivers' 
Perspectives for the Eff ect of 
Social Support on their Care 
Burden and Quality of Life: A 
Mixed-Method Study in Rural and 
Sub-Urban Central Japan）（英語）

Haya Marinda Asiah 
Nuril（Department of 
Family Medicine, Mie 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Ichikawa Shuhei, 
Wakabayashi Hideki, 
Takemura Yousuke

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine
（0040-8727）247巻3
号 Page197-207
（2019.03）

原著論文

2019372903 栄養サポートチーム（NST）と感染
制御チーム（ICT）の協働による経
腸栄養投与ライン変更への取り組み

寺戸 ゆり（益田赤十字
病院 栄養サポートチー
ム）, 松井 龍吉, 
大庭 恵子, 石橋 美津恵, 
大賀 香織, 檜谷 みどり

益田赤十字病院誌
（1349-1067）16巻 
Page5-7（2019.02）

原著論文

2019372660 脊椎脊髄疾患診療における費用対効
果について　骨粗鬆症患者の椎体骨
折抑制のための骨粗鬆症治療薬の費
用対効果

萩野 浩（鳥取大学 保健
学科（附属病院リハ部））

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻2号 
Page S317（2019.03）

会議録

2019372659 脊椎脊髄疾患診療における費用対効
果について　脊髄損傷に対する手術
治療の費用対効果　QALY・ICER
のシミュレーション

須田 浩太（労働者健康
安全機構北海道せき損
センター）, 松本 聡子, 
小松 幹, 太田 昌博, 
辻本 武尊, 東條 泰明, 
宇都宮 祥弘, 高畑 雅彦, 
岩崎 倫政

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻2号 
Page S316（2019.03）

会議録

2019372658 脊椎脊髄疾患診療における費用対効
果について　腰部脊柱管狭窄症に対
する手術加療の費用対効果分析の現
状と課題

寒竹 司（労働者健康安
全機構山口労災病院 脊
椎脊髄外科）, 田口 敏彦, 
富永 俊克, 片岡 秀雄, 
今城 靖明, 鈴木 秀典, 
西田 周泰, 舩場 真裕, 
坂井 孝司

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻2号 
Page S316（2019.03）

会議録

2019372657 脊椎脊髄疾患診療における費用対効
果について　頸椎OPLLに対する手
術治療　術式別の手術成績と費用
対効果

吉井 俊貴（東京医科歯
科大学大学院 整形）, 
大川 淳

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻2号 
Page S315（2019.03）

会議録

2019372656 脊椎脊髄疾患診療における費用対効
果について　骨粗鬆症性椎体骨折に
対するBKPの費用対効果

高橋 真治（大阪市立大
学大学院 整形）, 
星野 雅俊, 安田 宏之, 
辻尾 唯雄, 寺井 秀富, 
豊田 宏光, 鈴木 亨暢, 
河野 浩, 笹岡 隆一, 
大山 翔一朗, 中村 博亮

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）93巻2号 
Page S315（2019.03）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020003556 Beers Criteria日本版と高齢者の安

全な薬物療法ガイドライン2015を
用いた、不適切な処方により引き起
こされた可能性のある副作用と、そ
れに関連する回避可能な医療費の分
析（Analysis of Adverse Reactions 
Caused by Potentially 
Inappropriate Prescriptions and 
Related Medical Costs That Are 
Avoidable Using the Beers Criteria: 
The Japanese Version and 
Guidelines for Medical Treatment 
and Its Safety in the Elderly 2015）
（英語）

Tachi Tomoya
（Laboratory of Clinical 
Pharmacy, Gifu 
Pharmaceutical 
University）, Kanematsu 
Yuta, Aoyama Satoshi, 
Katsuno Hayato, 
Otsubo Manami, Ueno 
Anri, Sugita Ikuto, 
Yoshida Aki, Noguchi 
Yoshihiro, Yasuda 
Masahiro, Mizui 
Takashi, Goto Chitoshi, 
Teramachi Hitomi

Biological & 
Pharmaceutical 
Bulletin（0918-6158）
42巻5号 Page712-
720（2019.05）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020011709【知らないと困る163の常識"を学ん

で即戦力に!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"

吉田 力久（日本薬剤師
会）

調剤と情報（1341-
5212）25巻14号 
Page2176-2180
（2019.10）

解説/特
集

2020011705【知らないと困る163の常識"を学ん
で即戦力に!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）

調剤と情報（1341-
5212）25巻14号 
Page2160-2162
（2019.10）

解説/特
集

2020010551 医療制度を取り巻く現状と課題 古元 重和（厚生労働省 
保健局 医療課）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）36巻
4号 Page466-479
（2019.07）

解説

2020005175 病院管理栄養士が医療保険で在宅
患者訪問栄養食事指導を行うこと

神尾 哲子（北秋田市民
病院）

日本在宅栄養管理学会
誌（2189-4353）5巻1
号 Page94（2018.05）

会議録

2020000639 人工知能を用いた総合医療制度の開
発　オーダーメイド医療の実現に向
けて（Development of the 
Integrated Medical System Using 
Artifi cial Intelligence: Towards the 
Realization of Precision Medicine）
（英語）

浜本 隆二（国立がん研
究センター研究所 がん
分子修飾制御学分野）

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
TP21-1（2019.03）

会議録

医療費

医療保障制度



2020000507 既存のデータベースにより適切な制
度を構築するための急性冠動脈症候
群および急性大動脈症候群に対する
医療制度に関する指針の策定におけ
る調査から得た見解（Perspective 
from a Research for Creating 
Indicators of Medical Service 
System for Acute Coronary 
Syndrome and Acute Aortic 
Syndrome to Construct Desirable 
System Using Existing Databases）
（英語）

彦惣 俊吾（大阪大学）, 
Isobe Mitsuaki, Yasuda 
Satoshi, Miyamoto 
Yoshihiro, Nishimura 
Kunihiro, Takayama 
Morimasa, Imamura 
Tomoaki, Hirayama 
Atsushi, Morino 
Yoshihiro, Tsujita 
Kenichi, Nakao Koichi, 
Ueda Yuichi, Soeda 
Tsunenari, Shimamura 
Kazuo, Okada Katsuki, 
Dohi Tomoharu, 
Komuro Issei, Sakata 
Yasushi

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
SS16-3（2019.03）

会議録

2020000420 超高齢化・医療費膨張時代における
循環器医療提供体制と医療政策の
あり方　心血管系医療制度を改善す
るための急性心血管疾患の指標と転
帰予測モデルの確立（Establishment 
of Indicators and Outcome 
Prediction Model of Acute 
Cardiovascular Diseases to 
Improve Cardiovascular Medical 
Service System）（英語）

坂田 泰史（大阪大学 循
環器内科学）, 磯部 光章, 
安田 聡, 宮本 恵宏, 
西村 邦宏, 添田 恒有, 
今村 知明, 平山 篤志, 
辻田 賢一, 中尾 浩一, 
森野 禎浩, 上田 裕一, 
高山 守正, 島村 和男, 
土肥 智晴, 岡田 佳築, 
真田 昌爾, 彦惣 俊吾, 
小室 一成

日本循環器学会学術集
会抄録集83回 Page 
SY24-1（2019.03）

会議録

2019399347 保健医療制度にみるフランス　日本
の今後の考えるヒント

入江 芙美（厚生労働省  
厚生科学課）

日本旅行医学会講演会
抄録集16回 Page33-
34（2017.04）

会議録

2019396894 変化に対応し経営参画!データと図
解で読み解く　医療制度改革・診療
報酬改定の今後（第14回）（最終回）　
看護師の働き方改革"について看護
管理者が持つべきマクロ・ミクロの
視点"

澤田 優香（グローバル
ヘルスコンサルティン
グ・ジャパン）

ナースマネジャー21巻
7号 Page69-74
（2019.09）

解説

2019391573 変化に対応し経営参画!データと図
解で読み解く医療制度改革・診療報
酬改定の今後（第13回）　病床再編・
病床削減ブームの到来か!?2020年
度診療報酬改定後に増える「病院統
合」への対応

澤田 優香（グローバル
ヘルスコンサルティン
グ・ジャパン）

ナースマネジャー21巻
6号 Page72-76
（2019.08）

解説

2019391159 薬剤師登録販売者のOTC医薬品・
漢方薬販売!～初期の風邪は薬局で
治そう!～　医療保険財政適正化と
家庭薬の活用

藤井 隆太（龍角散） 日本在宅薬学会学術大
会プログラム・講演抄
録集12回 Page140
（2019.07）

会議録



2019386995 広島大学歯学部国際歯学コース留学
生の出身国（インドネシア・ベトナ
ム・カンボジア）における歯学教育
と医療保障

島津 篤（福岡歯科大学 
社会医歯学部門 口腔保
健学講座 口腔健康科学
分野）, 重石 英生, 
Nguyen Thi Phuong 
Thao, 岡 広子, 
藤井 万紀子, 杉山 勝

広島大学歯学雑誌
（0046-7472）51巻1号 
Page34-41（2019.06）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020006726 日本の2014～2015年度における精

神病入院数と入院日数　全国の診療
報酬データベースを用いた後向きコ
ホート研究（Psychiatric 
Admissions and Length of Stay 
During Fiscal Years 2014 and 
2015 in Japan: A Retrospective 
Cohort Study Using a Nationwide 
Claims Database）（英語）

Okumura Yasuyuki
（Research Department, 
Institute for Health 
Economics and Policy, 
Association for Health 
Economics Research 
and Social Insurance 
and Welfare）, 
Sugiyama Naoya, Noda 
Toshie, Tachimori 
Hisateru

Journal of 
Epidemiology（0917-
5040）29巻7-8号 
Page288-294
（2019.08）

原著論文

2020003508 平成28年度診療報酬改定後の周術
期病棟におけるせん妄評価とせん妄
ケアの現状調査　せん妄患者明確
化とクリティカルケアせん妄管理加
算の必要性

古賀 雄二（川崎医療福
祉大学）, 茂呂 悦子, 
有田 孝, 小幡 祐司, 
川島 孝太, 雀地 洋平, 
古厩 智美, 藤野 智子

日本クリティカルケア
看護学会誌（1880-
8913）14巻 Page47-
56（2018.）

原著論文

2019398304 外来化学療法・入院化学療法原価
計算における経営分析についての一
考察

大嶋 悠一（くまもと森
都総合病院）, 和泉 孝, 
犬童 克也

日本診療情報管理学会
学術大会抄録集45回 
Page310（2019.08）

会議録

2019398078 現実志向の原価計算に関する考察 小川 陽平（メハーゲン 
医療経営支援課）

日本診療情報管理学会
学術大会抄録集45回 
Page195（2019.08）

会議録

2019395542 高薬価デッドストック医薬品の使用
期限切れによる廃棄の現状

中村 武夫（近畿大学 薬
学部）, 蒲谷 亘, 増田 信
也, 木村 えり, 近澤 生

社会薬学（0911-0585）
38巻Suppl. Page89
（2019.09）

会議録

診療報酬・薬価



2019372981 社会経済的状態の地域差とは無関係
な股関節骨折治療の均一性　日本全
国の診療報酬データの解析
（Equality of Treatment for Hip 
Fracture Irrespective of Regional 
Diff erences in Socioeconomic 
Status: Analysis of Nationwide 
Hospital Claims Data in Japan）（英
語）

Tomioka Shinichi
（Department of 
Preventive Medicine 
and Community Health, 
University of 
Occupational and 
Environmental Health）, 
Fujino Yoshihisa, 
Nakaya Tomoki, Ohtani 
Makoto, Kubo 
Tatsuhiko, Matsuda 
Shinya

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine
（0040-8727）247巻3
号 Page161-171
（2019.03）

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
2020012009 SCRUM-Japan Registryについて 岡本 渉（広島大学病院 

がん治療センター）, 
谷口 浩也, 大津 敦

腫瘍内科（1881-6568）
24巻4号 Page392-
398（2019.10）

解説

2020010478【再生医療最前線-リハビリテーショ
ン医療への応用-】中枢神経回路の
修復を促進する抗体治療薬の開発

山下 俊英（大阪大学大
学院 医学系研究科 分子
神経科学）

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
56巻9号 Page702-
705（2019.09）

解説/特
集

2020007292【感染症とプレシジョンメディシン】
抗菌薬の研究開発促進のための方策

有吉 祐亮（日本製薬工
業協会）, 日本製薬工業
協会国際委員会グロー
バルヘルス部会感染症
グループ

Precision Medicine
（2434-3625）2巻10号 
Page916-919
（2019.09）

解説/特
集

2019401918 二言三言　抗菌薬欠乏 奥山 清（東京医科大学
八王子医療センター 薬
剤部）

薬事新報（0289-3290）
3122号 Page11-12
（2019.11）

解説

2019401296 日本と米国における獣医療と関連産
業の現状と未来　未来を変える技術

氏政 雄揮（アームズ） 日本獣医師会雑誌
（0446-6454）72巻10
号 Page587-591
（2019.10）

解説

2019399142 PTP基 礎講座（第18回）　 機 械　
PTP包装に求められる外観検査シス
テムの開発について

鈴木 修（スペラファー
マ）, 吉井 健司, 
横田 喜郎

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻13
号 Page2631-2634
（2019.10）

解説

医療関連ビジネス



2019399134 医薬品原薬のQbDアプローチにおけ
るリスクアセスメントの事例紹介
（サクラミル原薬を題材に）　原薬プ
ロセス開発における重要品質特性
（CQA）、重要プロセスパラメータ
（CPP）及び重要物質特性（CMA）
の特定に向けた作業プロセスの提案
（Part 3）

今井 昭生（エーザイ プ
ロダクトクオリティ本部 
日本・アジアリージョナ
ルクオリティ統括部）, 
川島 忠史, 雲林 秀樹, 
杉浦 大, 長遠 裕介, 
横山 誠, 日本PDA製薬
学会技術教育委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻13
号 Page2565-2573
（2019.10）

解説

2019399133 核酸医薬品の創出に向けた産官学の
取り組み（第1回）　核酸医薬品の開
発動向と規制整備の現状

井上 貴雄（国立医薬品
食品衛生研究所 遺伝子
医薬部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻13
号 Page2533-2545
（2019.10）

解説

2019395910 製薬企業における薬剤学研究の現状
と課題

長崎 博隆（第一三共）, 
高橋 雅行, 上林 敦, 
薬剤学編集委員会

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）79巻5号 
Page218-221
（2019.09）

座談会

2019384759 医学科6年生を対象とした医薬品開
発に関する企業訪問選択実習の経験
（3年間）

長堀 正和（東京医科歯科
大学医学部附属病院 臨
床試験管理センター）, 
内野 三菜子, 小池 竜司

医学教育（0386-9644）
50巻Suppl. Page163
（2019.07）

会議録


