医療経済関係研究論文（4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

2020120157 【 周 術 期 疼 痛 管 理 】Acute Pain 近藤 一郎（東京慈恵会 ペインクリニック
Serviceの実際（医療経済）

論文種別
解説/特

医 科 大 学 麻 酔 科 学 講 （0388-4171）41巻1号 集
座）

Page31-40（2020.01）

2020118944 医療機関と地域包括ケアシステム 馬場園 明（九州大学大 日本医療・病院管理学

会議録

今後の医療政策と地域包括ケアシス 学院 医学研究院医療経 会誌（1882-594X）56
テム

営・管理学講座）

巻4号 Page193
（2019.10）

2020115312 持続可能な精神科医療を実現するた 吉村 健佑（千葉大学医 総合病院精神医学
めに 医療政策を読みとく

会議録

学部附属病院 次世代医 （0915-5872）31巻
療構想センター）

Suppl. Page S-69
（2019.11）

2020107604 診療ガイドラインの作成方法と活用 池田 俊也（国際医療福 医学のあゆみ（0039-

解説

方法（Vol.12） 医療経済評価を日 祉大学 医学部公衆衛生 2359）272巻7号
本の診療ガイドラインにいかに組み 学）
入れるか
2020107564 医療行政

Page611-615
（2020.02）

認知症施策推進大綱と 武田 雅俊（大阪河崎リ 医学のあゆみ（0039-

解説

認知症対策官民イノベーション実証 ハビリテーション大学 2359）272巻6号
基盤整備事業

認知予備力研究センタ Page545-546
ー）

2020106904 医療行政 新専門医制度の現状

（2020.02）

寺本 民生（日本専門医 医学のあゆみ（0039機構）

解説

2359）272巻2号
Page179-180
（2020.01）

2020106863 小児歯科における保険請求（第186 大原 裕（大原歯科医院） 小児歯科臨床（1341回） 診療報酬の疑問
態調査を紐解く

医療経済実

1748）25巻1号
Page104-105
（2020.01）

解説

2020105834 【トップが語る-最新インフラ導入と 安藤 高夫（永生会）
個性化戦略】総論 選ばれるための

新医療（0910-7991）

解説/特

47巻1号 Page20-23

集

（2020.01）

病院インフラ考 国の医療政策から
病院インフラ戦略を考える 2025
年、その先の2040年を見据えて

2020091784 Real World Data（RWD）を用いた 白川 康一（京都大学大 感染症学雑誌（0387-

会議録

感染症疫学研究と感染症医療経済 学院 医学研究科 医学専 5911）93巻臨増
攻 病原細菌学講座）,

への応用

Page375（2019.03）

西渕 光昭
2020091443 Verigeneシステムの導入により敗血 山岸 由佳（愛知医科大 感染症学雑誌（0387症の診療はどのように変化するか 学病院 感染症科）,

会議録

5911）93巻臨増

自動多項目同時遺伝子関連検査シス 塩 田 有 史, 渡 邊 弘 樹, Page248（2019.03）
テムVerigeneシステム敗血症パネル 浅 井 信 博, 小 泉 祐 介,
と医療経済効果

三鴨 廣繁

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

2020120608 骨粗しょう症用のロモソズマブ（商 中西 剛明, 浜 六郎

出典
薬のチェック: The

論文種別
解説

Informed Prescriber

品名イベニティ） 死の危険あり、

（2189-1508）20巻87

使ってはいけない

号 Page4-7（2020.01）
2020120599 【ヒト・カネ・システムで考える!デ 坂根 朱美（京都府立医 INFECTION
ータと本音が満載!感染対策の費用 科大学附属病院 感染対 CONTROL（0919対効果 大公開】歯科外来器材の中 策室）, 菊地 圭介,

解説/特
集

1011）29巻2号

央化における費用対効果（洗浄・消 大 迫 文 重, 松 尾 友 子, Page158-163
毒・滅菌）

宮垣 有希

（2020.02）

2020120598 【ヒト・カネ・システムで考える!デ 河瀬 員子（立川中央病 INFECTION
ータと本音が満載!感染対策の費用 院）

CONTROL（0919-

対効果 大公開】経管栄養に関する

1011）29巻2号

物品管理方法変更における費用対効
果

Page153-157

ータと本音が満載!感染対策の費用 玉石心会病院 感染管理 CONTROL（0919る費用対効果（医療安全管理）

集

（2020.02）

2020120597 【ヒト・カネ・システムで考える!デ 須田 江津子（石心会埼 INFECTION
対効果 大公開】翼状針変更におけ 室）

解説/特

解説/特
集

1011）29巻2号
Page146-152
（2020.02）

2020120596 【ヒト・カネ・システムで考える!デ 大石 貴幸（済生会横浜 INFECTION
ータと本音が満載!感染対策の費用 市東部病院 TQMセンタ CONTROL（0919対効果 大公開】抗菌薬適正使用に ー感染管理対策室）

1011）29巻2号

おける費用対効果

Page139-145
（2020.02）

解説/特
集

2020120595 【ヒト・カネ・システムで考える!デ 堀 賢（順天堂大学大学 INFECTION
ータと本音が満載!感染対策の費用 院 感染制御科学）

CONTROL（0919-

対効果 大公開】感染症隔離病室導

1011）29巻2号

入における費用対効果

Page131-138

解説/特
集

（2020.02）
2020120594 【ヒト・カネ・システムで考える!デ 吉田 理香（東京医療保 INFECTION
ータと本音が満載!感染対策の費用 健大学大学院 医療保健 CONTROL（0919対効果

大公開】ヒト・カネ・シス 学研究科感染制御学）

解説/特
集

1011）29巻2号
Page127-130

テムから考える「費用対効果」

（2020.02）
2020120054 がん薬物療法における職業性曝露対 河添 仁（慶応義塾大学 医薬品安全性学5巻2号 総説
策の新たな動きと未来展望

薬学部 医療薬学・社会 Page67-75（2019.12）
連携センター 医療薬学
部門）, 鈴木 小夜,
横山 雄太, 地引 綾,
中村 智徳

2020120039 カバジタキセル療法を受ける前立腺 近藤 有（愛知県厚生農 日本病院薬剤師会雑誌

原著論文

がん患者におけるペグフィルグラス 業協同組合連合会豊田 （1341-8815）56巻1号
チムの費用対効果

厚生病院 薬剤部）,

Page71-78（2020.01）

榊原 崇芳, 古田 美里,
平岩 いずみ, 加藤 潤,
加藤 亜季, 平岩 あずさ
2020119918 包括的エビデンスに基づくバイオシ 中村 清吾（昭和大学 医 乳癌の臨床（0911ミラーの同等性評価

総説

学部 外科学講座 乳腺外 2251）34巻6号
科部門）, 田島 健太郎

Page507-520
（2019.12）

2020119866 2型糖尿病患者に対する早期インス 星野 貴子（国際医療福 くすりと糖尿病（2187- 原著論文
リン治療の費用対効果 経口血糖降 祉大学大学院 薬学研究 6967）8巻2号

/比較研

下薬のみによる治療との比較から 科）, 笠原 忠, 池田 俊也 Page268-282

究

（2019.12）

（Cost-effectiveness Analysis of
Early Intervention with Insulin for
Patients with Type 2 Diabetes
Mellitus in Japan）
（英語）

2020118939 脳血管疾患の都道府県別疾病負担 平田 幸輝（東邦大学大 日本医療・病院管理学
の算出

原著論文

学院 医学研究科 社会医 会誌（1882-594X）56
学講座）, 長濱 誉佳,

巻4号 Page165-172

北 澤 健 文, 松 本 邦 愛, （2019.10）
長谷川 友紀
2020118004 高額薬剤と医療費-我々はどうすべ 中山 讓治（日本製薬工 社会保険旬報（1343きか 研究開発費が圧倒的に高い製 業協会）

5728）2768号

薬産業

Page30-32（2019.12）

2020118001 高額薬剤と医療費-我々はどうすべ 遠藤 久夫（国立社会保 社会保険旬報（1343きか 高額薬剤が医療費に与える影 障人口問題研究所）

5728）2768号

響

Page24-27（2019.12）

会議録

会議録

2020117931 ユニットケアを活かしたポリファー 六車 美栄子（介護老人 愛仁会医学研究誌50巻 原著論文
保健施設だいもつ 療養 Page118-119

マシーを防ぐための取り組み

科）, 鈴間 由里子,

（2019.11）

中 野 良 真, 後 野 杏 子,
大西 暁枝, 西田 進一郎
2020117319 健康寿命の延伸と歯科口腔保健

深井 穫博（深井保健科 日本健康教育学会誌
学研究所）

解説

（1340-2560）27巻4号
Page360-368
（2019.11）

2020115719 【陰圧閉鎖療法による治療とケアの 藤井 美樹（北播磨総合 WOC Nursing7巻9号
基本】外来での陰圧閉鎖療法

解説/特

医療センター 形成外科） Page34-39（2019.09） 集

2020115012 ドクターヘリ導入への支払意志額 高嶋 隆太（東京理科大 日本航空医療学会雑誌
地域差と要因の分析

学）, 伊藤 真理,
鵜飼 孝盛, 辻 友篤,

会議録

（1346-129X）20巻2号
Page50（2019.10）

猪口 貞樹
2020113554 白内障手術における術後感染症予防 濱崎 浩一（労働者健康 中国労災病院医誌

原著論文

安全機構 中国労災病院 （0918-9564）28巻1号 /比較研

経口抗菌薬削除の評価

薬剤部）, 木村 竜司,

Page36-39（2019.09） 究

今津 智子, 西園寺 真二,
下川 福子, 前田 頼伸,
菅原 葉子, 三ヶ尻 健一
2020111555 予防医療超入門（第4回） 平均寿命 高橋 宏瑞（順天堂大学 J-COSMO（2434と健康寿命

医学部 総合診療科）

解説

6810）1巻4号
Page728-734
（2019.10）

2020110554 医療技術の費用対効果評価

基本 森脇 健介（神戸薬科大 日本整形外科学会雑誌

手法と事例

解説

学 医療統計学研究室） （0021-5325）93巻9号
Page606-613
（2019.09）

2020108473 膵空腸吻合術用のシンプル且つ低コ Kimura Takashi
ストな手術訓練シミュレータ（A

（Department of

日本肝胆膵外科学会・
学術集会プログラム・

Simple and Low-cost Surgery

Hepato-Pancreatic-

抄録集31回 Page

Training Simulator for

Biliary and Transplant

P27-1（2019.06）

Pancreaticojejunostomy）
（英語）

Surgery, Fumushima
Medical University）,
Tsukita Shigeyuki,
Suzushino Seiko, Muto
Makoto, Sato Naoya,
Kofunato Yasuhide,
Ishigame Teruhide,
Okada Ryo, Kenjo
Akira, Shimura Tatsuo,
Marubashi Shigeru

会議録

2020107179 口腔内スキャナーはじめて講座（第 中村 昇司（八重洲歯科 Quintessence of
1回） 先生のオフィスにIOSは本当 診療所）

解説

Dental Technology
（0388-2705）45巻1号

に必要?/どのようにIOSを選び、購

Page0084-0094

入するか?

（2020.01）
2020107166 【可撤性のインプラント補綴装置で 樋口 大輔（昭和大学 歯 Quintessence DENTAL 解説/特
患者は本当に満足するのか?-昭和大 科補綴学講座）, 楠本 友 Implantology（0919-

集

学歯科病院における患者のOHIPス 里 子, 武 川 佳 世, 馬 場 9861）27巻1号
一美

コア、費用対効果から-】

Page0055-0064
（2020.01）

2020106297 【Evidence Update 2020

最新の 福士 元春（武蔵国分寺 薬局（0044-0035）71

薬物治療のエビデンスを付加的に利 公園クリニック）

解説/特
集

（2020.01）

用する】エキスパートが注目する最
新エビデンスをアップデート!

巻1号 Page94-98

認

知症治療薬
2020105366 薬剤師でなくても知っておきたい薬 中島 孝則（日本薬科大 Osteoporosis Japan
の話（第8回） 薬ができるまでと、 学 臨床薬剤学）
できてから 後発医薬品と変更調剤

解説

Plus（2189-7921）4巻
4号 Page48-49
（2019.12）

2020105168 パリビズマブの適正使用について 池田 俊也（国際医療福 日本小児科医会会報

解説

ハイリスク児に対するパリビズマブ 祉大学 医学部公衆衛生 （0912-1781）58号
の費用対効果

学）

Page97-100
（2019.10）

2020105053 【臨床医に必要な対策型胃内視鏡検 水野 靖大（マールクリ 消化器内視鏡（0915診の知識】胃がんリスク層別化を考 ニック横須賀）

3217）31巻12号

慮した胃内視鏡検診

Page1865-1872

解説/特
集

（2019.12）
2020103368 【M0CRPC Update】今後の展望

赤倉 功一郎（地域医療 泌尿器外科（0914-

解説/特

機能推進機構東京新宿 6180）32巻11号

集

メディカルセンター 泌 Page1379-1383
尿器科）

（2019.11）

2020103367 【M0CRPC Update】前立腺癌治療 上村 博司（横浜市立大 泌尿器外科（0914におけるQOLと費用対効果

学附属市民総合医療セ 6180）32巻11号

解説/特
集

ンター 泌尿器腎移植科） Page1373-1378
（2019.11）
2020103268 薬学的介入による経済効果

下川 福子（労働者健康 広島県病院薬剤師会誌

解説

安全機構 中国労災病院）（1344-0225）54巻4号
Page277-284
（2019.11）
2020103267 入院処方におけるフォーミュラリー 横山 匠太（マツダ病院） 広島県病院薬剤師会誌
の導入と経済効果

（1344-0225）54巻4号
Page263-276
（2019.11）

解説

2020101927 NSAIDs外用剤の先発医薬品使用理 東島 彩香（東ファーマ 九州薬学会雑誌（2433- 原著論文
由の調査

シーふじわら薬局）,

4294）73巻 Page51-

矢敷 潤, 江口 麻夏,

55（2019.11）

長 尾 尚 俊, 近 藤 優 樹,
前 田 恵 里, 河 野 吉 昭,
香月 信一郎, 木戸 宏幸,
湯川 栄二
2020101695 【近未来の医療に向けた最近の動き】 池田 俊也（国際医療福 Progress in Medicine
対策が求められる課題とその対策 祉大学 医学部公衆衛生 （0287-3648）39巻10
新しい医療技術の評価

学）

解説/特
集

号 Page967-971
（2019.10）

2020093607 当院における過去3年間の人工呼吸 中前 健二（愛知県厚生 日本臨床工学技士会会

会議録

器稼働実績を基にした適正台数およ 農業協同組合連合会豊 誌（1341-3171）66号
び運用の検討

田厚生病院 臨床工学技 Page238（2019.04）
術科）, 兵藤 好行,
沖 島 正 幸, 井 上 宏 隆,
小 川 正 博, 近 藤 浩 史,
藤井 夕貴, 酒出 篤弥,
辻 川 圭 亮, 西 山 和 芳,
谷 亮太, 大田 委住,
遠藤 泉樹, 佐野 公俊

2020090889 日本の医学生の「費用対効果」行動
の問題の解決 政策的枠組み
（Addressing the challenge of

Kuramoto Christine

Journal of Medical

D.（Hamamatsu

English Education

University School of

medical student cost performance" Medicine）, O'Dowd
behavior in Japan: A Policy

会議録

（1883-0951）18巻2号
Page38（2019.06）

Gregory V.G.

framework）
（英語）"
2020090692 OTC医薬品販売に伴う薬局薬剤師 藤枝 正輝（東邦大学 薬 薬理と治療（0386-

原著論文

の介入による潜在的医療費節減効果 学部地域医療薬学研究 3603）47巻6号
室）, 田中 千穂,

Page885-892

鈴 木 伸 悟, 藤 田 勝 久, （2019.06）
石井 敏浩
2020090049 日本のデータを用いた、ポリープ切 Sekiguchi Masau
除後の大腸内視鏡検査の費用対効
果解析（Cost-eﬀectiveness

（Cancer Screening
Center, National

analysis of postpolypectomy

Cancer Center

colonoscopy surveillance using

Hospital）, Igarashi

Japanese data）
（英語）

Ataru, Sakamoto Taku,
Saito Yutaka, Esaki
Minoru, Matsuda
Takahisa

Digestive Endoscopy
（0915-5635）31巻1号
Page40-50（2019.01）

原著論文

医療費
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020103283 子ども医療費助成制度が低身長診療 松尾 逸平（岡山赤十字 岡山赤十字病院医学雑
の意思決定に及ぼす影響

論文種別
原著論文

病院 小児科）
, 今城 沙都, 誌（0915-8073）30巻
廻 京子, 竹本 啓,

Page10-13（2019.11）

後藤 振一郎, 井上 勝
2020090692 OTC医薬品販売に伴う薬局薬剤師 藤枝 正輝（東邦大学 薬 薬理と治療（0386-

原著論文

の介入による潜在的医療費節減効果 学部 地域医療薬学研究 3603）47巻6号
室）, 田中 千穂,

Page885-892

鈴 木 伸 悟, 藤 田 勝 久, （2019.06）
石井 敏浩

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020120500 【患者さんに説明できるようになろ 松戸 典文（駒沢女子大 整形外科看護（1342う 整形外科看護師なら知っておき 学 看護学部）

4718）25巻2号

論文種別
解説/特
集

Page155-160

たい社会資源】整形外科患者さんに

（2020.02）

説明することの多い医療保険制度・
公費負担医療制度

2020120053 【日中における医療制度の現状と課 池上 直己（聖路加国際 日中医学（0912-6287） 解説/特
題】日本の診療報酬について

大学 公衆衛生大学院）

34巻3号 Page22-

集

26,48-52（2019.11）
2020120052 【日中における医療制度の現状と課 上塚 芳郎（東京女子医 日中医学（0912-6287） 解説/特
題】日本の医療提供体制

科大学附属成人医学セ 34巻3号 Page15ンター）

集

21,41-47（2019.11）

2020120051 【日中における医療制度の現状と課 許 速, 公立病院長職業 日中医学（0912-6287） 解説/特
題】中国におけるコミュニティー衛 能力開発専門家委員会

34巻3号 Page9-14,36- 集

生サービスの運営管理の現状と課題

40（2019.11）

及び展望 上海の典型的事例による
分析
2020120050 【日中における医療制度の現状と課 何 鳳秋（人力資源・社 日中医学（0912-6287） 解説/特
題】中国における公立病院の報酬制 会保障部中国人事科学 34巻3号 Page3-8,32研究院 工質福利研究室） 35（2019.11）

度改革
2020119909 やりなおし!

集

医療制度

基本のき 新井 貞男（あらい整形 臨床整形外科（0557-

（第1回） 保険診療ってなに?

外科）

解説

0433）55巻1号
Page76-77（2020.01）

2020119326 公的医療保険制度の抜本的改革のた 森 禎徳（東邦大学）
めの考察 倫理的観点から

医学哲学医学倫理

解説

（0289-6427）37号
Page24-33（2019.09）

2020118940 福岡県後期高齢者医療制度における 吉田 真一郎（九州大学 日本医療・病院管理学
集中治療受療率の地域差よりみた集 大学院 医学系学府医療 会誌（1882-594X）56
約医療圏設定の課題

経営・管理学専攻）,
馬場園 明, 姜 鵬,
藤田 貴子

巻4号 Page173-180
（2019.10）

原著論文

2020104558 医療保険の手引き「眼科」

東京都医師会医療保険 東京都医師会雑誌
委員会

解説

（0040-8956）72巻10
号 Page1164-1166
（2019.12）

2020098585 外科医の適正数について 医療制度 上田 貴威（大分大学 総 日本臨床外科学会雑誌

会議録

合外科・地域連携学講 （1345-2843）80巻増

改革と外科医

座）, 白石 憲男

刊 Page395（2019.10）

2020093114 診療報酬改定から見る医療制度改革 谷澤 正明（日本血液製 日本臨床工学技士会会

会議録

の方向性 臨床工学技士が知ってお 剤機構 事業本部事業戦 誌（1341-3171）66号
くべき最新情報

略部）

Page101（2019.04）

2020090640 医療制度の変革と医療技術の進歩に 梛野 正人（名古屋大学 血液事業（0917-7833） 解説
血液事業はどのように向き合うか 大学院 医学系研究科腫 42巻1号 Page74-76
肝切除における輸血 自己血貯血の 瘍外科）

（2019.05）

意義
2020090639 医療制度の変革と医療技術の進歩に 今村 知明（奈良県立医 血液事業（0917-7833） 会議録
血液事業はどのように向き合うか 科大学）

42巻1号 Page72-73
（2019.05）

地域医療構想・医療計画による医療
界の変化と、これが急性期・輸血医
療に及ぼす影響について

2020090638 医療制度の変革と医療技術の進歩に 猪口 雄二（全日本病院 血液事業（0917-7833） 解説
血液事業はどのように向き合うか 協会）
病院医療はどこに向かっているのか

42巻1号 Page69-71
（2019.05）

?

診療報酬・薬価
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020118941 麻酔収支も可視化できる手術部門原 小川 健作（防衛医科大 日本医療・病院管理学
価管理手法とその成果

論文種別
原著論文

学校附属病院 材料部）, 会誌（1882-594X）56
雫石 正明, 三条 芳光

巻4号 Page181-190
（2019.10）

2020117537 クリニカルパス例の原価計算 パス 松本 武浩（長崎大学病 日本クリニカルパス学
は収支を改善するか?

院 医療情報部）,
田浦 直太, 臼井 哲也,
西口 真由美,

会議録

会誌（2187-6592）21
巻4号 Page386
（2019.12）

堀田 ほづみ, 中尾 一彦
2020117389 経営思想に基づくクリニカルパスを 野田 章弘（済生会熊本 日本クリニカルパス学
用いた医療情報（コスト分析）の活 病院 医事企画室）,

会誌（2187-6592）21

用 原価計算を用いたクリニカルパ 松本 晃太郎,

巻4号 Page283

スの経済性分析

岩下 明日香, 内田 元

（2019.12）

2020109924 DPC/PDPS対象病院における原価 阪口 博政（国際医療福 日本医療・病院管理学
計算システムの構築状況と運用の課 祉大学）, 渡邊 亮, 荒井 会誌（1882-594X）56
題

耕

会議録

巻3号 Page111-118
（2019.07）

原著論文

2020106398 購買適正化で病院経営強化 目から 中野 一夫（ヘルスケア・ 薬事（0016-5980）62
ウロコの薬価交渉術（第28回）医薬 システム研究所）

解説

巻1号 Page141-144
（2020.01）

品購買適正化で地域医療を守れ!

医業経営
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020117244 担うべき訪問看護の機能と規模に関 岸本 大佑（公立豊岡病 JHAC（1344-2147）
する考察

論文種別
原著論文

院組合統轄管理事務所 25巻1号 Page128-133
総務部出納室）

（2019.11）

2020117241 当院における集中ケア病棟の病床機 前山 健人（慈泉会相澤 JHAC（1344-2147）
能再編への取り組み

原著論文

病院 クリニカルパス管 25巻1号 Page108-112
理室）

（2019.11）

2020106023 患者分類システムを巡る研究動向か 筒井 孝子（兵庫県立大 日本臨床看護マネジメ

原著論文

らみた新たな臨床看護マネジメント 学 大 学 院 経 営 学 研 究 ント学会誌（24352691）1巻 Page2-14

科）

（2019.11）
2020102522 急性期病院に対する是正勧告書から 三隅 達也（山口大学 経 病院（0385-2377）78

原著論文

学ぶ病院の労働安全衛生管理と経営 済学研究科 企業経営専 巻12号 Page921-928
攻（医療・福祉経営コー （2019.12）

課題

ス）
）

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020119961 【ケモテクノロジーが拓くユビキチ 大岡 伸通（国立医薬品 ファルマシア（0014ン創薬研究の新展開】新しい低分子 食品衛生研究所 遺伝子 8601）56巻1号
薬の創薬モダリティ PROTAC開発 医薬部第三室）,

集

Page41-45（2020.01）

内藤 幹彦

経緯と最新の動向

2020119693 AMR対策における抗菌薬の現状と 八木澤 守正（慶応義塾 医療関連感染（2187-

総説

大学 薬学部 創薬物理化 9028）12巻2号

今後

学講座）

Page55-71（2019.12）

2020118004 高額薬剤と医療費-我々はどうすべ 中山 讓治（日本製薬工 社会保険旬報（1343きか 研究開発費が圧倒的に高い製 業協会）

5728）2768号

薬産業

Page30-32（2019.12）

2020106359 製剤技術

論文種別
解説/特

製剤と粒子設計

会議録

製剤 古川 諒一（田辺三菱製 PHARM TECH JAPAN 解説

設計・プロセスの見える化 シミュ 薬 サプライチェーン本 （0910-4739）36巻1号
レーション技術を活用した製剤開発 部製剤研究部）, 杉本 昌 Page50-53（2020.01）
への取り組み 田辺三菱製薬におけ 陽
る事例
2020105378 平成維新-平成30年を振り返る-

医 市川 宏司（アイコン・ 薬剤学: 生命とくすり

薬品開発/CRO業界の平成30年を振 ジャパン）, 佐藤 正延, （0372-7629）80巻1号
り返る

白坂 善之

Page36-40（2020.01）

座談会

2020104665 臨床研究法において製薬企業が留意 森 雅彦（日本製薬医学 薬理と治療（0386-

解説

すべき事項およびその関わり方 臨 会 メディカルアフェア 3603）47巻Suppl.2
床研究法における製薬企業等の関わ ーズ部会）

Page s118-s121
（2019.12）

り方（RACIの作成）

2020094070 【公衆衛生と臨床研究へのCDISC標 上野 悟（国立保健医療 保健医療科学（1347準導入-疾患横断分析が可能な医療 科学院研究情報支援研 6459）68巻3号
, 清水 玲子,
情報の二次利用性の確保へ-】神経 究センター）
筋疾患領域における患者レジストリ 中村 治雅

総説/特
集

Page219-228
（2019.08）

とCDISC標準
2020091532 今 後 の 抗 菌 薬 の 臨 床 開 発 の 展 望 三木 隆司（アステラス 感染症学雑誌（0387抗菌薬開発の現在と未来

企業の 製薬 開発本部）

会議録

5911）93巻臨増
Page297（2019.03）

立場から
2020091499 外来抗菌薬の適正使用推進の処方 平井 敬二（杏林製薬）
箋 製薬メーカーとしての対応

感染症学雑誌（0387-

会議録

5911）93巻臨増
Page279（2019.03）

2020090687 いろんな立場から見た、子どもへの 島村 隆太郎（グラクソ 薬理と治療（0386-

解説

説明と同意〜ICH E11の改訂を機会 スミスクライン）, 小児 3603）47巻6号
に見直そう〜 製薬企業は何を意識 医薬品開発コンソーシ Page847-850
して説明同意文書を作成しているの アム研究会

（2019.06）

か 子どもに伝わる説明文書とは何
かを考える
2020090686 いろんな立場から見た、子どもへの 栗山 猛（国立成育医療 薬理と治療（0386-

解説

説明と同意〜ICH E11の改訂を機会 研究センター臨床研究 3603）47巻6号
に見直そう〜 小児医薬品開発推進 センター 開発推進部ネ Page843-846
に向けた取組みについて（ICH-E11 ットワーク推進室）

（2019.06）

の改訂も含めて）
2020090450 RWD・デジタルヘルス利活用にお 青木 事成（中外製薬 安 臨床評価（0300-3051） 解説
ける医薬品産業の未来 ファーマコ 全性リアルワールドデ 47巻1号 Page69-76
ビジランス（医薬品の安全性監視） ータサイエンス部）

（2019.06）

分野における現在地点
2020090449 製薬産業と非製薬産業の輻輳 ボー 増井 慶太（デロイトト 臨床評価（0300-3051） 解説
ダーレスの時代

ーマツコンサルティン 47巻1号 Page59-68
グ）

2020090448 医薬品産業におけるDigital Health 杉浦 一輝
の活用 Digitalがもたらす治験・臨
床研究の変革

（2019.06）
臨床評価（0300-3051） 解説
47巻1号 Page49-58
（2019.06）

