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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
2020147182 保健医療行政における計画策定方法

とプログラム評価手法の確立
刈谷 剛（高知工科大学 
地域連携機構社会マネ
ジメントシステム研究
センター）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
45巻13号 Page802-
806（2019.11）

解説

2020139028【骨粗鬆症性椎体骨折治療の最新知
見】骨粗鬆症性椎体骨折治療体系に
おける医療経済

高橋 真治（大阪市立大
学大学院 医学研究科 整
形外科学教室）, 
星野 雅俊, 中村 博亮

整形・災害外科（0387-
4095）63巻2号 
Page211-215
（2020.02）

解説/特
集

2020137325 医療行政　公認心理師への期待と
課題

武田 雅俊（大阪河崎リ
ハビリテーション大学 
認知予備力研究センタ
ー）

医学のあゆみ（0039-
2359）272巻4号 
Page331-332
（2020.01）

解説

2020135379 病院薬剤師の夜間緊急入院対応病
棟への介入による薬剤関連入院の実
態調査と医療経済効果

森川 剛（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 薬剤部）, 
久保田 健, 寺島 孝徳, 
岡澤 香津子, 
湯本 みゆ紀, 柄澤 裕, 
塚田 晃裕

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）22巻
6号 Page768-775
（2019.12）

原著論文

2020134399 インフリキシマブ製剤の人口動態統
計に基づく追加バイアル規格の検討
と医療経済評価

中村 暢彦（京都薬科大
学 臨床薬学教育研究セ
ンター）, 矢野 義孝, 
楠本 正明

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page62
（2019.07）

会議録

2020134395 バイオシミラー導入への取り組みと
医療経済効果

関屋 裕史（宮崎大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
緒方 豊, 梶原 隆広, 
大野 梨絵, 浦田 修平, 
池田 龍二

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page58
（2019.07）

会議録



2020134385 生物学的製剤の医療経済学的問題
点と今後の展望

田中 榮一（東京女子医
科大学病院 膠原病リウ
マチ痛風センター膠原
病リウマチ内科）

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page48
（2019.07）

会議録

2020133845【新しい『高尿酸血症・痛風の治療
ガイドライン』を読み解く】高尿酸
血症・痛風と医療経済　医療経済の
視点と『高尿酸血症・痛風の治療ガ
イドライン』

真野 俊樹（中央大学大
学院 戦略経営研究科戦
略分野）

診断と治療（0370-
999X）107巻12号 
Page1531-1535
（2019.12）

解説/特
集

2020131876 特定健診結果とレセプトデータを用
いた受診勧奨の医療経済性評価

清水 大暉（北海道大学 
大学院 保健科学研究
院）, 鈴木 哲平, 
森井 康博, 澤田 将, 
小笠原 克彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page298（2019.11）

会議録

2020126402 地域での慢性腎不全予防プログラム
の医療経済学

近藤 正英（筑波大学） 日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻Suppl. Page78
（2019.10）

会議録

2020126387 地域医療連携推進法人を含む医療
政策の最近の動向について

天辰 優太（厚生労働省） 日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻Suppl. Page46
（2019.10）

会議録

2020123531 家族性高コレステロール血症の諸問
題について　FH治療の医療経済　
国・医療保険制度・家計からの観点

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

日本動脈硬化学会総会
プログラム・抄録集
（1347-7099）51回 
Page S16-4（2019.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020155197 当院における貯血式自己血輸血の費

用対効果
永山 盛隆（豊見城中央
病院 整形外科）, 
金城 綾子, 
上運天 小百合

自己血輸血（0915-
0188）33巻学術総会 
Page S77（2020.02）

会議録

2020154543【総合病院における向精神薬の安全
使用について考える】総合病院にお
ける睡眠薬に対する院内フォーミュ
ラリーの取り組み

渡辺 善照（東北医科薬
科大学 薬学部 病院薬剤
学教室）, 菊池 大輔, 
三浦 良祐

総合病院精神医学
（0915-5872）31巻4号 
Page414-421
（2019.10）

総説/特
集

2020154132 医療機器をめぐる現状と展望　医師
の時間外労働規制に向けた新たな税
制のスタート

野口 雄司（医薬品医療
機器レギュラトリーサイ
エンス財団 医療機器ア
ドバイザリーグループ）, 
佐藤 比呂志, 鍵谷 昭典

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）51巻2号 
Page96-101
（2020.02）

解説

2020153647 バイオシミラーに関する政策・現況
と今後の使用促進に向けて

川上 純一（浜松医科大
学医学部附属病院 薬剤
部）

島根県病院薬剤師会雑
誌（0916-8346）87号 
Page21-29（2020.01）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2020153610 脊髄性筋萎縮症　新生児スクリーニ
ングの費用対効果

篠原 正和（神戸大学大
学院 医学研究科 地域社
会医学・健康科学講座
疫学分野）, 柳澤 振一郎, 
西尾 久英, 岡本 健太郎, 
齊藤 利雄

BIO Clinica（0919-
8237）35巻3号 
Page267-272
（2020.03）

解説

2020153484【調剤業務Update　薬剤師の貢献と
発信されたエビデンス総まとめ】医
薬品の廃棄に対する取り組みとその
効果　抗がん薬のdrug vial 
optimization

大久保 真貴（筑波大学
附属病院 薬剤部）, 
本間 真人

薬局（0044-0035）71
巻2号 Page301-305
（2020.02）

解説/特
集

2020153483【調剤業務Update　薬剤師の貢献と
発信されたエビデンス総まとめ】医
薬品の廃棄に対する取り組みとその
効果　保険薬局の残薬確認による処
方調整　節薬バッグ運動を介して

島添 隆雄（九州大学大
学院 薬学研究院 臨床育
薬学分野）

薬局（0044-0035）71
巻2号 Page296-300
（2020.02）

解説/特
集

2020153476【調剤業務Update　薬剤師の貢献と
発信されたエビデンス総まとめ】処
方箋印字と疑義照会の取り組みが及
ぼす効果　保険薬局薬剤師による疑
義照会の医療経済的効果

鹿村 恵明（東京理科大
学 薬学部 薬局管理学）

薬局（0044-0035）71
巻2号 Page250-257
（2020.02）

解説/特
集

2020153474【調剤業務Update　薬剤師の貢献と
発信されたエビデンス総まとめ】処
方箋印字と疑義照会の取り組みが及
ぼす効果　処方箋への「残薬調整」
のプレ印字と疑義照会簡素化プロト
コルの医療経済的効果

松原 和夫（京都大学医
学部附属病院 薬剤部）

薬局（0044-0035）71
巻2号 Page234-240
（2020.02）

解説/特
集

2020153473【調剤業務Update　薬剤師の貢献と
発信されたエビデンス総まとめ】フ
ォーミュラリー策定による医薬品の
適正使用

青野 浩直（浜松医科大
学医学部附属病院 薬剤
部）, 川上 純一

薬局（0044-0035）71
巻2号 Page226-232
（2020.02）

解説/特
集

2020153413 【高血圧診療update-診断・治療の最
新動向-】降圧療法の費用対効果

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部 公衆衛生
学）

日本臨床（0047-1852）
78巻2号 Page360-
364（2020.02）

解説/特
集

2020153046 購買適正化で病院経営強化　目から
ウロコの薬価交渉術（第29回）　医
薬品大手ディーラー談合疑惑に思う

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻3号 Page650-652
（2020.02）

解説

2020152293【統合医療における美容医療～サプ
リ・漢方・化粧品・プラセンタ・美
容鍼・ドラッグデリバリー～】サプ
リメントの法的位置づけと現状

尾見 徳弥（クイーンズ
スクエアメディカルセン
ター 皮膚科）

美容皮膚医学Beauty3
巻2号 Page6-12
（2020.02）

解説/特
集

2020151635 新しい抗MRSA薬　テジゾリドの特
徴と使い方

浅井 信博（愛知医科大
学 感染症科）, 
三鴨 廣繁

呼吸器内科（1884-
2887）37巻1号 
Page90-94（2020.01）

解説



2020150078 健診用PACSのクラウドシステム導
入について　高速化と対費用効果向
上を目指して

末次 寛（雪ノ聖母会聖
マリア病院 医療情報部 
情報システム課）, 
橋口 孝弘

総合健診（1347-0086）
47巻1号 Page252
（2020.01）

会議録

2020149196 頻脈性心房細動患者へのランジオロ
ール投与の院内標準化の取り組み

宮尾 雄治（国立病院機
構熊本医療センター 循
環器内科）, 松川 将三, 
松原 純一, 山田 敏寛, 
中嶋 直也, 後藤 由起子, 
浮池 聡子, 眞弓 健介, 
藤本 和輝

国立病院機構熊本医療
センター医学雑誌
（1345-7446）19巻1号 
Page1-7（2019.12）

原著論文
/比較研
究

2020148630 B.MELCソフトを用いた乳房炎防除
対策の検討

原田 麻希子（NOSAI鳥
取家畜診療所 東部支
所）, 福澤 大輔

動物臨床医学会年次大
会プロシーディング40
回5号 Page25
（2019.11）

会議録

2020147415 疾病征圧の道　研究開発エコシステ
ムの確立に向けた大学の使命　医療
費、介護等による社会負担の激減の
ために　地域データ活用拠点ならび
に治癒的治療の開発促進とその提供
基盤整備構想

福島 雅典（神戸医療産
業都市推進機構 医療イ
ノベーション推進セン
ター）, 河野 健一, 
小島 伸介, 湯浅 圭介, 
田辺 健一郎, 永井 洋士

臨床評価（0300-3051）
47巻Suppl.XXXVI 
Page105-115
（2019.10）

解説

2020147384 ゲノム医療を支えるゲノム検査の医
療技術評価

登 勉（小山田記念温泉
病院 小児科）

臨床病理（0047-1860）
67巻10号 Page1063-
1068（2019.10）

解説

2020141222 認知症患者の介護者における血液凝
固能と負担感との関連（Relationship 
between blood coagulability and 
sense of burden among caregivers 
of patients with dementia）（英語）

Hirano Akemi
（Department of Adult 
Nursing, Faculty of 
Nursing, Shubun 
University）, Suzuki 
Yusuke, Umegaki 
Hiroyuki, Hayashi 
Toshio, Ina Koichiro, 
Onishi Joji, Hasegawa 
Jun, Kuzuya Masafumi

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）19巻8号 
Page804-808
（2019.08）

原著論文
/比較研
究



2020140127 日本における抗癌剤の薬価と臨床的
ベネフィットとの非相関性（Lack of 
correlation between the costs of 
anticancer drugs and clinical 
benefi ts in Japan）（英語）

Satoh Etsuko（Division 
of Medical Oncology, 
Department of 
Medicine, Showa 
University School of 
Medicine）, Sasaki 
Yasutsuna, Ohkuma 
Ryotaro, Takahashi 
Takehiro, Kubota 
Yutaro, Ishida Hiroo, 
Hamada Kazuyuki, 
Kiuchi Yuji, Tsunoda 
Takuya

Cancer Science（1347-
9032）109巻12号 
Page3896-3901
（2018.12）

原著論文

2020139028【骨粗鬆症性椎体骨折治療の最新知
見】骨粗鬆症性椎体骨折治療体系に
おける医療経済

高橋 真治（大阪市立大
学大学院 医学研究科 整
形外科学教室）, 
星野 雅俊, 中村 博亮

整形・災害外科（0387-
4095）63巻2号 
Page211-215
（2020.02）

解説/特
集

2020139003 持続点滴療法を行った下痢発症交雑
種子牛の予後調査

山本 幸夫（知多大動物
病院）, 中原 裕貴, 
伊澤 祐子, 増岡 順二, 
杉田 良介, 三宅 伸悟, 
竹内 美矢, 工藤 秀男

家畜診療（0287-0754）
67巻2号 Page93-100
（2020.02）

原著論文

2020138712 【気分変調症（持続性抑うつ障害）の
臨床】気分変調症と職域における問
題

鎌田 直樹（富士電機東
京工場 総務部健康管理
センター）

精神科（1347-4790）
36巻2号 Page138-
142（2020.02）

解説/特
集

2020137816 NSAIDs貼付剤の処方状況に関する
調査　後発医薬品の使用促進と処
方制限の視点から

田中 博之（東邦大学 薬
学部 実践医療薬学研究
室）, 石井 敏浩

厚生の指標（0452-
6104）67巻1号 
Page9-13（2020.01）

原著論文

2020136920 感染性心内膜炎発症予防のための歯
科処置時抗菌薬投与の今後　日本
循環器学会ガイドライン改訂班の立
場から

大原 貴裕（東北医科薬
科大学 地域医療学教
室）, 中谷 敏

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻1号 
Page116-124
（2020.01）

総説

2020135670 陸上自衛隊中部方面隊　胃がん検診
費用対効果の分析

濱 良道（陸上自衛隊中
部方面衛生隊第104野
外病院隊 診療技術班）, 
福田 一生

防衛衛生（0006-5528）
67巻別冊 Page115
（2019.12）

会議録

2020135379 病院薬剤師の夜間緊急入院対応病
棟への介入による薬剤関連入院の実
態調査と医療経済効果

森川 剛（長野県厚生農
業協同組合連合会北信
総合病院 薬剤部）, 
久保田 健, 寺島 孝徳, 
岡澤 香津子, 
湯本 みゆ紀, 柄澤 裕, 
塚田 晃裕

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）22巻
6号 Page768-775
（2019.12）

原著論文



2020135151 日本のユニバーサル・ヘルス・カバ
レッジ（UHC）の経験を共有する　
JICA国際研修「アジア地域における
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ
達成のための社会保険制度強化」の
報告（Sharing Japan's experiences 
for the development of universal 
health coverage（UHC）: 
a practice report from the UHC 
leadership course for Asian 
countries）（英語）

岡本 悦司（福知山公立
大学）

保健医療科学（1347-
6459）68巻5号 
Page425-433
（2019.12）

解説

2020134395 バイオシミラー導入への取り組みと
医療経済効果

関屋 裕史（宮崎大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
緒方 豊, 梶原 隆広, 
大野 梨絵, 浦田 修平, 
池田 龍二

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page58
（2019.07）

会議録

2020134324 フォーミュラリーの普及に向けて　
遠賀中間医師会おんが病院における
フォーミュラリーの実践

後藤 康秀（遠賀中間医
師会おんが病院 薬剤部）

ジェネリック研究
（1881-9117）12巻増
刊号 Page30
（2018.08）

会議録

2020133845【新しい『高尿酸血症・痛風の治療
ガイドライン』を読み解く】高尿酸
血症・痛風と医療経済　医療経済の
視点と『高尿酸血症・痛風の治療ガ
イドライン』

真野 俊樹（中央大学大
学院 戦略経営研究科戦
略分野）

診断と治療（0370-
999X）107巻12号 
Page1531-1535
（2019.12）

解説/特
集

2020131876 特定健診結果とレセプトデータを用
いた受診勧奨の医療経済性評価

清水 大暉（北海道大学
大学院 保健科学研究
院）, 鈴木 哲平, 
森井 康博, 澤田 将, 
小笠原 克彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page298（2019.11）

会議録

2020131824 患者重症度は集中治療室在室中の費
用と売上に影響を与えるか　患者重
症度とコスト予測モデル構築の試み

井汲 沙織（東北大学 医
学系研究科 麻酔科学・
周術期医学分野）, 
志賀 卓弥, 小林 直也, 
亀山 良亘, 森合 信基, 
齋藤 浩二, 山内 正憲

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page251（2019.11）

会議録

2020129932 Embotrap II装置を用いた脳卒中治
療研究（IN ARISE-II）における初回
通過効果（FPE）の経済学的影響
（Economic Impact of The First 
Pass Eff ect（FPE） in The 
Treatment of Stroke with The 
Embotrap II Device（IN ARISE-II））
（英語）

Zaidat Osama O.
（Department of 
Neurology, St. Vincent 
Mercy Medical Center）, 
Saver J., Mattle H., 
Bozorgchami H., Narata 
A., Yoo A., Ribo M., 
Crivera C., Cameron H., 
Andersson T.

脳血管内治療（2423-
9119）4巻Suppl. Page 
S4（2019.11）

会議録



2020127020【医師・看護師のギモンに的確"かつ
"迅速"に答える!病棟・カンファレン
スでそのまま使える想定問答集
151】（第6章）精神・神経系　（Q61）
ベンゾジアゼピン系睡眠薬と転倒・
転落　転倒・転落のリスクが低い睡
眠薬はどれですか?"

桑原 秀徳（瀬野川病院 
薬剤課）

薬事（0016-5980）61
巻14号 Page2578-
2579（2019.10）

Q&A/特
集

2020126589 PPIUD　避妊に関して未解決の要
望を解決するための機会（PPIUD-A 
Global Opportunity to Address 
Unmet Need for Contraception）
（英語）

Makins Anita（Oxford 
University Hospitals 
NHS Trust）

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）27巻1号 
Page78（2019.10）

会議録

2020126497 病院組織内の労働衛生管理活動を
人的資本投資の観点から考える

昇 淳一郎（創精会松山
記念病院）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻Suppl. Page242
（2019.10）

会議録

2020126488 REFLECT日本人部分集団解析結果
を用いた、切除不能肝細胞癌におけ
るレンバチニブのソラフェニブに対
する費用効果分析

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部 公衆衛生
学）, 工藤 正俊, 泉 並木, 
小林 正宏, 東 美恵, 
Pan Janice, 
Meier Genevieve, 
石井 美佳, 金子 周一

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻Suppl. Page233
（2019.10）

会議録

2020126474 介護を含めた脳血管疾患の都道府県
別疾病費用の算出

平田 幸輝（東邦大学大
学院 医学研究科 社会医
学講座）, 松本 邦愛, 
北澤 健文, 長濱 誉佳, 
長谷川 友紀

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻Suppl. Page219
（2019.10）

会議録

2020126402 地域での慢性腎不全予防プログラム
の医療経済学

近藤 正英（筑波大学） 日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻Suppl. Page78
（2019.10）

会議録

2020124122 千葉県南房総地域におけるRSウイ
ルス感染症の流行疫学と疾病負担

上紙 真未（亀田メディ
カルセンター）, 
伊東 宏明, 岩間 真弓, 
村上 楽, 河野 悠介, 
戸田 壮一郎, 湯浅 正太, 
上原 貴博, 河村 誠次

日本小児感染症学会総
会・学術集会プログラ
ム・抄録集51回 
Page139（2019.10）

会議録

2020123531 家族性高コレステロール血症の諸問
題について　FH治療の医療経済　
国・医療保険制度・家計からの観点

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

日本動脈硬化学会総会
プログラム・抄録集
（1347-7099）51回 
Page S16-4（2019.07）

会議録



2020123103 日本の介護老人保健施設における日
割り一括払い方式の薬剤費（Drug 
costs in long-term care facilities 
under a per diem bundled payment 
scheme in Japan）（英語）

Hamada Shota
（Research Department, 
Institute for Health 
Economics and Policy, 
Association for Health 
Economics Research 
and Social Insurance 
and Welfare）, Kojima 
Taro, Sakata Nobuo, 
Ishii Shinya, Tamiya 
Nanako, Okochi Jiro, 
Akishita Masahiro

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）19巻7号 
Page667-672
（2019.07）

原著論文

2020122865（薬学生の）キャリアに差がつく薬
剤経済学のすすめ

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
1号 Page339
（2019.03）

会議録

2020122373 Comprehensive Cost of Illness　超
高齢化社会で疾病の経済的負担を評
価するための新たな手法
（Comprehensive Cost of Illness: A 
Novel Method to Evaluate 
Economic Burden of Disease in a 
Super-aged Society）（英語）

Matsumoto Kunichika
（Department of Social 
Medicine, Toho 
University School of 
Medicine）, Hasegawa 
Tomonori

Toho Journal of 
Medicine（2189-1990）
5巻1号 Page7-12
（2019.03）

総説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020136758 某健康保険組合のビッグデータを活

用した医療費、健康状態、口腔内状
態の関連性に関する研究

市橋 透（ライオン歯科
衛生研究所）, 後藤 理絵, 
春山 康夫, 武藤 孝司, 
小橋 元

8020: はち・まる・に
い・まる（2188-9082）
19号 Page147-148
（2019.12）

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
2020143368 モンゴルにおける糖尿病　国家戦略

と医療制度の課題（Diabetes in 
Mongolia: national strategies and 
health system challenges）（英語）

Davaanyam 
G.（Occupational 
Safety & Health Center 
for Mongolia）, Khasag 
A.

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）10巻Suppl.1 
Page29（2019.05）

会議録

2020142369 退院時情報共有を動画にする事で誤
嚥リスクを予防しシームレスに訪問
リハビリを開始出来た症例　医療保
険から介護保険にかけて同一担当者
が携ることでみえた効果と課題

吉野 雅統（健育会介護
老人保健施設ライフサ
ポートひなた）, 森田 新
平

理学療法学（0289-
3770）46巻Suppl.1 
Page P-079（2019.08）

会議録/
症例報告

医療費

医療保障制度



2020139513 【今さら聞けない病院のお金のしく
み】看護管理者は必修!病院経営・医
療制度のしくみとお金

中西 康裕（奈良県立医
科大学 公衆衛生学講
座）, 今村 知明

Nursing BUSINESS
（1881-5766）14巻3号 
Page218-238
（2020.03）

解説/特
集

2020134388 バイオシミラー使用促進に向けての
課題-制度と臨床面より-　医療制度
面から見たバイオシミラーの現状と
普及促進に向けた議論

坂巻 弘之（神奈川県立
保健福祉大学大学院）

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page51
（2019.07）

会議録

2020134298【終末期問題まるミエ"企画　終末期
の「もやもや」ぶっちゃけちゃいま
す!】終末期のもやもやの要因に迫る　
医療制度が終末期をゆがめるか"

高岡 里佳（緑秀会田無
病院）, 古澤 香織

在宅新療0→1004巻12
号 Page1161-1166
（2019.12）

解説/特
集

2020128457 医療保険と臨床検査　あるべき検査
室の姿

東條 尚子（東京都教職
員互助会三楽病院 臨床
検査科）

臨床病理（0047-1860）
67巻補冊 Page084
（2019.10）

会議録

2020123531 家族性高コレステロール血症の諸問
題について　FH治療の医療経済　
国・医療保険制度・家計からの観点

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

日本動脈硬化学会総会
プログラム・抄録集
（1347-7099）51回 
Page S16-4（2019.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020153046 購買適正化で病院経営強化　目から

ウロコの薬価交渉術（第29回）　医
薬品大手ディーラー談合疑惑に思う

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻3号 Page650-652
（2020.02）

解説

2020152311 病院総合力UP!現場の応用力（第15
回）　原価計算と他データを組み合
わせ医療資源を有効に活用

藤田 充（海南医療セン
ター）

医事業務27巻576号 
Page43-45（2020.02）

解説

2020140127 日本における抗癌剤の薬価と臨床的
ベネフィットとの非相関性（Lack of 
correlation between the costs of 
anticancer drugs and clinical 
benefi ts in Japan）（英語）

Satoh Etsuko（Division 
of Medical Oncology, 
Department of 
Medicine, Showa 
University School of 
Medicine）, Sasaki 
Yasutsuna, Ohkuma 
Ryotaro, Takahashi 
Takehiro, Kubota 
Yutaro, Ishida Hiroo, 
Hamada Kazuyuki, 
Kiuchi Yuji, Tsunoda 
Takuya

Cancer Science（1347-
9032）109巻12号 
Page3896-3901
（2018.12）

原著論文

2020134341 薬価制度改革と後発医薬品　平成
30年度薬価制度改革における後発
医薬品

中山 智紀（内閣府食品
安全委員会事務局 評価
第1課）

ジェネリック研究
（1881-9117）12巻増
刊号 Page47
（2018.08）

会議録

診療報酬・薬価



2020134340 薬価制度改革と後発医薬品　医療
用医薬品の流通改善について　医療
用医薬品流通改善懇談会

中原 岳志（スズケン 病
院統轄部）

ジェネリック研究
（1881-9117）12巻増
刊号 Page46
（2018.08）

会議録

2020134339 薬価制度改革と後発医薬品 義若 博人（第一三共エ
スファ）

ジェネリック研究
（1881-9117）12巻増
刊号 Page45
（2018.08）

会議録

2020134338 薬価制度改革と後発医薬品　ジェネ
リック医薬品の薬価制度が決まる背
景と今後の課題

田中 俊幸（東和薬品 渉
外統括部）

ジェネリック研究
（1881-9117）12巻増
刊号 Page44
（2018.08）

会議録

2020131860 原価計算システムを用いたクリニカ
ルパスの収支評価

松本 武浩（長崎大学病
院 医療情報部）, 
田浦 直太, 臼井 哲也, 
大伴 哲治, 牛嶋 拓也, 
本田 千春, 西口 真由美, 
堀田 ほづみ, 長友 佳織, 
和田 貴寿, 伊藤 眞由美, 
中尾 一彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page283（2019.11）

会議録

2020131859 DWHとBIツールを活用した診療科
別原価計算の構築

田中 信吾（愛仁会 本部
企画・医療情報グルー
プ）, 荒尾 雅一, 
中村 達也, 公文 和彦, 
松原 正明

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page282（2019.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020154135 品質に関するトピックの動向ICH 

Q2（R2）/Q14　分析法開発/分析
法バリデーション改定

井上 敬介（日本製薬工
業協会 ICHプロジェク
ト）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）51巻2号 
Page119-123
（2020.02）

解説

2020154131 TransCelerateの活動と目指すもの 佐野 俊治（MSD クリニ
カルオペレーション領
域）, 河村 光二, 
山城 恭子

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）51巻2号 
Page83-88（2020.02）

解説

2020153647 バイオシミラーに関する政策・現況
と今後の使用促進に向けて

川上 純一（浜松医科大
学医学部附属病院 薬剤
部）

島根県病院薬剤師会雑
誌（0916-8346）87号 
Page21-29（2020.01）

解説

2020153484【調剤業務Update　薬剤師の貢献と
発信されたエビデンス総まとめ】医
薬品の廃棄に対する取り組みとその
効果　抗がん薬のdrug vial 
optimization

大久保 真貴（筑波大学
附属病院 薬剤部）, 
本間 真人

薬局（0044-0035）71
巻2号 Page301-305
（2020.02）

解説/特
集

医療関連ビジネス



2020153113 【患者に寄り添った医療を考える】
患者の声を活かした医薬品開発を目
指して　製薬企業でのPatient 
Centricityに基づく活動

林元 みづき（日本製薬
工業協会）, 近藤 充弘, 
日本製薬工業協会医薬
品評価委員会臨床評価
部会

ファルマシア（0014-
8601）56巻2号 
Page119-123
（2020.02）

解説/特
集

2020153019 バイオ医薬品のCMC薬事担当者養
成　基礎をおさえ、一歩進んだ次世
代CMC薬事へ（第1回）　バイオ医
薬品開発を取り巻く環境変化と今後
の展望

李 仁義（神戸大学大学
院 科学技術イノベーシ
ョン研究科）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻2号 
Page227-231
（2020.02）

解説

2020140611 「Special populationの薬物動態・薬
効・副作用予測に求められる情報・
技術とは?」　生理学的薬物動態モ
デリングを用いたSpecial 
populationにおける薬物動態の予測
に関する展望　製薬企業の研究者の
立場から

峯松 剛（アステラス製
薬 薬物動態研究所）

日本薬剤学会年会講演
要旨集34年会 Page82
（2019.05）

会議録

2020140605「QbDに基づいた医薬品開発・製造-
ライフサイクルマネジメントにどう
対応するか-」　小さすぎて出来ない!　
Do the small and medium-sized 
enterprises need to follow the ICH 
guidelines?

古田土 真一 日本薬剤学会年会講演
要旨集34年会 Page74
（2019.05）

会議録

2020140574 「くすりの富山　製薬企業における
製剤研究」　応答曲面法を用いた口
腔内崩壊錠の製剤設計

熊田 俊吾（日医工 開発・
企画本部製剤開発部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集34年会 Page29
（2019.05）

会議録

2020140572「くすりの富山　製薬企業における
製剤研究」　皮膚適用製剤の研究開
発

堀田 大介（池田模範堂
スキンリサーチセンタ
ー）

日本薬剤学会年会講演
要旨集34年会 Page27
（2019.05）

会議録

2020140571 「くすりの富山　製薬企業における
製剤研究」　皮膚機能を利用した経
皮吸収製剤の開発

松澤 孝泰（リードケミ
カル 医薬研究部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集34年会 Page26
（2019.05）

会議録

2020140570 「くすりの富山　製薬企業における
製剤研究」　東亜薬品における製剤
研究の歩み　過去、現在そして未来

守田 禎一（東亜薬品工
業 研究開発本部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集34年会 Page25
（2019.05）

会議録

2020136794 知的財産権制度　製薬企業人として
知っておきたい基礎知識（第1回）　
知的財産権制度の鳥瞰

桝田 祥子（東京大学先
端科学技術研究センタ
ー）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）51巻1号 
Page27-32（2020.01）

解説

2020134391 ジェネリック医薬品の新たなロード
マップ　ポスト80%時代を目指して

武藤 正樹（国際医療福
祉大学大学院）

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page54
（2019.07）

会議録



2020134390 シェア80%に向けての課題とポスト
80%の次世代産業ビジョン

田中 俊幸（日本ジェネ
リック製薬協会）, 
山崎 純, 日本ジェネリッ
ク製薬協会政策委員会

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page53
（2019.07）

会議録

2020134386 沢井の研究開発　付加価値製剤を目
指して

横田 祥士（沢井製薬 研
究開発本部）

ジェネリック研究
（1881-9117）13巻増
刊号 Page49
（2019.07）

会議録

2020131695 AMEDのミッション　データシェア
リングによる医療分野の課題解決

末松 誠（日本医療研究
開発機構）

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page126（2019.11）

会議録

2020126470 欧州中堅医薬品卸ビジネスモデルの
解明による国内医薬品卸へのインプ
リケーション

志村 裕久（創価大学 経
営学部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）56
巻Suppl. Page215
（2019.10）

会議録

2020122889 創薬に向けた次世代抗体技術の適応　
中外製薬のアプローチ

白岩 宙丈（中外製薬 研
究本部バイオ医薬研究
部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
1号 Page351
（2019.03）

会議録

2020122541 アカデミア創薬シーズを開発につな
げるために　PMDA科学委員会医薬
品開発部会での検討

井上 純一郎（東京大学
医科学研究所）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
1号 Page117
（2019.03）

会議録

2020122524 男女共同参画-世代間・男女間ギャ
ップを語る　製薬企業内でのキャリ
ア変革

佐藤 賢治（第一三共 研
究開発本部研究開発総
務部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
1号 Page105
（2019.03）

会議録

2020122486 アステラス社における生体模倣シス
テムの開発と稼働における最近の進
歩（Recent Progress in the 
Development of Microphysiological 
System and Their Implementation 
at Astellas）（英語）

Tetsuka Kazuhiro（Drug 
Discovery Research, 
Astellas Pharma）, 
Ohbuchi Masato, 
Kawabe Tetsuhiro, 
Goto Takayuki, 
Kiyonaga Fumiko, 
Takama Kaori, 
Yamazaki Shunji, 
Fujimori Akira

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）139年会
1号 Page83（2019.03）

会議録


