医療経済関係研究論文（6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

2020182269 【いま、本格化する遺伝子治療

著者（所属）

論文種別

遺 池田 俊也（国際医療福 実験医学（0288-5514） 解説/特

伝性疾患・がんと戦う新たな一手】 祉大学 医学部）

38巻2号 Page332-

集

336（2020.02）

（第6章）規制・知財・医療経済的視
点

出典

高額医療に対する医療経済的

視点
2020182268 【いま、本格化する遺伝子治療

遺 白形 由美子（知崇国際 実験医学（0288-5514） 解説/特

伝性疾患・がんと戦う新たな一手】 特許事務所）, 逢坂 敦

38巻2号 Page326-

集

331（2020.02）

（第6章）規制・知財・医療経済的視
点 遺伝子治療の商業化に向けた知
財の視点
2020182267 【いま、本格化する遺伝子治療

遺 山口 照英（金沢工業大 実験医学（0288-5514） 解説/特

伝性疾患・がんと戦う新たな一手】 学 加齢医工学先端技術 38巻2号 Page318（第6章）規制・知財・医療経済的視 研究所）
点

集

325（2020.02）

ゲノム編集遺伝子治療の

Points-to-Consider
2020182266 【いま、本格化する遺伝子治療

遺 内田 恵理子（国立医薬 実験医学（0288-5514） 解説/特

伝性疾患・がんと戦う新たな一手】 品食品衛生研究所 遺伝 38巻2号 Page311-317 集
（第6章）規制・知財・医療経済的視 子医薬部）

（2020.02）

点 日本における遺伝子治療の規制
2020178908 当院における腹腔鏡下手術導入によ 武田 重臣（西尾市民病 西尾市民病院紀要
る医療経済的影響

院 外科）, 濱田 琴巳,

（0917-4761）30巻1号

中 村 俊 介, 藤 竹 信 一, Page1-3（2019.12）
和田 応樹, 禰宜田 政隆

原著論文

2020175970 薬局薬剤師の薬学的介入により年代 高口 寛子（福岡大学大 日本薬剤師会学術大会

会議録

別に回避されるリスクと医療経済効 学院 薬学研究科 臨床薬 講演要旨集52回 Page
剤学分野）
, 杉本 奈緒美, P-170（2019.10）

果

満 安 徹 也, 松 延 千 春,
白谷 智宣, 池内 忠宏,
兼 重 晋, 緒 方 憲 太 郎,
神村 英利
2020172280 新規医療の保険診療に向けて 造影 明石 定子（昭和大学 乳 日本癌治療学会学術集
マンモグラフィの医療経済評価 保 腺外科）, 五十嵐 中,

会抄録集57回 Page

険診療にむけて（英語）

SSY6-4（2019.10）

2020164814 関節リウマチの医療経済評価

井手 佳美, 中村 清吾

田中 栄一（東京女子医 リウマチ科（0915-

会議録

解説

科大学附属膠原病リウ 227X）63巻3号
マチ・痛風センター 膠 Page349-354
原病リウマチ内科）

（2020.03）

2020162357 語り継ぐ医療政策 老人病院のサー 高木 安雄（慶応義塾大 社会保険旬報（1343ビスと経済の30年

老人定額包括 学）

払い制導入による「介護力強化」と

解説

5728）2773号
Page16-22（2020.02）

費用・サービスの変化を考える（上）
2020161871 【保健医療サービスの経済評価-費用 此村 恵子（国立保健医 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】がん検診の医療 療科学院 保健医療経済 84巻2号 Page114-118 集
経済評価

評価研究センター）

（2020.02）

2020161869 【保健医療サービスの経済評価-費用 池田 俊也（国際医療福 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】ワクチンの医療 祉大学 医学部 公衆衛生 84巻2号 Page102経済評価

学）

集

107（2020.02）

2020161868 【保健医療サービスの経済評価-費用 岩本 哲哉（国立保健医 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】保健医療経済評 療科学院 保健医療経済 84巻2号 Page97-101
価における人材育成の取り組み

評価研究センター）

集

（2020.02）

2020161867 【保健医療サービスの経済評価-費用 佐藤 大介（国立保健医 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】英国における保 療科学院 保健医療経済 84巻2号 Page92-96
健医療経済評価の取り組み

評価研究センター）

集

（2020.02）

2020161866 【保健医療サービスの経済評価-費用 白岩 健（国立保健医療 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】保健医療経済評 科学院 保健医療経済評 84巻2号 Page88-91
価の手法

価研究センター）

集

（2020.02）

2020161864 【保健医療サービスの経済評価-費用 福田 敬（国立保健医療 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】保健医療経済評 科学院 保健医療経済評 84巻2号 Page76-80
価の歴史と概要

価研究センター）

集

（2020.02）

2020160428 【データヘルスの活用-公衆衛生活動 味戸 智子（福島県 保健 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
に生かす】地域の健康医療行政にお 福祉部 健康づくり推進 84巻1号 Page18-23
けるデータヘルスの活用 福島県の 課）, 渡邊 重勝

集

（2020.01）

取り組み 「元気で働く職場」応援
事業
2020160427 【データヘルスの活用-公衆衛生活動 土屋 厚子（静岡県 健康 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
に生かす】地域の健康医療行政にお 福祉部 医療健康局）
けるデータヘルスの活用 静岡県の
取り組み

84巻1号 Page12-16
（2020.01）

集

2020159531 極低出生体重児に対する完全人乳栄 五十嵐 中（東京大学大 日本新生児成育医学会
養の医療経済効果に関する検討 新 学院 薬学系研究科）,
生児臨床研究ネットワークのデータ 古川 和奈, 水野 克己

会議録

雑誌（2189-7549）31
巻3号 Page857
（2019.10）

から

2020156445 本邦における変形性膝関節症の医療 植田 要（日本イーライ 日本整形外科学会雑誌

会議録

経済的負担に関する医療保険データ リリー 研究開発本部）, （0021-5325）93巻8号
ベースを用いた長期的研究

田 倉 智 之, 藤 越 慎 治, Page S1729
Meyers Juliana, Nagar （2019.09）
Saurabh, 榎本 宏之

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

論文種別

2020189251 質と安全性の高い薬物療法を効率的 安藤 正純（戸塚共立第 薬事新報（0289-3290） 解説
に フォーミュラリーの運用につい 二病院 薬剤科）

3145号 Page17-21
（2020.04）

て TMGの取り組み

2020189183 【ロタウイルス感染症のすべて】ロ 五十嵐 中（東京大学大 臨床と微生物（0910タウイルス感染症の予防・ワクチン 学院 薬学系研究科 医薬 7029）47巻2号
ロタウイルスワクチンの費用対効果 政策学）

解説/特
集

Page171-175
（2020.03）

2020188385 うつ病診療のUpdate

ニューロモ 川嵜 弘詔（福岡大学 医 Depression Journal

デュレーションの現状と展望

学部 精神医学教室）,
野田 賀大, 中前 貴

座談会

（2187-5960）8巻1号
Page4-15（2020.04）

2020186603 【高齢者に対する包括的感覚器ケア 三宅 謙作（湘山会眼科 Geriatric Medicine

解説/特

と疾患治療】高齢者社会における視 三宅病院）, 山田 昌和, （0387-1088）58巻2号 集
機能障害と社会的コスト

平塚 義宗

Page103-110
（2020.02）

2020186492 最近のOTC医薬品とセルフメディ 渡辺 謹三（東京薬科大 薬学雑誌（0031-6903） 総説
ケーションに関する社会的な背景と 学 薬学部）

140巻3号 Page423-

一般消費者の意識

434（2020.03）

2020185624 調剤薬の再交付防止を目的とした鑑 立石 裕樹（福岡徳洲会 日本病院薬剤師会雑誌
査画像記録システムの構築と評価

病院 薬剤部）,

原著論文

（1341-8815）56巻3号

竹 下 龍 次, 宮 津 大 輔, Page333-337
田中 博和, 井上 幸子,

（2020.03）

平川 雅章
2020183080 スイッチOTC医薬品候補成分およ 成井 浩二（東京薬科大 日本薬剤師会雑誌

原著論文

びリフィル処方候補成分に関する薬 学 薬学部 一般用医薬品 （0369-674X）72巻2号
剤師の意識調査

学教室）, 阿部 真也,

Page147-155

富 澤 明 子, 茂 木 義 輝, （2020.02）
吉 町 昌 子, 後 藤 輝 明,
渡辺 謹三
2020183045 特養入所患者のOveruse/Underuse 小田 祐一郎（慈恵会西 日本病院薬剤師会雑誌
に対する薬剤師介入効果

田病院 薬剤部）,
山崎 悠, 小田 あゆみ,

（1341-8815）56巻2号
Page153-158

安 部 拡, 和 田 祐 一 郎, （2020.02）
菅田 哲治, 奥田 翔士

原著論文

2020182975 南九州において発生した豚流行性下 佐々木 羊介（宮崎大学 獣医疫学雑誌（1343-

原著論文

農 学 部 畜 産 草 地 科 学 2583）23巻1号

痢（PED）に伴う経済損失の評価

科）, 関口 敏, 豊巻 治也, Page53-62（2019.07）

（Assessment of the Economic

蒔田 浩平, 末吉 益雄

Impact of Porcine Epidemic
Diarrhea（PED）Epidemic in the
Southern Kyushu, Japan）
（英語）
2020182778 単回使用医療機器の再製造の動き

大久保 憲（幸寿会平岩 日本環境感染学会誌
病院）

総説

（1882-532X）35巻1号
Page7-14（2020.01）

2020182752 年齢層別にみた後方経路腰椎椎体 藤原 啓恭（国立病院機 臨床整形外科（0557間固定術の費用効用分析

医療保 構大阪南医療センター 0433）55巻2号

険制度における年齢区分の意味とは 整形外科）, 小田 剛紀, Page161-170
島田 裕子, 森口 悠,

原著論文
/比較研
究

（2020.02）

齊藤 正伸
2020182269 【いま、本格化する遺伝子治療

遺 池田 俊也（国際医療福 実験医学（0288-5514） 解説/特

伝性疾患・がんと戦う新たな一手】 祉大学 医学部）
点

38巻2号 Page332-

集

336（2020.02）

（第6章）規制・知財・医療経済的視
高額医療に対する医療経済的

視点
2020181634 4C病棟における持参薬の使用状況 高橋 慶樹（八千代病院 八千代病院紀要（0285- 原著論文
と薬剤費の縮小

薬剤部）, 杉浦 孝

015X）39巻 Page3538（2019.12）

2020181065 リアルワールドデータを用いたバイ 後藤 悌（国立がん研究 国立病院総合医学会講

会議録

オ医薬品を取り巻く環境とバイオシ センター中央病院 呼吸 演抄録集73回 Page
ミラーが与える影響

器内科）

np24（2019.11）

2020175645 春日井活薬プロジェクトによる経済 塚本 知男（春日井市薬 日本薬剤師会学術大会
効果の検証

剤師会）, 牛田 誠,

講演要旨集52回 Page

石井 秀明, 坂田 洋

P-173（2019.10）

2020175642 保険薬局におけるセルフメディケー 鈴木 伸悟（ウインファ 日本薬剤師会学術大会
ション推進活動の動向および潜在的 ーマ）, 藤田 勝久,
医療費節減効果に関する調査解析

藤田 勝成, 藤枝 正輝

会議録

会議録

講演要旨集52回 Page
P-167（2019.10）

2020175496 ひたちなか地域における節薬バッグ 小橋川 祥（それいゆ薬 日本薬剤師会学術大会

会議録

推進事業と残薬解消に向けた取り組 局）
, 樗木 昭, 名越ソッ 講演要旨集52回 Page
み

ヴィリヤック ヴァッテ O-17-4（2019.10）
ィ , 西念 靖子,
寺 門 祐 介, 平 井 利 幸,
関 利一

2020175451 保険薬局薬剤師の情報提供による医 山見 咲桜里（東京薬科 日本薬剤師会学術大会
療費適正化への貢献

会議録

大学）, 孫 尚孝, 小池 諒, 講演要旨集52回 Page
松 木 優 和, 赤 羽 優 燿, O-16-1（2019.10）
山口 一丸, 北垣 邦彦

2020174298 プラチナ感受性再発卵巣がんに対す 志田 敏宏（山形大学医 日本癌治療学会学術集
るオラパリブのコンパニオン診断に 学部附属病院 薬剤部）, 会抄録集57回 Page
よる薬剤経済評価（英語）

佐 藤 一 真, 中 村 達 也, P157-6（2019.10）
山口 浩明, 荒川 一郎,
井上 忠夫

会議録

2020173055 臨床病期I期非小細胞肺癌に対する 岡崎 祥平（群馬大学 腫 日本癌治療学会学術集

会議録

重粒子線治療と体幹部定位放射線 瘍放射線学）, 渋谷 圭, 会抄録集57回 Page
治療の費用効果分析（英語）

小松 秀一郎, 阿部 孝憲, O60-6（2019.10）
河 村 英 将, 大 野 達 也,
中野 隆史

2020172932 TRICOLORE試験に基づいた転移を 後藤 励（慶応義塾大学 日本癌治療学会学術集

会議録

有する大腸癌に対する一次治療の費 経営管理研究科）, 高島 会抄録集57回 Page
用効果分析（英語）

淳 生, 傳 田 忠 道, 蒲 生 O38-2（2019.10）
真紀夫, 倉持 英和, 天貝
賢二, 近藤 仁, 杉山 克
郎, 中村 路夫, 畑中 一映,
石岡 千加史, 小松 嘉人,
山口 達郎, 嶋田 顕, 森田
智視

2020172277 新規医療の保険診療に向けて 単発 渋谷 圭（群馬大学医学 日本癌治療学会学術集

会議録

肝細胞癌に対する重粒子線治療と肝 部附属病院 放射線科）, 会抄録集57回 Page
動脈化学塞栓療法の費用対効果比 柴 慎 太 郎, 岡 本 雅 彦, SSY6-1（2019.10）
較（英語）

柿崎 暁, 調 憲, 大野 達
也, 中野 隆史

2020168137 Antimicrobial Stewardship Team専 宇田 篤史（神戸大学医 医療薬学（1346-342X） 原著論文
従薬剤師による抗菌薬適正使用への 学部附属病院 薬剤部）, 45巻8号 Page460介入効果

木村 丈司, 出田 理恵, 楠 469（2019.08）

/比較研
究

木 まり, 西岡 達也, 八幡
眞理子, 矢野 育子, 宮良
高維
2020168133 お薬手帳を活用した処方監査の特徴 林 由依（岐阜薬科大学 医療薬学（1346-342X） 原著論文
と経済効果 Pharmaceutical Inter- 実践社会薬学研究室）, 45巻8号 Page425-

/比較研

vention Record（薬学的介入報告） 鈴木 学, 味澤 香苗, 甲 432（2019.08）

究

の分析

斐 絢子, 小林 篤史, 小
原 道子, 生木 庸寛, 金
地 夏実, 國府田 真綾, 林
秀 樹, 棚 瀬 友 啓, 土 屋
照雄, 杉山 正

2020167642 遺伝性卵巣癌予防におけるリスク低 Shin Wonkyo（National The Journal of
減卵管卵巣摘出術（RRSO）の費用

Cancer Center）, Lim

対効果分析（Cost eﬀectiveness

Myongcheol

analysis of risk reducing
salpingooophoredctomy（RRSO）in
preventing hereditary ovarian
cancer）
（英語）

Obstetrics and
Gynaecology Research
（1341-8076）45巻8号
Page1657（2019.08）

会議録

2020167477 小児の心突然死に関するスクリーニ Janousek Jan
ング 有用なツールか、希望的観測 （Children's Heart
なのか（Screening for Sudden

Center, 2nd Faculty of

Cardiac Death in Children: Useful

Medicine, Charles

Tool or Wishful Thinking?）
（英語）

University in Prague

Journal of Pediatric

総説

Cardiology and
Cardiac Surgery
（2433-2720）1巻1号
Page45-48（2017.07）

and Motol University
Hospital）, Kubus Peter
2020165635 モンゴルの市場における輸入薬への Amarsaikhan
需要の評価（ASSESSING THE
DEMAND FOR IMPORTED

Tselmuunjargal
（Division of Research

Aichi-Gakuin Dental

原著論文

Science（0916-2062）
31巻 Page43-47

DRUGS IN THE MONGOLIAN

and Treatment for Oral （2018.12）

MARKET）
（英語）

and Maxillofacial
Congenital Anomalies,
School of Dentistry,
Aichi Gakuin
University）, Natsume
Nagato

2020165583 重症熱傷の生存および費用便益にみ Endo Akira（Trauma
られる患者数-アウトカム関係 日

本における全国的診療報酬請求デー Medical Center,
タベースの後ろ向き解析
（Volume-outcome relationship on

Journal of Intensive

原著論文

and Acute Critical Care Care（2052-0492）7
Hospital of Medicine,

巻January Page1-11
（2019.01）

Tokyo Medical and

survival and cost beneﬁts in severe Dental University）,
burn injury: a retrospective analysis Shiraishi Atsushi,
of a Japanese nationwide

Otomo Yasuhiro,

administrative database）
（英語）

Fushimi Kiyohide,
Murata Kiyoshi

2020165357 細胞を利用したヘルスケア製品のた Kikuchi Tetsutaro

Regenerative Therapy

めの新しいフレキシブルな自動製造 （Institute of Advanced （2352-3204）9巻
施設 組織ファクトリー（A novel,

Biomedical Engineering Page89-99（2018.12）

ﬂexible and automated

and Science, Tokyo

manufacturing facility for

Women's Medical

cell-based health care products:

University（TWIns）
）,

Tissue Factory）
（英語）

Kino-oka Masahiro,
Wada Masanori,
Kobayashi Toyoshige,
Kato Midori, Takeda
Shizu, Kubo Hirotsugu,
Ogawa Tetsuya,
Sunayama Hironobu,
Tanimoto Kazuhito,
Mizutani Manabu,
Shimizu Tatsuya,
Okano Teruo

原著論文

2020165225 診療ガイドラインの作成方法と活用 後藤 温（国立がん研究 医学のあゆみ（0039-

解説

方法（Vol.17） 推奨作成の基本と センター社会と健康研 2359）273巻2号
課題 エビデンスから推奨への基本 究センター 疫学研究部 Page187-192
代謝疫学研究室）

ステップと最近の課題
2020165150 医薬品SPDと薬剤師業務

（2020.04）

博愛病 大谷 聡子（博愛病院 薬 薬事新報（0289-3290） 解説

院における医薬品SPDと薬剤部業 剤部）

（2020.04）

務について
2020164814 関節リウマチの医療経済評価

3143号 Page7-10

田中 栄一（東京女子医 リウマチ科（0915-

解説

科大学附属膠原病リウ 227X）63巻3号
マチ・痛風センター 膠 Page349-354
原病リウマチ内科）

（2020.03）

2020164120 医療費削減目的の処方制度の変更に 高木 顯（新潟県医師会） 新潟県医師会報（0912- 解説
注意

2796）839号 Page7-8
（2020.02）

2020161872 衛生行政キーワード 日本における 長谷川 正宇（厚生労働 公衆衛生（0368-5187） 解説
費用対効果評価の取り組み

省保険局 医療課医療技 84巻2号 Page119-123
術評価推進室）

（2020.02）

2020161871 【保健医療サービスの経済評価-費用 此村 恵子（国立保健医 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】がん検診の医療 療科学院 保健医療経済 84巻2号 Page114-118 集
経済評価

評価研究センター）

（2020.02）

2020161870 【保健医療サービスの経済評価-費用 五十嵐 中（横浜市立大 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】たばこ対策・禁 学 医学群健康社会医学 84巻2号 Page108-113 集
煙治療の経済性・費用対効果

ユニット）

（2020.02）

2020161869 【保健医療サービスの経済評価-費用 池田 俊也（国際医療福 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】ワクチンの医療 祉大学 医学部 公衆衛生 84巻2号 Page102経済評価

学）

集

107（2020.02）

2020161867 【保健医療サービスの経済評価-費用 佐藤 大介（国立保健医 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】英国における保 療科学院 保健医療経済 84巻2号 Page92-96
健医療経済評価の取り組み

評価研究センター）

集

（2020.02）

2020161866 【保健医療サービスの経済評価-費用 白岩 健（国立保健医療 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】保健医療経済評 科学院 保健医療経済評 84巻2号 Page88-91
価の手法

価研究センター）

集

（2020.02）

2020161865 【保健医療サービスの経済評価-費用 田倉 智之（東京大学大 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】費用対効果評価 学院 医学系研究科 医療 84巻2号 Page82-87
の制度化の意義

経済政策学講座）

集

（2020.02）

2020161864 【保健医療サービスの経済評価-費用 福田 敬（国立保健医療 公衆衛生（0368-5187） 解説/特
対効果評価の応用】保健医療経済評 科学院 保健医療経済評 84巻2号 Page76-80
価の歴史と概要

価研究センター）

（2020.02）

2020161798 後発医薬品採用における成分（一般 富塚 宗浩
（宮城県立精神 全国自治体病院協議会
名）入札の実施とその成果

医療センター 薬剤部）
, 雑誌（0389-1070）59
高橋 由紀子,

巻1号 Page17-23

奈良岡 祥子, 坂田 典子, （2020.01）
石田 雄介, 岡村 知保

集
原著論文

2020159637 日本における健康関連バイオテクノ 鈴木 康裕
（厚生労働省）
, 臨床評価（0300-3051） 解説
ロジーの将来

栗原 千絵子

47巻2号 Page243257,327-341
（2019.11）

2020157767 スリーブ付き親水コーティング自己 嘉手川 豪心（沖縄協同 日本排尿機能学会誌
導尿カテーテルによる一時的導尿の 病院 泌尿器科）,
費用対効果の検討

会議録

（1347-6513）30巻1号

桃原 千賀子, 比嘉 奈美, Page305（2019.09）
久場川 潤, 仲西 めぐみ,
賀数 ちえみ, 城間 麻美,
與儀 清史, 菅谷 公男

2020155714 日本の国民皆保険制度における腰椎 Fujimori Takahito
開窓術の費用対効果
（Cost-eﬀectiveness of lumbar

（Departments of

Journal of Orthopaedic 原著論文
Science（0949-2658）

Orthopedic Surgery,

23巻6号 Page889894（2018.11）

fenestration surgery in the

Sumitomo Hospital）,

Japanese universal health

Miwa Toshitada,

insurance system）
（英語）

Iwasaki Motoki, Oda
Takenori

医療費
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020186870 コーホート及び診療行為に着目した 松多 秀一（東京財団政 医療と社会（0916年齢調整後医療費の地域差分析

策研究所）

論文種別
原著論文

9202）29巻4号
Page511-525
（2020.02）

2020186453 生涯歯科医療費の推計

小椋 正之（厚生労働省 日本歯科医療管理学会
保険局）, 有川 量崇

原著論文

雑誌（0387-5687）54
巻4号 Page234-236
（2020.02）

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020187622 医学生・勤務医に対する社会保険医 石岡 淳一郎（東京医科 新薬と臨牀（0559療制度教育の現状の質問票調査

論文種別
原著論文

歯科大学医学部附属病 8672）69巻3号
院 保険医療管理部）,

Page352-361

松崎 みどり, 吉岡 久子, （2020.03）
藍 真澄
2020182755 やりなおし! 医療制度基本のき（第 三宅 信昌（三宅整形外 臨床整形外科（05572回） リウマチ専門医を目指す若手 科医院）

0433）55巻2号

整形外科医のために

Page186-187
（2020.02）

解説

2020182752 年齢層別にみた後方経路腰椎椎体 藤原 啓恭（国立病院機 臨床整形外科（0557間固定術の費用効用分析

医療保 構大阪南医療センター 0433）55巻2号

険制度における年齢区分の意味とは 整形外科）, 小田 剛紀, Page161-170
島田 裕子, 森口 悠,

原著論文
/比較研
究

（2020.02）

齊藤 正伸
2020178414 中国における医療保険制度の統合モ 杜 東朋（東京福祉大学 茶屋四郎次郎記念学術

会議録

デルに関する研究 各地方統合改革 大学院 社会福祉学研究 学会誌（2189-4280）9
科 博士課程後期）

の経験を中心に

巻 Page115（2019.11）

2020177661 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）46巻12
号 Page39-41

情報を速読する（第45回） 2020年

（2019.12）

4月 診 療 報 酬 改 定 を 先 読 み す る
「医療従事者負担軽減関連の評価は
どうなる」
2020165173 人口変動と医療保険財政

持続可 小黒 一正（法政大学 経 社会保険旬報（1343-

能な制度構築に向けて

済学部）

解説

5728）2779号
Page26-30（2020.04）

2020162097 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）47巻2号
Page39-41（2020.02）

情報を速読する（第47回） 2020年
4月 診 療 報 酬 改 定 を 先 読 み す る
「診療所関連の評価はどうなる」

2020160798 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）47巻1号
Page39-41（2020.01）

情報を速読する（第46回） 2020年
4月診療報酬改定を先読みする「リ
ハビリ関連の評価はどうなる」

2020160405 【今日の透析療法において発展する 太田 圭洋（名古屋記念 透析フロンティア
余地は?】医療制度の面から

財団）

解説/特

（0917-2114）29巻2号 集
Page8-10（2019.05）

2020156445 本邦における変形性膝関節症の医療 植田 要（日本イーライ 日本整形外科学会雑誌
経済的負担に関する医療保険データ リリー 研究開発本部）, （0021-5325）93巻8号
ベースを用いた長期的研究

田 倉 智 之, 藤 越 慎 治, Page S1729
Meyers Juliana, Nagar （2019.09）
Saurabh, 榎本 宏之

会議録

診療報酬・薬価
文献番号

タイトル

著者（所属）

2020165583 重症熱傷の生存および費用便益にみ Endo Akira（Trauma
られる患者数-アウトカム関係 日

（Volume-outcome relationship on

Journal of Intensive

論文種別
原著論文

and Acute Critical Care Care（2052-0492）7

本における全国的診療報酬請求デー Medical Center,
タベースの後ろ向き解析

出典

Hospital of Medicine,

巻January Page1-11
（2019.01）

Tokyo Medical and

survival and cost beneﬁts in severe Dental University）,
burn injury: a retrospective

Shiraishi Atsushi,

analysis of a Japanese nationwide Otomo Yasuhiro,
administrative database）
（英語）

Fushimi Kiyohide,
Murata Kiyoshi

2020164499 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬

これだけ!30】免疫チ

ェックポイント阻害薬とステロイド

ング（2433-7390）10

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（8章）発
熱性好中球減少症（FN） 発熱性好

集

巻2号 Page152
（2020.04）

2020164498 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

解説/特

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page151
（2020.04）

中球減少症（FN）の支持療法薬 ボ
リコナゾール 抗真菌薬
2020164497 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（8章）発
熱性好中球減少症（FN） 発熱性好

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page150
（2020.04）

中球減少症（FN）の支持療法薬 レ
ボフロキサシン
2020164496 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（8章）発
熱性好中球減少症（FN） 発熱性好

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page149
（2020.04）

中球減少症（FN）の支持療法薬 ペ
グフィルグラスチム
2020164495 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（8章）発
熱性好中球減少症（FN） 発熱性好

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page148
（2020.04）

中球減少症（FN）の支持療法薬 フ
ィルグラスチム
2020164494 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）,

支持療法薬 これだけ!30】
（8章）発 三嶋 秀行
熱性好中球減少症（FN） 発熱性好
中球減少症（FN）の支持療法

ング（2433-7390）10
巻2号 Page146-147
（2020.04）

解説/特
集

2020164493 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（7章）末
梢神経障害（CIPN） 末梢神経障害

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page145
（2020.04）

（CIPN）の支持療法薬 もうちょっ
と深くCIPNを知ろう
2020164492 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（7章）末
梢神経障害（CIPN） 末梢神経障害

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page144
（2020.04）

（CIPN）の支持療法薬 ミロガバリ
ン
2020164491 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（7章）末
梢神経障害（CIPN） 末梢神経障害

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page143
（2020.04）

（CIPN）の支持療法薬 牛車腎気丸
2020164490 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（7章）末
梢神経障害（CIPN） 末梢神経障害

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page142
（2020.04）

（CIPN）の支持療法薬 プレガバリ
ン
2020164489 【注意点・ケアポイント・薬価をは 江尻 将之（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）,

支持療法薬 これだけ!30】
（7章）末 三嶋 秀行
梢神経障害（CIPN） 末梢神経障害

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page140-141
（2020.04）

（CIPN）の支持療法
2020164488 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘 便秘の支持療法薬 マクロゴー

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page139
（2020.04）

ル4000配合剤
2020164487 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘 便秘の支持療法薬 エロビキシ

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page138
（2020.04）

バット
2020164486 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘 便秘の支持療法薬 リナクロチ
ド

ング（2433-7390）10
巻2号 Page137
（2020.04）

解説/特
集

2020164485 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘

便秘の支持療法薬

ルビプロ

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page136
（2020.04）

ストン
2020164484 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘

便秘の支持療法薬

ナルデメ

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page135
（2020.04）

ジン
2020164483 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘 便秘の支持療法薬 大建中湯

ング（2433-7390）10
巻2号 Page134
（2020.04）

2020164482 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘

便秘の支持療法薬

炭酸水素

解説/特
集

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page133
（2020.04）

ナトリウム・無水リン酸二水素ナト
リウム配合剤
2020164481 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘

便秘の支持療法薬

大腸刺激

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page132
（2020.04）

性下剤（センノシド、ピコスルファ
ートナトリウム）
2020164480 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便
秘

便秘の支持療法薬

酸化マグ

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page131
（2020.04）

ネシウム
2020164479 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）,

支持療法薬 これだけ!30】
（6章）便 三嶋 秀行
秘 便秘の支持療法

ング（2433-7390）10

集

巻2号 Page128-130
（2020.04）

2020164478 【注意点・ケアポイント・薬価をは 佐久間 晶基（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

解説/特

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（5章）下
痢 下痢の支持療法薬 アヘンチン

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page127
（2020.04）

キとパンクレリパーゼ（リパクレオ
ン）
2020164477 【注意点・ケアポイント・薬価をは 佐久間 晶基（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（5章）下
痢
湯

下痢の支持療法薬

半夏瀉心

ング（2433-7390）10
巻2号 Page126
（2020.04）

解説/特
集

2020164476 【注意点・ケアポイント・薬価をは 佐久間 晶基（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（5章）下
痢

下痢の支持療法薬

アトロピ

ン、ブチルスコポラミン

抗コリン

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page125
（2020.04）

薬
2020164475 【注意点・ケアポイント・薬価をは 佐久間 晶基（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（5章）下
痢 下痢の支持療法薬 ロペラミド

ング（2433-7390）10
巻2号 Page124
（2020.04）

2020164474 【注意点・ケアポイント・薬価をは 佐久間 晶基（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）,

支持療法薬 これだけ!30】
（5章）下 三嶋 秀行

ング（2433-7390）10
（2020.04）

痢 下痢の支持療法
副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（4章）皮
膚障害

解説/特
集

巻2号 Page122-123

2020164473 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

解説/特
集

皮膚障害の支持療法薬

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page121
（2020.04）

ステロイド外用薬
2020164472 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（4章）皮
膚障害

皮膚障害の支持療法薬

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page120
（2020.04）

保湿薬（低分子ヘパリノイド・尿素
製剤など）
2020164471 【注意点・ケアポイント・薬価をは 黒瀬 優輔（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 薬剤部）,

支持療法薬 これだけ!30】
（4章）皮 三嶋 秀行
膚障害 皮膚障害の支持療法

ング（2433-7390）10

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（3章）口
腔粘膜炎・味覚障害

口腔粘膜炎・

集

巻2号 Page118-119
（2020.04）

2020164470 【注意点・ケアポイント・薬価をは 春日井 悠司（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

解説/特

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page117
（2020.04）

味覚障害の支持療法薬 意外と知ら
ない!?含嗽液成分の知識
2020164469 【注意点・ケアポイント・薬価をは 春日井 悠司（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（3章）口
腔粘膜炎・味覚障害

口腔粘膜炎・

味覚障害の支持療法薬

局所管理

ハイドロゲル創傷被覆・保護材

ング（2433-7390）10
巻2号 Page116
（2020.04）

解説/特
集

2020164468 【注意点・ケアポイント・薬価をは 春日井 悠司（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（3章）口
腔粘膜炎・味覚障害

口腔粘膜炎・

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page115
（2020.04）

味覚障害の支持療法薬 デキサメタ
ゾン軟膏 合成副腎皮質ホルモン
2020164467 【注意点・ケアポイント・薬価をは 春日井 悠司（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（3章）口
腔粘膜炎・味覚障害

口腔粘膜炎・

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page114
（2020.04）

味覚障害の支持療法薬 リドカイン
塩酸塩
2020164466 【注意点・ケアポイント・薬価をは 春日井 悠司（愛知医科 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 大学病院 薬剤部）,

支持療法薬 これだけ!30】
（3章）口 三嶋 秀行
腔粘膜炎・味覚障害

口腔粘膜炎・

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page112-113
（2020.04）

味覚障害の支持療法
2020164465 【注意点・ケアポイント・薬価をは 近藤 雅（愛知医科大学 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（2章）悪
心・嘔吐 悪心・嘔吐の支持療法薬

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page111
（2020.04）

メトクロプラミド
2020164464 【注意点・ケアポイント・薬価をは 近藤 雅（愛知医科大学 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（2章）悪
心・嘔吐 悪心・嘔吐の支持療法薬

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page110
（2020.04）

ロラゼパム
2020164463 【注意点・ケアポイント・薬価をは 近藤 雅（愛知医科大学 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（2章）悪
心・嘔吐 悪心・嘔吐の支持療法薬

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page109
（2020.04）

オランザピン
2020164462 【注意点・ケアポイント・薬価をは 近藤 雅（愛知医科大学 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（2章）悪
心・嘔吐 悪心・嘔吐の支持療法薬

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page108
（2020.04）

アプレピタント（ホスアプレピタン
ト）NK1受容体拮抗薬
2020164461 【注意点・ケアポイント・薬価をは 近藤 雅（愛知医科大学 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 病院 薬剤部）

支持療法薬 これだけ!30】
（2章）悪
心・嘔吐 悪心・嘔吐の支持療法薬
グラニセトロン、パロノセトロン
5-HT3受容体拮抗薬

ング（2433-7390）10
巻2号 Page107
（2020.04）

解説/特
集

2020164460 【注意点・ケアポイント・薬価をは 近藤 雅（愛知医科大学 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 病院 薬剤部）

ング（2433-7390）10

解説/特
集

巻2号 Page106

支持療法薬 これだけ!30】
（2章）悪

（2020.04）

心・嘔吐 悪心・嘔吐の支持療法薬
デキサメタゾン 副腎皮質ステロイ
ド

2020164459 【注意点・ケアポイント・薬価をは 近藤 雅（愛知医科大学 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 病院 薬剤部）
, 三嶋 秀行 ング（2433-7390）10

支持療法薬 これだけ!30】
（2章）悪

巻2号 Page104-105

心・嘔吐 悪心・嘔吐の支持療法

（2020.04）

2020164458 【注意点・ケアポイント・薬価をは 三嶋 秀行（愛知医科大 YORi-SOUがんナーシ
や調べ

副作用別がん薬物療法の 学病院 臨床腫瘍センタ ング（2433-7390）10

支持療法薬

解説/特
集

巻2号 Page102-103

これだけ!30】
（1章） ー）

【総論】Dr.三嶋直伝

解説/特
集

（2020.04）

支持療法薬と

の付き合いかた
2020163898 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30回 ） システム研究所）
2019年度下期薬価交渉終盤を迎え

解説

巻4号 Page835-838
（2020.03）

て
2020163233 当院手術室薬剤の診療報酬請求漏 岡田 健志（三菱京都病 三菱京都病院医学総合
れ調査

原著論文

院 麻酔科）, 大東 豊彦, 雑誌（1342-7520）26
林 良壮, 竹内 洋史

巻 Page4-8（2020.01）

医業経営
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2020163233 当院手術室薬剤の診療報酬請求漏 岡田 健志（三菱京都病 三菱京都病院医学総合

論文種別
原著論文

院 麻酔科）, 大東 豊彦, 雑誌(1342-7520)26巻

れ調査

林 良壮, 竹内 洋史

Page4-8(2020.01)

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

2020182274 【いま、本格化する遺伝子治療

著者（所属）

出典

論文種別

遺 柳生 茂希（京都府立医 実験医学（0288-5514） 解説/特

伝性疾患・がんと戦う新たな一手】 科大学大学院 医学研究 38巻2号 Page358-

集

, 中沢 洋三 363（2020.02）
（第7章）最近のトピックス 非ウイ 科 小児科学）
ルス遺伝子改変法によるCAR-T細
胞療法の開発と臨床応用
2020182254 【いま、本格化する遺伝子治療

遺 岡田 尚巳（東京大学医 実験医学（0288-5514） 解説/特

伝性疾患・がんと戦う新たな一手】 科学研究所 遺伝子・細 38巻2号 Page232（第3章）AAVベクター遺伝子治療 胞治療センター分子遺 237（2020.02）
AAVベクター遺伝子治療の課題と 伝医学分野）
展望 AAVベクターの大量製造法
と精製法

集

2020178761 研究開発型多国籍製薬企業の社会 加藤 美生（帝京大学大 日本公衆衛生雑誌

原著論文

的貢献活動と患者団体との関係の透 学 院 公 衆 衛 生 学 研 究 （0546-1766）66巻12
明性に関する日米欧の動向

科）, 石川 ひろの,
奥原 剛, 木内 貴弘

号 Page746-755
（2019.12）

2020172586 臨床研究関連法と新しい治療法開発 梅山 佳子（ファイザー 日本癌治療学会学術集

会議録

の現実的な課題 抗がん剤における R&D クリニカル・リサ 会抄録集57回 Page
医師主導治験の実際と課題（企業の ーチ統括部オンコロジ SP-2（2019.10）
立場から）
（英語）

ー領域部）, 長澤 崇,
吉光 淳一郎, 森永 明子,
廣橋 朋子

2020168121 CRCとして患者の意思決定をどの 神山 和彦（日本製薬工 薬理と治療（0386-

解説

ように支援するか〜患者と共に実施 業協会）, 日本製薬工業 3603）47巻7号
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