
医療経済関係研究論文（7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
2020218182 【薬局・薬剤師発の費用対効果評価

とは?-安全性・有効性の、さらに一
歩先】薬局に求められる医療費適正
化に向けた考え方　セルフメディケ
ーション推進による医療経済効果と
は?

廣川 暢幸（日本OTC医
薬品協会）, 黒川 達夫

調剤と情報（1341-
5212）26巻5号 
Page851-857
（2020.04）

解説/特
集

2020216307 矛盾だらけの「医療保護入院」をど
うする?　医療保護入院はなぜ増え
たのか　精神医療政策の視点

有我 譲慶（光愛会光愛
病院）

病院・地域精神医学
（0910-4798）62巻2号 
Page98-102
（2020.02）

解説

2020215244 語り継ぐ医療政策　老人病院のサー
ビスと経済の30年　老人定額包括
払い制導入による「介護力強化」と
費用・サービスの変化を考える（中）

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2778号 Page6-
12（2020.03）

解説

2020213147 医療経済的視点からみた整形外科診
療

三宅 信昌（三宅整形外
科医院）

静岡整形外科医学雑誌
（1882-3998）12巻2号 
Page126-127
（2019.12）

会議録

2020194676 公衆衛生学・医療政策分野における
研修会形式の教育的介入効果の検
証

沓澤 夏菜（千葉大学大
学院 医学薬学府 認知行
動生理学）, 櫻庭 唱子, 
吉村 健佑

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
78回 Page521
（2019.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020220876【手根管症候群の治療トピックス】

手根管症候群の直視下手術
織田 崇（済生会小樽病
院 整形外科）

Orthopaedics（0914-
8124）33巻4号 
Page53-59（2020.04）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2020220371 抗がん剤調製におけるdrug vial 
optimization導入と評価

小野 尚志（旭川医科大
学病院 薬剤部）, 
新田 悠一朗, 川田 悠貴, 
菅谷 香緒里, 小林 直貴, 
飯田 慎也, 山下 恭範, 
三嶋 一登, 福土 将秀, 
田崎 嘉一

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻4号 
Page384-388
（2020.04）

原著論文

2020220352 Pharma PSE Spotlight（第11回）　
経済性評価に基づく注射剤製造プロ
セスのロットサイズ決定

山田 真弘（東京大学大
学院 工学系研究科 化学
システム工学専攻）, 
杉山 弘和

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻5号 
Page871-875
（2020.04）

解説

2020219247 CVカテーテル感染に対するエタノ
ール療法のコストベネフィット

森下 祐次（近畿大学医
学部附属奈良病院 小児
外科）, 米倉 竹夫, 
石井 智浩, 山内 勝治, 中
畠 賢吾, 木村 浩基, 
梅田 聡

学会誌JSPEN（2434-
4966）1巻Suppl. 
Page861（2019.09）

会議録

2020218475 低栄養状態管理の費用対効果につい
て　臨床栄養学におけるHEOR（Is 
the management of malnutrition 
cost-eff ective: HEOR in Clinical 
Nutrition）（英語）

Sioson Marianna S.
（The Medical City 
Hospital）

学会誌JSPEN（2434-
4966）1巻Suppl. 
Page35（2019.09）

会議録

2020218444 国家公務員共済組合連合会六甲病
院における外来処方せんの疑義照会
簡素化への取り組み

宮川 裕子（六甲病院（共
済） 薬剤科）

共済医報（0454-7586）
69巻1号 Page33-37
（2020.02）

原著論文

2020218317 【ロタウイルス胃腸炎とロタウイル
スワクチン】定期接種までの道程　
厚生科学審議会での議論

中野 貴司（川崎医科大
学 小児科学）

臨床とウイルス（0303-
8092）48巻1号 
Page17-24（2020.03）

解説/特
集

2020218182 【薬局・薬剤師発の費用対効果評価
とは?-安全性・有効性の、さらに一
歩先】薬局に求められる医療費適正
化に向けた考え方　セルフメディケ
ーション推進による医療経済効果と
は?

廣川 暢幸（日本OTC医
薬品協会）, 黒川 達夫

調剤と情報（1341-
5212）26巻5号 
Page851-857
（2020.04）

解説/特
集

2020218181 【薬局・薬剤師発の費用対効果評価
とは?-安全性・有効性の、さらに一
歩先】薬局に求められる医療費適正
化に向けた考え方　有料老人ホーム
での減薬の取り組み　質を保ってク
スリを減らす

小林 司（らいふ） 調剤と情報（1341-
5212）26巻5号 
Page846-850
（2020.04）

解説/特
集

2020218180 【薬局・薬剤師発の費用対効果評価
とは?-安全性・有効性の、さらに一
歩先】薬局に求められる医療費適正
化に向けた考え方　在宅医療現場に
おける薬剤師の役割と医療経済効果

榊原 幹夫（杉浦記念財
団）

調剤と情報（1341-
5212）26巻5号 
Page840-844
（2020.04）

解説/特
集



2020218179 【薬局・薬剤師発の費用対効果評価
とは?-安全性・有効性の、さらに一
歩先】かかりつけ薬剤師・薬局の役
割を経済的な視点で考える

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

調剤と情報（1341-
5212）26巻5号 
Page834-838
（2020.04）

解説/特
集

2020214760 酸化ストレスと食物 津谷 幸里（愛知県立大
学 看護学部 看護学科）, 
岡田 悦政

愛知県立大学看護学部
紀要（1884-8869）25
巻 Page13-20
（2019.12）

総説

2020213958 本邦での多剤耐性結核治療に対する
考え方

齋藤 武文, 網島 優, 
高橋 洋, 鈴木 純子, 
桑原 克弘, 加藤 達雄, 
露口 一成, 山岡 直樹, 
泉川 公一, 近藤 康博, 
佐々木 結花, 吉山 崇, 
重藤 えり子, 日本結核
非結核性抗酸菌症学会
治療委員会

結核（0022-9776）95
巻2号 Page79-84
（2020.03）

解説/診
療ガイド
ライン

2020211807 【質量分析を利用した臨床検査】
MALDI-TOF MSを用いた臨床微生
物検査

大楠 清文（東京医科大
学 微生物学分野）

臨床検査（0485-1420）
64巻3号 Page286-
293（2020.03）

解説/特
集

2020209855 装置更新に伴う、当院での透析用水
作製装置の供給水ライン洗浄の検討

松本 渉（昇陽会南池袋
診療所 透析室）, 
逢坂 公一, 尾澤 勝良, 
伊藤 緑

日本血液浄化技術学会
会誌（2185-5927）27
巻Suppl. Page120
（2019.04）

会議録

2020208844 あしたを担う情報活用力 齊藤 正伸（国立病院機
構大阪南医療センター）

診療情報管理（1883-
7972）31巻2号 
Page25-30（2019.12）

解説

2020208607 血液培養陽性液の前処理にSaponin
とプレソルブを用いた質量分析によ
る菌株同定法のコストパフォーマン
スの観点からみた有用性

深川 富法（岐阜市民病
院 中央検査部）, 
宮田 雄次, 富田 智美, 
武藤 敏弘, 伊藤 里紗, 
内木 隆文

日本臨床微生物学会雑
誌（2434-866X）30巻
Suppl.1 Page299
（2019.12）

会議録

2020208283 臨床検査管理者の臨床的および経済
的影響（The Clinical and Economic 
Impact of Diagnostic Stewardship）
（英語）

Murray Patrick R.
（Worldwide Scientifi c 
Aff airs, BD Integrated 
Diagnostic Solutions, 
BD Life Sciences）

日本臨床微生物学会雑
誌（2434-866X）30巻
Suppl.1 Page202
（2019.12）

会議録

2020205652 保険薬局における不動在庫医薬品の
現状把握と削減のためのアンケート
調査

香月 正明（第一薬科大
学 臨床薬剤学分野）, 
窪田 敏夫, 八尋 健, 
入倉 充

薬局薬学（1884-3077）
11巻2号 Page136-141
（2019.10）

原著論文



2020204351 日本における乾癬患者の費用対効果
と薬剤経済学　単一診療所で行った
分析（Cost-effi  cacy and 
pharmacoeconomics of psoriatic 
patients in Japan: Analysis from a 
single outpatient clinic）（英語）

Takahashi Hidetoshi
（Takagi Dermatological 
Clinic）, Satoh 
Katsuhiko, Takagi 
Akiyoshi, Iizuka Hajime

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）46巻6号 
Page478-481
（2019.06）

原著論文

2020204035 日本の2型糖尿病患者における重度
低血糖イベントに対する医療費と医
療資源利用の後向き解析
（Retrospective analysis of medical 
costs and resource utilization for 
severe hypoglycemic events in 
patients with type 2 diabetes in 
Japan）（英語）

Ikeda Yuika（MSD 
Market Access）, Kubo 
Takekazu, Oda Eisei, 
Abe Machiko, Tokita 
Shigeru

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）10巻3号 
Page857-865
（2019.05）

原著論文
/比較研
究

2020203417 体外式膜型人工肺（ECMO）のため
のCardiohelpおよび携帯デバイスの
有効性および経済的評価に関するシ
ステマティックレビュー（A 
systematic review of eff ectiveness 
and economic evaluation of 
Cardiohelp and portable devices 
for extracorporeal membrane 
oxygenation（ECMO））（英語）

Mahboub-Ahari Alireza
（Tabriz Health Services 
Management Research 
Center, School of 
Management and 
Medical Informatics, 
Tabriz University of 
Medical Sciences）, 
Heidari Fariba, 
Sadeghi-Ghyassi 
Fatemeh, Asadi 
Maryam

Journal of Artifi cial 
Organs（1434-7229）
22巻1号 Page6-13
（2019.03）

原著論文
/メタア
ナリシス

2020202729 乾癬外用治療における患者負担経費
と費用対効果

高橋 英俊（高木皮膚科
診療所）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）37巻
2号 Page345
（2020.04）

会議録

2020201581 【がん治療薬の副作用と支持療法】
Financial toxicityとその対策

下井 辰徳（国立がん研
究センター中央病院 乳
腺・腫瘍内科）

腫瘍内科（1881-6568）
25巻3号 Page277-
286（2020.03）

解説/特
集

2020201383【健康経営と予防医学】プレゼンテ
ィーズム評価の意義

藤野 善久（産業医科大
学 産業生態科学研究所 
環境疫学研究室）

予防医学（0388-1296）
61号 Page13-18
（2020.01）

解説/特
集

2020201381 【健康経営と予防医学】健康経営の
現状とその展望　産業保健スタッフ
はどのように関わるか

森 晃爾（産業医科大学 
産業生態科学研究所 産
業保健経営学）

予防医学（0388-1296）
61号 Page1-5
（2020.01）

総説/特
集

2020201173 高齢者の残薬問題とその対応 益山 光一（東京薬科大
学 薬学部 薬事関係法規
研究室）

老年内科（2435-1881）
1巻2号 Page223-228
（2020.02）

解説

2020200532【がん免疫療法の最前線】免疫治療
薬の医療経済

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

JOHNS（0910-6820）
36巻4号 Page502-
504（2020.04）

解説/特
集



2020200499【戸田中央医科グループ（TMG）に
おけるフォーミュラリー導入と今後
の展開】

金井 紀仁（青葉会新座
病院 薬剤科）, 
齋藤 俊夫

病院羅針盤11巻165号 
Page10-15（2020.03）

解説/特
集

2020199598【酪農、畜産現場におけるIoT・AI技
術を学ぶ! ～最新情報と展望～】人
工知能の解説と実用的人工知能とし
てのスモールデータ　教師あり機械
学習の紹介

遠藤 大二（酪農学園大
学 獣医学群 獣医学類 
放射線生物学教室）

臨床獣医（0912-1501）
38巻3号 Page16-22
（2020.03）

解説/特
集

2020197486 臨床検査分析装置一括導入に伴う運
用効果の検証

伊崎 精一（社会保険稲
築病院 医療技術部）

医療と検査機器・試薬
（1347-0434）43巻1号 
Page44-47（2020.02）

原著論文

2020197386 レジストリ支援にかかわって 永原 弓子（浜松赤十字
病院 企画課）, 
柴田 めぐみ, 伊藤 学

日本医師事務作業補助
研究会全国大会集録
（2187-7939）9回 
Page58（2019.10）

会議録

2020196931 【最近の薬物療法-トレンドをざっく
りアップデート】どうする・どうな
る新薬のコスト　原価計算方式と費
用対効果評価制度

古元 重和（国立保健医
療科学院）

LiSA（1340-8836）27
巻2号 Page162-165
（2020.02）

解説/特
集

2020196580 委託業務縮小によるコスト比較 宮崎 雅子（地域医療機
能推進機構 京都鞍馬口
医療センター 栄養管理
室）, 市川 亜由実, 
白倉 直樹

日本病態栄養学会誌
（1345-8167）23巻
Suppl. Page S-124
（2020.01）

会議録

2020196575 献立管理システムの開発と給食管理
業務への活用

山岡 みのり（橘会東住
吉森本病院 栄養科）, 
八野 彩希, 高橋 沙苗, 
今村 由季, 桑野 侑子, 
岩谷 聡

日本病態栄養学会誌
（1345-8167）23巻
Suppl. Page S-123
（2020.01）

会議録

2020196013 【消化器がん検診と消化管内視鏡-現
状と展望】大腸がん検診における内
視鏡介入のあり方

松田 尚久（国立がん研
究センター中央病院 検
診センター）, 関口 正宇, 
中村 佳子, 松本 美野里, 
角川 康夫, 斎藤 豊

消化器・肝臓内科
（2432-3446）7巻1号 
Page32-38（2020.01）

解説/特
集

2020195763【残されたワクチンギャップと対策】
新規ワクチンの開発・承認と定期接
種化への道筋

岡田 賢司（福岡学園福
岡看護大学 基礎・基礎
看護部門 基礎・専門基
礎分野）

BIO Clinica（0919-
8237）35巻2号 
Page98-103
（2020.02）

解説/特
集

2020194658 妊婦における季節性インフルエンザ
ワクチン接種の費用効果分析に関す
る文献レビュー

庄野 あい子（明治薬科
大学 公衆衛生・疫学研
究室）, 星 淑玲, 
近藤 正英

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
78回 Page516
（2019.10）

会議録

2020194549 経済学的にみた風しん予防接種費助
成事業に対する提言

板谷 智也（金沢大学 医
薬保健研究域）, 堀池 諒, 
平 和也, 本多 智佳, 
白井 文恵, 小西 かおる

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
78回 Page489
（2019.10）

会議録



2020193797 日本での5年間と比較した10年間の
アレンドロン酸療法の費用対効果の
分析（Cost-eff ectiveness of 
alendronate for 10 years compared 
with 5 years in Japan）（英語）

Mori Takahiro
（Department of Health 
Services Research, 
Faculty of Medicine, 
University of Tsukuba）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
78回 Page264
（2019.10）

会議録

2020192799 心血管疾患治療のための
evolocumab処方の費用対効果
（Cost-Eff ectiveness of 
Evolocumab in Treating 
Cardiovascular Disease）（英語）

Patel Reshmee（Touro 
College of Pharmacy）, 
Loh Feng-Hua, Englard 
Abraham

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集25回 
Page140（2019.10）

会議録

2020192777 小児胃腸炎の管理における投薬パタ
ーンと臨床的および経済的アウトカ
ムの検証（Assessment of 
prescription pattern and estimation 
of clinical and economical 
outcome of management of 
gastroenteritis in paediatric 
population）（英語）

Shakya Deepa（JSS 
College of Pharmacy, 
JSS Academy of higher 
education and 
research）, Sebastain 
Juny, Ravi M.D. 

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集25回 
Page129（2019.10）

会議録

2020189733 ヒトとイヌの血清中狂犬病ウイルス
に対する防御免疫のモニタリングに
用いられる、費用対効果が高く簡便
な競合型酵素結合免疫吸着アッセイ
（A Cost Eff ective Easy 
Competitive Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay Suitable for 
Monitoring Protective Immunity 
against the Rabies Virus in the 
Serum of Humans and Dogs）（英
語）

Aronthippaitoon Yada
（Department of 
Microbiology, Faculty 
of Medicine, Chiang 
Mai University）, Samer 
Waraporn, Atuntee 
Thitima, Thananchai 
Hathairat, Thongkorn 
Kriangkrai, 
Pongsopawijit 
Pornsawan, Inoue 
Satoshi, Noguchi Akira, 
Park Eun-Sil, Kawai 
Akihito, Petsophonsakul 
Wilaiwan

Japanese Journal of 
Infectious Diseases
（1344-6304）72巻2号 
Page99-105
（2019.03）

原著論文

2020189344 重症筋無力症に関わる臨床的負担お
よび医療資源利用　日本の診療報酬
請求データベースからの評価
（Clinical burden and healthcare 
resource utilization associated 
with myasthenia gravis: 
Assessments from a Japanese 
claims database）（英語）

Murai Hiroyuki
（Department of 
Neurology, International 
University of Health 
and Welfare）, Hasebe 
Miki, Murata Tatsunori, 
Utsugisawa Kimiaki

Clinical and 
Experimental 
Neuroimmunology
（1759-1961）10巻1号 
Page61-68（2019.02）

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
2020210306 汐田総合病院DPC病棟における生

存退院者と死亡患者の医療費と在院
日数の解析

井町 和義（横浜勤労者福
祉協会汐田総合病院）, 
石井 明治

汐田総合病院医報
（0913-9761）18巻1-2
号 Page23-29
（2019.11）

原著論文

2020204035 日本の2型糖尿病患者における重度
低血糖イベントに対する医療費と医
療資源利用の後向き解析
（Retrospective analysis of medical 
costs and resource utilization for 
severe hypoglycemic events in 
patients with type 2 diabetes in 
Japan）（英語）

Ikeda Yuika（MSD 
Market Access）, Kubo 
Takekazu, Oda Eisei, 
Abe Machiko, Tokita 
Shigeru

Journal of Diabetes 
Investigation（2040-
1116）10巻3号 
Page857-865
（2019.05）

原著論文
/比較研
究

2020203423 80歳以上の患者に対する胸部大動
脈ステントグラフト内挿術の臨床成
績と医療費（Clinical results and 
medical costs of thoracic 
endovascular aortic repair in 
patients over 80 years of age）
（英語）

Yamauchi Takashi
（Department of 
Cardiovascular Surgery, 
KKR Sapporo Medical 
Center）, Kubota 
Suguru, Hasegawa 
Kosei, Ueda Hideki

Journal of Artifi cial 
Organs（1434-7229）
22巻1号 Page61-67
（2019.03）

原著論文

2020192892 医療費の地域差について　社会関係
資本と格差の観点からの分析

稲葉 陽二（日本大学 法
学部）, 市田 行信, 
和田 有理

生存科学（0917-0138）
30巻1号 Page123-144
（2019.09）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020220721 日本の医療制度と支払基金の役割 鈴木 勃志（宮城県医師

会）, 宮城県医師会 宮城
県社会保険診療報酬審
査委員会

宮城県医師会報891号 
Page256-261
（2020.04）

解説

2020216138 2025年問題のあとさきを見据えた
医療保険制度並びに診療報酬の在り
方　日本臨床内科医会の立場から

望月 紘一（日本臨床内
科医会）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）34巻5号 
Page387-390
（2020.03）

解説

2020216137 2025年問題のあとさきを見据えた
医療保険制度並びに診療報酬の在り
方　2025年の医療保険制度と診療
報酬の在り方　医療提供体制と医師
偏在対策

今村 聡（日本医師会） 日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）34巻5号 
Page382-386
（2020.03）

解説

2020213305 福岡県後期高齢者医療制度における
集中治療受療率の地域差

吉田 真一郎（九州大学
大学院 医学系学府 医療
経営・管理学専攻）, 
馬場園 明

医療福祉経営マーケテ
ィング研究（1881-
297X）14巻1号 
Page81（2019.10）

会議録

医療費

医療保障制度



2020213212 【日本の公衆衛生における最新のト
ピック2020】ユニバーサル・ヘル
ス・カバレッジ（UHC）実現に向け
た医療保障制度の構築を担う人材の
育成について（【Recent topics in 
public health in Japan 2020】
Workforce development for 
strengthening of social health 
protection is essential to achieve 
Universal Health Coverage）（英語）

綿引 信義（国立保健医
療科学院 国際協力研究
部）, 松繁 卓哉

保健医療科学（1347-
6459）69巻1号 
Page33-40（2020.02）

解説/特
集

2020206807 薬理ゲノム学検査に対する医療保険
の適用状況における日米間のギャッ
プ　日本で保険適用を促進する必要
性

曳野 圭子（理化学研究
所 生命医科学研究セン
ター ファーマコゲノミ
クス研究チーム）, 
福永 航也, 莚田 泰誠

臨床薬理（0388-1601）
50巻Suppl. Page 
S249（2019.11）

会議録

2020203389 持続可能な医療制度に向けたエビデ
ンスに基づく方策（An Evidence-
based Approach toward a 
Sustainable Healthcare System）
（英語）

Mori Rintaro
（Department of Health 
Policy, National Center 
for Child Health and 
Development）

JMA Journal（2433-
328X）2巻1号 
Page70-72（2019.03）

総説

2020202681 近未来の皮膚科診療を考えよう　日
臨皮医療制度検討委員会からの提案

浅井 俊弥（浅井皮膚科
クリニック）

日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）37巻
2号 Page294
（2020.04）

会議録

2020199531 やりなおし!　医療制度基本のき（第
3回）　柔整・あはき

小野 直司（小野整形外
科クリニック）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻3号 
Page266-267
（2020.03）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020218219 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31回）　不
安、また不安の19年度末病院運営

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻5号 Page1031-1032
（2020.04）

解説

2020213362 外来化学療法・入院化学療法　原
価計算における経営分析　抗がん剤
単位での利益ベースの研究

大嶋 悠一（創起会くま
もと森都総合病院 事務
部医事課）

医事業務27巻579号 
Page32-36（2020.03）

原著論文

2020213299 診療科別原価計算を用いた病院経営
の分析

古谷 享康（田川市立病
院 病院局）, 國武 優美, 
茅野 壽司, 齋藤 貴生

医療福祉経営マーケテ
ィング研究（1881-
297X）14巻1号 
Page75（2019.10）

会議録

診療報酬・薬価



2020210255 診療報酬改定が医師の統合失調症
治療患者の抗精神病薬の処方内容
へ与える影響

土井 信幸（高崎健康福
祉大学 薬学部 地域医療
薬学研究室）, 飯塚 慎哉, 
小見 暁子, 小柳 真依子, 
菊地 潤一, 秋山 滋男

アプライド・セラピュ
ーティクス（1884-
4278）13巻 Page16-
26（2019.12）

原著論文

2020207004 新薬の薬価算定における加算に影響
を与える要因の分析

足立 哲彦（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
品評価科学講座）, 
柳澤 真央, 小野 俊介

臨床薬理（0388-1601）
50巻Suppl. Page 
S348（2019.11）

会議録

2020205656 診療報酬の変化から見える医療にお
ける薬剤師の役割に関する検討

村瀬 惇（近畿大学 薬学
部）, 北小路 学, 大鳥 徹, 
松野 純男

薬局薬学（1884-3077）
11巻2号 Page165-172
（2019.10）

原著論文

2020196931 【最近の薬物療法-トレンドをざっく
りアップデート】どうする・どうな
る新薬のコスト　原価計算方式と費
用対効果評価制度

古元 重和（国立保健医
療科学院）

LiSA（1340-8836）27
巻2号 Page162-165
（2020.02）

解説/特
集

2020189527 日本のHIV非感染者と比べたHIVと
共に生きる人々における慢性合併症
および併用薬の重荷　診療報酬請
求データベース研究（Greater 
burden of chronic comorbidities 
and co-medications among people 
living with HIV versus people 
without HIV in Japan: A hospital 
claims database study）（英語）

Ruzicka Daniel J.
（MSD）, Imai Kentaro, 
Takahashi Kenichi, 
Naito Toshio

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）25巻1-2
号 Page89-95
（2019.02）

原著論文
/比較研
究

2020189344 重症筋無力症に関わる臨床的負担お
よび医療資源利用　日本の診療報酬
請求データベースからの評価
（Clinical burden and healthcare 
resource utilization associated 
with myasthenia gravis: 
Assessments from a Japanese 
claims database）（英語）

Murai Hiroyuki
（Department of 
Neurology, International 
University of Health 
and Welfare）, Hasebe 
Miki, Murata Tatsunori, 
Utsugisawa Kimiaki

Clinical and 
Experimental 
Neuroimmunology
（1759-1961）10巻1号 
Page61-68（2019.02）

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
2020216120 看護部長の役割遂行に必要な知識・

技術と希望する研修内容
小池 洋子（高崎健康福
祉大学 保健医療学部 看
護学科）, 志村 章江, 
安野 朝子, 大澤 幸枝, 
池田 優子

高崎健康福祉大学紀要
（1347-2259）19号 
Page145-157
（2020.03）

原著論文

2020213110 診療材料費比率の可視化による手術
材料費削減対策の検討

大泉 孝仁（宮城県立が
んセンター 物流管理チ
ーム）, 讃岐 久美子, 
梅田 貴祝, 後藤 孝浩

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
20巻4号 Page199-
204（2020.03）

原著論文

医業経営



2020201408 医業未収金の実態調査について 滝浪 一平（静岡赤十字
病院 医事第1課）

静岡赤十字病院研究報
（0911-9833）39巻1号 
Page42-44（2019.12）

原著論文

2020199643 モンゴルの医療機関の的確なコスト
把握による適切な医療資源の配分

Ariunaa Tseesodroltsoo
（国際医療福祉大学大学
院 医療福祉学研究科 保
健医療学専攻 医療福祉
経営分野 博士課程）

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）25巻
1号 Page77-87
（2020.02）

原著論文

2020195167 適正な持参薬運用の体制構築による
コスト削減　電子カルテに連携する
持参薬システムがない環境での多職
種連携

高橋 由紀（石川記念会
HITO病院 医事・診療情
報部 診療情報管理室）, 
井上 直也

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
20巻3号 Page114-118
（2019.12）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020220352 Pharma PSE Spotlight（第11回）　

経済性評価に基づく注射剤製造プロ
セスのロットサイズ決定

山田 真弘（東京大学大
学院 工学系研究科 化学
システム工学専攻）, 
杉山 弘和

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻5号 
Page871-875
（2020.04）

解説

2020220351 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2回）　製品のラ
イフサイクルマネジメントとCMC
承認申請

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5号 
Page861-869
（2020.04）

解説

2020212084 製薬産業における測定システムの性
能基準（The performance standard 
of assay systems in 
pharmaceutical industry）（英語）

Moriguchi Hiroyuki
（Stem Cell Evaluation 
Technology Research 
Association（SCA））

AATEX: Alternatives to 
Animal Testing and 
EXperimentation
（1344-0411）24巻
Suppl. Page130
（2019.12）

会議録

2020207183 キャリア形成支援:トキシコロジスト
の活躍:キャリアパスのボーダーレ
ス化を知る　製薬企業内での研究か
ら開発へのキャリアパス

谷 吉朗（第一三共 開発
事業部）

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）44巻
Suppl. Page S185
（2019.06）

会議録

2020207007 国内医療用医薬品の市場構造に関す
る考察　Gini coeffi  cient及び
Herfi ndahl-Hirschman Indexを
用いた検討

柴田 翔洋（筑波大学大
学院 ビジネス科学研究
科）, 福本 大悟, 
鈴木 岳之, 尾崎 幸謙

臨床薬理（0388-1601）
50巻Suppl. Page 
S349（2019.11）

会議録

2020206655 医薬品開発・安全対策におけるReal 
World Dataの活用　製薬企業の取
り組み

東郷 香苗（日本製薬工
業協会）, 日本製薬工業
協会医薬品評価委員会
臨床評価部会

臨床薬理（0388-1601）
50巻Suppl. Page 
S154（2019.11）

会議録

医療関連ビジネス



2020201671 【神経変性疾患の治療開発の現状-新
たな戦略構築の基盤をめざして】各
分野の動向　アルツハイマー病　製
薬企業の治療薬開発戦略

岩坪 威（東京大学大学
院 医学系研究科 神経病
理学）

医学のあゆみ（0039-
2359）273巻1号 
Page11-15（2020.04）

解説/特
集

2020201590 がん治療の未来戦略～ソリューショ
ン型開発とプラットフォーム型開発
～　国立がん研究センター柏キャン
パスが目指すPPP戦略

土原 一哉（国立がん研
究センター先端医療開
発センター トランスレ
ーショナルインフォマテ
ィクス分野）

腫瘍内科（1881-6568）
25巻3号 Page356-
360（2020.03）

解説

2020200494 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2回）　
研究成果は誰のものか?　近年にお
ける産学連携の取組み

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3号 
Page164-169
（2020.03）

解説

2020195648 AIは創薬に何をもたらすか-日本の
強みをどう生かすか-　研究開発ス
テージでのAI活用　製薬企業での取
り組み

赤塚 浩之（田辺三菱製
薬 医療政策部 イノベー
ション企画グループ）, 
日本製薬工業協会研究
開発委員会

医療と社会（0916-
9202）29巻3号 
Page403-409
（2019.12）

解説

2020195646 AIは創薬に何をもたらすか-日本の
強みをどう生かすか-　AIが拓く創
薬イノベーション

奥野 恭史（京都大学大
学院 医学研究科）

医療と社会（0916-
9202）29巻3号 
Page384-397
（2019.12）

解説

2020195585【iPS細胞のいま　基盤となるサイエ
ンスと創薬・医療現場への道しる
べ】創薬利用を目的としたiPS細胞
バンクとデータベースの整備

藤本 利夫（武田薬品工
業 湘南ヘルスイノベー
ションパーク）, 
山本 恵司

実験医学（0288-5514）
38巻1号 Page50-55
（2020.01）

解説/特
集

2020190492「薬都とやま」における医薬品研究
開発と県の将来構想

高津 聖志（富山県薬事
総合研究開発センター）

薬理と治療（0386-
3603）47巻8号 
Page1166-1169
（2019.08）

解説


