
医療経済関係研究論文（10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
2020306117 当県における肝炎医療行政の現状と

課題
戸島 洋貴（群馬大学医
学部附属病院 肝疾患セ
ンター）, 下山田 めぐみ, 
櫻井 昇幸, 町田 貴志, 
堀口 昇男, 柿崎 暁, 阿部 
毅彦, 高木 均, 群馬県肝
炎対策協議会

肝臓（0451-4203）61
巻Suppl.1 Page A263
（2020.04）

会議録

2020305283 発汗外来を受診した患者の動向と医
療政策への順応にむけた地域課題

室田 浩之（長崎大学） 西日本皮膚科（0386-
9784）82巻2号 
Page129（2020.04）

会議録

2020304410【看護研究における報告ガイドライ
ン2】看護研究で念頭に置いておき
た い 報 告 ガ イ ド ラ イ ン30　
CHEERS　医療経済評価の報告様
式に関するCHEERS声明

佐々木 美絵（兵庫県立
大学地域ケア開発研究
所 広域ケア開発研究部
門）

看護研究（0022-8370）
53巻2号 Page146-
147（2020.04）

解説/特
集

2020303368 肺炎球菌ワクチン戦略を考える-多
糖体ワクチンと蛋白結合型ワクチン
の特徴と使い分け-　肺炎球菌ワク
チン戦略を考える　医療経済の観点
から

赤沢 学（明治薬科大学） 感染症学雑誌（0387-
5911）94巻臨増 
Page176（2020.03）

会議録



2020302827 危篤状態の成人患者における敗血症
介入の医療経済評価　システマティ
ックレビュー（Health economic 
evaluations of sepsis interventions 
in critically ill adult patients: a 
systematic review）（英語）

Higgins Alisa M.
（Australian and New 
Zealand Intensive Care 
Research Centre, 
Department of 
Epidemiology and 
Preventive Medicine, 
Monash University）, 
Brooker Joanne E., 
Mackie Michael, 
Cooper D.Jamie, Harris 
Anthony H.

Journal of Intensive 
Care（2052-0492）8
巻 Page1 of 11-11 of 
11（2020.01）

原著論文

2020299441【歯科臨床　限りなき未来のために
[I]】（Part 4）保険と歯科医療のゆく
え　歯科医療行政と日本歯科医師会

山崎 数男（日本歯科医
師会）

歯界展望（0011-8702）
別冊歯科臨床 限りなき
未来のためにI 
Page178（1990.04）

会議録/
特集

2020298564 保険制度と医療経済　保険制度下
において病院経営が成立する条件

黒田 幸男（国家公務員
等共済組合連合会）

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）
272号 Page32-37
（1991.02）

解説

2020289390 乳幼児未整復DDH症例に対する
OHT法のホームトラクション導入後
の治療成績と医療経済効果

高橋 大介（北海道大学
大学院 整形）, 浅野 毅, 
清水 智弘, 高橋 要, 
岩崎 倫政

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻3号 
Page S999（2020.03）

会議録

2020289005 大腿骨転移性骨腫瘍に対する腫瘍用
人工骨頭置換術の医療経済学的検
討

鳥越 知明（埼玉医科大
学国際医療センター 骨
軟部組織腫瘍・整形）, 
今西 淳悟, 矢澤 康男, 
門野 夕峰, 税田 和夫

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻3号 
Page S775（2020.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020311471 【神経倫理ハンドブック】筋ジスト

ロフィーなどの遺伝性神経筋疾患に
おける臨床倫理

中島 孝（国立病院機構
新潟病院 脳神経内科）

BRAIN and NERVE: 神
経研究の進歩（1881-
6096）72巻7号 
Page0753-0766
（2020.07）

解説/特
集

2020309965【Neuroscienceの魅力と将来　脳神
経領域の人材育成・臨床教育】脳神
経領域を志す医師のための指南書　
トランスレーショナル・リサーチの
実践

下畑 享良（岐阜大学大
学院 医学系研究科 脳神
経内科学分野）

脳神経外科速報（0917-
1495）30巻7号 
Page705-709
（2020.07）

解説/特
集

2020308531【重症下肢虚血治療のアップデート】
重症下肢虚血への高気圧酸素治療
の適応

高木 元（日本医科大学 
循環器内科）

PEPARS（1349-645X）
162号 Page70-75
（2020.06）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2020308506 費用対効果におけるモデル分析　決
定樹モデルを中心に

石田 真美（京都大学大
学院 医学研究科 社会健
康医学系専攻 予防医療
学分野）

腎臓内科（2435-1903）
11巻6号 Page669-
674（2020.06）

解説

2020308502 臨床研究における費用対効果評価 猪飼 宏（京都府立医科
大学 医療フロンティア
展開学）

腎臓内科（2435-1903）
11巻6号 Page646-
648（2020.06）

解説

2020307966 無菌的処置による歯内療法の費用対
効果分析　歯内療法にはどれほどの
価値があるのか

河野 雅臣（東京医療保
健大学大学院 医療保健
学研究科 医療保健学専
攻 感染制御学分野）, 
福田 治久, 藤久保 美紀, 
佐伯 康弘, 菅原 えりさ, 
木村 哲

日本歯内療法学会雑誌
（1347-8672）41巻2号 
Page91-102
（2020.05）

原著論文

2020307030 内視鏡診断支援ソフトウェアEndo-
BRAINの臨床的有効性および医療
費抑制効果

森 悠一（昭和大学横浜
市北部病院 消化器セン
ター）, 工藤 進英, 
三澤 将史, 武田 健一, 
前田 康晴, 小川 悠史, 
一政 克朗, 若村 邦彦, 
林 武雅, 工藤 豊樹, 
宮地 英行, 馬場 俊之, 
伊東 隼人, 小田 昌宏, 
森 健策

日本大腸検査学会雑誌
（1344-1639）36巻2号 
Page77-82（2020.05）

総説

2020307001 中規模市中病院におけるインフルエ
ンザ対策

山口 統彦（公立学校共
済組合近畿中央病院）, 
上野 一枝, 桑名 良和, 
地守 絢子, 佐々木 信二, 
有田 憲生

兵庫県医師会医学雑誌
（0910-8238）62巻2号 
Page27-31（2020.03）

原著論文

2020306988 介護老人保健施設入所者に対する
病院薬剤師の薬学的介入効果の検
討

大荒 政志（育和会育和
会記念病院 薬剤部）, 
増田 博也, 久岡 清子, 
名徳 倫明

医薬品情報学（1345-
1464）22巻1号 
Page17-23（2020.05）

原著論文

2020306986 医薬品副作用被害救済制度における
HPVワクチンの副作用給付状況に
ついて

長南 謙一（昭和薬科大
学）, 大和 幹枝, 
高木 彰紀, 土肥 弘久

医薬品情報学（1345-
1464）22巻1号 
Page1-6（2020.05）

原著論文

2020306004 C型肝炎診療における今後の課題　
C型肝炎患者に対するウィルス駆除
がもたらすリスク低減効果を定量化
する人工知能モデルの構築

佐藤 雅哉（東京大学医
学部附属病院 検査部）, 
建石 良介, 小池 和彦

肝臓（0451-4203）61
巻Suppl.1 Page A194
（2020.04）

会議録



2020302827 危篤状態の成人患者における敗血症
介入の医療経済評価　システマティ
ックレビュー（Health economic 
evaluations of sepsis interventions 
in critically ill adult patients: a 
systematic review）（英語）

Higgins Alisa M.
（Australian and New 
Zealand Intensive Care 
Research Centre, 
Department of 
Epidemiology and 
Preventive Medicine, 
Monash University）, 
Brooker Joanne E., 
Mackie Michael, 
Cooper D.Jamie, Harris 
Anthony H.

Journal of Intensive 
Care（2052-0492）8
巻 Page1 of 11-11 of 
11（2020.01）

原著論文

2020301973 コントロール不良な日本人重症喘息
患者の有病率、疾病負荷、治療の現
実（Prevalence, disease burden, 
and treatment reality of patients 
with severe, uncontrolled asthma 
in Japan）（英語）

Nagase Hiroyuki
（Division of Respiratory 
Medicine and 
Allergology, Department 
of Medicine, Teikyo 
University School of 
Medicine）, Adachi 
Mitsuru, Matsunaga 
Kazuto, Yoshida 
Atsushi, Okoba 
Tomoko, Hayashi 
Nobuya, Emoto 
Kahaku, Tohda Yuji

Allergology 
International（1323-
8930）69巻1号 
Page53-60（2020.01）

原著論文
/比較研
究

2020301443 握力低下は肝硬変患者の生存不良を
予測する　性層別化解析（Reduced 
handgrip strength is predictive of 
poor survival among patients with 
liver cirrhosis: A sex-stratifi ed 
analysis）（英語）

Hanai Tatsunori
（Department of 
Gastroenterology/
Internal Medicine, Gifu 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Shiraki Makoto, Imai 
Kenji, Suetsugu 
Atsushi, Takai Koji, 
Moriwaki Hisataka, 
Shimizu Masahito

Hepatology Research
（1386-6346）49巻12
号 Page1414-1426
（2019.12）

原著論文
/比較研
究



2020301367 未使用薬品のため行われた処方監査
の特徴および経済効果　薬学的介
入報告の解析（Characteristics and 
Economic Eff ects of Prescription 
Audits Conducted Because of 
Unused Medicines: Analysis of 
Pharmaceutical Intervention 
Records）（英語）

Suzuki Manabu
（Laboratory of 
Pharmacy Practice and 
Social Science, Gifu 
Pharmaceutical 
University）, Ueda 
Yukino, Uno Akane, Kai 
Junko, Kobayashi 
Atsushi, Obara Michiko, 
Namaki Nobuhiro, 
Hayashi Hideki, Tanase 
Tomohiro, Hibino 
Yasushi, Sugiyama 
Tadashi

薬理と治療（0386-
3603）47巻12号 
Page1985-1991
（2019.12）

原著論文
/比較研
究

2020298268 薬剤部長部会研修会講演　クオリテ
ィ・オブ・ライフとくすり

日野原 重明（聖路加国
際病院）

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）
293号 Page22-35
（1992.11）

解説

2020294660【いま求められる周産期生命倫理の
知識】医療資源の配分問題　正義論
の視座から

井上 彰（東京大学大学
院 総合文化研究科 国際
社会科学専攻）

周産期医学（0386-
9881）50巻6号 
Page893-896
（2020.06）

解説/特
集

2020294597 バイオシミラー導入への取り組みと
薬剤費削減効果

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, 
鮫島 浩, 原 博文, 
池田 龍二

ジェネリック研究
（1881-9117）14巻1号 
Page25-33（2020.06）

原著論文
/比較研
究

2020294595 医薬品原薬業界の現状と安定供給等
の課題

富田 純弘（富田製菓） ジェネリック研究
（1881-9117）14巻1号 
Page6-13（2020.06）

総説

2020293443【精神科診療のエビデンス-国内外の
重要ガイドライン解説】（第11章）せ
ん 妄　De l i r i um : p r e v en t i o n , 
diagnosis and management（NICE 
clinical guideline, CG103）

和田 健（広島市立病院
機構広島市立広島市民
病院 精神科）

精神医学（0488-1281）
62巻5号 Page705-
709（2020.05）

解説/特
集

2020290809【消化器悪性腫瘍診療におけるガイ
ドラインの功罪】総論　Quality of 
adjusted life year（QALY）による評
価

莫 秀てい（京都大学 健
康情報学）, 蓋 若えん, 
森 臨太郎

外科（0016-593X）82
巻6号 Page606-610
（2020.05）

解説/特
集

2020290246 費用対効果分析モデルを用いた緑内
障点眼液の薬剤経済性評価の試み

中野 匡（東京慈恵会医
科大学 医学部 眼科学講
座）, 伊藤 義徳, 
柴崎 佳幸

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）124巻4
号 Page330-343
（2020.04）

原著論文
/比較研
究



2020290242 資源は常に有限で希少である　医療
における費用対効果の視点

平塚 義宗（順天堂大学 
医学部 眼科学教室）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）124巻4
号 Page305-306
（2020.04）

コメント

2020289798 年齢層別にみた後方経路腰椎椎体
間固定術の費用対効果分析

藤原 啓恭（国立病院機
構大阪南医療センター 
整形）, 小田 剛紀, 
森口 悠, 牧野 孝洋, 
海渡 貴司

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻3号 
Page S1223
（2020.03）

会議録

2020289580 超高齢社会における骨粗鬆症性椎体
骨折に対するballoon kyphoplasty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, 中村 博亮

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻3号 
Page S1100
（2020.03）

会議録

2020289243 血友病患者に対する関節鏡視下滑
膜切除術の臨床的・経済的効果

大橋 優子（聖マリアン
ナ医科大学 整形）, 
植原 健二, 平野 貴章, 
秋山 唯, 仁木 久照, 
新井 猛, 長江 千愛

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻3号 
Page S913（2020.03）

会議録/
症例報告

2020289194 診断精度、合併症、費用対効果から
みた骨腫瘍に対する切開生検と針生
検の比較　系統的考察とメタ分析
（Open biopsy versus core needle 
biopsy of bone tumor in diagnostic 
accuracy, complications, and 
cost-eff ectiveness: A systematic 
review and meta-analysis）（英語）

Nishisho Toshihiko
（Dept. of Orthop. Surg., 
Tokushima Univ. 
Graduate School）, 
Numoto Kunihiko, 
Sairyo Koichi, Tsuchiya 
Kazuaki

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻3号 
Page S884（2020.03）

会議録

2020288127 チロシンキナーゼ阻害薬の中止を前
提とした慢性骨髄性白血病の治療に
関する費用対効果分析

山本 千裕（自治医科大
学 血液科）, 蘆澤 正弘, 
畑野 かおる, 佐藤 一也, 
翁 家国, 藤原 慎一郎, 
大嶺 謙, 神田 善伸

日本内科学会雑誌
（0021-5384）109巻
Suppl. Page178
（2020.02）

会議録

2020288043 膵がんハイリスク者の膵がん検診に
おける腹部超音波検査の費用効果分
析

小和田 暁子（北里大学 
大学院 医療系研究科）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）109巻
Suppl. Page157
（2020.02）

会議録

2020287633 訪問看護に関し訪問頻度および患者
のQOLを基準とした品質分析および
費用効果分析　予備研究（Quality 
and cost-eff ectiveness analyses of 
home-visit nursing based on the 
frequency of nursing care visits 
and patients' quality of life: A pilot 
study）（英語）

Otsuki Naoko（Graduate 
School of Medicine, 
Osaka University）, 
Fukui Sakiko, Nakatani 
Eiji

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）20巻1号 
Page36-41（2020.01）

原著論文
/比較研
究



2020287483（保育園）学校欠席サーベイランス
システムの費用効果分析（Cost-
eff ectiveness analysis of （Nursery） 
School Absenteeism Surveillance 
System）（英語）

Kurita Junko（Center 
for Medical Sciences 
School of Health 
Sciences, Ibaraki 
Prefectural University 
of Health Sciences）, 
Sugawara Tamie, 
Matsumoto Kayo, 
Ohkusa Yasushi

Pediatrics International
（1328-8067）61巻12
号 Page1257-1260
（2019.12）

原著論文

2020282132 乳牛用の雌仔牛を生産するための性
別産み分け方法4種の費用と効果に
ついての比較評価（Comparative 
evaluation of the cost and 
effi  ciency of four types of sexing 
methods for the production of dairy 
female calves）（英語）

Obuchi Tomoko
（Department of Applied 
Life Science, Nippon 
Veterinary and Life 
Science University）, 
Osada Masahiro, 
Ozawa Takeyuki, 
Nakagawa Hiroshi, 
Hayashi Michiko, 
Akiyama Kiyoshi, 
Sakagami Nobutada, 
Miura Ryotaro, Geshi 
Masaya, Ushijima 
Hitoshi

The Journal of 
Reproduction and 
Development（0916-
8818）65巻4号 
Page345-352
（2019.08）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020293316 在宅高齢者の主観的健康感及び医

療費に関連する要因の分析
松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

日本ヘルスサポート学
会年報（2188-2924）5
巻 Page9-19
（2020.05）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020299599 トータルヘルスへの新しい展開　健

康への医療制度　施設から地域への
展開

篠崎 英夫（厚生省保健
医療局 精神保健課）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
48回I Page93
（1989.10）

会議録

2020299598 トータルヘルスへの新しい展開　健
康への医療制度　わが国のHealth 
for all　看護の立場から

清水 嘉与子（日本看護
協会）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
48回I Page92
（1989.10）

会議録

医療費

医療保障制度



2020299597 トータルヘルスへの新しい展開　健
康への医療制度　アメリカの医療の
苦悩

岡本 祐三（阪南中央病
院 内科）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
48回I Page91
（1989.10）

会議録

2020299596 トータルヘルスへの新しい展開　健
康への医療制度　イギリスにおける
保健と医療の統合

池上 直己（慶応義塾大
学 医学部 病院管理学）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
48回I Page90
（1989.10）

会議録

2020299439【歯科臨床　限りなき未来のために
[I]】（Part 4）保険と歯科医療のゆく
え　医療制度と高齢化社会

石本 忠義（日本大学 法
学部）

歯界展望（0011-8702）
別冊歯科臨床 限りなき
未来のためにI 
Page165-169
（1990.04）

解説/特
集

2020298561 健康保険組合からみた医療保険制度 八木 哲夫（健康保険組
合連合会）

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）
271号 Page36-45
（1991.01）

解説

2020292469【手続き・必要書類・連携先・給付
額…よくわかる社会保障制度2020】
医療保険　早わかり掲示板

福島 敏之（総合社会保
障研究所）

ケアマネジャー22巻6
号 Page22-25
（2020.05）

解説/特
集

2020287979 激変!どうなる医療制度改革、今後
の課題と対応策　先月の医療・介護
情報を速読する（第48回）　2020年
4月診療報酬改定を迎えて「入院料
の実績評価影響はどうなる」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻3号 
Page39-41（2020.03）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020308056 2018年度診療報酬改定をうけた緩

和ケア病棟の変化
武藤 直美（名古屋第一
赤十字病院 緩和ケアセ
ンター）, 平野 美枝子, 
小田 裕美, 辻村 優香, 
河合 奈津子, 湯浅 典博

ホスピスケアと在宅ケ
ア（1341-8688）28巻
1号 Page73-80
（2020.05）

原著論文

2020286365 薬価引き下げ年度の棚卸し価額の扱
い

松田 紘一郎 日本医事新報（0385-
9215）3668号 
Page144（1994.08）

Q&A

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020310850 核酸医薬品の創出に向けた産官学の

取り組み（第9回）　オリゴ核酸の合
成と国内の製造施設について

南海 浩一（味の素バイ
オファーマサービス ジ
ーンデザイン研究開発
部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻9号 
Page1563-1573
（2020.07）

解説

診療報酬・薬価

医療関連ビジネス



2020310846 封じ込め設備の運用に関するいくつ
かの話題　PIC/S査察官用備忘録お
よびUSP<800>の視点から（第4回）

島 一己（ファルマハイ
ジーンサポート）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻9号 
Page1531-1538
（2020.07）

解説

2020310842 科学とリスクに基づくクリーニング
バリデーション（第2回）　ASTM 
E3106「科学およびリスクベースの
クリーニングプロセスの開発とバリ
デーションに関するスタンダードガ
イド」の概要

Walsh Andrew（Center 
f o r Pha rmaceu t ica l 
Cleaning Innovation）, 
白木澤 治

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻9号 
Page1497-1507
（2020.07）

解説

2020309965【Neuroscienceの魅力と将来　脳神
経領域の人材育成・臨床教育】脳神
経領域を志す医師のための指南書　
トランスレーショナル・リサーチの
実践

下畑 享良（岐阜大学大
学院 医学系研究科 脳神
経内科学分野）

脳神経外科速報（0917-
1495）30巻7号 
Page705-709
（2020.07）

解説/特
集

2020303433 AMR Alliance Japanシンポジウム
今、私たちに求められる行動"　企
業の立場から"

澤田 拓子（塩野義製薬） 感染症学雑誌（0387-
5911）94巻臨増 
Page211-212
（2020.03）

会議録

2020303432 AMR Alliance Japanシンポジウム
今、私たちに求められる行動"　薬
剤耐性（AMR）対策に関する日本製
薬工業協会の取組み"

俵木 保典（日本製薬工
業協会）

感染症学雑誌（0387-
5911）94巻臨増 
Page211（2020.03）

会議録

2020303428 創薬促進-世界の動向、日本の戦略-　
AMR創薬促進につながる新しいビ
ジネスモデルの構築　Pull型インセ
ンティブを含めて

有吉 祐亮（日本製薬工
業協会 国際委員会グロ
ーバルヘルス部会）

感染症学雑誌（0387-
5911）94巻臨増 
Page208-209
（2020.03）

会議録

2020301295 グローバル・ヘルスにおけるG20経
済の役割（The role of the G20 
economies in global health）（英語）

Akashi Hidechika
（Bureau of International 
Health Cooperation, 
National Center for 
Global Health and 
Medicine）, Ishizuka 
Aya, Lee Sangnim, Irie 
Mariko, Oketani Hiroko, 
Akashi Rumiko

Global Health & 
Medicine（2434-9186）
1巻1号 Page11-15
（2019.10）

解説

2020297874 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3回）　
医薬品産業と知的財産権制度

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6-7
号 Page310-316
（2020.07）

総説

2020297585 国際共同研究における研究倫理の新
潮流　国際共同健康関連研究に関す
る倫理の過去、現在、未来　ユニバ
ーサル・ヘルスケア・アクセスに向
けて

Greco Dirceu（Minas 
Gerais連邦大学 感染症
学・ 生 命 倫 理 学 ）, 
UNESCO国際生命倫理
委員会

臨床評価（0300-3051）
48巻1号 Page35-
59,W29-W53
（2020.06）

解説



2020297502 NHOにおける臨床研究法の取り組
みについて　NHOにおける臨床研
究法の取り組みについて　認定臨床
研究審査委員会の委員長の立場から

金村 米博（国立病院機
構大阪医療センター 臨
床研究センター 先進医
療研究開発部）

医療（0021-1699）74
巻6号 Page283-287
（2020.06）

解説

2020295814【すべてがわかる口腔内崩壊錠ハン
ドブック-製剤技術・装置・添加剤
編-】口腔内崩壊錠をデザインする造
粒・コーティング装置

鵜野澤 一臣（フロイン
ト産業）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻3号 
Page424-428
（2020.02）

解説/特
集


