
医療経済関係研究論文（11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
2020349383 内視鏡テクノロジー最新事情[Part 

1]　ここまで進んでいる内視鏡技術
最前線　最新内視鏡技術が向上さ
せたもの　診断精度、安全性、医療
経済効果の視座から

伊藤 透（金沢医科大学
附属病院）, 田尻 久雄

新医療（0910-7991）
47巻9号 Page108-112
（2020.09）

解説

2020348829 機能的虚血評価の医療経済学的イン
パクト

田倉 智之（東京大学） ニュータウンカンファ
レンス: 心臓核医学
（0910-2221）45巻 
Page7（2020.07）

会議録

2020348119 SCENE　フォーミュラリが貢献す
る医療経済

百 賢二（昭和大学 統括
薬剤部）, 佐々木 忠徳

SRL宝函（0912-0912）
41巻2号 Page45-47
（2020.07）

解説

2020347005【指定難病の振り分け】総論　指定
難病の振り分け　難病制度の現状と
医療経済

北川 泰久（東海大学） Vita（0915-1028）37
巻2号 Page20-26
（2020.04）

解説/特
集

2020345752 医薬品経口栄養補助を用いた栄養療
法の医療経済効果と価値

橋詰 直樹（久留米大学 
外科学講座 小児外科部
門）, 田中 芳明, 八木 実

Progress in Medicine
（0287-3648）40巻6号 
Page621-628
（2020.06）

総説

2020345186 造血器悪性腫瘍の治療進歩と医療
経済2020　孫子の代まで日本式皆
保険を維持するために　慢性骨髄性
白血病と多発性骨髄腫を例にとって

鈴木 憲史（日本赤十字
社医療センター 骨髄腫・
アイロイドーシスセンタ
ー）

臨床血液（0485-1439）
61巻6号 Page587-
597（2020.06）

総説

2020343597【医師にとっての「地域包括ケア」疑
問・トラブル解決Q&A60】（第2章）
プライマリ・ケア医と地域包括ケア　
（Q28）「地域包括ケア」は医療計画
や介護保険計画などの医療政策とど
う関係するの?

草場 鉄周（北海道家庭
医療学センター）

jmed mook67号 
Page80-81（2020.04）

Q&A/特
集



2020341891 循環領域における医療経済の最近の
傾向　社会経済的背景と研究課題
（Current Trends in Medical 
Economics in the Circulatory Field: 
Socioeconomics Background and 
Research Issue）（英語）

Takura Tomoyuki
（Department of 
Healthcare Economics 
and Health Policy, 
Graduate School of 
Medicine, The 
University of Tokyo）

Circulation Reports
（2434-0790）1巻8号 
Page342-346
（2019.08）

解説

2020336815 人と健康　公衆衛生学と医療経済学
の接点をめぐって

三木 毅（旭川大学） 日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
47回I Page92-94
（1988.08）

解説

2020333945 熱傷と医療経済について 高柳 和江（日本医科大
学 医療管理）, 
北川 恒美, 山川 久仁子

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
57回 Page443
（1998.10）

会議録

2020333658 高血圧の疫学と医療経済学的分析 坂巻 弘之（慶応義塾大
学 医学部）, 上島 弘嗣, 
長谷川 敏彦

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
57回 Page288
（1998.10）

会議録

2020332315 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（下）

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2790号 
Page24-34（2020.07）

解説

2020323208 夜間救急外来における院外処方の在
り方に関する医療経済学的検討

寺井 大輝（福岡大学 薬）, 
大石 学, 村田 雄介, 
江川 孝, 遠城寺 宗近

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page28P-pm205
（2020.03）

会議録

2020319184 行政と医療の現場をつなぐ　医療行
政に関わってみませんか?

西嶋 康浩（厚生労働省
大臣官房 厚生科学課医
療イノベーション企画
官）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）130巻5
号 Page1135
（2020.05）

会議録

2020317778 小児医療政策が地域社会経済に及
ぼす影響に関する研究

伊藤 秀一（横浜市立大
学大学院 医学研究科 発
生成育小児医療学）, 
松村 眞吾, 黒木 淳

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）124巻2
号 Page247（2020.02）

会議録

2020315643 医療経済-病院の赤字問題を考える　
高度医療と健全な病院経営

余語 弘（小牧市民病院） 新潟市民病院医誌
（0389-1453）14巻補
冊 Page68-75
（1994.04）

解説

2020315642 医療経済-病院の赤字問題を考える　
新潟市民病院の経営状況を考える　
現状の背景分析と対策

小田 良彦（新潟市民病
院 小児科）

新潟市民病院医誌
（0389-1453）14巻補
冊 Page63-67
（1994.04）

解説



2020315641 医療経済-病院の赤字問題を考える　
新潟市民病院の経営状況を考える　
市民病院の財政状況の推移

渡辺 史朗（新潟市民病
院 総務課）

新潟市民病院医誌
（0389-1453）14巻補
冊 Page61-62
（1994.04）

会議録

2020315626 医療行政の現状と展望 長谷川 慧重（厚生省健
康政策局）

福岡県医報（0285-
3418）1176号 
Page15-35（1991.02）

解説

2020312714 医療政策を分析する視点・方法論に
ついて

二木 立（日本福祉大学） 社会医学研究（0910-
9919）9号 Page97-
102（1990.05）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020349427 お薬を知るための「言葉」（第8回）　

ポリファーマシー（2）Search
宍戸 可成子（東北医科
薬科大学病院 薬剤部）

さかえ: 月刊糖尿病ライ
フ60巻9号 Page23
（2020.09）

解説

2020349304 医療機器をめぐる現状と展望　医療
機器を介した更なるイノベーション
の実現に向けて　具体的な指標から
エコシステムを再考する

佐藤 智晶（青山学院大
学 法学部法学科）, 
大西 昭郎

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）51巻8号 
Page395-402
（2020.08）

解説

2020348829 機能的虚血評価の医療経済学的イン
パクト

田倉 智之（東京大学） ニュータウンカンファ
レンス: 心臓核医学
（0910-2221）45巻 
Page7（2020.07）

会議録

2020348695 フォーミュラリー道場　医薬品の適
正使用を目指して　フォーミュラリ
ーとは?

安藤 正純（戸塚共立第
二病院 薬剤科）, 
金井 紀仁

薬局（0044-0035）71
巻9号 Page3013-
3020（2020.08）

解説

2020347369 診療ガイドラインにおけるFDG-
PET推奨度解説（第8回）　乳癌の術
前全身検索

立石 宇貴秀（東京医科
歯科大学 放射線診断
科）

臨床放射線（0009-
9252）65巻7号 
Page693-696
（2020.07）

解説

2020347344【微生物検査の最新機器と日常検査
への導入効果】MALDIバイオタイパ
ーの導入と費用対効果

大城 健哉（那覇市立病
院 医療技術部）, 
宮城 ちひろ, 
平良 ひかり

臨床と微生物（0910-
7029）47巻4号 
Page291-295
（2020.07）

解説/特
集

2020345906 姑息的脊椎手術治療の抗がん剤治
療復帰への貢献度

岩田 玲（北海道大学大
学院 医学研究院 転移性
骨腫瘍予防治療学分野）, 
高畑 雅彦, 山田 勝久, 
遠藤 努, 太田 昌博, 
須藤 英毅, 岩崎 倫政

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）94巻6号 
Page S1389
（2020.07）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2020345755 バイオシミラーおよび医療費に関す
る患者意識調査

田島 健太郎（ファイザ
ー オンコロジー部門 メ
ディカル・アフェアーズ
部）, 松本 亜美

Progress in Medicine
（0287-3648）40巻6号 
Page651-660
（2020.06）

原著論文

2020345752 医薬品経口栄養補助を用いた栄養療
法の医療経済効果と価値

橋詰 直樹（久留米大学 
外科学講座 小児外科部
門）, 田中 芳明, 八木 実

Progress in Medicine
（0287-3648）40巻6号 
Page621-628
（2020.06）

総説

2020345483 透析室の清拭・消毒の見直しと費用
の検証

田原 恒（原三信病院 腎
臓病センター）, 
谷合 啓明, 品川 智子

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）53巻6号 
Page323-327
（2020.06）

原著論文

2020345186 造血器悪性腫瘍の治療進歩と医療
経済2020　孫子の代まで日本式皆
保険を維持するために　慢性骨髄性
白血病と多発性骨髄腫を例にとって

鈴木 憲史（日本赤十字
社医療センター 骨髄腫・
アイロイドーシスセンタ
ー）

臨床血液（0485-1439）
61巻6号 Page587-
597（2020.06）

総説

2020344249 日本における医療の費用効果分析・
費用便益分析の実態　36年間の推
移

弘田 義人（京都大学大
学院 医学研究科 医療経
済学分野）, 六車 耕平, 
今中 雄一

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻1号 Page11-19
（2020.01）

原著論文

2020344029 再発・難治性びまん性大細胞型B細
胞リンパ腫に対するCAR-T細胞療法
の費用対効果評価

鈴木 達也（国立がん研
究センター中央病院 血
液腫瘍科）

血液内科（2185-582X）
80巻5号 Page724-
729（2020.05）

解説

2020343928 センチネルリンパ節微小転移を有す
るHER2陽性乳癌の術後治療にペル
ツズマブは必要か　「不要である」
とする立場から

木澤 莉香（国家公務員
共済組合連合会虎の門
病院 臨床腫瘍科）, 
尾崎 由記範

Cancer Board of the 
Breast（2189-356X）6
巻1号 Page44-49
（2020.05）

解説

2020343370 編集部へのレター「Dr.Peng Chen
による『mFOLFIRINOX治療を行っ
た進行膵癌患者における二次予防
PEG化G-CSFの臨床的安全性と有
効性　単一施設で行った後向き研
究』に対する返信」への回答
（Response to the Letter to the 
Editor 'Reply to Clinical Safety and 
Effi  cacy of Secondary Prophylactic 
Pegylated G-CSF in Advanced 
Pancreatic Cancer Patients 
Treated with mFOLFIRINOX: A 
Single-center Retrospective Study" 
by Dr. Peng Chen'）（英語）"

Yamao Kentaro
（Department of 
Gastroenterology and 
Hepatology, Kindai 
University Hospital, 
Faculty of Medicine）, 
Watanabe Tomohiro, 
Kudo Masatoshi

Internal Medicine
（0918-2918）59巻6号 
Page879（2020.03）

レター



2020342192 日本とドイツにおける口腔健康とそ
の費用効率性に関する比較（A 
Comparison of Oral Health in 
Japan and Germany and Its Cost 
Effi  ciency）（英語）

Kocher Thomas
（Department for 
Conservative Dentistry, 
Periodontology, 
Endodontology, 
Pedodontics and 
Preventive Dentistry, 
School of Dentistry, 
University Medicine 
Greifswald）, Iwasaki 
Masanori, Yoshihara 
Akihiro, Hoshino 
Takashi

老年歯科医学（0914-
3866）34巻3号 
Page342-353
（2019.12）

原著論文
/比較研
究

2020340781 薬の経済的評価　効果と効率から見
た薬の社会的利益

久繁 哲徳（徳島大学 医
学部 衛生学講座）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）116年会
4号 Page321
（1996.03）

会議録

2020339044【在宅医療・介護をささえる施設づ
くり】特養に続き老健施設を開設

上野 実（ひまわり福祉
会）

民医連医療（0285-
2241）242号 Page32-
33（1992.09）

解説/特
集

2020336983 乳がん集団検診の費用効果分析 大久保 一郎（厚生省保
険局医療課）, 
Glick Henry, 
Eisenberg John M.

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
49回II Page284
（1990.10）

会議録

2020333886 運動療法の高血圧に対する治療的有
効性と経済性の検討

原田 亜紀子（東京大学 
大学院・医学系研究科・
健康増進科学）, 
川久保 清, 李 廷秀

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
57回 Page407
（1998.10）

会議録

2020333380 集団検診の評価　富山県下の某職
域における直接撮影法を用いた胃が
ん検診の費用効果分析

石田 雅朗（金沢医科大
学 衛生学）, 石崎 昌夫, 
本多 隆文, 釣谷 伊希子, 
中石 仁, 登坂 由香, 
山田 裕一

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
57回 Page131
（1998.10）

会議録

2020332737【介護ロボット　現場とのミスマッ
チ"はなぜ起こるのか?導入・活用　
8つのポイント】介護ロボット導入
のポイント"

福 辺 節 子（ 日 新 会
Natural being）

おはよう2131巻10号 
Page12-17（2020.08）

解説/特
集

2020332148 単回使用気管支ファイバースコープ
Ambu aScope 4ブロンコ

山下 淳（労働者健康安
全機構大阪労災病院 麻
酔科）, 桂 ナリ, 水谷 光

臨床麻酔（0387-3668）
44巻7号 Page985-
987（2020.07）

解説

2020331888 レジストリ支援の効果 永原 弓子（浜松赤十字
病院 企画課）, 
柴田 めぐみ, 伊藤 学

浜松赤十字病院医学雑
誌（1345-3939）14巻
1号 Page25（2020.05）

会議録



2020331633 肺炎球菌感染症に対する現行ワクチ
ンの特徴と次世代ワクチンの開発

佐藤 光（東北大学大学
院 医学系研究科 感染制
御インテリジェンスネッ
トワーク寄附講座）, 
石井 恵子, 川上 和義

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻4号 
Page518-531
（2020.07）

総説

2020329312 乳癌転移・再発の診断契機と予後お
よびQALYs（quality adjusted life 
years; 質調整生存年）の関連

山之内 孝彰（国立病院
長崎医療センター 外科）, 
前田 茂人, 野田 恵佑, 
山下 万平, 平山 昂仙, 
小林 慎一朗, 北里 周, 
徳永 隆幸, 竹下 浩明, 
黒木 保

日本外科学会定期学術
集会抄録集120回 Page 
SF-059-2（2020.08）

会議録

2020327314【どこからが体罰か●体罰等によら
ない子育て推進における母子保健の
役割】幼少期の逆境体験と生涯にわ
たる健康

伊角 彩（東京医科歯科
大学 国際健康推進医学
分野）

地域保健（2424-0826）
51巻4号 Page44-49
（2020.07）

解説/特
集

2020324825 医療の経営パフォーマンスと医療資
源の生産性について

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学講座）

医療機器学（1882-
4978）90巻2号 
Page90-91（2020.04）

会議録

2020322563 注射用抗がん薬バイアルの複数回使
用による残液廃棄削減のシミュレー
ション

齊藤 達也（相模原病院 
薬）, 高橋 郷, 中島 研, 
田畑 信悟, 佐野 宏賢, 
瀬川 誠, 澤井 孝夫

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page27Q-am169
（2020.03）

会議録

2020321550（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） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page CS02（2020.03）

会議録

2020321217 日本とフランスにおける薬剤使用に
関する比較調査

山田 治美（国際医療福
祉大学 薬）, 加藤 芳徳, 
平尾 卓也

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page26Q-pm061
（2020.03）

会議録

2020321212 持参薬および入院・退院処方の調
整・整理による薬剤費用削減への取
り込み

斎藤 碧（金沢医科大学
氷見市民病院 薬剤部）, 
加藤 貴子, 山下 徹, 
高橋 委紀子, 西田 紗妃, 
高野 由美子

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page26Q-pm056
（2020.03）

会議録

2020320619 バイオシミラーの課題と将来展望 米澤 淳（京都大学医学
部附属病院 薬）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page LS07（2020.03）

会議録

2020320535 日本の医薬品産業が今後世界をリー
ドするためにはどうすべきか　薬価
制度・費用対効果評価の今後の方向
性から見た国内の製薬産業の将来像

中村 洋（慶応義塾大学 
院経営管理）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page S13-4（2020.03）

会議録



2020319334 本邦におけるアトピー性皮膚炎に関
する疾病費用の推計

室田 浩之（長崎大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 皮膚病態学分野）, 
井上 幸恵, 吉田 憲史, 
石本 敦

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）130巻5
号 Page1185
（2020.05）

会議録

2020317230 関節リウマチの大規模観察コホート
研究IORRA　今日の治療選択肢の
背景に関する知見（A large 
observational cohort study of 
rheumatoid arthritis, IORRA: 
Providing context for today's 
treatment options）（英語）

Yamanaka Hisashi
（Institute of 
Rheumatology, Tokyo 
Women's Medical 
University）, Tanaka 
Eiichi, Nakajima Ayako, 
Furuya Takefumi, Ikari 
Katsunori, Taniguchi 
Atsuo, Inoue Eisuke, 
Harigai Masayoshi

Modern Rheumatology
（1439-7595）30巻1号 
Page1-6（2020.01）

総説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020345755 バイオシミラーおよび医療費に関す

る患者意識調査
田島 健太郎（ファイザ
ー オンコロジー部門 メ
ディカル・アフェアーズ
部）, 松本 亜美

Progress in Medicine
（0287-3648）40巻6号 
Page651-660
（2020.06）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020349582【すぐに使える!外国人患者受け入れ

マニュアル　すべての患者が安心で
きる病院づくりの工夫】（Part 5）事
例から学ぶ!外国人患者対応のノウ
ハウ　（Episode 1）医療制度の違い
による未収金を防ぐために

二見 茜（東京医科歯科
大学医学部附属病院 総
合診療科）

看護展望（0385-549X）
45巻11号 Page130-
131（2020.09）

解説/特
集

2020348355 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51回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて　「自立
支援・重度化防止推進の評価とは」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻8号 
Page37-39（2020.08）

解説

2020347010 川渕孝一の「メディカル・フロンテ
ィア」（第52回）　医系大学と大学病
院の現状と課題　大学病院を「教育
病院」と位置づける医療制度を

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）, 明石 勝也

Vita（0915-1028）37
巻2号 Page57-73
（2020.04）

座談会

医療費

医療保障制度

2020344316 やりなおし!　医療制度基本のき（第
6回）　交通事故診療

山下 仁司（慶仁会やま
した整形外科）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻6号 
Page732-733
（2020.06）

解説



2020342204 新たに医療保険に導入された口腔機
能低下症の検査・管理の実施状況　
実施件数、必要時間および問題点

佐藤 裕二（昭和大学 歯
学部 高齢者歯科学講
座）, 北川 昇, 七田 俊晴, 
畑中 幸子, 内田 淑喜

老年歯科医学（0914-
3866）34巻3号 
Page415-421
（2019.12）

原著論文

2020339050「アメニティ」論を批判する　公的
医療保障の拡大によってこそ患者の
生存権が守られ患者本位の医療が発
展する

山田 駒平（全日本民医
連 診療報酬闘争本部）

民医連医療（0285-
2241）242号 Page59-
71（1992.09）

解説

2020339039 臨調「行革」下の医療保障政策　日
本経済の動向と財政政策との関連で

河野 すみ子（医療福祉
問題研究会）

民医連医療（0285-
2241）241号 Page64-
74（1992.08）

解説

2020337610 医療保険の規模と効率性に関する分
析

小林 廉毅（帝京大学 医・
公衆衛生）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
51回 Page81
（1992.10）

会議録

2020337538 外国人労働者の医療保障 中村 尚司（龍谷大学 経
済学部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
51回 Page4（1992.10）

会議録

2020331464 やりなおし!　医療制度基本のき（第
7回）　学校保健　運動器健診の進
めかた

森山 正敏（正慈会森山
整形外科）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻7号 
Page846-849
（2020.07）

解説

2020326650 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50回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて　「新型
コロナ対策の継続と影響はどうな
る」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻7号 
Page37-39（2020.07）

解説

2020319200 皮膚科医が知っておくべき医療制度
と倫理　学会発表・講演における個
人情報の配慮

佐山 浩二（愛媛大学大
学院 医学系研究科 皮膚
科学）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）130巻5
号 Page1143
（2020.05）

会議録

2020319199 皮膚科医が知っておくべき医療制度
と倫理　研究に関する法律と指針

古田 淳一（筑波大学 医
学医療系医療情報マネ
ジメント学）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）130巻5
号 Page1143
（2020.05）

会議録

2020319198 皮膚科医が知っておくべき医療制度
と倫理　皮膚科領域の新薬開発の
現状

吉崎 麻子（医薬品医療
機器総合機構）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）130巻5
号 Page1143
（2020.05）

会議録

2020319197 皮膚科医が知っておくべき医療制度
と倫理　保険医として知っておきた
い知識

五十嵐 敦之（NTT東日
本関東病院 皮膚科）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）130巻5
号 Page1143
（2020.05）

会議録



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020348764 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35回）　令
和2年度薬価交渉本番に向けて

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻11号 Page2231-
2233（2020.08）

解説

2020343164 日本における呼吸不全に対する体外
式膜型人工肺の疫学と
volume-outcome relationship　
全国の診療報酬データベースを用い
た後ろ向き観察研究（Epidemiology 
and volume-outcome relationship 
of extracorporeal membrane 
oxygenation for respiratory failure 
in Japan: A retrospective 
observational study using a 
national administrative database）
（英語）

Muguruma Kohei
（Department of 
Healthcare Economics 
and Quality 
Management, Graduate 
School of Medicine, 
Kyoto University）, 
Kunisawa Susumu, 
Fushimi Kiyohide, 
Imanaka Yuichi

Acute Medicine & 
Surgery（2052-8817）
7巻1号 Page1 of 8-8 
of 8（2020.02）

原著論文
/比較研
究

2020339015【診療報酬改定の意味・影響・対応】
診療報酬改定・徹底分析　いままで
と違う今回の薬価改定

田中 秀明（大森薬局） 民医連医療（0285-
2241）239号 Page34-
40（1992.06）

解説/特
集

2020338989【経営改善を実現するために　各地
の活動と経営問題を学ぶ】経営改善
の活動　健生病院の病棟別・科別
損益計算書　職員の原価意識と経
営参加の場を広げるため具体化

遠藤 喜志雄（健生病院） 民医連医療（0285-
2241）223号 Page62-
67（1991.02）

解説/特
集

2020326174 小児専門訪問看護ステーションの管
理者がとらえた診療報酬上の課題と
経営上の工夫

岡田 摩理, 泊 祐子, 
遠渡 絹代, 市川 百香里, 
部谷 知佐恵, 
赤羽根 章子, 叶谷 由佳, 
濱田 裕子, 将来構想委
員会看護保険連合ワー
キング障害児プロジェ
クト

日本看護研究学会雑誌
（0285-9262）43巻2号 
Page221-229
（2020.06）

原著論文

2020320535 日本の医薬品産業が今後世界をリー
ドするためにはどうすべきか　薬価
制度・費用対効果評価の今後の方向
性から見た国内の製薬産業の将来像

中村 洋（慶応義塾大学 
院経営管理）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page S13-4（2020.03）

会議録

2020311922 検証　40年ぶりの薬価算定方式変
更　中医協薬価専門部会建議の背
景と今後

松尾 紀幸（薬事時報社 
編集局）

大阪府医師会報（0285-
0974）255号 Page3-
15（1991.07）

解説



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020341942 診療情報管理士の業務と病院経営

貢献に関する一考察
平岡 紀代美（国立病院
機構姫路医療センター 
企画課）

姫路医療センター紀要
（1880-5000）16巻 
Page15-17（2019.12）

原著論文

2020341941 重症度、医療・看護必要度及び急性
期7:1維持のための多職種連携活動
報告

平岡 紀代美（国立病院
機構姫路医療センター 
企画課）

姫路医療センター紀要
（1880-5000）16巻 
Page13-14（2019.12）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020349304 医療機器をめぐる現状と展望　医療

機器を介した更なるイノベーション
の実現に向けて　具体的な指標から
エコシステムを再考する

佐藤 智晶（青山学院大
学 法学部法学科）, 
大西 昭郎

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）51巻8号 
Page395-402
（2020.08）

解説

2020349056【肝炎:過去・現在・未来】B型肝炎　
ワクチンの開発と導入の歴史

小松 陽樹（東邦大学医
療センター佐倉病院 小
児科）

臨床とウイルス（0303-
8092）48巻2号 
Page123-134
（2020.07）

解説/特
集

2020347712 日本における小児用経口製剤の開発
に向けた条件と方策

石川 洋一（明治薬科大
学 小児医薬品評価学研
究室）

明治薬科大学研究紀要
（0543-3975）49号 
Page21-32（2020.07）

総説

2020340810 製薬会社における安全性評価のため
のデータベース活用法

羽田 幸代（塩野義製薬 
医薬研究開発本部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）116年会
4号 Page347
（1996.03）

会議録

2020340780 薬剤の経済的貢献と製薬産業の課題 田口 貞夫（中外製薬） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）116年会
4号 Page320
（1996.03）

会議録

2020340760 近代日本医薬品産業の発展（その
11）　製薬企業のいわゆるプロパー
からMRへ

竹原 潤（日本薬史学会）, 
山田 久雄, 山田 光男

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）116年会
4号 Page312
（1996.03）

会議録

2020333304【AIが切り拓く未来の医療】AI技術
の創薬への応用　人工知能（AI）を
用いた創薬プロセスの加速における
データの重要性

渡邉 怜子（医薬基盤・
健康・栄養研究所 AI健
康・医薬研究センター
バイオインフォマティク
スプロジェクト）, 
水口 賢司

医学のあゆみ（0039-
2359）274巻9号 
Page838-842
（2020.08）

解説/特
集

医業経営

医療関連ビジネス



2020332986 産業と行政　バイオ戦略2019を踏
まえた戦略実装としてのロードマッ
プ策定

井出 寛子（アステラス
製薬 研究本部リサーチ
ポートフォリオ部未来
研究設計グループ）, 
増田 宏之, 坂元 雄二, 
JABEXワーキンググル
ープ

バイオサイエンスとイ
ンダストリー（0914-
8981）78巻4号 
Page340-345
（2020.07）

解説

2020331632 抗菌薬の安定供給に向けて　全国ア
ンケート結果

中浜 力（中浜医院） 日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻4号 
Page510-517
（2020.07）

総説

2020331631 日本発の抗菌薬開発の歴史と今後の
展望について

平井 敬二（杏林製薬） 日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻4号 
Page499-509
（2020.07）

総説

2020326881 創薬シリーズ　創薬研究の新潮流　
医薬品開発における探索安全性評価
の戦略

岡田 晃宜（アステラス
製薬 研究本部研究企画
部）

日本薬理学雑誌（0015-
5691）155巻4号 
Page248-252
（2020.07）

解説

2020321502 我が国における小児用製剤開発促進
に向けて-医療現場における課題な
らびに国際調和への対応-　製薬企
業における小児用製剤開発

高江 誓詞（アステラス
製薬製剤研究所）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page S23-4（2020.03）

会議録

2020321439 抗がん剤開発における企業間取引の
効果に関する検討

ジュリアン 亜里紗（立
命館大学 テクノロジー・
マネジメント研究科）, 
牧野 智宏, 林 永周, 
仙石 慎太郎, 児玉 耕太

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page26Q-pm143S
（2020.03）

会議録

2020320835 製薬産業の国際化に関する展望（A 
perspective of globalization in the 
pharmaceutical industry）（英語）

寺前 文雄（立命館大学 
院テクノロジーマネジメ
ント）, 牧野 智宏, 
林 永周, 児玉 耕太

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page26X-pm16
（2020.03）

会議録

2020320762 日本における感染症予防ワクチン開
発の課題に関するアンケート結果及
び現行ガイドライン改定案の検討

大橋 祐介（東京理科大
学 薬）, 野田 清仁, 
野村 由美子, 鹿野 真弓, 
岡部 信彦

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page26K-pm02S
（2020.03）

会議録

2020320613 東和薬品におけるケミストの役割 内川 治（東和薬品） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page LS01（2020.03）

会議録

2020320610 バイオ医薬品の「創」と「療」、これ
からのバイオ創薬と臨床を考える　
バイオロジクス研究・トレーニング
センターにおけるバイオ医薬品開発
/製造・人材育成とその国際展開

内田 和久（バイオロジ
クス研究トレーニング
センター）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page S19-3（2020.03）

会議録



2020320540 薬事レギュレーションと創薬イノベ
ーションのハーモナイゼーション　
レギュレーションからみる日本/中
国のイノベーションへの取り組みと
その課題　製薬企業の観点から

十河 直岐（アステラス
製薬 中国有限公司開発
本部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page S03-5（2020.03）

会議録

2020320535 日本の医薬品産業が今後世界をリー
ドするためにはどうすべきか　薬価
制度・費用対効果評価の今後の方向
性から見た国内の製薬産業の将来像

中村 洋（慶応義塾大学 
院経営管理）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）140年会 
Page S13-4（2020.03）
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