
医療経済関係研究論文（1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
2021005530【PMX-DHPを再考する】医療経済、

社会保険診療報酬からみたPMX-
DHP

岩上 将夫（筑波大学 医
学医療系ヘルスサービ
スリサーチ分野）, 
佐方 信夫, 土井 研人

ICUとCCU（0389-
1194）44巻9号 
Page575-581
（2020.09）

解説/特
集

2021002702 抗菌薬適正使用支援チーム（AST）
始動における医療経済的効果

藤田 昌紀（西宮市立中央
病院 感染対策室AST）, 
網野 かよ子

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻
Suppl.A Page334
（2020.09）

会議録

2021001631 医療経済面から見た大腿骨近位部骨
折の早期手術の有効性

原 夏樹（北九州総合病
院 整形外科）, 
福田 文雄, 飯山 俊成, 
坪根 徹, 戸羽 直樹

骨折（0287-2285）41
巻Suppl. Page S185
（2019.06）

会議録

2020403434 精神科病院における次なる経営モデ
ルの模索　一医療経済委員会・調査
分析部会員の私見としての考察《後
編》

関 晶比古（東京足立病
院）, 日精協医療経済委
員会

日本精神科病院協会雑
誌（1347-4103）39巻
10号 Page1049-1055
（2020.10）

解説

2020397618【眼科開業のNew Vision-医療界の変
化を見据えて-】医療界の今後　10
年先の医療行政

佐藤 敏信（久留米大学） OCULISTA（2187-
5855）90号 Page5-8
（2020.09）

解説/特
集

2020396579 骨粗鬆症性椎体骨折に対する人工骨
を用いた経皮的椎体形成術と保存療
法の医療経済的側面を含めた比較検
討

原田 遼（緑眞会世田谷
下田総合病院）, 
中川 雅之

骨折（0287-2285）42
巻Suppl. Page S322
（2020.09）

会議録

2020396047 研究者の最新動向　Digital Trans-
formation時代の医療経済

辻 正次（神戸国際大学） Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page940-942
（2020.09）

解説



2020396041【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】費用対効果評価の政策応用　
HTAとは

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page897-900
（2020.09）

解説/特
集

2020396040【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】費用対効果評価の分析ガイドラ
イン

白岩 健（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page893-896
（2020.09）

解説/特
集

2020396039【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】日本における費用対効果評価の
制度化

福田 敬（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page888-892
（2020.09）

解説/特
集

2020396038【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】医療経済評価の基本手法と分析
事例

森脇 健介（立命館大学
総合科学技術研究機構 
医療経済評価・意思決
定支援ユニット）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page884-887
（2020.09）

解説/特
集

2020396037【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】費用と健康改善の便益を考慮し
た経済評価

後藤 励（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page880-883
（2020.09）

解説/特
集

2020396036 cutting-edge medicine　医療経済
とプレシジョンメディシン　「命か
お金?」「命とお金?」費用対効果の考
え方とは

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page871-874
（2020.09）

解説

2020390316 コロナ後の地域医療構想による病床
のあり方と今後の医療政策の方向性

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）

病院羅針盤11巻172号 
Page4-9（2020.08）

解説

2020390243 医療政策ヒストリー座談会（第6回）　
「2002（平成14）年健康保険法等改
正」

大塚 義治（中央大学 法
学部）, 中村 秀一, 
渡邉 芳樹, 宮島 俊彦, 
新田 秀樹, 島崎 謙治, 
三谷 宗一郎, 江利川 毅, 
横内 陳正

医療と社会（0916-
9202）30巻2号 
Page124-168,202-
232（2020.08）

座談会

2020387394 薬剤師外来の臨床的アウトカムと医
療経済効果の推算

福島 ゆかり（徳島赤十
字病院 薬剤部）, 
組橋 由記, 萩 歩美, 
森井 聖二

徳島赤十字病院医学雑
誌（1346-9878）25巻
1号 Page79-86
（2020.03）

原著論文

2020385772 一般病院におけるDrug Vial Optimi-
zation（DVO）導入による医療経済
効果と病院負担の検証

伊藤 剛貴（草加市立病
院 薬剤部）, 平野 航, 
本石 寛行, 木村 直也, 
源川 良一, 根岸 健一

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）15巻 
Page179（2020.05）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021006285 女性の病気とオカネの話　費用対効

果評価とは?
五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット・データサイエ
ンス研究科ヘルスデー
タサイエンス専攻）

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）28巻1号 
Page62（2020.10）

会議録

2021005530【PMX-DHPを再考する】医療経済、
社会保険診療報酬からみたPMX-
DHP

岩上 将夫（筑波大学 医
学医療系ヘルスサービ
スリサーチ分野）, 
佐方 信夫, 土井 研人

ICUとCCU（0389-
1194）44巻9号 
Page575-581
（2020.09）

解説/特
集

2021004710 抗インフルエンザ薬の適正使用指針
（フォーミュラリ）導入のアウトカム
評価

片田 佳希（京都大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
米澤 淳, 杉本 充弘, 
木全 柾典, 吉田 優子, 
糸原 光太郎, 中川 俊作, 
北田 徳昭, 今井 哲司, 
池見 泰明, 深津 祥央, 
中川 貴之, 松村 康史, 
長尾 美紀, 松原 和夫

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻10
号 Page1155-1160
（2020.10）

原著論文
/比較研
究

2021004706 外来がん薬物療法において薬剤師が
医師の診察に同席する診療体制の評
価

安藤 友貴（芳珠記念病
院 薬剤部）, 北出 紘規, 
北国 憲剛, 森 光恵, 
明翫 早苗, 中嶋 稚佳子, 
吉光 裕, 渡辺 美智夫, 
仲井 培雄, 矢野 聖二

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻10
号 Page1130-1136
（2020.10）

原著論文

2021004623【これからの高齢社会を支える漢方
の役割】保険診療下における漢方薬
の使用状況および効果と費用の分析

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科 臨床
疫学・経済学）

Progress in Medicine
（0287-3648）40巻9号 
Page903-905
（2020.09）

解説/特
集

2021003391 服用薬剤調整支援料に伴う減薬医薬
品の実態調査　ハザマ薬局における
算定例123名の検討

安里 芳人（ファルメディ
コハザマ薬局門真店）, 
筒井 大輔, 杉田 康, 
上野 隼平, 橋本 倫季, 
天羽 惠佑, 上田 一志, 
中崎 正太郎, 狭間 研至

在宅薬学（2188-658X）
7巻1号 Page33-41
（2020.04）

原著論文

2021001319 【早期非小細胞肺癌の診断と治療】
肺癌のコンピュータ断層撮影を用い
たスクリーニング（【Diagnosis and 
Treatment for Early Stage Non-
small Cell Lung Cancer】Computed 
tomography screening for lung 
cancer）（英語）

Sudarshan Monisha
（Department of 
Thoracic and 
Cardiovascular Surgery, 
Heart and Vascular 
Institute, Cleveland 
Clinic）, Murthy Sudish

General Thoracic and 
Cardiovascular Surgery
（1863-6705）68巻7号 
Page660-664
（2020.07）

解説/特
集

臨床経済学・薬剤経済学



2021000457 非根治的食道胃接合部癌に対する
high-volume providerによる看護の
経済的影響　集団ベース解析
（Economic impacts of care by 
high-volume providers for non-
curative esophagogastric cancer: a 
population-based analysis）（英語）

Hallet Julie（Division of 
General Surgery, 
Odette Cancer Centre, 
Sunnybrook Health 
Sciences Centre）, 
Look Hong Nicole J., 
Zuk Victoria, Davis 
Laura E., Gupta 
Vaibhav, Earle Craig 
C., Mittmann Nicole, 
Coburn Natalie G.

Gastric Cancer（1436-
3291）23巻3号 
Page373-381
（2020.05）

原著論文
/比較研
究

2020401565 糖尿病を有する労働者への対応と支
援　産業保健スタッフに求められる
役割

永田 智久（産業医科大学
産業生態科学研究所 産
業保健経営学研究室）, 
梶木 繁之, 森 貴大, 
永田 昌子, 森 晃爾

日本職業・災害医学会
会誌（1345-2592）68
巻5号 Page255-261
（2020.09）

総説

2020396042 研究者の最新動向　予防医療におけ
る費用対効果分析

加藤 剛平（東京保健医
療専門職大学 リハビリ
テーション学部理学療
法学科）, 倉地 洋輔

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page902-904
（2020.09）

解説

2020396041【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】費用対効果評価の政策応用　
HTAとは

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page897-900
（2020.09）

解説/特
集

2020396040【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】費用対効果評価の分析ガイドラ
イン

白岩 健（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page893-896
（2020.09）

解説/特
集

2020396039【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】日本における費用対効果評価の
制度化

福田 敬（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page888-892
（2020.09）

解説/特
集

2020396038【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】医療経済評価の基本手法と分析
事例

森脇 健介（立命館大学
総合科学技術研究機構 
医療経済評価・意思決
定支援ユニット）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page884-887
（2020.09）

解説/特
集

2020396037【医療経済とプレシジョンメディシ
ン】費用と健康改善の便益を考慮し
た経済評価

後藤 励（慶応義塾大学 
経営管理研究科）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page880-883
（2020.09）

解説/特
集

2020396036 cutting-edge medicine　医療経済
とプレシジョンメディシン　「命か
お金?」「命とお金?」費用対効果の考
え方とは

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻10号 
Page871-874
（2020.09）

解説



2020393947【増加する日中における呼吸器疾患
の研究と臨床Update】COPD　中国
における研究と臨床の最前線

黄 可（中日友好病院 呼
吸器・危重症医学科）

日中医学（0912-6287）
35巻2号 Page3-7,30-
33（2020.08）

解説/特
集

2020393820【医薬品製造アウトソーシング】バ
イオ医薬品製造および品質試験にお
けるアウトソーシングの動向

岡入 梨沙（ファーマト
リエ）, 岡村 元義

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻12
号 Page1983-2018
（2020.09）

解説/特
集

2020393789 レセプト情報・特定健診等情報デー
タベース（NDB）を活用した糖尿病
治療薬等からみた医療費の都道府県
別地域差分析

黒崎 宏貴（筑波大学附
属病院水戸地域医療教
育センター茨城県厚生
連総合病院水戸協同病
院）, 吉村 健佑

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）67巻8号 
Page501-508
（2020.08）

原著論文

2020391265 市中病院におけるロボット手術効率
化への取り組み

坂本 育子（山梨県立中
央病院）, 宮下 大, 
野崎 敬博, 加々美 佳子

産婦人科手術（0915-
8375）31号 Page138
（2020.08）

会議録

2020390865【進行期肺癌治癒への道-がんゲノム
医療と免疫プレシジョン医療の接
点】V.抗悪性腫瘍薬と検査の費用対
効果　抗悪性腫瘍薬と検査の費用対
効果

後藤 悌（国立がん研究
センター中央病院）

呼吸器ジャーナル
（2432-3268）68巻3号 
Page452-456
（2020.08）

解説/特
集

2020390336 経営改革実行に向けてのプロセス
（第11回）　病院改革におけるテー
マ設定

萩原 正英（日本経営支
援センター）, 全日本病
院協会医療従事者委員
会

病院羅針盤11巻172号 
Page114-117
（2020.08）

解説

2020390089 睡眠薬フォーミュラリ/NDBオープ
ンデータベースを利用した睡眠薬の
適正使用を目指した取り組み

加藤 豊範（愛生館小林
記念病院 薬剤科）, 
小暮 俊明, 吉田 章悟, 
酒井 美理, 町田 裕実子, 
小田 高司

Progress in Medicine
（0287-3648）40巻7号 
Page747-754
（2020.07）

原著論文

2020390079【慢性副鼻腔炎治療の新展開-生物学
的製剤デュピルマブの登場-】鼻茸を
伴う慢性副鼻腔炎による負荷　嗅覚
障害を中心に

三輪 高喜（金沢医科大
学 医学部耳鼻咽喉科学）

Progress in Medicine
（0287-3648）40巻7号 
Page683-687
（2020.07）

解説/特
集

2020388630 鹿児島大学病院歯科における抗菌薬
の使用動向　AMR対策と費用対効
果について

西 慶太郎（鹿児島大学 
医歯学総合研究科先進
治療学専攻顎顔面機能
再建講座顎顔面疾患制
御学分野）, 比地岡 浩志, 
田畑 博章, 久米 健一, 
別府 真広, 上川 善昭, 
杉浦 剛, 有馬 太陽, 
舞木 公子, 茂見 茜里

日本口腔科学会雑誌
（0029-0297）69巻2号 
Page150-151
（2020.07）

会議録

2020387394 薬剤師外来の臨床的アウトカムと医
療経済効果の推算

福島 ゆかり（徳島赤十
字病院 薬剤部）, 
組橋 由記, 萩 歩美, 
森井 聖二

徳島赤十字病院医学雑
誌（1346-9878）25巻
1号 Page79-86
（2020.03）

原著論文



2020386034 福山市民病院でのトラスツズマブの
DVO運用上でのバイオシミラーへ
の変更による薬剤費削減効果の検討

岩村 高弘（福山市民病
院）, 藤井 秀一, 
森光 保武, 落葉 尚子, 
尾高 登美枝, 神原 史織, 
岡本 直樹, 岩永 崇志

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）15巻 
Page447（2020.05）

会議録

2020385876 閉鎖式薬物移送システム全面導入に
よる曝露対策における費用対効果の
検討

小笹 英祐（聖マリアン
ナ医科大学附属病院）, 
計良 貴之, 秋山 七海, 
竹端 琴美, 圓山 絵理, 
湊川 紘子, 田中 恒明

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）15巻 
Page285（2020.05）

会議録

2020385677 バイオシミラーの現状と今後を考え
る　バイオシミラーの効果（安全性、
有用性、経済性について）

池田 龍二（宮崎大学医
学部附属病院）

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）15巻 
Page70（2020.05）

会議録

2020384742 ヒトの住血吸虫症と鉤虫感染症　疾
病負荷、病理生物学、駆虫ワクチン
（Schistosomiasis and hookworm 
infection in humans: Disease 
burden, pathobiology and 
anthelmintic vaccines）（英語）

Anisuzzaman （Institute 
for Medical 
Microbiology, 
Immunology and 
Hygiene, Technische 
Universitaet 
Muenchen）, Tsuji 
Naotoshi

Parasitology 
International（1383-
5769）75巻 Page1-7
（2020.04）

総説

2020384623 日本人悪性リンパ腫患者におけるリ
ツキシマブの先行バイオ医薬品とバ
イオ後続品の有効性・安全性の評価

伊勢崎 竜也（鉄蕉会亀
田総合病院 薬剤部）, 
宮川 慧子, 平田 一耕, 
成田 健太郎, 舟越 亮寛

医療薬学（1346-342X）
46巻3号 Page126-
137（2020.03）

原著論文
/比較研
究

2020384031 トランスサイレチン型心アミロイド
ーシス患者における適切なタファミ
ジス投与に関する提言（A 
Statement on the Appropriate 
Administration of Tafamidis in 
Patients With Transthyretin 
Cardiac Amyloidosis）（英語）

Endo Jin（Department 
of Cardiology, Keio 
University School of 
Medicine）, Sano 
Motoaki, Izumiya 
Yasuhiro, Tsujita 
Kenichi, Nakamura 
Kazufumi, Tahara 
Nobuhiro, Kuwahara 
Koichiro, Inomata 
Takayuki, Ueda 
Mitsuharu, Sekijima 
Yoshiki, Ando Yukio, 
Tsutsui Hiroyuki, Isobe 
Mitsuaki, Fukuda 
Keiichi

Circulation Journal
（1346-9843）84巻1号 
Page15-17（2019.12）

解説



2020384028 トランスサイレチン型心アミロイド
ーシスに対する新たな治療法の利点
と問題点（Advantages and 
Emerging Problems of Novel 
Treatments for Transthyretin 
Cardiac Amyloidosis）（英語）

Okumura Takahiro
（Department of 
Cardiology, Nagoya 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Murohara Toyoaki

Circulation Journal
（1346-9843）84巻1号 
Page9-10（2019.12）

コメント

2020383625 日本人健常ドナーにおける末梢血幹
細胞動員に対するバイオシミラー顆
粒球コロニー刺激因子の評価　前向
き研究（Evaluation of a biosimilar 
granulocyte colony-stimulating 
factor for peripheral blood stem 
cell mobilization in Japanese 
healthy donors: a prospective 
study）（英語）

Sato Keijiro
（Department of 
Hematology, Nagano 
Red Cross Hospital）, 
Ishiyama Ken, Aoki Go, 
Maruyama Hiroyuki, 
Tsuji Noriaki, Tanabe 
Mikoto, Zaimoku 
Yoshitaka, Sato 
Hidehiro, Yamazaki 
Hirohito, Yamaguchi 
Masaki, Takami 
Akiyoshi, Nakao Shinji

International Journal of 
Hematology（0925-
5710）110巻6号 
Page648-653
（2019.12）

原著論文
/比較研
究

2020383501 ニュージーランド、Middlemore 
Hospitalにおける治療的血漿交換の
費用分析（Cost analysis of 
therapeutic plasma exchange 
procedure at Middlemore Hospital, 
New Zealand）（英語）

Lee Yvonne 
Y.L.（Health Economic 
and Market Access, 
Terumo BCT Asia）, 
Hsiao Jonathan C.Y.

日本アフェレシス学会
雑誌（1340-5888）38
巻Suppl. Page165
（2019.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020393789 レセプト情報・特定健診等情報デー

タベース（NDB）を活用した糖尿病
治療薬等からみた医療費の都道府県
別地域差分析

黒崎 宏貴（筑波大学附
属病院水戸地域医療教
育センター茨城県厚生
連総合病院水戸協同病
院）, 吉村 健佑

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）67巻8号 
Page501-508
（2020.08）

原著論文

2020393660 香川県におけるメニエール病に対す
る公的医療費助成事業の現状

宮下 武憲（香川大学 医
学部耳鼻咽喉科）, 
高橋 幸稔, 森 望, 
星川 広史

Equilibrium Research
（0385-5716）79巻4号 
Page230-235
（2020.08）

原著論文

2020388290 ICTを用いた歩行支援による中高年
のうつ病発症と医療費への影響

山下 知子（大阪市立大
学大学院）, 清水 裕子, 
山下 和彦

若手研究者のための健
康科学研究助成成果報
告書35号 Page51-55
（2020.04）

原著論文
/比較研
究

医療費



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020402252 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53回）　2021年
4月介護報酬改定を控えて　出そろ
った訪問・施設系の論点の行方を先
読み

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）47巻10
号 Page23-25
（2020.10）

解説

2020399994 公的医療保険下におけるCAD/CAM
レジン冠の前歯部保険収載について

坪田 有史（坪田デンタ
ルクリニック）

日本歯科評論（0289-
0909）80巻10号 
Page20-22（2020.10）

解説

2020397835 褥瘡に係る医療保険制度　診療報
酬を基本から理解し、2020年度改
定を徹底活用しよう

高水 勝（スリーエムジ
ャパン 医療用製品事業
部）

日本褥瘡学会誌（1345-
0417）22巻3号 
Page271（2020.08）

会議録

2020395115 公認心理師法の施行を受けて～今後
の心身医療における心理職のさらな
る展望を探る～　医療保険制度と公
認心理師

有村 達之（九州ルーテ
ル学院大学 人文学部 心
理臨床学科）

心身医学（0385-0307）
60巻6号 Page550
（2020.09）

会議録

2020393780 メディケア相談員が語るアメリカの
医療　ノースカロライナ州RTPチャ
ペル・ヒルより（Part 5）　アメリカ
の医療保険制度に必要なニューノー
マル　人生の転機に生じる無保険期
間

河野 圭子 医事業務27巻587号 
Page43-47（2020.09）

解説

2020393035 わが国の医療制度の特徴からみたヘ
ルスケアBCP第三者評価基準の意
義

伊藤 弘人（HBC）, 
野口 英一, 有賀 徹, 戸田
中央医科グループ

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）23巻
3号 Page376
（2020.08）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2020402249 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37回）　新
型コロナ第二波到来のなかで迎えた
上期薬価交渉

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻13号 Page2605-
2608（2020.10）

解説

2020390337 意識改革とチーム医療による経営改
善（第11回）　病院における原価計
算の必要性

世古口 務（松阪市民病
院 総合企画室）

病院羅針盤11巻172号 
Page118-123
（2020.08）

解説

診療報酬・薬価

医療保障制度



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021005446 日本初の産学官共同プロジェクトに

よる生物統計家育成支援事業
水野 優（日本医療研究
開発機構 シーズ開発・
研究基盤事業部拠点研
究事業課）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻12号 
Page1114-1117
（2020.11）

解説

2021005442【橋渡し研究の推進】企業からのア
カデミアにおける橋渡し研究に対す
る期待と課題

稲垣 治（日本製薬工業
協会）, 日本製薬工業協
会医薬品評価委員会

Precision Medicine
（2434-3625）3巻12号 
Page1098-1101
（2020.11）

解説/特
集

2021005441 【橋渡し研究の推進】主要国におけ
る橋渡し研究推進体制　わが国の競
争力強化に向けて

永井 洋士（神戸大学医
学部附属病院 臨床研究
推進センター）

Precision Medicine
（2434-3625）3巻12号 
Page1094-1097
（2020.11）

解説/特
集

2021002516 感染症治療薬の欠品、流通制限から
見えてくるもの　耳鼻咽喉科・頭頸
部外科領域

保富 宗城（和歌山県立
医科大学 耳鼻咽喉科・
頭頸部外科）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻
Suppl.A Page212
（2020.09）

会議録

2021002514 感染症治療薬の欠品、流通制限から
見えてくるもの　抗菌薬の供給危機
の今後の展望

中浜 力（中浜医院） 日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻
Suppl.A Page210
（2020.09）

会議録

2021002513 感染症治療薬の欠品、流通制限から
見えてくるもの　抗菌薬の供給危機
の現状

高橋 義三郎（MeijiSeika
ファルマ）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻
Suppl.A Page209
（2020.09）

会議録

2021000246 依頼者による当院実施体制の評価　
施設パフォーマンス向上のために

菊地 淳子（東北大学病
院 臨床研究推進センタ
ー臨床研究実地部門）, 
佐久間 基成, 永澤 馨子, 
相澤 千恵, 石井 智徳

薬理と治療（0386-
3603）48巻3号 
Page354-357
（2020.03）

原著論文

2020402249 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37回）　新
型コロナ第二波到来のなかで迎えた
上期薬価交渉

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻13号 Page2605-
2608（2020.10）

解説

2020401188 国際動向　グローバル連携（12）フ
ランスの基幹産業であるヘルスケア
産業

堀 玲子（在日フランス
大使館 貿易投資庁）

バイオサイエンスとイ
ンダストリー（0914-
8981）78巻5号 
Page424-427
（2020.09）

解説

2020399975【小児製剤ハンドブック】小児製剤
開発をささえる基盤技術　小児製剤
としての経口ゼリー剤

菱川 慶裕（大蔵製薬 研
究開発部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻14
号 Page2256-2261
（2020.09）

解説/特
集

医療関連ビジネス



2020399963【小児製剤ハンドブック】各業界の
抱える課題と取り組み　国立成育医
療研究センターにおける小児製剤ラ
ボの取り組み

山谷 明正（国立成育医療
研究センター 薬剤部）, 
岩橋 香奈, 齊藤 順平, 
斉藤 和幸, 芦澤 一英, 
早川 栄治, 對馬 勇禧, 
小児製剤ラボチーム

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻14
号 Page2189-2192
（2020.09）

解説/特
集

2020399958【小児製剤ハンドブック】各業界の
抱える課題と取り組み　小児製剤開
発の課題

石川 洋一（明治薬科大
学）, 奥田 豊, 
川名 三知代, 齊藤 順平, 
佐藤 淳子, 原田 香奈, 
原田 努

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻14
号 Page2155-2168
（2020.09）

座談会/
特集

2020399957【小児製剤ハンドブック】総説　小
児製剤の課題と動向

原田 努（昭和大学 薬学
部 基礎医療薬学講座 薬
剤学部門）, 公益社団法
人日本薬剤学会小児製
剤フォーカスグループ

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻14
号 Page2147-2153
（2020.09）

解説/特
集

2020398991 米国REMSの概要と承認されるまで
のFDAとの議論について　フェニル
ケトン尿症治療薬であるPalynziqの
事例から

古閑 晃（医薬品医療機
器レギュラトリーサイエ
ンス財団）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）51巻9号 
Page445-452
（2020.09）

総説

2020395923 日本ベンチャーの底力　その技術と
発想力（第19回）　スコヒアファー
マの創薬研究

小林 俊威（スコヒアフ
ァーマ 研究本部創薬化
学研究所）

ファルマシア（0014-
8601）56巻9号 
Page862-864
（2020.09）

解説

2020393820【医薬品製造アウトソーシング】バ
イオ医薬品製造および品質試験にお
けるアウトソーシングの動向

岡入 梨沙（ファーマト
リエ）, 岡村 元義

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）36巻12
号 Page1983-2018
（2020.09）

解説/特
集

2020386648 医薬品開発及び製造における知識及
び技術伝承手法の検討

望月 勢司, 製剤技師の
会技術伝承チーム

日本薬剤学会年会講演
要旨集35年会 
Page249（2020.05）

会議録

2020386338 Manufacturing Classification Sys-
tem（MCS）を活用した効率的製剤
開発　MCSに対する製薬協の取り
組み

鈴木 博文（バイエル薬
品 研究開発本部薬事部）

日本薬剤学会年会講演
要旨集35年会 Page24
（2020.05）

会議録

2020386323 製薬業でのManufacturing 
Classifi cation System概念の適用
（Adoption of the Manufacturing 
Classifi cation System concept in 
the pharmaceutical industry）（英語）

Leane Michael（Bristol-
Myers Squibb）

日本薬剤学会年会講演
要旨集35年会 Page6
（2020.05）

会議録



2020385678 シグナル検出のピットフォール　自
発報告データベースを用いた研究を
理解し活用するために　製薬企業に
おける自発報告（副作用報告）そし
てデータベース　背景と活用

宮崎 真（MSD グローバ
ル研究開発本部ファー
マコビジランス）

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）15巻 
Page72（2020.05）

会議録


