
医療経済関係研究論文（3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
2021067525【睡眠障害の基礎と臨床】総論（臨

床・医療）　睡眠障害の医療経済
武村 真治（国立保健医
療科学院 政策技術評価
研究部）

日本臨床（0047-1852）
78巻増刊6 最新臨床睡
眠学（第2版） Page27-
31（2020.11）

解説/特
集

2021062195 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本病院会雑誌（0385-
9363）67巻9号 
Page939（2020.09）

会議録

2021060971 肺悪性腫瘍手術例のDPC期間につ
いての医療経済的検討

菅野 雅之（国立病院機
構高崎総合医療センタ
ー 呼吸器外科）, 
高坂 貴行

日本呼吸器外科学会雑
誌（0919-0945）34巻
3号 Page RO28-6
（2020.08）

会議録

2021057905 医療経済・統計情報から考える画像
診断の医療制度　公的統計・レセプ
トデータを例に

石川 智基（医療経済研
究機構）

日本放射線技術学会総
会学術大会予稿集
（1884-7846）76回 
Page126（2020.03）

会議録

2021054720【骨粗鬆症　最新の知見に基づいた
治療薬の考え方・使い方】骨粗鬆症
治療における医療経済評価

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）

薬局（0044-0035）71
巻11号 Page3360-
3365（2020.10）

解説/特
集

2021053892【超高齢者循環器診療の術-先生のお
悩みはなんですか?-】診る　治療に
つながる老人性アミロイドーシス
（野生型トランスサイレチンアミロ
イドーシス）の早期診断はどうすれ
ばいいのか-野生型トランスサイレ
チンアミロイドーシスの診断のアル
ゴリズムと治療薬タファミジス（ビ
ンダケル）に関する医療経済面も含
めて-

佐野 元昭（慶応義塾大
学 医学部 循環器内科）

Heart View（1342-
6591）24巻13号 
Page1112-1117
（2020.12）

解説/特
集



2021053453 ホームトラクション導入後のOHT法
の治療成績と医療経済効果

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

北海道整形災害外科学
会雑誌（1343-3873）
61巻137th suppl 
Page27（2019.）

会議録

2021050937 日本やアジアにおける糖尿病治療・
介入の医療経済評価　システマティ
ックレビューから見える現状と課題

兼安 貴子（立命館大学 
生命科学部）, 
下妻 晃二郎, 池田 俊也

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page185
（2020.10）

会議録

2021050882 費用対効果の世界　費用対効果評
価の医療政策における活用

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）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page105
（2020.10）

会議録

2021050852 健診・健康保険・介護保険データの
利用と医療政策

馬場園 明（九州大学大
学院 医学研究院 医療経
営・管理学）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page26
（2020.10）

会議録

2021050049【新規の創薬モダリティ　細胞医薬　
細胞を薬として使う、新たな時代の
基礎研究と治療法開発】第4章　産
業・法規制など社会実装　医療経済
的観点からの国内外動向

中村 輝郎（科学技術振
興機構研究開発戦略セ
ンター ライフサイエン
ス・臨床医学ユニット）

実験医学（0288-5514）
38巻17号 Page3013-
3018（2020.11）

解説/特
集

2021043814 塩分とカロリーの適正化および就労
型リハビリテーションがもたらす医
療経済効果　矯正施設における3年
7ヵ月間の観察

中山 富雄（法務省矯正
局）

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）57巻
Suppl. Page137
（2020.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021068092 回復期病院における認知症・せん

妄・不眠対応チームへの薬剤師参画
の重要性

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

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻12
号 Page1469-1474
（2020.12）

原著論文

2021068088 注射用抗がん薬使用状況調査に基
づく医療費削減のためのdrug vial 
optimization実施方法に関する検討

照井 一史（弘前大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
兵藤 塁, 中川 潤一, 
細井 一広, 小原 信一, 
本間 聖明, 明石 真弓, 
佐藤 和洋, 矢田 康司, 
宮崎 晃臣, 田中 南美英, 
神 雅昭, 中村 一成, 
山本 章二, 田村 健悦, 
新岡 丈典

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻12
号 Page1445-1451
（2020.12）

原著論文

臨床経済学・薬剤経済学



2021068087 地方中規模一般病院における外来化
学療法への薬剤師業務の必要性と費
用対効果に関する一考察

隅田 美紀（中津川市民
病院 薬剤部）, 
田口 多栄子, 吾妻 祐哉, 
中西 香企, 小木曽 正輝, 
関谷 正徳

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻12
号 Page1438-1444
（2020.12）

原著論文

2021067954【そろそろどうなの?あの薬】PCSK9
阻害薬

登石 匠（亀田総合病院 
総合内科）, 伴 浩和

治療（0022-5207）
102巻12号 Page1481-
1485（2020.12）

解説/特
集

2021067743【GERD診療を考える-内視鏡専門医
が教える軽症から重症例に対する検
査と薬剤の使い方-】GERD治療は、
ステップダウンからトップダウンへ

原田 智（大阪医科大学 
第二内科）, 竹内 利寿, 
樋口 和秀

消化器内科2巻12号 
Page43-51（2020.12）

解説/特
集

2021067736 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39回）　コ
ロナ禍、そして薬価改定と闘った上
期薬価交渉を振り返って

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻16号 Page3199-
3201（2020.12）

解説

2021067525【睡眠障害の基礎と臨床】総論（臨
床・医療）　睡眠障害の医療経済

武村 真治（国立保健医
療科学院 政策技術評価
研究部）

日本臨床（0047-1852）
78巻増刊6 最新臨床睡
眠学（第2版） Page27-
31（2020.11）

解説/特
集

2021067126 看護学におけるヘルス・テクノロジ
ー・アセスメントの構築のあり方に
ついて　褥瘡ケアの経済評価

貝谷 敏子（札幌市立大
学 看護学部 成人看護学
領域）

看護経済・政策研究学
会誌（2435-0990）2巻
Suppl.1 Page32-39
（2019.）

解説

2021067124 看護学におけるヘルス・テクノロジ
ー・アセスメントの構築のあり方に
ついて　スウェーデンの看護領域に
おけるHTAの活用実態

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

看護経済・政策研究学
会誌（2435-0990）2巻
Suppl.1 Page24-27
（2019.）

解説

2021067123 看護学における医療技術評価法の構
築　英国から学ぶこと　産科の成績
に対する助産婦の配置とスキルミッ
クスの費用対効果（Construction of 
Health Technology Assessment in 
Nursing Science: Learning from 
the UK（The Cost-Eff ectiveness of 
Midwifery Staffi  ng and Skill Mix on 
Maternity Outcome））

Cookson Graham
（Surrey Business 
School, University of 
Surrey）

看護経済・政策研究学
会誌（2435-0990）2巻
Suppl.1 Page15-23
（2019.）

解説

2021067122 我が国におけるヘルス・テクノロジ
ー・アセスメントの実施状況

福田 敬（国立保健医療
科学院）

看護経済・政策研究学
会誌（2435-0990）2巻
Suppl.1 Page8-14
（2019.）

解説

2021067121 看護学におけるヘルス・テクノロジ
ー・アセスメントの意義

飯島 佐知子（順天堂大
学）

看護経済・政策研究学
会誌（2435-0990）2巻
Suppl.1 Page1-7
（2019.）

解説



2021066139 AST活動による抗菌薬適正使用につ
いて

小林 誠一（労働者健康
安全機構浜松労災病院 
薬剤部）, 山田 倭花, 
細見 哲夫, 西山 理恵, 
幸田 敬悟, 井上 立崇

しょうけん: 浜松労災病
院学術年報2019巻 
Page22-25（2020.10）

原著論文

2021065748 希少疾患用医薬品の開発政策の医
療保障、医療財源に与える影響　日
米欧の国際比較の視点から

福田 八寿絵（鈴鹿医療
科学大学 薬学部）

医事法学（0912-7194）
35巻 Page10-17
（2020.10）

解説

2021064647 搾乳牛群における潜在性ケトーシス
治療の経済効果に関する確率的シミ
ュレーションを利用した検討

窪田 健太郎（NOSAI道
央留萌南部家畜診療所）

家畜診療（0287-0754）
67巻11号 Page637-
646（2020.11）

原著論文

2021063264【膠原病・自己免疫疾患を「見える
化」する】臨床から見える化する　
関節リウマチ　関節リウマチに関わ
る医療経済を見える化する

田中 榮一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター 膠
原病リウマチ内科）

Medicina（0025-7699）
57巻12号 Page2064-
2068（2020.11）

解説/特
集

2021063070【ストレス反応およびストレス関連
疾患の脳イメージング研究】睡眠不
足と情動

元村 祐貴（九州大学大
学院 芸術工学研究院 デ
ザイン人間科学部門）

ストレス科学（1349-
4813）35巻1号 
Page50-61（2020.09）

解説/特
集

2021062731 理想的な対策型内視鏡検診における
精度管理の課題と対策　金沢市対
策型内視鏡検診における逐年発見胃
癌の検討（第2報　費用対効果につ
いて）

大野 健次（石川勤労者
医療協会城北病院 内
科）, 高畠 一郎, 羽柴 厚

日本消化器がん検診学
会雑誌（1880-7666）
58巻Suppl総会 
Page543（2020.09）

会議録

2021059873 Choosing Wisely　持続可能な医療
をめざして

中山 健夫（京都大学大
学院 医学研究科 社会健
康医学系専攻 健康情報
学分野）

ジェネラリスト教育コ
ンソーシアム14巻 
Page115-125
（2020.07）

解説

2021059174 脊髄性筋萎縮症1型（SMA1）の疾患
負荷（Burden of Illness of spinal 
muscular atrophy type 1（SMA1））
（英語）

Droege Marcus
（AveXis）, Dabbous 
Omar, Arjunji Ramesh, 
Seda Jennifer, 
Gauthierloiselle 
Marjolaine, Cloutier 
Martin, Sproule 
Douglas

脳と発達（0029-0831）
52巻Suppl. Page 
S217（2020.08）

会議録

2021058699 COVID-19無症状患者のポリメラー
ゼ連鎖反応検査の純利益シミュレー
ション（Simulated net-benefi t of 
polymerase chain reaction test for 
COVID-19 among asymptomatic 
patients）（英語）

Okada Yohei
（Department of 
Preventive Services, 
School of Public 
Health, Kyoto 
University）, Kiyohara 
Kousuke, Kitamura 
Tetsuhisa

Acute Medicine & 
Surgery（2052-8817）
7巻1号 Page1 of 2-2 
of 2（2020.05）

レター



2021058582 薬剤中止を結果とした疑義照会の特
徴と経済効果

海野 茜（岐阜薬科大学 
実践社会薬学研究室）, 
鈴木 学, 上田 祐稀乃, 
甲斐 絢子, 小原 道子, 
林 秀樹, 棚瀬 友啓, 
日比野 靖, 杉山 正

Therapeutic Research
（0289-8020）41巻4号 
Page341-349
（2020.04）

原著論文

2021058500 日本での公費負担制度取得に苦慮し
たHIV垂直感染の1留学生症例

関 義信（新潟大学地域
医療教育センター・魚
沼基幹病院 血液内科）, 
中島 勝

日本エイズ学会誌
（1344-9478）22巻1号 
Page42-45（2020.02）

原著論文
/症例報
告

2021057371 嚥下困難成人症例に対してロキソプ
ロフェン内用液は経済的で有益

内田 裕之（労働者健康
安全機構関東労災病院 
薬剤部）, 関口 愛, 
伊東 冴栄, 小長井 あゆみ, 
八木 仁史, 浅井 茂夫, 
河井 良智

日本職業・災害医学会
会誌（1345-2592）68
巻6号 Page372-377
（2020.11）

原著論文
/比較研
究

2021054720【骨粗鬆症　最新の知見に基づいた
治療薬の考え方・使い方】骨粗鬆症
治療における医療経済評価

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）

薬局（0044-0035）71
巻11号 Page3360-
3365（2020.10）

解説/特
集

2021054262 抗腫瘍薬導入に対する姑息的脊椎手
術の貢献度

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, 
岩崎 倫政, 須藤 英毅

北海道整形災害外科学
会雑誌（1343-3873）
62巻138th suppl 
Page71（2020.）

会議録

2021052163 【集中治療の今と未来】集中治療の
経済的側面を考える　制度の理解と
データの活用

志賀 卓弥（東北大学病
院 集中治療部）

Intensivist（1883-
4833）12巻4号 
Page681-695
（2020.10）

解説/特
集

2021051205 地域在住前期高齢者に対する運動プ
ログラムの転倒予防に焦点をあてた
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

理学療法学（0289-
3770）47巻5号 
Page420-430
（2020.10）

原著論文

2021050956 OTC類似医薬品の保険適用除外に
よる薬剤費抑制効果の検討（その1）

三竿 剛（興和 医薬事業
部）, 真鍋 栄一郎, 
高橋 広行, 川渕 孝一

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page195
（2020.10）

会議録

2021050939 切除不能膵癌に対するゲムシタビン
+ナブパクリタキセル併用療法の費
用対効果分析

森本 航輔（立命館大学
大学院 生命科学研究
科）, 森脇 健介, 
兼安 貴子, 中山 仁美, 
下妻 晃二郎

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page186
（2020.10）

会議録



2021050885 費用対効果の世界　企業における費
用対効果

昌子 久仁子（神奈川県
立保健福祉大学 ヘルス
イノベーション科）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page108
（2020.10）

会議録

2021050884 費用対効果の世界　診療ガイドライ
ンに求められる費用対効果

馬場 俊明（国立国際医
療研究センター 国際医
療協力局）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page107
（2020.10）

会議録

2021050883 費用対効果の世界　病院経営にお
いて求められる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）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page106
（2020.10）

会議録

2021050882 費用対効果の世界　費用対効果評
価の医療政策における活用

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）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）57
巻Suppl. Page105
（2020.10）

会議録

2021050049【新規の創薬モダリティ　細胞医薬　
細胞を薬として使う、新たな時代の
基礎研究と治療法開発】第4章　産
業・法規制など社会実装　医療経済
的観点からの国内外動向

中村 輝郎（科学技術振
興機構研究開発戦略セ
ンター ライフサイエン
ス・臨床医学ユニット）

実験医学（0288-5514）
38巻17号 Page3013-
3018（2020.11）

解説/特
集

2021047407 少子高齢化社会を見据えた社会保障
のエコシステムにおける病院・薬局
薬剤師の役割に関する考察

高村 建人（大阪大学大
学院薬学研究科附属創
薬センター 医薬品・医
療機器規制科学）, 
鈴木 伸敏, 橘 敬祐, 
近藤 昌夫

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）10巻3号 
Page123-130
（2020.09）

総説

2021047405 緑内障治療に用いる点眼剤の先発医
薬品と後発医薬品における製剤学的
性質および経済性に関する比較研究

神山 幸輝（千葉大学大
学院 薬学研究院 社会薬
学）, 阿部 貴至, 
唐澤 健介, 小林 江梨子, 
佐藤 信範

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）10巻3号 
Page99-108
（2020.09）

原著論文

2021047177 世界的な共同ヘルスケアに関する考
察（A Review of Collaborative 
Healthcare Worldwide）（英語）

Charleson John S.
（Seattle Pacifi c 
University）, Teal Sadie 
M., Seebeck Jyssica 
M.S., Kameguchi Kenji, 
Thoburn John W.

家族心理学研究（0915-
0625）34巻1号 
Page1-13（2020.08）

総説

2021046873 診療データベースを用いた視神経脊
髄炎における疾病負荷研究

中島 一郎（東北医科薬
科大学 医学部 老年神経
内科学）, 岡村 和美, 
村田 達教

神経免疫学（0918-
936X）25巻1号 
Page112（2020.10）

会議録



2021042949 日本におけるClostridioides（Clos-
tridium） diffi  cile感染症の治療に用
いられるフィダキソマイシンの費用
対効果分析（Cost-eff ectiveness 
analysis of fi daxomicin for the 
treatment of Clostridioides
（Clostridium） diffi  cile infection in 
Japan）（英語）

Okumura Hiroyuki
（Medical Aff airs, 
Astellas Pharma）, 
Ueyama Maki, Shoji 
Shingo, English Marci

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）26巻6号 
Page611-618
（2020.06）

原著論文

2021042864 日本におけるC型肝炎ウイルス検診
の費用対効果の推定（Estimating 
the cost-eff ectiveness of screening 
for hepatitis C virus infection in 
Japan）（英語）

Nagai Kota（Department 
of Pharmacoepidemi-
ology, Graduate School 
of Medicine and Public 
Health, Kyoto 
University）, Ide Kazuki, 
Kawasaki Yohei, 
Tanaka-Mizuno 
Sachiko, Seto Kahori, 
Iwane Shinji, Eguchi 
Yuichiro, Kawakami 
Koji

Hepatology Research
（1386-6346）50巻5号 
Page542-556
（2020.05）

原著論文
/比較研
究

2021042773 台湾における骨折の一次予防に用い
られる骨粗鬆症治療薬の財政インパ
クト分析（Budget impact analysis 
of osteoporosis medications for 
primary prevention of fractures in 
Taiwan）（英語）

Wu Kun-Ling
（Department of Family 
Medicine, Tainan 
Municipal Hospital）, 
Wu Chih-Hsing, Chang 
Yin-Fan, Lin Yun-Ting, 
Hsu Jason C.

Journal of Bone and 
Mineral Metabolism
（0914-8779）38巻3号 
Page316-327
（2020.05）

原著論文

2021042762 世界標準の医療薬学 上島 悦子（大阪大学 大
学院薬学研究科）

薬学雑誌（0031-6903）
140巻5号 Page677-
685（2020.05）

総説

2021042332 報酬価値に基づく意思決定における
サル眼窩前頭皮質の役割（The role 
of monkey orbitofrontal cortex in 
reward value computation in 
cost-benefi t-based decision-
making）（英語）

Setogawa Tsuyoshi
（Faculty of Medicine, 
Univ. of Tsukuba）, 
Mizuhiki Takashi, 
Matsumoto Narihisa, 
Richmond Barry J., 
Shidara Munetaka

The Journal of 
Physiological Sciences
（1880-6546）70巻
Suppl.1 Page S142
（2020.03）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021068088 注射用抗がん薬使用状況調査に基

づく医療費削減のためのdrug vial 
optimization実施方法に関する検討

照井 一史（弘前大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
兵藤 塁, 中川 潤一, 
細井 一広, 小原 信一, 
本間 聖明, 明石 真弓, 
佐藤 和洋, 矢田 康司, 
宮崎 晃臣, 田中 南美英, 
神 雅昭, 中村 一成, 
山本 章二, 田村 健悦, 
新岡 丈典

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）56巻12
号 Page1445-1451
（2020.12）

原著論文

2021047147 【高齢化社会におけるくも膜下出血
の現状】高齢者のくも膜下出血治療
の現状　医療費の観点から

中戸川 裕一（聖隷浜松
病院 脳神経外科）, 
天野 裕貴, 稲永 親憲, 
山本 貴道, 田中 篤太郎

脳卒中の外科（0914-
5508）48巻5号 
Page333-337
（2020.09）

原著論文
/比較研
究/特集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021065748 希少疾患用医薬品の開発政策の医

療保障、医療財源に与える影響　日
米欧の国際比較の視点から

福田 八寿絵（鈴鹿医療
科学大学 薬学部）

医事法学（0912-7194）
35巻 Page10-17
（2020.10）

解説

2021063252 やりなおし!　医療制度　基本のき
（第11回）　整形外科医が産業医?

小無田 要（浩愛会コム
タ外科・整形外科医院）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻11号 
Page1250-1252
（2020.11）

解説

2021062194 医療制度改革の岐路に立つ我が国
が、国民皆保険制度と我が国独自の
分散型医療提供体制を活かすため
に、今行うべきことは何か

相澤 孝夫（日本病院会） 日本病院会雑誌（0385-
9363）67巻9号 
Page938（2020.09）

会議録

2021057905 医療経済・統計情報から考える画像
診断の医療制度　公的統計・レセプ
トデータを例に

石川 智基（医療経済研
究機構）

日本放射線技術学会総
会学術大会予稿集
（1884-7846）76回 
Page126（2020.03）

会議録

2021057060 医療保険情報・ゲノム情報解析によ
るイヌの椎間板ヘルニアに関連する
遺伝子の探索

松本 悠貴（アニコム先
進医療研究所 研究開
発）, ルアムランスリー・
ナパット , 荒堀 みのり, 
卯川 尚史, 大橋 健, 
石原 玄基

日本獣医学会学術集会
講演要旨集（1347-
8621）163回 Page287
（2020.10）

会議録

医療費

医療保障制度



2021056758 獣医療保険金情報を用いた犬・猫の
胆汁うっ滞性疾患における候補品種
の選抜および遺伝子多型解析

上村 麻実（アニコム先
進医療研究所）, 
松本 悠貴, 高見 尚平, 
平松 竜司, 平手 良和, 
藤代 準, 金井 正美, 
金井 克晃, 石原 玄基

日本獣医学会学術集会
講演要旨集（1347-
8621）163回 Page179
（2020.10）

会議録

2021054843 多職種協働による循環器病予防をさ
らに加速させるために、現状と対策　
医療保険者の保健事業で始まった保
健事業の変容と展望

岡山 明（生活習慣病予
防研究センター）

日本循環器病予防学会
誌（1346-6267）55巻
3号 Page206
（2020.11）

会議録

2021050443【高齢者における循環器診療】高齢
者の循環器診療を支える体制　高齢
の循環器疾患患者における医療ケア
と医療制度

小島 太郎（東京大学医
学部附属病院 老年病
科）

内科（0022-1961）
126巻5号 Page937-
941（2020.11）

解説/特
集

2021047629【新型コロナ、そして医療の現実～
医療現場の待ったなし"の最前線報
告～】新型コロナと医療制度改革の
行方"

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）, 神野 正博, 
松田 晋哉

保険診療（0385-8588）
75巻10号 Page8-19
（2020.10）

座談会/
特集

2021047060 やりなおし!　医療制度　基本のき
（第10回）　みなしPT

田辺 秀樹（田辺整形外
科医院）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻10号 
Page1120-1121
（2020.10）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021067736 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39回）　コ
ロナ禍、そして薬価改定と闘った上
期薬価交渉を振り返って

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻16号 Page3199-
3201（2020.12）

解説

2021066734 日本化学療法学会　抗微生物薬適
正使用推進検討委員会委員会報告　
第2回抗菌薬適正使用支援プログラ
ム全国調査アンケート　2018年度
診療報酬改定後における感染防止対
策加算の算定種類別解析

川口 辰哉（熊本保健科
学大学 保健科学部 医学
検査学科）, 賀来 満夫, 
青木 洋介, 田邊 嘉也, 
関 雅文, 藤田 直久, 
柳原 克紀, 吉田 耕一郎, 
小阪 直史, 前田 真之, 
村木 優一, 森田 邦彦, 
山田 武宏

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）68巻6号 
Page599-607
（2020.11）

原著論文

2021059080 希少難病に対する治療法開発の促
進と課題に対する対応　高額医薬品
の薬価決定プロセス等について

加藤 祐太（厚生労働省
保険局 医療課）

脳と発達（0029-0831）
52巻Suppl. Page 
S164（2020.08）

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
2021067736 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39回）　コ
ロナ禍、そして薬価改定と闘った上
期薬価交渉を振り返って

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）62
巻16号 Page3199-
3201（2020.12）

解説

2021065748 希少疾患用医薬品の開発政策の医
療保障、医療財源に与える影響　日
米欧の国際比較の視点から

福田 八寿絵（鈴鹿医療
科学大学 薬学部）

医事法学（0912-7194）
35巻 Page10-17
（2020.10）

解説

2021053104 新規鎮痛薬を創るには　製薬会社で
薬物の開発テーマはどのように決ま
るのか　科研製薬の場合

小寺 信之（科研製薬 臨
床開発部）

日本ペインクリニック
学会誌（1340-4903）
27巻3号 Page SY9-3
（2020.10）

会議録

2021053103 新規鎮痛薬を創るには　製薬企業で
薬物を見つける　CaVα2δリガン
ドとNaV1.7阻害薬の研究開発経験
から

北野 裕（第一三共 スペ
シャルティ第一研究所）, 
窪田 一史

日本ペインクリニック
学会誌（1340-4903）
27巻3号 Page SY9-2
（2020.10）

会議録

2021052638 感染症領域の創薬研究の活性化の
ためは　製薬企業の創薬研究経験に
基づく創薬ブースターの活用につい
て

藤江 昭彦（日本医療研
究開発機構 創薬事業部
創薬企画・評価課東日
本統括グループ）

日本バイオフィルム学
会学術集会プログラム・
抄録集34回 Page19-
20（2020.08）

会議録

2021050006 これからの医薬品開発と患者・市民
参画【第1回】これからの医薬品開発
への期待と患者団体の役割

片木 美穂（卵巣がん体
験者の会スマイリー）

Clinical Research 
Professionals79号 
Page2-11（2020.08）

解説

2021047411 【臨床試験の電子データ標準化と活
用】製薬企業における臨床試験デー
タのCDISC標準化

小宮山 靖（日本製薬工
業協会）, 淡路 直人, 
土屋 悟, 橋尾 美穂, 
鈴木 正人, 月田 あづさ

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）10巻3号 
Page169-174
（2020.09）

解説/特
集

2021047407 少子高齢化社会を見据えた社会保障
のエコシステムにおける病院・薬局
薬剤師の役割に関する考察

高村 建人（大阪大学大
学院薬学研究科附属創
薬センター 医薬品・医
療機器規制科学）, 
鈴木 伸敏, 橘 敬祐, 
近藤 昌夫

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）10巻3号 
Page123-130
（2020.09）

総説

2021044113 モダリティの多様化に対応するため
の物性・品質評価の新たな展開　
DDSを使ったモノづくり、DDS創
薬"への企業の取り組みと、変わる
物性評価"

中西 慶太（アステラス
製薬 製薬技術本部創薬
技術研究所）

日本DDS学会学術集会
プログラム予稿集36回 
Page100（2020.08）

会議録

2021042747 企業におけるDDS 鈴木 卓也（エーザイ）, 
保地 毅彦, 石原 比呂之, 
森 幹永

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）80巻3号 
Page114-117
（2020.05）

座談会

医療関連ビジネス


