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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
2021138116 医療経済の視点から血友病治療を考

える
白幡 聡（北九州八幡東
病院）

日本血栓止血学会誌
（0915-7441）32巻1号 
Page55-63（2021.02）

解説

2021136674 手指衛生から医療の質の向上と、医
療経済効率化をはかる

東海 弓恵（済生会滋賀県
病院 感染制御室）

済生会滋賀県病院医学
誌（1880-0173）29巻 
Page61（2020.03）

会議録

2021133212 出血性消化性潰瘍　当院の現状と
医療経済的検討

池端 敦（岩手県立中央
病院 消化器内科）, 
吉田 誠一, 伏谷 淳, 
白木 健悠, 渡邊 崇, 
林 秀大, 田邊 瑞樹, 
本多 俊介, 城戸 治, 
赤坂 威一郎

岩手県立病院医学会雑
誌（0385-9320）60巻
2号 Page143-150
（2020.12）

原著論文

2021130254 一期的両側人工膝関節置換術の手
術室運用効率と医療経済性　片側
人工膝関節置換術との比較検討

田巻 達也（讃高会高井
病院）, 谷 麗央, 
樋口 直彦

日本人工関節学会誌
（1345-7608）50巻 
Page187-188
（2020.12）

原著論文
/比較研
究

2021125141 NDBを活用した乳幼児健康診査の
医療経済学的分析に関する研究

山崎 嘉久（あいち小児
保健医療総合センター） 
野口 晴子, 小倉 加恵子, 
佐々木 渓円, 
山縣 然太朗, 
乳幼児健康診断に関す
る疫学的・医療経済学
的検討に関する研究班

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page250
（2020.10）

会議録

2021124954 改めて問う、「保健指導」の意義と
役割　医療経済評価からみた保健指
導の意義と役割

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）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page146
（2020.10）

会議録



2021124923 6ナショナルセンターが連携して行
う医療政策研究と情報提供　糖尿
病に関する医療政策研究と情報提
供、6NC連携への展望

杉山 雄大（国立国際医
療研究センター 国際医
療協力局グローバルヘ
ルス政策研究センター）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page125
（2020.10）

会議録

2021124922 6ナショナルセンターが連携して行
う医療政策研究と情報提供　確かな
がん情報を国民に届けるために　情
報の信頼性、中立性、迅速性をどう
担保するか

高山 智子（国立がん研究
センター がん対策情報
センター がん情報提供
部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page125
（2020.10）

会議録

2021124921 6ナショナルセンターが連携して行
う医療政策研究と情報提供　NDB
を用いた成育医療に関する研究の紹
介

森崎 菜穂（国立成育医療
研究センター 社会医学
研究部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page124
（2020.10）

会議録

2021124920 6ナショナルセンターが連携して行
う医療政策研究と情報提供　国立循
環器病研究センターにおけるNDB
を含むレセプトDPCデータの活用
事例について

西村 邦宏（国立循環器
病研究センター 予防医
学・疫学情報部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page124
（2020.10）

会議録

2021124919 6ナショナルセンターが連携して行
う医療政策研究と情報提供　国立高
度専門医療研究センターの今後の在
り方に関する議論について

天辰 優太（厚生労働省
医政局 医療経営支援課）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page123
（2020.10）

会議録

2021122086 マージナルドナー腎移植の安全性に
関する新規エビデンス創出研究マー
ジナルドナーによる治療介入の医療
経済財政の検証

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）, 市丸 直嗣

日本臨床腎移植学会プ
ログラム・抄録集54回 
Page107（2021.02）

会議録

2021120379 視点　コロナ禍で露呈した「医療」
と「政治」と「メディア」の関係性　
「大阪維新」の医療政策に基づく解
析

海堂 尊 保険診療（0385-8588）
76巻1号 Page52-57
（2021.01）

解説

2021120373 【コロナ禍で加速する　社会&医療
のパラダイムシフト】Part 3　社会
&医療のパラダイムシフト　新型コ
ロナ禍後の医療政策の行方

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

保険診療（0385-8588）
76巻1号 Page15-18
（2021.01）

解説/特
集

2021120077 救急/集中治療領域における薬剤師
介入の実態と有害事象回避による潜
在的な医療経済評価

小林 洋平（北海道大学
病院 薬剤部）, 
山岡 怜央, 三上 龍生, 
山崎 浩二郎, 熊井 正貴, 
山田 武宏, 武隈 洋, 
菅原 満, 井関 健

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）23巻
6号 Page771-779
（2020.12）

原著論文

2021119065 医療経済からみた一期的両側人工膝
関節置換術の有益性

谷 麗央（讃高会高井病
院）, 田巻 達也, 
樋口 直彦

日本人工関節学会誌
（1345-7608）50巻 
Page267-268
（2020.12）

原著論文
/比較研
究



2021118471 多職種連携骨粗鬆症リエゾンサービ
ス（OLS）導入による二次骨折防止
の有用性と医療経済的効果

小林 沙織（埼玉慈恵会
埼玉慈恵病院 医療相談
室）, 吉野 恭正, 大浜 玄,
くご井 昇, 阪本 純一,
平賀 篤史, 飛田 英樹, 
小林 あすか, 久保 寿朗, 
田中 伸哉

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）6巻
Suppl.1 Page343
（2020.09）

会議録

2021117396 レセプト情報・特定健診等情報デー
タベース（NDB）を利用したHIV感
染症における医療経済的分析

谷口 俊文（千葉大学
医学部附属病院 感染
症内科）, 佐藤 大介, 
西岡 祐一, 野田 龍也

日本エイズ学会誌
（1344-9478）22巻4号 
Page455（2020.11）

会議録

2021114096 【2020年診療報酬改定から読む病院
経営】医療政策における診療報酬改
定の位置づけ

鈴木 康裕 病院（0385-2377）79
巻12号 Page905-910
（2020.12）

解説/特
集

2021111397 抗認知症薬、認知症疾患修飾薬の
医療経済的考察

中村 祐（香川大学 医学
部 精神神経医学講座）

Dementia Japan
（1342-646X）34巻4号 
Page425（2020.10）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021138784 【整形外科疾患に対する最近の新薬】

Dupuytren拘縮　ザイヤフレックス
山本 美知郎（名古屋大学
大学院 医学系研究科 手
の外科学）, 平田 仁

関節外科（0286-5394）
40巻3号 Page280-
284（2021.03）

解説/特
集

2021138727 【「D:深さ」と「I:炎症/感染」に変化
あ り!褥 瘡 状 態 評 価 ス ケ ー ル
DESIGN-R 2020ここが変わった!】
総論　日本発の「DESIGN-R」は世
界標準の褥瘡状態評価ツールになっ
た　そして今、DESIGN-R 2020に

真田 弘美（東京大学大学院 
医学系研究科 老年看護学）

Expert Nurse（0911-
0194）37巻3号 
Page15-21（2021.02）

解説/特
集

2021138557 テリパラチドバイオシミラーの治療
学的安全性および薬剤費削減効果の
検討

龍田 涼佑（大分大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
衛藤 大輝, 田中 遼大, 
伊東 弘樹

診療と新薬（0037-
380X）58巻1号 
Page8-14（2021.01）

原著論文
/比較研
究

2021138116 医療経済の視点から血友病治療を考
える

白幡 聡（北九州八幡東
病院）

日本血栓止血学会誌
（0915-7441）32巻1号 
Page55-63（2021.02）

解説

2021136542 【関節リウマチ治療をめぐる話題】
バイオシミラー普及の現状

松野 博明（松野リウマチ
整形外科）

Progress in Medicine
（0287-3648）41巻1号 
Page35-41（2021.01）

解説/特
集

2021133171 片頭痛の現在、過去、未来　頭痛医
療の歴史をふりかえり、新たな展開
を望む

竹島 多賀夫（富永病院） 診療と新薬（0037-
380X）57巻12号 
Page1009-1016
（2020.12）

総説

臨床経済学・薬剤経済学



2021131201 発情同期化処置に供したホルスタイ
ン種泌乳牛の臨床検査所見とその後
の繁殖成績との関連

三浦 亮太朗（日本獣医
生命科学大学 獣医学
部）, 西尾 直也, 
岡田 幸之助, 小澤 壯行, 
長田 雅宏, 牛島 仁

家畜人工授精（0285-
4724）308号 Page10-
18（2020.12）

原著論文

2021126329 Plerixaforを用いた末梢血幹細胞採
取の費用対効果の検討

小倉 瑞生（日本赤十字社
医療センター 血液内科）, 
塚田 信弘, 余語 孝夫, 
梨本 淳一郎, 宇藤 唯, 
佐藤 広太, 宮崎 寛至, 
吉識 由実子, 阿部 有, 
岡塚 貴世志, 石田 禎夫, 
鈴木 憲史

臨床血液（0485-1439）
61巻11号 Page1563-
1569（2020.11）

原著論文
/比較研
究

2021126194 ゾルピデムとブロチゾラムの先発医
薬品使用理由の調査

江口 麻夏（東ファーマシー
ゆうゆう薬局）, 篠崎 彩香, 
山田 輝代嗣, 矢敷 潤, 
前田 恵里, 河野 吉昭, 
秋山 貴子, 香月 信一郎, 
木戸 宏幸, 湯川 栄二

九州薬学会雑誌（2433-
4294）74巻 Page43-
47（2020.11）

原著論文

2021126187 プロトンポンプ阻害薬の院内フォー
ミュラリー策定に向けた体制の構築
と検討

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, 
福永 洋子, 森木 豊栄, 
松尾 亮輔, 荒木 賢二, 
池田 龍二

九州薬学会雑誌（2433-
4294）74巻 Page7-12
（2020.11）

原著論文

2021125917 食品由来疾患の疾病負荷に関する研
究

熊谷 優子（和洋女子大学 
家政学部 健康栄養学科）, 
窪田 邦宏

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page472
（2020.10）

会議録

2021125704 持効性注射剤の費用対効果と国家戦
略への提言

小暮 孝道（赤城会三枚橋
病院 精神科）, 
菅河 真紀子, 河原 和夫

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page418
（2020.10）

会議録

2021125267 百日咳含有ワクチンの就学前児童へ
の追加接種に関する費用効果分析

田中 素子（筑波大学 人
間総合科学研究科 フロ
ンティア医科学専攻 ヒ
ューマンケア科学プロ
グラム保健医療政策学・
医療経済学）, 
大久保 麗子, 石川 伸行, 
星 淑玲, 近藤 正英

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page284
（2020.10）

会議録



2021124178 症候性心房細動におけるカテーテル
アブレーション施行前の閉塞性睡眠
時無呼吸のスクリーニングおよび治
療の費用対効果（Cost-Eff ectiveness 
of Obstructive Sleep Apnea 
Screening and Treatment Before 
Catheter Ablation for Symptomatic 
Atrial Fibrillation）（英語）

Kawakami Hiroshi
（Department of 
Cardiology, 
Pulmonology, 
Hypertension and 
Nephrology, Ehime 
University Graduate 
School of Medicine）, 
Saito Makoto, 
Kodera Satoshi, 
Fujii Akira, 
Nagai Takayuki, 
Uetani Teruyoshi, 
Tanno Sakurako, 
Oka Yasunori, 
Ikeda Shuntaro, 
Komuro Issei, 
Marwick Thomas H., 
Yamaguchi Osamu

Circulation Reports
（2434-0790）
2巻9号 Page507-516
（2020.09）

原著論文
/比較研
究

2021124014 局所進行直腸癌の外科的治療におけ
る課題と治療戦略の転換
（Challenges and shifting treatment 
strategies in the surgical treatment 
of locally advanced rectal cancer）
（英語）

Kim Ho Seung（Division 
of Colorectal Surgery, 
Department of Surgery, 
Yonsei University 
College of Medicine）, 
Kim Nam Kyu

Annals of 
Gastroenterological 
Surgery（2475-0328）
4巻4号 Page379-385
（2020.07）

総説

2021123900 日本における抗菌薬耐性（AMR）疾
患負荷の包括的推定への道（Road 
to comprehensive estimation of 
antimicrobial resistance（AMR） 
disease burden in Japan）（英語）

Tsuzuki Shinya（AMR 
Clinical Reference 
Center, National Center 
for Global Health and 
Medicine）, 
Matsunaga Nobuaki, 
Ohmagari Norio

Global Health & 
Medicine（2434-9186）
2巻3号 Page164-167
（2020.06）

総説

2021122872 初収載　ジェネリックPICK UP　ど
れを選ぶ?新しく薬価収載された注
目ジェネリックの選択のポイント!　
プレガバリン

有山 良一（横浜市立大学
附属病院 薬剤部）, 
小池 博文, 川邉 桂

薬事（0016-5980）63
巻2号 Page257-262
（2021.02）

解説

2021122659 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
ー導入による薬剤経済効果について

宮崎 美子（昭和薬科大学 
地域医療部門）, 
金井 紀仁, 安藤 正純

薬局（0044-0035）72
巻2号 Page330-337
（2021.02）

解説

2021122436 【じっくり読めてしっかり身につく　
精神科薬物療法ガイド　改訂版】精
神科の薬学的管理クリニカルクエス
チョン　（Question 10）ジェネリッ
ク医薬品への変更時に注意すべき点
とは?

佐藤 康一（桜ヶ丘記念
病院 薬剤部）

調剤と情報（1341-
5212）27巻2号 
Page393（2021.01）

Q&A/特
集



2021122421 【じっくり読めてしっかり身につく　
精神科薬物療法ガイド　改訂版】セ
ンパイに学ぶ!薬剤師の介入・フォ
ローアップ事例　薬局の事例　残薬
確認から服薬コンプライアンスの改
善へ　精神科残薬確認フローチャー
トの活用

成井 繁（グッドファー
マシーあおぞら薬局藤
沢店）

調剤と情報（1341-
5212）27巻2号 
Page344-351
（2021.01）

解説/特
集

2021122417 【じっくり読めてしっかり身につく　
精神科薬物療法ガイド　改訂版】ガ
イドラインに基づく外来での精神科
薬物療法　疾患別のポイントと注意
点　発達障害（注意欠如・多動症）

岡田 俊（国立精神・神経
医療研究センター 精神
保健研究所 知的・発達
障害研究部）

調剤と情報（1341-
5212）27巻2号 
Page319-323
（2021.01）

解説/特
集

2021120252 富士通製サーバの8年目以降の延長
保護の取り組みについて

藤川 広誉（舞鶴共済病院 
電算管理課）, 川崎 隆人

共済医報（0454-7586）
69巻4号 Page415-
417（2020.11）

原著論文

2021120209 健康経営と産業保健　その効果を考
える

相澤 好治（北里大学）, 
岡田 邦夫, 土肥 誠太郎, 
森 晃爾, 小田上 公法

産業医学ジャーナル
（0388-337X）44巻1号 
Page4-30（2021.01）

座談会

2021119256 【高齢者の膝関節の痛み】高齢者の
膝関節痛の疫学

田中 亮（広島大学大学院 
人間社会科学研究科）

理学療法ジャーナル
（0915-0552）55巻1号 
Page8-18（2021.01）

解説/特
集

2021118273 骨折の危険性の高い閉経後骨粗鬆
症の女性に対するロモソズマブ治療
の費用対効果

田中 清（神戸学院大学 
栄養学部 公衆栄養・衛
生学部門）, 安立 憲司, 
萩野 浩

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）6巻
Suppl.1 Page290
（2020.09）

会議録

2021118030 骨粗鬆症性椎体に対する保存療法と
人工骨を用いた経皮的椎体形成術で
の骨折部隣接椎体の骨密度変化と費
用対効果について

原田 遼（世田谷北部病院 
診療部 整形外科）, 
中川 雅之

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）6巻
Suppl.1 Page224
（2020.09）

会議録

2021117666 月経困難症の管理 森田 峰人（東邦大学 医
学部 産科婦人科学講
座）

東京都医師会雑誌
（0040-8956）73巻10
号 Page1093-1096
（2020.12）

解説

2021116666 院外心肺停止症例におけるアドレナ
リンの費用対効果分析

松岡 由典（神戸市立医療
センター中央市民病院 
救命救急センター）,
渥美 生弘, 有吉 孝一

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）31巻11
号 Page1897
（2020.11）

会議録

2021113934 ブラウンバッグ運動の成果報告 菅原 政美（マルエ薬局
並榎店）, 山田 一貴, 
永野 知樹, 富田 愛佑美, 
今井 千昌, 山本 大介

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集53回 
Page0252-0253
（2020.10）

会議録

2021113882 ジェネリック貼付剤への変更チャレ
ンジ

西山 涼花（ヘルスプラン
ニング金沢輪島 菜の花
薬局）, 中村 修二

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集53回 
Page0204（2020.10）

会議録



2021113824 抗アレルギー薬が保険適応から除外
された場合の患者の医療費への影響

藤野 平（多賀城調剤薬
局）, 小田嶋 一明, 
中原 保裕

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集53回 
Page0116-0117
（2020.10）

会議録

2021112358 人間ドック健診での費用対効果　医
療価値の見える化

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）

人間ドック（1880-
1021）35巻3号 
Page329（2020.11）

会議録

2021111069 節薬バッグ運動による残薬調整と薬
剤削減効果の解析

高山 浩太郎（九州大学
大学院 薬学研究院 臨床
育薬学分野）, 
脇山 えりか, 小林 大介, 
木原 太郎, 國武 雅弘, 
宮谷 英記, 井野 博文, 
藤崎 尚子, 阿部 みどり, 
濱野 明子, 田中 泰三, 
島添 隆雄

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S290（2020.10）

会議録

2021111052 Model-based meta-analysisによる
切除不能進行膵癌治療法の有効性
比較とそれに基づく費用効果分析

村木 翔太（九州大学大
学院 薬学研究院 薬物動
態学分野）, 添野 沙貴, 
村井 麻里子, 藤田 唯人, 
廣田 豪, 家入 一郎

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S281（2020.10）

会議録

2021110907 多施設・多職種連携による医薬品適
正使用ならびに医療費削減の推進　
薬物療法において薬剤師に求められ
る役割と責任

大野 真司（がん研究会
有明病院）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S193（2020.10）

会議録

2021110906 多施設・多職種連携による医薬品適
正使用ならびに医療費削減の推進　
節薬バッグ運動による医療費削減と
アドヒアランス向上に向けた取り組
み　薬剤師会と大学の連携

林田 諭（福岡市薬剤師会）, 
木原 太郎, 小柳 香織, 
金子 絵里奈, 郡司 清志, 
鶴田 達也, 小林 大介, 
窪田 敏夫, 高木 淳一, 
島添 隆雄, 田中 泰三

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S192（2020.10）

会議録

2021110905 多施設・多職種連携による医薬品適
正使用ならびに医療費削減の推進　
免疫チェックポイント阻害薬を安全
に使用するための院内多職種チーム
の取り組みと地域医療機関との連携

南 晴奈（九州大学病院 
薬剤部）, 池田 宗彦, 
秦 晃二郎, 渡邊 裕之, 
江頭 伸昭, 家入 一郎

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S192（2020.10）

会議録

2021110904 多施設・多職種連携による医薬品適
正使用ならびに医療費削減の推進　
大規模医療情報データベースを活用
した有害事象軽減のための多施設共
同研究

座間味 義人（徳島大学
大学院 医歯薬学研究部 
臨床薬理学分野）, 
川尻 雄大, 牛尾 聡一郎, 
武智 研志, 新村 貴博, 
合田 光寛, 八木 健太, 
中馬 真幸, 石澤 有紀, 
楊河 宏章, 石澤 啓介

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page S191
（2020.10）

会議録



2021110796 超高額医薬品時代における保険制度
のあり方について

池田 俊也（国際医療福祉
大学 医学部 公衆衛生学）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page S116
（2020.10）

会議録

2021109234 His束カテーテルアブレーションに
おける体系的なマッピングシステム
の使用は費用対効果があるか　単一
施設での経験（Is the systematic 
use of mapping systems during His 
Bundle catheter ablation cost-
eff ective? A single-center 
experience）（英語）

Marini Massimiliano
（Department of Cardiology, 
S. Chiara Hospital）, 
Ravanelli Daniele, 
Martin Marta, 
Battisti Valentina, 
Quintarelli Silvia, 
Guarracini Fabrizio, 
Coser Alessio, 
Menegotti Loris, 
Bonmassari Roberto

Journal of Arrhythmia
（1880-4276）36巻4号 
Page720-726
（2020.08）

原著論文
/比較研
究

2021108538 進行性核上性麻痺の社会的・経済
的負担に関する推計

五十嵐 中（横浜市立
大学 医学群 健康社会
医学ユニット）, 
饗場 郁子, 正路 章子, 
岩崎 勝彦, 齋藤 快路, 
C h e n A l i c e N i a n n -
Woei, 羽山 明宏

薬理と治療（0386-
3603）48巻6号 
Page911-926
（2020.06）

原著論文
/比較研
究

2021108295 薬学教育と日本薬局方、その未来に
向けて　ジェネリック医薬品の品質
と日本薬局方

伊豆津 健一（国立医薬
品食品衛生研究所 薬品
部）

薬学雑誌（0031-6903）
140巻6号 Page773-
776（2020.06）

総説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021120045 一人平均後期高齢者医療費の二次

医療圏における地域偏在と医療・社
会経済・生活習慣指標との関連

淡島 正浩（群馬医療福祉
大学 短期大学部 医療福
祉学科）, 板垣 匠, 
菅野 涼夏, 木下 直彦, 
瀧口 徹

新潟医療福祉学会誌
（1346-8774）20巻2号 
Page16-24（2020.11）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021138474 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
（第2報）　2020年6月発表のデータ
について

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）35巻3号 
Page230-232
（2020.12）

原著論文

2021137836 思春期の摂食障害:診療の課題　最
前線　海外のガイドライン、医療制
度に学ぶ摂食障害治療

西園マーハ 文（明治学院
大学）

子どもの心とからだ
（0918-5526）29巻2号 
Page148（2020.08）

会議録

医療保障制度



2021133007 【周産期の薬】総論　周産期医療に
おける薬物療法の課題　産科におけ
る医療保険算定上の対応

宮崎 亮一郎（江東病院 
産婦人科）

周産期医学（0386-
9881）50巻増刊 
Page24-27（2020.12）

解説/特
集

2021132320 ポリファーマシーが国民健康保険及
び後期高齢者医療制度の調剤医療
費に与える影響の将来推計

谷原 真一（久留米大学 
医学部 公衆衛生学講座）

地域医療（0289-9752）
第59回特集号 
Page732（2019.10）

会議録

2021126005 移行期にあるベトナムの医療制度　
COVID-19にどの程度対応している
か（Vietnam healthcare system in 
transition: How well does it 
respond to Covid 19）（英語）

Nguyen Huy（St. Luke's 
International University, 
Graduate School of 
Public Health）, 
Debattista Joseph, 
Pham Minh, 
Gilmour Stuart, 
Nguyen Lan Hoa, 
An Dao Thi Minh, 
Nguyen Van Tien, 
Phuong Le Mai, 
Nguyen The Phuong, 
Tran Thi Ngoc Anh, 
Vu Duy Kien, 
Dinh Thai Son, 
Hoang Van Minh

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
79回 Page502
（2020.10）

会議録

2021114201 やりなおし!　医療制度基本のき（第
12回）（最終回）　応招義務と医師の
働き方改革

奥村 栄次郎（日本臨床
整形外科学会）

臨床整形外科（0557-
0433）55巻12号 
Page1350-1351
（2020.12）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021136012 2020年度診療報酬改定の影響調査

結果
藤井 雅代（日本診療放
射線技師会）, 中村 泰彦
東村 享治, 田渕 隆, 
佐藤 久弥, 木暮 陽介, 
筑後 孝夫, 根本 幹央, 
中山 勝雄, 鍵谷 昭典, 
磯部 徹, 野口 雄司, 診
療報酬政策立案委員会

JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
68巻2号 Page203-
212（2021.02）

原著論文

2021122879 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41回）　静
かに進む地殻変動-令和2年度下期交
渉は波乱含み

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻2号 Page303-304
（2021.02）

解説

診療報酬・薬価



2021122872 初収載　ジェネリックPICK UP　ど
れを選ぶ?新しく薬価収載された注
目ジェネリックの選択のポイント!　
プレガバリン

有山 良一（横浜市立大学
附属病院 薬剤部）, 
小池 博文, 川邉 桂

薬事（0016-5980）63
巻2号 Page257-262
（2021.02）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021117238 病院における高効率照明導入による

多角的コスト削減に関する研究
津田 康弘（三和会国吉
病院 管理部）

JHAC（1344-2147）
26巻1号 Page113-115
（2020.12）

原著論文

2021117236 専門職が業務改善を行うことにより
病院経営に与える効果の検討　診療
放射線技師の目線で病院経営を考察
する

花木 貴志（若弘会 本部
人事課）

JHAC（1344-2147）
26巻1号 Page100-104
（2020.12）

原著論文

2021117234 地域で支えるがん患者ケアを目指し
た薬・薬連携の構築

鬼窪 利英（慈泉会相澤
病院 薬剤センター）

JHAC（1344-2147）
26巻1号 Page88-93
（2020.12）

原著論文

2021117233 当院における地域連携推進の取組に
ついて

深澤 博（横浜市立大学
附属病院 医学・病院統
括部 地域連携課）

JHAC（1344-2147）
26巻1号 Page83-87
（2020.12）

原著論文

2021117232 益田市人口推計に基づく外来患者推
移と供給医療体制の変化

秋吉 政幸（益田赤十字
病院 事務部 企画課）

JHAC（1344-2147）
26巻1号 Page78-82
（2020.12）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021138846 【Targeted Protein Degradation】創

薬における標的蛋白質分解誘導薬の
現状

田中 実（田辺三菱製薬 
創薬本部）

細胞（1346-7557）53
巻3号 Page152-155
（2021.03）

解説/特
集

2021138379 医薬品の品質をめぐって　クオリテ
ィ・バイ・デザイン（QbD）に基づ
く製剤開発　リスクアセスメント手
順と留意点

桑子 正行（大正製薬 QA
本部試験保証室）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻2号 
Page122-128
（2021.02）

解説

2021131268 インド製薬企業のオープンイノベー
ション戦略に関する研究

上池 あつ子（中央学院
大学 商学部）

医療と社会（0916-
9202）30巻3号 
Page342（2020.12）

会議録

2021131263 当社の認知症エコシステムへの取り
組み

内藤 景介（エーザイ） 医療と社会（0916-
9202）30巻3号 
Page291-295
（2020.12）

解説

医業経営

医療関連ビジネス



2021131262 ヘルスケアイノベーションの方向性
と製薬産業に期待したいこと

西川 和見（経済産業省 
ヘルスケア産業課）, 
川口 俊徳

医療と社会（0916-
9202）30巻3号 
Page285-290
（2020.12）

解説

2021131261 エコシステム時代における製薬企業
の変革の方向性と課題

増井 慶太（デロイトトー
マツコンサルティング）

医療と社会（0916-
9202）30巻3号 
Page267-284
（2020.12）

解説

2021131260 未来ヘルスケアへの準備　データ駆
動型研究を進めていくための方策

森田 正実（日本製薬工業
協会医薬産業政策研究
所）

医療と社会（0916-
9202）30巻3号 
Page248-266
（2020.12）

解説

2021121119 漢方原料生薬の品質・安全性 笠原 良二（ツムラ 医薬
営業本部 流通企画部 特
販課）

東方医学（0911-7768）
36巻3号 Page3-16
（2020.12）

解説

2021120034 企業における製剤開発研究の変革と
今後への期待

脇山 尚樹（日本ジェネ
リック）

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）81巻1号 
Page39-42（2021.01）

解説

2021120032 【薬剤学による持続可能な医療・研
究・教育の発展を目指して～ポス
ト・コロナ/これからあるべき姿～】
薬剤学による持続可能な医療・研
究・教育の発展を目指して　ポス
ト・コロナ/これからあるべき姿（3）

鵜飼 宏治（第一三共製剤
技術研究所）, 馬場 一彦, 
池田 幸弘, 伊藤 敦俊

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）81巻1号 
Page21-24（2021.01）

座談会/
特集

2021119413 これからの医薬品開発と患者・市民
参画【第4回】患者の声を活かした
医薬品開発に向けた製薬企業の取り
組みと今後の課題　臨床試験の企
画段階から患者や小児患者の家族の
声を活かしていく取り組み

名執 真希子（ヤンセン
ファーマ）, 岩森 紗希, 
松尾 哲夫, 釜田 美保, 
鈴木 和幸, 中前 修一, 
渡部 ゆき子, 佐藤 且章, 
今井 康彦, 田畑 智之, 
藤岡 慶壮, 宮田 雅代, 
松澤 寛, 日本製薬工業
協会医薬品評価委員会
臨床評価部会2020年度
継続課題対応チーム5 
2020年度継続課題対応
チーム7

Clinical Research 
Professionals80-81号 
Page24-33（2020.12）

解説

2021119412 これからの医薬品開発と患者・市民
参画【第3回】患者の声を活かした
医薬品開発に向けた製薬企業の取り
組みと今後の課題　製薬企業による
「患者の声を活かした」医薬品開発
への取り組み

松山 翔（科研製薬）, 
北島 五輪男, 西川 智章, 
植木 進, 鈴木 和幸, 
藤岡 慶壮, 宮田 雅代, 
松澤 寛, 日本製薬工業
協会医薬品評価委員会
臨床評価部会2020年度
継続課題対応チーム5

Clinical Research 
Professionals80-81号 
Page16-23（2020.12）

解説



2021119387 医薬品のクオリティ・バイ・デザイ
ン開発による新薬の審査期間および
品質への影響

梶原 英司（東京理科大学
大学院 薬学研究科）, 
神里 春樹, 鹿野 真弓

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻1号 
Page49-51（2021.01）

解説

2021117285 HIV/AIDSに関連した医薬品の承認
審査とその影響-未来に向けた提言-　
ドルテグラビルの欧米での迅速承認
を目指した臨床開発　企業の立場か
ら

藤原 民雄 日本エイズ学会誌
（1344-9478）22巻4号 
Page328（2020.11）

会議録

2021110954 デジタルヘルスと臨床薬理学/治験・
臨床研究　製薬企業のデジタルヘル
スへの取り組み

中野 真子（ノバルティス
ファーマ）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S226（2020.10）

会議録

2021110943 希少疾病用医薬品の開発　希少疾
病用医薬品開発の課題

柏谷 祐司（武田薬品工業 
日本開発センター薬事部）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S218（2020.10）

会議録

2021110938 医薬品開発への患者参画　医薬品
開発における患者参画への取り組み　
製薬企業の立場から

北村 篤嗣（ファイザー
R&D）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. Page 
S215（2020.10）

会議録

2021110918 新たなスタイルの臨床試験　新たな
スタイルの臨床試験　企業から視点
から

高橋 希人（グラクソス
ミスクライン 開発本部）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. 
Page S201（2020.10）

会議録

2021110914 ファーマコメトリクスのさらなる展
開　2　医薬品開発におけるファー
マコメトリクスの潮流　社内事例に
基づく考察

深江 真登（第一三共 臨
床薬理部）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. 
Page S198（2020.10）

会議録

2021110803 日本の治験いまむかし-日本の治験・
臨床試験の歴史と未来への展望-　
日本のCROの歴史

大石 圭子（シミックホー
ルディングス）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. 
Page S122（2020.10）

会議録

2021110802 日本の治験いまむかし-日本の治験・
臨床試験の歴史と未来への展望-　
日本の治験の歴史や変遷　製薬企
業の観点から

谷河 賞彦（バイエル薬品 
研究開発本部 オンコロ
ジー開発部）

臨床薬理（0388-1601）
51巻Suppl. 
Page S122（2020.10）

会議録

2021110752 創薬シリーズ　創薬研究の新潮流　
In vitro肝毒性評価の進歩

竹村 晃典（千葉大学大
学院 薬学研究院 生物薬
剤学研究室）, 伊藤 晃成

日本薬理学雑誌（0015-
5691）155巻6号 
Page401-405
（2020.11）

解説

2021109460 Microphysiological Systems/
Organs on a Chip　製薬における生
体模倣システム　パラダイムの進化
（MICROPHYSIOLOGICAL 
SYSTEMS IN PHARMA: 
EVOLVING A PARADIGM）（英語）

Proctor William
（Genentech）

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）34巻
Suppl. Page S10
（2019.01）

会議録



2021109441 Development of Guidelines to 
Implement Pharmacogenomics-
based Clinical Decision　薬理ゲノ
ミクスの学術的・産業的展望　薬物
の最適化（ACADEMIC AND 
INDUSTRY PERSPECTIVES ON 
PHARMACOGENOMICS: DRUG 
OPTIMIZATION）（英語）

Shuldiner Alan
（Regeneron Genetics 
Center and the 
University of Maryland 
School of Medicine）

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）34巻
Suppl. Page S6
（2019.01）

会議録

2021108509 新薬開発小史　日本生まれの肝・
胆・消化機能改善剤ウルソデオキシ
コール酸開発の歩み

仲安 義行（田辺三菱製
薬 育薬本部 プロジェク
トマネジメント部）

薬史学雑誌（0285-
2314）55巻1号 
Page13-20（2020.06）

解説

2021108483 業界としてのインセンティブと抗生
物質耐性　抗生物質感受性助成金
制度の導入（Industry incentives 
and antibiotic resistance: an 
introduction to the antibiotic 
susceptibility bonus）（英語）

Morel Chantal M.
（University of Geneva 
Hospitals and Faculty 
of Medicine）, 
Lindahl Olof, 
Harbarth Stephan, 
de Kraker Marlieke 
E.A., Edwards Suzanne, 
Hollis Aidan

The Journal of 
Antibiotics
（0021-8820）73巻7号 
Page421-428
（2020.07）

総説




