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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
2021196453 医療政策とその課題　日本の国民皆

保険制度は持続可能か?
浜田 淳（岡山大学大学
院 医歯薬学総合研究科 
医療政策・医療経済学）

岡山医学会雑誌（0030-
1558）133巻1号 
Page30-35（2021.04）

総説

2021193812 うつ病患者の活動記録を利用した社
会医学研究者と医療経済学者の共同
研究

熊谷 成将（西南学院大学 
経済学部）, 田近 亜蘭, 
後藤 励, 古川 壽亮

医療経済研究（1340-
895X）32巻2号 
Page78-89（2021.03）

解説

2021192241【災害医療　それぞれの10年を振り
返って】災害医療行政・体制の10年　
防ぎえた災害死

大友 康裕（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 救急災害医学）

救急医学（0385-8162）
45巻3号 Page338-
345（2021.03）

解説/特
集

2021192240【災害医療　それぞれの10年を振り
返って】災害医療行政・体制の10年　
BCPの確立と普及、そして課題

中尾 博之（岡山大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 災害医療マネジメン
ト学講座）

救急医学（0385-8162）
45巻3号 Page332-
337（2021.03）

解説/特
集

2021192239【災害医療　それぞれの10年を振り
返って】災害医療行政・体制の10年　
自衛隊における災害医療・支援活動
の10年

清住 哲郎（防衛医科大
学校 防衛医学講座）

救急医学（0385-8162）
45巻3号 Page326-
331（2021.03）

解説/特
集

2021192238【災害医療　それぞれの10年を振り
返って】災害医療行政・体制の10年　
東日本大震災におけるDMAT活動と
この10年

小井土 雄一（国立病院機
構 本部DMAT事務局）, 
近藤 久禎, 若井 聡智, 
小早川 義貴, 市原 正行, 
岬 美穂

救急医学（0385-8162）
45巻3号 Page318-
325（2021.03）

解説/特
集

2021192237【災害医療　それぞれの10年を振り
返って】災害医療行政・体制の10年　
災害政策の10年

酒井 智彦（大阪大学医
学部附属病院高度救命
救急センター）

救急医学（0385-8162）
45巻3号 Page310-
317（2021.03）

解説/特
集



2021191554 職域における健康診断のこれから　
健康診断の医療経済評価

杉森 裕樹（大東文化大学 
スポーツ・健康科学部）, 
永田 智久, 五十嵐 中, 
大重 賢治, 須賀 万智, 
久保 靖司

産業衛生学雑誌（1341-
0725）59巻臨増 
Page239（2017.05）

会議録

2021181678 医療行政　EU離脱と英国医療　「合
意」成立を受けて

松田 亮三（立命館大学
人間科学研究所）

医学のあゆみ（0039-
2359）277巻3号 
Page238-239
（2021.04）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021197769 医学統計学シリーズ（第56回）　

ネットワークメタアナリシスから
Bayesian Cost-Eff ectiveness 
Analysis（CEA）へ

森實 敏夫（日本医療機
能評価機構）

あいみっく（0386-
4502）42巻1号 
Page13-20（2021.03）

解説

2021197655 爪白癬患者に対する新規経口薬ホス
ラブコナゾールの費用効果分析

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医
薬政策学）, 松崎 稔矢, 
滕 麗達, 長谷川 紗由美, 
常深 祐一郎

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）131巻4
号 Page719-731
（2021.04）

原著論文
/比較研
究

2021196778 生活習慣病予防は医療費増加の抑制
につながるのか?

二見 順（東日本国際大学）東日本国際大学研究紀
要（2432-6917）26巻
1号 Page63-71
（2021.03）

解説

2021196748 医薬品のイノベーションと薬価政策
の方向

林 俊宏（厚生労働省医政
局 経済課）, 赤名 正臣, 
坂巻 弘之

社会保険旬報（1343-
5728）2816号 Page6-
18（2021.04）

座談会

2021195364【フレイル予防・対策:基礎研究から
臨床、そして地域へ】フレイルの全
体像を学ぶ　栄養によるフレイル予
防　最新の栄養サポート戦略

吉村 芳弘（熊本リハビ
リテーション病院 リハ
ビリテーション科）

Advances in Aging and 
Health Research2020
巻 Page87-101
（2021.03）

解説/特
集

2021193813 介護離職の社会的損失　失われた
雇用と所得の推計

岸田 研作（岡山大学大学
院 社会文化科学研究科）

医療経済研究（1340-
895X）32巻2号 
Page90-126
（2021.03）

原著論文

2021193215 手術不能又は再発乳がんに対する一
次治療としてのパルボシクリブの費
用対効果に関する研究（Cost-
eff ectiveness analysis of palboci-
clib as fi rst-line treatment for 
patients with ER-positive, HER2-
negative advanced breast cancer 
in Japan）（英語）

森本 喬士（国際医療福
祉大学大学院 医学研究
科 公衆衛生学専攻）, 
池田 俊也, 山崎 力

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）26巻
1号 Page17-25
（2021.02）

原著論文
/比較研
究

臨床経済学・薬剤経済学



2021191870 疾病による就業影響の季節的影響に
ついての検討

伊藤 敬（新日本無線） 産業衛生学雑誌（1341-
0725）59巻臨増 
Page455（2017.05）

会議録

2021191701 結核ハイリスク職場の結核検診にお
けるインターフェロンγ遊離試験の
費用効果分析

小和田 暁子（大田区役所）産業衛生学雑誌（1341-
0725）59巻臨増 
Page368（2017.05）

会議録

2021191554 職域における健康診断のこれから　
健康診断の医療経済評価

杉森 裕樹（大東文化大学 
スポーツ・健康科学部）, 
永田 智久, 五十嵐 中, 
大重 賢治, 須賀 万智, 
大久保 靖司

産業衛生学雑誌（1341-
0725）59巻臨増 
Page239（2017.05）

会議録

2021191075 通所介護における費用対効果と介護
保険上の問題点

六反田 雄一（霧ヶ丘つ
だ病院）, 池内 智之, 
大場 健一郎, 松尾 聡, 
森 駿一朗, 津田 徹

日本呼吸ケア・リハビ
リテーション学会誌
（1881-7319）30巻
Suppl. Page168s
（2021.02）

会議録

2021190798 プレゼンティーイズムによる労働損
失の実態に関する最新の全国調査

吉本 隆彦（昭和大学 医
学部衛生学公衆衛生学講
座）, 岡 敬之, 藤井 朋子, 
永田 智久, 松平 浩

産業衛生学雑誌（1341-
0725）62巻臨増 
Page587（2020.05）

会議録

2021190349 職場のハラスメントの経済損失　疾
病休業・労働生産性・離職の観点か
ら

津野 香奈美（神奈川県
立保健福祉大学 ヘルス
イノベーション研究科）, 
川上 憲人, 堤 明純, 
島津 明人, 井上 彰臣, 
吉川 徹, 小田切 優子, 
下光 輝一

産業衛生学雑誌（1341-
0725）62巻臨増 
Page348（2020.05）

会議録

2021189915 民生用ウェアラブルデバイスを用い
た安価かつ安全な健康情報収集の可
用性の検討

野々村 拡展（東京大学
大学院 薬学系研究科）, 
仁宮 洸太

日本遠隔医療学会学術
大会プログラム・抄録
集24回 Page174
（2021.02）

会議録

2021189205 急速凝固採血管と従来採血管を用い
たPSA測定の相関性と測定時間の
短縮効果に対する費用効果の検討

早川 尚未（水島協同病院 
臨床検査科）, 細田 直史, 
田中 淳子, 末永 武寛, 
武田 繁雄

日本泌尿器科学会総会
108回 Page1458
（2020.12）

会議録



2021188357 ロボット支援広汎前立腺切除術に関
する術前のルーチンの血液型と抗体
の検査と術後のルーチンの血液検査
の臨床的有効性および費用対効果に
関する評価（Evaluation of the 
clinical and cost eff ectiveness of 
routine Pre-Op Group and Screen 
and routine Post-Op Bloods for 
Robotic Assisted Radical 
Prostatectomy）（英語）

Nathan Arjun（Urology, 
University College 
London Hospitals）, 
Hanna Nancy, 
Rashid Amir, 
Sridhar Ashwin, 
Kelkar Anand, 
Briggs Tim, Kelly John, 
Shah Nimish, 
Shaw Greg, Lamb Ben, 
Sooriakumaran 
Prasanna, 
Rajan Prabhakar, 
Nathan Senthil

日本泌尿器科学会総会
108回 Page682
（2020.12）

会議録

2021187451 福祉事務所におけるソーシャルワー
カーを人員配置するための考察（そ
の1）　ソーシャルワーカーの費用対
効果を算出する試みを通して

橋本 夏実（九州保健
福祉大学大学院 連合
社会福祉学研究科博
士（後期）課程）, 
川廷 宗之

敬心・研究ジャーナル
（2432-6240）4巻2号 
Page51-58（2020.12）

解説

2021184800 医療費自己負担から考えたRAバイ
オ製剤の使い分け

松野 博明（松緑会松野
リウマチ整形外科）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集64回 Page798
（2020.08）

会議録

2021184554 NinJaにおける費用および効果の分
析年次報告2018　費用対効果は改
善　前年の悪化は一過性

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター リ
ウマチ・膠原病内科）, 
田中 孝典, 鳥越 雅隆, 
木村 大作, 松井 利浩, 
當間 重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集64回 Page718
（2020.08）

会議録

2021184015 介護度を指標とした、生物学的製剤
の適正使用について

古林 啓介（慈恵会新須
磨病院 リウマチ・膠原
病センター）, 郡山 健治

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集64回 Page567
（2020.08）

会議録

2021183396 RAにおけるファーマエコノミクス 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）

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集64回 Page293
（2020.08）

会議録



2021183188 東アジアにおける非アルコール性脂
肪性肝炎の経済的・臨床的負荷のモ
デリング　香港のデータ（Modelling 
the economic and clinical burden 
of non-alcoholic steatohepatitis in 
East Asia: Data from Hong Kong）
（英語）

Tampi Radhika P.（Betty 
and Guy Beatty Center 
for Integrated Research, 
Inova Health System, 
Inova Fairfax Hospital）, 
Wong Vincent Wai-Sun, 
Wong Grace Lai-Hung, 
Shu Sally She-Ting, 
Chan Henry Lik-Yuen, 
Fung James, 
Stepanova Maria, 
Younossi Zobair M.

Hepatology Research
（1386-6346）50巻9号 
Page1024-1031
（2020.09）

原著論文

2021182176 精神科病棟の長期入院患者に対する
処方提案の必要性（Need for 
Prescription Suggestions for 
Long-term Inpatients in the 
Psychiatric Ward）（英語）

Shin Kenji（Department 
of Clinical Pharmacy 
and Pharmaceutical 
Care, Graduate School 
of Pharmaceutical 
Sciences, Kyushu 
University）, 
Kobayashi Daisuke, 
Kawashiri Takehiro, 
Ushijima Yuichi, 
Moritaka Keita, 
Yanai Hiroshi, 
Ichiki Yuko, 
Murakami Aya, 
Kanazawa Yasunori, 
Kamimura Hidetoshi, 
Shimazoe Takao

薬学雑誌（0031-6903）
140巻8号 Page1025-
1033（2020.08）

原著論文
/比較研
究

2021181544 創薬サイエンティストと情報基盤を
築くアカデミック・ディテーリング
が薬剤師を変える

小茂田 昌代（東京理科
大学 薬学部）

ファルマシア（0014-
8601）57巻4号 
Page299-304
（2021.04）

解説

2021181434 集中治療室を中心とした薬剤師によ
る抗菌薬適正使用支援の実践と効果

本田 勝亮（聖隷福祉事業
団総合病院聖隷浜松病院 
薬剤部）, 石塚 友一, 
柏原 道志, 長岡 翔, 
石原 冬馬, 真壁 利枝, 
渡邊 卓哉, 矢部 勝茂

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）57巻4号 
Page441-445
（2021.04）

原著論文
/比較研
究

2021181430 慢性便秘症治療薬の適正使用を目
指した院内フォーミュラリ導入の効
果の検証

吉田 章悟（愛生館小林
記念病院 薬剤科）, 
小暮 俊明, 酒井 美理, 
町田 裕実子, 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）57巻4号 
Page413-418
（2021.04）

原著論文
/比較研
究



2021181275 IBD診療現場のPros & Cons（No.1）　
生物学的製剤による寛解維持中に
5-ASA製剤を続けるべきか?（その
2）　中止の立場から

加藤 順（千葉大学 
医学部 消化器内科）

IBD Research（1881-
6533）15巻1号 
Page48-51（2021.03）

解説

2021180837【医薬品・医療材料をどうコントロ
ールするか】病院経営からみた医療
材料の選択と適正使用　ディスポー
ザブルからリユーザブル,そしてリ
ポーザブルへ

小山 勇（埼玉医科大学
国際医療センター）

病院（0385-2377）80
巻4号 Page329-333
（2021.04）

解説/特
集

2021180830【医薬品・医療材料をどうコントロ
ールするか】医薬品の費用対効果と
価値をめぐる議論とは　高額薬剤と
オカネ/いのち

五十嵐 中（横浜市立大学 
医学群 健康社会医学ユ
ニット）

病院（0385-2377）80
巻4号 Page296-299
（2021.04）

解説/特
集

2021180829【医薬品・医療材料をどうコントロ
ールするか】医薬品・医療材料の費
用対効果評価の現状と政策

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）

病院（0385-2377）80
巻4号 Page292-294
（2021.04）

解説/特
集

2021180700【フレッシャーズ特集:日常診療のコ
ツとヒント-基本に立ち返って考え
よう】（Part3）ピンポイントで知りた
い治療のコツ（解説15）　バイオ指
南　基本のおさらい

小池 雄太（長崎大学病院 
皮膚科・アレルギー科）

Visual Dermatology
（2186-6589）20巻4号 
Page420-423
（2021.03）

解説/特
集

2021180664【オンライン診療の現況と展望】精
神科領域におけるオンライン診療

木下 翔太郎（慶応義塾
大学 医学部 精神・神経
科学教室）, 赤尾 綾香, 
岸本 泰士郎

カレントテラピー
（0287-8445）39巻4号 
Page335-339
（2021.04）

解説/特
集

2021179146 障害福祉サービス事業所における
ICTシステム導入の実績とそれに伴
う業務効率の意識　T県におけるア
ンケート調査を通じて

寺島 正博（福岡県立大
学 人間社会学部）, 
石崎 龍二, 柴田 雅博

福岡県立大学人間社会
学部紀要（1349-0230）
29巻2号 Page47-60
（2021.03）

原著論文

2021177601 がん相談支援センターの相談記録デ
ータへのテキストマイニングを用い
たパターンと傾向の分析

三苫 美和（神戸女子大学 
看護学部）, 東 ますみ, 
石垣 恭子, 福島 美幸, 
谷水 正人, 西村 治彦

医療と社会（0916-
9202）30巻4号 
Page459-478
（2021.03）

原著論文

2021176558 医療用テレメータに使用するバッテ
リーの検討　アルカリ乾電池と
eneloop proの比較

高橋 大樹（JA北海道厚
生連遠軽厚生病院 医療
技術部臨床工学技術科）, 
関根 貴弘, 岩田 翼, 
伊藤 貴之

北海道農村医学会雑誌
（1341-4666）53巻 
Page165-169
（2021.03）

原著論文

2021176550 一包化錠剤仕分け装置の導入による
医療費削減効果の検証

島津 智行（JA北海道厚生
連帯広厚生病院 薬剤部）, 
猪谷 朱理, 河端 真以, 
越野 早紀, 金住 麻子, 
田中 悠季, 三本松 泰孝, 
佐藤 弘康, 和泉 秀明, 
田村 広志

北海道農村医学会雑誌
（1341-4666）53巻 
Page104-107
（2021.03）

原著論文



2021175678 職場健診における胃がん予防として
のピロリ菌検査の導入と費用効果分
析

小和田 暁子（大田区役
所 総務部）

産業衛生学雑誌（1341-
0725）60巻臨増 
Page350（2018.05）

会議録

2021172869 インプラント治療に関わる高齢者の
諸問題とその対応　インプラント治
療における多（他）職種との連携を
見据えて

市川 哲雄（徳島大学大
学院 医歯薬学研究部 口
腔顎顔面補綴学分野）, 
渡邉 恵, 石田 雄一, 
岩脇 有軌

日本歯科先端技術研究
所学術会誌27巻1号 
Page14-21（2021.02）

総説

2021171264 ジェネリック医薬品ポスト80%時代
を見据えて　バイオシミラーに期待
される役割

黒川 達夫（日本バイオ
シミラー協議会）, 
南部 静洋

ジェネリック研究
（1881-9117）14巻2号 
Page68-75（2020.12）

解説

2021167708 ロタウイルスワクチンとその公費助
成による胃腸炎入院患者数の減少と
費用対効果

是松 聖悟（中津市立中
津市民病院）, 小河 和也, 
秋本 竜矢, 佐脇 美和, 
中嶋 美咲, 伊藤 創太郎, 
小杉 雄二郎, 合志 光史

小児保健研究（0037-
4113）79巻6号 
Page591-596
（2020.11）

原著論文

2021165558 肝炎ウイルス陽性患者の院内拾い上
げについての試み　高い費用対効果
を目指して

榎本 平之（兵庫医科大
学病院 肝・胆・膵科）, 
坂井 良行, 由利 美奈子, 
郡山 隆志, 岸野 恭平, 
霜野 良弘, 石井 紀子, 
由利 幸久, 長谷川 国大, 
高田 亮, 楊 和典, 
高嶋 智之, 會澤 信弘, 
池田 直人, 西村 貴士, 
西川 浩樹, 岩田 恵典, 
飯島 尋子, 西口 修平

肝臓（0451-4203）61
巻Suppl.2 Page A685
（2020.09）

会議録

2021165535 A型肝炎ウイルス（HAV）ワクチン
費用対効果分析

杉山 文（広島大学大学
院・疫学・疾病制御学）, 
秋田 智之, 大久 真幸, 
中山 伸朗, 岡本 宏明, 
田中 純子

肝臓（0451-4203）61
巻Suppl.2 Page A678
（2020.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021182120 糖尿病、高血圧および高脂血症の医

療費削減に対する18ヵ月間のウォ
ーキング習慣介入の効果　前向き研
究（The Eff ects of an 18-Month 
Walking Habit Intervention on 
Reducing the Medical Costs of 
Diabetes, Hypertension, and 
Hyperlipidemia: A Prospective 
Study）（英語）

Yamashita Kazuhiko
（Ryotokuji University）, 
Yamashita Tomoko, 
Sato Mitsuru, 
Inoue Masahiro, 
Takase Yoshimasa

Advanced Biomedical 
Engineering（2187-
5219）9巻 Page117-
124（2020.）

原著論文

医療費



2021176550 一包化錠剤仕分け装置の導入による
医療費削減効果の検証

島津 智行（JA北海道厚生
連帯広厚生病院 薬剤部）, 
猪谷 朱理, 河端 真以, 
越野 早紀, 金住 麻子, 
田中 悠季, 三本松 泰孝, 
佐藤 弘康, 和泉 秀明, 
田村 広志

北海道農村医学会雑誌
（1341-4666）53巻 
Page104-107
（2021.03）

原著論文

2021172443 日本の非アルコール性脂肪性肝疾患
（NAFLD）または非アルコール性脂
肪肝炎（NASH）患者における肝硬
変（LC）と肝細胞癌（HCC）進行に
よる高額医療費　診療レセプトデー
タベースを用いたリアルワールドデ
ータに関する研究（High Healthcare 
Cost Burden for Liver Cirrhosis
（LC） and Hepatocellular 
Carcinoma（HCC） Progression 
within Nonalcoholic Fatty Liver 
Disease（NAFLD） or Nonalcoholic 
Steatohepatitis（NASH） Patients 
in Japan: a Real-world Data Study 
Using a Claims Database）（英語）

Hasegawa Ken（東京女
子医科大学・早稲田大
学連携先端生命医科学
研究教育施設）, 
Aruga Atsushi

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）11巻1号 
Page3-12（2021.01）

原著論文
/比較研
究

2021171167 急性期人工関節周囲感染症例におけ
る抗MRSA薬の有効性と医療費に関
する調査

染谷 梨沙（昭和大学 薬
学部 病院薬剤学講座）, 
高田 昂輔, 詫間 章俊, 
内倉 健, 縄田 修一, 
前田 昭彦, 川崎 恵吉, 
木村 聡, 藤巻 良昌, 
詫間 隆博, 峯村 純子, 
佐々木 忠徳

日本人工関節学会誌
（1345-7608）50巻 
Page721-722
（2020.12）

原著論文
/比較研
究

2021167822 奈良県における後期高齢者医療費と
保険料水準の理論推計

西岡 祐一（奈良県立医
科大学 公衆衛生学）, 
野田 龍也, 今村 知明

厚生の指標（0452-
6104）67巻15号 
Page26-30（2020.12）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021196695【アウトカムにつながる道を歩こう　

栄養管理の成果を数字で示す】医療
制度改革へ向けて　私たちの成果を
数字で示し制度改革へつなごう

宮澤 靖（日本栄養経営
実践協会）

栄養経営エキスパート6
巻3号 Page12-16
（2021.05）

解説/特
集

医療保障制度



2021179946 中国大連市における医療保険制度の
実施状況

賈 子申（佛教大学 大学院）佛教大学大学院紀要（社
会福祉学研究科篇）
（1883-4019）49号 
Page73-90（2021.03）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021196748 医薬品のイノベーションと薬価政策

の方向
林 俊宏（厚生労働省医政
局 経済課）, 赤名 正臣, 
坂巻 弘之

社会保険旬報（1343-
5728）2816号 Page6-
18（2021.04）

座談会

2021193356 当院における遺伝性乳癌卵巣癌症候
群（HBOC）患者に対する腹腔鏡下
リスク低減卵管卵巣摘出術（RRSO）
の取り組み　令和2年度診療報酬改
定をふまえて

西野 翔吾（愛知県がん
センター 婦人科部）, 
坪内 寛文, 坂田 純, 
森 正彦, 鈴木 史朗

東海産科婦人科学会雑
誌（0915-7204）57巻 
Page277-284
（2021.03）

原著論文

2021185870 当院集中治療部における部門原価計
算の試み

井汲 沙織（東北大学大
学院 医学系研究科 麻酔
科学周術期医学分野）, 
志賀 卓弥, 小林 直也, 
亀山 良亘, 齋藤 浩二, 
山内 正憲

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）27巻
Suppl. Page499
（2020.09）

会議録

2021181384 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43回）　新
年度スタート!医薬品購入にかかる
難題にどう立ち向かう?-卸談合事件
の余波、薬価中間改定、供給不安…

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻5号 Page994-996
（2021.04）

解説

2021176814【使える"DATA分析・活用術～院内
改革・経営改善に使える14のDATA
～】（Part3）データ分析・活用術のケ
ーススタディ"14"　原価計算の在り
方とその手法　部門別原価計算編"

田中 幸三（アイ・ピー・
エム）

保険診療（0385-8588）
76巻3号 Page47-48
（2021.03）

解説/特
集

2021176811【使える"DATA分析・活用術～院内
改革・経営改善に使える14のDATA
～】（Part3）データ分析・活用術の
ケーススタディ "14"　クリニカル
パス別原価計算の活用"

藤井 昌弘（FMCA） 保険診療（0385-8588）
76巻3号 Page43-44
（2021.03）

解説/特
集

2021174264 問題点の検討　骨・軟部腫瘍手術に
対する診療報酬点数　整形外科手
術での比較

藤田 章啓（鳥取大学 
整形外科）, 山家 健作, 
永島 英樹, 尾崎 まり

整形外科（0030-5901）
72巻3号 Page239-243
（2021.03）

原著論文
/比較研
究

診療報酬・薬価



2021172602 診療報酬改定による多人数用高気圧
酸素治療の現状

武貞 敬介（北海道大学
病院 ME機器管理セン
ター）, 石川 勝清, 
平子 竜大, 岡本 花織, 
岩崎 毅, 佐々木 亮, 
法邑 まなみ, 松本 剛直, 
千葉 裕基, 村田 裕宣, 
植村 勇人, 室谷 黎奈, 
寒河江 磨, 太田 稔, 
森本 裕二

公益社団法人北海道臨
床工学技士会会誌
（2187-0748）30号 
Page150-152
（2020.09）

原著論文

2021167840 診療報酬改定に伴う高気圧酸素療
法の業績比較

森永 良和（国立病院機
構熊本医療センター 救
急救命部）, 新木 信裕, 
田代 博崇

国立病院機構熊本医療
センター医学雑誌
（2434-723X）20巻1号 
Page110-113
（2020.12）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021197662 Cortellis Drug Discovery 

Intelligence　進化を続ける創薬研
究のためのプラットフォーム

吉富 志保（クラリベイ
ト・アナリティクス・ジ
ャパン）, 辻 幸子

薬学図書館（0386-
2062）66巻1号 
Page37-43（2021.04）

解説

2021196748 医薬品のイノベーションと薬価政策
の方向

林 俊宏（厚生労働省医政
局 経済課）, 赤名 正臣, 
坂巻 弘之

社会保険旬報（1343-
5728）2816号 Page6-
18（2021.04）

座談会

2021181543 結晶構造予測の現状と展望 岡田 興昌（田辺三菱製
薬 創薬本部創薬基盤研
究所）, 長田 裕臣

ファルマシア（0014-
8601）57巻4号 
Page294-298
（2021.04）

解説

2021181393 新型コロナで変わる製薬企業に求め
られるBCP（後編）　製薬企業の視
点でのBCP・これからのBCP

堀井 俊介（PwCコンサ
ルティング）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻5号 
Page731-734
（2021.04）

解説

2021177598 感染症治療薬・ワクチンの創製に向
けて

中山 讓治（日本製薬工
業協会）

医療と社会（0916-
9202）30巻4号 
Page409-415
（2021.03）

解説

2021172927 医薬品アクセスと特許制度　パンデ
ミックにおける特許保護の柔軟な取
り扱い

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）52巻2号 
Page114-121
（2021.02）

総説

医療関連ビジネス



2021172447【新規in vitroアッセイ系の開発と医
薬品評価への応用】Microphysi-
ological system開発を巡る世界動
向　先端科学を患者さんの価値に変
えるためのレギュラトリーサイエン
スの重要性

奈良岡 準（幹細胞基盤
評価技術研究組合）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）11巻1号 
Page53-61（2021.01）

解説/特
集

2021171264 ジェネリック医薬品ポスト80%時代
を見据えて　バイオシミラーに期待
される役割

黒川 達夫（日本バイオ
シミラー協議会）, 
南部 静洋

ジェネリック研究
（1881-9117）14巻2号 
Page68-75（2020.12）

解説


