
医療経済関係研究論文（10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
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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
2021271658 透析に関わる医療経済と診療報酬 山川 智之（仁真会白鷺

病院）
日本血液浄化技術学会
会誌（2185-5927）29
巻Suppl. Page81
（2021.03）

会議録

2021269965 医療政策の観点からクリティカルケ
ア看護への提言

太田 凡（京都府立医科
大学大学院 医学研究科 
救急・災害医療システ
ム学救急医療学教室）

日本クリティカルケア
看護学会学術集会抄録
集16回 Page [EL7]
（2020.07）

会議録

2021259133 腹腔鏡下虫垂切除術と開腹虫垂切
除術の臨床的医療経済的検討

平田 健（山口県厚生農
業協同組合連合会長門
総合病院 外科）, 久我 
貴之, 国居 由香, 尼崎 
陽太郎

日本消化器外科学会雑
誌（0386-9768）48巻
Suppl.2 Page177
（2015.10）

会議録

2021257757 救急医療に関する薬学的エビデンス
の構築　救急/集中治療領域におけ
る薬剤師介入による医療経済効果に
ついて

小林 洋平（りんくう総合
医療センター 薬剤科）, 
中川 貴弘

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）24巻
2号 Page201
（2021.05）

会議録

2021254687 HD患者におけるネスプAGへ切替後
の治療効果と医療経済学的効果

村上 真也（川島会川島病
院 薬剤部）, 志内 敏郎, 
川原 和彦, 水口 潤

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）54巻
Suppl.1 Page415
（2021.05）

会議録

2021253828 最適な透析療法を目指して　医療経
済より見た最適透析

武本 佳昭（大阪市立大
学医学部附属病院 人工
腎部）, 長沼 俊秀

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）54巻
Suppl.1 Page243
（2021.05）

会議録

2021253403 考えてみませんか?血友病における
医療技術評価～ from the past to 
the future ～　医療経済の視点から
血友病診療の在り方を考察する

白幡 聰（産業医科大学） 日本血栓止血学会誌
（0915-7441）32巻2号 
Page165（2021.05）

会議録



2021253402 考えてみませんか?血友病における
医療技術評価～ from the past to 
the future ～　希少疾患でも、おカ
ネの話?　血友病と医療経済学

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

日本血栓止血学会誌
（0915-7441）32巻2号 
Page164（2021.05）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021277463 オープン型集中治療室への薬剤師配

置が気管挿管患者に対する鎮痛薬・
鎮静薬の使用動向に与える影響

西田 祥啓（金沢医科大
学附属病院 薬剤部）, 
多賀 允俊, 藤本 俊祐, 
北川 奈津子, 高橋 喜統, 
政氏 藤玄

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）57巻7号 
Page788-794
（2021.07）

原著論文
/比較研
究

2021275861 当院における除細動器・AEDの更
新に伴う適正配置および運用の検討
と結果

藤井 雄介（名古屋大学
医学部附属病院 臨床工
学技術部）, 相木 一輝, 
小山 富生, 野口 悟司, 
藤原 道隆

医療機器学（1882-
4978）91巻2号 
Page179（2021.04）

会議録

2021275630【国際感染症とその対策】最近の寄
生虫の動向

清水 少一（産業医科大
学 医学部 免疫学・寄生
虫学）

Precision Medicine
（2434-3625）4巻7号 
Page644-647
（2021.07）

解説/特
集

2021274687【健康的な住まいが欲しい!-暮らしや
すくて,寿命も延びる】世界保健機関
（WHO）による「住宅と健康のガイ
ドライン」

東 賢一（近畿大学 医学
部 環境医学・行動科学
教室）

公衆衛生（0368-5187）
85巻7号 Page432-
437（2021.07）

解説/特
集

2021274354 高難度新規医療技術等提供基準を
利用した円形脱毛症に対する局所免
疫療法の特定機能病院における承認
手続の紹介

大日 輝記（香川大学 医
学部 皮膚科学）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）131巻7
号 Page1709-1712
（2021.06）

解説

2021272138 アルコール関連問題を低減するため
の減酒

田鳥 祥宏（大塚製薬 メ
ディカル・アフェアーズ
部）

日本アルコール・薬物
医学会雑誌（1341-
8963）55巻6号 
Page261-275
（2020.12）

総説

2021270620 オキサリプラチン後発医薬品の導入
による薬剤費削減効果の検討及び
DVOシミュレーション評価

小塚 友美子（済生会横
浜市南部病院）, 寺島 
聡子, 加藤 一郎

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）20巻 
Page159（2021.05）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2021267429 長い労働時間と健康関連生産性損失
との関連、ならびに所得水準別にみ
た影響の違い　韓国人労働者の横断
研究（Association of long working 
hours and health-related 
productivity loss, and its diff erential 
impact by income level: A cross-
sectional study of the Korean 
workers）（英語）

Lee Dong-Wook
（Department of 
Preventive Medicine, 
Seoul National 
University College of 
Medicine）, Lee Jongin, 
Kim Hyoung-Ryoul, 
Kang Mo-Yeol

Journal of 
Occupational Health
（1341-9145）62巻1号 
Page np11-np21
（2020.12）

原著論文
/比較研
究

2021267087 鼻茸を伴う慢性副鼻腔炎患者の疾病
負荷及び健康関連QOLに関する検
討

近藤 健二（東京大学 医
学部 耳鼻咽喉科・頭頸
部外科）, 岡野 光博, 
竹内 まき子, 田口 
有里恵, 藤田 浩之

耳鼻咽喉科免疫アレル
ギー（0913-0691）38
巻4号 Page186-187
（2020.12）

会議録

2021265988【帯状疱疹関連痛と臨床:アーカイブ
ス】帯状疱疹後神経痛の本態と治療
の基礎

比嘉 和夫（福西会福西
会南病院）

ペインクリニック
（0388-4171）42巻7号 
Page845-853
（2021.07）

解説/特
集

2021265903 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
ーがもたらす経済効果

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）

薬局（0044-0035）72
巻8号 Page2880-
2887（2021.07）

解説

2021265883【片頭痛　病態の理解と薬物療法の
最前線】片頭痛の診断・疫学と片頭
痛が及ぼすインパクト

菊井 祥二（富永病院 脳
神経内科）, 竹島 多賀夫

薬局（0044-0035）72
巻8号 Page2750-
2757（2021.07）

解説/特
集

2021265604 不安障害に対するマインドフルネス
認知療法のfollow-up programのfea-
sibility studyによる効果および費用
対効果の検証

山田 成志（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経科
学教室）, 小杉 哲平, 
二宮 朗, 是木 明宏, 
橋本 善太, 長岡 麻貴, 
朴 順禮, 藤澤 大介, 
中川 敦夫, 三村 將, 
佐渡 充洋

日本うつ病学会総会・
日本認知療法・認知行
動療法学会プログラム・
抄録集18回・21回 
Page420（2021.07）

会議録

2021265496 難治性うつ病の背景にあるAD/HD　
ADHDを合併するうつ病の疾病負担

伊賀 淳一（愛媛大学大
学院 医学系研究科 精神
神経科学講座）

日本うつ病学会総会・
日本認知療法・認知行
動療法学会プログラム・
抄録集18回・21回 
Page354（2021.07）

会議録

2021265138 様々な立場からみたCOVID-19　
ワクチン・治療薬の価値評価:
COVID-19パンデミックからの学び

相徳 泰子（バイエル薬
品）

薬剤疫学（1342-0445）
26巻1号 Page71-78
（2021.06）

解説

2021265136 様々な立場からみたCOVID-19　
COVID-19とHTA

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学部 健康社会医学
ユニット）

薬剤疫学（1342-0445）
26巻1号 Page56-62
（2021.06）

解説



2021264333 1型糖尿病におけるSGLT2阻害薬の
光と影

三好 秀明（北海道大学
大学院 医学研究院 糖尿
病・肥満病態治療学分
野）

BIO Clinica（0919-
8237）36巻8号 
Page775-783
（2021.07）

解説

2021264332 GLP-1受容体作動薬の費用対効果 堤 貴大（山梨大学医学
部附属病院 糖尿病・内
分泌科）, 土屋 恭一郎

BIO Clinica（0919-
8237）36巻8号 
Page770-774
（2021.07）

解説

2021263416 【HISの宿命的課題解決に向けての
具体策】早期着手すべき対策と実効
性　病院システム導入・開発による
情報の一元化とデータの利活用

尾崎 勝彦（徳洲会インフ
ォメーションシステム）

新医療（0910-7991）
48巻7号 Page64-67
（2021.07）

解説/特
集

2021263353 植物・人・社会から見るナチュロパ
シーとアロパシー（第2回）　いつま
でも日の目を見ない自然療法?

杉山 晴彦（ニードインタ
ーナショナルジャパン）

aromatopia（0918-
4295）30巻3号 
Page84-87（2021.06）

解説

2021257754 救急・災害医療現場のICT活用　運
搬ロボットによるCOVID病棟での
業務負担・感染リスク軽減の効果

杉本 貴史（日本医科大
学千葉北総病院 救命救
急センター）, 本村 友一, 
久城 正紀, 八木 貴典, 
松本 尚

日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）24巻
2号 Page201
（2021.05）

会議録

2021257594【オンライン心理相談の最前線】う
つ病のブレンド認知行動療法

加藤 典子（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経科
学教室）

精神療法（0916-8710）
47巻3号 Page326-
330（2021.06）

解説/特
集

2021257522 医薬品SPDシステムを活用した後
発医薬品導入と薬剤費削減効果の検
討

関根 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, 
池田 龍二

医薬品情報学（1345-
1464）23巻1号 
Page38-46（2021.05）

原著論文

2021253599 日本語版疼痛障害指標Pain Disabil-
ity Index（PDI）の開発　言語的妥当
性を担保した翻訳版の作成

山田 恵子（順天堂大学 
医学部 麻酔科学・ペイ
ンクリニック講座）, 
壬生 彰, 向後 響, 井関 
雅子, 西上 智彦

PAIN RESEARCH
（0915-8588）36巻1号 
Page1-14（2021.04）

原著論文

2021253404 考えてみませんか?血友病における
医療技術評価～ from the past to 
the future ～　血友病診療をとりま
く現状と今後の展望

日笠 聡（兵庫医科大学 
呼吸器・血液内科）

日本血栓止血学会誌
（0915-7441）32巻2号 
Page166（2021.05）

会議録

2021253402 考えてみませんか?血友病における
医療技術評価～ from the past to 
the future ～　希少疾患でも、おカ
ネの話?　血友病と医療経済学

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

日本血栓止血学会誌
（0915-7441）32巻2号 
Page164（2021.05）

会議録



2021253226 葉酸による神経管閉鎖障害の予防　
発生率、リスク因子、葉酸サプリメ
ントの摂取、行政への要望

近藤 厚生（熱田リハビ
リテーション病院 泌尿
器科）, 多田 克彦, 和田 
誠司, 横峯 正人, 石川 
浩史, 加藤 聖子, 味村 
和哉, 宮内 彰人, 佐世 
正勝, 伊藤 知敬, 師田 
信人, 伊地 俊介

日本周産期・新生児医
学会雑誌（1348-964X）
57巻1号 Page8-18
（2021.05）

総説

2021252354 入力チェック機能を備えた歯科用部
門システムの有効性

青島 公彦（小山記念病院 
歯科口腔外科・顎口腔
インプラントセンター）, 
内田 貴子, 池田 彩乃, 
宇井 聖人, 木下 陽介, 
山田 啓子, 小堀 実, 
水沼 秀之, 笹倉 裕一

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page706-711
（2019.11）

会議録

2021252224 在宅医療介護情報連携システムの推
進実証モデルにおける検証報告

竹下 晋司（宮崎市郡医
師会病院）, 荒木 賢二, 
山崎 友義, 酒田 拓也

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page231-236
（2019.11）

会議録

2021252201 他医療機関の事例から学び、発展さ
せ、そして発表へ　HCIを用いた仮
想サーバの導入メリットと問題点

堀木 裕司（豊田若竹病
院）

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page149（2019.11）

会議録

2021251765 プライマリーケアにおけるアルコー
ル問題のスクリーニングと簡易介入
の臨床効果と費用対効果　アンブレ
ラ・レビュー

宋 龍平（岡山県精神科
医療センター）

アルコールと医学生物
学39巻 Page130-131
（2020.12）

会議録

2021249472 成人脊柱変形に対する矯正手術の費
用対効果　術式別での比較

有馬 秀幸（浜松医科大学 
整形）, 長谷川 智彦, 大
和 雄, 吉田 剛, 坂野 友
啓, 大江 慎, 三原 唯暉, 
後迫 宏紀, 山田 智裕, 
井出 浩一郎, 渡邉 悠, 
松山 幸弘

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）95巻3号 
Page S685（2021.03）

会議録

2021248477 2019年までのラテンアメリカの小
児における過体重と貧血の二重負荷
（Double Burden of Excess Weight 
and Anemia in Latin American 
Children up to 2019）（英語）

Shimabuku Roberto 
L.（Department of 
Pediatrics, Faculty of 
Medicine, Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos）, Delgado 
Carlos A., Nakachi 
Graciela, Teruya 
Alberto A., Velasquez 
Pablo M.

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine
（0040-8727）252巻2
号 Page159-168
（2020.10）

原著論文



2021248250 包括払い制度下での長期療養施設
入居者における高額新薬の使用およ
び薬剤費の変化　ジペプチジルペプ
チダーゼ-4阻害薬および直接経口抗
凝固薬のケーススタディー
（Changes in use of high-priced 
new drugs and drug costs among 
residents of long-term care 
facilities under a bundled payment 
system: Case studies of dipeptidyl 
peptidase-4 inhibitors and direct 
oral anticoagulants）（英語）

Hamada Shota
（Research Department, 
Institute for Health 
Economics and Policy, 
Association for Health 
Economics Research 
and Social Insurance 
and Welfare）, Kojima 
Taro, Sakata Nobuo, 
Maruoka Hiroshi, 
Hattori Yukari, Okochi 
Jiro, Akishita Masahiro

Geriatrics & 
Gerontology 
International（1444-
1586）20巻9号 
Page842-844
（2020.09）

レター

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021271584 地域在住の自立高齢者に対する膝痛

改善教室の医療費に与える効果の検
証

山田 卓也（帝京大学大学
院 公衆衛生学研究科）, 
福田 吉治, 佐藤 慎一郎, 
丸尾 和司, 中村 睦美, 
根本 裕太, 武田 典子, 
澤田 亨, 北畠 義典, 
荒尾 孝

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）68巻5号 
Page331-338
（2021.05）

原著論文
/比較研
究

2021266722 台湾における天疱瘡の頻度、死亡、
入院および医療費の全国的な傾向
（National trends in incidence, 
mortality, hospitalizations, and 
expenditures for pemphigus in 
Taiwan）（英語）

Chiu Hsien-Yi
（Department of 
Dermatology, National 
Taiwan University 
Hospital Hsin-Chu 
Branch）, Chang Chee 
Jen, Lin Yu Jr, 
Tsai Tsen-Fang

Journal of 
Dermatological 
Science（0923-1811）
99巻3号 Page203-
208（2020.09）

原著論文

2021261432 某健康保険組合のビッグデータを活
用した口腔内状態と医療費、健康状
態、健康行動との関連性に関する長
期的な疫学研究（2002年～ 2014
年）

市橋 透（ライオン歯科
衛生研究所）, 後藤 理絵, 
武藤 孝司, 春山 康夫, 
小橋 元

8020: はち・まる・に
い・まる（2188-9082）
20号 Page147-148
（2021.03）

原著論文
/比較研
究

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021276066 時代をつかむトピックス　

Overseas　海外便りセントルイス
発　歯科受診をためらわせる、米国
の民間医療保険システム

山田 友里恵
（Washington University 
in St. Louis）

The Quintessence
（0286-407X）40巻7号 
Page1740（2021.07）

解説

医療費

医療保障制度



2021276003 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60回）　2021年
4月介護報酬改定を迎えて「疑義解
釈通知からみたケアマネジャーとし
て知っておきたいポイント整理」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）48巻5号 
Page24-27（2021.07）

解説

2021274410 美容外科の自由診療に必要な医療保
険:患者と自分を守るためにどのよ
うに体制を整えるか　総合保障制度
から読み解く、美容医療における医
療安全

小室 裕造（帝京大学 医
学部 形成外科）

日本美容外科学会会報
（0288-2027）43巻2号 
Page52-53（2021.06）

会議録

2021274409 美容外科の自由診療に必要な医療保
険:患者と自分を守るためにどのよ
うに体制を整えるか　美容外科医療
事故裁判例から学ぶ　特質と対策

田村 雅樹（日野・田村
法律事務所）

日本美容外科学会会報
（0288-2027）43巻2号 
Page51-52（2021.06）

会議録

2021273921 医療保険情報　医療保険の手引き　
[眼科]

東京都医師会医療保険
委員会

東京都医師会雑誌
（0040-8956）74巻5号 
Page395-398
（2021.06）

解説

2021261921 医療保険と日常診療上の注意点 宮崎 亮一郎（江東病院） 関東連合産科婦人科学
会誌（2186-0610）58
巻2号 Page194-195
（2021.05）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021266813 妊娠中の母親の抗うつ薬使用と児の

先天異常との関連　日本の診療報酬
請求データ用いた後ろ向きコホート
研究（Association between 
antidepressant use during 
pregnancy and congenital 
anomalies in children:
 A retrospective cohort study 
based on Japanese claims data）
（英語）

Yamamoto-Sasaki 
Madoka（Department of 
Pharmacoepidemiology, 
Graduate School of 
Medicine and Public 
Health, Kyoto 
University）, 
Yoshida Satomi, 
Takeuchi Masato, 
Tanaka-Mizuno 
Sachiko, 
Kawakami Koji

Congenital Anomalies
（0914-3505）60巻6号 
Page180-188
（2020.11）

原著論文
/比較研
究

2021265943 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46回）　い
よいよ始まる令和3年度上期交渉を
目前にして-不透明な市場環境を読
み解く!

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻9号 Page1866-
1867（2021.07）

解説

診療報酬・薬価



2021261469 病院経営に貢献できる病院事務職と
しての役割　自院のカイゼン事例か
らお伝えしたいこと（第3回）　原価
計算　経営層や医師の理解を深める
ための資料作成

大嶋 悠一（くまもと森
都総合病院 事務部 医事
課）

医事業務28巻605号 
Page50-53（2021.06）

解説

2021259583 消化器外科手術における原価計算の
経時的変化

臼杵 尚志（香川大学 消
化器外科）, 西浦 文平, 
和田 侑希子, 上村 淳, 
野毛 誠示, 前田 典克, 
大島 稔, 浅野 栄介, 
西村 充孝, 山本 尚樹, 
赤本 伸太郎, 藤原 理朗, 
岡野 圭一, 鈴木 康之

日本消化器外科学会雑
誌（0386-9768）48巻
Suppl.2 Page337
（2015.10）

会議録

2021254195 ダルベポエチンαをバイオシミラー
製品に変更した時の貧血改善効果と
薬価の比較

渡辺 美紀（むなかたクリ
ニック 透析センター）, 
高野 佳奈, 酒井 一成, 
中村 隆晃, 早房 和哉, 
吉田 正人, 川口 雄平, 
小山 修平, 小野 祐嗣, 
井上 禎子, 宗像 優, 
渡邊 喜彦, 植木 哲雄, 
宗像 昭夫

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）54巻
Suppl.1 Page333
（2021.05）

会議録

2021252246 原価計算システムを用いたクリニカ
ルパスの収支評価

松本 武浩（長崎大学病
院 医療情報部）, 田浦 
直太, 臼井 哲也, 大伴 
哲治, 牛嶋 拓也, 本田 
千春, 一橋 了介, 西口 
真由美, 堀田 ほづみ, 長
友 佳織, 和田 貴寿,伊藤 
眞由美, 秋山 久美子, 中尾 
一彦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page311-312
（2019.11）

会議録

2021252245 DWHとBIツールを活用した診療科
別原価計算の構築

田中 信吾（愛仁会本部 
企画・医療情報グルー
プ）, 荒尾 雅一, 中村 達
也, 公文 和彦, 松原 正明

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）39
回 Page308-310
（2019.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021278557 脳梗塞患者の入院期間が長期に及ぶ

要因分析
水迫 友和（鹿児島大学大
学院 医歯学総合研究科 
医療システム情報学）, 
馬場 祥吾, 岩穴口 孝, 
宇都 由美子

日本医療情報学会看護
学術大会論文集（2187-
1469）21回 Page91-
92（2020.06）

原著論文
/比較研
究

医業経営



2021277455 術前薬剤師面談と「休薬管理が原因
の手術中止」との関連、および病院
の経済的損失に及ぼす影響

勝亦 秀樹（横浜市立大
学附属病院 薬剤部）, 
長嶺 祐介, 川邊 一寛, 
田中 美玲, 小池 博文, 
水野 祐介, 佐橋 幸子

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）57巻7号 
Page735-741
（2021.07）

原著論文

2021269590【新型コロナ感染症と医療福祉政策】
パンデミックがアメリカの医療労働
者にもたらしたもの　感染拡大はじ
めの5ヵ月を追って

早川 佐知子（明治大学 
経営学部）

医療福祉政策研究
（2433-6858）4巻1号 
Page13-26（2021.04）

原著論文
/特集

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021275928 COVID-19に対する検査薬産業の対

応に関する分析
細川 奈生[佐藤]（東京工
業大学 環境・社会理工
学院 技術経営専門職学
位課程）, 辻本 将晴

医療機器学（1882-
4978）91巻2号 
Page246（2021.04）

会議録

2021272106 COVID-19パンデミックを契機とす
る医薬品開発の変革

石橋 太郎（ファイザー
R&D）, 大島 三千世, 
今枝 孝行, 河合 統介

臨床薬理（0388-1601）
52巻3号 Page63-66
（2021.05）

総説

2021265139 様々な立場からみたCOVID-19　危
機管理及び国防としてのワクチン産
業

今川 昌之（武田薬品工
業 日本ワクチン事業部）

薬剤疫学（1342-0445）
26巻1号 Page79-89
（2021.06）

解説

2021265138 様々な立場からみたCOVID-19　ワ
クチン・治療薬の価値評価:COV-
ID-19パンデミックからの学び

相徳 泰子（バイエル薬
品）

薬剤疫学（1342-0445）
26巻1号 Page71-78
（2021.06）

解説

2021261480 今月のTopic　開発　患者の声を活
かした医薬品開発

中前 修一（日本製薬工
業協会）, 日本製薬工業
協会医薬品評価委員会
臨床評価部会継続課題
対応チーム5

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻5号 
Page343-344
（2021.06）

解説

2021257615 創薬開発における産学パートナリン
グに関する考察

飯田 香緒里（東京医科
歯科大学 統合イノベー
ション推進機構）, 矢野 
孝彦, 池森 恵, 石田 智
樹, 西村 訓弘

薬学雑誌（0031-6903）
141巻6号 Page877-
886（2021.06）

原著論文

医療関連ビジネス


