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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
2021309659 データサイエンスで切り拓く健診・

予防医療の将来　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）

人間ドック（1880-
1021）36巻2号 
Page183（2021.08）

会議録

2021309212 SPASERシステムを用いた腹腔鏡
下胆嚢摘出術の原価計算と医療経済
に及ぼす効果についての検討

末廣 剛敏（おんが病院 
救急総合診療科）, 濱津 
隆之, 梶原 勇一郎, 杉町 
圭蔵

日本消化器外科学会雑
誌（0386-9768）46巻
Suppl.2 Page368
（2013.10）

会議録

2021295713 はじめての医療経済学（第5回）　
在院日数短縮と病院の集約化

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科）

看護教育（0047-1895）
62巻8号 Page0804-
0807（2021.08）

解説

2021294339 国際動向　グローバル連携　最新の
米国医療事情　バイデン政権の医療
政策、コロナの影響とイノベーショ
ン、医療クラスターについて

佐伯 徳彦（日本貿易振
興機構ロサンゼルス事
務所）

バイオサイエンスとイ
ンダストリー（0914-
8981）79巻4号 
Page318-321
（2021.07）

解説

2021290534 はじめての医療経済学（第4回）　
診療報酬のしくみ

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科）

看護教育（0047-1895）
62巻7号 Page0656-
0660（2021.07）

解説

2021288047 データベースを用いた糖尿病の医療
政策研究・ヘルスサービスリサーチ

杉山 雄大（国立国際医
療研究センター研究所 
糖尿病情報センター）

糖尿病（0021-437X）
64巻Suppl.1 Page 
RP5-5（2021.05）

会議録

2021286718 多職種連携骨粗鬆症リエゾンサービ
ス（多職種OLS）導入による二次骨
折予防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 地域連
携・入退院患者支援セ
ンター）, 田中 伸哉, 
大濱 玄, 吉野 恭正, 
久保 寿朗

日本骨粗鬆症学会雑誌
（2189-8383）7巻2号 
Page304-307
（2021.05）

原著論文
/比較研
究



2021279438 医療の質を担保した循環器診療にお
ける働き方改革　医師の働き方改革
と医療政策の三位一体改革（Doc-
tors' Work-style Reform and the 
Trinity Reform of Medical Policy）
（英語）

堀岡 伸彦（厚生労働省） 日本循環器学会学術集
会抄録集84回 Page シ
ンポジウム6-1
（2020.07）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021311799 医薬品産業ビジョン2021　医療と

経済の発展を両立させ、安全安心な
暮らしを実現する医薬品産業政策へ

厚生労働省 薬事新報（0289-3290）
3220号 Page21-26
（2021.09）

解説

2021311254 【今、求められる地域医療ネットワ
ークの仕組み】社会的課題と医療ニ
ーズに応えるICT連携のあり方　電
子カルテ「MALL」を軸に展開する
医療DXと地域医療連携

久間田 凌大（パシフィ
ックメディカル マーケ
ティング・インサイドセ
ールスグループ）

新医療（0910-7991）
48巻9号 Page96-99
（2021.09）

解説/特
集

2021310513 定期歯科受診と健康増進のための支
払い意思の関連

小林 輝央（広島大学大
学院・医系科学研究科・
口腔保健疫学）, 内藤 真
理子, 瀬川 伸広, 小川 
直孝, 内堀 典保, 渡辺 
正臣, 畔柳 由佳里, 宇佐
美 毅, 近藤 良伸, 若井 
建志

日本衛生学雑誌（0021-
5082）76巻Suppl. 
Page S176（2021.03）

会議録

2021310441 感染症数理モデルを用いた予防接種
政策の検討

鈴木 絢子（京都大学大
学院 医学研究科 社会健
康医学系専攻）, 西浦 博

日本衛生学雑誌（0021-
5082）76巻Suppl. 
Page S157（2021.03）

会議録

2021310285 コロナ禍の医療・介護よもやま話
（第5回）　費用対効果の評価でがん
CAR-Tも値下げ

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12巻194号 
Page114-115
（2021.08）

解説

2021309753 肝線維化進展NAFLDの100%の拾
い上げを目指した際の費用対効果の
検討

藤井 英樹（大阪市立大
学大学院 医学研究科 先
端予防医療学MedCi-
ty21）, 福本 真也, 木村 
達郎, 中野 朱美, 灘谷 
祐二, 田内 幸枝, 高嶋 信
吾, 西居 由布子, 河田 則
文, 渡邉 俊雄

人間ドック（1880-
1021）36巻2号 
Page276（2021.08）

会議録

2021309320 慢性冠動脈疾患診療2020年度診療
報酬改定を読み解く　2022年度（令
和4年）診療報酬改定を見据えて

横井 宏佳（高邦会福岡
山王病院）

ニュータウンカンファ
レンス: 心臓核医学
（0910-2221）46巻 
Page6-8（2021.08）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2021308682 大腸癌術後予防抗菌薬の費用対効
果の検討（FlomoxefとCefmetazole
との比較）

佐藤 寛丈（芳賀赤十字
病院 外科）, 利府 数馬, 
林 浩史, 直井 大志, 
井上 康浩, 塚原 宗俊, 
俵藤 正信, 岡田 真樹, 
小島 正幸

日本消化器外科学会雑
誌（0386-9768）46巻
Suppl.2 Page183
（2013.10）

会議録

2021307623 歯科とお金の歴史（第2回）　「医療
は税金でまかなう方がよい」は本当?

水谷 惟紗久（日本医史
学会）

アポロニア21332号 
Page124-127
（2021.08）

解説

2021307285 インプラント治療における費用対効
果に関する調査研究

福本 和夫（京都インプラ
ント研究所）, 末瀬 一彦, 
神田 省吾, 江原 雄二, 
藤井 好郎, 小林 裕之, 
西川 学, 渡辺 禎之, 
清水 誠二, 山上 哲賢

日本歯科医師会雑誌
（0047-1763）74巻4号 
Page468（2021.07）

会議録

2021306972 頭頸部放射線治療における金属歯冠
修復物対策の経済評価

勝良 剛詞（新潟大学大
学院 医歯学総合研究科 
顎顔面放射線学分野）, 
曽我 麻里恵, 小林 太一, 
高村 真貴, 林 孝文

日本歯科医師会雑誌
（0047-1763）74巻4号 
Page412（2021.07）

会議録

2021305950 医療と製薬資本（最終回）　私たち
は誰のために何のために医療をやっ
ているのか

馬渡 耕史（鹿児島生協
病院）

民医連医療（0285-
2241）587号 Page48-
52（2021.08）

解説

2021305933【職域におけるハラスメント問題】
職場のハラスメントによる経済損失　
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
立保健福祉大学大学院 
ヘルスイノベーション
研究科）

産業医学ジャーナル
（0388-337X）44巻4号 
Page4-10（2021.07）

解説/特
集

2021305785【患者自己負担の在り方をめぐる諸
問題】コロナ禍での医療財政の持続
可能性と改革試案　後期高齢者の
窓口負担見直しの限界も視野に

小黒 一正（法政大学 経
済学部）

医療と社会（0916-
9202）31巻1号 
Page87-96（2021.07）

解説/特
集

2021305782【患者自己負担の在り方をめぐる諸
問題】日本、ドイツ、フランス、イ
ギリスにおける患者自己負担制度の
違いについて

大久保 豪（BMS横浜） 医療と社会（0916-
9202）31巻1号 
Page45-59（2021.07）

解説/特
集

2021305454 低リスクおよび高リスク集団に対す
る内視鏡的胃癌スクリーニングの国
際的費用対効果解析（International 
cost-eff ectiveness analysis evalu-
ating endoscopic screening for 
gastric cancer for populations with 
low and high risk）（英語）

Ascherman Benjamin
（Vagelos College of 
Physicians and 
Surgeons, Columbia 
University Irving 
Medical Center, 
Columbia University）, 
Oh Aaron, Hur Chin

Gastric Cancer（1436-
3291）24巻4号 
Page878-887
（2021.07）

原著論文



2021305351 【コロナ禍より生まれた医学教育イ
ノベーション】救急救命士養成教育
における模擬除細動器を用いた新し
いシミュレーション教育

黒崎 久訓（京都橘大学 
健康科学部 救急救命学
科）, 福岡 範恭

医学教育（0386-9644）
52巻3号 Page259-
262（2021.06）

解説/特
集

2021304673 臨床化学の精度管理「基礎～実践～
法改正の対応」　大病院の精度管理
の実際

徳弘 慎治（高知大学医
学部附属病院 検査部）

日本医学検査学会抄録
集70回 Page np113
（2021.05）

会議録

2021300812 切除不能大腸癌におけるロンサー
フ・アバスチン併用療法の費用対効
果について

杉浦 清昭（足利赤十字
病院 外科）, 瀬尾 雄樹, 
青木 輝, 大西 義彦, 
西 雄介, 岸田 憲弘, 
田中 求, 伊藤 康博, 
戸倉 英之, 高橋 孝行

日本外科学会定期学術
集会抄録集121回 Page 
PS-016-5（2021.04）

会議録

2021300457 閉塞性大腸癌に対する治療法の費用
対効果

清水 健次（済生会熊本
病院 外科）, 光浦 智証, 
白石 裕大, 原田 和人, 
辛島 龍一, 新田 英利, 
増田 稔郎, 松本 克孝, 
沖野 哲也, 高森 啓史

日本外科学会定期学術
集会抄録集121回 Page 
SF-090-8（2021.04）

会議録

2021298380 NinJaにおける費用および効果の分
析年次報告2019　費用減少、費用
対効果は改善継続

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター リ
ウマチ科・膠原病内科）, 
鳥越 雅隆, 玉川 兼志, 
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65回 Page582
（2021.03）

会議録

2021297734 関節リウマチの治療:共刺激阻害薬　
観察研究IORRAを用いた関節リウマ
チにおけるアバタセプトの費用対効
果分析

田中 榮一（東京女子医
科大学 医学部 膠原病リ
ウマチ内科学講座）, 
井上 永介, 正路 章子, 
Nilsson Jonas, 
Papagiannopoulos 
Christos, Dhanda 
Devender, 吉澤 友里, 
阿部 麻衣, 菅野 瑛梨, 
杉谷 直大, 落合 萌子, 
山口 麗, 杉本 直樹, 
猪狩 勝則, 山中 寿, 
針谷 正祥

日本リウマチ学会総会・
学術集会プログラム・
抄録集65回 Page329
（2021.03）

会議録

2021296268 PSMA-PET CTによる前立腺がんの
病期診断

岡本 祥三（帯広厚生病
院 放射線科）, 志賀 哲, 
久下 裕司

泌尿器科（2435-192X）
14巻2号 Page226-
232（2021.08）

解説

2021295303 フォーミュラリー道場　最終回　
医薬品の適正使用を目指して　地域
フォーミュラリーの展望と課題

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9号 Page3004-
3010（2021.08）

解説



2021295125 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47回）　令
和3年度上期薬価交渉の論点　再算
定品目をどう扱うか

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻11号 Page2351-
2352（2021.08）

解説

2021295120 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!

川邉 桂（横浜市立大学
附属病院 薬剤部）, 
有山 良一, 小池 博文

薬事（0016-5980）63
巻11号 Page2317-
2321（2021.08）

解説

2021295054【胃癌診療のパラダイムシフト】欧
州内視鏡学会と欧州ヘリコバクター
&マイクロバイオータ研究会ほかが
発行したMAPS II"による胃癌のマネ
ージメント"

杉本 光繁（東京医科大学
病院 内視鏡センター）, 
永田 尚義, 岩田 英里, 
河合 隆

消化器内視鏡（0915-
3217）33巻7号 
Page1188-1196
（2021.07）

解説/特
集

2021294698 訪問看護に携わる支援者の観点から
見たLAIの有用性の検討　当院にお
けるLAI、訪問診療、訪問看護の推
移と支援者によるLAI導入の取り組
みについて

井上 悟（浅井病院 精神
科）, 黒石 賢徳

最新精神医学（1342-
4300）26巻4号 
Page341-348
（2021.07）

原著論文

2021291163 【新時代の「在宅医療」-先進的プラ
クティスと最新テクノロジー】米国
の在宅医療　ナース・プラクティシ
ョナー（NP）の視点から

毛受 契輔（Anthem 
CareMore Health）

総合診療（2188-8051）
31巻7号 Page882-
884（2021.07）

解説/特
集

2021290863 病院内の感染対策費用の内訳に関す
る文献検討

笠間 秀一（東邦大学 健
康科学部）

東邦大学健康科学ジャ
ーナル（2434-3838）4
巻 Page27-35
（2021.03）

原著論文

2021287831 日本での新規抗菌薬開発へのpull型
インセンティブ導入のための新規抗
菌薬の価値評価

杉山 寛行（帝京大学大
学院 公衆衛生学研究
科）, 鈴木 明日香

The Japanese Journal 
of Antibiotics（0368-
2781）74巻1号 
Page107-115
（2021.03）

原著論文



2021286028 大腸内視鏡スクリーニングとサーベ
イランスガイドライン
（Colonoscopy screening and 
surveillance guidelines）（英語）

Saito Yutaka（Depart-
ment of Endoscopy, 
National Cancer Center 
Hospital）, Oka Shiro, 
Kawamura Takuji, 
Shimoda Ryo, Sekigu-
chi Masau, Tamai 
Naoto, Hotta Kinichi, 
Matsuda Takahisa, 
Misawa Masashi, 
Tanaka Shinji, Iriguchi 
Yosuke, Nozaki Ryoi-
chi, Yamamoto Hironori, 
Yoshida Masahiro, 
Fujimoto Kazuma, 
Inoue Haruhiro, Japan 
Gastroenterological 
Endoscopy Society, 
The JGES Guideline 
Committee, Colonos-
copy Screening and 
Surveillance Guidelines 
Committee

Digestive Endoscopy
（0915-5635）33巻4号 
Page486-519
（2021.05）

解説/診
療ガイド
ライン

2021283777 緑内障レーザー治療　技術の発達と
新しいエビデンス　緑内障の治療法
に関する動向と費用対効果の分析
（Glaucoma laser treatment: 
Evolving techniques and novel 
evidences　Trend and Cost-
eff ectiveness for Treatment 
modality of glaucoma）（英語）

Jee Donghyun（St. 
Vincent Hosp, Catholic 
Univ of Korea）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）125巻臨
増 Page82（2021.03）

会議録

2021283502 精神障害者の自尊心回復のための看
護師主導によるグループ認知行動療
法の臨床的効果と費用対効果　単群
前後比較研究（Clinical and cost-
eff ectiveness of nurse-led 
cognitive behavioral group therapy 
for recovery of self-esteem among 
individuals with mental disorders: 
A single-group pre-post study）（英
語）

Kunikata Hiroko（De-
partment of Nursing, 
Faculty of Health 
Sciences, Kagawa 
Prefectural University 
of Health Sciences）, 
Yoshinaga Naoki, 
Yoshimura Kensuke, 
Furushima Daisuke

Japan Journal of 
Nursing Science
（1742-7932）18巻1号 
Page1 of 10-10 of 10
（2021.01）

原著論文



2021283394 日本の6～ 64歳における侵襲性肺
炎球菌感染症と肺炎球菌肺炎の現
状および予防の必要性（Current 
situation and need for prevention 
of invasive pneumococcal disease 
and pneumococcal pneumonia in 
6- to 64-year-olds in Japan）（英語）

Ishiwada Naruhiko
（Department of Infec-
tious Diseases, Medical 
Mycology Research 
Center, Chiba Univer-
sity）

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）27巻1号 
Page7-18（2021.01）

原著論文
/メタア
ナリシス

2021282786 進化した粘膜イメージングの費用対
効果（Cutting Edge of Upper and 
Lower GI Endoscopy in Asia　
COST EFFECTIVENESS OF 
ADVANCED MUCOSAL IMAG-
ING）（英語）

Ho Shiaw-Hooi（Depart-
ment of Medicine, 
University of Malaya）

Digestive Endoscopy
（0915-5635）32巻7号 
Page1156（2020.11）

会議録

2021282746 中国における炎症性腸疾患（IBD）
による入院負担の時間的傾向
（Treatment of IBD: Present and 
Future　THE TIME TREND OF 
IBD HOSPITALIZATION BURDEN 
IN CHINA）（英語）

Chen Minhu（Division 
of Gastroenterology 
and Hepatology, The 
First Affi  liated Hospital, 
Sun Yat-sen University）

Digestive Endoscopy
（0915-5635）32巻7号 
Page1134（2020.11）

会議録

2021282604 急性期病院における血液悪性腫瘍末
期患者の抗菌薬治療の現状とコスト
（Status and cost analysis of 
antimicrobial treatment of termi-
nally ill patients with hematological 
malignancy in an acute hospital）
（英語）

Chiba Miyuki（Depart-
ment of Nursing, 
National Center for 
Global Health and 
Medicine）, Negishi 
Miyako, Miyagawa 
Sanae, Suzuki Satoru, 
Sasai Emiko, Sugai 
Kazunori, Hagiwara 
Shotaro

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）26巻12
号 Page1288-1293
（2020.12）

原著論文
/比較研
究

2021282576 乳癌検診におけるフィルムマンモグ
ラフィーと比較したデジタルマンモ
グラフィーの費用対効果　系統的レ
ビュー（Cost-eff ectiveness of 
digital mammography compared to 
fi lm mammography in screening of 
breast cancer: a systematic re-
view）（英語）

Rezapour Aziz（Health 
Management and 
Economics Research 
Center, Iran University 
of Medical Sciences）, 
Bouzarjomehri Hossein, 
Shah-Savandi Akhtar, 
Karimianrad Emad, 
Pirani Narges, Arabloo 
Jalal, Soleimanpoor 
Samira, Herandi Yasa-
man

Annals of Cancer 
Research and Therapy
（1344-6835）28巻2号 
Page118-124
（2020.07）

原著論文
/メタア
ナリシス



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021304717 高齢者の年間医療費集中度と医療費

総額上位者の診療内容　レセプトデ
ータによる記述調査

佐々木 典子（京都大学
大学院 医学研究科 医療
経済学分野）, 國澤 進, 
今中 雄一

保健医療科学（1347-
6459）70巻2号 
Page166-173
（2021.05）

原著論文

2021297173 日本の病院における術後遠隔感染が
在院日数と医療費に及ぼす影響（Im-
pact of postoperative remote infec-
tion on length of stay and medical 
costs in hospitals in Japan）（英語）

Nishimuta Hironobu
（Department of Sur-
gery, Toho University 
Medical Center Ohashi 
Hospital）, Kusachi 
Shinya, Watanabe 
Manabu, Asai Koji, 
Kiribayashi Takaharu, 
Niitsuma Toru, 
Maruyama Hiroshi, 
Tanemoto Kazuo

Surgery Today（0941-
1291）51巻2号 
Page212-218
（2021.02）

原著論文
/比較研
究

2021291418 レセプト情報を用いた口腔状態と医
科医療費に関する検討

石川 美希（サンスター 
研究開発本部）, 
安田 多賀子, 高世 尚子

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）56
巻1号 Page32-41
（2021.06）

原著論文
/比較研
究

2021282624 健康診断を受ける高齢日本人におけ
るフレイルスコア指標の加齢変化と
死亡率、医療費、介護費との関連
（Associations of aging trajectories 
for an index of frailty score with 
mortality and medical and long-
term care costs among older 
Japanese undergoing health 
checkups）（英語）

Taniguchi Yu（Center 
for Health and Environ-
mental Risk Research, 
National Institute for 
Environmental Studies）, 
Kitamura Akihiko, Abe 
Takumi, Kojima Gotaro, 
Shinozaki Tomohiro, 
Seino Satoshi, Yo-
koyama Yuri, Nofuji Yu, 
Ikeuchi Tomoko, Mat-
suyama Yutaka, Fuji-
wara Yoshinori, Shinkai 
Shoji

Geriatrics & Gerontol-
ogy International
（1444-1586）20巻11
号 Page1072-1078
（2020.11）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021311786 【若年性認知症-臨床・基礎・社会的

支援のstate of arts】行動症状が優
勢な若年性認知症の治療と社会的支
援　自立支援医療制度の問題点を含
めて

川勝 忍（福島県立医科大
学会津医療センター 精
神医学講座）, 小林 良太, 
大谷 浩一

医学のあゆみ（0039-
2359）278巻12号 
Page1029-1033
（2021.09）

解説/特
集

医療保障制度

医療費



2021309557 トラベルファーマシー　長期渡航者
の現地での医療機関へのアクセス方
法と医療保険について

松本 誠一（トラメディ
ック）

日本渡航医学会誌
（1883-8065）15巻
Suppl. Page56
（2021.07）

会議録

2021305787【患者自己負担の在り方をめぐる諸
問題】（第二部）医療保険制度の一部
負担の歴史に関する座談会録

和田 勝（国際医療福祉
大学大学院）, 堤 修三, 
中村 秀一, 中村 洋, 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）31巻1号 
Page107-154
（2021.07）

座談会/
特集

2021305786【患者自己負担の在り方をめぐる諸
問題】患者自己負担増の議論に必要
となる患者視点からの診療報酬体系
の見直しと「賢い選択/節約」推進に
向けた患者自己負担増の軽減につい
ての考察　医療保険制度の持続可
能性を高めるための「三位一体」改革

中村 洋（慶応義塾大学
大学院 経営管理研究
科）

医療と社会（0916-
9202）31巻1号 
Page97-106
（2021.07）

解説/特
集

2021305780【患者自己負担の在り方をめぐる諸
問題】公的医療保険制度における自
己負担をめぐる諸問題

遠藤 久夫（学習院大学 
経済学部）

医療と社会（0916-
9202）31巻1号 
Page11-30（2021.07）

解説/特
集

2021305272 医療保険の種別・本人家族別に見た
検診発見がん及び早期がんの割合

森島 敏隆（大阪府立病
院機構大阪国際がんセ
ンター がん対策センタ
ー）, 佐藤 亮, 中田 佳世, 
濱 秀聡, 田淵 貴大, 
宮代 勲

JACR Monograph
（2189-0579）26号 
Page15（2021.03）

会議録

2021294271 【脳卒中の作業療法 最前線】（第1章）
総論　脳卒中を取り巻く社会保障制
度　リハビリテーションに関連する
医療保険・介護保険制度を中心に

高島 千敬（広島都市学
園大学）

作業療法ジャーナル
（0915-1354）55巻8号 
Page740-746
（2021.07）

解説/特
集

2021293587 医療保険の手引き[内科] 坪田 淳, 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6号 
Page480-482
（2021.07）

解説

2021288592 医療保険・介護保険連結ビッグデー
タ解析によって浮き彫りになる高齢
2型糖尿病患者治療の実態と課題

新居田 泰大（奈良県立
医科大学 糖尿病・内分
泌内科学）, 西岡 祐一, 
中島 拓紀, 毛利 貴子, 
桑田 博仁, 岡田 定規, 
榑松 由佳子, 久保 慎一
郎, 明神 大也, 野田 龍
也, 金岡 幸嗣朗, 
斎藤 能彦, 石井 均, 
今村 知明, 高橋 裕

糖尿病（0021-437X）
64巻Suppl.1 Page 
I-45-4（2021.05）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021309212 SPASERシステムを用いた腹腔鏡

下胆嚢摘出術の原価計算と医療経済
に及ぼす効果についての検討

末廣 剛敏（おんが病院 
救急総合診療科）, 濱津 
隆之, 梶原 勇一郎, 杉町 
圭蔵

日本消化器外科学会雑
誌（0386-9768）46巻
Suppl.2 Page368
（2013.10）

会議録

2021295125 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47回）　令
和3年度上期薬価交渉の論点　再算
定品目をどう扱うか

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻11号 Page2351-
2352（2021.08）

解説

2021295120 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!

川邉 桂（横浜市立大学
附属病院 薬剤部）, 有山 
良一, 小池 博文

薬事（0016-5980）63
巻11号 Page2317-
2321（2021.08）

解説

2021283393 健康政策が抗菌薬適正使用支援の
ための構造要件に及ぼす効果　抗菌
薬適正使用支援プログラムのための
診療報酬体系改定後に日本の病院で
実施された全国調査（Impact of 
health policy on structural requi-
sites for antimicrobial stewardship: 
A nationwide survey conducted in 
Japanese hospitals after enforcing 
the revised reimbursement system 
for antimicrobial stewardship 
programs）（英語）

Maeda Masayuki
（Division of Infection 
Control Sciences, 
Department of Clinical 
Pharmacy, School of 
Pharmacy, Showa 
University）, Muraki 
Yuichi, Kosaka 
Tadashi, Yamada 
Takehiro, Aoki Yosuke, 
Kaku Mitsuo, Seki 
Masafumi, Tanabe 
Yoshinari, Fujita Nao-
hisa, Niki Yoshihito, 
Morita Kunihiko, 
Yanagihara Katsunori, 
Yoshida Koichiro, 
Kawaguchi Tatsuya, 
The Antimicrobial 
Stewardship Committee 
of Japanese Society of 
Chemotherapy

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）27巻1号 
Page1-6（2021.01）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021311799 医薬品産業ビジョン2021　医療と

経済の発展を両立させ、安全安心な
暮らしを実現する医薬品産業政策へ

厚生労働省 薬事新報（0289-3290）
3220号 Page21-26
（2021.09）

解説

診療報酬・薬価

医療関連ビジネス



2021310974 【改正GMP省令・医薬品医療機器等
法　ポイントと課題　高品質医薬品
製造に向けて再確認】「設備共用に関
するデシジョンツリー」および「許
容限度値設定の手順」日薬連案につ
いて

日本製薬団体連合会品
質常任委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻10
号 Page1760-1767
（2021.07）

解説/特
集

2021310971 【改正GMP省令・医薬品医療機器等
法　ポイントと課題　高品質医薬品
製造に向けて再確認】改正GMP省
令と医薬品品質システム

寶田 哲仁（東京理科大
学 薬学部 医療薬学教育
研究支援センター 医薬
品等品質・GMP講座）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻10
号 Page1712-1738
（2021.07）

解説/特
集

2021310874 ICHの動向　製薬協の視点から 横田 昌史（日本製薬工
業協会 ICHプロジェク
ト）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻6号 
Page448-454
（2021.08）

解説

2021310868 【日本薬局方の展望　第十八改正作
成を踏まえて】医薬品産業界の日本
薬局方への貢献と期待　関西医薬品
協会

五島 隆志（関西医薬品
協会）, 関西医薬品協会
技術研究委員会

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻6号 
Page425-429
（2021.08）

解説/特
集

2021310867 【日本薬局方の展望　第十八改正作
成を踏まえて】医薬品産業界の日本
薬局方への貢献と期待　東京医薬品
工業協会

鈴木 幹雄（東京医薬品
工業協会）, 公益社団法
人東京医薬品工業協会
局方委員会

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻6号 
Page420-424
（2021.08）

解説/特
集

2021305950 医療と製薬資本（最終回）　私たち
は誰のために何のために医療をやっ
ているのか

馬渡 耕史（鹿児島生協
病院）

民医連医療（0285-
2241）587号 Page48-
52（2021.08）

解説

2021295125 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47回）　令
和3年度上期薬価交渉の論点　再算
定品目をどう扱うか

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻11号 Page2351-
2352（2021.08）

解説

2021295099 デジタルトランスフォーメーション
で変わる医療　製薬R&D領域にお
けるAI活用動向　DX成功への道筋

高田 篤史（野村総合研
究所 ヘルスケア・サー
ビスコンサルティング
部）, 木島 百合香

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻11
号 Page1913-1920
（2021.08）

総説

2021295095 医療・医薬の発展に向けて　産官学
連携で世界をリードできる研究を、
若手研究者へのエール

西山 伸宏（岐阜薬科大
学 先進製薬プロセス工
学研究室）, 百瀬 亘, 
杉山 弘和, 中川 弘司, 
竹内 洋文

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）37巻11
号 Page1875-1882
（2021.08）

座談会


