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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
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臨床経済学・医療政策
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022005057 骨折リエゾンサービスがもたらす患

者・医療経済・医師の働き方へのベ
ネフィット

山本 智章（新潟リハビ
リテーション病院 整形
外科）

日本骨代謝学会学術集
会プログラム抄録集
（1349-0761）39回 
Page124（2021.10）

会議録

2022004335 大数による疾病防御率の研究　相対
比較に対する絶対比較の意義とマク
ロ医療経済

村岡 潔（岡山商科大学） 日本保健医療行動科学
会学術大会プログラム・
抄録集35回 Page34
（2021.06）

会議録

2022001871 併存症と医療経済性を考慮した治療
戦略

佐野 博幸（近畿大学病
院 アレルギーセンター）
, 東田 有智

アレルギー（0021-
4884）70巻6-7号 
Page667（2021.08）

会議録

2022001459 医療経済　女性の病気とオカネの話　
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）

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）28巻4号 
Page603-606
（2021.07）

解説

2021364637 聴覚障害の医療経済　経済分析モ
デルを用いた企業の立場からの推定

荒川 一郎（東京大学大
学院 医学系研究科）

Audiology Japan
（0303-8106）64巻5号 
Page485（2021.09）

会議録

2021355537 はじめての医療経済学（第6回）薬
の値段はこう決まる

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9号 Page0890-
0893（2021.09）

解説

2021352227 診療フローモデルからみたてんかん
診療連携促進の医療経済効果

岩崎 真樹（国立精神・
神経医療研究センター
病院 脳神経外科）, 齋藤 
貴志, 坪田 明子, 村田 達
教, 神 一敬

てんかん研究（0912-
0890）39巻2号 
Page268（2021.07）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022006145【セキュリティ最新事情-病院がすべ

きこと】外部攻撃防御その最適方策
コストパフォーマンス最大のセキュ
リティ施策　その見極めと経営の意
思としての実施の提唱

井形 繁雄（Annexe 
R&amp;D）

新医療（0910-7991）
48巻11号 Page42-45
（2021.11）

解説/特
集

2022005056 骨粗鬆症治療における費用対効果に
優れた治療戦略

萩野 浩（鳥取大学 医学
部 保健学科）

日本骨代謝学会学術集
会プログラム抄録集
（1349-0761）39回 
Page123（2021.10）

会議録

2022004877 使用ガイド付き採用薬としたボノプ
ラザンの使用状況調査および医療費
削減効果について

細川 理博（相澤病院 薬
剤センター）, 中村 久美, 
中野 和佳, 鬼窪 利英, 
三浦 篤史, 鈴木 智裕, 
山下 浩

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集23回 Page104
（2021.06）

会議録

2022004777 わが国の医療を取り巻く環境変化と
薬剤師のあり方、そして医薬品情報
の将来

赤瀬 朋秀（日本経済大
学 経営学部・大学院）

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集23回 Page34
（2021.06）

会議録

2022004302 病棟薬剤師とセラピスト間の連携強
化に向けた取り組みと処方適正化の
検討

西塚 亨（福山記念病院 
薬剤科）, 酒井 照美, 小
土井 亮介, 濱崎 厚志, 
瀬戸口 由梨, 島谷 康司, 
道原 明宏

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）57巻10
号 Page1073-1079
（2021.10）

原著論文

2022001871 併存症と医療経済性を考慮した治療
戦略

佐野 博幸（近畿大学病院
アレルギーセンター）,
東田 有智

アレルギー（0021-
4884）70巻6-7号 
Page667（2021.08）

会議録

2022001459 医療経済　女性の病気とオカネの話　
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）

日本女性医学学会雑誌
（2185-8861）28巻4号 
Page603-606
（2021.07）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2022001198 死亡、病休、または体調不良による
退職に起因した労働生活時間の損失　
職場における疾患の負荷を推定する
ための包括的アプローチ（Loss of 
Working Life Years Due to Mortal-
ity, Sickness Absence, or Ill-health 
Retirement: A Comprehensive 
Approach to Estimating Disease 
Burden in the Workplace）（英語）

Inoue Yosuke（Depart-
ment of Epidemiology 
and Prevention, Na-
tional Center for Global 
Health and Medicine）, 
Nomura Shuhei, Nishiu-
ra Chihiro, Hori Ai, 
Yamamoto Kenya, 
Nakagawa Tohru, 
Honda Toru, Yamamoto 
Shuichiro, Eguchi 
Masafumi, Kochi 
Takeshi, Miyamoto 
Toshiaki, Okazaki 
Hiroko, Imai Teppei, 
Nishihara Akiko, Ogas-
awara Takayuki, Sasaki 
Naoko, Uehara Akihiko, 
Yamamoto Makoto, 
Shimizu Makiko, Koni-
shi Maki, Kabe Isamu, 
Mizoue Tetsuya, Dohi 
Seitaro

Journal of Epidemiol-
ogy（0917-5040）31巻
7-8号 Page403-409
（2021.08）

原著論文

2022000647 妊娠糖尿病スクリーニングの経済学
的な評価　系統的考察
（Economic Evaluations of Gesta-
tional Diabetes Mellitus Screening: 
A Systematic Review）（英語）

Mo Xiuting（Department 
of Health Policy, 
National Center for 
Child Health and 
Development）, Tobe 
Ruoyan Gai, Takahashi 
Yoshimitsu, Arata 
Naoko, Liabsuetrakul 
Tippawan, Nakayama 
Takeo, Mori Rintaro

Journal of Epidemiol-
ogy（0917-5040）31巻
3-4号 Page220-230
（2021.04）

原著論文
/メタア
ナリシス

2022000637 限られた資源下における被包性
Neisseria meningitidisと非被包性
Neisseria meningitidisを識別するた
めの簡便で費用対効果の高いゲルベ
ースの二重PCR法の開発
（Development of a simple and 
cost-eff ective gel-based duplex 
PCR method to identify both 
encapsulated and unencapsulated 
Neisseria meningitidis applicable 
under resource-limited conditions）
（英語）

Takahashi Hideyuki
（Department of Bacte-
riology I, National 
Institute of Infectious 
Diseases）, Nakamura 
Masaki, Matsumoto 
Yuko, Yoshino Shuji, 
Kakita Tetsuya, Shi-
muta Ken, Kamiya 
Hajime, Saito Ryoichi, 
Ohnishi Makoto

Journal of Infection 
and Chemotherapy
（1341-321X）27巻5号 
Page773-777
（2021.05）

原著論文



2021368328 片頭痛患者の疾病負担:National 
Health and Wellness Surveyを用い
た検討

菊井 祥二（富永病院 脳
神経内科）, 戸高 宏, 浅
尾 啓子, 安立 憲司, 竹
島 多賀夫

日本頭痛学会誌（1345-
6547）46巻2号 
Page425（2019.11）

会議録

2021368240 頭痛のNarrative based medicine:人
とのふれあいが中心の医療　頭痛に
よる支障・損失をなくす健康経営

五十嵐 久佳（富士通ク
リニック 内科（頭痛外
来））

日本頭痛学会誌（1345-
6547）46巻2号 
Page331（2019.11）

会議録

2021368088 2つの反復性片頭痛に関する臨床試
験において、治療をランダムに割付
ける前の頭痛の頻度と疾病負荷
（Headache Frequency and Dis-
ease Burden Prior to Treatment 
Randomization in Two Episodic 
Migraine Clinical Trials）（英語）

Stauff er Virginia L.（Eli 
Lilly）, Skljarevski 
Vladimir, Zhang Qi, 
Ford Janet, Carter Jeff , 
Aurora Sheena K., 
Kuga Atsushi

日本頭痛学会誌（1345-
6547）44巻2号 
Page353（2017.11）

会議録

2021368085 ここ一ヵ月で4日以上頭痛がみられ
た治療中の片頭痛患者の疾病負荷
（Burden of illness among treated 
migraine patients with ≧4 head-
ache days in the past month）（英
語）

Lee Lulu（Kantar 
Health）, Bell Jvawnna, 
Fitzgerald Timothy, 
Cohen Joshua M., 
Gorokhova Tatiana

日本頭痛学会誌（1345-
6547）44巻2号 
Page352（2017.11）

会議録

2021367389 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49回）　医
療制度を翻奔する政治の季節

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻13号 Page2707-
2708（2021.10）

解説

2021365921 糖尿病合併症予防の観点から見た糖
尿病治療戦略　糖尿病合併症予防
と治療におけるSGLT2阻害薬の役
割と重要性

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）

糖尿病合併症35巻
Suppl. Page111
（2021.09）

会議録

2021365047 不眠症患者を対象としたスボレキサ
ントおよびゾルピデムに対するレン
ボレキサントの費用対効果分析

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部公衆衛生
学）, 東 美恵, 藤本 健一, 
柴原 秀俊, 井上 幸恵, 
Moline Margaret, 石井 
美佳, 三島 和夫

日本睡眠学会定期学術
集会プログラム・抄録
集46回 Page239
（2021.09）

会議録

2021364781 心房細動と睡眠呼吸障害-the next 
targeted cardiovascular disease for 
SDB treatment　コストベネフィッ
トの観点から考察と展望

内藤 亮（順天堂大学大
学院 医学研究科 心血管
睡眠呼吸医学講座）

日本睡眠学会定期学術
集会プログラム・抄録
集46回 Page135
（2021.09）

会議録

2021363963 画期的医薬品とその費用対効果 五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群健康社会医学
ユニット）

Medchem News
（2432-8618）29巻2号 
Page64-68（2019.05）

解説

2021363820 疾病負荷から考えるCRSwNPの治
療ゴール

近藤 健二（東京大学大
学院 医学系研究科 耳鼻
咽喉科・頭頸部外科学
分野）

日本耳鼻咽喉科免疫ア
レルギー感染症学会抄
録集（2435-7987）1回 
Page112（2021.05）

会議録



2021363400 内視鏡洗浄消毒装置更新後の消毒
液運用　更新前後でのコスト比較

藤田 雄樹（JA広島総合
病院 臨床工学科）, 渡壁 
昌幸, 松浦 千澄, 伊藤 
功一, 瀬尾 憲由, 坂手 
友子, 石崎 淳子, 槌谷 
滋乃

日本消化器内視鏡技師会
会報67号 Page86
（2021.09）

会議録

2021362182 近年の日本の医薬品市場動向とCu-
bixxシステムの有用性についての検
討

岡村 央（北里大学薬学
部臨床薬学研究・教育
センター 臨床薬学教育
部門）, 小池 博文, 横山 
千紘, 志村 美沙子, 遠又 
未佐子, 古川 大輔, 佐橋 
幸子, 久保田 理恵

医療薬学（1346-342X）
47巻9号 Page477-
489（2021.09）

原著論文

2021358858 PPI経口製剤の院内フォーミュラリ
ー策定について

大澤 史宜（加古川市民
病院機構加古川中央市
民病院 薬剤部）, 赤坂 
寛子, 岡崎 彰仁, 山根 
真也, 岩城 晃一, 石坂 
忠博

加古川市民病院機構学
術誌（2189-1567）10
巻 Page39-42
（2021.08）

原著論文

2021358369 福祉・介護施設の周辺業務に対する
機器活用の可能性
「介護現場革新プラン」の議論と業
務階層化の視点を踏まえて

浅石 裕司（日本福祉大
学 福祉経営学部）

日本福祉大学社会福祉
論集（1345-174X）
143-144号 Page27-56
（2021.03）

解説

2021358222 研究報告　持続型セフチオフル製剤
を適用したフリーストール搾乳牛群
におけるMannheimia haemolytica
単独感染による集団肺炎

益永 大輔（HIRAMATSU 
CATTLE CLINIC）

臨床獣医（0912-1501）
39巻10号 Page48-51
（2021.09）

原著論文

2021358217 保健医療のいままでそしてこれから　
医務技監1124日を振り返る

鈴木 康裕（厚生労働省） 日本病院会雑誌（0385-
9363）68巻8号 
Page966-997
（2021.08）

解説

2021357215 Neural mechanisms of motivated 
and goal-directed behaviors　サル
におけるコスト-ベネフィット比較
に基づく動機づけ制御の神経機構
（Neural mechanisms of motiva-
tional control based on cost-benefi t 
comparison in monkeys）（英語）

Minamimoto Takafumi
（Dept. Funct. Brain 
Imaging, NIRS, QST）

The Journal of Physi-
ological Sciences
（1880-6546）71巻
Suppl.1 Page10
（2021.08）

会議録

2021354655【最新主要文献でみる眼科学レビュ
ー2021-'22】その他　遠隔医療

花田 一臣（朝里中央病
院）

眼科学レビュー（2436-
4150）2021-'22巻 
Page308-313
（2021.07）

解説/特
集



2021353638 デュピュイトラン拘縮患者を対象と
したコラゲナーゼ注射治療と腱膜切
除術後の上肢機能及び費用効果の
前向き観察研究

山本 美知郎（名古屋大学 
手の外科）, 平田 仁, 康
永 秀生, 柿木 良介, 酒
井 昭典, 田中 克己, 池上 
博康, 五十嵐 中

日本手外科学会雑誌
（2185-4092）38巻1号 
Page O33-02
（2021.04）

会議録

2021346873 成分献血時にクエン酸を含んだスポ
ーツドリンクを使用した際の影響と
コストパフォーマンス

菅野 隆浩（福島県赤十字
血液センター）, 渡邉 美
奈, 齋藤 和枝, 仙波 ゆか
り, 鈴木 香織, 渡辺 樹
里, 鴫原 花織, 関 純子, 
佐藤 紀子, 柳沼 佳代, 
氏家 二郎

日本輸血細胞治療学会
誌（1881-3011）67巻
3号 Page483-484
（2021.06）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022000708 後期高齢者の一人平均医療費の地

理的分布が西日本と東日本で偏って
いる原因の分析
（Analyzing the causes of the 
uneven geographical distribution of 
per-capita medical care 
expenditures for elderly persons 
aged 75 years or older between 
western and eastern Japanese 
prefectures）（英語）

Kinoshita Naohiko
（Department of Health 
Informatics, Niigata 
University of Health 
and Welfare）, Hada 
Ryona, Watanabe 
Senka, Suzuki Akie, 
Tajiri Masayuki, Yam-
agishi Mina, Kanno 
Suzuka, Itagaki Takumi, 
Namizuka Asuka, 
Awashima Masahiro, 
Kobayashi Fusayo, 
Watarai Yuko, Takigchi 
Toru

Niigata Journal of 
Health and Welfare
（1346-8782）20巻2号 
Page61-72（2020.）

原著論文

2021346701 ナースプラクティショナーによる医
療費削減と患者ケア改善に向けて期
待される効果　訪問看護利用者の診
察料をもとにしたシミュレーション
と訪問看護師へのインタビューから

伊富貴 初美（大津赤十
字病院）

日本赤十字看護学会誌
（1346-1346）21巻1号 
Page64-73（2021.03）

原著論文

医療費



2021344776 日本メディカル・データ・ビジョン
データベースにおける、非アルコー
ル性脂肪肝（NAFLD）および非アル
コール性脂肪肝炎（NASH）患者の
併存疾患、医療費および医療資源の
利用
（Comorbidities and healthcare 
costs and resource use of patients 
with nonalcoholic fatty liver dis-
ease（NAFLD） and nonalcoholic 
steatohepatitis（NASH） in the 
Japan medical data vision data-
base）（英語）

Terai Shuji（Division of 
Gastroenterology and 
Hepatology, Graduate 
School of Medical and 
Dental Sciences, 
Niigata University）, 
Buchanan-Hughes 
Amy, Ng Alvin, Lee 
I-Heng, Hasegawa Ken

Journal of Gastroenter-
ology（0944-1174）56
巻3号 Page274-284
（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
2022004436【アメリカの社会保障】医療保障改

革法（PPACA）の10年　オバマケ
アの成果と課題

長谷川 千春（立命館大
学 産業社会学部）

社会保障研究6巻2号 
Page130-147
（2021.09）

解説/特
集

2021369765 フランスと日本の医療制度の比較 坂野 梨夏（国際メディ
カル専門学校 診療情報
管理士学科）, 笹川 陽, 
市橋 怜奈, 高野 桜

日本診療情報管理学会
学術大会抄録集47回 
Page237（2021.08）

会議録

2021367389 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49回）　医
療制度を翻奔する政治の季節

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻13号 Page2707-
2708（2021.10）

解説

2021365884 小児科医がみた国際保健協力　マレ
ーシアの現場から（第14回）　医療
制度とワクチン

堀越 裕歩（世界保健機
関）

チャイルド ヘルス
（1344-3151）24巻10
号 Page780-781
（2021.10）

解説

2021364030 口腔・顎顔面領域疾患への遺伝子
検査導入の展望について　医療保
険における遺伝子検査　歯科保険
医療への戦略

小野 清一郎（ビクトリ
ア会小野歯科医院）

日本口腔検査学会総会・
学術大会プログラム・
抄録集14回 Page40-
41（2021.08）

会議録

2021360030【3つの医療改革の未然形"～働き方
改革、地域包括ケア&医療構想、医
療の効率化～】（Part 3）　3つの医療
改革のPDCA　医療制度の改革と効
率的な医療提供の今後　医師の働き
方改革とオンライン診療をめぐる政
策動向"

吉村 健佑（千葉大学医
学部附属病院 次世代医
療構想センター）

保険診療（0385-8588）
76巻9号 Page32-38
（2021.09）

解説/特
集

医療保障制度



2021355973 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61回）　2022年4
月診療報酬改定を控えて　「急性期・
回復期入院料の課題と論点が明確
に」

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）48巻6号 
Page20-23（2021.09）

解説

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022001003 国内文献にみる診療報酬改定への対

応における看護管理の課題
高村 昌枝（東京医療保
健大学 和歌山看護学部）

東京医療保健大学紀要
（1882-4455）15巻1号 
Page1-7（2020.）

原著論文

2022000237 日本国内の院内診療報酬請求情報デ
ータベースに基づく膵癌患者の治療
パターン
（Treatment patterns in pancreatic 
cancer patients based on a hospi-
tal claims database in Japan）（英
語）

Suzuki Toshiaki（Clini-
cal Operations, Pfi zer 
R&amp;D）, Kawai 
Sayo, Ueno Makoto, 
Lin Yingsong, Kikuchi 
Shogo
（Treatment patterns in 
pancreatic cancer 
patients based on a 
hospital claims data-
base in Japan）（英語）"

Japanese Journal of 
Clinical Oncology
（0368-2811）51巻2号 
Page228-234
（2021.02）

原著論文

2021367542 新医薬品の一部変更承認の状況と市
場拡大等による薬価再算定に関する
調査

小林 江梨子（千葉大学
大学院 薬学研究院社会
薬学）, 成川 衛

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
11巻3号 Page173-179
（2021.09）

原著論文

2021367389 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49回）　医
療制度を翻奔する政治の季節

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻13号 Page2707-
2708（2021.10）

解説

2021342403 遠隔医療のための診療報酬要望手法
の研究

長谷川 高志（日本遠隔
医療協会）

日本遠隔医療学会雑誌
（1880-800X）16巻2号 
Page126-129
（2020.12）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2021370093【小児用医薬品開発に関する国内外

の状況と課題】小児用医薬品開発の
現場から　製薬企業の立場より

松尾 哲夫（日本製薬工
業協会）, 庄子 聡

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）52巻7号 
Page531-540
（2021.10）

解説/特
集

診療報酬・薬価

医療関連ビジネス



2021370092【小児用医薬品開発に関する国内外
の状況と課題】小児科関連学会と
「小児医薬品開発ネットワーク」の
活動

中村 秀文（国立成育医
療研究センター 研究開
発監理部）

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス（1884-
6076）52巻7号 
Page526-530
（2021.10）

解説/特
集

2021368695 企業との連携円滑化のための
CDISC標準情報共有体制提案のた
めのアンケート調査

山口 拓洋（東北大学病
院 臨床研究推進センタ
ー臨床試験データセン
ター）, 高原 志津子, 齋
藤 明子, 齋藤 俊樹

薬理と治療（0386-
3603）49巻Suppl.1 
Page s47-s56
（2021.09）

原著論文

2021367547 医薬品・医療機器評価をめぐる最近
の話題　国内における希少疾病用医
薬品の開発促進に対する課題　希
少疾病用医薬品開発企業アンケート
結果より

柏谷 祐司（日本製薬工
業協会）, 高山 裕典, 丸
地 一世, 金子 薫, 杉原 
正, 千田 俊彦, 長谷川 
泰宏, 吉原 由佳莉, 阿部 
享生

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
11巻3号 Page213-221
（2021.09）

原著論文

2021367389 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49回）　医
療制度を翻奔する政治の季節

中野 一夫（ヘルスケア
システム研究所）

薬事（0016-5980）63
巻13号 Page2707-
2708（2021.10）

解説

2021364019 創薬最前線　大阪大学免疫学フロン
ティア研究センターにおける新しい
産学連携とヒト免疫学研究の推進

高木 昭彦（大阪大学免
疫学フロンティア研究
センター）

Medchem News
（2432-8618）31巻3号 
Page111-115
（2021.08）

解説

2021364018 創薬最前線　中外製薬の創薬研究 飯倉 仁（中外製薬 研究
本部）

Medchem News
（2432-8618）31巻3号 
Page106-110
（2021.08）

解説

2021364011 創薬最前線　グローバル・スペシャ
ライズド・プレーヤーを目指す大日
本住友製薬の創薬研究　リサーチデ
ィビジョンを中心として

志水 勇夫（大日本住友
製薬 リサーチディビジ
ョン）

Medchem News
（2432-8618）31巻2号 
Page50-56（2021.05）

解説

2021364005 アカデミア創薬Hit to Lead支援の
最前線　東京大学創薬機構構造展
開ユニットのあゆみ

宮地 弘幸（東京大学 創
薬機構構造展開ユニッ
ト）, 安田 公助, 金光 佳
世子, 榑林 陽一

Medchem News
（2432-8618）31巻1号 
Page13-16（2021.02）

解説

2021364004 創薬最前線　小野薬品の創薬研究　
熱き挑戦者たちであれ

今川 昭（小野薬品工業 
医薬品化学研究部）

Medchem News
（2432-8618）31巻1号 
Page2-7（2021.02）

解説

2021363998 人工知能（AI）創薬の最前線と海外
製薬企業からの視線

田中 大輔（Exscientia） Medchem News
（2432-8618）30巻4号 
Page171-176
（2020.11）

解説

2021363997 創薬最前線　アカデミア創薬を牽引
するAMED創薬ブースターとDISC
について

近澤 和彦（日本医療研
究開発機構 創薬事業
部）, 寺坂 忠嗣, 徳井 太
郎

Medchem News
（2432-8618）30巻4号 
Page162-170
（2020.11）

解説



2021363982 創薬最前線　創薬等ライフサイエン
ス研究支援基盤事業（BINDS）「知っ
て、使って、進む　あなたの研究」

中村 春木（大阪大学）, 
近藤 裕郷, 善光 龍哉

Medchem News
（2432-8618）30巻2号 
Page58-62（2020.05）

解説

2021363974 APAC天然物創薬コンソーシアムの
取り組み　アジアにおける創薬エコ
システムの形成を目指して

奥田 彰文（エーザイ 
hhcデータクリエーショ
ンセンターグローバル
ヘルス研究室天然物創
薬グループ）, 池森 恵, 
塚原 克平

Medchem News
（2432-8618）29巻4号 
Page161-164
（2019.11）

解説

2021363973 創薬最前線　未来型医療を目指して　
東北大学発オープンイノベーション

内田 渡（東北大学 オー
プンイノベーション戦
略機構）

Medchem News
（2432-8618）29巻4号 
Page154-160
（2019.11）

解説

2021363962 創薬最前線　国立がん研究センター
での、病院と研究所が連携した新た
なトランスレーショナル研究推進体
制

青木 一教（国立がん研
究センター研究所）

Medchem News
（2432-8618）29巻2号 
Page54-58（2019.05）

解説

2021363961 創薬最前線　アステラス製薬の創薬
研究戦略

岩井 晃彦（アステラス
製薬）

Medchem News
（2432-8618）29巻2号 
Page50-53（2019.05）

解説

2021363959 医薬関連特許出願における発明者認
定の重要性

當麻 博文（高島国際特
許事務所）

Medchem News
（2432-8618）29巻1号 
Page33-37（2019.02）

解説

2021363954 創薬最前線　湘南ヘルスイノベーシ
ョンパーク　日本にイノベーション
のエコシステムを創る

藤本 利夫（湘南ヘルス
イノベーションパーク）

Medchem News
（2432-8618）29巻1号 
Page2-7（2019.02）

解説

2021363375 通常の医薬品安全性監視、特にシグ
ナル管理に関する欧米の考え方につ
いて　日本医療研究開発機構（医薬
品等規制調和・評価研究事業）「医薬
品リスク管理計画制度の充実と効果
の向上のための基盤研究」（AMED 
RMP研究班）

大賀 圭子（日本製薬工
業協会）, 杉田 誉子, 関 
顕洋, 本多 輝行, 川口 
源太

薬剤疫学（1342-0445）
26巻2号 Page115-126
（2021.09）

解説

2021362182 近年の日本の医薬品市場動向とCu-
bixxシステムの有用性についての検
討

岡村 央（北里大学薬学
部臨床薬学研究・教育
センター 臨床薬学教育
部門）, 小池 博文, 横山 
千紘, 志村 美沙子, 遠又 
未佐子, 古川 大輔, 佐橋 
幸子, 久保田 理恵

医療薬学（1346-342X）
47巻9号 Page477-
489（2021.09）

原著論文

2021359250 糖部架橋型人工核酸の創薬応用と
ルクサナバイオテクの事業展開

佐藤 秀昭（ルクサナバ
イオテク）

日本核酸医薬学会誌25
巻1号 Page58-65
（2021.06）

解説



2021346033 製薬企業における基礎・臨床研究　
アストラゼネカ社のバイオマーカー
を基軸とした取り組み

村山 皇翔（アストラゼ
ネカ 研究開発本部サイ
エンス&amp;データアナ
リティクス統括部）

日本がん免疫学会総会
プログラム・抄録集25
回 Page81（2021.05）

会議録

2021346032 製薬企業における基礎・臨床研究　
アストラゼネカ社の腫瘍免疫領域の
臨床開発　自社と日本の強みを生か
して

藤田 伴子（アストラゼ
ネカ 研究開発本部 後期
開発オンコロジー領域
統括部 メディカルサイ
エンス部）

日本がん免疫学会総会
プログラム・抄録集25
回 Page80（2021.05）

会議録

2021346030 製薬企業における基礎・臨床研究　
MSDにおける免疫療法を中心とし
た癌治療薬の開発プログラム

嶋本 隆司（MSD オンコ
ロジーサイエンスユニッ
ト）

日本がん免疫学会総会
プログラム・抄録集25
回 Page78（2021.05）

会議録


