
医療経済関係研究論文（9月更新分）
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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
2022226345 薬剤師も知っておきたい医療とオカ

ネの話（第1回）　医療経済学のキソ
池谷 怜（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

社会薬学（0911-0585）
41巻1号 Page88-92
（2022.06）

解説

2022224681 漢方薬利用による医療経済効果 加藤 士郎（筑波大学附
属病院 総合診療科）, 
玉野 雅裕, 豊田 茂

老年科（2436-5742）5
巻5号 Page303-310
（2022.05）

解説

2022222516 Dynamic disease transmission 
modelを用いた新規抗菌薬のTreat-
ment sequence（投与順序）の変化
による医療経済性の検討

湯淺 晃（ファイザー ヘ
ルスアンドバリュー統
括部）, 大橋 隆久, 松本 
哲哉

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）70巻
Suppl.A Page307
（2022.05）

会議録

2022222181 感染症領域の医療経済評価 赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学研究室）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）70巻
Suppl.A Page95
（2022.05）

会議録

2022212193 医療政策研究と一般向け疾患情報提
供を通じて将来の公衆衛生の在り方
を考える

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）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
80回 Page186
（2021.11）

会議録

2022211997 最近の医療経済学の動向　日本の諸
問題に貢献できるか?

兪 炳匡（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）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
80回 Page65
（2021.11）

会議録

2022211901 医療経済の観点から見た脊椎ディス
ポーザブル手術器械の有用性　本
邦初のエビデンスから見えてくるも
の

新井 嘉容（済生会川口
総合病院 整形）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）96巻2号 
Page S467（2022.03）

会議録



2022198356 治療標的分子（Ph染色体、FLT3変
異）を有する脆弱高齢者急性白血病
治療における医療経済評価（Cost-
eff ectiveness analysis of vulner-
able elderly acute leukemia with 
molecular target; Ph and FLT3）（英
語）

今滝 修（香川大学 血液
内科）, 加地 智洋, 
久保 博之, 木田 潤一郎, 
植村 麻希子, 藤田 晴之, 
門脇 則光

日本血液学会学術集会
83回 Page PS-8-7
（2021.09）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022226345 薬剤師も知っておきたい医療とオカ

ネの話（第1回）　医療経済学のキソ
池谷 怜（国立保健医療
科学院 保健医療経済評
価研究センター）

社会薬学（0911-0585）
41巻1号 Page88-92
（2022.06）

解説

2022222181 感染症領域の医療経済評価 赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学研究室）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）70巻
Suppl.A Page95
（2022.05）

会議録

2022221325 神経難病看護の専門性の追求　日
本の難病看護師への期待　海外の
Parkinson病ナースの紹介から

高橋 一司（東京都立神
経病院 脳神経内科）

神経治療学（0916-
8443）38巻4号 
Page611-615
（2021.07）

解説

2022217898 切除不能MSI-H大腸癌におけるペン
ブロリズマブ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, 
原 裕明, 大西 義彦, 西 
雄介, 岸田 憲弘, 戸倉 
英之, 高橋 孝行

日本外科学会定期学術
集会抄録集122回 Page 
DP-147-3（2022.04）

会議録

2022213337 神経膠腫切除時の術中MRI（Intraop-
erative MR Imaging during Glioma 
Resection）（英語）

Matsumae Mitsunori
（Department of Neuro-
surgery, Tokai University 
School of Medicine）, 
Nishiyama Jun, Kuroda 
Kagayaki

Magnetic Resonance 
in Medical Sciences
（1347-3182）21巻1号 
Page148-167
（2022.03）

総説

2022212445 薬価制度改革の政策評価に関する定
量的研究

相田 直樹（慶応義塾大
学大学院 政策・メディ
ア研究科 政策・メディ
ア専攻）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）80
回 Page274（2021.11）

会議録

2022212177 タバコ対策Q&A　屋内禁煙・新型
コロナ・タバコ値上げのインパクト　
禁煙治療はとってもお得!

五十嵐 中（横浜市立大
学 医学群 健康社会医学
ユニット）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）80
回 Page176（2021.11）

会議録

2022212163 保健医療の経済評価とその応用-そ
の施策はコストに見合うのか?-　医
薬品・医療機器の経済評価とその応
用

白岩 健（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）80
回 Page167（2021.11）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2022212162 保健医療の経済評価とその応用-そ
の施策はコストに見合うのか?-　ワ
クチン接種の経済評価とその応用

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部 公衆衛生
学）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）80
回 Page167（2021.11）

会議録

2022208428 日本における生産性に高血圧症が及
ぼす負荷（Productivity burden of 
hypertension in Japan）（英語）

Asakura Eri（School of 
Public Health and 
Preventive Medicine, 
Monash University）, 
Ademi Zanfi na, Liew 
Danny, Zomer Ella

Hypertension Research
（0916-9636）44巻11号 
Page1524-1533
（2021.11）

原著論文

2022208009 後発医薬品に関する中年の知識、経
験、受容、および進んで購入する姿
勢　日本で行われた全国規模のオン
ライン調査（Knowledge, Experience, 
and Perceptions of Generic Drugs 
among Middle-Aged Adults and 
their Willingness-to-Pay: A Nation-
wide Online Survey in Japan）（英語）

Ito Yuki（Department of 
Public Health, Graduate 
School of Medicine, 
The University of 
Tokyo）, Hara Konan, 
Sato Hajime, Tomio 
Jun

The Tohoku Journal of 
Experimental Medicine
（0040-8727）255巻1号 
Page9-17（2021.09）

原著論文

2022207940 日本人のアトピー性皮膚炎患者にお
ける疾病負荷、服薬アドヒアランス、
満たされていない医療ニーズ　横断
的質問紙サーベイの後ろ向き解析
（Burden of illness, medication 
adherence, and unmet medical 
needs in Japanese patients with 
atopic dermatitis: A retrospective 
analysis of a cross-sectional 
questionnaire survey）（英語）

Kamei Kazumasa
（Infl ammation and 
Immunology Medical 
Aff airs, Pfi zer Japan）, 
Hirose Tomohiro, Yoshii 
Noritoshi, Tanaka Akio

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）48巻10号 
Page1491-1498
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

2022207939 日本における腋窩多汗症の疾病費用
研究（Cost-of-illness study for 
axillary hyperhidrosis in Japan）（英
語）

Murota Hiroyuki
（Department of 
Dermatology, Nagasaki 
University）, Fujimoto 
Tomoko, Oshima 
Yuichiro, Tamada 
Yasuhiko, Yanagishita 
Takeshi, Murayama 
Naoya, Inoue Sachie, 
Okatsu Hiromichi, 
Miyama Hiroshi, 
Yokozeki Hiroo

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）48巻10号 
Page1482-1490
（2021.10）

原著論文



2022207937 日本人汎発性膿疱性乾癬患者の特徴
と疾病負荷　Medical Data Vision 
Claimsデータベースの解析（Patient 
characteristics and burden of 
disease in Japanese patients with 
generalized pustular psoriasis: 
Results from the Medical Data 
Vision claims database）（英語）

Morita Akimichi
（Department of Geriatric 
and Environmental 
Dermatology, Nagoya 
City University Graduate 
School of Medical 
Sciences）, Kotowsky 
Nirali, Gao Ran, Shimizu 
Reiko, Okubo Yukari

The Journal of 
Dermatology（0385-
2407）48巻10号 
Page1463-1473
（2021.10）

原著論文

2022207236 当院における薬剤師の業務支援に関
する考え方一例

小川 義敬（岩切病院 薬
剤部）

薬事新報（0289-3290）
3259号 Page5-6
（2022.06）

原著論文
/症例報
告

2022206867 新型コロナウイルス蔓延後の大規模
歯科病院の感染対策経費負担の増
加の推定

佐藤 裕二（昭和大学 歯
学部 高齢者歯科学講
座）

日本歯科医療管理学会
雑誌（0387-5687）57巻
1号 Page27（2022.05）

会議録

2022205620 化学的インジケータプリント滅菌バ
ック試用による移行への検討

三浦 順子（東北医科薬
科大学病院）, 金澤 悦子, 
大野 理恵, 瀬戸 初江, 櫻
田 享

医療機器学（1882-
4978）92巻2号 
Page220（2022.04）

会議録

2022205555 手術映像記録システムの現状と未来　
既存システムを生かした手術室映像
システムの更新作業

長瀬 清（岐阜大学医学
部附属病院 手術部）

医療機器学（1882-
4978）92巻2号 
Page157（2022.04）

会議録

2022204052 残薬に着目した薬局薬剤師による医
療費削減の取り組み

市ノ渡 真史（アインファ
ーマシーズ）, 長谷川 佳
孝, 前田 守, 月岡 良太, 
大石 美也

薬局薬学（1884-3077）
14巻1号 Page48-54
（2022.04）

原著論文

2022204047 米国に見る医療デジタル変革と薬局
事業　患者中心医療へのシフト

陳 惠一（東京薬科大学 
薬学部 一般用医薬品学
教室）

薬局薬学（1884-3077）
14巻1号 Page1-7
（2022.04）

総説

2022201301 不眠症もしくはその兆候がある日本
人における不眠症状が労働生産性へ
及ぼす影響に関する縦断調査（A 
Cross-Sectional Online Survey of 
Impact of Insomnia Treatment on 
Work Productivity in the Japanese 
General Population Reporting 
Insomnia or Insomnia-Like 
Symptoms）（英語）

Uchiyama Makoto
（Department of Psy-
chiatry, Nihon Univer-
sity School of Medi-
cine）, Ito Kaoru, Abe 
Machiko

睡眠医療（1882-2096）
16巻1号 Page59-77
（2022.03）

原著論文
/比較研
究

2022200835 鎖骨遠位端骨折に対するScorpion 
plateの費用対効果の優位性の検討

告野 英利（日本赤十字社
愛知医療センター名古屋
第二病院 整形外科）, 
樋口 善俊, 安藤 智洋, 佐
藤 公治

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）65巻1号 
Page47-48（2022.01）

原著論文
/比較研
究



2022198356 治療標的分子（Ph染色体、FLT3変異）
を有する脆弱高齢者急性白血病治療
における医療経済評価（Cost-effec-
tiveness analysis of vulnerable el-
derly acute leukemia with molecu-
lar target; Ph and FLT3）（英語）

今滝 修（香川大学 血液
内科）, 加地 智洋, 久保 
博之, 木田 潤一郎, 植村 
麻希子, 藤田 晴之, 門脇 
則光

日本血液学会学術集会
83回 Page PS-8-7
（2021.09）

会議録

2022197783 アルコールと薬物への依存　Hyper-
katifeia、消極性増長、制御喪失
（Alcohol and Drug Addiction: 
Hyperkatifeia, Negative Reinforce-
ment and Loss of Control）（英語）

Koob George F. 日本アルコール・薬物医
学会雑誌（1341-8963）
56巻6号 Page99
（2021.12）

会議録

2022197415 エジプトにおけるウイルス性肝炎の
現状（Current situation of viral 
hepatitis in Egypt）（英語）

Elbahrawy Ashraf
（Department of Internal 
Medicine, Al-Azhar 
University）, Ibrahim 
Marwa K., Eliwa Ahmed, 
Alboraie Mohamed, 
Madian Ali, Aly Hussein 
Hassan

Microbiology and 
Immunology（0385-
5600）65巻9号 
Page352-372
（2021.09）

総説

2022197301 カリウムイオン競合型アシッドブロ
ッカーを含む逆流性食道炎の治療戦
略　日本における費用対効果分析
（Treatment strategies for refl ux 
esophagitis including a potassium-
competitive acid blocker: A cost-
eff ectiveness analysis in Japan）（英
語）

Habu Yasuki
（Department of 
Gastroenterology, 
Saiseikai-Noe Hospital）
, Hamasaki Ryuhei, 
Maruo Motonobu, 
Nakagawa Tatsuya, 
Aono Yuki, Hachimine 
Daisaku

Journal of General and 
Family Medicine
（2189-6577）22巻5号 
Page237-245
（2021.09）

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
2022208309 大腸癌のステージ別にみた医療費　

八王子市における健康保険請求の解
析（Medical costs according to the 
stages of colorectal cancer: an 
analysis of health insurance claims 
in Hachioji, Japan）（英語）

Utsumi Takahiro（De-
partment of Gastroen-
terology and Hepatol-
ogy, Kyoto University 
Graduate School of 
Medicine）, Horimatsu 
Takahiro, Nishikawa 
Yoshitaka, Hoshino 
Nobuaki, Takahashi 
Yoshimitsu, Goto Rei, 
Kashihara Soichiro, 
Fukuyoshi Jun, Na-
kayama Takeo, Seno 
Hiroshi

Journal of 
Gastroenterology
（0944-1174）56巻10号 
Page903-913
（2021.10）

原著論文

医療費



2022204052 残薬に着目した薬局薬剤師による医
療費削減の取り組み

市ノ渡 真史（アインファ
ーマシーズ）, 長谷川 佳
孝, 前田 守, 月岡 良太, 
大石 美也

薬局薬学（1884-3077）
14巻1号 Page48-54
（2022.04）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022222774【生殖医療・周産期にかかわる法と

倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】周産期の虐待をめぐる諸
問題　改正児童虐待防止法と周産期
臨床

板澤 寿子（埼玉医科大
学附属病院 小児科）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page592-598
（2022.06）

解説/特
集

2022222773【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】周産期の虐待をめぐる諸
問題　新生児の医療ネグレクトへの
対応

保条 成宏（中京大学 法
学部・大学院 法学研究
科）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page587-591
（2022.06）

解説/特
集

2022222772【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】周産期の虐待をめぐる諸
問題　DV防止法と周産期医療

桑原 博道（仁邦法律事
務所）, 田村 孔

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page581-586
（2022.06）

解説/特
集

医療保障制度

2022222771【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】周産期にかかわる医療制
度　産科医療補償制度の変遷

鈴木 英明（日本医療機
能評価機構）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page574-580
（2022.06）

解説/特
集

2022222770【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】周産期にかかわる医療制
度　わが国における医療安全施策

梅木 和宣（厚生労働省 
医政局 地域医療計画課 
医療安全推進・医務指
導室）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page569-573
（2022.06）

解説/特
集

2022222769【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】周産期にかかわる医療制
度　入院助産制度と出産扶助・医療
扶助

長治 誠（鳥取市立病院 
産婦人科）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page560-568
（2022.06）

解説/特
集

2022222768【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】新しい家族のかたちをめ
ぐる諸問題　特別養子縁組制度　
普通養子縁組制度との違い

高橋 幸子（埼玉医科大
学 医療人育成支援セン
ター・地域医学推進セ
ンター）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page554-559
（2022.06）

解説/特
集

2022222767【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】新しい家族のかたちをめ
ぐる諸問題　LGBTカップルが子を
もつ場合の親子関係

中塚 幹也（岡山大学 学
術研究院 保健学域）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page547-553
（2022.06）

解説/特
集



2022222766【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】新しい家族のかたちをめ
ぐる諸問題　婚姻・妊娠・出産をと
りまく法と産婦人科の接点

久具 宏司（東京都立墨
東病院 産婦人科）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page536-545
（2022.06）

解説/特
集

2022222765【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】新しい家族のかたちをめ
ぐる諸問題　代理懐胎によって出生
した子の親子関係

南 貴子（香川県立保健
医療大学 保健医療学
部）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page529-535
（2022.06）

解説/特
集

2022222764【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】新しい家族のかたちをめ
ぐる諸問題　提供精子によって出生
した子の親子関係　出自を知る権利
を含めて

久慈 直昭（東京医科大
学 産科婦人科）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page523-528
（2022.06）

解説/特
集

2022222763【生殖医療・周産期にかかわる法と
倫理-親子関係・医療制度・虐待を
めぐって】新しい家族のかたちをめ
ぐる諸問題　卵子提供によって出生
した子の親子関係

石原 理（女子栄養大学 
栄養学部 臨床医学）

臨床婦人科産科（0386-
9865）76巻6号 
Page518-522
（2022.06）

解説/特
集

2022213377 医療制度改革における三位一体改革
の流れ　地域医療構想と働き方改革
について

堀岡 伸彦（厚生労働省） 日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）119巻臨
増総会 Page A14
（2022.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022212445 薬価制度改革の政策評価に関する定

量的研究
相田 直樹（慶応義塾大
学大学院 政策・メディ
ア研究科 政策・メディ
ア専攻）

日本公衆衛生学会総会抄
録集（1347-8060）80回 
Page274（2021.11）

会議録

2022208059 日本における術後譫妄患者に対する
薬物治療およびコンサルテーション・
リエゾン精神医学　全国病院診療報
酬請求データベースの後ろ向き観察
研究（Drug Treatment for Patients 
with Postoperative Delirium and 
Consultation-Liaison Psychiatry in 
Japan: A Retrospective Observa-
tional Study of a Nationwide Hospi-
tal Claims Database）（英語）

Noda Yuki（Department 
of Health Administra-
tion and Policy, Tohoku 
University）, Tarasawa 
Kunio, Fushimi Kiyo-
hide, Fujimori Kenji

Annals of Clinical 
Epidemiology（2434-
4338）3巻4号 
Page116-126
（2021.10）

原著論文
/比較研
究

診療報酬・薬価



2022197389 COVID-19パンデミックが日本の慢性
神経疾患患者の外来ケア利用に与え
た影響　診療報酬請求データベース
の評価（The impact of COVID-19 
pandemic on the utilization of am-
bulatory care for patients with 
chronic neurological diseases in 
Japan: Evaluation of an adminis-
trative claims database）（英語）

Sato Kenichiro（Depart-
ment of Neuropathol-
ogy, Graduate School 
of Medicine, University 
of Tokyo）, Mano 
Tatsuo, Niimi Yoshiki, 
Iwata Atsushi, Toda 
Tatsushi, Iwatsubo 
Takeshi

BioScience Trends
（1881-7815）15巻4号 
Page219-230
（2021.08）

原著論文

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022227833 医薬品等の研究開発のススメ（第2

回）　こたえを得るのではない
東京新薬株式会社 PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）38巻10号 
Page1643-1649
（2022.07）

解説

2022227829 デジタルトランスフォーメーション
で変わる医療　中外製薬のデジタル
トランスフォーメーション（DX）へ
の挑戦

中西 義人（中外製薬） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻10号 
Page1617-1622
（2022.07）

解説

2022227827 バイオ医薬品のCMC研究開発にお
けるデジタルトランスフォーメーシ
ョン（DX）に向けた現状と課題（第
1回）　バイオ医薬品CMC研究開発
におけるDigitizationおよびDigitali-
zationにお関する現状

末友 裕行（協和キリン）, 
桂 真治, 高垣 香菜, 中子 
真由美, 馬場 一彦, 丸吉 
京介, 三原 和敏, 湯村 恭
平, 日向 昌司, 原園 景, 
柴田 寛子, 鳥巣 哲生, 内
山 進, 石井 明子

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻10号 
Page1599-1605
（2022.07）

解説

2022227824【連続生産】連続生産の実現に向け
たチャレンジ　成功事例を幅広く発
信し、メリットの理解へつなげる　
社内チームの一体感が増し、知識・
品質ともに大幅アップへ

石本 隼人（エーザイ）, 
今田 康嗣, 田中 良介, 寺
田 敬, 長谷川 浩司, 山田 
昌樹

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻10号 
Page1525-1533
（2022.07）

座談会/
特集

2022226350【医薬品の連続生産】連続生産の承
認事例　エーザイにおける連続生産
技術を用いたタズベリク錠の開発

小川 真裕（エーザイ メ
ディスン開発センター 
ファーマシューティカ
ル・サイエンス&テクノ
ロジー機能ユニット製
剤研究部 経口製剤グル
ープ）

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）53巻3号 
Page198-202
（2022.06）

解説/特
集

医療関連ビジネス



2022226348【医薬品の連続生産】製剤・低分子
原薬・バイオ医薬品分野の連続生産
の進捗　再構成可能なモジュール型
単位操作の相互接続に基づいた医薬
品製造用iFactory　サージCubeと
On-line'n On-site防爆UHPLCの開
発

鶴本 穣治（高砂ケミカ
ル掛川工場 技術開発部 
IFactory準備室）, 池谷 
勝俊, 長井 悠佑, 岩田 
庸助, 前澤 庸介, 渡辺 
元雄, 齊藤 隆夫

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）53巻3号
Page183-191
（2022.06）

解説/特
集

2022226347【医薬品の連続生産】製剤・低分子
原薬・バイオ医薬品分野の連続生産
の進捗　日本製薬工業協会連続生
産プロジェクトの活動成果

松井 康博, 日本製薬工
業協会 品質委員会 製剤
研究部会 連続生産プロ
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）53巻3号
Page178-182
（2022.06）

解説/特
集

2022226346【医薬品の連続生産】連続生産の現
状とレギュレーション

松田 嘉弘（医薬品医療
機器総合機構）

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）53巻3号
Page172-177
（2022.06）

解説/特
集

2022222279 国家の危機管理としての感染症対策
の在り方　産業界の立場から

手代木 功（塩野義製薬） 日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）70巻
Suppl.A Page193
（2022.05）

会議録

2022206515 医薬品等の研究開発のススメ（第1
回）　研究開発のスタートに立って

東京新薬株式会社 PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻9号 
Page1451-1456
（2022.06）

解説

2022204015 新型コロナを経験した今、日本に求
める「ビジョン」　社会保障制度を
次世代へつなぎ、健康・経済に製薬
産業が貢献するために

川崎 真規（日本総合研
究所）, 岡田 安史, 堀 真
奈美

社会保険旬報（1343-
5728）2855号 Page6-
16（2022.05）

座談会

2022203823 J-PUBLIC日本パブリックライブラ
リコンソーシアムの取り組み　All 
Japanとしての化合物ライブラリ構
築を目指して

岩岡 はるな（アステラ
ス製薬 開発研究ディス
カバリーインテリジェン
スアドバンスモデリン
グ&アッセイ研究室）

Medchem News
（2432-8618）32巻2号 
Page72-76（2022.05）

解説

2022203822 儲からないが必要な薬の話 工月 達郎（DNDi Japan 
R&D Liaison）

Medchem News
（2432-8618）32巻2号 
Page66-71（2022.05）

解説

2022202555【小児のための医薬品開発の現状と
課題】新生児用医薬品開発のための
日本での活動と国際協力

楠田 聡（新生児臨床研
究ネットワーク）

小児科（0037-4121）
63巻4号 Page403-411
（2022.04）

解説/特
集



2022202553【小児のための医薬品開発の現状と
課題】企業からみた小児医薬品開発
の促進に向けた取り組みと今後の展
望

名執 真希子（ヤンセンフ
ァーマ 研究開発本部）, 
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7

小児科（0037-4121）
63巻4号 Page389-394
（2022.04）

解説/特
集

2022202552【小児のための医薬品開発の現状と
課題】厚生労働省における小児医薬
品開発推進に向けた取り組み

山本 明子（厚生労働省
医政局 研究開発振興課）, 
野村 由美子

小児科（0037-4121）
63巻4号 Page383-388
（2022.04）

解説/特
集

2022202551【小児のための医薬品開発の現状と
課題】小児医薬品開発ネットワーク
支援事業の概要

中村 秀文（国立成育医
療研究センター 研究開
発監理部）, 飯島 一誠

小児科（0037-4121）
63巻4号 Page375-381
（2022.04）

解説/特
集

2022202550【小児のための医薬品開発の現状と
課題】わが国における小児医薬品開
発推進に向けた今後の展望

中川 雅生（啓信会京都
きづ川病院 小児科）

小児科（0037-4121）
63巻4号 Page367-374
（2022.04）

解説/特
集

2022199436【創薬を加速する機械学習とロボテ
ィックス】AIとロボティクスを組み
合わせた創薬モダリティ探索研究の
デジタルトランスフォーメーション

角山 和久（アステラス
製薬 アドバンストイン
フォマティクス&アナリ
ティクス室）, 原田 博規

Medchem News
（2432-8618）32巻1号 
Page36-40（2022.02）

解説/特
集

2022199432 Rgenta・BioInformaticsに基づく
RNA創薬へのさらなる挑戦

石井 喜英（Axcelead 
Drug Discovery Part-
ners）, 神谷 博貴, 折田 
正弥, 青山 和誠

Medchem News
（2432-8618）32巻1号 
Page12-15（2022.02）

解説

2022199431 創薬最前線　JCRファーマの創薬研
究　一歩前に出る

薗田 啓之（JCRファーマ 
研究本部）, 高橋 健一, 
平戸 徹

Medchem News
（2432-8618）32巻1号 
Page7-11（2022.02）

解説


