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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
2022311351 リアルワールドデータから読み解く

カテーテルインターベンションの現
状と将来　リアルワールドデータの
医療経済政策への活用（英語）

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
30回 Page [S4-2]
（2022.07）

会議録

2022307386 次世代につなぐがんサバイバーシッ
プケアの実践と展望　Value Based 
Medicine時代の「乳癌の臨床」と「医
療経済」

岩谷 胤生（岡山大学病
院 乳腺・内分泌外科）

日本乳癌学会総会プログ
ラム抄録集30回 Page 
SY5-2（2022.06）

会議録

2022301231 【AI画像診断-現場での真価を検証す
る】経営・運営視点のAI画像診断考　
画像診断でのAI活用は病院経営に何
をもたらすか　マクロな医療経済視
点を含め

真野 俊樹（中央大学大
学院 戦略経営研究科）

新医療（0910-7991）
49巻9号 Page22-25
（2022.09）

解説/特
集

2022296363 医療データベースを用いた大腸癌術
後の縫合不全と医療経済的負担の
検討

向井 俊貴（がん研究会
有明病院 大腸外科）, 
清水 英治, 日吉 幸晴, 
山口 智弘, 長嵜 寿矢, 
秋吉 高志, 福長 洋介

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）82巻増刊
Page S735（2021.10）

会議録

2022292117 医療経済的観点から見た2022年の
日本における透析患者の現状（The 
present status of dialysis patients 
in Japan as of 2022 from the point 
of medical economic view）（英語）

Hyodo Toru（Ubiquitous 
Blood Purifi cation 
International）, Kato 
Akira, Matsuzawa 
Shohei, Fukazawa 
Momoko, Kato Motoko, 
Urabe Shunichiro

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page407
（2022.05）

会議録



2022292116 医療経済的観点から見た2022年の
ラオス人民民主共和国における透析
患者の現状（The present status of 
Dialysis patients in Lao People's 
Democratic Republic as of 2022 
from the medical economic point 
of view）（英語）

Sengthavisouk Noot
（Nephrology 
Department, Mittaphab 
Hospital）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page407
（2022.05）

会議録

2022292115 医療経済的観点から見た2022年で
のベトナムにおける透析患者の現状
（The present status of dialysis pa-
tients in Vietnam as of 2022 from 
the point of medical economic 
view）（英語）

Nguyen Bao Ngoc
（Outpatient Department, 
Bach Mai Hospital）, 
Do Tuyen Gia, Nguyen 
Huu Dung, Nguyen 
Vinh Hung, Phan Tung 
Linh, Dong Van Thanh, 
Nguyen Bich Thi Ngoc

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page406
（2022.05）

会議録

2022292114 医療経済の視点から見た2022年の
インドネシアにおける透析患者の現
状（The present status of dialysis 
patients in Indonesia as of 2022 
from the point of medical eco-
nomic view）（英語）

I Gde Raka Widiana 
（Department of Internal 
Medicine Faculty of 
Medicine Udayana 
University）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page406
（2022.05）

会議録

2022292113 医療経済的観点から見た2022年の
カンボジアにおける透析患者の現況
（The present status of dialysis 
patients in Cambodia as of 2022 
from the point of medical eco-
nomic view）（英語）

Chanseila Hy（Chea 
Sim Hemodialysis 
Center, Calmette 
Hospital）, Vadhana Lim

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page406
（2022.05）

会議録

2022292112 医療経済的観点から見た2022年の
モンゴルにおける透析患者の現況
（The present status of dialysis 
patients in Mongolia as of 2022 
from the point of medical eco-
nomic view）（英語）

Adiya Saruultuvshin
（Kidney Center, The 
First Central Hospital）, 
Damdinsuren 
Khurtsbayar, Munaa 
Bukhchuluu, 
Yondontsamts Alimaa, 
Jamba Ariunbold, 
Dolgorsuren Munkhzul, 
Maamkhuu 
Oyunchimeg, Dorj 
Chuluuntsetseg

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page405
（2022.05）

会議録

2022291569 今後の医療経済を解析する 田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経済政策学）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page266
（2022.05）

会議録



2022290132 わが国におけるCKDの医療経済評
価　CKD-JAC研究

駒場 大峰（東海大学 医
学部 腎内分泌代謝内科）,
鼻田 圭吾, 西本 尚樹, 
深川 雅史

日本腎臓学会誌（0385-
2385）64巻3号 
Page222（2022.05）

会議録

2022286012 循環器診療のあり方と医療政策およ
び医療体制　日本における循環器内
科医と一般開業医の心不全管理に対
する優先順位の違い（Diff erences in 
Priorities for Heart Failure 
Management between 
Cardiologists and General 
Practitioners in Japan）（英語）

磯部 光章（榊原記念財
団附属榊原記念病院）, 
衣笠 良治

日本循環器学会学術集
会抄録集86回
Page SY26-6
（2022.03）

会議録

2022286011 循環器診療のあり方と医療政策およ
び医療体制　高齢代償性心不全患
者の再入院を予防するためのスコア
リングシステムと病院-地域間の多
職種連携（The Scoring System and 
Interprofessional Hospital-Commu-
nity Partnership to Prevent Read-
mission in Elderly Patients with 
Decompensated Heart Failure）（英
語）

中根 英策（田附興風会医
学研究所北野病院 心臓
センター）, 吉原 綾香, 
山本 裕貴, 齊藤 亘, 濱口 
桃香, 伊藤 慎八, 
矢野 真理子, 張田 健志, 
山地 雄平, 福田 弘毅, 
春名 克純, 春名 徹也, 
猪子 森明

日本循環器学会学術集
会抄録集86回
Page SY26-5
（2022.03）

会議録

2022286010 循環器診療のあり方と医療政策およ
び医療体制　自治体と連携して実現
する心不全患者に対する急性期・回
復期・維持期のシームレスな包括医
療（Seamless Comprehensive 
Care for Heart Failure Patients 
during Acute, Recovery, and 
Maintenance Phases in Coopera-
tion with a Local Government）（英
語）

北川 知郎（広島大学大
学院 医系科学研究科 循
環器内科学）, 渡邊 紀晶, 
佐田 良治, 山口 瑞穂, 
三尾 直樹, 塩田 繁人, 
安信 祐治, 中野 由紀子

日本循環器学会学術集
会抄録集86回
Page SY26-4
（2022.03）

会議録

2022286009 循環器診療のあり方と医療政策およ
び医療体制　20～39歳の日本人若
年成人における心血管危険因子の10
年間の推移（Ten-year Trends in 
Cardiovascular Risk Factors in 
Young Japanese Adluts Aged 
20-39）（英語）

田中 仁啓（ノースウェ
スタン大学 予防医学教
室）, 多田 隼人, 矢野 裕
一朗,ぐりーんらんど・
ふぃりっぷ 

日本循環器学会学術集
会抄録集86回
Page SY26-3
（2022.03）

会議録



2022286008 循環器診療のあり方と医療政策およ
び医療体制　日本における植込み型
心臓電気デバイス装着患者に対する
遠隔モニタリングシステムの問題点
と解決策（Problems and Solution 
of Remote Monitoring System for 
Patients with Cardiac Implantable 
Electronic Device in Japan）（英語）

石橋 耕平（国立循環器
病研究センター 心臓血
管内科）, 服部 和子,
小川 浩司, 宮崎 裕一郎, 
若宮 輝宜, 上田 暢彦, 
和田 暢, 山形 研一郎, 
井上 優子, 宮本 康二, 
永瀬 聡, 相庭 武司, 
草野 研吾

日本循環器学会学術集
会抄録集86回 Page 
SY26-2（2022.03）

会議録

2022286007 循環器診療のあり方と医療政策およ
び医療体制　心臓病患者における
遠隔医療とリアルタイム心電図モニ
ターを併用した新しい外来診療のス
タイル（A Novel Style of Outpa-
tient Clinic Utilizing a Combination 
of Telehealth and Real-Time ECG 
Monitoring in Patients with Heart 
Disease）（英語）

高見 充（神戸大学大学
院 医学研究科 内科学講
座・循環器内科学分野）, 
福沢 公二, 木内 邦彦, 
中村 俊宏, 坂井 淳, 矢冨 
敦亮, 仲宗根 和孝, 園田 
祐介, 山本 恭子, 
高原 宏之, 鈴木 雄也, 
谷 賢一, 岩井 秀浩, 中西 
祐介, 松本 有実子, 平田 
健一

日本循環器学会学術集
会抄録集86回 Page 
SY26-1（2022.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022319671 当院における院内フォーミュラリの

構築について
米川 恭史（大津赤十字病
院 薬剤部）, 矢野 由紀, 
清水 聖子, 鈴木 拓也,
山本 純, 木津 茂, 上田 
豊実

滋賀県病院薬剤師会誌
（1345-3408）45巻2号 
Page3-6（2022.09）

解説

2022319057 静注用抗悪性腫瘍剤を複数規格採用
した際の薬剤費へ及ぼす影響

市江 敏和（愛知県厚生農
業協同組合連合会海南病
院 薬剤部）, 山下 修司, 
三浦 毅, 林 秀樹

日本医薬品情報学会総

会・学術大会講演要旨

集24回 Page107

（2022.06）

会議録

2022318435 特定抗菌薬から全注射用抗菌薬使用
患者への薬剤師によるprospective 
audit and feedback対象拡大前後に
おける薬剤費削減効果

大橋 健吾（大垣市民病院 
薬剤部）, 松岡 知子, 篠田 
康孝, 浅野 泉, 堀田 奈央, 
西村 未紗, 新井 かおり, 
吉村 知哲

医療薬学（1346-342X）
48巻9号 Page396-404
（2022.09）

原著論文
/比較研
究

2022317156 SOS-KANTO2017中間報告　患者
の年齢によらず、自己心拍再開後に
積極的な治療を行うことが費用対効
果に見合うか

眞喜志 剛（聖隷福祉事業
団総合病院聖隷三方原病
院 高度救命救急センター）, 
杉山 和宏, 北村 伸哉, 
康永 秀生, 中田 孝明, 
武田 宗和

日本救急医学会関東地
方会雑誌（0287-301X）
43巻1号 Page P-7
（2022.02）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2022316689 腎機能に関連した疑義照会による経
済効果と抗菌薬の治療完遂率につい
ての調査研究

中島 誠（鹿児島市医師
会病院 薬剤部）, 
林 秀樹

医薬品情報学（1345-
1464）24巻2号 
Page88-97（2022.08）

原著論文

2022316229【腎性貧血:HIF-PH阻害薬への期待
と課題】HIF-PH阻害薬と経済性

舩越 哲（衆和会長崎腎
病院）

腎と透析（0385-2156）
93巻2号 Page273-276
（2022.08）

解説/特
集

2022315987【慢性蕁麻疹up-to-date】慢性特発性
蕁麻疹に対する新規治療法と展望

秀 道広（広島市立病院
機構広島市立広島市民
病院 皮膚科）

臨床免疫・アレルギー科
（1881-1930）78巻3号
Page280-287
（2022.09）

解説/特
集

2022315575【薬にまつわる疑問に答える】薬に
まつわる疑問　薬　医薬品開発と
"価値に基づく価格"、VBPをめぐる
議論と誤解について教えてください

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科）

JOHNS（0910-6820）
38巻9号 Page953-957
（2022.09）

解説/特
集

2022315017 日本における医薬品の価値情報文書
の作成及びその活用　Value Dos-
sierのモックアップ

鎌江 伊三夫（東京大学
公共政策大学院 医療政
策・技術評価）, 
古山 直樹, 
Fernandez Jovelle L.

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）53巻4号
Page322-338
（2022.08）

総説

2022313188 経済損失を考慮した睡眠健康診査の
必要性　睡眠とプレゼンティーイズ
ム

志村 哲祥（東京医科大
学 精神医学分野）

日本睡眠学会定期学術
集会プログラム・抄録集
47回 Page171
（2022.06）

会議録

2022311584 低用量アスピリン服用患者に対する
ボノプラザンとプロトンポンプ阻害
剤の費用対効果比較試験（英語）

石井 正将（熊本大学医
学部附属病院 循環器内
科）, 河合 隆, 辻田 賢一, 
五十嵐 中, 鈴木 学, 出口 
尚人, Jovelle Fernandez

日本心血管インターベン
ション治療学会抄録集
30回 Page [MO040]
（2022.07）

会議録

2022306863 高額薬剤の費用対効果評価 池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部 公衆衛生
学）

日本臨床薬理学会学術総
会抄録集（2436-5580）
42回 Page3-S43-4
（2021.12）

会議録

2022306376【選定療養・評価療養制度のこれか
ら】高度医療技術の診療報酬制度に
おける評価方法

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部）

病院（0385-2377）81巻
7号 Page596-599
（2022.07）

解説/特
集

2022306374【選定療養・評価療養制度のこれか
ら】なぜ選定療養・評価療養制度は
改革されなければならないのか

八代 尚宏（昭和女子大
学）

病院（0385-2377）81巻
7号 Page588-591
（2022.07）

解説/特
集

2022305808 日本における家族性高コレステロー
ル血症の遺伝子診断による治療最適
化の費用対効果分析

花岡 秀樹（順天堂大学
大学院 医学研究科 臨床
遺伝学）, 後藤 景子, 
新井 正美

日本遺伝カウンセリング
学会誌（1347-9628）
43巻2号 Page102
（2022.06）

会議録



2022304467 PRP療法の治療効果をより引き出す
ための取り組みとして、スマートフ
ォンアプリケーションを導入すると
いう試み　費用対効果の向上を目指
して

清水 学（東松山市立市
民病院 整形外科）

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
特別号 Page S304
（2022.05）

会議録

2022302105 ボルテゾミブジェネリック　小容量
規格バイアル導入による医療費削減
効果

宇佐美 英績（大垣市民
病院 薬剤部）, 
福岡 智宏, 木村 美智男, 
吉村 知哲

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）58巻9号 
Page1049-1055
（2022.09）

原著論文
/比較研
究

2022301978 Pharma PSE Spotlight（第16回）
モノクローナル抗体製造のサスティ
ナビリティ評価と設計への応用

天沢 逸里（東京大学大
学院 工学系研究科 化学
システム工学専攻）, 
Sara Badr, 杉山 弘和

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻12号
Page2049-2053
（2022.09）

解説

2022301357 集中治療領域での褥瘡対策　WOC
の立場から考えるクリティカルケア
領域の褥瘡対策の費用対効果

帶刀 朋代（東京医科大学
病院 看護師）, 大林 将人, 
松村 一

日本褥瘡学会誌（1345-
0417）24巻3号 
Page263（2022.08）

会議録

2022301243 画像診断の効率性向上策としてのモ
ニタ選択　曲面モニタ使用等の環境
整備が放射線診療にもたらす有用性
を説く

野田 泰孝（和歌山県立
医科大学 放射線医学講
座）

新医療（0910-7991）
49巻9号 Page78-81
（2022.09）

解説

2022297678 問われる新型コロナ感染症対策の費
用対効果　ワクチンと治療薬への支
出は適切か

小島 勢二（名古屋大学） 保団連（0288-5093）
1377号 Page32-37
（2022.07）

解説

2022294640 インスリン製剤におけるバイオシミ
ラーの適正な選択方法の検討（Eval-
uating Injector Preferences for Bio-
similar Insulin Preparations）（英語）

石村 淳（日本薬科大学 
薬学科 臨床薬学分野）, 
岡安 彩佳, 清水 裕

ジェネリック研究
（1881-9117）16巻1号 
Page34-40（2022.06）

原著論文

2022294639 バイオセイム製剤導入が使用量と薬
剤費へ与える影響の検討

関屋 裕史（宮崎大学医
学部附属病院 薬剤部）, 
緒方 豊, 森木 豊栄, 
福永 洋子, 池田 龍二

ジェネリック研究
（1881-9117）16巻1号 
Page22-33（2022.06）

原著論文

2022294638 ドセタキセル注射液160mgの複数
回使用による廃棄コストの削減

中村 暢彦（京都薬科大
学臨床薬学教育研究セ
ンター）, 春名 康裕, 
武田 智子, 長谷川 晃司, 
矢野 義孝, 楠本 正明

ジェネリック研究
（1881-9117）16巻1号 
Page14-21（2022.06）

原著論文
/比較研
究

2022292272 費用対効果を考慮した院内システム
と透析業務支援システムとの連携

吉田 雄一郎（松和会望
星二宮クリニック 透析
室）, 田村 康夫, 
野村 和正, 今井 博行, 
元木 康貴, 梅木 浩一, 
上田 佳恵, 藤崎 智隆

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page445
（2022.05）

会議録



2022288070 日本における循環器急性期入院治療
にphysician-induced demandは存
在するか?　JROADデータベースに
よる3546181例の入院患者の分析
（Does Physician-induced Demand 
Exist in Acute Cardiovascular 
Inpatient Care in Japan? An 
Analysis of 3,546,181 Admissions 
from JROAD Database）（英語）

大山 善昭（群馬大学 臨
床試験部）, 中井 陸運, 
住田 陽子, 岩永 善高, 
中村 哲也, 倉林 正彦, 
根岸 一明

日本循環器学会学術集会
抄録集86回
Page PJ35-1
（2022.03）

会議録

2022287440 非代償性心不全患者における再入院
予防を目指した自己管理システム導
入と費用対効果との関連性（As-
sociation of the Induction of the 
Self-management System for 
Preventing Readmission with the 
Cost-eff ectiveness in Patients with 
Decompensated Heart Failure）（英
語）

中根 英策（田附興風会
医学研究所北野病院 循
環器内科）, 加藤 貴雄,
原 綾香, 山本 裕貴,
齊藤 亘, 濱口 桃香,
伊藤 慎八, 北野 真理子, 
張田 健志, 山地 雄平, 
福田 弘毅, 春名 克純, 
春名 徹也, 猪子 森明

日本循環器学会学術集会
抄録集86回
Page MPJ07-1
（2022.03）

会議録

2022287414 日本におけるDPCデータを用いた
ASに対するSAVRとTF-TAVIの臨床
成績と費用対効果に関する研究（A 
Clinical Outcomes and Cost 
Eff ectiveness of SAVR and TF-
TAVI for AS Using DPC Data in 
Japan）（英語）

柚木 純二（佐賀大学 胸
部・心臓血管外科）, 
蒲原 啓司, 伊藤 学, 
森田 茂樹

日本循環器学会学術集会
抄録集86回
Page MPJ04-1
（2022.03）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022302105 ボルテゾミブジェネリック　小容量

規格バイアル導入による医療費削減
効果

宇佐美 英績（大垣市民
病院 薬剤部）, 
福岡 智宏, 木村 美智男, 
吉村 知哲

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）58巻9号 
Page1049-1055
（2022.09）

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
2022316633 わかりやすい医療制度とICUの診療

報酬（Vol.01）　診療報酬とは
河合 佑亮（藤田医科大
学病院 看護部）

ICNR: Intensive Care 
Nursing Review9巻3号 
Page82-85（2022.08）

解説

2022316594【その健診異常、精査しなきゃダメ
ですか?】健診異常の場合に医療保
険で精査してもよいのだろうか?

小嶋 一（渓仁会手稲家
庭医療センター）

治療（0022-5207）
104巻9号 Page1060
（2022.09）

解説/特
集

医療費

医療保障制度



2022301907 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66回）　診療所
に関連する2022年度診療報酬改定
を再確認　経過措置終了などの影響

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）49巻5号 
Page22-25（2022.09）

解説

2022289429 柔道整復師が日本の医療制度に貢献
するために

木下 広志（岡山大学大
学院 ヘルスシステム統
合科学研究科 博士前期
課程）, 山崎 邦生

日本柔道整復接骨医学
会学術大会プログラム・
抄録集30回 Page80
（2021.11）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022319383 価値に基づく薬価制度の構築に向け

て
五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医療
政策学）

社会保険旬報（1343-
5728）2868号 
Page26-34（2022.09）

解説

2022312479 骨粗鬆症性椎体骨折に対する保存
治療　診療報酬制度からみた治療戦
略

藤原 啓恭（国立病院機
構大阪南医療センター 
整形外科）, 松本 由紀子, 
森口 悠, 小田 剛紀

臨床整形外科（0557-
0433）57巻8号 
Page1021-1024
（2022.08）

原著論文

2022301512 2020年度診療報酬改定に伴う病院
小児科および全体の影響調査報告
書

杉浦 至郎, 上原 里程, 
北野 尚美, 奈倉 道明, 
佐々木 隆司, 道端 伸明, 
江原 朗, 岡本 健太郎, 
神谷 太郎, 楢林 敦, 本荘 
哲, 清沢 伸幸, 西田 俊彦, 
森崎 菜穂, 水野 克己, 
楠原 浩一, 日本小児科学
会情報管理委員会

日本小児科学会雑誌
（0001-6543）126巻8
号 Page1223-1231
（2022.08）

原著論文

2022292967 2006年以後の人工腎臓点数の変化　
ESA製剤薬価との比較

西山 強（所沢第一病院 
管理課）, 中元 秀友

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）55巻
Suppl.1 Page562
（2022.05）

会議録

文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022299050 チームサージャリーにおける形成外

科の貢献　新型コロナウイルス感染
症が及ぼした影響

松田 識郁（北海道大学
大学院 医学研究院・医
学院 形成外科学教室）, 
石川 耕資, 前田 拓, 大澤 
昌之, 舟山 恵美, 
村尾 尚規, 林 利彦, 
山本 有平

日本形成外科学会会誌
（0389-4703）42巻7号
Page369-374
（2022.07）

原著論文

診療報酬・薬価

医業経営



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2022315584【薬にまつわる疑問に答える】薬に

まつわる疑問　ジェネリック医薬品　
ジェネリック医薬品処方の現状と未
来は?

田崎 嘉一（旭川医科大
学病院 薬剤部）

JOHNS（0910-6820）
38巻9号 Page994-997
（2022.09）

解説/特
集

2022310816 抗癌剤の開発戦略と臨床試験　泌
尿器系癌を事例に

前田 英紀（明治薬科大
学 臨床薬学部門 レギュ
ラトリーサイエンス研究
室）

明治薬科大学研究紀要
（0543-3975）51号 
Page1-12（2022.07）

総説

2022307011 IQ CPLGの紹介　ミッションと活動
紹介（Introduction of IQ CPLG: 
Missions and Activities）（英語）

吉次 広如（MSD クリニ
カルリサーチ領域臨床薬
理開発）, 武藤 智恵子, 
Li Chunze, Zhu Tong, 
V i k r am S i n h a , L e e 
Nagao

日本臨床薬理学会学術総
会抄録集（2436-5580）
42回 Page2-P-N-7
（2021.12）

会議録

2022306859 ICH-E17にもとずいた製薬企業の開
発戦略

谷河 賞彦（バイエル薬
品 研究開発本部 オンコ
ロジー開発部）

日本臨床薬理学会学術総
会抄録集（2436-5580）
42回 Page3-S42-4
（2021.12）

会議録

2022306828 製薬企業の医薬品開発における臨床
薬理学会認定薬剤師の楽しさ

塩見 真理（MSD グロー
バル研究開発本部 臨床
薬理開発クリニカルファ
ーマコキネティクス&フ
ァーマコメトリクス）

日本臨床薬理学会学術総
会抄録集（2436-5580）
42回 Page2-S33-5
（2021.12）

会議録

2022303410 小児・難病・希少疾患領域の開発を
みんなで乗り越える「-輝く未来を拓
くために原点から発展へ-」　小児領
域における開発推進に向けた取り組
み

栗山 猛（国立成育医療
研究センター臨床研究
センター 多施設連携部
門）

薬理と治療
（0386-3603）49巻12号 
Page1997-2000
（2021.12）

解説

2022302915 凹形表面を持つ分割錠の計画と最適
化およびスケールアップ問題解決の
ためのベイズ推定の適用（Design 
and Optimization of Scored Tab-
lets with Concave Surface and 
Application of Bayesian Estimation 
for Solving Scaleup Problem）（英
語）

Katayama Hiroki
（Department of Phar-
maceutical Sciences, 
Faculty of Pharmacy 
and Pharmaceutical 
Sciences, Josai Univer-
sity）, Maeda Yoshi-
haru, Sato Tsubasa, 
Mogi Asami, Itakura 
Shoko, Todo Hiroaki, 
Sugibayashi Kenji, 
Takayama Kozo

Chemical & 
Pharmaceutical 
Bulletin（0009-2363）
69巻11号 Page1088-
1096（2021.11）

原著論文

2022302353【薬理学における動物実験代替法の
新たなる技術展開】MPS開発研究の
最新動向と実用化

酒井 康行（東京大学大
学院 工学系研究科）, 
木村 啓志

日本薬理学雑誌（0015-
5691）157巻5号 
Page330-334
（2022.09）

解説/特
集

医療関連ビジネス



2022302258 本邦アカデミアにおけるCDISC標
準導入の現状と課題

永井 かおり（国立病院
機構名古屋医療センタ
ー 臨床研究センター）, 
池田 裕弥, 大野 道夫,
齋藤 俊樹, 樋之津 史郎

薬理と治療（0386-3603）
50巻Suppl.1 Page s51-
s61（2022.08）

原著論文

2022301977 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
3回）[最終回]　バイオ医薬品CMC
研究開発におけるDigitizationおよ
びDigitalizationに関する事例紹介

末友 裕行（協和キリン）,
柴田 寛子, 高垣 香菜, 
山口 祐希, 叶井 正樹, 
本山 賢人, 江連 徹, 西風 
隆司, 早川 禎宏, 
大澤 賢太郎, 桂 真治, 
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, 鳥巣 哲生, 内山 
進, 石井 明子

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻12号
Page2035-2047
（2022.09）

解説

2022301975【医薬品製造アウトソーシング】バ
イオ医薬品製造および品質試験にお
けるアウトソーシングの動向

岡入 梨沙（ファーマト
リエ）, 岡村 元義

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻12号 
Page1963-1994,1998-
2014（2022.09）

解説/特
集

2022301973 グローバル薬事規制の新たな展開　
ICMRA

中島 宣雅（医薬品医療
機器総合機構 国際部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）38巻12号
Page1933-1939
（2022.09）

解説

2022297678 問われる新型コロナ感染症対策の費
用対効果　ワクチンと治療薬への支
出は適切か

小島 勢二（名古屋大学） 保団連（0288-5093）
1377号 Page32-37
（2022.07）

解説


