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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
2018085557 東日本大震災が医療現場に及ぼした

長期的影響の疫学的分析と医療政策
への提言

林 正幸（福島県立医科
大学 医学部 疫学講座），
小柴 貴明

日本公衆衛生学会総会
抄録集
（1347-8060）76回 
Page397（2017.10）

会議録

2018085176 労働時間・過労死と公衆衛生を考え
る 医療経済学の立場から

伊藤 由希子（津田塾大
学 総合政策学部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集
（1347-8060）76回 
Page229（2017.10）

会議録

2018085081 ナショナルセンターにおける政策調
査機能の方向性を考えるシンポジウ
ム 根拠に基づく保健医療政策　英
国NICEの事例と国立成育医療研究
センターでの試み

森 臨太郎（国立成育医
療研究センター 政策科
学研究部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集
（1347-8060）76回 
Page161（2017.10）

会議録

2018085011 保健医療情報の利活用に向けた情報
の標準化と個人情報保護 医療経済
評価の推進に向けた保健医療情報の
標準化と課題

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集
（1347-8060）76回 
Page110（2017.10）

会議録

2018080936 局所陰圧閉鎖療法と医療経済効果に
ついて

鈴木 裕一（国立病院機
構佐賀病院 形成），芦塚 
翔子，松尾 はるか

日本形成外科学会会誌
（0389-4703）37巻
12号 
Page743（2017.12）

会議録

2018079711「時代の変化を捉え、もう一度確認
しよう。臨床検査技師の未来」　臨
床検査の分野を含めた今後の医療経
済について

立石 隆（HRシンフォニ
ー）

首都圏支部・関甲信支
部医学検査学会プログ
ラム・講演抄録集54回 
Page42（2017.10）

会議録



2018076727 ATIS予防の為の脂質低下療法を再
考する　脳・心・末梢の専門医が語
る　PCSK9阻害薬が適応となる患
者像とは　医療経済の観点を踏まえ
て

中川 義久（天理よろづ相
談所病院 循環器内科），
阿古 潤哉，五十嵐 中，
石井 秀樹，宮内 克己

Coronary 
Intervention13巻6号 
Page137-143
（2017.11）

座談会

2018075248 語り継ぐ医療政策　政策選択の動き
と展望　老人病院のサービスと経済
の30年　政策対応と機能強化を考
える

高木 安雄（慶応義塾大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2694号 
Page16-22（2017.11）

解説

2018072109 SAVIを用いた乳房温存療法の医療
経済学的評価

桑山 隆志（昭和大学 乳
腺外科），明石 定子，沢
田 晃暢，井手 佳美，増
田 紘子，橋本 梨佳子，
垂野 香苗，阿多 亜梨沙，
殿内 祐美，中山 紗由香，
酒井 春奈，松永 有紀，
松柳 美咲，吉沢 あゆは，
中村 清吾

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）78巻
増刊 
Page519（2017.10）

会議録

2018069580 経口リン吸着薬の変更による腎性貧
血への影響と実測での医療経済学的
効果

大野 晃子（済生会八幡
総合病院 腎センター），
吉松 正憲，安永 親生

日本腎臓病薬物療法学
会誌（2187-0411）
6巻2号 Page S110
（2017.09）

会議録

2018092079【がんの化学療法】 造血器腫瘍治療
の進歩と費用対効果

阿部 有（日本赤十字社
医療センター 血液内
科），鈴木 憲史

BIO Clinica（0919-
8237）33巻2号 
Page127-131
（2018.02）

解説/特
集

2018090857 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4回）　価格
交渉での具体的なアプローチ

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻1号 Page130-133
（2018.01）

解説

2018090826 現場でぶつかる「困った!」「どうすれ
ば…?」に薬学的に対応する　認知
症の薬物治療Q&A（第1回）

三輪 高市（鈴鹿医療科
学大学 薬学部）

調剤と情報
（1341-5212）24巻1号 
Page59-64（2018.01）

Q&A

2018089999 NNT（Number Needed to Treat）を
用いた生物学的製剤の費用対効果の
検討

針金 健吾（横浜市立大
学附属市民総合医療セン
ター リウマチ膠原病セ
ンター），持田 勇一，佐
原 輝，三ツ木 直人，齋
藤 知行

日本リウマチ学会関東
支部学術集会プログラ
ム・抄録集28回 
Page68（2017.12）

会議録

2018089143 福祉の現場から　食品機能成分によ
る加齢性疾患の予防効果

松原 主典（広島大学大
学院 教育学研究科），柴
田 紗知，味八木 茂

地域ケアリング
（1345-0123）20巻1号 
Page82-85（2018.01）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2018088847 コスト削減　あの手・この手（第9
回）　交渉術

鄭 承容（サイプレス） 病院羅針盤8巻116号 
Page62-65（2017.12）

解説

2018088580 医療療養病棟における病棟薬剤業務
の取り組み

長尾 健司（香徳会関中
央病院 薬剤科），藤城 
祐佳子，尾崎 涼子，小
池 孝広，勝見 光，岡本 
尚子，岡田 良，酒向 幸，
長屋 由美，山中 ひろみ，
山内 希美，植松 孝広，
齊藤 雅也

関中央病院年報
（1345-6776）18号 
Page99-100
（2017.10）

会議録

2018088283 良い眠りを導く「睡眠」の話（最終
回）　職域での睡眠問題解決のため
に

宮崎 総一郎（中部大学） 安全と健康（1881-
0462）68巻12号 
Page1215-1217
（2017.12）

解説

2018088279 もう一度考えてみよう　安全衛生水
準向上の要諦（最終回）　実効を上
げる

福成 雄三（大原記念労
働科学研究所）

安全と健康（1881-
0462）68巻12号 
Page1180-1182
（2017.12）

解説

2018086682 要介護高齢者の状態像別の医療及
び介護費用分析からみたサービスの
質評価の試み

東野 定律（静岡県立大
学 経営情報学部），筒井 
孝子，大夛賀 政昭

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page681
（2017.10）

会議録

2018086397 レセプト情報・特定健診等情報デー
タベースによる湿布薬剤費の性・年
齢分布と地域相関

伊藤 弘明（順天堂大学  
医学部 衛生学講座），齋
藤 智之，野尻 宗子，平
塚 義宗，横山 和仁

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page609
（2017.10）

会議録

2018086293 予防接種の費用対効果の評価に関す
る研究ガイドラインの作成と評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 医学部 公衆衛生
学），五十嵐 中，白岩 
健，森脇 健介

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page582
（2017.10）

会議録

2018085734 検体測定室におけるHbA1cチェッ
ク導入の費用効果分析

庄野 あい子（明治薬科
大学 公衆衛生・疫学研
究室），近藤 正英，星 
淑玲，大久保 麗子，矢
作 直也

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page441
（2017.10）

会議録

2018085396 ワクチンの集中配分による将来の風
しん国内流行に対する抑制効果の算
定

斎藤 正也（統計数理研
究所 データ同化研究開
発センター）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page321
（2017.10）

会議録

2018085384 千葉県における歯科口腔保健と作業
関連疾患に関する実証研究　費用効
果分析

佐藤 眞一（千葉県衛生
研究所），吉岡 みどり，
芦澤 英一，木下 寿美，
相田 康一，川口 陽子

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page317
（2017.10）

会議録



2018085011 保健医療情報の利活用に向けた情報
の標準化と個人情報保護 医療経済
評価の推進に向けた保健医療情報の
標準化と課題

福田 敬（国立保健医療
科学院 医療・福祉サー
ビス研究部）

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page110
（2017.10）

会議録

2018082003 Intensive care organizationの変化
が患者転帰および費用対効果に及ぼ
す影響　ナラティブレビュー（The 
impact of changes in intensive 
care organization on patient out-
come and cost-effectiveness: a 
narrative review）（英語）

van der Sluijs Alexan-
der F.（Department of 
Intensive Care Medi-
cine，Academic 
Medical Center，
Amsterdam），van 
Slobbe-Bijlsma Eline 
R.，Chick Stephen E.，
Vroom Margreeth B.，
Dongelmans Dave A.，
Vlaar Alexander P.J.

Journal of Intensive 
Care（2052-0492）
5巻January Page1-8
（2017.01）

総説

2018081828【骨粗鬆症治療における地域医療連
携】 骨粗鬆症治療介入による医療費
削減効果

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻1号 
Page89-94（2018.01）

解説／
特集

2018081182【アトピー性皮膚炎の新時代】 
（Part3）アトピー性皮膚炎の治療の
新時代　（topics 12）保湿剤による
アトピー性皮膚炎の予防効果

堀向 健太（東京慈恵会
医科大学葛飾医療セン
ター 小児科）

Visual Dermatology
（2186-6589）17巻1号 
Page60-62（2017.12）

解説／
特集

2018080558 地域を支えるフォーミュラリを目指
して　医薬品評価方法の確立

岡崎 敬之介（昭和大学
病院 薬局），佐々木 忠
徳

ジェネリック研究
（1881-9117）11巻2号 
Page67-73（2017.12）

総説

2018080527【トップが語る-成長のためのインフ
ラ整備】 総論　インフラを基盤とし
た病院戦略のあり方　2035年に向
けた病院での持続可能な戦略を説く

神野 正博（董仙会恵寿
総合病院）

新医療（0910-7991）
45巻1号 Page24-27
（2018.01）

解説／
特集

2018080111【認知症に対する薬物治療の今、そ
して今後】 抗認知症薬はいつまで続
けるべきなのか

山崎 龍一（国立精神・
神経医療研究センター
病院 第一精神診療部），
横井 優磨

臨床精神薬理（1343-
3474）21巻1号 
Page67-75（2018.01）

解説／
特集

2018079227 狂犬病ワクチン接種は本当に必要か 杉浦 勝明（東京大学大
学院 農学生命科学研究
科）

動物臨床医学会年次大
会プロシーディング38
回1号 Page260-262
（2017.11）

解説

2018079136 医学と医療の最前線　関節リウマチ
の大規模コホート研究とその成果

山中 寿（東京女子医科
大学附属膠原病リウマ
チ・痛風センター），田
中 榮一，中島 亜矢子，
古谷 武文，猪狩 勝則，
谷口 敦夫

日本内科学会雑誌
（0021-5384）106巻
12号 Page2638-2644
（2017.12）

解説



2018079009 歯科領域における周術期患者の抗菌
薬使用実態調査　経口スイッチ療法
の評価

吉田 謙介（新潟大学医
歯学総合病院 薬剤部），
田村 隆，磯辺 浩和，新
木 貴大，中川 裕介，石
田 みなみ，鈴木 直人，
西川 敦，船山 昭典，児
玉 泰光，小林 正治，高
木 律男，田邊 嘉也，外
山 聡

医薬品相互作用研究
（0385-5015）41巻3号 
Page174-177
（2017.11）

原著論文／
比較研究

2018078996 循環器病棟における薬学的介入の経
済効果

加藤 隆寛（愛知医科大
学病院 薬剤部），岩澤 
瞳，甚目 陽子，加藤 顕
子，築山 郁人，斎藤 寛
子

医療薬学（1346-342X）
43巻12号 Page680-
690（2017.12）

原著論文／
比較研究

2018076976 新薬、ジェネリックの製剤開発の特
徴とそれに係るCTD申請書作成の
ための戦略（第1回）

山原 弘（神戸学院大学 
薬学部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻15
号 Page3065-3070
（2017.12）

解説

2018076727 ATIS予防の為の脂質低下療法を再
考する　脳・心・末梢の専門医が語
る　PCSK9阻害薬が適応となる患
者像とは　医療経済の観点を踏まえ
て

中川 義久（天理よろづ
相談所病院 循環器内
科），阿古 潤哉，五十嵐 
中，石井 秀樹，宮内 克
己

Coronary Interven-
tion13巻6号 Page137-
143（2017.11）

座談会

2018076683【小児臨床検査のポイント2017】 感
染症検査　ウイルス感染症　エンテ
ロウイルス感染症の検査

佐藤 晶論（福島県立医
科大学 医学部小児科学
講座）

小児内科（0385-6305）
49巻増刊 Page628-
632（2017.11）

解説／
特集

2018076355 集中治療室における鎮痛・鎮静・せ
ん妄管理とデクスメデトミジンの有
効性

笹田 美和（日本私立学
校振興・共済事業団東
京臨海病院 メンタルク
リニック），荒井 稔

臨床精神医学（0300-
032X）46巻12号 
Page1553-1559
（2017.12）

総説

2018071022 臨床試験から視た肝癌手術 臨床試
験から試た肝癌手術における費用対
効果の両立

山崎 慎太郎（日本大学 
消化器外科分野），高山 
忠利，三塚 裕介，林 友
紀，寺本 賢一，吉田 直，
黒川 友晴，荒牧 修，桧
垣 時夫

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）78巻増
刊 Page327（2017.10）

会議録

2018067964 赤十字2病院による医薬品共同見積
合せ

中居 裕順（八戸赤十字
病院 事務部），玉懸 悟
朗，福井 進，伊藤 宏彰，
野田 博克，赤平 寛彦，
鈴木 弘文，佐々木 栄一

日赤医学（0387-1215）
69巻1号 Page249
（2017.09）

会議録

2018067786 当院におけるBMSとDESの短期成
績の比較と費用対効果評価

町田 圭介（諏訪赤十字
病院 循環器科），榎本 
香織，小松 美穂，川口 
政徳，相澤 万象，筒井 
洋，大和 眞史

日赤医学（0387-1215）
69巻1号 Page217
（2017.09）

会議録



2018066813 喉頭癌のための放射線療法-技術的
側面と代替の分割法（Radiotherapy 
for laryngeal cancer: technical as-
pects and alternate fractionation）
（英語）

Yamazaki Hideya
（Department of 
Radiology，
Graduate School of 
Medical Science，
Kyoto Prefectural 
University of
Medicine），Suzuki 
Gen，Nakamura Sa-
toaki，Yoshida Ken，
Konishi Koji，Teshima 
Teruki，Ogawa Ka-
zuhiko

Journal of Radiation 
Research（0449-
3060）58巻4号 
Page495-508
（2017.07）

総説

2018065629 物質使用障害の新たな治療・支援の
展開　ハームリダクションに基づい
た支援とは 英国依存症治療システ
ムにおけるハームリダクションの実
践

橋本 望（岡山県精神科
医療センター）

日本アルコール・薬物
医学会雑誌（1341-
8963）52巻4号 
Page101（2017.08）

会議録

2018065319 保険薬局における薬学的判断に基づ
く疑義照会の経済効果

神村 英利（福岡大学 薬
学部），山野 徹，安高 
勇気，大津 友紀，長郷 
あかね，小松 公秀，木
原 太郎，高木 純一，緒
方 憲太郎，瀬尾 隆

薬理と治療（0386-
3603）45巻5号 
Page723-727
（2017.05）

原著論文

2018081859 高齢退役軍人の救急科受診における
傷害と医療費（Injury and medical 
expenditure in emergency depart-
ment visits of older veterans）（英
語）

Wang Fu-Ting（College 
of Management，Yuan 
Ze University），Chang 
Yuhsuan，Chien Wu-
Chien，Li Hung-Hui

Geriatrics & Gerontol-
ogy International
（1444-1586）16巻12
号 Page1254-1262
（2016.12）

原著論文
/比較研
究

2018065409 一般健康診断の個人的状況と医療費　
大規模地域ベース後向きコホート研
究（Personal status of general 
health checkups and medical ex-
penditure: A large-scale communi-
ty-based retrospective cohort 
study）（英語）

Haruyama Yasuo（De-
p a r tmen t o f Pub l i c 
Health，Dokkyo Medi-
cal University School 
of Medicine），Yamaza-
ki Takako，Endo Moto-
ki，Kato Rika，Nagao 
Masanori，Umesawa 
Mitsumasa，Sairenchi 
Toshimi，Kobashi Gen

Journal of Epidemiol-
ogy（0917-5040）27
巻5-6号 Page209-214
（2017.06）

原著論文
/比較研
究

医療費



2018090922【老年科】 医療保険制度・介護保険
制度　日本の高齢者医療をとりまく
制度を知り,実臨床で有効活用する
ために

神山 佳之（沖縄県立中
部病院 地域診療科），本
村 和久

Hospitalist（2188-
0409）5巻4号 
Page605-611
（2017.12）

解説／
特集

2018090091【日本版ALSクリニックへの挑戦】 
［第6部］多職種連携診療と医療保険
制度の問題点

荻野 美恵子（国際医療
福祉大学 医学部医学教
育統括センター）

難病と在宅ケア（1880-
9200）23巻10号 
Page26-28（2018.01）

解説／
特集

2018087793 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21回）　外来医
療と介護保険訪問系サービスに関連
して

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）
44巻12号 Page58-60
（2017.12）

解説

2018086404 福岡県後期高齢者医療制度の被保
険者における抗認知症薬の過剰調剤
実態についての検討

小武家 優子（第一薬科
大学 地域医療薬学セン
ター），馬場園 明

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page610
（2017.10）

会議録

2018086393 がんの診断後に公的医療保険を切り
替えた割合はどのくらいか

宮代 勲（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），森島 敏隆，中田 
佳世，濱 秀聡，福井 敬
祐，伊藤 ゆり，田淵 貴
大，中山 富雄

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page608
（2017.10）

会議録

2018085710 医療保険者における特定保健指導に
対する取り組みと課題

藤丸 郁代（中部大学 生
命健康科学部 スポーツ
保健医療学科），那須 民
江，城 憲秀

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
76回 Page435
（2017.10）

会議録

2018080266 地域医療制度と幸福度指標　北陸
からの哲学的考察

宮島 光志（富山大学） 北海道生命倫理研究
（2187-834X）5巻 
Page1-10（2017.03）

解説

2018079638 医療保険の手引き[産婦人科] 藤間 芳郎（東京都医師
会），東京都医師会医療
保険委員会

東京都医師会雑誌
（0040-8956）70巻
10号 Page1233-1235
（2017.12）

解説

2018069819 日本初の『健康年齢』で保険料が決
まる『健康年齢連動型医療保険』の
開発

大橋 宏次（健康年齢少
額短期保険），久野 芳
之，福生 吉裕

日本未病システム学会
学術総会抄録集24回 
Page105（2017.10）

会議録

2018090857 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4回）　価格
交渉での具体的なアプローチ

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻1号 Page130-133
（2018.01）

解説

医療保障制度

診療報酬・薬価



2018088915【2018年同時改訂に向けた間違いだ
らけのデータ&シミュレーション】
（Part3）ケーススタディ　間違いだ
らけのシミュレーション事例×7 手
段が目的化　原価計算を活用するつ
もりが、その資料の精度向上が目的
となった病院

笹 真人（日本経営 ヘル
スケア事業部）

保険診療（0385-8588）
72巻12号 Page41-42
（2017.12）

解説／
特集

2018088912【2018年同時改訂に向けた間違いだ
らけのデータ&シミュレーション】
（Part3）ケーススタディ　間違いだ
らけのシミュレーション事例×7 フ
ィードバック方法の間違い　診療科
別原価計算の結果をストレートに伝
え不満噴出

渡辺 優（メディチュア） 保険診療（0385-8588）
72巻12号 Page33-35
（2017.12）

解説／
特集

2018087857【病院経営の重点ポイント-手術室マ
ネジメント】 手術室改革に向けた当
院での取り組み　稼働率アップ、看
護師の業務負担軽減、原価計算から
アプローチ

迫間 亮（淀川キリスト
教病院 財務管理部 用度
課），豊川 晃弘，正木 
由美，川村 光喜，屋敷 
早苗，土田 ゆきえ，田
家 朱美，杉谷 肇，西田 
芳夫，渡辺 直也

病院羅針盤8巻115号 
Page26-30（2017.12）

解説／
特集

2018080542 今求められる原価計算運用のあり方　
クラウド型原価計算システムの可能
性と課題

木寅 信秀（医用工学研
究所 コンサルティング
部）

新医療（0910-7991）
45巻1号 Page109-112
（2018.01）

解説

2018077049 病院経営の質向上と次世代を読む新
たな取り組み 当院における診療科
別原価計算の変遷

武知 浩二（松山赤十字
病院 事務部）

JHAC（1344-2147）
23巻1号 Page59-63
（2017.11）

解説

2018070826 コストを下げ、利益に貢献　トヨタ
が考える「医療材料の原価改善活動」　
SPD、共同購入、医療材料展示会、
近隣病院との交流会、ベンチマーク

大西 みちる（トヨタ記
念病院 調達グループ），
川上 光男，久野 邦明，
平松 基成，鎌田 浩也，
岩瀬 三紀

病院羅針盤8巻114号 
Page18-23（2017.11）

解説

2018077056 当院の周産期医療体制に関する考察　
当院における母体・胎児集中治療室
の必要病床数

村田 泰章（愛育会福田
病院 診療情報管理室）

JHAC（1344-2147）
23巻1号 Page104-108
（2017.11）

原著論文

2018077055 耳鼻咽喉科・頭頸部外科外来におけ
る完全紹介制導入の成果の検証

飯尾 正人（大原記念倉
敷中央医療機構倉敷中
央病院 医療支援・経営
管理部門医事診療サー
ビス部外来医事課）

JHAC（1344-2147）
23巻1号 Page98-103
（2017.11）

原著論文

医業経営



2018077054 画像診断管理加算算定が病院経営
に与える影響と放射線科医師の労働
時間の検討

丸山 雄一郎（長野県厚
生農業協同組合連合会
小諸厚生総合病院 診療
医師部放射線科）

JHAC（1344-2147）
23巻1号 Page92-97
（2017.11）

原著論文

2018077053 心不全入院患者の在院日数短縮対
策に関する検討　多職種協働による
退院支援・退院調整体制の整備

伊藤 紀子（慈泉会相澤
病院 看護部）

JHAC（1344-2147）
23巻1号 Page87-91
（2017.11）

原著論文

2018077052 地域包括ケアシステムにおける地域
医療連携部門の再構築が病院経営
に与える影響の一考察

青柳 芳重（福井赤十字
病院 地域医療連携課）

JHAC（1344-2147）
23巻1号 Page81-86
（2017.11）

原著論文

2018075831 当院におけるがん患者の口腔ケア　
患者数を3割増加させた当科の取り
組みと課題について

鎌田 郁花（トヨタ記念
病院 歯科口腔外科），町
田 純一郎，安永 真希，
田中 友香，毎熊 彩季，
大竹 さくら，袴田 唯，
藤本 奈緒子，秋尾 明里，
青木 義彦，牧野 真也

トヨタ医報（1343-
9685）27巻 Page28-
32（2017.10）

原著論文

2018092132 シリーズ感染症　医薬品アクセス向
上への製薬企業の貢献

土屋 裕（エーザイ） あいみっく（0386-
4502）38巻4号 
Page84-88（2017.12）

解説

2018090880 原薬工場（非無菌）へのGMP監査の
ポイント（その2）

萬 弘太郎（医薬品・食
品品質保証支援センタ
ー）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻1号 
Page165-172
（2018.01）

解説

2018090879 数値で学ぶGMPと医薬品開発（第6
回）　交叉汚染対策から見た室間差
圧（10～15Pa）設定根拠

中村 健太郎（日揮） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）34巻1号 
Page161-164
（2018.01）

解説

2018090857 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4回）　価格
交渉での具体的なアプローチ

中野 一夫（ヘルスケア・
システム研究所）

薬事（0016-5980）60
巻1号 Page130-133
（2018.01）

解説

2018081810【近未来のワクチン-開発研究の潮流
と課題】 最新トピック　感染症新
薬・ワクチン開発におけるGHIT 
Fundの取組み

鹿角 契（グローバルヘ
ルス技術振興基金）

医学のあゆみ（0039-
2359）264巻5号 
Page500-503
（2018.02）

解説/特
集

2018081256 カナマイシン発見のころ 植田 政裕 The Japanese Journal 
of Antibiotics（0368-
2781）70巻6号 
Page337-338
（2017.12）

解説

医療関連ビジネス



2018076997 数値で学ぶGMPと医薬品開発（第5
回）　化合物の有害性区分けとCBへ
の展開（後編）　ハザード区分はな
ぜ4～6なのか?

島 一己（ファルマハイ
ジーンサポート）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻15
号 Page3225-3232
（2017.12）

解説

2018076996 原薬工場（非無菌）へのGMP監査の
ポイント（その1）

萬 弘太郎（医薬品・食
品品質保証支援センタ
ー）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）33巻15
号 Page3217-3223
（2017.12）

解説


