医療経済関係研究論文（９月更新分）
ここに掲載される論文リストは、医学中央雑誌に毎月更新される文献のうち、①医療経
済学・医療政策、②臨床経済学・薬剤経済学、③医療費、④医療保障制度、⑤診療報酬・
薬価、⑥医業経営、⑦医療関連ビジネスの７領域に関する検索結果を掲載している。検索
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

2018257448 福岡県の後期高齢者における医師に 坂西 洋（九州大学大学 医療福祉経営マーケテ 会議録
よる在宅看取りに関する医療政策の 院 医学系学府医療経営・ ィング研究
評価

管理学専攻）
，藤田 貴 （1881-297X）
子，姜 鵬，馬場園 明

12巻1号
Page58（2017.10）

2018246032 情報化社会における医療経営に期待 伏見 清秀（東京医科歯 医療バランスト・スコ 解説
するもの 医療政策情報学の立場か 科大学大学院 医療政策 アカード研究
ら

情報学分野）

（1349-6662）
14巻1号
Page21-26（2017.09）

2018245980 脂質異常症治療薬のアドヒアランス 藤本 麻依（近畿大学 薬 医療と社会
が医療経済に及ぼす影響の評価に関 学部）
する研究

会議録

（0916-9202）
27巻4号
Page508（2018.02）

2018241811 HBOC診療の現状 HBOC総合診療 高田 史男（北里大学大 日本女性医学学会雑誌

会議録

制度機構設立とがんゲノム医療政策 学院 医療系研究科 臨床 （2185-8861）
遺伝医学）

25巻2号
Page212（2018.04）

2018241130 「医科歯科医療連携をさらに定着さ 尾崎 哲則（日本大学 歯 社会歯科学会雑誌
せるために」医科歯科医療連携の医 学部）
療経済的側面からの分析を中心に

会議録

（2434-2084）
9巻2号

「周術期口腔機能管理」導入に関す

Page26（2017.03）

る検討から
2018240652 【がん治療とわが国の医療経済】が 本多 和典（愛知県がん 癌と化学療法
ん治療に伴う経済毒性"の評価"

センター中央病院 薬物 （0385-0684）
療法部）

45巻5号
Page785-788
（2018.05）

解説／
特集

2018240650 【がん治療とわが国の医療経済】が 川渕 孝一（東京医科歯 癌と化学療法
ん医療を取り巻く医療経済の現状と 科大学大学院 医歯学総 （0385-0684）
課題

解説／
特集

合研究科 医療経済学分 45巻5号
野）
，梶谷 恵子

Page775-780
（2018.05）

2018239404 呼吸器外科新設の医療経済からのメ 三好 孝典（友愛記念病 日本医療マネジメント 会議録
リットと新設意思決定の指標

院 呼吸器外科）

学会雑誌
（1881-2503）
19巻Suppl.
Page204（2018.05）

2018236781 病理をとりまく医療経済（第2回） 冨岡 慎一（産業医科大 病理と臨床
先進各国の医療保険と診療報酬制 学 公衆衛生学教室）

解説

（0287-3745）

度

36巻5号
Page477-484
（2018.05）

臨床経済学・薬剤経済学
2018257557 医療経営士のための臨床講座 クス 北畑 智英（済生会栗橋 医療経営士
リの教科書（第8回） 糖尿病治療の 病院 薬剤科）

48号

現状と医療費を考える

Page34-35（2018.06）

2018257539 「再休職を防ぐために我々に何が出 有馬 秀晃（品川駅前メ 日本外来臨床精神医学
来るか」短期リワークプログラムの ンタルクリニック）

15巻1号

効果

Page32-36（2017.07）

2018257518 急性期脳血栓回収療法のデバイス別 矢木 亮吉（大阪医科大 脳血管内治療
費用と治療成績の検討

学附属病院 脳神経外科・（2423-9119）

解説

解説

原著論文／
比較研究

脳血管内治療科）
，宮地 3巻1号
茂，平松 亮，川端 信司， Page7-13（2018.06）
藤城 高広，黒岩 輝壮，
谷口 博克，山田 誠，山
田 佳孝，大西 宏之，山
下 太郎，松原 功明，黒
岩 敏彦
2018256754 【グループ臨床の広がりと新たな課 高谷 賢司（ティーペッ 集団精神療法
題】企業におけるグループ臨床の意 ク品川EAPセンター）
義と導入課題

（0912-4268）

解説／
特集

34巻1号
Page46-52（2018.06）

2018256661 かかりつけ薬剤師が在籍する薬局の 金地 夏実（岐阜薬科大 医療薬学
業務分析

学 実 践 社 会 薬 学 研 究 （1346-342X）
室）
，鈴 木 学，國 府 田 44巻6号
真綾，桑原 千明，福本 Page313-320
実咲，林 秀樹，亀山 千 （2018.06）
里，生木 庸寛，小原 道
子，棚瀬 友啓，杉山 正

原著論文

2018256657 経口抗がん薬服用患者に対する薬剤 郷 真貴子（大垣市民病 医療薬学
師外来における残薬確認の有用性

原著論文

院 薬剤部）
，川地 志緒 （1346-342X）
里，宇佐美 英績，木村 44巻6号
美智男，吉村 知哲

Page280-287
（2018.06）

2018255464 【高血圧治療ガイドライン改訂に向 松浦 秀夫（済生会呉病 血圧
けた課題】高血圧に関するジェネリ 院）
ック医薬品、特定保健用食品（特

（1340-4598）

特集

25巻6号

保）
、機能性表示食品についての課

Page447-450

題

（2018.06）

2018255334 【続・新しい牛の繁殖〜受胎率向上 金田 義之（ノースブル） 臨床獣医
のための対応策〜】第3章

その他

（0912-1501）

低受胎への対応〜着床、早期胚死

36巻7号

滅〜 黒毛和種におけるOPU-IVFの

Page95-99（2018.06）

優位性

解説／

解説／
特集

特に新鮮2胚移植の効果に

ついて
2018254862 【訪日外国人数 増加と輸入感染 症 大路 剛（神戸大学大学 薬局
外国人患者対応のエッセンス】感染 院 医学研究科 微生物感 （0044-0035）

解説／
特集

症を見逃さない・対応するための知 染症学講座 感染治療学 69巻7号
識とノウハウ 性感染症

分野）

Page2560-2565
（2018.06）

2018253976 【スポーツと心臓】アスリートのた 木下 訓光（法政大学 ス 臨床スポーツ医学
めのメディカルチェック 心臓突然 ポーツ健康学部 スポー （0289-3339）
死を未然に防ぐために

ツ健康学科）

解説／
特集

35巻6号
Page570-573
（2018.06）

2018252693 【小児診療ガイドラインの読み解き 鎌江 伊三夫（東京大学 小児内科
方-ガイドラインの背景、使い方を 公共政策大学院 医療政 （0385-6305）
中心に】診療ガイドラインQ&A 診 策・技術評価）

50巻5号

療ガイドラインの作り方 EBM以

Page779-781

外で考慮されること-VBM ／ HTAの

解説／
特集

（2018.05）

新展開
2018252582 ケアマネジャー東奔西走 明日への 原田 保（ケアプランナ 医療と介護Next
PASSAGGIO（第1回） 介護保険18 ーみどり）
年目の試練

解説

（2188-9724）
4巻3号
Page266-267
（2018.06）

2018250703 超高齢社会の到来と変革する歯科医 角 保徳（国立長寿医療 滋賀県歯科医師会雑誌
療

研究センター 歯科口腔 （2187-7416）
先進医療開発センター） 6号
Page69-75（2018.03）

解説

2018249551 経腸栄養管理システムの変更に対す 大里 恭章（八尾徳洲会 Medical Nutritionist of 原著論文
る看護師の意識調査

総合病院 薬剤部）
，佐藤 PEN Leaders
友亮，藤原 一美，澁谷 （2432-5678）
豊克，鈴木 大聡，鯉田 1巻2号
五月，田中 尚，木村 拓 Page162-168
也

（2017.09）

2018249044 鋼製器具2次元シンボル刻印により 久保田 英雄（東京医科 医療機器学

会議録

生まれる効果 保守管理の適切化に 歯科大学医学部附属病 （1882-4978）
よる経済効果

院 材料部）
，貝沼 純

88巻2号
Page160（2018.04）

2018249043 鋼製器具2次元シンボル刻印により 落合 慈之（NTT東日本 医療機器学
生まれる効果 手術セット最適化に 関東病院）
よる経済効果

会議録

（1882-4978）
88巻2号
Page160（2018.04）

2018248131 【小児の治療指針】救急場面におけ 伊藤 昌弘（東京都立墨 小児科診療
る初期対応 けいれん重積

東病院 小児科）

（0386-9806）

解説／
特集

81巻増刊
Page45-50（2018.04）
2018243439 高血圧治療と費用対効果

田倉 智之（東京大学大 日本高血圧学会総会プ 会議録
学院 医学系研究科 医療 ログラム・抄録集
経済政策学）

40回
Page331（2017.10）

2018243201 癌プレシジョン医療とスーパーコン Wakai Toshifumi（Divi- The K eio Journal o f 会議録
ピ ュ ー タ ー シ ス テ ム（Precision sion of Digestive and Medicine
Cancer Medicine and Super-com- General Surgery，Ni- （0022-9717）
puting System）
（英語）

igata University）

66巻3号
Page1（2017.09）

2018242057 クリニカル・パスと薬剤師 計画と 渡辺 典子（東京医科歯 医薬ジャーナル

解説

実践のノウ・ハウ 産婦人科領域に 科大学 医学部附属病院 （0287-4741）
おけるクリニカルパスを用いた術後 薬剤部）
，相曽 啓史，鳥 54巻6号
予防的抗菌薬適正使用の試み

羽 三佳代，佐瀬 裕子， Page1477-1481
大島 乃里子，石渡 泰芳，（2018.06）
永田 将司，高橋 弘充

2018242012 乳牛の大腸菌性乳房炎予防における 小林 勇人
牛用大腸菌ワクチンの投与効果

家畜診療

原著論文

（0287-0754）
65巻6号
Page367-372
（2018.06）

2018241517 チェアーを増設するか否か

門田 亮（デンタル・マ DENTAL DIAMOND
ネジメント・コンサルテ （0386-2305）
ィング）

43巻8号
Page133-134
（2018.06）

Q&A

2018240987 【今あらためて問われる抗菌薬の適 浦上 宗治（佐賀大学医 臨牀と研究
正使用】各種抗菌薬の特徴と適正使 学部附属病院 感染制御 （0021-4965）
用 βラクタム系

部）
，青木 洋介

解説／
特集

95巻5号
Page473-478
（2018.05）

2018240653 【がん治療とわが国の医療経済】
「高 花井 美紀（ミーネット） 癌と化学療法
額治療薬」と患者の思い、患者を支

（0385-0684）

える立場の思い

解説／
特集

45巻5号
Page789-792
（2018.05）

2018240652 【がん治療とわが国の医療経済】が 本多 和典（愛知県がん 癌と化学療法
ん治療に伴う経済毒性"の評価"

センター中央病院 薬物 （0385-0684）
療法部）

解説／
特集

45巻5号
Page785-788
（2018.05）

2018240651 【がん治療とわが国の医療経済】肺 小暮 啓人（国立病院機 癌と化学療法
癌における免疫チェックポイント阻 構名古屋医療センター （0385-0684）
害薬の費用対効果、医療経済

解説／
特集

呼吸器科・臨床腫瘍科） 45巻5号
Page781-784
（2018.05）

2018240650 【がん治療とわが国の医療経済】が 川渕 孝一（東京医科歯 癌と化学療法
ん医療を取り巻く医療経済の現状と 科大学大学院 医歯学総 （0385-0684）
課題

解説／
特集

合研究科 医療経済学分 45巻5号
野）
，梶谷 恵子

Page775-780
（2018.05）

2018240440 【医薬品の安全性情報を読み解く-添 岩崎 麻美（医薬品医療 精神科治療学
付文書と疫学データ読解講座-】医 機器総合機構 健康被害 （0912-1862）
薬品副作用被害救済制度

救済部）

解説／
特集

33巻5号
Page619-624
（2018.05）

2018240256 カルバペネム系注射用抗菌薬使用前 大石 泰也（福岡赤十字 医療薬学
の血液培養とde-escalationの推奨 病院 薬剤部）
，尾田 一 （1346-342X）

原著論文／
比較研究

による抗菌薬薬剤費削減効果 In- 貴，田嶋 信子，齊藤 紀 44巻5号
fection Control TeamによるAntimi- 子，坂田 理枝，中村 啓 Page222-228
crobial stewardship programの取り 二，石丸 敏之

（2018.05）

組み
2018239387 LED化による費用対効果 発電機の 後藤 翔太（済生会宇都 日本医療マネジメント 会議録
空き容量確保のために

宮病院）

学会雑誌
（1881-2503）
19巻Suppl.
Page202（2018.05）

2018237405 【ISO45001

発 行!】ISO45001の 斉藤 信吾（中央労働災 安全と健康

特徴と導入のメリット

害 防 止 協 会 技 術 支 援 （1881-0462）
部）

69巻5号
Page434-440
（2018.05）

解説／
特集

2018237392 メンタルヘルス不調者減少を目標と 小林 靖（第一生命保険 産業精神保健
した支援 メンタルヘルス分野での 人事部 健康増進室）
健康経営のアウトカム

原著論文

（1340-2862）
26巻2号
Page134-146
（2018.04）

2018237371 心不全治療-最新医療からiPSそして 澤 芳樹（大阪大学大学 日本臨床内科医会会誌

解説

未来へ- 心不全に対する外科治療 院 医学系研究科 心臓血 （0914-9627）
心臓移植、LVADそして再生医療

管外科）

32巻5号
Page719-726
（2018.03）

2018237106 渡航医学B級情報局（第5回） アウ 勝田 吉彰（関西福祉大 J-IDEO

解説

トブレイクによる大量失業、H7N4 学 社会福祉学部 社会福 （2432-7077）
ヒト感染、ジャパニーズインフルエ 祉学科）
ンザ

2巻3号
Page448-449
（2018.05）

2018231975 質量分析装置を用いた迅速な菌種同 大楠 清文（東京医科大 日本臨床微生物学雑誌
定とAntimicrobial Stewardshipによ 学 微生物学分野）
る費用対効果

会議録

（0917-5059）
28巻Suppl.1
Page330（2017.12）

2018231371 日本における産科疾患の疾病コスト H a y a t a E i j i r o（T o h o The Journal of Obstet- 会議録
時間的傾向および将来予測の分析 University Omori Medi- rics and Gynaecology
（Cost of illness of the obstetrical cal Center）
，

Research

diseases in Japan: a time-trend Matsumoto Kunichika， （1341-8076）
and future projection analysis）
（英 Hasegawa Tomonori，
語）

Morita Mineto

43巻12号
Page2031-2032
（2017.12）

2018229096 原因不明の失神に対する植込み式お Tanno Kaoru（Cardio- Journal of Arrhythmia

総説

よび体外式ループレコーダーの使用 v a s c u l a r D i v i s i o n，（1880-4276）
（Use of implantable and external Showa University Koto- 33巻6号
loop recorders in syncope with un- Toyosu Hospital）
known causes）
（英語）

Page579-582
（2017.12）

医療費
2018228600 がん専門薬剤師の治療への参加が、 Imamura Makio（Depart- Biological & Pharma- 原著論文／
がん治療成績および医療費に与える ment of Clinical Sup- ceutical Bulletin
影響に関する後ろ向き研究（A Ret- port，Kurashiki Medical （0918-6158）
rospective Study of the Effects of Center）
，

40巻11号

Oncology Pharmacist Participation Ogawa Daisuke，

Page1956-1962

in Treatment on Therapeutic Out- Takatori Toshikazu，
comes and Medical Costs）
（英語） Yamaguchi Maiko，
Takata Tomoyuki，
Hada Tomonori，
Ota Yoshiaki，
Uehara Takashi

（2017.11）

比較研究

医療保障制度
2018254604 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）

情報を速読する（第27回） 2018年

45巻6号

度介護報酬改定で見直しされた訪問

Page41-43（2018.06）

リハビリテーションの留意点に注目
2018243275 高血圧のトランスレーショナルリサ 郡山 弘（厚生労働省 医 日本高血圧学会総会プ 会議録
ーチにおける先進医療制度の活用に 政局 研究開発振興課）
ついて

ログラム・抄録集
40回
Page233（2017.10）

2018242586 関節リウマチ薬剤と医療保険制度

五十嵐 中（東京大学大 リウマチ科

解説

学院 薬学系研究科 医薬 （0915-227X）
政策学）

59巻6号
Page653-657
（2018.06）

2018237052 激変!どうなる医療制度改革、今後 宮坂 佳紀（メディカル・ Clinic Magazine
の課題と対応策 先月の医療・介護 テン）

解説

（0389-7451）

情報を速読する（第26回） 2018年

45巻5号

度診療・介護報酬同時改定で見直し

Page41-43（2018.05）

された医療と介護の給付調整通知に
注目
2018236781 病理をとりまく医療経済（第2回） 冨岡 慎一（産業医科大 病理と臨床
先進各国の医療保険と診療報酬制 学 公衆衛生学教室）
度

解説

（0287-3745）
36巻5号
Page477-484
（2018.05）

診療報酬・薬価
2018257547 山形県内の医療施設における常設医 前田 邦彦（山形県立保 山形保健医療研究

原著論文

療チーム活動および関連する診療報 健 医 療 大 学 ）
，井 上 京 （1343-876X）
酬加算届出の状況についての調査

子，神先 秀人，慶徳 民 21巻
夫，竹原 敦

Page33-41（2018.03）

2018256055 購買適正化で病院経営強化 目から 中野 一夫（ヘルスケア・ 薬事
ウロコノ薬価交渉術（第9回） 最初 システム研究所）
が肝心!
価交渉

本番を迎えた2018年度薬

（0016-5980）
60巻8号
Page1540-1543
（2018.06）

解説

2018251720 「平成28年度診療報酬改定」後の 栗山 とよ子（福井県立 Medical Nutritionist of 原著論文
NST加算と栄養食事指導料算定の 病 院 MST）
， 森 川 渚， PEN Leaders
現状

近藤 亜希，松島 和代，（2432-5678）
小寺 由美，多田 悦子， 2巻1号
上本 明子，斉藤 佐緒里， Page63-70（2018.03）
菜畑 麻香，吉川 弘毅，
前野 晃利，多賀 智浩，
西岡 道規，西野 真矢，
橋爪 泰夫

2018248666 原価情報を活用した介護サービスの 大夛賀 政昭（国立保健 福祉情報研究
質の評価手法の検討

原著論文

医 療 科 学院 ）
，木 下 隆 14号
志，筒井 孝子

Page69-80（2018.03）

2018239164 特定機能病院における原価計算を使 松本 武浩（長崎大学病 日本医療マネジメント 会議録
った収支分析の取り組み

院 医療情報部）

学会雑誌
（1881-2503）
19巻Suppl.
Page164（2018.05）

2018239162 標準原価を用いた新たな原価計算手 利根川 崇（聖路加国際 日本医療マネジメント 会議録
法の開発と活用

病院）
，高田 宏昭，渡辺 学会雑誌
明良，金山 邦明

（1881-2503）
19巻Suppl.
Page164（2018.05）

医業経営
2018246046 BSCと病院経営に関する研究

第 高橋 淑郎（日本大学 商 医療バランスト・スコ 原著論文

12回病院の経営課題等に関する調 学部）
，北村 世都
査から（その2）

アカード研究
（1349-6662）
14巻1号
Page111-120
（2017.09）

2018246045 BSCと病院経営に関する研究

第 中川 篤（日本能率協会 医療バランスト・スコ 原著論文

12回病院の経営課題等に関する調 総合研究所 ヘルスケア アカード研究
査から（その1）

経営支援室）

（1349-6662）
14巻1号
Page102-110
（2017.09）

2018246042 原点に帰ってのBSCの作成
に関する検討

運用 山中 ひろみ（香徳会関 医療バランスト・スコ 原著論文
中央病院）
，齊藤 雅也， アカード研究
吉村 成雅

（1349-6662）
14巻1号
Page87-93（2017.09）

2018233958 【持続可能な病院経営-Sustainable ジンタン・チェン（羅許 医療バランスト・スコ 原著論文
BSCの貢献-】台湾におけるHealth- 基金会羅東博愛醫院）
， アカード研究
care Balanced Scorecard（HBSC） 高橋 淑郎
と社会サービス（英語）

（1349-6662）
13巻2号
Page90-98（2017.08）

／特集

2018233957 【持続可能な病院経営-Sustainable ウェン・リン（Depart- 医療バランスト・スコ 原著論文
BSCの貢献-】米国の医療界におけ ment of Health Policy アカード研究

／特集

るBSC（balanced scorecard）の活 and Management，Gill- （1349-6662）
用に関する考察 ミクロな視点から ings School of Global 13巻2号
（英語）

Public Health，Univer- Page64-89（2017.08）
sity of North Carolina
at Chapel Hill）
，
ウォルター L.・ホーキンス，
ジョージH.・ピンク

2018233956 【持続可能な病院経営-Sustainable Brown Adalsteinn（Insti- 医療バランスト・スコ 原著論文
BSCの貢献-】病院の有意義なパフ tute of Health Policy， アカード研究

／特集

ォーマンス測定におけるCSRの可能 Management and Eval- （1349-6662）
性 カナダでの調査から

uation University of To- 13巻2号
ronto）
，高橋 淑郎

Page55-63（2017.08）

2018233955 【持続可能な病院経営-Sustainable ウェン・リン（Depart- 医療バランスト・スコ 原著論文
BSCの貢献-】米国の医療界におけ ment of Health Policy アカード研究

／特集

るSustainable BSCの利用に関する and Management，Gill- （1349-6662）
考察 マクロな視点から（英語）

ings School of Global 13巻2号
Public Health，Univer- Page33-54（2017.08）
sity of North Carolina
at Chapel Hill）
，
ウォルター L.・ホーキンス，
ジョージH.・ピンク

2018233954 【持続可能な病院経営-Sustainable ジン-タン・チェン（羅許 医療バランスト・スコ 原著論文
BSCの貢献-】台湾におけるHealth- 基 金会羅東博愛醫院）
， アカード研究
care Balanced Scorecard（HBSC） 高橋 淑郎
の持続可能性（英語）

／特集

（1349-6662）
13巻2号
Page22-32（2017.08）

2018233953 【持続可能な病院経営-Sustainable 高橋 淑郎（日本大学 商 医療バランスト・スコ 原著論文
BSCの貢献-】BSCからSustainable 学部）
BSCへ その活用と期待

アカード研究

／特集

（1349-6662）
13巻2号
Page4-21（2017.08）

医療関連ビジネス
2018255496 創薬研究から製品化へのマネジメン 高橋 義仁（専修大学 商 ファルマシア
ト・モデル（第5回） 経営による創 学部）
薬研究開発のマネジメントは可能か

解説

（0014-8601）
54巻6号
Page570-572
（2018.06）

2018254602 在宅・医療現場における家庭薬の活 新田 信一（日本家庭薬 Clinic Magazine
用と課題 家庭薬の活用が、国民皆 協会）
，藤井 隆太，高瀬 （0389-7451）
保険の維持 医師・患者の負担軽減 義昌，宮田 俊男，日本 45巻6号
につながる

家庭薬協会薬事委員会

Page26-34（2018.06）

座談会

2018249514 小児難治性ネフローゼ症候群へのリ 伊藤 秀一（横浜市立大 こども医療センター医 解説
ツキシマブ療法の開発 日本小児腎 学大学院 医学研究科 発 学誌
臓病学会による医薬品開発の挑戦

生成育小児医療学）

（0301-2654）
47巻2号
Page89-94（2018.04）

2018248687 【遺伝統計学と疾患ゲノムデータ解 吹田 直政（小野薬品工 遺伝子医学MOOK
析 病態解明から個別化医療、ゲノ 業筑波研究所 先端医薬 （1349-2527）
ム創薬まで】
（第3章）ゲノム情報の 研究部）
社会実装に向けて 製薬企業におけ
るゲノム創薬への取り組み

解説／
特集

33号
Page163-167
（2018.04）

2018241179 後進へ伝えたいこと わが国の生命 海野 隆
科学産業発展のために

谷本学校毒性質問箱

解説

19号
Page140-144
（2017.09）

2018241165 労働安全衛生・環境影響評価 ヒト 佐藤 恵一朗（武田薬品 谷本学校毒性質問箱
用医薬品の環境影響評価

規制当 工業）

局と医薬品業界の動向

解説

19号
Page31-39（2017.09）

2018241162 労働安全衛生・環境影響評価

医 竹田 守彦（ファルマ・ 谷本学校毒性質問箱

薬品製造設備の産業衛生に関するリ ソリューションズ）

19号

スクベースアプローチ

Page3-11（2017.09）

2018240436 【医薬品の安全性情報を読み解く-添 山中 潤（グラクソスミ 精神科治療学
付文書と疫学データ読解講座-】製 スクライン 開発本部安 （0912-1862）
造販売後の安全性管理と情報提供 全対策部）

33巻5号

のあり方

Page591-596

解説

解説／
特集

（2018.05）
2018240433 【医薬品の安全性情報を読み解く-添 原田 英治（日本医療研 精神科治療学
付文書と疫学データ読解講座-】疫 究開発機構 戦略推進部 （0912-1862）
学データの解析上の課題

製造販 がん研究課）

売後使用成績調査を題材として

解説／
特集

33巻5号
Page573-579
（2018.05）

2018231482 基礎研究から臨床研究へのイノベー 山本 浩史（小野薬品工 日本骨代謝学会学術集 会議録
ションロード2 小野薬品におけるオ 業 研究本部探索研究提 会プログラム抄録集
ープンイノベーション活動の概要と 携部）
展望

（1349-0761）
35回
Page125（2017.07）

