
医療経済関係研究論文（4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
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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
2019097828【遺伝子治療とプレシジョンメディ

シン】 我が国の個別化医療政策
宮田 俊男（大阪大学 産
学共創本部）

Precision Medicine
（2434-3625）1巻3号 
Page268-271
（2018.12）

解説/特
集

2019095960 矛盾だらけの「医療保護入院」をど
うする? 医療保護入院はなぜ増えた
のか　精神医療政策の視点

有我 譲慶（光愛会光愛
病院）

日本病院・地域精神医
学会総会抄録集61回 
Page48（2018.11）

会議録

2019092869 腹膜透析医療のグランドデザインを
描く 包括ケアシステムにおける中
核病院の役割　腹膜透析と医療経
済

樋口 千恵子（東京女子
医科大学 東医療センタ
ー 内科）

腎と透析（0385-2156）
85巻別冊 腹膜透析
2018 Page33-34
（2018.10）

会議録

2019088939 カテーテル感染症の医療経済、およ
び今後注目すべき病原体について

中村 造（東京医科大学
附属病院 感染制御部・
感染症科）

日本ペインクリニック
学会誌（1340-4903）
25巻3号 Page np81
（2018.06）

会議録

2019084805 看護×経済学　経済学で読み解く看
護サービスと医療政策（第1回） 看
護管理者が経済学を学ぶということ　
経済学の視点とはどのようなものか

角田 由佳（山口大学 経
済学部 経済学研究科）

看護管理（0917-1355）
29巻1号 Page56-60
（2019.01）

解説

2019084614 抗がん薬への閉鎖式薬物混合システ
ムの導入拡大における医療経済性

福岡 智宏（小牧市民病
院 薬局）, 宇佐美 英績, 
木村 美智男, 岡田 和智, 
伊藤 大輔, 竹中 翔也, 
吉村 知哲, 戸田 康裕

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）6巻 
Page5-10（2017.06）

原著論文
/比較研
究

2019072342 新様式による院内がん登録にみる医
療行政の将来像

馬場 紀行（東京共済病
院 乳腺科）, 重川 崇, 近
藤 友樹, 朴 圭一, 中村 
明日香, 河野 太郎, 川原 
仁子

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集26回 
Page437（2018.05）

会議録



2019071836 乳癌診療におけるビッグデータの活
用 医療経済評価のための転移再発
乳癌患者のQOL値予測数理モデル
は日本人患者に適応できるか?

岩谷 胤生（聖マリアン
ナ医科大学 乳腺・内分
泌外科）, 井上 永介, 津
川 浩一郎

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集26回 
Page289（2018.05）

会議録

2019099918 内科懇話会　上部消化管疾患診療
の最近の話題　胃食道逆流症、ヘリ
コバクター・ピロリを中心に

鈴木 秀和（慶応義塾大
学 医学部 医学教育統
轄センター）

日本医事新報（0385-
9215）4948号 
Page44-48（2019.02）

解説

2019099711【スタチンを使いこなす!18のクリニ
カル・パールズ】 スタチン処方後の
次の一手をどうするか?　スタチン
の服薬アドヒアランスを向上させる
にはどうすればよいですか?

原 眞純（帝京大学医学
部附属溝口病院 第四内
科学講座）

Modern Physician
（0913-7963）39巻2号 
Page213-215
（2019.02）

解説/特
集

2019099200 Urological Cancer泌尿器系腫瘍　
腎細胞癌に関する四つの疑問　進行
性腎癌治療費の現況と課題

水野 隆一（慶応義塾大
学 医学部 泌尿器科学
教室）, 大家 基嗣

癌と化学療法（0385-
0684）46巻1号 
Page50-53（2019.01）

解説

2019099152 感染制御チーム薬剤師の介入による
白内障手術に用いる予防注射抗菌薬
の削減

吉田 光一（旭川医科大
学附属病院 薬剤部）, 山
本 譲, 大滝 康一, 都築 
仁美, 高橋 淳士, 寒藤 
雅俊, 飯田 慎也, 笠茂 
紗千子, 眞鍋 貴行, 三嶋 
一登, 小野 尚志, 福土 
将秀, 粟屋 敏雄, 田崎 
嘉一

医療薬学（1346-342X）
45巻1号 Page28-33
（2019.01）

原著論文
/比較研
究

2019098082 未成年者への禁煙サポート 川崎 康寛（川崎こども
クリニック）

日本小児科医会会報
（0912-1781）55号 
Page114-117
（2018.04）

原著論文

2019096775 慢性痛に対する入院集学的リハビリ
テーションの費用対効果の検討

高橋 紀代（千里山病院）, 
中原 理, 榎本 聖香, 田
倉 智之, 柴田 政彦

Journal of 
Musculoskeletal Pain 
Research（2186-2796）
10巻3号 Page S55
（2018.11）

会議録

2019095911【加齢性疾患への対応Q&A】 斜視、
白内障、神経眼科　白内障　白内障
手術が高齢者のQOLに与える効果
について教えてください

山田 昌和（杏林大学 医
学部 眼科学教室）

あたらしい眼科（0910-
1810）35巻臨増 
Page174-177
（2018.11）

Q&A/特
集

2019095727 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39
回1号 Page196-198
（2018.11）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2019095486【運動器の10年「がんとロコモティ
ブシンドローム」】 脊椎疾患治療の
費用対効果　慢性腰痛症に対する
薬物治療から考える脊椎疾患治療に
おける費用対効果研究の意義

海渡 貴司（大阪大学大
学院 医学系研究科 器
官制御外科学（整形外
科））

クリニシアン（0387-
1541）65巻11-12号 
Page999-1003
（2018.12）

解説/特
集

2019094724 薬局薬剤師を対象とした経口糖尿病
薬の配合剤に関する意識調査

秋山 滋男（東京薬科大
学 薬学部 薬学実務実
習教育センター）, 新井 
克明, 高野 由博, 鈴木 
勝俊, 高橋 真吾, 樗木 
昭, 毎田 千恵子, 宮本 
悦子

医薬品情報学（1345-
1464）20巻3号 
Page173-179
（2018.11）

原著論文

2019094684 これからの乳牛群管理のためのハー
ドヘルス学入門　子牛・育成牛編
（第14回）　育成牛の寄生虫対策

高橋 俊彦（酪農学園大
学 農食環境学群 環境
農学類畜産衛生学）

臨床獣医（0912-1501）
36巻13号 Page38-41
（2018.12）

解説

2019094111 皮膚・排泄ケア認定看護師の組織横
断的活動の成果に関する調査（第1
報）　褥瘡のアウトカムに関する前
向き調査

須釜 淳子（金沢大学 新
学術創成研究機構）, 真
田 弘美, 溝上 祐子, 貝
谷 敏子, 高橋 麻由美, 
間宮 直子, 内藤 亜由美, 
酒井 透江, 日本創傷・
オストミー・失禁管理
学会将来構想検討アド
ホック委員会

日本創傷・オストミー・
失禁管理学会誌（1884-
233X）22巻3号 
Page325-334
（2018.11）

原著論文
/比較研
究

2019093054 点眼液の混合製剤による術前業務効
率化と廃棄薬の削減

久保 靖憲（旭川医科大
学附属病院 薬剤部）, 小
野 尚志, 神山 直也, 吉田 
光一, 寒藤 雅俊, 小枝 
正吉, 大滝 康一, 小川 
聡, 三嶋 一登, 福土 将
秀, 粟屋 敏雄, 田崎 嘉一

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻11
号 Page1391-1395
（2018.11）

原著論文

2019093047 集中治療患者における臓器系統別評
価方法の習得　総論　集中治療室
において薬剤師に求められる能力

細川 康二（広島大学大
学院 救急集中治療医
学）, 志馬 伸朗

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻11
号 Page1349-1352
（2018.11）

解説

2019089988 肥満外科治療の費用対効果 山本 寛（草津総合病
院 消化器外科）, 大江 
康光, 小座本 雄軌, 戸川 
剛, 萩原 明於, 東 長佳, 
手塚 祐司, 山本 有香子, 
小林 純, 鷲山 美樹, 巖
西 真規, 柏木 厚典, 有
馬 久富, 村澤 秀樹, 下
妻 晃二郎

日本肥満症治療学会学
術集会プログラム・抄
録集36回 Page115
（2018.06）

会議録



2019089915 薬害スモン患者の現状と課題、発症
年齢による比較

小長谷 正明（国立病院機
構鈴鹿病院）, 橋本 修二, 
田中 千枝子, 久留 聡, 藤
木 直人, 千田 圭二, 亀井 
聡, 祖父江 元, 小西 哲
郎, 坂井 研一, 藤井 直
樹

厚生の指標（0452-
6104）65巻8号 
Page35-42（2018.08）

原著論文
/比較研
究

2019085578 本邦における非アルコール性肝硬変
の疾病費用　年次推移の解析およ
び将来予測（Cost of illness of
non-alcoholic liver cirrhosis in 
Japan: A time trend analysis and 
future projections）（英語）

Kitazawa Takefumi
（Department of Social 
Medicine, Toho 
University School of 
Medicine）, Matsumoto 
Kunichika, Fujita 
Shigeru, Seto Kanako, 
Wu Yinghui, Hirao 
Tomohiro, Hasegawa 
Tomonori

Hepatology Research
（1386-6346）48巻2号 
Page176-183
（2018.02）

原著論文

2019085273【重症感染症2】 自動多項目同時遺伝
子関連検査システムについて　費用
対効果とともにメリット・デメリッ
トを考察する

中村 竜也（京都橘大学  
健康科学部 臨床検査学
科）

Intensivist（1883-
4833）11巻1号 
Page144-147
（2019.01）

解説/特
集

2019085156【バイオシミラーの基礎と臨床】 関
節リウマチ治療バイオシミラーの経
済効果

田中 栄一（東京女子医
科大学病院 リウマチ通
風センター 膠原病リウ
マチ内科）

リウマチ科（0915-
227X）61巻1号 
Page48-52（2019.01）

解説/特
集

2019084763 OGV（Ongoing Process Verifica-
tion）の運営モデル　運営上の役割・
機能、プロトコール作成時期、判定
基準と活用　OGV実行における注
意すべき"工程パラメータ及び物質
特性のモニター選定の判断基準を含
むマスタープラン及びマスタープラ
ンと製品品質の照査との関連づけの
検討（第2回）"

浅川 みちる（テルモ）, 
菊地 基哉, 檜山 行雄, 
臺場 昭人, 坪井 貴司, 日
本PDA製薬学会技術教
育委員会非固形製剤分
科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻1号 
Page73-81（2019.01）

解説

2019084746 歯科医院改装メソッド　理想的な診
療空間実現のためのブレイクスルー

雨谷 祐之（スタイル・
エイチ・デザインワーク
ス）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）44巻2号 
Page12-155
（2019.01）

解説

2019084617 ニボルマブ製剤における残液廃棄を
考慮した注射バイアル規格と薬剤費
の検討

中村 暢彦（京都薬科大
学 臨床薬学教育研究セ
ンター）, 吉良 俊彦, 上
田 佳澄, 谷本 祐子, 谷 
大輔, 辻井 佳代, 小林 
政彦, 楠本 正明, 矢野 
義孝

日本臨床腫瘍薬学会雑
誌（2189-129X）7巻 
Page1-7（2018.01）

原著論文
/比較研
究



2019083949【IT・AI未来眼科学】 診療報酬レセ
プトデータベースを用いたリアルワ
ールドエビデンス

川崎 良（大阪大学大学
院 医学系研究科 視覚
情報制御学（トプコン）
寄附講座）

OCULISTA（2187-
5855）69号 Page47-
53（2018.12）

解説/特
集

2019083183「うつ病治療における認知療法・
REBT・フルオキセチンの費用対効
果と費用対効用」の解題

木内 敬太（高崎商科大
学）

REBT研究別冊 
Page127-135
（2017.01）

解説

2019082916 一歩進んだPOS　有効性、安全性、
経済性を考慮した問題志向型薬剤経
済学（POPHC）

井上 忠夫（奥羽大学 薬
学部 医療薬学薬理学分
野）

日本POS医療学会雑誌
21巻1号 Page36-40
（2017.03）

解説

2019082358「薬剤師外来」の薬剤師の介入によ
るポリファーマシー回避への影響

上野 良夫（国家公務員
共済組合連合会高松病
院 薬剤科）, 玉木 真紀
子, 伊原木 沙智代, 三枝 
貢, 眞鍋 伸次, 前田 剛, 
森 由弘, 厚井 文一

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）54巻12
号 Page1499-1506
（2018.12）

原著論文
/比較研
究

2019081009 医療経営士のための臨床講座　クス
リの教科書（第13回）　医療費抑制、
医薬品産業バイオシミラーへの2つ
の期待

北畑 智英（済生会栗橋
病院 薬剤科）

医療経営士53号 
Page36-37（2018.11）

解説

2019079882 内視鏡分野における内視鏡機器保守
管理技術の状況 機器運用のコスト
ベネフィットを考えた症例単価払い
契約

阿部 真也（大阪医科大
学附属病院 消化器内視
鏡センター）

日本臨床工学技士会会
誌（1341-3171）63号 
Page105（2018.04）

会議録

2019079412 看護管理者のマーケティング・マネ
ジメントに関連する文献検討

横山 理恵（高知大学大
学院 総合人間自然科学
研究科 看護学専攻修士
課程）, 森木 妙子, 奥谷 
文乃

高知大学看護学会誌
（1882-448X）11巻1号 
Page25-36（2017.11）

原著論文

2019077972 遠隔診療の有効性・安全性に関する
エビデンスの収集のための研究方法
に関する文献調査

佐藤 大介（国立保健医
療科学院）, 長谷川 高志

日本遠隔医療学会雑誌
（1880-800X）14巻2号 
Page78-80（2018.10）

原著論文

2019077678 日本における集学的痛み治療の現
況・その課題 慢性疼痛領域におけ
る治療の費用対効果と社会経済的な
負担

田倉 智之（東京大学大
学院 医学系研究科 医
療経済政策学）, 柴田 政
彦, 牛田 享宏

Journal of 
Musculoskeletal Pain 
Research（2186-2796）
10巻1号 Page88-96
（2018.07）

総説

2019077500【Clozapine登場で精神医療は変わっ
たか?】 Clozapine誘発性無顆粒球症
の遺伝的リスク因子

齋藤 竹生（藤田保健衛
生大学 医学部 精神神
経科学）, 池田 匡志, 岩
田 仲生

臨床精神薬理（1343-
3474）21巻11号 
Page1459-1464
（2018.11）

解説/特
集

2019077495 Clozapineの有用性アップデート 久住 一郎（北海道大学
大学院 医学研究院 精
神医学教室）

臨床精神薬理（1343-
3474）21巻11号 
Page1411-1418
（2018.11）

解説



2019077461 HIV感染に対するPre-Exposure 
Prophylaxis（PrEP）の費用対効果
に関する文献レビュー

梶本 裕介（神奈川県立
産業技術総合研究所）, 
北島 勉, 沢田 貴志, 宮
首 弘子

日本エイズ学会誌
（1344-9478）20巻2号 
Page101-105
（2018.05）

原著論文

2019077414 北海道内における免疫チェックポイ
ント阻害薬の廃棄量実態調査とその
解消方策に関する多施設共同研究

福土 将秀（旭川医科大
学附属病院 薬剤部）, 石
川 良太, 相馬 亮太, 三
嶋 一登

医療の広場58巻10号 
Page12-15（2018.10）

原著論文

2019075161 地域包括ケア病棟における薬剤師介
入による有用性の検討

佐藤 伸輔（東北医科薬
科大学若林病院 薬剤
部）, 櫻井 淳二, 渡辺 昌
子, 岡田 優, 野上 佳奈
子, 宮内 康夫, 阿部 順, 
石澤 文章

医薬品相互作用研究
（0385-5015）42巻2号 
Page127-131
（2018.06）

原著論文

2019075157 乳がんFEC100療法におけるニュー
ロキニン1受容体拮抗薬の費用効果
分析の検討

中川 直人（奥羽大学 薬
学部 医療薬学分野）, 渡
邊 桂子, 菊地 正史, 石
田 孝宣, 木皿 重樹, Lai 
Leanne

医薬品相互作用研究
（0385-5015）42巻2号 
Page95-102
（2018.06）

原著論文
/比較研
究

2019072343 針生検と手術標本の
HER2 discordanceと費用効果分析

藤田 倫子（大阪ブレス
トクリニック 乳腺外
科）, 柳沢 哲, 井口 千景, 
青野 豊一, 野村 孝, 矢
野 健二, 春日井 務, 芝 
英一

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集26回 
Page438（2018.05）

会議録

2019072003 HER2陰性転移再発乳癌に対する化
学療法の費用比較

柿本 應貴（千葉西総合
病院 乳腺外科）, 長谷川 
圭

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集26回 
Page349（2018.05）

会議録

2019069388 認知症患者の家族介護者に対する心
理社会的介入STrAtegies for 
RelaTives（START）適用の実施可
能性　1症例報告（Feasibility of 
applying the psychosocial 
intervention STrAtegies for 
RelaTives to family caregivers of 
patients with dementia: a case 
report）（英語）

Kashimura Masami
（Department of 
Medical Psychology, 
Nippon Medical 
School）, Nomura 
Toshiaki, Ishiwata 
Akiko, Kitamura Shin

Psychogeriatrics
（1346-3500）18巻3号 
Page235-238
（2018.05）

原著論文
/症例報
告

2019069226「マイコプラズマ感染症に対する今
の医療の盲点・問題点・解決策」 マ
イコプラズマ感染症医療の現状と解
決策

松田 和洋（エムバイオ
テックマイコプラズマ
感染症研究センター）

日本マイコプラズマ学
会雑誌（1340-2382）
44号 Page75-78
（2018.03）

解説

2019069072 慢性腰痛の診断と治療における最近
の動向（The Recent Trend in 
Diagnosis and Treatment of 
Chronic Low Back Pain）（英語）

Kikuchi Shinichi
（Department of 
Orthopaedic Surgery, 
Fukushima Medical 
University）

Spine Surgery and 
Related Research
（2432-261X）1巻1号 
Page1-6（2017.01）

総説



2019098935 病院薬剤部におけるバイオシミラー
の認知度および病院経営層との協業
体制を討究するためのアンケート調
査

小寺 一平（ファイザー 
エッセンシャル ヘルス
事業部門 メディカル・
アフェアーズ統括部）, 
森本 理裕, 田邊 康祐, 
藤本 陽子

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻12
号 Page1403-1411
（2018.12）

原著論文

2019098631 改革がすすまない3つの課題と人権
に対する市民意識-研究と教育のア
プローチの可能性について 刑事施
設医療に関する市民意識調査の結果　
医療水準と医療保険制度への加入を
めぐって

相澤 育郎（立命館大
学 立命館グローバルイ
ノベーション研究機構）

法と心理（1346-8669）
18巻1号 Page65-66
（2018.10）

会議録

2019096766 新時代への挑戦:日本人にあったチ
ーム医療、集学的治療 医療制度・
診療報酬の国際比較

三木 健司（大阪行岡医
療大学 医療学部）, 柴田 
政彦

Journal of 
Musculoskeletal Pain 
Research（2186-2796）
10巻3号 Page S47
（2018.11）

会議録

2019094742 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33回）　2019年
10月消費税引き上げ時における診
療報酬・介護報酬同時改定の影響を
先読みする

宮坂 佳紀（メディカル・
テン）

Clinic Magazine
（0389-7451）45巻12
号 Page39-41
（2018.12）

解説

2019091420 医療通訳士とコーディネーター雇用
が医療機関にインセンティブを与え
る医療制度上の加算制度の提案

神谷 直樹（公立甲賀病
院 医事課）, 井田 健, 稲
垣 里奈, 山口 晴美, 中塚 
ナディア

国際保健医療（0917-
6543）33巻3号 
Page263（2018.09）

会議録

2019091350 日本における労働者の健康管理と医
療制度に学ぶ研修事業報告

紺 麻美（結核予防会）, 
菅本 鉄広, 柳 亮一郎, 
岡田 耕輔

国際保健医療（0917-
6543）33巻3号 
Page218（2018.09）

会議録

2019083963 変化に対応し経営参画!　データと
図解で読み解く医療制度改革・診療
報酬改定の今後（第7回）　看護必要
度データの精度向上、改善の切り札
は「院内」にあり　実践「院内ベン
チマーク」（1）

澤田 優香（グローバル
ヘルスコンサルティン
グ・ジャパン）

ナースマネジャー20巻
10号 Page77-80
（2018.12）

解説

2019079832 変化に対応し経営参画!　データと
図解で読み解く医療制度改革・診療
報酬改定の今後（第6回）　状況を俯
瞰する大きな視点を持とう!国内最
大の医療ビッグデータ「NDB」で日
本の医療の今"を見る"

澤田 優香（グローバル
ヘルスコンサルティン
グ・ジャパン）

ナースマネジャー20巻
9号 Page62-65
（2018.11）

解説

医療費

医療保障制度



2019098935 病院薬剤部におけるバイオシミラー
の認知度および病院経営層との協業
体制を討究するためのアンケート調
査

小寺 一平（ファイザー 
エッセンシャル ヘルス
事業部門 メディカル・
アフェアーズ統括部）, 
森本 理裕, 田邊 康祐, 
藤本 陽子

Progress in Medicine
（0287-3648）38巻12
号 Page1403-1411
（2018.12）

原著論文

2019085170 病院経営におけるBSCの組織プロ
セスへの影響について

齋藤 哲哉（福井県済生
会病院 事務部）, 武田 
和博, 大房 洋一, 小谷 
知広, 林田 哲也, 後藤 
道洋, 田中 健一, 丹尾 菜
摘

済生会医学・福祉共同
研究（1348-8171）平
成29年度版 Page48-
50（2018.10）

原著論文

2019097009【核酸医薬の最前線】 総論　核酸医
薬

横田 隆徳（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 脳神経病態学
分野）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
45巻1号 Page10-12
（2019.01）

解説/特
集

2019095769 PTP誤飲防止の現状と対策に関する
実態調査

山口 美穂（トヨタ記念
病院 薬剤科）,小島 庸子,
堀田 菜摘, 糖塚 理恵, 
遠山 幸男, 久田 達也, 笠
原 大輔, 西川 佳友

トヨタ医報（1343-
9685）28巻 Page50-
54（2018.10）

原著論文

2019094731 ロート製薬の研究開発の中核基地
「リサーチビレッジ京都」の研究紹
介　健康づくりで社会に貢献するた
めに「アイケア」、「スキンケア」、
「食品」そして「再生医療」に挑戦

本間 陽一（ロート製
薬 経営戦略推進本部）

イルシー（1347-3239）
136号 Page32-37
（2018.11）

解説

2019094019 日本における企業勤務認定遺伝カウ
ンセラーの役割とその重要性

白山 大揮（近畿大学大
学院 総合理工学研究
科 理学専攻 遺伝カウ
ンセリング養成課程）, 
田村 和朗, 川下 理日人, 
萩原 央記, 南 武志

日本遺伝カウンセリン
グ学会誌（1347-9628）
39巻3号 Page103-
107（2018.10）

原著論文

2019084819【「薬剤学と日本の未来のミライを考
える」】 国内製薬企業における薬剤
学（技術力と人材）の空洞化　今こ
そ研究風土を取り戻そう

金沢 貴憲（日本大学 薬
学部）, 岡田 弘晃, 金 淳
二

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）79巻1号 
Page16-20（2019.01）

座談会/
特集

2019084818【「薬剤学と日本の未来のミライを考
える」】 薬剤学が患者ベネフィット
に貢献できることとは?　医療現場
の立場からと製薬企業の立場から

柏倉 康治（静岡県立大
学 薬学部）, 佐々木 忠
徳, 迫 和博

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）79巻1号 
Page12-15（2019.01）

座談会/
特集

医療関連ビジネス

医業経営



2019084763 OGV（Ongoing Process 
Verifi cation）の運営モデル　運営上
の役割・機能、プロトコール作成時
期、判定基準と活用　OGV実行に
おける注意すべき"工程パラメータ
及び物質特性のモニター選定の判断
基準を含むマスタープラン及びマス
タープランと製品品質の照査との関
連づけの検討（第2回）"

浅川 みちる（テルモ）, 
菊地 基哉, 檜山 行雄, 
臺場 昭人, 坪井 貴司, 日
本PDA製薬学会技術教
育委員会非固形製剤分
科会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）35巻1号 
Page73-81（2019.01）

解説

2019081009 医療経営士のための臨床講座　クス
リの教科書（第13回）　医療費抑制、
医薬品産業バイオシミラーへの2つ
の期待

北畑 智英（済生会栗橋
病院 薬剤科）

医療経営士53号 
Page36-37（2018.11）

解説

2019080765【がんゲノム医療・Precision Medi-
cineの展開と諸問題】 わが国におけ
る公的がんゲノム医療実施体制の整
備

土原 一哉（国立がん研
究センター 先端医療開
発センター トランスレ
ーショナルインフォマテ
ィクス分野）

腫瘍内科（1881-6568）
22巻5号 Page546-
551（2018.11）

解説/特
集

2019080547 福祉実業家の是々非 （々其ノ二十四）　
アルツハイマー病は独立した疾患な
のか?

津山 啓太郎 医療と介護Next（2188-
9724）4巻6号 
Page564-565
（2018.12）

解説

2019068975 人材育成は、優れた再生医療製品の
創出に貢献する（Human resource 
development contributes to the 
creation of outstanding 
regenerative medicine products）
（英語）

Nishigaki Fusako
（Regenerative Medicine 
Labs., Drug Discovery 
Research, Astellas 
Pharma）, Ezoe 
Sachikon, Kitajima 
Hideki, Hata Kenichiro, 
The Forum for 
Innovative Regenerative 
Medicine（FIRM）

Regenerative Therapy
（2352-3204）7巻 
Page17-23（2017.12）

原著論文


