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教育への投資は健康を改善するか?

山田直志教授追悼記念講演　2011

年9月19日　医療経済学会第6回研

究大会

【子宮頸癌-予防と妊孕性温存のため

の治療戦略】

予防戦略 HPVワクチンの医療経済

学

【RSウイルス感染症対策up to date】

RSウイルス感染症対策の医療経済

学

【MRSA感染症の新規治療薬-ダプト

マイシン-】

ダプトマイシンによる治療期間と医療

経済効果に関する海外のエビデンス

【アルツハイマー病】

予防・管理　アルツハイマー病にお

ける医療経済分析

術後疼痛管理における患者自己調節

鎮痛の医療経済と課題

近未来の社会福祉の枠組みと仕組み

2009年政権交代後の医療政策と近

未来の医療政策の枠組み・仕組み

論文種別

解説

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

会議録

解説

出典

医療経済研究

（1340-895X）23巻1号

Page21-38（2011.10）

臨床婦人科産科

（0386-9865）65巻10号

Page1221-1224（2011.10）

小児科

（0037-4121）52巻11号

Page1529-1534（2011.10）

化学療法の領域

（0913-2384）27巻10号

Page2365-2373（2011.09）

最新医学

（0370-8241）66巻9月増刊

Page2184-2190（2011.09）

日本手術医学会誌

（1340-8593）32巻

Suppl. Page85（2011.09）

社会福祉学

（0911-0232）52巻2号

Page138-141（2011.08）

著者（所属）

マイケル・グロスマン

（ニューヨーク市立大学

大学院 全米経済研究所）

福田敬（東京大学大学

院 医学系研究科 臨床疫

学・経済学）

大日康史（国立感染症研

究所 感染症情報センタ

ー），菅原民枝

三鴨廣繁（愛知医科大学

大学院医学研究科 感染

制御学），山岸由佳

糟谷昌志（東北大学大学

院 医学系研究科 高齢者

高次脳医学寄附講座），

目黒謙一

柴田ゆうか（広島大学病

院 薬剤部），櫻下弘志,

木平建治, 濱田宏, 安田

季道, 新畑知子, 村田

良江

二木立（日本福祉大学）

医療経済関係研究論文（1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



2012001959

2011353708

2011353273

2011351679

2011351678

2011350085

2011346386

2011345371

2011340127

2011338979

感染制御認定および専門薬剤師によ

る医療経済を含めた病院感染制御活

動への貢献度実態調査

社会福祉と医療政策・100話（71～

75話）社会階層と健康・医療

【いまPCIの適応を考える】

日本のPCIの適応の現状を考える

医療経済の立場から

DPCによる医療経済を考慮した下

部消化管穿孔症例に対するPMX-

DHP使用の分析

PMX-DHPを施行した下部消化管穿

孔例の検討　医療経済の観点から

DPCvs出来高

【冠動脈疾患（上）-診断と治療の進

歩-】

特論　心疾患の医療経済　診療パタ

ーン、診療報酬、そしてコスト

医療経済の現状と目指すべき方向に

ついて　泌尿器科を中心に

【ワクチン-最新動向と展望-】

特論　ワクチンの医療経済効果

【食道癌-基礎・臨床研究の進歩-】

特論　食道癌内視鏡治療における医

療経済への影響

SSIサーベイランスとDPCにおけ

る医療経済効果の検討

北村正樹（東京慈恵会医

科大学附属病院），赤松

孝, 池上英文, 北原隆志,

白石正, 高田勝利, 唯野

貢司, 継田雅美, 前田

頼伸, 村木優一, 森健, 日

本病院薬剤師会平成22

年度学術委員会学術第8

小委員会

野村拓（国民医療研究

所）

田倉智之（大阪大学大学

院 医学系研究科 医療経

済産業政策学）

石倉久嗣（徳島赤十字病

院外科），松岡裕，田中

麻美, 湊拓也，山村陽子，

垣本佳士，一森敏弘，

石川正志，沖津宏，木村

秀，阪田章聖，塩田輝実

合田良政（国立国際医療

研究センター戸山病院

外科），枝元良広，須田

竜一郎，竹下惠美子，

矢野秀朗，清水利夫，

齊藤幸夫

猪飼宏（京都大学大学院

医学研究科 医療経済学

分野），今中雄一

川渕孝一（東京医科歯科

大学大学院 医歯学総合

研究科医療経済学分野）

川渕孝一（東京医科歯

科大学大学院 医療経済

学分野）

今枝博之（埼玉医科大

学 総合診療内科），緒方

晴彦

茂木鈴枝（総合病院国保

旭中央病院），角田朱美，

高梨夢子，大久保とよ子，

福森明美，望月康晃，

中村朗，柴田清

日本病院薬剤師会雑誌

（1341-8815）47巻8号

Page962-964（2011.08）

いのちとくらし研究所報

（1881-3194）36号

Page101-104（2011.09）

Coronary Intervention7

巻5号

Page32-38（2011.09）

エンドトキシン血症救命

治療研究会誌

（1348-821X）13巻1号

Page221-225（2009.10）

エンドトキシン血症救命

治療研究会誌

（1348-821X）13巻1号

Page214-220（2009.10）

日本臨床

（0047-1852）69巻増刊

7 冠動脈疾患（上）

Page629-637（2011.09）

日本ミニマム創泌尿器

内視鏡外科学会雑誌

（1883-5465）2巻1号

Page99-101（2010.10）

日本臨床

（0047-1852）69巻9号

Page1674-1678（2011.09）

日本臨床

（0047-1852）69巻増刊6食道癌

Page491-495（2011.08）

旭中央病院医報

（0285-9017）32巻

Page54-56（2010.11）

原著論文

解説

解説／

特集

原著論文

原著論文／

比較研究

解説／

特集

解説

解説／

特集

解説／

特集

原著論文／

比較研究



2011337821

2011337037

高血圧診療のニューフロンティア

包括的管理をめざして アドヒアラ

ンス、QOLと医療経済

ロタウイルスワクチンの医療経済効

果に関する検討

久代登志男（日本大学医

学部附属総合健診セン

ター）

小野真（国際医療福祉大

学大学院 医療福祉学研

究科），沼崎啓

日本高血圧学会総会プロ

グラム・抄録集33回

Page184（2010.10）

日本化学療法学会雑誌

（1340-7007）59巻

Suppl.A Page134（2011.06）

会議録

会議録

文献番号

2012011902

2012011659

2012011655

2012011486

2012011478

2012011349

2012011080

2012010215

2012010053

2012009757

2012009755

タイトル

【子宮頸癌-予防と妊孕性温存のため

の治療戦略】

予防戦略 HPVワクチンの医療経済

学

【「医療費」&「コスト」再検証!】

（Part 4）医療機関のコスト管理入

門

薬剤経済学　費用対効果の評価指標

（増分費用効果比;ICER）について

【RSウイルス感染症対策up to date】

RSウイルス感染症対策の医療経済

学

【RSウイルス感染症対策up to date】

Late preterm児とRSウイルス感染

医療情報ネットワークの現状と展望

地域医療情報連携の発展シナリオ

ジェネリック医薬品の品質と経済性

米国におけるナースプラクティショ

ナーの効果

【MRSA感染症の新規治療薬-ダプト

マイシン-】 ダプトマイシンによる

治療期間と医療経済効果に関する海

外のエビデンス

わが国からの胃癌撲滅をめざす具体

的戦略

マイクロスコープ初心者の疑問に答

える　高精度の診療と良好な信頼関

係の構築のために

著者（所属）

福田敬（東京大学大学

院 医学系研究科 臨床疫

学・経済学）

佐藤健（東日本税理士法

人）

白神誠（日本大学 薬学

部薬事管理学研究室）

大日康史（国立感染症研

究所 感染症情報センタ

ー），菅原民枝

鈴木宏（獨協医科大学

小児科）

中川正久（全国自治体病

院協議会）

松原利行（富山県立中

央病院 薬剤部），小出

久仁子，戸塚清人

岡野晶子（メイヨークリ

ニック大腸直腸外科）

三鴨廣繁（愛知医科大学

大学院 医学研究科 感染

制御学），山岸由佳

浅香正博（北海道大学大

学院消化器内科）

神田善姫（姫歯科室），

石川貴史，辻本恭久，

三橋純，吉田格

出典

臨床婦人科産科

（0386-9865）65巻10号

Page1221-1224（2011.10）

保険診療

（0385-8588）66巻10号

Page36-43（2011.10）

腫瘍内科

（1881-6568）8巻3号

Page276-281（2011.09）

小児科

（0037-4121）52巻11号

Page1529-1534（2011.10）

小児科

（0037-4121）52巻11号

Page1471-1476（2011.10）

全国自治体病院協議会雑誌

（0389-1070）50巻10号

Page1618-1626（2011.10）

富山県立中央病院医学雑誌

（0386-8338）34巻3-4

Page39-46（2011.09）

看護管理

（0917-1355）21巻11号

Page981-984（2011.10）

化学療法の領域

（0913-2384）27巻10号

Page2365-2373（2011.09）

日本内科学会雑誌

（0021-5384）100巻9号

Page2402-2411（2011.09）

DENTAL DIAMOND

（0386-2305）36巻13号

Page140-152（2011.10）

論文種別

解説／

特集

解説／

特集

解説

解説／

特集

解説／

特集

解説

解説

解説

解説／

特集

解説

座談会

臨床経済学・薬剤経済学



2012006385

2012005866

2012005834

2012005422

2012002273

2012002272

2012000607

2011354934

2011354662

進行再発大腸癌に対する経口抗がん

剤併用療法の費用対効果の検討

RO水の低回収率採取にて7年経過

したRO膜の特性と経費

日機装社製水処理装置DRO-EXRの

使用経験

【看護部長をうならせる!データで勝

負する師長になろう】

ミッション　ねだり方“を極めろ!”

EPOからダルベポエチンへの移行

における短期治療効果と経済的効果

の検討　膜透析患者において

血液透析患者に対するHb維持量及

び費用対効果からみたDarbepoetin

とrHuEPOの比較検討（前向き介入

試験）

I度高血圧患者の脳卒中予防におけ

るアンジオテンシン変換酵素阻害薬

のOver-the-counter（OTC）薬化を

想定した薬剤経済学的評価

「薬剤経済学」の課題 新薬の薬価算

定の課題

在宅ケアに関わる薬剤業務の経済評

価

大亀浩久（日本大学消化

器外科），増田英樹，高山

忠利

和田茂（佐々木内科クリ

ニック腎センター），山下

紗耶加，野村香穂理，高

貞美，泉水友樹子，加地

美紀，伊藤優子，伊藤

久美子，岡本真由美，

奥田裕重，内尾誠，刀根

翔太，丸山禎之，佐々木

敏作

加門裕之（北巽白鷺ク

リニック 臨床工学科），

高橋正人，小北克也，

寺田隆久，山川智之

小宮清（聖マリアンナ医

科大学）

山岸敬（山梨大学医学

部附属病院 泌尿器科・

血液浄化療法部），深澤

瑞也，川口真琴，宮本

達也，神家満学，羽根田

破，鈴木祥司，萱沼賢司，

澤田智史，三神裕紀，

間庭章光，小林英樹，

座光寺秀典，土田孝之，

野村照久，荒木勇雄，

武田正之

緒方亮二（すずき会すず

きネフロクリニック），

長田一元，武井勝也，

箭本結花，古屋明美，

井上浩伸，原口和貴，

鈴木斐庫人，小林哲郎

内倉健（慶応義塾大学 薬

学部医薬品情報学講座），

横井伸至，橋口正行，

望月眞弓

池田俊也（国際医療福祉

大学 薬学部），福田敬，

中村洋

坂巻弘之（名城大学 薬

学部臨床経済学研究室）

日本消化器がん検診学会雑誌

（1880-7666）49巻5号

Page156（2011.09）

大阪透析研究会会誌

（0912-6937）29巻2号

Page272（2011.09）

大阪透析研究会会誌

（0912-6937）29巻2号

Page264（2011.09）

Nursing BUSINESS

（1881-5766）5巻10号

Page878-887（2011.10）

山梨透析研究会会誌

（1880-9839）27巻

Page73-74（2009.03）

山梨透析研究会会誌

（1880-9839）27巻

Page67-72（2009.03）

薬学雑誌

（0031-6903）131巻4号

Page571-580（2011.04）

社会保険旬報

（1343-5728）2474号

Page22-26（2011.10）

日本薬剤師会雑誌

（0369-674X）63巻10号

Page1191-1193（2011.10）

会議録

会議録

会議録

解説／

特集

会議録

原著論文／

比較研究

原著論文

解説

解説



2011354239

2011354171

2011353706

2011350977

2011349879

2011349470

2011349345

2011347666

2011345488

2011345366

2011345356

「薬剤経済学」の課題 医薬品評価の

方法と政策への応用

がん化学療法プロトコル構成薬剤の

使用方法に関する標準化への取り組

み

公平・無料・国営を貫く英国の医療

改革

脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性

に対するラニビズマブ、光線力学療

法、ペガプタニブナトリウムの対費

用効用解析

炭素線治療の費用対効果分析　他治

療との比較

ホルスタイン種性判別精液活用によ

る雌牛生産と精液

【こころの健康とその政策的課題-こ

ころの健康政策構想会議の提言を踏

まえて-】

精神保健と現代社会　わが国におけ

る精神疾患による経済損失

院外処方せんの疑義照会に対する評

価

たかが中医協、されど中医協　権限

は縮小されたが、低い改定率の下、

中医協の機能の重要性は高まってい

る

【ワクチン-最新動向と展望-】

ワクチン・予防接種上の副反応　日

本のワクチン・予防接種による健康

被害救済制度

【ワクチン-最新動向と展望-】

話題の既成ワクチンの最新動向と展

望　Hib（インフルエンザ菌b型）

ワクチン

福田敬（東京大学大学

院医学系研究科）

北澤文章（社会保険京都

病院薬剤部），上田久美，

高良恒史，横山照由，

杉井彦文，島崎千尋

武内和久（厚生労働省

医政局総務課）

柳靖雄（東京大学大学

院 医学系研究科 感覚・

運動機能医学講座眼科

学），相原由季子，福田

敬，橋本英樹

Ohno Tatsuya（群馬大学

重粒子線医学研究セン

ター），

Mobaraki Abdulelah Hussain，

Yamada Shigeru，

Ebara Takeshi，

Kamada Tadashi，

Takashi Nakano

岡田博史（豊頃町農業協

同組合）

横山和仁（順天堂大学 衛

生学講座），飯島佐知子

加藤隆（東京北社会保

険病院薬剤室），中込哲，

南郷栄秀，名郷直樹

遠藤久夫（学習院大学

経済学部）

庵原俊昭（国立病院機

構三重病院小児科）

勝田友博（国立成育医

療研究センター 内科系

専門診療部感染症科），

齋藤昭彦

社会保険旬報

（1343-5728）2473号

Page13-18（2011.10）

日本病院薬剤師会雑誌

（1341-8815）47巻10号

Page1289-1293（2011.10）

いのちとくらし研究所報

（1881-3194）36号

Page70-79（2011.09）

日本眼科学会雑誌

（0029-0203）115巻9号

Page825-831（2011.09）

重粒子医科学センター

シンポジウム10回

Page124-130（2011.01）

繁殖技術

（0017-7520）31巻2号

Page14-17（2011.09）

保健の科学

（0018-3342）53巻9号

Page585-589（2011.09）

日本病院薬剤師会雑誌

（1341-8815）47巻9号

Page1194-1198（2011.09）

日本臨床内科医会会誌

（0914-9627）26巻2号

Page196-203（2011.09）

日本臨床

（0047-1852）69巻9号

Page1645-1650（2011.09）

日本臨床

（0047-1852）69巻9号

Page1589-1593（2011.09）

解説

原著論文

解説

原著論文

原著論文／

比較研究

原著論文

解説／

特集

原著論文

解説

講義／

特集

解説／

特集



2011339418

2011339337

2011337206

原因追求型特性要因図を用いた本邦

におけるC型肝炎感染の拡大の歴史

的考察

急性期病院における新しい口腔ケア

システム　口腔ケアの質と経済性・

利便性の向上を目指して

眼科手術クリニカルパスでの抗菌薬

の変更

芳賀晴子（総合病院国

保旭中央病院 薬剤部），

福島紀子

延原浩（広島県立広島

病院 歯科・口腔外科），

眞次康弘，伊藤圭子，

新居陽子，岸本敏子

松枝静紀（まほし会真星

病院），中住友香，大木

香織，三浦理恵子，元持

富見代

薬史学雑誌

（0285-2314）46巻1号

Page21-28（2011.06）

日本口腔ケア学会雑誌

（1881-9141）5巻1号

Page92（2011.01）

日本化学療法学会雑誌

（1340-7007）59巻

Suppl.A Page222（2011.06）

原著論文

会議録

会議録

文献番号

2012012574

2011355399

医療費

タイトル

年齢階級別にみた小児医療費の比較

検討

患者パネルを用いた関節リウマチ患

者の実態調査（第3報） 就労、医療

費、情報収集の現状

著者（所属）

田中哲郎（長野県長野保

健所），石井博子, 内山

有子

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），小川好子

出典

日本小児救急医学会雑誌

（1346-8162）10巻3号

Page386-393（2011.10）

Pharma Medica

（0289-5803）29巻11号

Page115-121（2011.11）

論文種別

原著論文／

比較研究

原著論文

文献番号

2012012648

2012012398

2012012397

2012012150

タイトル

医療制度改革と医療のIT化

後期高齢者医療制度　改善?改悪?

どっちなの???

医療保険制度　薬価問題について

医療保険、介護保険同時改定を控え

て　どう対処していくか 療養病床

が長期急性期機能を持ったポストア

キュートを担う

著者（所属）

小崎繁昭（日本臨床衛

生検査技師会）

玉山慶彦（福島県立医

科大学），堤亮介，鳴瀬

悠，西浦司人，根橋健，

野崎祐司，野地もも子，

間彩，羽鳥貴士，長谷川

貴之

高野峻也（福島県立医

科大学医学部），武内駿，

高橋朗子，田中啓一郎，

高橋唯，田中彩織，瀧澤

栞，田中詩織，竹石遼平，

田中荘

武久洋三（日本慢性期

医療協会）

出典

青臨技会誌

（1340-3060）33巻

Page9-12（2008.10）

福島医学雑誌

（0016-2582）61巻3号

Page162-166（2011.09）

福島医学雑誌

（0016-2582）61巻3号

Page160-162（2011.09）

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻4号

Page15-16（2011.10）

論文種別

解説

解説

解説

会議録

医療保障制度



2012012149

2012012148

2012012147

2012012146

2012012145

2012011277

2012011276

2012011275

2012011274

2012011273

2012005668

斉藤正身（厚生労働省

介護保険部会）

西澤寛俊（全日本病院

協会）

宇都宮啓（厚生労働省

老健局老人保健課）

鈴木康裕（厚生労働省

保険局医療課）

原中勝征（日本医師会）

金子満寛（ジェネラス）

山口倫直（グリーンタ

ウン呼吸嚥下ケアプラ

ンニング），鈴木典子，

井上登太

寺門貴（志村大宮病院），

細田忠博

有村正弘（在宅支援複合

施設さくら苑新館）

岡野英樹（真正会 コミ

ュニティケア部）

澤井彰（仙台社会保険

病院 地域医療連携セン

ター），佐々木恭，佐藤

壽伸

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻4号

Page14-15（2011.10）

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻4号

Page13-14（2011.10）

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻4号

Page12-13（2011.10）

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻4号

Page11-12（2011.10）

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻4号

Page10-11（2011.10）

訪問リハビリテーション

（2185-7911）1巻4号

Page267-272（2011.10）

訪問ハビリテーション

（2185-7911）1巻4号

Page257-265（2011.10）

訪問リハビリテーション

（2185-7911）1巻4号

Page251-256（2011.10）

訪問リハビリテーション

（2185-7911）1巻4号

Page241-249（2011.10）

訪問リハビリテーション

（2185-7911）1巻4号

Page233-239（2011.10）

日本透析医会雑誌

（0914-7136）26巻2号

Page227-230（2011.08）

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説

医療保険、介護保険同時改定を控え

て　どう対処していくか 療養病床

は老健施設との役割分担、協働を重

視していく

医療保険、介護保険同時改定を控え

て　どう対処していくか 被災地の

復興の第一は医療・介護提供体制の

構築で、報酬改定が必要

医療保険、介護保険同時改定を控え

て　どう対処していくか 「地域包

括ケアシステム」の実現に向けた取

り組みを進める

医療保険、介護保険同時改定を控え

て　どう対処していくか 2012年同

時改定の重要ポイントの一つは慢性

期の入院医療

医療保険、介護保険同時改定を控え

て　どう対処していくか 東日本大

震災の救援が第一　診療報酬・介護

報酬同時改定は延期を

【訪問リハにおける医療保険・介護

保険・障害者自立支援法の再確認】

障害者自立支援法

【訪問リハにおける医療保険・介護

保険・障害者自立支援法の再確認】

難病の方の訪問リハビリテーション

【訪問リハにおける医療保険・介護

保険・障害者自立支援法の再確認】

訪問看護ステーションからの訪問

リハビリテーション

【訪問リハにおける医療保険・介護

保険・障害者自立支援法の再確認】

老人保健施設からの訪問リハビリテ

ーション

【訪問リハにおける医療保険・介護

保険・障害者自立支援法の再確認】

医療機関からの訪問リハビリテーシ

ョン

医療制度　急性期病院における透析

患者の後方支援の課題　患者のQOL

向上に焦点をあてた地域連携を目指

して



文献番号

2012012397

2012010434

2012006048

2011354934

2011353882

2011348417

タイトル

医療保険制度　薬価問題について

家畜共済診療点数表および同付表薬

価基準表の改定

平成22年4月診療報酬改定による

小児科診療所への影響率調査報告書

「薬剤経済学」の課題 新薬の薬価算

定の課題

診療報酬改定によるリハビリテーシ

ョン・サービスへの影響　健康権と

医療保障の概念を通じて

診療報酬改定後の内視鏡技師として

の取り組み　会計チェック漏れシー

トの作成

著者（所属）

高野峻也（福島県立医

科大学医学部），武内駿，

高橋朗子，田中啓一郎，

高橋唯，田中彩織，瀧澤

栞，田中詩織，竹石遼平，

田中荘

小林曜子（農林水産省

経営局 保険監理官付家

畜指導斑），玉村充

高木英行（日本小児科医

会），日本小児科医会社

会保険委員会

池田俊也（国際医療福祉

大学 薬学部），福田敬，

中村洋

宮本年也（阪奈中央リハ

ビリテーション専門学校

作業療法学科）

杉本美智子（東海大学医

学部附属大磯病院 内視

鏡室），渡部玲子，増田

松子，沼田誠，白井孝之

出典

福島医学雑誌

（0016-2582）61巻3号

Page160-162（2011.09）

家畜診療

（0287-0754）58巻10号

Page623-628（2011.10）

日本小児科医会会報

（0912-1781）41号

Page143-144（2011.04）

社会保険旬報

（1343-5728）2474号

Page22-26（2011.10）

保健医療研究

（1882-3637）3号

Page45-62（2011.03）

関東消化器内視鏡技師会誌

（1882-6849）18巻

Page24-26（2011.09）

論文種別

解説

解説

原著論文

解説

原著論文

原著論文

診療報酬・薬価

2011354749

2011354361

2011353882

【CGMのすべて-持続血糖モニター

の基本と応用-】

CGMを有効に使う　CGMに関連

したコストと医療保険について教え

てください

医療保険でOTC薬が買える英国の

PGD事情（第1回） 英国の医療

制度の概要

診療報酬改定によるリハビリテーシ

ョン・サービスへの影響　健康権と

医療保障の概念を通じて

渥美義仁（東京都済生会

中央病院 糖尿病臨床研

究センター）

岩月進（CDTM研究会）

宮本年也（阪奈中央リハ

ビリテーション専門学

校作業療法学科）

糖尿病レクチャー

（2185-1611）2巻3号

Page617-619（2011.10）

薬事

（0016-5980）53巻11号

Page1761-1765（2011.10）

保健医療研究

（1882-3637）3号

Page45-62（2011.03）

Q&A／

特集

解説

原著論文



文献番号

2012010626

2012001450

2012001449

2012001448

2012001447

2011354762

2011354645

2011354640

2011350973

タイトル

ライフサイエンス研究のための知財

戦略（第8回） 特許戦略に資する

ための研究開発　実例、判例の特許

戦略への活用

製薬企業における精神疾患治療薬の

創薬と開発アルツハイマー病創薬研

究における疾患修飾剤の最近の進歩

（Research and Development of

New Drugs for Neuropsychiatric

Disorders in Pharmaceutical Com-

panies Recent progress of disease-

modifying approach to the treatment

for Alzheimer's disease）（英語）

製薬企業における精神疾患治療薬の

創薬と開発 アルツハイマー病治療

薬の創薬及び開発

製薬企業における精神疾患治療薬の

創薬と開発 受容体選択性の高い抗

精神病薬「ドパミン-セロトニン拮

抗薬（DSA）」の創製

製薬企業における精神疾患治療薬の

創薬と開発 ドパミンD2受容体部分

アゴニストの創薬研究の経緯と薬理

学的特性

【東日本大震災と薬学】

現場から　東日本大震災における医

薬品の安定供給について

【文献複写サービスの過去・現在・

未来】

ドキュメントデリバリーサービスの

可能性　e-DDSに未来はあるか?

知財情報を活用した企業戦略　ライ

フサイエンス分野を中心として

平成22年度「レギュラトリーサイ

エンス推進調査研究事業」研究報告

日本版IND制度の導入にむけての国

際動向調査研究　米国の研究開発事

例をもとに

著者（所属）

高島一（高島国際特許

事務所），山本健二

大郷真（エーザイ エーザ

イプロダクトクリエーシ

ョンシステムズニューロ

サイエンス創薬ユニッ

ト）

鈴木和彦（ノバルティ

スファーマ 開発本部 探

索開発部）

西川弘之（大日本住友

製薬薬理研究所）

菊地哲朗（大塚製薬Qs''

研究所）

中島宣雅（厚生労働省

医政局経済課）

松下茂（サンメディア）

秋元浩（知的財産戦略

ネットワーク）

川上浩司（京都大学大学

院 医学研究科）， 漆原

尚巳

出典

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻11号

Page2223-2231（2011.10）

日本臨床精神神経薬理学

会・日本神経精神薬理学

会合同年会プログラム・

抄録集20回・40回

Page59（2010.09）

日本臨床精神神経薬理学

会・日本神経精神薬理学

会合同年会プログラム・

抄録集20回・40回

Page59（2010.09）

日本臨床精神神経薬理学

会・日本神経精神薬理学

会合同年会プログラム・

抄録集20回・40回

Page58（2010.09）

日本臨床精神神経薬理学

会・日本神経精神薬理学

会合同年会プログラム・

抄録集20回・40回

Page58（2010.09）

ファルマシア

（0014-8601）47巻10号

Page926-928（2011.10）

情報の科学と技術

（0913-3801）61巻10号

Page421-424（2011.10）

情報管理

（0021-7298）54巻7号

Page377-386（2011.10）

医薬品医療機器

レギュラトリーサイエンス

（1884-6076）42巻9号

Page843-850（2011.09）

論文種別

解説

会議録

会議録

会議録

会議録

一般／

特集

解説／

特集

解説

原著論文

医療関連ビジネス



2011350968

2011350966

2011350213

2011349190

2011349184

レセプトデータベース公開に寄せて

製薬企業の立場から

わが国における開発から市販後まで

の一貫した安全対策の課題と展望

利益相反について

製薬業界におけるオペレーショナル

エクセレンス（第6回） OPEX追

求の実態　日本でOPEX展開にあた

る実務者の声（続き）

医療機器レギュラトリーサイエンス

（1）

木村友美（ヤンセンフ

ァーマ）

岩崎甫（グラクソスミ

スクライン）， 川原章，

高橋千代美，土井脩

辻貞俊（産業医科大学

医学部神経内科学）

太田信之（バレオコン

ジャパン）

菊地克史（東北大学未来

医工学治療開発センタ

ー）， 土井功夫， 馬渕

敏朗， 増田直文， 上平

隆之， 影山吉博， 赤瀬

浩太郎

医薬品医療機器

レギュラトリーサイエンス

（1884-6076）42巻9号

Page775-782（2011.09）

医薬品医療機器

レギュラトリーサイエンス

（1884-6076）42巻9号

Page746-758（2011.09）

てんかん研究

（0912-0890）29巻2号

Page264（2011.09）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻10号

Page2049-2054（2011.09）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻10号

Page2005-2007（2011.09）

解説

座談会

会議録

解説

解説


