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【医界の論点2011】

（第I部）我が国の社会保障、医療は

どうあるべきか［総論編］ 社会保

障総論　人口構造の変容と医療政策

の課題

介護予防の問題点　医療経済・政策

学の視点から

【高齢者医療における漢方・代替医

療の役割】

Seminar 漢方と医療経済を考える

医療経済的評価に関する欧米の研究

方法論の進歩　確率論的アプローチ

を学ぶ

糖尿病合併脂質異常症患者の薬物療

法において医療経済解析のためのア

セスメントモデル

脂質異常症合併糖尿病患者の薬物療

法における医療経済解析用アセスメ

ントモデル

「トリアムシノロンアセトニド（ケナ

コルト-A）注射液の一時的供給停止

が及ぼした医療経済的影響」調査

スギ花粉症に関する最新情報　病態

から治療まで 花粉飛散期の患者の

QOLと医療経済

論文種別

解説／

特集

解説

解説／

特集

解説

会議録

会議録

会議録

会議録

出典

日本医事新報

（0385-9215）4553号

Page28-29（2011.07）

地域リハビリテーション

（1880-5523）6巻7号

Page522-527（2011.07）

Geriatric Medicine

（0387-1088）49巻6号

Page671-674（2011.06）

医薬品医療機器レギュラ

トリーサイエンス

（1884-6076）42巻6号

Page500-507（2011.06）

日本老年医学会雑誌

（0300-9173）48巻

Suppl. Page100（2011.05）

糖尿病

（0021-437X）54巻

Suppl.1 PageS-248（2011.04）

日本手外科学会雑誌

（2185-4092）28巻1号

PageS369（2011.03）

アレルギー

（0021-4884）60巻3-4

Page385（2011.04）

著者（所属）

島崎謙治（政策研究大学

院大学）

二木立（日本福祉大学）

西村周三（国立社会保障

人口問題研究所）

小林慎（クレコンリサー

チアンドコンサルティン

グアセスメント研究部）

伊奈孝一郎（名古屋大学

大学院 医学系研究科 老

年科学），林登志雄

伊奈孝一郎（名古屋大学

老年内科），林登志雄，服

部良之，渡邉裕司，横手

幸太郎，井口昭久

日本手外科学会社会保険

等委員会

荻野敏（大阪大学大学院

医学系研究科保健学）

医療経済関係研究論文（10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



2011254911

2011254342

2011253108

2011246913

2011241456

2011239926

2011239890

2011239602

【患者背景を考慮した配合剤の使い

分けと位置づけ】

医療経済的な面からみた配合剤　併

用療法・配合剤の費用対効果

なにが医療を動かしているか　医療

の政治力学（第1回） 医療政策と

医療運動）

社会福祉と医療政策・100話（66～

70話） ベトナム戦争前後

これからの日本の医療を考える　医

療政策　課題と展望　

生物学的製剤の時代における関節リ

ウマチの医療経済学

医療経済の観点からの病院薬剤師業

務と医薬分業（第2報）

DPC対象病院における電子カルテ連

携型持参薬管理システムの運用と医

療経済学的評価

抗がん剤後発医薬品の適正な使用へ

の課題とその問題解決にむけて　医

療経済からの視点

齊藤郁夫（慶応義塾大学

保健管理センター）

野村拓（北九州医療福祉

総合研究所

野村拓（国民医療研究所）

吉田統彦（衆議院）

田中栄一（東京女子医

科大学附属膠原病リウマ

チ・痛風センター），五

十嵐中，星大介，津谷喜

一郎，山中寿

脇田真之（射水市民病院

薬），星野智美，波能満

理惠，米山六郎，石崎純

子，今村理佐，永野康巳

北澤英徳（済生会高岡病

院 薬），田辺公一，竹内

都子，中村真知子，池崎

友明，大久保純，山谷香

織

今井康人（北里大学 院

薬），飯島肇，蓮沼智子，

山田好則，渡邉誠，杉浦

直重，十倉麻紀，平木拓

海，藤田樹弘，安斎英理，

今津嘉宏，武藤正樹，鈴

木順子，伊藤智夫

Progress in Medicine

（0287-3648）31巻1号

Page87-90（2011.01）

保団連

（0288-5093）1068号

Page36-38（2011.07）

いのちとくらし研究所報

（1881-3194）35号

Page67-70（2011.06）

眼科臨床紀要

（1882-5176）4巻5号

Page504（2011.05）

Pharma Medica

（0289-5803）29巻4号

Page107-116（2011.04）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page311（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page305（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page257（2010.03）

解説／

特集

解説

解説
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総説

会議録

会議録

会議録
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【禁煙】

処方の教室 医薬品の適正使用　禁

煙補助薬

【医界の論点2011】

（第II部）医療界の何が問題なのか?

［テーマ編］ 専門医　専門医・総合

医制度を巡る諸問題、あるべき姿と

は?

新たな経営指標を用いたICU利用に

対する経営改善シミュレーションの

提案

病院薬剤部を対象とした抗菌薬皮内

反応に関する実態調査

DPC対象病院における経済的要素

を考慮した制吐薬選択

後発医薬品の現在の数量シェアの割

合

【高齢者医療における漢方・代替医

療の役割】

Seminar 漢方と医療経済を考える

【消化器癌のサーベイランス】

膵臓癌

当院における薬剤部主導による医薬

品費削減への取り組み

ジェネリックの炭酸リチウム製剤回

収・供給停止による相模ヶ丘病院で

の対処と影響

DPC制度下における薬剤師の役割

著者（所属）

坂野昌志（名古屋セント

ラル病院 薬剤科），久保

友美，眞継賢一，金山ち

あき

高杉敬久（日本医師会）

中川義章（京都大学 医

学部 医学研究科 医療情

報学），吉原博幸，中川

義信

木津純子（慶応義塾大学

薬学部 実務薬学講座），

山川佳洋，前澤佳代子，

寺島朝子，吉田正樹，堀

誠治

田中浩一（JA北海道厚生

連札幌厚生病院 外科），

小林慎吾，高橋昌宏，本

庄統，小澤広，谷口亮

央，桂川みき，高橋栄，

湯澤美和

長野健一（日本ジェネリ

ック製薬協会）

西村周三（国立社会保障

人口問題研究所）

濱田晋（東北大学大学院

医学系研究科 消化器内

科），下瀬川徹

吉村真（霧島市立医師会

医療センター 薬剤部），

久保信一郎，長ヶ原琢磨，

岸本真，荻尾夕起子，砂

田和幸，若松弘文

鴇崎道則（博奉会相模ヶ

丘病院）

冨岡貢（昭和大学病院

薬剤部），藤本紀子，小

林智子

出典

Rp.レシピ

10巻3号

Page241-252（2011.07）

日本医事新報

（0385-9215）4553号

Page44-45（2011.07）

ICUとCCU

（0389-1194）35巻6号

Page475-484（2011.06）

日本化学療法学会雑誌

（1340-7007）59巻4号

Page366-373（2011.07）

新薬と臨床

（0559-8672）60巻7号

Page1356-1363（2011.07）

日本医事新報

（0385-9215）4551号

Page64-65（2011.07）

Geriatric Medicine

（0387-1088）49巻6号

Page671-674（2011.06）

The GI Forefront

（1349-9629）7巻1号

Page34-37（2011.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）5巻増刊号

Page70（2011.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）5巻増刊号

Page60（2011.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）5巻増刊号

Page48（2011.06）

論文種別

解説／

特集

解説／

特集

原著論文

原著論文

解説

Q&A

解説／

特集

解説／

特集

会議録

会議録

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2011265917

2011265635

2011263380

2011259621

2011259355

2011259262

2011256108

2011254911

2011254797

2011252327

2011252249

2011252157

2011250626

規格化されたI級窩洞に対する充填

材料の違いによる医業収支の比較

医療経済的評価に関する欧米の研究

方法論の進歩　確率論的アプローチ

を学ぶ

DDSの社会的役割と癌治療におけ

るジレンマ

学術情報をめぐる諸問題　雑誌&電

子ジャーナル選定方法について検証

企業側の問題提起「参天製薬の場合」

先進治療機器の臨床経験と課題 整

形外科領域のコンピュータ手術支援

機器の開発と課題

フィルムレス時代の光と影 診療報

酬改定を背景としたフィルムレス運

用による経済効果モデルの評価

本邦における子宮頸癌予防のための

HPVワクチンと癌検診の費用対効

果分析

【患者背景を考慮した配合剤の使い

分けと位置づけ】

医療経済的な面からみた配合剤　併

用療法・配合剤の費用対効果

前立腺癌に対するcombined androgen

brockade 有効性、安全性および費

用対効果のレビュー（Combined

androgen blockade for prostate can-

cer: Review of efficacy, safety and

cost-effectiveness）（英語）

新しい診療技術　オフライン法を用

いた呼気NO濃度測定の臨床応用

痛みを診る　慢性痛の心理社会的特

徴

認知症の未病　認知症のコスト

管内における家畜群疾病情報分析管

理事業（乳牛繁殖管理）の取り組み

と経営不良農場2戸での生産性改善

効果

須貝誠（永山ファミリー

歯科医院），角舘直樹，

永山正人，隅田太

小林慎（クレコンリサー

チアンドコンサルティン

グアセスメント研究部）

前田浩（崇城大学 薬学

部）

中田勝彦（参天製薬奈良

研究開発センター 研究

開発本部 研究開発業務

グループ），松本伸一

菅野伸彦（大阪大学大学

院 医学系研究科 運動器

医工学治療学）

山本勇一郎（大阪大学大

学院医学系研究科）

山本直子（東京大学 女

性診療科・産科），大須

賀穣，川名敬，武谷雄二

齊藤郁夫（慶応義塾大学

保健管理センター）

Akaza Hideyuki（東京大

学 先端科学技術研究セ

ンター）

飛鳥井洋子（あすかい内

科），粒来崇博

宮岡等（北里大学 医学

部精神科），宮地英雄

濃沼信夫（東北大学大学

院 医学系研究科），伊藤

道哉

櫻井直人（根室地区

NOSAI中春別家畜診療

所），山崎政司，一條祐

一

日本歯科医療管理学会雑誌

（0387-5687）46巻1号

Page40（2011.06）

医薬品医療機器レギュラ

トリーサイエンス

（1884-6076）42巻6号

Page500-507（2011.06）

Drug Delivery System

（0913-5006）26巻3号

Page223（2011.05）

薬学図書館

（0386-2062）56巻2号

Page122-124（2011.04）

医療機器学

（1882-4978）81巻2号

Page105（2011.04）

日本放射線技術学会雑誌

（0369-4305）67巻4号

Page382-386（2011.04）

日本産科婦人科学会雑誌

（0300-9165）63巻2号

Page741（2011.02）

Progress in Medicine

（0287-3648）31巻1号

Page87-90（2011.01）

Cancer Science

（1347-9032）102巻1号

Page51-56（2011.01）

アレルギーの臨床

（0285-6379）31巻7号

Page628-632（2011.07）

Practice of Pain Management

（2185-4521）2巻2号

Page102-104（2011.06）

未病と抗老化

（1347-667X）20巻

Page20-24（2011.06）

家畜診療

（0287-0754）58巻6号

Page337-344（2011.06）

会議録

解説

会議録

解説

会議録

解説

会議録

解説／

特集

総説

解説

解説

解説

解説
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2011250335

2011248854

2011247627

2011246322

2011246075

2011246073

2011246072

2011242456

2011242267

2011242233

医薬品産業の現状と展望

現代社会とうつ病　うつ病の頻度と

社会負担

【クラウドは医療ITをどう変えるか】

技術応用が示す<価値>と<期待>

さいたま市民医療センターにおける

クラウド型医療機器管理システム運

用

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

次世代の医療　科学的根拠と社会の

価値観に基づく政策策定過程（Med-

icine: The Next Step: Health Policy

based upon Evidence and Value）

（英語）

国内外の産業医学に関する文献紹介

うつ病における病気出勤による労働

生産性の損失

配合剤の日米市場におけるR&Dと

普及に関する研究

「中学1年生および高校3年生に対

する麻疹ワクチン追加接種の経済評

価」に対するコメンタリー

中学1年生および高校3年生に対す

る麻疹ワクチン追加接種の経済評価

手掌内小皮切による手根管開放術の

術後成績

医療用ロボットの現状と近未来 手

術支援ロボットの現状

医工学の社会的・経済的価値　その

将来を見据えて 治療機器の価値を

説明し共有するための理論と概念

三島茂（UBS証券 株式

調査部），羽石達生

立森久照（国立精神・神

経医療研究センター精

神保健研究所 精神保健

計画研究部 統計解析研

究室）

富永あや子（さいたま市

民医療センター 臨床工

学科）

森臨太郎（東京大学）

奥村泰之（国立精神・神

経医療研究センター精

神保健研究所 社会精神

保健研究部），横山和仁，

伊藤弘人

加藤晃（青山学院大学大

学院 国際マネジメント

研究科）

福田敬（東京大学大学院

医学系研究科 公共健康

医学専攻 臨床疫学・経

済学分野）

井上裕智（東京医科歯科

大学大学院 医歯学総合

研究科 環境社会医歯学

系専攻 医療政策学講座

医療経済学分野）

松崎浩徳（燕労災病院

整形外科），幸田久男，

山下晴義

橋爪誠（九州大学大学院

医学研究院 先端医療医

学）

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）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻7別冊

Page1403-1420（2011.06）

最新医学

（0370-8241）66巻6号

Page1196-1199（2011.06）

新医療

（0910-7991）38巻6号

Page89-93（2011.06）

臨床評価

（0300-3051）39巻

Suppl.XXIX Page219-

226（2011.05）

産業医学ジャーナル

（0388-337X）34巻3号

Page116-118（2011.05）

医療経済研究

（1340-895X）22巻2号

Page179-195（2011.03）

医療経済研究

（1340-895X）22巻2号

Page159-160（2011.03）

医療経済研究

（1340-895X）22巻2号

Page141-157（2011.03）

日本手外科学会雑誌

（2185-4092）27巻6号

Page679-682（2011.03）

医工学治療

（1344-1221）23巻

Suppl. Page81（2011.04）

医工学治療

（1344-1221）23巻

Suppl. Page64（2011.04）

解説

解説

解説／

特集

解説／

特集

解説

解説

コメント

原著論文

原著論文

会議録

会議録



文献番号

2011246556

医療費

タイトル

高齢者の要介護認定有無別医療費の

比較分析

著者（所属）

安西将也（龍谷大学 社

会学部 地域福祉学科），

延原弘章

出典

厚生の指標

（0452-6104）58巻5号

Page14-21（2011.05）

論文種別

原著論文

2011240405

2011239922

2011239849

2011239831

2011239820

2011239591

2011239451

2011239435

Clostridium difficile関連下痢症に対

するメトロニダゾールの標準化使用

に関する検討　フローチャートによ

る適正使用の試みと評価

DPC病院における後発医薬品導入

の経済効果と問題点（第2報）

消化器がん患者に対するがん化学療

法誘発性悪心嘔吐支持療法の適正化

に関する研究

外来化学療法室での制吐対策におけ

る薬剤師の関与とその評価

オキシコドン徐放錠の1日分割回数

の違いおよびフェンタニル貼付剤に

おける臨床効果の持続性と経済性に

関する研究

介護老人保健施設における薬剤師に

よる薬剤費削減とphysical assess-

mentによる薬効評価の検討

本邦初、抗がん剤注射薬自動調製ロ

ボットCytoCare導入に向けた取り

組み　がん化学療法調製業務に関す

る費用の検討

進行胃癌患者に対する化学療法の薬

剤経済学的検討　S-1+CDDP vs S-1

上田秀親（高山赤十字病

院 薬剤部），稲垣孝行，

若田達朗，宮田雅史，天

岡望，西尾優，吉岡史郎

河合優（名古屋記念病院

薬），田尻千晴，相野友

理，武内有城

奥村綾（北里大学院薬），

平山武司，飛田夕紀，川

野千尋，小泉和三郎，黒

山政一

山田摩耶（岐阜大学医学

部附属病院 薬），飯原大

稔，河原加奈，上村裕美，

松浦克彦，伊藤善規

伊藤武志（北里大学 院

薬），平山武司，川野千

尋，飛田夕紀，古田一

徳，黒山政一

小田藍（城西大学 薬），

大嶋繁，小平詔子，根本

英一，柴田美帆，小川郁

男，山本啓二，白幡晶，

小林大介

桝田浩司（亀田メディカ

ルセンター薬），安室修，

杉野智子，斎藤大祐，石

塚寛和，永井淳子，ウォ

ーン・ポール，佐々木忠

徳

土谷真幹（昭和大学薬），

栗原竜也，向後麻里，小

西一男，嶋田顕，井廻道

夫，戸部敞，米山啓一郎，

木内祐二

医療薬学

（1346-342X）37巻2号

Page119-125（2011.02）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page310（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page298（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page295（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page293（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page255（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page232（2010.03）

日本薬学会年会要旨集

（0918-9823）130年会4号

Page229（2010.03）

原著論文／

比較研究

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録



文献番号

2011270247

2011270224

2011269597

2011267679

2011263835

2011262823

2011257924

2011257923

2011247509

2011247480

タイトル

各国の医療制度と JCI（第 5回）

米国流のシンガポール

日本と英国の医療制度の違いについ

て

【予備群と特定健診】

レセプトの活用は? 特定健診のデ

ータと医療保険レセプトが連結され

た分析などありましたら教えてくだ

さい

医療制度改革とジェネリック医薬品

健康長寿社会の構築へ向けたアプロ

ーチ 介護保険・医療制度と健康長

寿社会

歯科医療を考える国民からもとめら

れる真の歯科治療とは 現在の歯科

医療制度の問題点を考える

障害児（者）を地域支援する「医療と

福祉」の連携　障害者総合福祉法と

医療保険　日本小児神経学会の具体

的施策提言制度改革に向けての日本

小児神経学会の活動　医療的ケア、

インクルーシブ教育など

障害児（者）を地域支援する「医療

と福祉」の連携　障害者総合福祉法

と医療保険　日本小児神経学会の具

体的施策提言障害児教育の改革動向

少子高齢化時代の医療制度　フラン

スの医療制度改革の方向

当院の医療保険適用療養病棟におけ

る荷重練習の現状

著者（所属）

真野俊樹（多摩大学統合

リスクマネジメント研究

所医療リスクマネジメン

トセンター）

川上玲奈（東京慈恵会医

科大学）

松田晋哉（産業医科大学

医学部公衆衛生学教室）

尾形裕也（九州大学大学

院医学研究院）

宇都宮啓（厚生労働省

老健局老人保健課）

中野稔也（なかの歯科ク

リニック）

北住映二（心身障害児総

合医療療育センター）

下山直人（文部科学省

初等中等教育局 特別支

援教育課）

松原直樹（桐生大学）

矢作里史（筑波記念病院

リハビリテーション部），

金森毅繁，太田理恵，飯

塚陽，斉藤秀之，小関迪

出典

医療アドミニストレーター

2巻17号

Page76-77（2011.08）

新潟県医師会報

（0912-2796）736号

Page39-41（2011.07）

Q&Aでわかる肥満と糖尿病

（1347-3891）10巻4号

Page596-598（2011.07）

ジェネリック研究

（1881-9117）5巻増刊号

Page55（2011.06）

日本老年医学会雑誌

（0300-9173）48巻

Suppl. Page13（2011.05）

日本顎咬合学会誌：咬み

合わせの科学

（1346-8111）31巻特別号

Page80（2011.05）

脳と発達

（0029-0831）43巻

Suppl. PageS126（2011.05）

脳と発達

（0029-0831）43巻

Suppl. PageS126（2011.05）

桐生大学紀要

21号

Page57-66（2010.12）

茨城県総合リハビリテー

ションケア学会誌

（1344-3585）15巻

Page108（2009.11）

論文種別

解説

解説

Q&A／

特集

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

解説

会議録

医療保障制度



文献番号

2011267668

2011259417

2011240610

タイトル

薬価制度における課題ジェネリック

医薬品の薬価を巡る話題

原価計算を可能にした先進型手術部

門システム実現への臨床工学技士の

関わり

病院経営の視点からみた帝王切開分

娩の緊急入院におけるDPCの診療

報酬に関する研究

著者（所属）

吉田易範（厚生労働省

保険局医療課）

小川健作（防衛医科大学

校附属病院材料部），引

間史郎，鈴木修，安藤正

恵，草間良昌，三条芳光，

風間富栄，豊島麻実，三

浦あゆみ

たら澤邦男（東北大学大

学院 医学系研究科 医療

管理学分野）

出典

ジェネリック研究

（1881-9117）5巻増刊号

Page43（2011.06）

医療機器学

（1882-4978）81巻2号

Page137（2011.04）

診療情報管理

（1883-7972）22巻3号

Page49-54（2011.02）

論文種別

会議録

会議録

原著論文／

比較研究

診療報酬・薬価

文献番号

2011269756

2011240610

タイトル

新たな経営指標を用いたICU利用に

対する経営改善シミュレーションの

提案

病院経営の視点からみた帝王切開分

娩の緊急入院におけるDPCの診療

報酬に関する研究

著者（所属）

中川義章（京都大学 医

学部 医学研究科 医療情

報学），吉原博幸，中川

義信

たら澤邦男（東北大学大

学院 医学系研究科 医療

管理学分野）

出典

ICUとCCU

（0389-1194）35巻6号

Page475-484（2011.06）

診療情報管理

（1883-7972）22巻3号

Page49-54（2011.02）

論文種別

原著論文

原著論文／

比較研究

医業経営

文献番号

2011270441

2011270435

2011269977

タイトル

生物薬品（Biologics）の製造と品質

管理（開発から上市品まで）を学ぶ

（第15回） シングルユース技術（後

編）

ライフサイエンス研究のための知財

戦略（第7回） 製薬会社の事業開

発と知的財産

【RNA医学・医療-あらたな診断・治

療を拓く】

RNA医薬に関する知財と世界の動向

アプタマー医薬に関する知財（特許）

と世界の動向

著者（所属）

小田昌宏（日本ポール），

五十嵐聡，塩見哲次，曲

田純二，金田伸一，日本

PDA製薬学会バイオウ

イルス委員会

鈴木蘭美（エーザイエー

ザイ・プロダクトクリエ

ーション・システムズプ

ロダクトクリエーション

本部事業開発部事業開

発室）

川端一博（リボミック

管理部）

出典

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻9号

Page1881-1887（2011.08）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻9号

Page1805-1809（2011.08）

医学のあゆみ

（0039-2359）238巻5号

Page595-601（2011.07）

論文種別

解説

解説

解説／

特集

医療関連ビジネス



2011269963

2011269351

2011269134

2011269092

2011268768

2011266505

2011264960

2011263748

2011259624

2011259621

2011254305

【RNA医学・医療-あらたな診断・治

療を拓く】

RNAを利用する新しい医薬・医療

アプタマー医薬

神経変性疾患における薬物療法と医

薬品開発の現状

後発医薬品の現在の数量シェアの割

合

製薬業界におけるオペレーショナル

エクセレンス（第4回） OPEX追求

の実態　原材料QC工程へのリーン

応用

【知財へのまなざし】

知的財産部に所属する図書館の運営

知財と図書館の協働

メノポーズカウンセラー　実際の啓

発活動を通して気づいたこと HRT

メーカーの学術活動から感じたこと

【ペプチド・タンパク性医薬品の新規

DDS製剤の開発と応用】

（第5章）ペプチド・タンパク性医

薬品をはじめとする高分子物質の注

射投与後の体内動態制御ならびに標

的指向化　多機能性エンベロープ型

ナノ構造体（MEND）を基盤とした

新規タンパク質DDSの構築と臨床

開発研究への応用

ラクオリア創薬株式会社におけるリ

ンクリゾルバを活用した情報提供に

ついて

医薬品情報のルーツを探る

学術情報をめぐる諸問題　雑誌&電

子ジャーナル選定方法について検証

企業側の問題提起「参天製薬の場合」

今日の処方と明日の医学（第14回）

【日本の臨床研究】の現状と今後

藤原将寿（リボミック

開発研究部）

嵜山陽二郎（ヤンセンフ

ァーマ サイエンティフィ

ックアフェアーズ本部

CNSサイエンス部），大

西隆，松村多可

長野健一（日本ジェネリ

ック製薬協会）

太田信之（バレオコンジ

ャパン）

松谷貴己（日本化薬 研

究開発本部 知的財産部

情報グループ）

中原正博（久光製薬 医

薬事業部学術部）

山田勇磨（北海道大学大

学院 薬学研究院 薬剤分

子設計学研究室），中村

孝司，原島秀吉

村瀬菜都子（ラクオリア

創薬），若林宏明

後藤邦子（日本医薬情報

センター）

中田勝彦（参天製薬奈良

研究開発センター 研究

開発本部研究開発業務

グループ），松本伸一

藤原恵一（埼玉医科大学

国際医療センター 婦人

科腫瘍科）

医学のあゆみ

（0039-2359）238巻5号

Page507-513（2011.07）

BIO Clinica

（0919-8237）26巻8号

Page738-742（2011.08）

日本医事新報

（0385-9215）4551号

Page64-65（2011.07）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻8号

Page1621-1624（2011.07）

情報の科学と技術

（0913-3801）61巻7号

Page282-286（2011.07）

更年期と加齢のヘルスケア

（1347-801X）10巻1号

Page54-60（2011.06）

遺伝子医学MOOK

（1349-2527）

別冊ペプチド・タンパ

ク性医薬品の新規DDS

製剤の開発と応用

Page243-250（2011.06）

情報管理

（0021-7298）54巻3号

Page135-143（2011.06）

薬学図書館

（0386-2062）56巻2号

Page144-154（2011.04）

薬学図書館

（0386-2062）56巻2号

Page122-124（2011.04）

Medicina

（0025-7699）48巻7号

Page1296-1297（2011.07）

解説／

特集

解説

Q&A

解説

解説／

特集

解説

解説／

特集

解説

解説

解説

解説



2011250342

2011250341

2011250267

2011247625

2011247624

2011247622

2011247621

2011247620

2011247616

バイオ後続品の研究開発と戦略

医薬品産業の現状と展望

グローバル開発における日本の役

割・日本の貢献　大学・研究機関・

企業での臨床試験の実際　企業側か

らの臨床研究支援のあり方

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

次世代の医療　日本のワクチンの現

状

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

次世代の医療 ワクチン開発　健康

を守るための課題と可能性（Vaccine

Innovation: Challenges and Opportu-

nities to Protect Health）（英語）

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

新しい医薬品開発ツールの応用に向

けて 腫瘍の新薬開発におけるモデ

リングとシミュレーションの応用

（Application of Modeling & Simula-

tions in Oncology Drug Develop-

ment）（英語）

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

新しい医薬品開発ツールの応用に向

けて　新規の医薬品開発手法の利用

に関する行政的視点

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

新しい医薬品開発ツールの応用に向

けて アメリカにおける薬効評価　過

去、現在、未来（Pharmacometrics in

US: Yesterday, Today & Tomorrow）

（英語）

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

初期の臨床試験の進め方を考える

FIMからPOCまで　日本における初

期臨床開発　リリーの戦略

秦武久（レギュラトリー

サイエンス研究所）

三島茂（UBS証券 株式

調査部），羽石達生

今村恭子（ヤンセンフ

ァーマ事業開発部）

中山哲夫（北里大学）

Gerberding Julie（米国）

Guo Feng（米国）

宇山佳明（医薬品医療機

器総合機構）

Wagg Jonathan K.（米国）

吉川彰一（日本イーライ

リリー）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻7別冊

Page1441-1462（2011.06）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）27巻7別冊

Page1403-1420（2011.06）

臨床医薬

（0910-8211）27巻5号

Page331-339（2011.05）

臨床評価

（0300-3051）39巻

Suppl.XXIX Page199-209

（2011.05）

臨床評価
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【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

世界で突出した新薬開発国になるに

は　日本の医薬品開発を担う企業と

して

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

日本のライフサイエンス進歩のため

に　企業の立場から

【次世代医療を見据えた斬新な新薬

開発戦略】

日本のライフサイエンス発展のため

に　研究者の立場から

配合剤の日米市場におけるR&Dと

普及に関する研究

【医薬品をめぐる諸問題】 国内製薬

企業の新たなビジネスモデル

大阪・道修町の製薬産業史の一端

イノベーション・セレンディピィテ

ィの視点から
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クライン）

庄田隆（日本製薬団体連

合会）

嘉山孝正（国立がん研究

センター）

加藤晃（青山学院大学大

学院 国際マネジメント

研究科）

志村裕久（東京大学大学

院 薬学系研究科），桝田
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