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
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

2012102046 【花粉症の疑問に答える】

著者（所属）

出典

荻野敏（大阪大大学院 JOHNS

スギ花粉症の治療を医療経済学的に 医学系研究科 保健学専 （0910-6820）28 巻 1 号
どのようにとらえたらよいか?
2012092752 【End-of-life】

攻）

学教室）

解説／
特集

Page97-100（2012.01）

池上直己（慶応義塾大学 Intensivist

終末期医療と医療経済 医療費の実 医学部 医療政策・管理 （1883-4833）4 巻 1 号
態と今後の対応方法

論文種別

解説／
特集

Page73-78（2012.01）

2012088366 医療羅針盤 私の提言（第 47 回）国 田渕典之（横浜市立みな 新医療

解説

民医療政策学のすすめ 地域医療再 と赤十字病院 心臓外科）（0910-7991）38 巻 12 号
生には医療需要に基づく医療計画、

age22-25（2011.12）

病院集約化が必須である
2012087073 がん化学療法における医療経済への 東島幸道（国立病院機構 国立病院総合医学会講

会議録

，西川 演抄録集65 回
取組み 注射処方せんにおけるオー 佐賀病院 薬剤科）
ダー変更の提案

睦美，橋本雅司，八木 Page728（2011.10）
秀明

2012084964 整形外科診療に医療行政の追い風を 越智隆弘
（大阪警察病院） 整形外科と災害外科

会議録

（0037-1033）60 巻
Suppl.2 Page3（2011.11）
2012080964 超高齢化・多死の時代への準備 人 島崎謙治（政策研究大学 日本緩和医療学会学術大会 会議録
口構造の変容の諸相と医療政策の課 院大学）

プログラム・抄録集16回

題

Page176（2011.06）

2012080714 PD 療法における経済性 クリニック 佐藤忍（所沢腎クリニッ 腎と透析

解説

における腹膜透析の医療経済性（血 ク），西山強，長浦博，（0385-2156）71 巻別冊
液透析との比較）

中元秀友

腹膜透析2011
Page24-27（2011.09）

2012080711 ホームダイアリシスとしての PD 武本佳昭（大阪市立大学 腎と透析
在宅血液透析との比較 在宅透析の 大学院 泌尿器病態学），（0385-2156）71 巻別冊
医療経済

長沼俊秀，吉村力勇

腹膜透析2011
Page15-17（2011.09）

解説

2012079814 ケースワーカー介入によってもたら 千葉裕仁（帝京大学 救急 日本救急医学会雑誌
された医療経済効果

会議録

科），大貫隆広，高橋宏 （0915-924X）22 巻 8 号
樹，藤田尚，池田弘人， Page691（2011.08）
坂本哲也

2012078501 高血圧と脂質異常症を合併する患者 中谷英章（慶応義塾大学 日本高血圧学会総会プロ 会議録
に対するアムロジピン・アトルバス 医学部 腎臓内分泌代謝 グラム・抄録集34回
タチン配合錠投与による医療経済分 内科），篠村裕之，齊藤 Page620（2011.10）
析

郁夫，井上幸恵，小林
慎，伊藤裕，猿田享男

2012078206 降圧治療中患者における減塩の医療 佐藤慶子（東北大学 臨 日本高血圧学会総会プロ 会議録
床薬学），大久保孝義， グラム・抄録集34回

経済効果

小林慎，菊谷昌浩，小原 Page520（2011.10）
拓，目時弘仁，浅山敬，
鈴木一夫，佐藤博，今井
潤
2012077735 医療経済からみた降圧薬治療

齊藤郁夫（慶応義塾大学 日本高血圧学会総会プロ 会議録
グラム・抄録集34回

保健管理センター）

Page273（2011.10）
2012076848 抗がん剤注射薬自動調製ロボット 安室修（亀田総合病院 薬 日本癌治療学会誌

会議録

CytoCare の医療経済的評価（第 6 剤部），川名晶子，伊勢 （0021-4671）46 巻 2号
崎竜也，西川和年，永井 Page1062（2011.09）

報）

淳子，佐々木忠徳，松田
正典，大山優
2012076734 がん化学療法に対する制吐薬の適正 青田泰雄（東京医科大 日本癌治療学会誌

会議録

使用および医療経済に関する後方視 学附属病院 血液内科），（0021-4671）46 巻 2号
黒 川 由 衣 ， 横 山 智 央 ， Page1021（2011.09）

的研究

早部紘子，宮里明芽，
阿部哲也，鈴木康予，
大屋敷一馬，池田徳彦
2012074660 日本医師会の考える医療政策

原中勝征（日本医師会） 日本癌治療学会誌

会議録

（0021-4671）46 巻 2号
Page261（2011.09）

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

論文種別

2012102428 医薬経済学的手法による医療技術評 鎌江伊三夫（慶応義塾大 医薬品医療機器レギュラ 解説
価を考える イノベーション評価を 学大学院 健康マネジメ トリーサイエンス
めぐる最近の動き

ント研究科）

（1884-6076）43 巻 1号
page39-44（2012.01）

2012102046 【花粉症の疑問に答える】

荻野敏（大阪大学大学院 JOHNS

スギ花粉症の治療を医療経済学的に 医学系研究科 保健学専 （0910-6820）28 巻 1号
どのようにとらえたらよいか?

攻）

page97-100（2012.01）

解説／
特集

2012102041 【花粉症の疑問に答える】

湯田厚司（ゆたクリニッ JOHNS

スギ花粉症の舌下免疫療法はどの程 ク 耳鼻いんこう科・頭 （0910-6820）28 巻 1 号
度有効か?

解説／
特集

頸部外科・アレルギー page73-76（2012.01）
科）
，小川由起子

2012101019 看護管理者・看護教育者のためのワ 増原慶壮（聖マリアンナ 看護展望

解説

ンテーマレッスン ナースマネジャー 医科大学附属病院 薬剤 （0385-549X）37 巻 1 号
のためのジェネリック医薬品講座 部）

page0043-0051（2011.12）

（Part I）
2012099660 核医学検査における費用対効果報告 小須田茂（防衛医科大学 核医学
は将来の検査動向を予測しえたか?

校 放）

会議録

（0022-7854）48 巻 4 号
page456（2011.11）

2012096791 慢性腎不全症例に対する維持血液透 田倉智之（大阪大学大学 人工臓器
析療法の費用対効用の報告

会議録

院 医学系研究科 医療経 （0300-0818）40 巻 2 号
済産業政策学）
，宮本孝， pageS107（2011.10）
中西健，高橋進

2012096702 磁気浮上小型摩擦血液ポンプの研究 浮田啓悟（茨城大学大学 人工臓器
開発

会議録

院 理工学研究科 機械工 （0300-0818）40 巻 2 号
学専攻），増澤徹，小沼 pageS62（2011.10）
弘幸，西村隆，許俊鋭

2012096390 回復期リハビリテーション（3B） 高之瀬未希（八千代病院 八千代病院紀要

原著論文

病棟入院患者の薬剤費に関する調査 薬剤部），永井博，杉浦 （0285-015X）31 巻 1 号
研究

孝

page28-29（2011.09）

2012093848 2005年の日本人成人におけるうつ病 Sado Mitsuhiro（Depart- Psychiatry and Clinical
の費用

原著論文

ment of Neuropsychiatry, Neurosciences

（Cost of depression among adults Keio University School of （1323-1316）65 巻 5 号
in Japan in 2005）（英語）

Medicine）
，

page442-450（2011.08）

Yamauchi Keita，
Kawakami Norito，
Ono Yutaka，
Furukawa Toshiaki A.，
Tsuchiya Masao，
Tajima Miyuki，
Kashima Haruo，
the WMH-J2002-2006
Survey Group
2012092754 【End-of-life】

反田篤志（Beth Israel Intensivist

futile care と経済 結論の得られて Medical Center）

池上直己（慶応義塾大学 Intensivist

終末期医療と医療経済 医療費の実 医学部 医療政策・管理 （1883-4833）4 巻 1 号
態と今後の対応方法

学教室）

特集

科大学附属八千代医療 58 巻 1 号
センター 薬剤部）
，並木 page15（2011.12）
真貴子，渡邉基之，小坂
好男

解説／
特集

page73-78（2012.01）

2012092678 中心静脈栄養無菌調製後の薬剤廃棄 渡邊真由子（東京女子医 千葉県薬剤師会雑誌
について 費用と対策の検討

解説／

page87-89（2012.01）

いない課題 米国での臨床経験から
2012092752 【End-of-life】

（1883-4833）4 巻 1 号

会議録

2012092012 眼科OCTの概要・経済効果

太田康夫（ニデック）

Medical Photonics

解説

6号
page47-52（2011.07）
2012091851 FP 療法を用いたシスプラチン後発 柳江正嗣（近畿大学 薬学 ジェネリック研究
品の安全性の検討

部 薬物治療学研究室），（1881-9117）5 巻 1 号

原著論文／
比較研究

椿正寛，中尾真理子，藤 page58-64（2011.12）
原季美子，浅野肇，森田
哲也，山添譲，西田升三
2012091850 患者の後発医薬品希望動向調査から 横井正之（パスカル薬 ジェネリック研究
見た使用促進の課題

局）
，横井裕子，林和美，（1881-9117）5 巻 1 号
内田小夜子，武本法子

比較研究

page51-57（2011.12）

2012091847 カルボプラチン製剤の多規格採用と 森田貴大（近畿大学医 ジェネリック研究
ジェネリック医薬品への切り換えに 学部附属病院 薬剤部），（1881-9117）5 巻 1 号
よる経済効果

原著論文／

原著論文／
比較研究

野 村 守 弘 ， 杉 浦 麗 子 ， page32-38（2011.12）
山添譲

2012091846 DPC 病院におけるジェネリック医 河合優（名古屋記念病院 ジェネリック研究

原著論文

薬品を導入する際の経済効果と問題 薬剤部）
，田尻千晴，加藤 （1881-9117）5 巻 1 号
点

多恵，武内有城

2012091620 予防接種に関する種々の課題

page27-31（2011.12）

角田徹（東京都医師会） 東京都医師会雑誌

解説

（0040-8956）64 巻 10 号
page1862-1865（2011.12）
2012091387 多発性骨髄腫におけるサリドマイド 四十物由香（日立製作所 癌と化学療法

原著論文

治療の使用経験 サレド外来におけ 日立総合病院 薬務局），（0385-0684）38 巻 13 号
佐 藤 渉 ， 大 谷 恵 梨 子 ， page2579-2584（2011.12）

る問題点の提示

伊佐沙織，澤畠孝幸，
小野崎昌史，齋藤祥子，
江幡早苗，青山芳文，
箱崎美和子，鈴木光子，
工藤大輔，門馬由梨子，
千勝紀生，品川篤司
2012091382 【前立腺がん治療の Controversy-日 飯田勝之（三井記念病院 癌と化学療法
本の実地医療での実情-】
進行/転移前立腺癌

泌尿器科）

解説／

（0385-0684）38 巻 13 号 特集
page2553-2557（2011.12）

Monotherapy/

CABの賛否両論
2012090061 岡山赤十字病院玉野分院での後発医 花房伸幸（岡山赤十字病 岡山赤十字病院医学雑誌 原著論文／
薬品導入における、経済的観点から 院 薬剤部），砂場亜希，（0915-8073）22 巻

比較研究

大 道 淳 二 ， 三 宅 桂 子 ， page31-37（2011.11）

の取り組み

江尻東伍，近藤昭，林
恭一，森英樹，家守元男
2012089993 【運動器疾患の予防と治療】
骨粗鬆症 診断

新飯田俊平（国立長寿医 Advances in Aging and

解説／

尿マーカーを用い 療研究センター研究所 Health Research2010巻 特集

た骨粗鬆症のスクリーニング

遺伝子蛋白質解析室）

page133-140（2011.03）

2012088898 知ってトクする歯科医院経営 財・ 神木孝太郎（イースリー DENTAL DIAMOND
税・労務の管理ノウハウ 押さえて パートナーズ）
おきたいさまざまな「数字」

（0386-2305）36 巻 16 号
page90-94（2011.12）

解説

2012088418 持参薬管理業務による薬剤費の節減 松本健吾（寿量会熊本 九州薬学会会報
効果

機能病院 薬剤部）
，星野 （0368-7279）65 号

原著論文／
比較研究

輝彦，杉山留美子，塩津 page39-41（2011.10）
和則
2012088417 回復期リハビリテーション病棟入院 上田温子（寿量会熊本 九州薬学会会報
時の薬剤費節減の実態調査

機能病院 薬剤部）
，星野 （0368-7279）65 号

原著論文／
比較研究

輝彦，石井久子，塩津 page35-38（2011.10）
和則，徳永誠
2012087862 【主幹部病変における冠血行再建術: 清水剛（筑波記念病院 日本冠疾患学会雑誌
PCI vs CABG】

心臓血管外科）

日本の現状を踏まえた主幹部病変に

（1341-7703）17 巻 3 号

総説／
特集

page230-238（2011.10）

対する治療戦略 DES vs OPCAB
2012087073 がん化学療法における医療経済への 東島幸道（国立病院機構 国立病院総合医学会講

会議録

取組み 注射処方せんにおけるオー 佐賀病院 薬剤科）
，西川 演抄録集65 回
ダー変更の提案

睦美，橋本雅司，八木 page728（2011.10）
秀明

2012086584 手術室の効率的な稼働支援

松井佑介（国立病院機構 国立病院総合医学会講

会議録

大阪医療センター 企画 演抄録集65 回
課）

page604（2011.10）

2012086370 当院における後発医薬品切換えによ 齋藤敏樹（国立病院機構 国立病院総合医学会講
る経営効果

会議録

沼田病院 薬剤科）
，古谷 演抄録集65 回
尚子，田沼道也，加藤 page548（2011.10）
一郎，渡邉好造

2012085918 DPC 導入後の脳動脈瘤手術（クリ 池田清延（国立病院機構 国立病院総合医学会講

会議録

ッピング手術 vs 血管内手術）のコ 金沢医療センター 脳神 演抄録集65 回
ストベネフィット

経外科）
，正印克夫，赤池 page432（2011.10）
秀一，高橋立夫，須崎
法幸

2012085763 NinJa にみる薬物療法の費用および 末永康夫（国立病院機 国立病院総合医学会講

会議録

効果 生物学的製剤投与法の変化と 構別府医療センター）， 演抄録集65 回
その費用の変化

當間重人

page392（2011.10）

2012085504 病院更新築と H22 年度の診療報酬 宇治原誠（国立病院機 国立病院総合医学会講

会議録

改定が医業収益に及ぼした効果の推 構横浜医療センター）， 演抄録集65 回
定

古川佳直，工藤一大

page325（2011.10）

2012085461 国立病院機構における大規模臨床研 谷山清己（国立病院機構 国立病院総合医学会講

会議録

究の成果と今後の展望 平成 17 年度 呉医療センター中国がん 演抄録集65 回
EBM 推進のための大規模臨床研究 センター 臨床研究部）

page292（2011.10）

「EGGU」
2012079882 薬剤師の積極的な介入による患者の 川原弘明（コム・メディ 薬局薬学
後発医薬品希望の変化および医療費 カル）
削減効果の評価 精神科・他科の比

（1884-3077）3 巻 2 号

原著論文／
比較研究

page55-61（2011.09）

較
2012079361 急性一酸化炭素中毒による社会的損 近藤豊（琉球大学大学院 日本救急医学会雑誌
失

医学研究科 救急医学講 （0915-924X）22 巻 8 号
座），合志清隆，久木田 page577（2011.08）
一朗

会議録

2012078501 高血圧と脂質異常症を合併する患者 中谷英章（慶応義塾大学 日本高血圧学会総会プロ 会議録
に対するアムロジピン・アトルバス 医学部 腎臓内分泌代謝 グラム・抄録集34回
タチン配合錠投与による医療経済分 内科），篠村裕之，齊藤 page620（2011.10）
析

郁夫，井上幸恵，小林
慎，伊藤裕，猿田享男

2012078319 開業医の外来高血圧診療における 坂口一朗（さかぐちクリ 日本高血圧学会総会プロ 会議録
ARB/Ca拮抗薬配合剤の有用性

ニック）
，今城保定，高田 グラム・抄録集34回
幸三，林孝浩，竹中俊彦， page573（2011.10）
山内淳，有馬秀二

2012077735 医療経済からみた降圧薬治療

齊藤郁夫（慶応義塾大学 日本高血圧学会総会プロ 会議録
保健管理センター）

グラム・抄録集34回
page273（2011.10）

2012076728 当院における化学療法高度、中等度 松丸亜紀（函館市立函館 日本癌治療学会誌

会議録

催吐性リスクレジメンの各新規制吐 病院），高橋花恵，横瀧 （0021-4671）46 巻 2号
剤の比較検討

ま き こ ， 菅 原 久 美 子 ， page1019（2011.09）
三浦順子，新井山ちづる，
坂田幸雄，畑中一映

2012074583 間欠性跛行患者に対する院内で院内 Malagoni Anna Maria Circulation Journal
検査-家庭訓練"による運動リハビリ （ V a s c u l a r D i s e a s e s （1346-9843）75 巻 9号

原著論文／
比較研究

テーションのコンプライアンス、 Center，University of page2128-2134（2011.08）
Quality of Lifeへの影響及び費用効果 Ferrara），
分析

Vagnoni Emidia，

（Evaluation of Patient Compliance, Felisatti Michele，
Quality of Life Impact and Cost- Mandini Simona，
Effectiveness of a "Test In-Train Out" Heidari Mahdi，
Exercise-Based Rehabilitation Pro- Mascoli Francesco，
gram for Patients With Intermittent Basaglia Nino，
Claudication）
（英語）

Manfredini Roberto，
Zamboni Paolo，
Manfredini Fabio

2012074565 Na 利尿ペプチドを標識とした心不 Mentz Robert J.
（Depart- Circulation Journal
全の治療

総説

ment of Cardiology，（1346-9843）75 巻 9号

（Natriuretic Peptide-Guided Therapy Duke Clinical Research page2031-2037（2011.08）
for Heart Failure）
（英語）

Institute），
Felker G. Michael

2012074377 日本における心房細動に対する高周 Noro Mahito（東邦大学 Circulation Journal
波カテーテルアブレーションと薬物 医療センター大橋病院 （1346-9843）75 巻 8号
，
治療の費用対効果比較 心房細動に 循環器内科）
関するコストパフォーマンス

Kujime Shingo，

（Cost Effectiveness of Radiofre- Ito Naoshi，
quency Catheter Ablation vs. Med- Enomoto Yoshinari，
ical Treatment for Atrial Fibrillation Nakamura Keijirou，
in Japan: Cost Performance for Sakai Tsuyoshi，
Atrial Fibrillation）
（英語）

Sakata Takao，
Sugi Kaoru

page1860-1866（2011.07）

原著論文／
比較研究

2012069578 比較的高齢の急性骨髄性白血病の成 Huang Bin-Tao（中華人 International Journal of
人患者におけるアラビノシド大量療 民共和国）
，
法とダウノルビシン化学療法の効果 Wang Yu，
および費用対効果の細胞遺伝学的リ Du Qing-Feng，

Hematology

原著論文／
比較研究

（0925-5710）93 巻 4 号
page474-481（2011.04）

スクプロファイルによる分析 中国 Yang Jun，
からのレトロスペクティブなレビュー Yu Jessica，
（Analysis of efficacy and cost-effec- Zeng Qing-Chun，
tiveness of high-dose arabinoside Xu Na，
versus daunorubicin chemotherapy Zhang Jin-Fang，
in older adult patients with acute Xu Lu-Lu，
myeloid leukemia by cytogenetic Luo Xu-Jing，
risk profile: retrospective review Wei Yong-Qiang，
from China）
（英語）

Liu Xiao-Li

医療費
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012079882 薬剤師の積極的な介入による患者の 川原弘明（コム・メディ 薬局薬学
後発医薬品希望の変化および医療費 カル）
削減効果の評価 精神科・他科の比

論文種別
原著論文／

（1884-3077）3 巻 2 号

比較研究

Page55-61（2011.09）

較

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2012102913 モーリタニア・イスラム共和国の病 原野和芳（京都大学 医 医学のあゆみ
院・医療制度評価（Vol.2）

論文種別
解説

学部 公衆衛生学教室），（0039-2359）240 巻 7 号
里 村 一 成 ， 岩 永 資 隆 ， Page608-610（2012.02）
中原俊隆

2012102803 モーリタニア・イスラム共和国の病 原野和芳（京都大学 医 医学のあゆみ
院・医療制度評価（Vol.1）

解説

学部 公衆衛生学教室），（0039-2359）240 巻 6 号
里 村 一 成 ， 岩 永 資 隆 ， Page545-547（2012.02）
中原俊隆

2012101684 これからの医療制度改革の方向 社 西村周三（国立社会保 社会保険旬報
会保障・税の一体改革を踏まえて

障人口問題研究所）

解説

（1343-5728）2482号
Page8-13（2012.01）

2012101560 医療保険で OTC 薬が買える英国の 堀川壽代（光栄堂薬局）
， 薬事
PGD 事情（第 4 回）

PGD に必要 佛坂浩

とされるスキルを身につけるには

解説

（0016-5980）54巻 1 号
Page170-174（2012.01）

2012100513 医療保険におけるリハビリテーショ 小山照幸（東京都健康 The Japanese Journal of 会議録
ン関連医療費の動向

長寿医療センター リハ Rehabilitation Medicine
科）

（1881-3526）48巻 12号
Page788（2011.12）

2012096662 在宅血液透析に向けての医療機器設 川西秀樹（土谷総合病 人工臓器
計と課題 在宅血液透析（HHD）普及 院），森石みさき，大木 （0300-0818）40巻 2 号
への展望と課題（医療制度の面より） 美幸

PageS39（2011.10）

会議録

2012090839 医療保障と日本経済

京極高宣（浴風会）

日本病院会雑誌

解説

（0385-9363）58巻 10-11
Page1142-1161（2011.11）
2012089891 フランス精神医療制度の発展と現状 和田央（京都府立洛南病 精神障害とリハビリテー 解説
ション

院）

（1343-0386）15巻2 号
Page241-246（2011.11）
2012089493 医療保険種別のHibワクチンとPCV7 田代実（津軽保健生活 日本小児科学会雑誌

会議録

の接種率に関する検討 接種費用負 協同組合健生病院 小児 （0001-6543）115巻11号
担の有無による接種率の変化にも注 科）
，加村梓，國吉保孝， Page1817-1818（2011.11）
目して

安田すみ江

診療報酬・薬価
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012102459 「いのちの平等」つらぬく薬剤活動 廣田憲威（全日本民医連 民医連医療
保険薬局窓口一部負担金調査から明 事務局）

論文種別
解説

（0285-2241）474 号

らかになった患者負担と薬価への患

Page36-37（2012.02）

者の意識 お金の切れ目が薬（いの
ち）の切れ目の実態
2012101531 薬局ヒヤリ・ハットなくし隊がゆく 澤田康文（東京大学大学 調剤と情報

解説

（第 16 回） 剤形変更時は変更後の 院 薬学系研究科 医薬品 （1341-5212）18 巻 1号
薬価に注意
2012099479 病院原価計算手法の今日的課題

情報学講座）

Page101-106（2012.01）

渡辺明良（聖路加国際病 日本医療マネジメント
院）

原著論文

学会雑誌
（1881-2503）12 巻 3号
Page186-189（2011.12）

2012093061 病院原価計算手法の再考 手法論か 渡辺明良（聖路加国際 病院

解説

ら活用論へ 多様化する原価計算手 病院 事業管理部 財務経 （0385-2377）71 巻 2号
法

理課）

Page156-159（2012.02）

2012091887 平成 20 年度診療報酬改定による急 村山幸照（慈泉会相澤 作業療法

原著論文

性期病院でのリハビリテーションへ 病院 脳卒中作業療法部 （0289-4920）30 巻 6号
の影響と現状

門），井上勲，VHJ 研究 Page717-726（2011.12）
会会員病院

2012090521 診療材料の物品管理・定数管理・原 藤本俊一郎（労働者健康 香川労災病院雑誌
価計算の可視化と一元的管理

解説

福祉機構香川労災病院 （0915-3071）17 号
医療情報室）
，中里拓也， Page165-168（2011.09）
松石健生，吉岡郷介，
横山和城，玉井寛恵，
桟裕子

2012084092 脳血管内治療におけるコメディカル 瀬地山佳蓉（済生会熊本 JNET: Journal of Neu- 会議録
の役割

周術期からリハビリまで 病院 医事企画室）
，西徹， roendovascular Therapy

破裂脳動脈瘤治療における原価計算 加治正知
について Clipping vs Coiling

（1882-4072）5巻 4 号
Page158（2011.11）

医業経営
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012099058 新潟大学歯学部手術室の医歯学総合 瀬尾憲司（新潟大学大学 日本手術医学会誌

論文種別
原著論文

病院手術部への移転・統合後の現況 院 歯科 侵襲管理学分 （1340-8593）32 巻 4 号
野）
，齋藤力，堀田哲夫

Page361-363（2011.11）

医療関連ビジネス
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012102564 ドラッグデリバリーシステムの新展 原島秀吉（北海道大学大 HUMAN SCIENCE
開

論文種別
座談会

学院 薬学研究院 薬剤分 （0915-8987）23 巻 1 号
子設計学研究室），松村 Page4-12（2012.01）
保広，木村廣道，片岡
一則

2012102425 新医薬品開発の国際戦略とアジア治 岩元俊朗（アステラス製 医薬品医療機器レギュラ 解説
験の現状と展望 日本における新医 薬 開発本部 アジア開発 トリーサイエンス
薬品開発戦略の課題と対策を探る 部）
内資系企業の立場から アジアの治

（1884-6076）43 巻 1 号
Page8-11（2012.01）

験状況
2012102424 新医薬品開発の国際戦略とアジア治 和田康平（第一三共 研 医薬品医療機器レギュラ 解説
験の現状と展望 日本における新医 究開発本部）

トリーサイエンス

薬品開発戦略の課題と対策を探る

（1884-6076）43 巻 1 号

内資系企業の立場から 日本が目指

Page4-7（2012.01）

すべき開発戦略
2012101570 中国での医薬品開発とレギュラトリ 秦武久（レギュラトリー PHARM TECH JAPAN
ーサイエンス（第2回）

サイエンス研究所）

解説

（0910-4739）28 巻 1 号
Page91-95（2012.01）

2012101569 製薬業界におけるオペレーショナル 太田信之（バイオコン PHARM TECH JAPAN
エクセレンス（第9回） OPEXの方 ジャパン）
法論とツール DMAIC における「改

解説

（0910-4739）28 巻 1 号
Page85-88（2012.01）

善」と「管理」
2012100383 近年の動物薬業界の国内外の動向 氏政雄揮（アームズ）
企業再編に伴う開発、製造、販売事

日本獣医師会雑誌

解説

（0446-6454）65 巻 1 号

情の変化と今後の見通し

Page6-12（2012.01）

2012083379 造影剤の製造販売後調査における 谷川雅俊（第一三共 事業 医療情報学

原著論文

EDC システムを利用した画像データ 推進本部 学術調査部），（0289-8055）30 巻 6 号
の収集

早川晶子，森義弘，千早 Page313-320（2011.10）
正光，内田安彦，成瀬
英典，岩下美喜雄，山口
文恵，十川正吾，横井
英人，原量宏

2012074890 製薬企業の立場から見た第 III相試験 桂幸一（グラクソスミス 日本癌治療学会誌
のエンドポイントの設定

クライン 開発本部）

（0021-4671）46 巻 2 号
Page368（2011.09）

会議録

2012070250 ナショナル統合データベース構築に 春山英幸（第一三共）
向けて

日本生化学会大会・日本 会議録

統合 DB プロジェクトの目

分子生物学会年会合同大

的、現状、課題 医薬品産業からみた

会講演要旨集83回・33回

統合データベースプロジェクトへの

Page2W14-p-3（2010.12）

期待

