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【漢方薬と西洋薬の併用II】

洋漢統合で考える処方と医療経済

介護予防　現状・課題と新たな方向

性 介護予防の問題点　医療経済・

政策学の視点から

薬剤師の病棟業務進出に関する医療

経済学的分析

栄養管理実施加算、NST加算の医

療経済的意義の検討

【地域医療の現状と将来展望】

わが国の地域医療政策の歩みと将来

展望

医療制度の現在を考える 医療政策

の基本課題

腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術におけるク

リニカルパス導入による術後感染症

および医療経済学的効果

口腔保健医療行政の視点から見た感

染症対策

論文種別

解説／

特集

解説

原著論文

会議録

解説／

特集

解説

会議録

会議録

出典

漢方と最新治療

21巻1号

Page65-70（2012.02）

日本老年医学会雑誌

（0300-9173）49巻1号

Page54-57（2012.01）

日本医療・病院管理学会誌

（1882-594X）49巻1号

Page9-17（2012.01）

静脈経腸栄養

（1344-4980）27巻1号

Page339（2012.01）

公衆衛生

（0368-5187）76巻4号

Page267-270（2012.04）

昭和医学会雑誌

（0037-4342）71巻4号

Page435-443（2011.08）

感染症学雑誌

（0387-5911）86巻1号

Page94（2012.01）

感染症学雑誌

（0387-5911）86巻1号

Page51-52（2012.01）

著者（所属）

赤瀬朋秀（済生会横浜市

東部病院薬剤部）

二木立（日本福祉大学社

会福祉学部）

柿原浩明（立命館大学），

水野成人

齊藤雅也（関中央病院

内科），山内希美，佐藤

恵彦，酒向幸，林詩織，

河村恵利華，森稿子

信友浩一（福岡市医師会

成人病センター）

池上直己（慶応義塾大学

医学部 医療政策・管理

学教室）

廣瀬昌博（島根大学医

学部附属病院 医学教育

センター），西村信弘，

森山英彦

福泉隆喜（九州歯科大

学 歯学科 社会歯科学），

日高勝美，西原達次

医療経済関係研究論文（6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



2012143280

2012137430

MDCT、MRIによる微細脈管構造描

出・臨床応用および医療経済効果解

析

閉経後女性におけるFRAXを用いた

骨粗鬆症治療介入基準についての臨

床的・医療経済的検証

高瀬圭（東北大学 医学系

研究科 医科学専攻 病態

制御学講座 量子診断学

分野），李麗，高橋昭喜

橋本和法（東京女子医科

大学 産婦人科学教室），

太田博明

ナノ医工学年報

（1882-4692）4巻1号

Page99-108（2011.03）

Osteoporosis Japan

（0919-6307）19巻3号

Page431-433（2011.07）

解説

原著論文／

比較研究
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2012169120

2012168813
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2012168498

2012168284
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2012167065

2012163642

2012163535

タイトル

誌上ディベート　腫瘍径1cm以下

のHER2陽性乳癌に対し、術後補助

療法としてトラスツズマブを投与す

べきか? 「不要である」とする立

場から

病院&クリニック経営100問100答

クリニック経営における財務諸表の

見方と分析活用法

精神疾患による社会経済的影響

【抗ウイルス薬-最新の動向-】

抗ウイルス薬の特性と適応・使い分

け　抗RSウイルス薬

【はじめての感染症治療-教えるコツ･

学ぶポイント】

治療状況に合わせた抗菌薬使用の考

え方・教え方　Switch療法

【スイッチOTC医薬品の新展開】

開局薬局の立場からスイッチOTC

医薬品について考える

医薬品研究開発ROIの最大化で事業

革新　これからの医薬品研究開発プ

ロセスの構造改革 薬剤データベー

ス研究が明らかにする医薬品行政、

マーケティング戦略、開発戦略、薬

価の根拠

【痛み治療の今】

痛みの概念と増加する痛みの現状

【選ばれるための核医学を考える】

改めて問う・有用性の検証　「選ば

れる」核医学を考える

著者（所属）

紅林淳一（川崎医科大

学 乳腺甲状腺外科学），

水藤晶子

小松大介（メディヴァ）

横山和仁（順天堂大学

医学部衛生学講座）

鈴村宏（獨協医科大学

小児科）

山本善裕（長崎大学病院

第二内科（呼吸器内科・

感染症内科））

武政文彦（東和薬局）

川上浩司（京都大学）

細川豊史（京都府立医科

大学 疼痛緩和医療学講

座）

小須田茂（防衛医科大学

校放射線医学講座）

出典

Cancer Board 乳癌

（1883-1699）5巻1号

Page55-59（2012.04）

保険診療

（0385-8588）67巻3号

Page40-43（2012.03）

心と社会

（0023-2807）43巻1号

Page66-72（2012.03）

日本臨床

（0047-1852）70巻4号

Page574-578（2012.04）

感染と抗菌薬

（1344-0969）15巻1号

Page58-63（2012.03）

医薬ジャーナル

（0287-4741）48巻3号

Page913-917（2012.03）

臨床医薬

（0910-8211）28巻2号

Page82-83（2012.02）

臨牀と研究

（0021-4965）89巻2号

Page143-146（2012.02）

新医療

（0910-7991）39巻3号

Page30-33（2012.03）

論文種別

解説

Q&A

解説

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説

解説／

特集

解説／

特集

臨床経済学・薬剤経済学
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2012161656

2012160907

2012160011

2012159809

2012159807

2012159806

2012159740

2012156981

【訪問リハビリテーションにおける

呼吸・摂食嚥下リハビリテーション

～訪問リハビリテーションに臨まれ

ていること～】

呼吸リハビリテーションの現状と訪

問リハビリテーション

【クラウド時代の到来で広がる画像

連携　地域連携を変えていく画像デ

ータ運用の新しい姿】

Model Case 事例に学ぶクラウド

時代の画像連携　戸田中央医科グル

ープ（TMG）における整形外科用

PACS iRad-OTの多施設共同利用

NST活動の経済的評価

NST加算をめぐる諸問題 NST回診

に要する時間調査　費用対効果の検

討

医薬品副作用症例データベースの応

用　硝酸イソソルビド経皮吸収剤と

ニトログリセリン経皮吸収剤の有効

性・安全性および経済性の比較検討

医薬品副作用症例データベースの応

用 メキタジンとオキサトミドの有効

性・安全性および経済性の比較検討

医薬品副作用症例データベースの応

用　外用酪酸ヒドロコルチゾンと外

用トリアムシノロンアセトニドの有効

性・安全性および経済性の比較検討

診療報酬点数適正化への展開 どの

ようにHBOの費用対効果をみるか

急性一酸化炭素中毒における社会的

損失

神経芽腫マススクリーニングのその

後 大阪府における1歳半神経芽腫

スクリーニング

木田厚瑞（日本医科大学

呼吸器内科）

江川公伸（東光会戸田中

央総合病院放射線科）

小 野 未 典（中 嶋 病 院

NST），熊谷進司，八島

珠恵，日下早智子，新堂

正明，岩間裕子，阿部

春子，吉野亜紀，瀬川

由利，高橋雅紀

清水孝宏（那覇市立病院

看護部），豊見山直樹，

譜久原明子，國仲小織，

仲座道子，叶亜紀子，

玉城美奈枝，村田祐子

山本麻耶子（新潟薬科

大学 情報薬学研究室），

土橋洋史

伊藤逸勢（新潟薬科大学

情報薬学研究室），土橋

洋史

阿部佑香（新潟薬科大学

情報薬学研究室），土橋

洋史

合志清隆（琉球大学医

学部 附属病院 救急部），

石竹達也，星子美智子，

玉木英樹，近藤豊，久木田

一朗，井上治

中山雅弘（大阪府立母子

保健総合医療センター 検

査科），竹島清美，入江

明美，桑江優子，松岡

圭子，米田光宏，井上

雅美，河敬世

訪問リハビリテーション

（2185-7911）1巻6号

Page385-391（2012.02）

INNERVISION

（0913-8919）27巻2付録

Page44-45（2012.01）

静脈経腸栄養

（1344-4980）27巻1号

Page481（2012.01）

静脈経腸栄養

（1344-4980）27巻1号

Page248（2012.01）

医学と薬学

（0389-3898）67巻1号

Page103-108（2012.01）

医学と薬学

（0389-3898）67巻1号

Page91-95（2012.01）

医学と薬学

（0389-3898）67巻1号

Page85-89（2012.01）

日本高気圧環境・潜水

医学会雑誌

（0388-5577）46巻4号

Page212（2011.12）

小児がん

（0389-4525）48巻

プログラム・総会号

Page172（2011.11）

解説／

特集

解説／

特集

会議録

会議録

原著論文／

比較研究

原著論文／

比較研究

原著論文／

比較研究

会議録

会議録



2012156230

2012155837

2012151784

2012151212

2012150980

2012149242

2012148747

2012148350

2012147368

EASEプログラムを用いたCKD患

者教育の基礎的研究　費用分析

皮膚・排泄ケア認定看護師による高

度創傷管理技術を用いた褥瘡治療の

経済評価

成人における斜視手術後のQOLと

費用効用評価

（Quality of life and cost-utility

assessment after strabismus

surgery in adults）（英語）

統合失調症の心理社会的治療最前線

（第6回） ケアマネジメント

【コレステロール管理は必要か?】

産業保健の現場におけるコレステロ

ール管理の問題点

【花粉症 アップデート～スギ・ヒノ

キを中心に～】

花粉症の労働生産性への影響と費用

便益を考慮した治療

【すべてがわかる口腔内崩壊錠ハン

ドブック】

（第2章）口腔内崩壊錠のポジショ

ニング 口腔内崩壊錠の市場評価

LCM評価

気分障害の治療はなぜ難渋するのか

気分障害の疾病費用　うつ病性障害

に焦点を絞って

CT肺癌検診の費用効果分析

高橋さつき（群馬県立県

民健康科学大学 看護学

部看護学科），上星浩子，

岡美智代，恩幣宏美，

原元子，村瀬智恵美，

茶円美保，宮下美子，

杉田和代，柿本なおみ

貝谷敏子（東京大学大学

院 医学系研究科），飯坂

真司，仲上豪二朗，内藤

亜由美，大江真琴，溝上

祐子，須釜淳子，真田

弘美

Fujiike Keiko（国立病院

機構東京医療センター臨

床研究センター感覚器セ

ンター 視覚研究部），

Mizuno Yoshinobu，

Hiratsuka Yoshimune，

Yamada Masakazu，

The Strabismus Surgery

Study Group

野中猛（日本福祉大学

社会福祉学部 社会福祉

学科）

谷正人（みずほ健康保険

組合内幸町健康開発セン

ター）

荻野敏（大阪大学大学院

医学系研究科 保健学専

攻）

田中克実（大日本住友製

薬 事業戦略本部 事業開

発部）

佐渡充洋（慶応義塾大学

医学部 精神神経科学教

室）

飯沼武（放射線医学総合

研究所）

日本看護科学学会学術

集会講演集30回

Page503（2010.12）

日本看護科学学会学術

集会講演集30回

Page303（2010.12）

Japanese Journal of

Ophthalmology

（0021-5155）55巻3号

Page268-276（2011.05）

Schizophrenia Frontier

（1345-8639）12巻4号

Page249-252（2012.03）

健康管理

（0451-6508）693号

Page18-21（2012.03）

アレルギー・免疫

（1344-6932）19巻3号

Page400-406（2012.02）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）28巻2号

Page218-224（2012.01）

外来精神医療

（1883-8693）12巻1号

Page76-78（2012.01）

CT検診

（1881-1965）19巻1号

Page24（2012.01）

会議録

会議録

原著論文／

比較研究

解説

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説

会議録



2012145313

2012144595

2012144456

2012143280

2012142806

2012141600

日本人が知らない中国技工のいま

中国技工は本当に悪いのか?

【脊椎脊髄外科のトピックス】

脊髄・脊椎手術における術中ナビゲ

ーションの利用

知ってトクする歯科医院経営　財・

税・労務の管理ノウハウ　確定申告

MDCT、MRIによる微細脈管構造描

出・臨床応用および医療経済効果解

析

NURSE TREND TPPへの参加表

明により予想される医療への影響

TPPと医療について

シミュレーションモデルを用いた

HPVワクチンの薬剤経済学的評価

の比較研究　米国、EU及び日本に

おけるケーススタディ

陸誠（コアデンタルラボ

横浜），佐々木真司，斉藤

隆司

安田宗義（愛知医科大学

脳神経外科），高安正和

神木孝太郎（イースリー

パートナーズ）

高瀬圭（東北大学医学系

研究科 医科学専攻 病態

制御学講座 量子診断学

分野），李麗，高橋昭喜

井出博生（東京大学医学

部附属病院企画経営部）

海老原恵子（MSD），

Esber Elaine C.

Quintessence of Dental

Technology

（0388-2705）37巻2号

Page0238-0252（2012.02）

脳神経外科ジャーナル

（0917-950X）21巻2号

Page96-102（2012.02）

DENTAL DIAMOND

（0386-2305）37巻2号

Page100-104（2012.02）

ナノ医工学年報

（1882-4692）4巻1号

Page99-108（2011.03）

Nursing BUSINESS

（1881-5766）6巻2号

Page154-156（2012.02）

医薬品医療機器レギュラ

トリーサイエンス

（1884-6076）43巻1号

Page33-38（2012.01）

解説

解説／

特集

解説

解説

解説

総説

文献番号

2012162246

医療費

タイトル

脳動脈瘤治療の入院医療費　コイル

塞栓術とクリッピング術との比較

著者（所属）

上野俊昭（帝京大学 医

学部 脳神経外科），内藤

雄一郎，中込忠好

出典

脳卒中の外科

（0914-5508）40巻1号

Page19-23（2012.01）

論文種別

原著論文／

比較研究

文献番号

2012167474

2012165494

2012165493

医療保障制度

タイトル

医療保障の法的構造

【排痰吸引にまつわる医療制度の改

革】

［第4部］ヘルパー現場より　看護

介護はどう変わるか?

【排痰吸引にまつわる医療制度の改

革】

［第3部］「リハスタッフの喀痰等の

吸引」通達を受けて　病院での取り

組みの報告

著者（所属）

山崎哲男（医療福祉経営

マーケティング研究会），

片岡直, 桑原一彰, 馬場

園明

伊藤佳世子（在宅障害福

祉サービス事業所りべ

るたる）

立石貴之（国立精神・

神経医療研究センター

病院 リハビリテーショ

ン科），寄本恵輔, 小林

庸子

出典

医療福祉経営マーケティ

ング研究

（1881-297X）6巻1号

Page9-25（2011.10）

難病と在宅ケア

（1880-9200）17巻12号

Page22-24（2012.03）

難病と在宅ケア

（1880-9200）17巻12号

Page19-21（2012.03）

論文種別

解説

解説／

特集

解説／

特集



2012165492

2012165491

2012165198

2012161925

2012152605

2012151157

2012150262

2012150261

2012150260

2012145311

2012143240

【排痰吸引にまつわる医療制度の改

革】

［第2部］看護判断と気道ケアのツ

ボ

【排痰吸引にまつわる医療制度の改

革】

［第1部］介護職員等による吸引等

のケアの普及のために

医療保険でOTC薬が買える英国の

PGD事情（第6回-完） 日本で

PGDを行うためには何が必要か

我が国の公的医療保険制度の概要

韓国プライベートホスピタルにおけ

る手外科と手外科専門医教育および

最近の韓国医療保険事情

（Hand Surgery and Education Sys-

tem of Hand Surgery at the Private

Hospital and Current Medical Insur-

ance of Korea）（英語）

これからの日本の医療制度と家庭医

療（第1章） 日本の医療が抱える

課題

医療制度の現在を考える 医療政策

の基本課題

医療制度の現在を考える 今、医療

制度に何が問われているのだろう

か?

医療制度の現在を考える 我が国の

保健医療の現状　江東区豊洲地区に

おける医療体制再構築

歯科医療新大陸の歩き方（第2回）

これでもう迷わない。医療保険と介

護保険の見分け方

医療保険制度における年齢区分に関

する一考察　後期高齢者医療制度の

成立過程を例に

中山優季（東京都医学

総合研究所 難病ケア看

護研究研究室）

川口有美子（ALS/MND

サポートセンターさくら

会）

山本武人（東京大学医学

部附属病院薬剤部）

福泉隆喜（九州歯科大学

総合教育学分野），日高

勝美

Woo Sang-Hyun（Kim

&amp; Woo's Institute for

Hand and Microsurgery,

W Hospital）

澤憲明

池上直己（慶応義塾大学

医学部 医療政策・管理

学教室）

浜田淳（岡山大学大学院

医歯薬学総合研究科）

上條由美（昭和大学大学

院保健医療学研究科）

雨宮和則（雨宮歯科医院）

佐々木貴雄（東京福祉大

学伊勢崎キャンパス）

難病と在宅ケア

（1880-9200）17巻12号

Page13-18（2012.03）

難病と在宅ケア

（1880-9200）17巻12号

Page7-11（2012.03）

薬事

（0016-5980）54巻3号

Page487-492（2012.03）

九州歯科学会雑誌

（0368-6833）65巻5-6

Page185-191（2012.01）

中部日本整形外科災害

外科学会雑誌

（0008-9443）55巻秋季学会

Page15（2011.10）

社会保険旬報

（1343-5728）2489号

Page20-26（2012.03）

昭和医学会雑誌

（0037-4342）71巻4号

Page435-443（2011.08）

昭和医学会雑誌

（0037-4342）71巻4号

Page427-435（2011.08）

昭和医学会雑誌

（0037-4342）71巻4号

Page423-426（2011.08）

Quintessence of Dental

Technology

（0388-2705）37巻2号

Page0212-0213（2012.02）

東京福祉大学・大学院紀要

（1883-7565）1巻1号

Page29-37（2010.05）

解説／

特集

解説／

特集

解説

解説

会議録

解説

解説

解説

解説

解説

解説



文献番号

2012161540

2012150307

医業経営

タイトル

臨床工学室におけるBSCを用いた3

年間の経過　戦略マップを取り入れ

て

DPCコーディング点検が病院経営

に及ぼす収益的効果とDPCコーデ

ィングの問題点

著者（所属）

佐藤健太郎（神奈川県厚

生農業協同組合連合会

相模原協同病院 医療技

術部 臨床工学室），小俣

利幸，奥山智子，諸星

敏廣，高野靖悟

柏倉夏枝（山形市立病

院済生館 医事経営課），

片桐茂，西塔拓也

出典

医療バランスト・スコア

カード研究

（1349-6662）8巻1号

Page192-195（2011.08）

診療情報管理

（1883-7972）23巻3号

Page46-49（2012.02）

論文種別

原著論文

原著論文

文献番号

2012167066

2012153166

タイトル

医薬品研究開発ROIの最大化で事業

革新　これからの医薬品研究開発プ

ロセスの構造改革 R&D製品戦略、

薬価算定交渉における実態データ

（リアル・ワールドデータ）の意義

核酸医薬開発における現状と将来展

望 企業研究者の観点からのDDS開

発について

出典

臨床医薬

（0910-8211）28巻2号

Page84-85（2012.02）

薬剤学: 生命とくすり

（0372-7629）70巻

Suppl. Page51（2010.04）

論文種別

解説

会議録

医療関連ビジネス

著者（所属）

ElzeChristian（カテニオ

ン社）

永原俊治（大日本住友製

薬 技術研究本部 製剤研

究所）

文献番号

2012167066

2012167065

2012149819

タイトル

医薬品研究開発ROIの最大化で事業

革新　これからの医薬品研究開発プ

ロセスの構造改革 R&D製品戦略、

薬価算定交渉における実態データ

（リアル・ワールドデータ）の意義

医薬品研究開発ROIの最大化で事業

革新　これからの医薬品研究開発プ

ロセスの構造改革 薬剤データベー

ス研究が明らかにする医薬品行政、

マーケティング戦略、開発戦略、薬

価の根拠

原価計算からみた栄養管理実施加

算、NST加算の評価

著者（所属）

Elze Christian（カテニオ

ン社）

川上浩司（京都大学）

齊藤雅也（関中央病院内

科），木村茲，松岡富子，

酒向幸，佐藤恵彦，林

詩織，山中ひろみ

出典

臨床医薬

（0910-8211）28巻2号

Page84-85（2012.02）

臨床医薬

（0910-8211）28巻2号

Page82-83（2012.02）

日本健康・栄養システム

学会誌11巻1号

Page44（2011.06）

論文種別

解説

解説

会議録

診療報酬・薬価



2012153165

2012153164

2012153163

2012150708

2012148775

2012148767

2012148760

2012148731

2012148601

核酸医薬開発における現状と将来展

望 企業研究者の疑問へのアカデミ

アからの回答

核酸医薬開発における現状と将来展

望 核酸医薬開発における企業研究

者の興味・関心・疑問に関するアン

ケート結果の発表と分析

核酸医薬開発における現状と将来展

望 核酸医薬開発におけるアカデミ

アと企業研究者の情報交流の重要性

について

米国治験事情　製薬産業と臨床開発

の実際（第7回）

米国で臨床開発を行う

【すべてがわかる口腔内崩壊錠ハン

ドブック】

（第4章）口腔内崩壊錠の技術 プラ

ットホーム技術と製品化技術　懸濁

投与を可能としたイトラコナゾール

固体分散体を含む錠剤の開発　イト

ラコナゾール錠50mg「科研」の開発

【すべてがわかる口腔内崩壊錠ハン

ドブック】

（第4章）口腔内崩壊錠の技術 プラ

ットホーム技術と製品化技術　タリ

オンOD錠5mgおよび10mgの製剤

開発

【すべてがわかる口腔内崩壊錠ハン

ドブック】

（第3章）口腔内崩壊錠主流への道

耕薬展開プロジェクト　WOWTAB

技術とハイブリッド口腔内崩壊錠の

開発物語

【精神科医の多剤併用・大量処方を

考えるII】

薬理学的プロフィールの違いに基づ

く多剤併用の問題点

ICH Q11原薬の開発と製造　議論の

経緯と解説（1）

秋田英万（北海道大学大

学院 薬学研究院），日本

薬剤学会遺伝子・細胞製

剤フォーカスグループ

西川元也（日本薬剤学

会），秋田英万，根岸洋一，

岡田直貴，櫻井文教，

永原俊治，高倉喜信，

日本薬剤学会遺伝子・細

胞製剤フォーカスグルー

プ

矢野純一（日本新薬 研

究開発本部）

小河貴裕（SENJU USA）

大島孝雄（科研製薬総

合研究所 製剤研究部），

薗田良一，大熊盛之，

砂田久一

杉本昌陽（田辺三菱製薬

CMC本部製剤研究所）

水本隆雄（アステラス製

薬製剤研究所）

仙波純一（さいたま市立

病院精神科）

高木和則（医薬品医療機

器総合機構）

薬剤学: 生命とくすり

（0372-7629）70巻

Suppl. Page50（2010.04）

薬剤学: 生命とくすり

（0372-7629）70巻

Suppl. Page49（2010.04）

薬剤学: 生命とくすり

（0372-7629）70巻

Suppl. Page48（2010.04）

Clinical Research

Professionals28号

Page34-39（2012.02）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）28巻2号

Page350-354（2012.01）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）28巻2号

Page311-313（2012.01）

PHARM TECH JAPAN

（0910-4739）28巻2号

Page280-283（2012.01）

精神科治療学

（0912-1862）27巻2号

Page179-187（2012.02）

日本PDA学術誌GMPと

バリデーション

（1344-4891）13巻1号

Page35-39（2011.11）

会議録

会議録

会議録

解説

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説／

特集

解説



2012143044

2012143039

2012141375

2012141374

製薬会社クリーンルーム内のオゾン

無菌管理システムの稼働状況と新設

設備の紹介

無菌製剤製造現場におけるオゾン殺

菌

米国治験事情　製薬産業と臨床開発

の実際（第6回） 新医薬品承認後

からLife cycle managementまで

「製薬医学:Pharmaceutical Medicine」

って、何だ?（第8回） 非臨床デー

タと第1相試験

小阪教由（京浜産業），

奥田慎一，野上俊宏，

岩村卓嗣，新谷英晴

小阪教由（京浜産業），

奥田慎一，野上俊宏，

加藤美好

小河貴裕（SENJU USA）

平間敏靖（グラクソスミ

スクライン 開発本部 臨

床薬理部）

日本医療・環境オゾン研究

会研究講演会要旨集15回

Page1-9（2010.04）

日本医療・環境オゾン研究

会研究講演会要旨集14回

Page133-142（2009.04）

Clinical Research

Professionals27号

Page20-25（2011.12）

Clinical Research

Professionals27号

Page16-19（2011.12）

解説

解説

解説

解説


