医療経済関係研究論文（8 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

2012224568 タバコと医療経済

出典

著者（所属）

日本禁煙学会学術総会

桜井充（参議院）

論文種別
会議録

プログラム・抄録集
（1883-2970）6 回
Page28（2012.04）
2012216966 これからの医療政策と眼科の評価 櫻井充（民主党）

日本眼科学会雑誌

会議録

（0029-0203）116 巻臨増

社会保障ニューディール政策

Page151（2012.03）
2012216965 これからの医療政策と眼科の評価 山田昌和（国立病院機構 日本眼科学会雑誌

会議録

視覚障害の疾病負担（社会的コスト） 東京医療センター 臨床 （0029-0203）116 巻臨増
研究センター 感覚器セ Page151（2012.03）
ンター）
2012216964 これからの医療政策と眼科の評価 平塚義宗（国立保健医療 日本眼科学会雑誌
眼科医療と費用対効果

科学院）

会議録

（0029-0203）116 巻臨増
Page150（2012.03）

2012216423 閉経後女性における FRAX を用いた 牧田千恵（東京女子医科 日本産科婦人科学会雑誌 会議録
骨粗鬆症治療介入基準についての臨 大学），橋本和法，中野 （0300-9165）64巻 2号
床的・医療経済的検証

千枝，大原麻美，吉形 Page825（2012.02）
玲美，石谷健，松井英雄，
太田博明

2012212133 【食塩感受性と高血圧】
減塩の医療経済効果

佐藤慶子（東北大学大学 Progress in Medicine

解説／

院 薬学研究科 臨床薬学 （0287-3648）32巻 5号

特集

分野）
，大久保孝義，小林 Page1051-1055（2012.05）
慎，今井潤
2012211915 【難病が抱える多様な諸問題】

菊池仁志（村上華林堂病 難病と在宅ケア

［第 4 部］ALS 患者のレスパイト入 院）
院に関する医療経済分析

（1880-9200）18巻 2号
Page22-25（2012.05）

解説／
特集

2012211615 【インクレチン関連薬を使いこなす- 伊藤眞一（伊藤内科クリ 治療
かゆいところに手が届く!Q&A で ニック）

（0022-5207）94 巻 5 号

Q&A／
特集

Page1019-1021（2012.05）

「知りたい」を「わかった」に-】
「糖尿病患者をいかに治療中断せず
医療管理下に置くか」を絶えず念頭
に診療をしておりますが、最近、中
断の原因として経済的理由が重要視
されているようです。医療経済的視
点からみて、インクレチン関連薬使
用で知っておかなければならない重
要な点は何ですか?

2012202425 医療経済からみた透析医療の現状と 中西健（兵庫医科大学 日本透析医学会雑誌
問題点 慢性腎不全対策の医療経済 内科学 腎・透析科）

会議録

（1340-3451）45 巻 2 号
Page112-113（2012.02）

第 56 回日本透析医学会シンポジウ
ムより

2012202424 医療経済からみた透析医療の現状と 副島秀久（済生会熊本病 日本透析医学会雑誌
問題点 血液透析患者における副甲 院 TQM 部）

Page110-111（2012.02）

状腺機能亢進症治療の医療経済的分
析

会議録

（1340-3451）45 巻 2 号

保存的治療と PTX の比較検討

第 56 回日本透析医学会シンポジウ
ムより
2012202423 医療経済からみた透析医療の現状と 平松信（岡山済生会総合 日本透析医学会雑誌
問題点 腹膜透析に関わる医療経済 病院）

会議録

（1340-3451）45 巻 2 号
Page108-109（2012.02）

第 56 回日本透析医学会シンポジウ
ムより

2012202422 医療経済からみた透析医療の現状と 川西秀樹（あかね会土谷 日本透析医学会雑誌
問題点 オンライン HDF の医療経済 総合病院）

会議録

（1340-3451）45 巻 2 号
Page106-107（2012.02）

第 56 回日本透析医学会シンポジウ
ムより

2012202421 医療経済からみた透析医療の現状と 田倉智之（大阪大学大学 日本透析医学会雑誌

解説

問題点 透析医療へ医療経済学を応 院 医学系研究科 医療経 （1340-3451）45 巻 2 号
用する概念

第 56 回日本透析医学 済産業政策学）

Page101-105（2012.02）

会シンポジウムより
2012198435 初学者による専門医制度の医療経済 木下浩之（和歌山県立医 Cardiovascular Anesthesia 総説
学的考察

科大学 医学部 麻酔科学 （1342-9132）15 巻 1 号
教室）

Page129-132（2011.09）

診療報酬・薬価
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012227145 【健康増進計画の評価と「その次」- 中村正和（大阪がん循環 保健師ジャーナル
次期計画に向けて何を重視すべきか】 器病予防センター 予防 （1348-8333）68巻 6号
たばこ対策の推進をめざして
2012226431 【知っておきたい最新骨粗鬆症診療
マニュアル】

推進部）

論文種別
解説／
特集

Page474-481（2012.06）

萩野浩（鳥取大学 医学 Orthopaedics

解説／

部 保健学科）

特集

ロコモと骨粗鬆症 医療費、費用対

（0914-8124）25巻 5号
Page45-50（2012.05）

効果分析など
2012223902 介護予防事業の費用対効果評価の検 高橋俊章（山形県立保健 山形保健医療研究
医療大学），丹野克子，（1343-876X）15 巻

討

原著論文／
比較研究

千葉登，慶徳民夫，佐藤 Page1-8（2012.03）
敦宏，佐藤桂子，日下部
明
2012223813 「成人および小児における MRSA 感 草地信也（東邦大学医療 Medical Technology

解説

染症治療のための IDSA ガイドライ センター大橋病院 外科）（0389-1887）40巻 5号
ン」で考慮すべき日米の医療の特徴

Page462-463（2012.05）

と相違点
2012223735 Do It Yourself ! DIY 経営のススメ 杉島康義
（Season 2） お金はどこに消えた?

アポロニア21221号

解説

Page123-122（2012.05）

インプラントのカラクリ
2012223733 医院経営

押しどころ引きどころ 小笠原康二（ディーピー アポロニア21221号

（Vol.53）
「量」か「質」か 経営方針 エス）

解説

Page114-117（2012.05）

を選択する時代（下）
2012222874 「質」を加味した高齢者健康指標の 栗盛須雅子（茨城キリス 保健医療社会学論集
考え方

会議録

ト教大学），福田吉治，（1343-0203）23 巻特別
星旦二，大田仁史

Page60（2012.04）

2012222664 ワクチン最前線報告 ロタウイルス 川村尚久（大阪労災病院 日本小児臨床薬理学会雑誌 会議録
ワクチン 費用対効果を中心に

小児科）

（1342-6753）24巻 1号
Page47（2011.12）

2012222237 病院情報システムにおける仮想サー 六車直樹（明石市医師会 愛仁会医学研究誌43 巻
バ構築の有用性について

原著論文

立明石医療センター 経 Page317-319（2012.03）
営企画室）

2012220005 スマートフォンは臨床に使えるか 実 山崎友義（宮崎大学医学 新医療
証・医療現場への有効活用 電子カ 部附属病院 医療情報部）（0910-7991）39巻 4号

解説／
特集

Page138-142（2012.04）

ルテに連携したスマートフォン端末
利用効果の検討
2012219993 【検証-機器&情報システムの保守体 井形繁雄
制】
保守点検・契約の最適化を示す 運
用保守サービスマネジメントの方法
論とパートナー選定

（Annexe R&amp;D）

新医療
（0910-7991）39巻 4号
Page66-70（2012.04）

解説／
特集

2012219990 【検証-機器&情報システムの保守体 河野泰久（豊田会刈谷豊 新医療
制】

田総合病院）

（0910-7991）39 巻 4 号

保守点検・契約の最適化を示す 継

解説／
特集

Page54-57（2012.04）

続的な保守契約の再検証がもたらす
医療経営の健全化 自主メンテナン
スとのバランスの最適化へ
2012219987 【検証-機器&情報システムの保守体 加藤京一（昭和大学藤が 新医療
制】

丘病院 放射線部）
，中澤 （0910-7991）39 巻 4 号

保守点検・契約の最適化を示す 画 靖夫

解説／
特集

Page41-44（2012.04）

像診断機器における保守契約締結の
あり方 病院側の課題、そしてメー
カの課題を含めて
2012219986 【検証-機器&情報システムの保守体 岩田貴（日本画像医療シ 新医療
制】

ステム工業会 経済部会）（0910-7991）39 巻 4 号

保守点検・契約の最適化を示す 医

解説／
特集

Page34-39（2012.04）

療機器の安全確保を関連法規と診療
報酬制度から考える
2012219618 PPI 治療に反応する日本人の軽症 稲葉知己（香川県立中央 日本消化器病学会雑誌

会議録

GERD の維持療法において、常用量 病院 消化器内科）
，石川 （0446-6586）
PPI の on demand 療法は、PPI 継続 茂直，川田幹浩，柴崎嘉， 109 巻臨増総会
半量投与と同等に有用であり、費用 安 原 ひ さ 恵 ， 今 川 敦 ， PageA245（2012.03）
効果に優れる

前田剛，蓮井利実，水川
翔，高嶋志保，水重知子，
泉川孝一，三好正嗣，
和唐正樹，河合公三

2012218913 精神疾患、悪性新生物、心疾患と脳 奥村泰之（国立精神・神 国立精神・神経医療研究 会議録
血管疾患による病欠日数の比較

経医療研究センター精 センター精神保健研究所
神保健研究所 社会精神 年報 24 号
保健研究部）
，伊藤弘人

Page239（2011.08）

2012217366 マルコフモデルを用いた緑内障検診 中野匡（東京慈恵会医科 日本眼科学会雑誌
プログラムの効用分析

会議録

大学），山田昌和，平塚 （0029-0203）116巻臨増
義宗，阿久根陽子，常岡 Page318（2012.03）
寛

2012216965 これからの医療政策と眼科の評価 山田昌和（国立病院機構 日本眼科学会雑誌

会議録

視覚障害の疾病負担（社会的コスト） 東京医療センター 臨床 （0029-0203）116巻臨増
研究センター 感覚器セン Page151（2012.03）
ター）
2012216964 これからの医療政策と眼科の評価 平塚義宗（国立保健医療 日本眼科学会雑誌
眼科医療と費用対効果

科学院）

会議録

（0029-0203）116巻臨増
Page150（2012.03）

2012214292 薬学部教育に続く新大学院課程での 黒川達夫（慶応義塾大学 日本薬剤学会年会講演
教育と研究 基礎としての学部教育 薬学部 レギュラトリー 要旨集 26 年会
から新生大学院教育へ 基盤として サイエンス）
の学部教育から新生大学院教育へ
新薬開発・レギュラトリーサイエン
スの立場から

Page65（2011.05）

会議録

2012212043 用語解説 減量手術

笠間和典（あんしん会四 栄養-評価と治療

解説

谷メディカルキューブ 減 （0915-759X）29 巻2 号
量外科センター）

Page156-159（2012.05）

2012211694 【給食マネジメント最新事情-ケース 福井富穂（滋賀県立大学 臨床栄養
スタディから考える部門運営】

人間文化学部）

解説／

（0485-1412）120巻5 号 特集

給食マネジメント 会計管理

Page552-554（2012.05）

2012211551 これからの日本の医療制度と家庭医 澤憲明（英国家庭医学会） 社会保険旬報
療（第 3 章） 英国の医療制度と家

解説

（1343-5728）2494号

庭医療

Page26-33（2012.05）

2012211318 病院運営の視点から見た IT 機器の 佐藤智則（脳血管研究所 医療アドミニストレーター 解説
評価と活用 データの可視化による 附属美原記念病院 シス 4 巻 26号
病院機能向上への取り組み

Page10-16（2012.05）

テム管理課）

2012211173 【小児の予防接種 Q&A-質問 253 に最 藤澤知雄（済生会横浜市 小児科学レクチャー
新情報で答える-】

東部病院 こどもセンター （2186-0254）2 巻2 号

Q&A／
特集

Page377-383（2012.03）

ワクチンの最新情報 B 型肝炎ワク 肝・消化器部門）
チン

2012211129 【外来で小児によく使う薬の使い方 矢嶋たえ子（矢嶋小児科 小児科学レクチャー
Q&A】

小児循環器クリニック）
，（2186-0254）2 巻1 号

Q&A／
特集

Page75-80（2012.01）

抗ウイルス薬 抗ヘルペスウイルス 矢嶋茂裕
薬の使い方

2012210852 日本の喘息に関する実態 インター 足立満（昭和大学 医学 アレルギー・免疫
ネットを使った大規模調査（National 部 内科学講座 呼吸器・ （1344-6932）19巻 5号

比較研究

Page776-788（2012.04）

Health Wellness Survey［NHWS］
）よ アレルギー内科）
，
り

原著論文／

大田健，Goren Amir，
Di Bonaventura Marcoda
Costa，荒川一郎

2012208197 ディスポーザブルバッグによる経腸 須川明子（聖マリアンナ 聖マリアンナ医科大学雑誌 会議録
栄養剤投与の有用性の検討 作業効 医科大学 栄養部）
，宮下 （0387-2289）39巻 4号
率と経済効果の検討

実，佐藤和美，鶴谷早苗， Page295（2012.03）
廣瀬京子，森みさ子，
松崎貴志，阿部裕之，
川島由起子

2012208131 任意接種ワクチンにおける公費助成 和田紀之（和田小児科医 東京小児科医会報
の地域格差を考える 東京都の子ど 院）

解説

（0287-3613）30巻 3号
Page58-63（2012.03）

もたちは恵まれているのだろうか?

2012208075 医薬品製造施設導入プロジェクトで 三宅功一（大林組）
，浅井 PHARM TECH JAPAN

解説

のリスクベースアプローチによる 修，稲谷正志，沼田和弘，（0910-4739）28巻 5号
GEP（Good Engineering Practice） 東槙洋平，古川猛

Page883-887（2012.04）

活動および GMP 活動の検討（第 1
回）
2012207028 鍼灸マッサージ師の雇用希望のある 近藤宏（筑波技術大学保 全日本鍼灸学会雑誌
診療所の状況と業務実態に関する調 健科学部附属東西医学統 （0285-9955）62巻 1 号
査

合医療センター），藤井 Page47-54（2012.02）
亮輔，栗原勝美，田中
秀樹，黒岩聡，半田美徳

原著論文

2012202421 医療経済からみた透析医療の現状と 田倉智之（大阪大学大学 日本透析医学会雑誌

解説

問題点 透析医療へ医療経済学を応 院 医学系研究科 医療経 （1340-3451）45 巻 2 号
用する概念

第 56 回日本透析医学 済産業政策学）

Page101-105（2012.02）

会シンポジウムより
2012201353 副腎静脈サンプリングによる原発性 佐藤美帆（東北大学大学 Japanese Journal of Radiology 会議録
アルドステロン症局在診断の費用・ 院 医学系研究科 画像診 （1867-1071）30巻Suppl.I
効果分析

断学分野）

Page11（2012.02）

2012198540 介護者の負担軽減に向けた方策の検 Arai Yumiko（Depart- Psychogeriatrics

総説

討 日本における介護保険制度の効 ment of Gerontological （1346-3500）11 巻 3 号
Policy，National Institute Page183-189（2011.09）

果

（Exploring strategies to alleviate for Longevity Sciences
caregiver burden: Effects of the （NILS）
，National Center
National Long-Term Care insurance for Geriatrics and Geronscheme in Japan）
（英語）

tology（NCGG）），Zarit
Steven H.

2012198047 日本における白内障手術の費用対効 Eye Care Comparative Japanese Journal of
Effectiveness Research Ophthalmology

果

（Cost-effectiveness of cataract surgery Team（ECCERT）

比較研究

（0021-5155）55 巻 4 号
Page333-342（2011.07）

in Japan）
（英語）

2012197991 日本における一般的ロタウイルス予 Sato Takanori（長崎大学 Japanese Journal of
防接種プログラムの費用効果解析

原著論文／

原著論文

大学院 医歯薬学総合研 Infectious Diseases

（Cost-Effectiveness Analysis of a 究科 新興感染症病態制 （1344-6304）64 巻 4 号
Universal Rotavirus Immunization 御学系専攻）
，
Program in Japan）
（英語）

Page277-283（2011.07）

Nakagomi Toyoko，
Nakagomi Osamu

医療費
タイトル

文献番号

著者（所属）

2012199143 日本の狭心症患者の医療費と滞在期 Matsuda Shinya

出典
Asian Pacific Journal of

間に対する糖尿病の影響についての （Department of Preven- Disease Management
研究

tive Medicine and Com- 3 巻 3 号

（Study on Influence of Diabetes munity Health, University Page83-90（2009.07）
Mellitus for the Charged Cost and of Occupational and
Length of Stay among the Angina Environmental Health）
，
Pectoris Patient in Japan）
（英語）

Kubo Tatsuhiko，
Fujino Yoshihisa,
Murata Atsuhiko，
Ikeda Shunya，
Fushimi Kiyohide，
Fujimori Kenji，
Kuwabara Kazuaki，
Yasunaga Hideo，
Horiguchi Hiromasa，
Ishikawa Koichi Benjamin

論文種別
原著論文／
比較研究

医療保障制度
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012226357 海外の先進諸国と日本の医療制度の 真野俊樹（多摩大学）
今後 医療制度の収斂の可能性

社会保険旬報

論文種別
解説

（1343-5728）2495号
Page16-22（2012.05）

2012222828 【健康格差の社会経済的要因】

浦川邦夫（九州大学 経 医療と社会

公的医療保険制度に対する重要な知 済学研究院）

（0916-9202）22巻 1号

識の欠落の要因

解説／
特集

Page41-55（2012.04）

2012211551 これからの日本の医療制度と家庭医 澤憲明（英国家庭医学 社会保険旬報
療（第 3 章） 英国の医療制度と家 会）

解説

（1343-5728）2494号

庭医療

Page26-33（2012.05）

2012210506 【現代の社会福祉100の論点 Vol.2】 宮武剛（目白大学 生涯 月刊福祉
社会保険 どうなる高齢者医療制度 福祉研究科）

解説／

（1341-6669）95巻 5号

特集

Page44-45（2012.03）
2012210505 【現代の社会福祉100の論点 Vol.2】 宮武剛（目白大学 生涯 月刊福祉
社会保険 医療制度の現状と課題

福祉研究科）

解説／

（1341-6669）95巻 5号

特集

Page42-43（2012.03）
2012207026 【東京宣言特集】

北小路博司（明治国際医 全日本鍼灸学会雑誌

明治時代以降における鍼灸医療制 療大学 鍼灸学部 臨床鍼 （0285-9955）62巻 1号
度・教育および研究の変遷

灸学教室）

2012199147 日本における医療保険・介護保険請 Matsuda Shinya

解説／
特集

Page29-37（2012.02）
Asian Pacific Journal of

原著論文

求データの統合分析システムの開発 （Department of Preven- Disease Management
（Development of Integrated Analysis tive Medicine and Com- 3 巻 4 号
System of Medical and LTCI Claim munity Health, School of Page115-120（2009.10）
Data in Japan）
（英語）

Medicine，University of
Occupational and Environmental Health）
，
Fujimori Kenji

診療報酬・薬価
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012211194 診療報酬改定による転院援助業務の 水野大介（公立陶生病院 陶生医報

論文種別
原著論文

医療ソーシャルワーク （0916-0876）27号

影響

室）
，佐藤隆信，明神麻歩， Page49-52（2011.12）
荒谷翠，稲垣いづみ，
水野充江

医業経営
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2012221611 転倒・転落アセスメントシートの有 宮本美由紀（岡山大学病 日本看護学会論文集：
用性の検討

院三朝医療センター）， 看護管理
槇 田 崇 志 ， 塩 澤 信 良 ，（1347-8184）42号
光延文裕，坂本香須美

Page227-230（2012.04）

論文種別
原著論文

2012210616 薬剤師によるがん化学療法レジメン 高瀬尚武（赤穂市民病 赤穂市民病院誌

原著論文

管理の有用性について 安全確保と 院 薬剤部）
，中田日早枝，（1345-6261）13号
医薬品コスト削減への貢献

三 木 育 子 ， 千 崎 昭 輝 ， Page53-56（2012.03）
樋本繭子，木村有子，
末次弘実，小野成樹，
室井延之

医療関連ビジネス
タイトル

文献番号

著者（所属）

2012226275 KUTLO-NITTと今後のPOC"展開"

出典

論文種別

平野武嗣（金沢大学テ 医薬品医療機器レギュラ 解説
ィ・エル・オー）

トリーサイエンス
（1884-6076）43 巻 5 号
Page423-428
（2012.05）

2012224287 【グローバル化するGMPと品質保証、 西田裕（日本新薬）
，冨田 PHARM TECH JAPAN
ICHおよびPIC/Sの広がり】
（第5 章） 貞良，田原直樹，武田 （0910-4739）28 巻 6 号
原薬 GMP 委員会の活動報告

解説／
特集

ICH 幸雄，平田淳，古田土 Page1169-1180（2012.04）

Q11（案、Step 2）の解説とパブリ 真一，猪熊随文，今村
ックコメントの紹介

雅志，百永眞士，井上
国見，原芳明，三浦
いずみ，至田康志，加藤
昌靖，苅谷金弥，倉嶋
秀樹，川島伸夫，高橋
政弘，長谷川隆，畑山
勝浩，武内好行，佐藤
勝彦，西田佳孝，駒形
俊和，佐野毅，松本篤志，
平井啓一，奥谷太一，
音山芳春，黒田智子，
町田和弘，小原井佳苗，
佐藤嘉紀，日本 PDA 製
薬学会原薬GMP委員会

2012216922 新規医薬品はどのように開発・承認 西庄功一（バイエル薬品 日本眼科学会雑誌

会議録

されるのか? 国際共同治験における 開発本部）
，西陽子，岩本 （0029-0203）116巻臨増
日本の関わり方について 欧州系製 裕司，松下信利

Page122（2012.03）

薬企業の立場から
2012216920 新規医薬品はどのように開発・承認 窪田良（米国）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）116巻臨増

されるのか? 米国薬剤開発の最先端

Page121（2012.03）

と米国医薬品業界を取り巻く環境

2012214473 創薬産業ビームラインにおける CMC 今吉憲幸（蛋白質構造 日本薬剤学会年会講演
研究

Page190（2011.05）

2012214019 薬学における生命指向型化学（創薬 寺坂忠嗣（アステラス製 日本薬学会年会要旨集
への新たなアプローチ） アステラス 薬）
創薬

会議録

解析コンソーシアム）， 要旨集 26 年会
鈴木健司

製薬における SBDD/FBDD を用いた

会議録

（0918-9823）131年会1号
Page225（2011.03）

会議録

2012214013 レギュラトリーサイエンスは社会に 小宮山靖（ファイザー） 日本薬学会年会要旨集

会議録

（0918-9823）131年会1号

どう役立っているか 薬学系人材の

Page221（2011.03）

役割と活躍の場を知る 医薬品の開
発と有効性・安全性の評価 モデル
に基づく医薬品開発

2012213826 薬剤疫学者の必要性と薬学教育 製 古閑晃（日本イーライリ 日本薬学会年会要旨集
薬企業における薬剤疫学者の必要性 リー）

会議録

（0918-9823）131年会1号
Page82（2011.03）

2012210858 ファーマコゲノミクスの臨床応用と 劉世玉（武田薬品工業 日本遺伝カウンセリング 解説
その展開 製薬企業における PGx の 医薬開発本部）

学会誌
（1347-9628）33巻 1号

取組み現状と課題

Page13-18（2012.03）
2012208085 製薬業界におけるオペレーショナル 太田信之（バレオコンジ PHARM TECH JAPAN
エクセレンス（第 10 回）（最終回） ャパンパートナー）

解説

（0910-4739）28巻 5号
Page983-987（2012.04）

製薬業界におけるOPEX の今後 取
り残されないために

2012207745 がん領域における国際共同試験の進 齋藤裕子（ノバルティス 薬理と治療

解説

め方 抗がん剤の国際共同治験の現 ファーマ オンコロジー （0386-3603）40巻Suppl.1
状と課題 外資系製薬企業の経験よ 臨床開発部）
，春日彰朗， PageS6-S8（2012.03）
り
2012198614 効率的な経口剤開発を目指して

藤田芳江
山下伸二（摂南大学 薬 薬剤学: 生命とくすり
学部）

会議録

（0372-7629）68巻Suppl.
Page66-67（2008.04）

2012198603 医薬品・薬品情報の品質確保 ジェ 吉光寺敏泰（明治製薬 薬剤学: 生命とくすり
ネリック医薬品の新たな展開と医療 ジェネリック開発部）
への真の貢献 新薬メーカーとして
のジェネリック使用促進

（0372-7629）68巻Suppl.
Page47（2008.04）

会議録

