医療経済関係研究論文（11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

著者（所属）

出典

2012319976 感染制御認定および専門薬剤師によ 北村正樹（東京慈恵会医 日本病院薬剤師会雑誌

論文種別
原著論文

る医療経済を含めた病院感染制御活 科大学附属病院 薬剤部）
, （1341-8815）48巻8号
動への貢献度実態調査

赤松孝，池上英文，北原 Page932-934（2012.08）
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，山 田 武 宏，平 成
23年度学術委員会学術
第5小委員会

2012317448 歯科における口腔ケアシステムとそ 永川賢治（池田市立池 有病者歯科医療

会議録

の効果について 口腔ケアによる医 田病院 歯科口腔外科）
，（0918-8150）19巻3号
療経済的な有用性を中心として

松 本 由 香， 米 川 敦 子， Page190（2010.12）
小川芙美，大西徹郎

2012315667 医療経済に基づいた標準治療薬の 池田俊也（国際医療福祉 ジェネリック研究
使い分けと今後の薬剤師の役割

大学 薬学部 薬学科）

会議録

（1881-9117）6巻増刊号
Page52（2012.06）

2012301851 糖尿病医療学の幕開け 行動経済学・ 西村周三（国立社会保障 糖尿病
医療経済学と糖尿病

人口問題研究所）

会議録

（0021-437X）55巻Suppl.1
PageS-42（2012.04）

2012300444 社会福祉と医療政策・100話（86〜 野村拓（国民医療研究所）いのちとくらし研究所報 解説
90話） 喪失と閉塞の時代

（1881-3194）39号
Page52-56（2012.08）

2012300262 日本医師会の医療政策

横倉義武（日本医師会） 社会保険旬報
（1343-5728）2503号
Page10-15（2012.08）

解説

2012296860 【腎と骨UPDATE〜CKD-MBD概念 濱野高行（大阪大学大学 Clinical Calcium

解説／

の登場から5年を経て〜】

院 医学系研究科 腎疾患 （0917-5857）22巻7号 特集

CKD-MBDにおける医療経済

統合医療学寄附講座）

Page1043-1049（2012.06）

2012294277 【アレルギー疾患のある子どもと家族 福田敬（国立保健医療科 小児看護

解説／

への患者教育-患者主体の治療への 学院研究情報支援研究 （0386-6289）35巻6号 特集
支援-】

センター）

Page683-687（2012.06）

基礎知識 アレルギー疾患における
患者教育によるアドヒアランス向上
と医療経済
2012290150 百日咳ワクチンの医療経済評価

五十嵐中（国際医療福祉 日本薬学会年会要旨集

会議録

大学 薬）
，池田俊也，赤澤 （0918-9823）131年会4号
学，白岩健
2012290149 HPVワクチンの医療経済評価

Page372（2011.03）

五十嵐中（東京大学 院 日本薬学会年会要旨集

会議録

薬）
，池田俊也，赤澤学，（0918-9823）131年会4号
白岩健

Page372（2011.03）

2012289827 DPCデータの医療経済学的解析な 一川悦子（荻窪病院 薬） 日本薬学会年会要旨集

会議録

（0918-9823）131年会4号

らびに臨床薬学的解析とその運用

Page314（2011.03）
2012289816 持参薬鑑別業務は医療経済学観点 黒岩恵子（高知大学医学 日本薬学会年会要旨集
だけか!

会議録

持参薬鑑別情報と紹介状 部附 属 病院 薬）
，岡崎 （0918-9823）131年会4号

薬剤情報の乖離からみた患者服薬管 雅 史，尾 木 恭 子，松 本 Page312（2011.03）
理

一 郎，吉 岡 三 郎，宮 村
充彦

2012289751 薬剤師によるがん化学療法に対する 田中庸一（北里大学 薬）
， 日本薬学会年会要旨集

会議録

制吐療法適正化の治療効果および 柴 崎 淳，渋 谷 清，近 藤 （0918-9823）131年会4号
医療経済への貢献

康史，小宮山貴子

Page301（2011.03）

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

2012321743 【小児医療をとりまく諸問題】

著者（所属）

出典

池田均（獨協医科大学附 小児外科

論文種別
解説／

診療報酬上の問題 薬の適応外使用 属越谷病院 小児外科） （0385-6313）44巻8号 特集
Page787-790（2012.08）

（ピラルビシン）

2012321720 隔離室入室期間に投入される人的資 泉田信行（国立社会保障 精神医学

原著論文

源に関する研究 コストおよび行動 人口問題研究所 社会保 （0488-1281）54巻8号
制限最小化の視点から

障応用分析研究部）
，
野田 Page801-809（2012.08）
寿 恵，杉 山 直 也，平 田
豊明，伊藤弘人

2012320383 神経疾患治療ガイドライン 国際比 服部信孝（順天堂大学 神経治療学
較からみた本邦の特徴 Parkinson病 医学部 脳神経内科）

解説

（0916-8443）29巻3号
Page319-326（2012.05）

治療ガイドラインの国際比較

2012320046 【ジェネラリストのためのクリニカ 春田淳志（東京大学医学 JIM: Journal of
ル・パール】

教育国際協力研究セン Integrated Medicine

クリニカル・パールとは何か

ター）
，錦織宏

（0917-138X）22巻8号
Page562-565（2012.08）

解説／
特集

2012319097 タンデムマス法を導入した新生児マ 山口清次（島根大学 医 小児科
ススクリーニングの現状

学部 小児科）

解説

（0037-4121）53巻8号
Page1101-1110（2012.07）

2012315611 社会に向けた看護の価値の可視化 田倉智之（大阪大学大学 日本看護科学会誌
看護の経済的な価値（Value）を説明 院）
する

会議録

（0287-5330）32巻2号
Page96-97（2012.06）

2012315457 【植込型補助人工心臓の時代を迎え 田倉智之（大阪大学大学 人工臓器
て】

解説／

院 医学系研究科 医療経 （0300-0818）41巻1号 特集

植込型補助人工心臓がもたらす経済 済産業政策学）
，許俊鋭， Page93-98（2012.06）
効果

澤芳樹

2012314308 機器設置は医師獲得に直結するか 浜田正行（三重県厚生農 新医療

解説

がん診療連携拠点病院でのトモセラ 業協同組合連合会鈴鹿 （0910-7991）39巻7号
ピー導入と放射線治療医招聘への効 中央総合病院）

Page147-150（2012.07）

果
2012314300 【医用画像の外部保存化がもたらす 諏訪敏一（深谷赤十字病 新医療
もの】

院）

解説／

（0910-7991）39巻7号 特集
Page109-113（2012.07）

患者データ保管のメリットと可能性
医用画像の外部保存化がもたらした
メリットと今後の課題

2012314299 【医用画像の外部保存化がもたらす 上杉正人（北海道情報大 新医療
もの】

解説／

学 経営情報学部 医療情 （0910-7991）39巻7号 特集

患者データ保管のメリットと可能性 報学科）

Page105-108（2012.07）

医用画像のクラウド化がもたらす変
化を検証する

病院経営、医療連

携、臨床的品質などの視点から
2012314295 病院機能維持のための保守契約 セ 茗原秀幸（保健医療福祉 新医療

解説

キュリティマネジメントの視点を中 情報システム工業会） （0910-7991）39巻7号
心に医療情報システムの保守契約の

Page70-73（2012.07）

重要性を考える。
2012314291 【中小規模病院のHIS導入を阻む壁 井川澄人（ソフトウェア・ 新医療
とは】

サービス）

普及実現への方向を示す 中小規模

解説／

（0910-7991）39巻7号 特集
Page59-62（2012.07）

病院の電子カルテ導入の壁とシステ
ム構築ベンダーのあり方
2012314289 【中小規模病院のHIS導入を阻む壁 牧一郎（池田市立池田病 新医療
とは】

院）
，藤本智裕

普及実現への方向を示す 病院は真

解説／

（0910-7991）39巻7号 特集
Page50-54（2012.07）

の問題解決を、ベンダーはソリュー
ション提供を目指せ
2012314288 【中小規模病院のHIS導入を阻む壁 齋藤好道（愛整会北斗病 新医療
とは】
普及実現への方向を示す 中小規模
病院がHIS導入に躊躇する原因とそ
の解消策

院）

解説／

（0910-7991）39巻7号 特集
Page46-49（2012.07）

2012314286 【中小規模病院のHIS導入を阻む壁 木村憲洋（高崎健康福祉 新医療
とは】

解説／

大学 健康福祉学部 医療 （0910-7991）39巻7号 特集

普及実現への方向を示す なぜ中小 情報学科）

Page38-41（2012.07）

規模病院へのHIS導入が難しいのか
その要因を示す
2012314096 我が国における後発医薬品企業の 谷島智徳（保健医療経営 保健医療経営大学紀要
5Forcesによる業界構造分析

大学）

解説

（1883-4027）4号
Page59-64（2012.03）

2012313761 未病社会におけるジェネリック医薬 井元浩平（足立区衛生部 未病と抗老化
品 地域におけるジェネリック医薬 保健予防課）

解説

（1347-667X）21巻

品普及対策 東京都足立区での取り

Page25-27（2012.06）

組み
2012310666 経営的な視点を取り入れた水質管理 原田武志（明和病院 臨 日本透析医学会雑誌

会議録

床工 学室）
，谷 垣 勝 文，（1340-3451）45巻Suppl.1
松 本 俊 彦， 大 掛 馨 太， Page547（2012.05）
野村昌慶，植松亜希夫，
山 本 奈 央， 石 倉 祥 之，
井上欣也，豊田和寛
2012301553 前立腺肥大症治療におけるα1遮断 高山達也（浜松医科大学 泌尿器科紀要

原著論文／

薬単独療法に対するα1遮断薬+デュ 泌 尿 器 科 ）
，荒 川一 郎，（0018-1994）58巻2号 比較研究
タステリド併用療法の薬剤経済評価 柿 原 浩 明， 橘 啓 二 郎， Page61-69（2012.02）
大園誠一郎
2012301547 チベットにおける移住した若年中国 Li Xiaoxiao

Journal of Epidemiology 原著論文／

人男性における慢性高山病と関連し （Department of Health （0917-5040）22巻2号 比較研究
た集団レベル要因の疫学研究

Service，College of Page136-143（2012.03）

（Ecological Study of Community- High Altitude Military
Level Factors Associated With Medicine，Third Military
Chronic Mountain Sickness in the Medical University）
，
Young Male Chinese Immigrant Pei Tao，
Population in Tibet）
（英語）

Xu Haotong，
Tao Fasheng，
You Haiyan，
Liu Yan，
Gao Yuqi

2012301429 先天代謝異常症マス・スクリーニン 山口清次（島根大学 小 日本先天代謝異常学会雑誌 解説
グのこれから タンデムマス導入に 児科）

（0912-0122）27巻1号
Page36-41（2011.08）

よる拡大スクリーニングの諸問題

2012300199 OTC医薬品のトピックス（第20回） 西 沢 元 仁（日本OTC医 調剤と情報
欧米の大動、日本の蠢動?

薬品協会）

解説

（1341-5212）18巻8号
Page1241-1244（2012.08）

2012297433 【薬剤師目線でマスター

がん薬物 伊勢雄也（日本医科大学 薬局

療法の管理】
臓器横断的ながん薬物療法の管理
薬剤経済学的視点でがん薬物療法を
管理する

附属病院 薬剤部）

解説／

（0044-0035）63巻2月臨増 特集
Page97-101（2012.02）

2012297193 歯科はどんな社会的変化に直面して 森野智子（静岡県立大学 歯科衛生士
いる?（第3回） 専門性のより高い 短期大学部）

解説

（0911-9574）36巻7号

認定歯科衛生士の役割と意義

Page78-81（2012.07）

2012295591 当院における持参薬確認の取り組み 大石えりか（愛知県厚生 東海四県農村医学会雑誌 原著論文
農業協同組合連合会豊田 （0911-176X）37号
厚生病院 薬剤科）
，川井 Page47-49（2011.06）
正光，三宅芳男，羽田清，
吉田厚志
2012294682 チャレンジング漢方

臨床総論 肋 中永士師明（秋田大学大 日本東洋医学雑誌

会議録

骨骨折に対する治打撲一方と非ステ 学院 医学系研究科 医学 （0287-4857）63巻別冊
ロイド性抗炎症薬の比較

専攻 病態制御医学系救 Page182（2012.05）
急・集中治療医学講座）
，
蛇口美和，横井彩

2012292710 こども相談室方式による発達障害児 堀口寿広（国立精神・神 脳と発達
の相談にかかる費用と効果の検討

会議録

経医療研究センター精神 （0029-0831）44巻Suppl.
保健研究所 社会精神保 PageS356（2012.05）
健研究部）
，秋山千枝子

2012292060 地域における包括的口腔ケア活動 高橋健（常陸大宮市国民 地域医療

解説

医科・歯科連携の実際（第4回） 包 健康保険美和診療所） （0289-9752）49巻4号
Page540-546（2012.03）

括的歯科保健事業の具体的展開
2012290150 百日咳ワクチンの医療経済評価

五十嵐中（国際医療福祉 日本薬学会年会要旨集

会議録

大学 薬）
，池田俊也，赤澤 （0918-9823）131年会4号
学，白岩健
2012290149 HPVワクチンの医療経済評価

Page372（2011.03）

五十嵐中（東京大学 院 日本薬学会年会要旨集

会議録

薬）
，池田俊也，赤澤学，（0918-9823）131年会4号
白岩健

Page372（2011.03）

2012289818 IHI播磨病院における入院患者持込 小野達也（石川島播磨重 日本薬学会年会要旨集
み薬剤の現状とその経済的意義

会議録

工業健康保険組合播磨病 （0918-9823）131年会4号
院 薬）
，石田詞子，西田 Page312（2011.03）
英之，徳山尚吾

2012289815 臨床判断分析を用いた5-HT3受容体 山西由里子（国際医療福 日本薬学会年会要旨集

会議録

拮抗剤の薬剤経済評価と臨床的有用 祉大学 院薬）
，田島博樹，（0918-9823）131年会4号
性

池田俊也，山田治美，旭 Page312（2011.03）
満里子，井上忠夫，武田
弘志

2012289814 非小細胞肺がんにおける化学療法レ 前田恵里子（国際医療福 日本薬学会年会要旨集
ジメンの費用対効果の評価

会議録

祉大学 院薬）
，田島博樹，（0918-9823）131年会4号
池田俊也，山田治美，旭 Page312（2011.03）
満里子，武田弘志，井上
忠夫

2012289751 薬剤師によるがん化学療法に対する 田中庸一（北里大学 薬）
， 日本薬学会年会要旨集
制吐療法適正化の治療効果および 柴 崎 淳，渋 谷 清，近 藤 （0918-9823）131年会4号
医療経済への貢献

康史，小宮山貴子

Page301（2011.03）

会議録

2012289738 進行胃がん患者に対するCDDP含有 今川貴仁（昭和大学 薬）
， 日本薬学会年会要旨集
レジメンの薬剤経済学的検討

会議録

臼 田 昌 弘， 栗 原 竜 也，（0918-9823）131年会4号
向 後 麻 里， 土 谷 真 幹， Page299（2011.03）
米山啓一郎，木内祐二

2012289736 進行胃がん患者のQOL変化と効用値 臼田昌弘（昭和大学 薬）
， 日本薬学会年会要旨集

会議録

栗 原 竜 也， 向 後 麻 里，（0918-9823）131年会4号

の測定

土 谷 真 幹， 小 西 一 男， Page299（2011.03）
嶋田顕，井廻道夫，米山
啓一郎，木内祐二
2012289697 さいたま赤十字病院における乾癬治 加藤由起子（慶応義塾大 日本薬学会年会要旨集

会議録

療の実態および薬物治療に対する患 学 薬）
，猪股克彦，成田 （0918-9823）131年会4号
多恵，前澤佳代子，寺島 Page292（2011.03）

者の意識調査

朝 子，藤 掛 佳 男，木 津
純子
2012289158 医師不安に対する身近なデータを利 中村久 美（ 相澤 病院 ）
， 日本薬学会年会要旨集
用した前立腺癌治療剤ジェネリック 山田喜美

会議録

（0918-9823）131年会4号
Page195（2011.03）

への切替え

医療費
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2012320498 前期高齢者におけるBMI別医療費と 鈴木智子［齋藤］
（福島県 日本公衆衛生雑誌

論文種別
原著論文／

医療費高値群の特性 29,490人の 立医科大学 医学部 公衆 （0546-1766）59巻7号 比較研究
大規模データを用いた検討

衛生学講座）
，安村誠司， Page466-473（2012.07）
岡 村 智 教， 坂 田 清 美，
日 高 秀 樹， 三 浦 克 之，
岡山明

2012315695 前期高齢者の運動習慣・健康状態・ 横山浩誉（大阪医科大学 大阪医科大学看護研究雑誌 原著論文／
医療費の関係性について

看護学部）

（2186-1188）1巻

比較研究

Page3-11（2011.03）
2012304191 市町村における歯科保健事業と精神 竹内倫子（岡山大学大学 口腔衛生学会雑誌

原著論文／

および行動の障害に関する医療費と 院 医歯薬学総合研究科 （0023-2831）62巻3号 比較研究
予防歯科学分野）
，山本 Page305-311（2012.04）

の関連

龍生，森田学

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2012314205 目からうろこの経済から見る日本の 石原謙（愛媛大学大学院 山口県医学会誌
医療の素晴らしさ DPCと民間医療 医学系研究科 医学専攻 （0289-6575）46号
保険に騙されてはいけない

生命環境情報解析部門 Page102-108（2012.03）
医療環境情報解析学講座
医療情報学分野）

論文種別
解説

2012307305 女性医学と医療制度

河原和夫（東京医科歯科 日本女性医学学会雑誌

原著論文

大学大学院 医歯学総合 （2185-8861）20巻1号
研究科 環境社会医歯学 Page111-114（2012.04）
系専攻 医療政策学講座
政策科学分野）
2012300443 ギリシャの医療制度と社会的経済

石塚秀雄（いのちとくら いのちとくらし研究所報 解説
し研究所）

（1881-3194）39号
Page49-51（2012.08）

2012297709 医学情報と医療保障

医師-患者関 木幡洋子
（愛知県立大学） 医学図書館

係とNLMの歴史をもとにした一考察

解説

（0445-2429）59巻2号
Page92-97（2012.06）

2012297339 変化する中国歯科技工界の現状と展 朱 可 希 （S H A B G H A I 歯科技工

解説

望を探る 日本の優れた技術をどう RUBY INTERNATIONAL （0389-1895）40巻7号
活かし、どう付き合うべきか（前編） TRADING）
，都賀谷紀宏 Page824-829（2012.07）
現代中国の歯科医療市場と医療保険
制度

診療報酬・薬価
文献番号

タイトル

2012321742 【小児医療をとりまく諸問題】

著者（所属）

出典

飯尾賢治（愛知県心身障 小児外科

論文種別
原著論文／

診療報酬上の問題 在宅指導管理料 害者コロニー中央病院 （0385-6313）44巻8号 特集
平成24年度診療報酬改定の影響に 小 児外 科 ）
，加藤 純 爾， Page781-785（2012.08）
関する検討

新 美 教 弘， 田 中 修 一，
毛 利 純 子， 平 岩 克 正，
水本知博

2012321741 【小児医療をとりまく諸問題】

和田基（東北大学大学院 小児外科

原著論文／

診療報酬上の諸問題 小腸移植 小 医学系研究科 小児外科 （0385-6313）44巻8号 特集
腸移植にかかわる費用の分析と保険 学分野）
，仁尾正記

Page777-780（2012.08）

適用に向けての取り組み
2012321739 【小児医療をとりまく諸問題】

鳥羽山滋生（聖隷浜松病 小児外科

原著論文／

診療報酬上の諸問題 術式別成果計 院 小児外科）
，宮崎栄治，（0385-6313）44巻8号 特集
算からみた小児外科診療の効率
2012321738 【小児医療をとりまく諸問題】
診療報酬上の諸問題 DPC/PDPS

和田桃子，河野澄男

Page770-773（2012.08）

川 瀬 弘 一（聖マリアン 小児外科

原著論文／

ナ医科大学 小児外科）
，（0385-6313）44巻8号 特集
北 川 博 昭， 脇 坂 宗 親， Page763-769（2012.08）
島秀樹

2012315650 後発医薬品使用促進に係る最近の状 小西ひろゆき（参議院） ジェネリック研究
況

調剤、薬価、など 後発医薬品

の更なる使用促進のロードマップに

会議録

（1881-9117）6巻増刊号
Page34（2012.06）

ついて
2012315649 後発医薬品使用促進に係る最近の状 飯島伴典
（上田薬剤師会） ジェネリック研究
況

調剤、薬価、など 最近の後発

医薬品使用促進への取り組みの状況
薬局薬剤師から

（1881-9117）6巻増刊号
Page33（2012.06）

会議録

2012303306 低用量アログリプチンの有効性と薬 増谷剛（天理よろづ相 糖尿病
価に及ぼす影響

会議録

談所病院 内分泌内科）
，（0021-437X）55巻Suppl.1
辻井悟，北谷真子，古家 PageS-256（2012.04）
美幸，岡村真太郎，藤田
直尚，松永佐澄志，黒川
理 永，新 井 雄 亮，桑 田
博仁，石井均

2012295990 当院における集中治療病棟への理学 皿田和宏（広島大学病院 国立大学法人リハビリテ 原著論文／
療法士専属制度の現状と問題点 業 診療支援部リハビリテー ーションコ・メディカル 比較研究
務実績動向と診療報酬実績の観点か ション部門）
，額田愛子， 学術大会誌
對 東 俊 介， 伊 藤 義 広，（1882-1995）33回

ら

Page49-51（2012.05）

木村浩彰

2012291463 原価情報に基づく小児外科診療実績 川瀬弘一（聖マリアンナ 日本小児外科学会雑誌

会議録

（特に開腹手術と腹腔鏡手術の違い 医科大学附属病院 小児 （0288-609X）48巻3号
について）

外科）
，北川博昭，脇坂 Page496（2012.05）
宗親，島秀樹，古田繁行，
佐 藤 英 章， 浜 野 志 穂，
長江秀樹，青葉剛史

医業経営
出典

論文種別

2012320347 Quality Control手法を用いた睡眠時 前田隆士
（新田原聖母病 日本胸部臨床

文献番号

原著論文

タイトル
無呼吸症候群の未受診対策

著者（所属）

院 医事課）
，緒方賢一，（0385-3667）71巻8号
緒 方 武 臣， 宮 崎 美 江， Page825-831（2012.08）
高橋晴美，安藤怜佳

2012314094 保健医療経営分野における大学教育 萬代望
（保健医療経営大 保健医療経営大学紀要
のあり方に関する一考察

原著論文

学 保健医療経営学部）
，（1883-4027）4号
柴田実和子，内田和実

Page45-48（2012.03）

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

論文種別

2012322806 医薬品開発の国際化に対応したCMC 岡崎公哉（ファイザー） PHARM TECH JAPAN 解説
（0910-4739）28巻11号

の課題 QbD（Quality by Design）

Page2267-2270（2012.09）

の課題と実践を中心に（第1回） 医
薬品開発の国際化に対応したCMC
の現状および課題

2012320194 医薬品の安定供給確保の現状と今後 中島宣雅 （厚生労働省 PHARM TECH JAPAN 解説
の対応について

医政局 経済課）

（0910-4739）28巻10号
Page1955-1964（2012.08）

2012319227 【心と体のクロストークから解く精 森下竜一（大阪大学大学 実験医学

解説／

神・神経疾患 発症基盤・病態生理 院 医学系研究科 臨床遺 （0288-5514）30巻13号 特集
を担う分子カスケードから臨床応用 伝子治療学）

Page2183-2188（2012.08）

まで】
（第Ⅱ部）戦略的な精神・神経疾患研
究（第5章）そして創薬へ 精神・神
経疾患の創薬におけるベンチャーの
役割
2012318586 【動物実験の現況】

竹田三喜夫（エーザイ筑 LABIO 21

医薬品の研究開発における動物実験 波研究所 業務推進部） （1345-9147）49号
の役割

企業の社会的責任（CSR）

解説／
特集

Page15-18（2012.07）

動物福祉への配慮、動物実験に関す
る規制の遵守ならびに実験動物の獣
医学的管理
2012318087 医薬品開発におけるヒト多能性幹細 神野敬將（日本製薬工業 医薬品医療機器レギュラ 原著論文
胞利用の展望

協会）
，新井裕幸，小川 トリーサイエンス
浩 太 郎，倍 味 繁，神 村 （1884-6076）43巻7号
秀 隆，岩 坪 隆 史，三 浦 Page656-670（2012.07）
慎 一，倉 橋 良 一，内 藤
真 策，中 村 和 市，日 本
製薬工業協会医薬品評
価委員会基礎研究部会

2012316421 アカデミアにおける創薬

岡部隆義（東京大学創薬 感染・炎症・免疫

解説

オープンイノベーション （0387-1010）42巻1号
センター）

Page48-57（2012.04）

2012315660 GE≠先発医薬品の条件とは? 経営 赤瀬朋秀（日本経済大学 ジェネリック研究

会議録

の視点から見たGEを取り巻く新た 大学院 経営学研究科） （1881-9117）6巻増刊号
Page45（2012.06）

な課題

2012315656 卸における今後の医薬品流通につい 長谷川フジ子（スズケン ジェネリック研究

会議録

て 医薬品新バーコード利活用に向 カスタマーサポート部 医 （1881-9117）6巻増刊号
けて 製薬企業への提言

療情報室）

Page41（2012.06）

2012315645 ジェネリック医薬品に関わる情報の 山崎亮治（東和薬品 営 ジェネリック研究
あり方について 自信が伝わるジェネ 業推進部）
リックの認識

会議録

（1881-9117）6巻増刊号
Page29（2012.06）

製剤はくすりを運ぶ

入れ物
2012300639 【栄養療法に対する認識と期待】

大塚一郎
（大塚製薬工場） 栄養-評価と治療

製薬会社からみた、栄養療法関連製
品の現状と今後の展望

Page225-227（2012.08）

2012299889 バイオベンチャー 科学とビジネス 新井賢一（東京大学）
， Journal of Nara
の最前線 オーダーメイドの解析と 坪井昭夫
医療

解説／

（0915-759X）29巻3号 特集
解説

Medical Association
（1345-0069）63巻1-2
Page43-45（2012.04）

2012299700 私が歩んだ向精神薬開発の道 秘話 村崎光邦（CNS薬理研 臨床精神薬理
でつづる向精神薬開発の歴史（第13 究所）
回） Triazolo-benzodiazepine物語
（その2） 世界を制覇したalprazolam

（1343-3474）15巻8号
Page1407-1416（2012.08）

解説

2012296181 産業医に聴く!現場の活動 コラボと 川名一夫（ノバルティス 産業看護

解説

実践（第21回） 製薬企業での実務 ファーマ 人事コミュニ （1883-0501）4巻4号
を通して感じた連携のキーワード

ケーション本部）

Page366-368（2012.07）

2012291095 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
研究の先駆的チャレンジと新しい創 薬）
薬への展望）アステラス製薬におけ

会議録

（0918-9823）132年会1号
Page197（2012.03）

るSBDD/Fragment Evolutionを用
いた創薬
2012290968 標的指向化による創薬への革新的アプ 高田賢蔵（イーベック） 日本薬学会年会要旨集
ローチ 製薬会社とのライセンス経験か
ら見た抗体医薬開発

（0918-9823）132年会1号
Page101（2012.03）

会議録

