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　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・
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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 論文種別
2013010557 医療経済評価の国際動向（第2回）　

イギリスのNICEにおける医療経済
評価

白岩 健（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター），五十嵐 中，
池田 俊也，福田 敬

社会保険旬報
（1343-5728）2511号 
Page14-20（2012.10）

解説

2013010506 医療政策 医師はほんとうに不足し
ているのか?　棚上げされた「医学
部の新設」を考えるもう一つの視点

尾崎 雄（老・病・死を
考える会）

看護管理
（0917-1355）22巻12号 
Page1056-1059（2012.11）

解説

2013009309 小児歯科の未来への提言　これから
の小児歯科医療政策を考える 小児
歯科保健医療の現状と展望

犬塚 勝昭（日本歯科医
師連盟）

小児歯科臨床
（1341-1748）17巻10号
Page80-84（2012.10）

解説

2013006553 核医学診療のあり方に関する医療経
済学的分析

奥 真也（バイエル薬品），
渡邉 直行

核医学
（0022-7854）49巻3号 
PageS184（2012.08）

会議録

2013006261 精神科医療政策とチーム医療 伊藤 弘人（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）

九州神経精神医学
（0023-6144）58巻1号 
Page3-6（2012.04）

解説

2013004634 破裂性腹部大動脈瘤手術症例の検
討　治療成績およびDPC導入に伴
う医療経済面からみた問題点

新谷 英夫（国家公務員共
済組合連合会大手前病
院 心臓血管外科），初岡 
慎一，近藤 晴彦

日本血管外科学会雑誌
（0918-6778）21巻5号 
Page653-658（2012.08）

原著論文／
比較研究

2012374461 腹腔鏡補助下胃全摘術の検討　短
期成績と医療経済面からみた開腹胃
全摘術との比較

右田 和寛（奈良県立医科
大学 消化器・総合外科），
高山 智燮，榎本 浩士，
田仲 徹行，伊藤 眞廣，
中島 祥介

臨床外科
（0386-9857）67巻12号 
Page1443-1448（2012.11）

原著論文／
比較研究



2012373653 高齢者腎不全医療の現状と問題点　
医療経済性の面から

中元 秀友（埼玉医科大
学 総合診療内科）

腎と透析
（0385-2156）73巻3号 
Page414-420（2012.09）

解説

2012372586 前立腺癌の1次予防・化学予防・検
診 医療経済から見た前立腺がん検
診の効率性

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経営政策学）

日本腎泌尿器疾患予防
医学研究会誌
（1347-5010）20巻1号 
Page59-61（2012.03）

解説

2012370770 政策論から見たわが国医療政策の課
題

田中 滋（慶応義塾大学大
学院 経営管理研究科）

総合健診
（1347-0086）39巻5号 
Page584-588（2012.09）

解説

2012369749【乳癌（第2版）-基礎と臨床の最新研
究動向-】
乳癌診療の医療経済評価

白岩 健（立命館大学 総
合理工学院 生命科学部）

日本臨床
（0047-1852）70巻
増刊7乳癌 
Page798-802（2012.09）

解説／
特集

2012364327 日本における原発性アルドステロン
症のスクリーニングに関する医療経
済分析

佐藤 美帆（東北大学大
学院 医学系研究科 画像
診断学分野），森本 玲，
清治 和将，小林 慎，岩倉 
芳倫，小野 美澄，工藤 
正孝，佐藤 文俊，伊藤 
貞嘉，石橋 忠司，高瀬 
圭

日本高血圧学会総会プロ
グラム・抄録集35回 
Page452（2012.09）

会議録

2012361498 これからの医療政策と眼科の評価 
社会保障ニューディール政策

櫻井 充 日本眼科学会雑誌
（0029-0203）116巻8号 
Page836-837（2012.08）

会議録

2012361497 これからの医療政策と眼科の評価 
視覚障害の疾病負担（社会的コスト）

山田 昌和（国立病院機
構東京医療センター 感
覚器センター）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）116巻8号 
Page835-836（2012.08）

会議録

2012361496 これからの医療政策と眼科の評価 
眼科医療と費用対効果

平塚 義宗（国立保健医
療科学院）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）116巻8号 
Page834-835（2012.08）

会議録

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
2013011850 化学療法剤等無菌調製業務に対する

会計学的アプローチ（2）
谷口 昌彦（高の原中央病
院 薬剤科），石巻 靖弘，
初田 泰敏

薬事新報
（0289-3290）2760号 
Page29-37（2012.11）

原著論文

2013011829 糖尿病患者の低血糖症状に関する疾
病負担分析

真野 俊樹（多摩大学統
合リスクマネジメント研
究所）

新薬と臨床
（0559-8672）61巻11号 
Page2247-2258（2012.11）

総説

2013011747 深層を読む・真相を解く　医療の電
子化で年3兆円の医療費が削減可
能?　「日経」・総務省推計の検証

二木 立（日本福祉大学） 日本医事新報
（0385-9215）4620号 
Page30-31（2012.11）

解説



2013010557 医療経済評価の国際動向（第2回）　
イギリスのNICEにおける医療経済
評価

白岩 健（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター），五十嵐 中，
池田 俊也，福田 敬

社会保険旬報
（1343-5728）2511号 
Page14-20（2012.10）

解説

2013010063 治験と臨床研究の新しい潮流　国内
動向 臨床開発と産業政策の革新　
医療経済的視点も勘案して

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）

臨床評価
（0300-3051）40巻1号 
Page35-42（2012.10）

解説

2013009557【Digital Radiography（DR）を極め
る　静止画編-ワイヤレスFPD&新ア
プリが拓く新時代-】 
進化し続けるFPDシステム　デジタ
ル画像技術温故知新　FPDによる
フルデジタル化時代に必要なこと　
全面CR化にいち早く取り組んだ経
験から

船橋 正夫（大阪府立病
院機構大阪府立急性期
総合医療センター 医療
技術部放射線部門）

INNERVISION
（0913-8919）27巻10号 
Page7-10（2012.09）

解説／
特集

2013009343 WIN WIN WINを目指す歯科医院の
ための歯周治療　こんなはずではな
かった!　歯科衛生士泣かせの患者さ
んへの対応　通院を中断してしまう!

竹内 泰子（竹内歯科ク
リニック）

DHstyle
（1881-3437）6巻11号 
Page40-43（2012.10）

解説

2013009073 肺がんの疾病費用（Cost-of-illness）
の将来推計

松本 邦愛（東邦大学 医学
部 社会医学講座），芳賀 
香代子，長谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page435（2012.09）

会議録

2013009050 休日前立腺がん検診の費用対効果に
ついて

奥谷 卓也（国立病院機
構広島西医療センター），
山田 都，新甲 靖

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page429（2012.09）

会議録

2013008985 大腿骨近位部骨折急性期リハビリテ
ーションの費用対効果における予測
因子の検討

近藤 淳（横須賀市立市
民病院 リハビリテーシ
ョン療法科），井上 宜充，
久保 章

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page413（2012.09）

会議録

2013007650 痛みと社会 痛みの臨床経済学的な
評価

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）

Journal of 
Musculoskeletal Pain 
Research
（2186-2796）3巻2号 
Page34（2011.10）

会議録

2013006535 負荷心筋血流SPECTからの提言 笠井 督雄（東京慈恵会
医大葛飾医療センター）

核医学
（0022-7854）49巻3号 
PageS165（2012.08）

会議録

2013006385【骨粗鬆症性椎体骨折に対する最小
侵襲手術】 
骨粗鬆症性椎体骨折治療の費用対
効果

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院），小林 
慎

整形外科最小侵襲手術
ジャーナル
（1342-3991）64号 
Page67-75（2012.09）

解説／
特集

2013006276 医療観察法と精神保健福祉法におけ
る費用効果の1考察

比嘉 謙介（平安病院 精
神科），波平 智雄

九州神経精神医学
（0023-6144）58巻1号 
Page38（2012.04）

会議録



2013006237 ヘルスサービスリサーチ　福祉行政
とヘルスサービスリサーチ

和田 一郎（茨城県土浦
児童相談所）

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）59巻8号 
Page566-568（2012.08）

解説

2013006133【高齢者の視覚障害とそのケア】 
高齢社会における視覚障害とその予
防

山田 昌和（国立病院機
構東京医療センター 感
覚器センター）

Advances in Aging and 
Health Research2011巻
Page37-45（2012.03）

解説／
特集

2013005018 循環器看護実践によるアウトカムの
可視化の方法

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）

日本循環器看護学会誌
（1880-537X）8巻1号 
Page25-28（2012.08）

解説

2013004974 SPDの現状と将来　システム開発・
提供者から見たSPD（第1回）

松本 義久（サン・システ
ム），廣野 覚，徳田 真一，
永田 拓磨，笠原 庸介

イザイ19号 
Page46-53（2012.09）

座談会

2013004042【おとなの眼の検診】 
成人眼検診プログラムの効用分析

山田 昌和（国立病院機
構東京医療センター 感
覚器センター），阿久根 
陽子，平塚 義宗

日本の眼科
（0285-1326）83巻8号 
Page1042-1048
（2012.08）

解説／
特集

2013003478 乳癌予後予測遺伝子検査の経済評
価

近藤 正英（筑波大学 医
学医療系保健医療政策
学・医療経済学）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻3号 
Page184（2012.07）

会議録

2013003476 医療の経済評価入門　臨床経済学
の基礎

大久保 一郎（筑波大学 
医学医療系保健医療政
策学・医療経済学分野）

日本医療・病院管理学会誌
（1882-594X）49巻3号 
Page183-184（2012.07）

会議録

2013002940【チーム力&地域力をアップさせる　
情報共有と連携のノウハウ　情報を
力に変えるための情報・人・ネット
ワークのあり方】 
情報共有と連携を成功させるために　
地域連携を成功させるためのシステ
ム構築と運用のノウハウ

松本 武浩（長崎大学大
学院 医歯薬学総合研究
科 医療情報学）

INNERVISION
（0913-8919）27巻7付録 
Page21-24（2012.06）

解説／
特集

2013002917【ジェネリック医薬品時代における
エスタブリッシュ医薬品の役割】 
エスタブリッシュ医薬品を視野に入
れた医療の提供体制

小早川 高徳（国立病院
機構九州がんセンター 
薬剤科）

医薬ジャーナル
（0287-4741）48巻7号 
Page1785-1788
（2012.07）

解説／
特集

2013002178 小児先天性心疾患手術後急性期重
症肺高血圧に対するsildenafi lの積極
的導入の臨床効果とpharmacoeco-
nomics

根本 慎太郎（大阪医科大
学附属病院 心臓血管外
科），佐々木 智康，小西 
隼人，打田 裕明，本橋 
宣和，勝間田 敬弘，井上 
奈緒，尾崎 智康，岸 
勘太，奥村 謙一，森 保彦

日本小児循環器学会雑誌
（0911-1794）28巻Suppl. 
Pages192（2012.06）

会議録

2013000177 医療機関における採用医薬品集作成
と医薬品採否に関する実態調査　過
去10年間の変遷を踏まえて

草間 真紀子（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
品評価科学），赤沢 学，
津谷 喜一郎

臨床薬理
（0388-1601）43巻1号 
Page43-49（2012.01）

原著論文



2013000157 前立腺癌診断のための尿プロテオー
ム解析　費用対効果の高いドイツの
日常的な臨床診療における利用
（Urinary proteome analysis for 
prostate cancer diagnosis: Cost-ef-
fective application in routine clini-
cal practice in Germany）（英語）

Schiff er Eric（Monsaiques 
diagnostics），
Bick Carsten，
Grizelj Branko，
Pietzker Stephan，
Schoefer Wolfgang

International Journal of 
Urology
（0919-8172）19巻2号 
Page118-125（2012.02）

原著論文／
比較研究

2012373846 平成24年度診療報酬改定を振り返
って

万代 恭嗣（日本病院会），
中央社会保険医療協議
会

日本病院会雑誌
（0385-9363）59巻8号 
Page852-856（2012.08）

解説

2012373670 視点　中央社会保険医療協議会で
検討されている「医療技術評価」と
は何か

浅野 信久（東京大学大
学院）

保険診療
（0385-8588）67巻10号 
Page40-45（2012.10）

解説

2012373605 治験におけるPatient-Reported Out-
comes（PRO）の役割と留意点

木村 友美（ヤンセンフ
ァーマ エピデミオロジー
部），桑原 比呂世，米村 
素子

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）43巻10号 
Page904-910（2012.10）

解説

2012373096【健康日本21（第2次）と社会環境の
整備】 
たばこ規制・対策と環境整備

中村 正和（大阪がん循
環器病予防センター 予
防推進部）

保健の科学
（0018-3342）54巻10号 
Page672-677（2012.10）

解説／
特集

2012372949 臨床研究のススメ　比較有効性研究 川上 浩司（京都大学大
学院医学研究科薬剤疫
学）

最新医学
（0370-8241）67巻10号 
Page2504-2507（2012.10）

解説

2012372586 前立腺癌の1次予防・化学予防・検
診 医療経済から見た前立腺がん検
診の効率性

康永 秀生（東京大学大
学院 医学系研究科 医療
経営政策学）

日本腎泌尿器疾患予防
医学研究会誌
（1347-5010）20巻1号
Page59-61（2012.03）

解説

2012372021 当科における重症アトピー性皮膚炎
のネオーラル食前1回投与療法

白樫 祐介（静岡市立清
水病院），加茂 真理子，
藤本 篤嗣，杉浦 丹

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）122巻10号 
Page2524（2012.09）

会議録

2012369749【乳癌（第2版）-基礎と臨床の最新研
究動向-】 
乳癌診療の医療経済評価

白岩 健（立命館大学 総
合理工学院 生命科学部）

日本臨床
（0047-1852）70巻増刊7 
乳癌
Page798-802（2012.09）

解説／
特集

2012364365 高血圧と脂質異常症を合併する患者
へのアムロジピン・アトルバスタチ
ン配合錠投与による費用効果分析

中谷 英章（慶応義塾大学 
医学部 腎臓内分泌代謝
内科），篠村 裕之，齊藤 
郁夫，井上 幸恵，小林 
慎，伊藤 裕，猿田 享男

日本高血圧学会総会プロ
グラム・抄録集35回 
Page461（2012.09）

会議録

2012364327 日本における原発性アルドステロン
症のスクリーニングに関する医療経
済分析

佐藤 美帆（東北大学大学
院 医学系研究科 画像診
断学分野），森本 玲，清治 
和将，小林 慎，岩倉 芳倫，
小野 美澄，工藤 正孝，
佐藤 文俊，伊藤 貞嘉，
石橋 忠司，高瀬 圭

日本高血圧学会総会プロ
グラム・抄録集35回 
Page452（2012.09）

会議録



2012361496 これからの医療政策と眼科の評価 
眼科医療と費用対効果

平塚 義宗（国立保健医
療科学院）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）116巻8号 
Page834-835（2012.08）

会議録

2012360486【MRSA感染症の基礎と臨床】
MRSA感染症の診断と治療　外科領
域感染症

草地 信也（東邦大学医
療センター 大橋病院 外
科），渡邉 学

化学療法の領域
（0913-2384）28巻8号 
Page1670-1675（2012.07）

解説／
特集

2012358104 乳がん検診における読影法の費用効
果分析　2重読影vs.1人+CAD読影

佐藤 美帆（東北大学 医
学系研究科 画像診断学
分野），西野 善一，河合 
賢朗，辻 一郎，渋谷 大助，
大内 憲明，石橋 忠司

日本乳癌学会総会プログ
ラム抄録集20回 
Page403（2012.05）

会議録

2012356623 尿マーカーによる骨粗鬆症検診の有
用性

森脇 佐和子（国立長寿医
療研究センター），村松 昌,
田中 伸哉，上西 一弘，
田中 清，濃沼 信夫，徳田 
治彦，原田 敦，高笠 信
之，小口 雄二，新飯田 
俊平

Osteoporosis Japan
（0919-6307）20巻2号 
Page240-244（2012.04）

原著論文

2012356433 造影超音波診断を用いた肝硬変患者
の肝細胞癌検査の対費用効果分析
（Cost-effectiveness analysis on 
the surveillance for hepatocellular 
carc inoma in l iver  c i r rhosis 
patients using contrast-enhanced 
ultrasonography）（英語）

Tanaka Hironori（Division 
of Hepatobiliary and 
Pancreatic Disease，
and Department of 
Internal Medicine），
Iijima Hiroko，
Nouso Kazuhiro，
Aoki Noriaki，
Iwai Takashi，
Takashima Tomoyuki，
Sakai Yoshiyuki，
Aizawa Nobuhiro，
Iwata Kazunari，
Ikeda Naoto，
Iwata Yoshinori，
Enomoto Hirayuki，
Saito Masaki，
Imanishi Hiroyasu，
Nishiguchi Shuhei

Hepatology Research
（1386-6346）42巻4号 
Page376-384（2012.04）

原著論文

2012355861 チェーン薬局に所属する薬剤師の意
識とジェネリック医薬品普及に関す
る調査研究

長井 紀章（近畿大学 薬
学部），大野 ひかる，大和 
幹枝，堀野 智美，北小路 
学，伊藤 吉將，高田 充隆

医療薬学
（1346-342X）38巻2号 
Page111-117（2012.02）

原著論文



医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012361357 20歳代男性のBMIならびにその後の

体重変化が40歳代における高血圧・
糖尿病有病率および医療費に及ぼす
影響

畑中 陽子（デンソー健康
保険組合），玉腰 暁子，
津下 一代

産業衛生学雑誌
（1341-0725）54巻4号 
Page141-149（2012.07）

原著論文/
比較研究

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2012371765 後期高齢者医療制度について 原 徳壽（厚生労働省保

険局 医療課）
グループ診療研究
14巻1号 
Page22-35（2008.04）

解説

2012371763 医療制度改革と今後のわが国の医療 鴨下 一郎（衆議院） グループ診療研究14巻
1号 Page3-8
（2008.04）

解説

2012369512 地域のスポーツクラブおけるリハビ
リテーションスポーツへの医療保険
の適用可能性の検討

奥田 睦子（金沢大学） リハビリテーションスポーツ
（1347-1201）31巻1号 
Page40（2012.06）

会議録

2012367557 放射線部門システムの標準化と医療
保険情報分野における厚生労働省標
準規格

塚本 信宏（済生会横浜
市東部病院）

日本医学放射線学会
秋季臨床大会抄録集
（0048-0428）48回 
PageS463-S464
（2012.08）

会議録

2012366094 ライフサイエンス・イノベーション　
生まれ変わる日本の大学像 新規医
療技術開発の法的・制度的枠組み　
高度医療から保険医療へ　先進医療
制度の概要

迫井 正深（厚生労働省
保険局 医療課）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXXI 
Page167-172（2012.08）

解説

診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2013009033 原価管理手法を取り入れた全職員参

加の病院経営
白川 真（沼南会沼隈病
院）

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page425（2012.09）

会議録

2013008455 世界初の注射薬自動読取装置（SPA
SER）システムによる手術原価計算
とコスト削減の実際

末廣 剛敏（遠賀中間医
師会おんが病院 救急総
合診療科），杉町 圭蔵，
大隈 恵治

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page277（2012.09）

会議録

2013008082 オペ室の原価管理 水落 一人（エニアス九
州支店），羽生 正宗

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page183（2012.09）

会議録



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
2013010630 慢性骨髄性白血病治療の歴史　イマ

チニブの誕生
坂巻 壽（がん・感染症セ
ンター都立駒込病院）

BIO Clinica
（0919-8237）27巻12号 
Page1189-1193（2012.11）

解説

2013009319 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第9回）　米国ジェネリッ
ク薬の実情

小河 貴裕（米国） Clinical Research 
Professionals31号 
Page34-38（2012.08）

解説

2013002972 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第8回）　2011年FDA新
薬承認状況と2012年米国製薬業界
の環境の変化

小河 貴裕
（SENJU USA）

Clinical Research 
Professionals29号 
Page32-37（2012.04）

解説

2013002958 創薬シリーズ　臨床開発と育薬　製
造販売業三役体制と製薬企業の危
機管理について

神崎 充（中外製薬 信頼
性保証推進部）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）140巻1号 
Page32-35（2012.07）

解説

2013001724 見捨てられた疾患に対する海外での
医薬品開発インセンティブの日本へ
の応用

柳平 貢（東京大学 薬）， 
津谷 喜一郎

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会3号 
Page245（2012.03）

会議録

2013008078 管理会計構築を目指して　原価計算
を作成して

原田 貴之（三豊総合病院 
管理課），日浦 あかね，
三好 悟子，篠原 博幸，
藤井 陽子，村上 竜平

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page182（2012.09）

会議録

2013008075 管理会計構築に向けて　パス原価計
算を始めて

柴田 将裕（三豊総合病
院 管理課），中西 智子，
石崎 里江，田中 晶子，
藤井 陽子，村上 竜平

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page181（2012.09）

会議録

2013008023 診療報酬改定にともなう手術原価管
理システムを活用した検証

野村 哲司（広島県立広
島病院 手術室）

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）13巻Suppl. 
Page164（2012.09）

会議録

2013005495【第2回APHPE大会:アジアに焦点を
当てたヘルスプロモーション・健康
教育の最新動向2012】 
日本、韓国、台湾における診療報酬
明細書（レセプト）を用いた医学系
研究の動向

谷原 真一（福岡大学 医
学部 衛生公衆衛生学）

日本健康教育学会誌
（1340-2560）20巻3号 
Page241-243（2012.08）

原著論文／
特集

2013001719 後発品の薬価の現状と薬価差に影響
を与える因子の探索

柴原 秀俊（立命館大学 
生命科），白岩 健，下妻 
晃二郎

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会3号 
Page244（2012.03）

会議録

2012360087 DPC時代の最適な医療資源の配分を
目的としたクリティカルパス（CP）
別の原価計算

長堀 薫（横須賀共済病
院），茂垣 雅俊，福島 
忠男，舛井 秀宣，渡辺 
桂一

共済医報
（0454-7586）61巻2号 
Page211-216（2012.05）

原著論文



2013001698 米国自由貿易協定（FTA）における
知財戦略が医薬品産業に与える影響

桝田 祥子（東京大学 院
薬），玉井 克哉

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会3号 
Page238（2012.03）

会議録

2013001697 2段階データ包絡法による1980年
から1997年までの国内製薬会社の
新薬開発における効率性の分析

志村 裕久（東京大学 院
薬），桝田 祥子，木村 
廣道

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会3号 
Page238（2012.03）

会議録

2013001689 希少疾病治療薬開発における薬学　
経済学横断的解析

伊東 敏（慶応義塾大学 
院薬），田村 梨恵，籾山 
沙也香，中村 洋，鈴木 
岳之

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）132年会3号 
Page236（2012.03）

会議録

2012373611 第3回抗感染症薬開発フォーラム　
感染症治療薬における開発とマーケ
ティングの相互連携　開発部門は何
を発信し、医療現場は何を求めてい
るか?

砂川 慶介（北里大学北里
生命科学研究所），戸塚 
恭一，堀 誠治，藤枝 徹，
高橋 義三郎，藤井 毅，
秋田 博伸，小林 昌宏，
久保田 洋子，豊永 義清，
岩崎 甫

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）43巻10号 
Page938-954（2012.10）

解説

2012373603 わが国における今後のバイオ医薬品
の開発について

川崎 ナナ（国立医薬品
食品衛生研究所），武田 
伸一，渡部 一人，津田 
重城

医薬品医療機器レギュラ
トリーサイエンス
（1884-6076）43巻10号 
Page884-896（2012.10）

座談会

2012373591 英国ライフサイエンス戦略の概要　
ケンブリッジ・ライフサイエンス・
クラスター

武井 尚子（英国大使館 貿
易・対英投資部），広瀬 
由紀子

HUMAN SCIENCE
（0915-8987）23巻4号 
Page22-23（2012.10）

解説

2012373144【レギュラトリーサイエンスの現状
と進歩への課題】 
医薬品開発マネジメントとビジョン
をレギュラトリーサイエンスに見る

中村 和男（シミックホー
ルディングス）

医薬ジャーナル
（0287-4741）48巻10号 
Page2373-2377（2012.10）

解説／
特集

2012372652 グローバル企業における添付文書改
訂プロセス

西田 ちとせ（グラクソス
ミスクライン 開発本部
開発薬事第3部）

臨床医薬
（0910-8211）28巻9号 
Page841-849（2012.09）

解説

2012371524 MSD株式会社のメンタルヘルス活
動

白土 孝子（MSD 人事部
健康管理センター），内田 
香

産業精神保健
（1340-2862）20巻3号 
Page265-270（2012.09）

解説

2012371378【アレルギー疾患の臨床研究1～内
科、小児科～】 
内科　新薬臨床試験における治験結
果の解析　有効性と安全性

秋山 一男（国立病院機
構相模原病院）

アレルギー・免疫
（1344-6932）19巻10号 
Page1526-1533（2012.09）

解説／
特集

2012369750「製薬医学　Pharmaceutical Medi-
cine」って、何だ?（第10回）　医師
主導臨床試験（アカデミックトライ
アル）の現状

藤原 恵一（埼玉医科大
学国際医療センター 婦
人科腫瘍科）

Clinical Research 
Professionals30号 
Page10-14（2012.06）

解説

2012366083 ライフサイエンス・イノベーション　
生まれ変わる日本の大学像 大学に
おける知の創造と社会貢献　産官学
連携のあり方

野木森 雅郁（日本製薬
工業協会）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXXI 
Page96-100（2012.08）

解説



2012366077 ライフサイエンス・イノベーション　
生まれ変わる日本の大学像 各拠点
の達成と課題　TR実践のための戦
略的高機能拠点整備

澤 芳樹（大阪大学大学
院 医学系研究科 外科学
講座 心臓血管外科学）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXXI 
Page53-57（2012.08）

解説

2012366073 ライフサイエンス・イノベーション　
生まれ変わる日本の大学像 各拠点
の達成と課題　オール北海道先進医
学・医療拠点形成5年間の成果と今
後の課題

島本 和明（札幌医科大
学）

臨床評価
（0300-3051）40巻
Suppl.XXXI 
Page34-38（2012.08）

解説

2012357018 臨床試験　グローバル化に向けての
戦略、進め方 グローバル臨床試験
に対する企業の考え方

中村 富雄（エーザイ 臨
床開発オンコロジー室）

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集20回 
Page196（2012.05）

会議録


