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
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2011202856 【消化器癌化学療法 2011-最近の 伊藤道哉（東北大学大 臨床消化器内科
話題】

学院 医学系研究科 医療 （0911-601X）26巻6 号

消化器がん治療の医療経済

管理学分野）
，濃沼信夫

論文種別
解説／
特集

Page703-710（2011.05）

2011197642 脳神経救急の医療経済的評価 保険 堂本洋一（伊勢慶友病 日本脳神経外科救急学 会議録
診療の立場から

院 脳神経外科）

会プログラム・抄録集16回
Page116（2011.01）

2011191814 【配合薬時代の高血圧治療】

齊藤郁夫（慶応義塾大 Mebio

配合薬の服薬アドヒアランスと医療 学保健管理センター）

（0910-0474）28巻 6 号

経済

解説／
特集

Page91-98（2011.06）

2011188400 【大腸癌 最新の研究動向】
大腸癌治療における QOL 評価

石黒めぐみ（東京医科 日本臨床
大 歯科大学大学院 腫瘍外 （0047-1852）69巻

解説／
特集

腸癌化学療法における医療経済性の 科学），石川敏昭，植竹 増刊3 大腸癌
検討 QOL向上のために

宏之，杉原健一

Page589-593（2011.04）

2011184118 日本人における 23 価肺炎球菌ワク 杉森裕樹（大東文化大学 日本呼吸器学会雑誌
チンの最新エビデンス

会議録

23 価肺炎 健康情報科学領域予防 （1343-3490）49 巻増刊

球菌ワクチンの医療経済的推定

医学），赤沢学，五十嵐 Page95（2011.03）
中，佐藤敏彦，池田俊也

2011181664 脊髄損傷医療経済を考察するに当た 坂井宏旭（総合せき損 日本整形外科学会雑誌

会議録

って 脊髄損傷データベースシステ センター），植田尊善，（0021-5325）85巻 3 号
ムからのデータ解析

出田良輔，前田健，森 PageS409（2011.03）
英治，弓削至，河野修，
高尾恒彰，芝啓一郎

2011181591 本邦における整形外科領域静脈血栓 眞島任史（北海道大学 日本整形外科学会雑誌
塞栓症予防の現状と今後 医療経済 大学院 人工関節・再生 （0021-5325）85巻 3 号
的な視点から

医学）

PageS370（2011.03）

会議録

2011178720 医療経済学からみた日本の医療

吉田あつし
（筑波大学 シ 日本医学放射線学会学 会議録
ステム情報工学研究科） 術集会抄録集
（0048-0428）70回
PageS65（2011.02）
国際保健医療

2011177264 保健システム強化と縦型プログラム Tanimura Susumu

会議録

アジアからアフリカへ 保健医療政 （兵庫医科大学 公衆衛 （0917-6543）25巻4 号
Page217-218（2010.12）

策のオプションの算定と評価のため 生学）
の基本的枠組み
（ A basic framework for option
appraisal and evaluation of health
policy and planning）
（英語）

2011177149 【薬剤経済学研究に関する最近の 小林慎（クレコンリサー 臨床薬理

解説／

話題】

チアンドコンサルティ （0388-1601）41巻6 号

薬剤経済学と医療政策

ング 医療アセスメント Page265-270（2010.11）

特集

研究部）
2011175735 ワクチンの医療経済評価

赤沢学（明治薬科大学 臨床薬理
公衆衛生・疫学）

解説

（0388-1601）41巻5 号
Page245-252（2010.09）

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2011199830 【いま必要な外科治療に関する臨床 石黒めぐみ（東京医科 臨床外科
試験の最新知識】

歯科大学大学院 医歯学 （0386-9857）66巻5 号

論文種別
解説／
特集

臨床試験における評価項目の設定と 総 合 研 究 科 腫 瘍 外 科 Page570-576（2011.05）
その見方 臨床医の視点から 多様 学 ）， 植 竹 宏 之 ， 石 川
化する臨床試験の評価項目

敏昭，杉原健一

2011197799 肺障害を指標としたラット過敏反応 五郎丸剛（福山大学 薬 癌と化学療法

原著論文

モデルによる先発および後発 Pacli- 学部），守田尚史，長谷 （0385-0684）38巻4 号
taxel注射液の副作用の比較

悠紀，越智良明，篠原 Page615-619（2011.04）
義剛，高橋浩二郎，
江藤精二

（北里大学医学部 神奈川県臨床工学技士会誌 原著論文
2011192899 当センターの感染対策の取り組み 白井敦史
感染対策費用について

附属病院 MEセンター部）
，（1880-7224）22巻
早 速 慎 吾 ， 東 條 圭 一 ， Page41-43（2010.12）
稲毛博，飯島光雄，木下
春奈，國香正見，松田千佳

2011192896 ペースメーカ関連業務に関する臨床 鈴木完（昭和大学藤が 神奈川県臨床工学技士会誌 原著論文
工学技士の係わり
メーカの点検業務

体外式ペース 丘 病 院 臨 床 工 学 部 ），（1880-7224）22巻
大段剛，福田賢二，下田 Page29-31（2010.12）
遥菜，上原克子，鳥居
一喜，東哲士人，堤博志，
押山貴則，西堀英城，
西山謙一，小林力

2011192215 ラビング法導入に伴う効果の分析 酒井希代子（富山大学 日本手術医学会誌
経済面（コスト）とSSIの観点から 附属病院 手術室）
，飯塚 （1340-8593）31巻4 号
真理子，木本久子

Page358-360（2010.11）

原著論文／
比較研究

2011191959 家で医療ケアにアクセスするための Brightwell RF

Journal of Physiological 会議録

救急アセスメントと照会 高齢者の （オーストラリア）
不要な救急搬送に関する費用対効果

Anthropology
（1880-6791）29巻 5 号

が高い解決法

Page166-167（2010.09）

（Paramedic assessment and referral
to access medical care at home ：
providing a cost-effective solution to
the unnecessary transport of aging
patients）
（英語）
2011191812 【配合薬時代の高血圧治療】

石光俊彦（獨協医科大 Mebio

わが国では未発売の降圧薬配合薬と 学 循環器内科），石村 （0910-0474）28巻 6 号
その特徴
2011191319 【明日の診療に漢方をいかす

公彦，八木博
市東部病院 薬剤部）

特集

Page72-81（2011.06）

西洋 赤瀬朋秀（済生会横浜 診断と治療

医学と漢方医学の融合】

解説／

（0370-999X）99巻5 号

漢方の理解を深めるためのステップ

解説／
特集

Page851-855（2011.05）

アップ 医療経済と漢方
2011190886 【最新の抗悪性腫瘍薬併用療法

分 松本光史（兵庫県立が 医薬ジャーナル

子標的治療薬の役割】

んセンター 腫瘍内科） （0287-4741）47巻 5 号

解説／
特集

Page1357-1360
（2011.05）

ベバシズマブを含む併用化学療法
卵巣癌、乳癌、胃癌、腎癌、膵癌、
前立腺癌

2011190781 【理学療法における足底挿板の活用】 坂本雅昭（群馬大学大 理学療法
理学療法における足底挿板活用の意 学 院 保 健 学 研 究 科 ），（0910-0059）28巻 3 号
義と課題
2011190147 【COPDの薬物療法の新展開】

桜井進一

特集

Page419-427（2011.03）

平田一人（大阪市立大 THE LUNG-perspectives 解説／

経済効率からみた COPD 治療薬の 学大学院 医学研究科 呼 （0919-5742）19巻 2 号
選択

総説／

特集

吸 器 病 態 制 御 内 科 ）， Page179-183（2011.04）
浅井一久

（吉田レディー 日本不妊カウンセリン 原著論文
2011189567 患者アンケート解析による不妊学級 加茂野倫子
改善へ向けての検討

スクリニック 生殖医療 グ学会誌
IVFセンター）
，
岩佐由紀，（1348-0138）7 巻2 号
神 山 和 枝 ， 鈴 木 妙 子 ， Page7-12（2008.12）
橋爪千穂，境ひろみ，
千葉洋子，吉田仁秋

2011189285 日本におけるリンパ管フィラリアと Tada Isao
その防除 成功の背景
（Lymphatic Filariasis and its Control

（九州大学）

Tropical Medicine and 解説
Health
（1348-8945）
39巻

in Japan： The Background of Suc-

1Suppl.2

cess）
（英語）

Page15-20（2011.03）

2011189253 特 定 保 守 管 理 医 療 機 器 と し て の 古川博一（渓仁会手稲 日本臨床高気圧酸素・
HBO 装置と機器のコスト問題を考 渓仁会病院 臨床工学部） 潜水医学会雑誌
える 経済的側面から見た高気圧酸
素治療（HBOT）の現況 DPC 対象
病院の立場から

（1349-774X）7巻 1 号
Page40-43（2010.03）

原著論文／
比較研究

2011189185 保険薬局・在宅で発生する不要医薬 杉原数美（広島国際大 有害・医療廃棄物研究
品の回収廃棄の実態調査

原著論文

学 薬剤部），田山剛崇，（0915-1761）23巻2 号
前田志津子，西村和之， Page85-89（2011.03）
太田茂

2011188849 札幌市における乳幼児健診の費用 西基（北海道医療大学 北海道医報
生命基礎科学講座）

分析

原著論文

（0913-0217）1111号
Page26-27（2011.04）

2011188658 看護研究が医療を変える 褥瘡研究 真田弘美（東京大学大学 国立病院看護研究学会誌 解説
院 医学系研究科 健康科 （1349-9491）7巻 1 号

を例に

学・看護学専攻 老年看 Page75-83（2011.02）
護学・創傷看護学分野）
田中洋平（熊本大学大 日本臨床

2011188409 【大腸癌 最新の研究動向】

特論 大腸癌化学療法後肝切除の経 学 院 消 化 器 外 科 学 ），（0047-1852）69巻

特集

佐藤伸隆，林尚子，渡邊 増刊 3 大腸癌

済的妥当性について

雅之，馬場秀夫
2011188400 【大腸癌 最新の研究動向】
大腸癌治療における QOL 評価

解説／

Page639-643（2011.04）

石黒めぐみ（東京医科 日本臨床
大 歯科大学大学院 腫瘍外 （0047-1852）69巻

解説／
特集

腸癌化学療法における医療経済性の 科学），石川敏昭，植竹 増刊 3 大腸癌
検討 QOL向上のために

宏之，杉原健一

Page589-593（2011.04）

2011187660 生物学的製剤の経験的な使い分けと 生野英祐（生野リウマ 九州リウマチ

会議録

ゲノム薬理学による使い分けについて チ 整 形 外 科 ク リ ニ ッ （0287-2803）31巻1 号
費用対効果の評価指標を考慮して

ク）
，柴田志保

PageS3（2011.03）

2011186379 【呼吸器感染症ガイドラインの評価 石田直（倉敷中央病院 化学療法の領域
と今後の課題】

呼吸器内科）

院内肺炎

解説／
特集

Page762-768（2011.03）

2011182955 内視鏡検診の隘路とその克服 リス Khor Christopher
ク層別化と資源配分

（0913-2384）27巻4 号

（シンガポール）

（Risk stratification and resource allo-

G a s t r o e n t e r o l o g i c a l 会議録
Endoscopy
（0387-1207）
53巻Suppl.1

cation）
（英語）

Page680（2011.03）

2011181591 本邦における整形外科領域静脈血栓 眞島任史（北海道大学 日本整形外科学会雑誌

会議録

塞栓症予防の現状と今後 医療経済 大学院 人工関節・再生 （0021-5325）85巻3 号
的な視点から

医学）

PageS370（2011.03）

2011181306 メタアナリシスによる 3 歳児眼健診 山田昌和（国立病院機 眼科臨床紀要
の評価

会議録

構東京医療センター 感 （1882-5176）4巻 3 号
覚 器 セ ン タ ー ）， 水 野 Page266（2011.03）
嘉信，重安千花

2011180484 手移植の費用効用分析

織田崇（亀田第一病院）
， 日本整形外科学会雑誌

会議録

和 田 卓 郎 ， 山 下 敏 彦 ，（0021-5325）85巻2 号
Chung Kevin C.
2011179771 聴神経腫瘍患者の同定と治療に関す Selesnick Samuel H.
るパラダイムの進歩
（The Evolving Paradigm for Identifying and Treating Patients With
Acoustic Neuromas）
（英語）

（米国）

PageS72（2011.02）
Otology Japan
（0917-2025）21巻1 号
Page85-91（2011.02）

解説

2011179444 骨粗鬆症性圧迫骨折に対する経皮的 吉松美佐子（聖マリア 日本医学放射線学会学 会議録
椎体形成術の臨床経済

ンナ医科大学 放射線医 術集会抄録集
学講座）
，田倉智之，杉森 （0048-0428）70回
裕樹，滝澤謙治，池田 PageS320（2011.02）
裕隆，加藤洋，小川
普久，濱口真吾，藤川
あつ子，中島康雄

2011178667 皮 膚 浸 潤 を 伴 う 進 行 乳 癌 患 者 の 山下恵美（三友堂病院 化 三友堂病院医学雑誌
，黒田美智子，（1346-3144）11巻 1 号
QOL の改善における全身化学療法 学療法室）
およびモーズペーストの効果

原著論文／
症例報告

竹 股 洋 子 ， 武 田 慶 子 ， Page59-64（2010.11）
牧野孝俊，横山英一，
川村博司，加藤佳子，
斉藤信之，大石玲児

2011177348 発展途上国における公衆衛生サービ Shono Aiko

国際保健医療

会議録

スに対する支払い意欲 インドネシ （筑波大学 人間総合科学 （0917-6543）25巻 4 号
アのケーススタディ

研究科 ヒューマンケア） Page262-263（2010.12）

（Willingness to pay for public health
service in developing country ： A
case study in Indonesia）
（英語）
2011177264 保健システム強化と縦型プログラム Tanimura Susumu

国際保健医療

会議録

アジアからアフリカへ 保健医療政 （兵庫医科大学 公衆衛 （0917-6543）25巻 4 号
策のオプションの算定と評価のため 生学）

Page217-218（2010.12）

の基本的枠組み
（ A basic framework for option
appraisal and evaluation of health
policy and planning）
（英語）
2011177153 【薬剤経済学研究に関する最近の 亀井美和子（日本大学 臨床薬理
話題】

薬学部）

薬剤師業務の経済性評価

（0388-1601）41巻 6 号

特集

Page287-290（2010.11）

2011177152 【薬剤経済学研究に関する最近の 池田俊也（国際医療福 臨床薬理
話題】

解説／

祉大学 薬学部 薬学科）
，（0388-1601）41巻 6 号

解説／
特集

医療データベースの薬剤経済評価へ 北 里 博 仁 ， 野 田 光 彦 ， Page281-286（2010.11）
の応用

中山健夫，佐藤敏彦

2011177151 【薬剤経済学研究に関する最近の 下妻晃二郎（立命館大学 臨床薬理
話題】

総合理工学院生命科学 （0388-1601）41巻 6 号

解説／
特集

薬剤経済評価のための患者アウトカ 部 生命医科学科（医療政 Page275-280（2010.11）
ム評価

策・管理学）
）
，白岩健

2011177150 【薬剤経済学研究に関する最近の 坂巻弘之（名城大学 薬 臨床薬理
話題】

学部 臨床経済学研究室）（0388-1601）41巻 6 号

臨床試験と薬剤経済学研究

解説／
特集

Page271-274（2010.11）

2011177149 【薬剤経済学研究に関する最近の 小林慎（クレコンリサー 臨床薬理
話題】

チアンドコンサルティ （0388-1601）41巻 6 号

薬剤経済学と医療政策

ング 医療アセスメント Page265-270（2010.11）
研究部）

解説／
特集

2011176999 日本におけるスギ花粉症に対する季 Tamayama Kazuhiro
節前投薬の費用対効果分析

原著論文／

薬学雑誌

130巻12号
（筑波大学大学院 人間総 （0031-6903）

メタアナリシス

（2010.12）
（Cost-effectiveness Analysis of Pre- 合科学研究科 保健医療 Page1725-1736
seasonal Medication for Cedar Polli- 政策学）
，
nosis in Japan）
（英語）

Hoshi Shu-Ling，
Kondo Masahide，
Okubo Ichiro

2011176379 自主臨床試験における健康被害の補 合田智美（東京大学医学 臨床薬理
償の規定と運用方針の策定

会議録

部附属病院 臨床研究支 （0388-1601）
41巻Suppl.
援センター）
，
田原由紀子， PageS308（2010.11）
渡部歌織，
塚野和代，
里中
弘志，青木敦，野崎浩二，
荒川義弘，門脇孝

2011176217 遺伝子診断とゲフィチニブを組み合 菊浦雅文（慶応義塾大 臨床薬理

会議録

わせた 1st line 非小細胞肺癌治療の 学 薬学部），千葉康司，（0388-1601）
41 巻 Suppl.
薬剤経済分析

諏訪俊男

PageS226（2010.11）

医療費
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2011194300 日本の医療費対 GDP 比率について 島田永和（大阪府医師 厚生の指標

論文種別
原著論文

の認識とその対策 大阪府医師会調 会 ）， 安 田 光 隆 ， 鈴 木 （0452-6104）58巻3 号
査から

隆一郎，中村正廣，武田 Page38-41（2011.03）
温裕，澤村昭彦，酒井
英雄，酒井國男，大阪
府医師会調査委員会

2011192430 生活習慣病予防のための介入により Babazono Akira

Journal of Epidemiology

原著論文／

医療費は減少するか 無作為化比較 （九州大学 医学研究院 （0917-5040）21巻1 号

ランダム化

対照臨床試験

医療経営・管理学）
，

Page75-80（2011.01）

比較試験

（Do Interventions to Prevent Lifestyle- Kuwabara Kazuaki，
Related Diseases Reduce Health- Hagiihara Akihito，
care Expenditures? A Randomized Nagano Jun，
Controlled Clinical Trial）
（英語）

Ishihara Reiko

医療保障制度
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2011203730 フランスとドイツの医療制度改革 本田達郎，公害等調整 社会保険旬報
（上）

その方向性の変化と政権 委員会

交代

論文種別
解説

（1343-5728）2460号
Page24-27（2011.05）

2011203729 高齢者医療制度の再構築（中） リ 田近栄治（一橋大学 国 社会保険旬報

解説

スク調整を踏まえた生涯医療保険制 際・公共政策大学院），（1343-5728）2460号
度の提案 リスク調整の仕組みとオ 河口洋行，菊池潤

Page16-23（2011.05）

ランダの事例
2011202960 高齢者医療制度の再構築（上） リ 田近栄治（一橋大学 国 社会保険旬報
スク調整を踏まえた生涯医療保険制 際・公共政策大学院），（1343-5728）2459号
度の提案 長寿医療制度に至る道の 河口洋行，菊池潤
りと新たな制度の提案

Page12-17（2011.05）

解説

2011194717 中国の医療制度と医療の現状

田中健一（中華人民共 滋賀医学
和国）

会議録

（0288-9765）33巻
Page108（2011.03）

2011194301 経済統計からみた国民生活の現状と 吉田拓野（内閣府）
動向 高齢者医療制度に関する世論

解説

（0452-6104）58巻 3 号

調査

Page42-46（2011.03）

2011190476 【支援に役立つ社会保障制度
ント整理

厚生の指標

ポイ 中山弘安（アルペン室 ケアマネジャー

医療保険、障害者福祉、 谷クリニック）

生活保護、年金 知っているつもり

13 巻5 号

解説／
特集

Page29-31（2011.04）

の制度の要点をまとめる】
権利を守る諸制度
2011190475 【支援に役立つ社会保障制度
ント整理

ポイ 田辺俊子（目黒区福祉 ケアマネジャー

医療保険、障害者福祉、 事務所 生活福祉課）

生活保護、年金 知っているつもり

13 巻5 号

解説／
特集

Page26-28（2011.04）

の制度の要点をまとめる】
生活保護
2011190474 【支援に役立つ社会保障制度
ント整理

ポイ 加藤賀代子（金沢共同 ケアマネジャー

医療保険、障害者福祉、 社会保険労務士事務所） 13 巻5 号

生活保護、年金 知っているつもり

解説／
特集

Page22-25（2011.04）

の制度の要点をまとめる】
年金
2011190473 【支援に役立つ社会保障制度
ント整理

ポイ 河合肇（名古屋市緑区 ケアマネジャー

医療保険、障害者福祉、 役 所 区 民 福 祉 部 福 祉 13 巻5 号

生活保護、年金 知っているつもり

課 ）， 細 井 勝 文 ， 岩 井 Page18-21（2011.04）

の制度の要点をまとめる】

宏美，加藤裕子

解説／
特集

障害者福祉
2011190472 【支援に役立つ社会保障制度
ント整理

ポイ 利根川恵子

医療保険、障害者福祉、

ケアマネジャー

解説／

13 巻5 号

特集

Page12-17（2011.04）

生活保護、年金 知っているつもり
の制度の要点をまとめる】
医療保険

2011189688 いのちの平等 国保シリーズ 国保 寺越博之（石川県社会 民医連医療
はなぜ、医療保険で一番負担が重く 保障推進協議会）
給付が貧しいのか

Page54-57（2011.05）

2011177299 タイ国におけるプライマリーヘルス Matsuda Masami

国際保健医療

ケア 2008 年と地域保健・看護保健 （静岡県立大学 看護部）
，（0917-6543）25巻 4 号
システムの改革

解説

（0285-2241）465 号

プライマリーケ Khanitta Nuntaboot，

ア、普及促進、国民健康保険、医療 Hara Shoichiro，
保険の統合アプローチ
（Primary Health Care 2008 and
Reform of Community Health &
Nursing health System in Thailand：
Integrated approach with primary
care，promotion，national health
insurance & care insurance）
（英語）

Ota Katsumasa

Page235-236（2010.12）

会議録

2011176313 米国の保健医療制度のなかの「適応 福澤学（東京大学 薬学 臨床薬理

会議録

部 薬学科），井上雅夫，（0388-1601）
41 巻 Suppl.

外使用」問題

津谷喜一郎
2011175696 現在の日本の鍼灸学 日本の医療 Ono Naoya
保険

PageS275（2010.11）
The Journal of Kampo， 解説／

（京都大学 医学研究科 Acupuncture and Inte- 特集

（【Current Japanese Acupuncture 健康情報学）
and Moxibustion】 Medical Insur-

grative Medicine
（1559-033X）1 巻

ance in Japan）
（英語）

Special Edition
Page105-122（2010.02）

診療報酬・薬価
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2011194344 看護サービスの原価計算 活動基準 大下美智代（済生会八 日本病院会雑誌
管理による業務改善に向けて

幡総合病院）

論文種別
原著論文

（0385-9363）58巻2 号
Page156-158（2011.02）

医業経営
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2011194659 内視鏡スコープに係る経費対策への 吉良洋一（大分県厚生 JHAC
考察

連鶴見病院）

論文種別
原著論文

（1344-2147）15巻2 号
Page69-75（2011.03）

2011194658 医療の質向上と医療安全への取り 丸山勝（慈泉会相澤病 JHAC
組み

院 医療安全推進部）

原著論文

（1344-2147）15巻2 号
Page62-68（2011.03）

2011194657 電話予約による外来待ち時間短縮と 藤本秀幸（東京衛生病 JHAC

原著論文

予約システムの効率的運用について 院 附 属 教 会 通 り ク リ （1344-2147）15巻2 号
ニック）
2011176797 腹膜アクセス

Page55-61（2011.03）

PD カテーテル腹壁 石原美幸（重井医学研究 腎と透析

原著論文

固定術（PWAT）を経験して 有用 所附属病院）
，池田千里，（0385-2156）69 巻別冊
性と看護上の留意点

美山真紀，内田八重子， 腹膜透析2010
岡恵子，高橋里子，櫻間 Page299-301（2010.09）
教文，平松聡，有元克彦

医療関連ビジネス
タイトル

文献番号

著者（所属）

出典

2011204085 【抗血栓療法の新潮流-作用機序に基 後藤信哉（東海大学 医 カレントテラピー
づく治療戦略】

学部 内科学系循環器内 （0287-8445）29巻6 号

新規ならびに出番を待つ抗血栓薬 科学）

論文種別
解説／
特集

Page517-520（2011.06）

抗トロンビン薬
2011200392 グローバル開発における日本の役 城野洋一郎（化学及血 臨床医薬

解説

割・日本の貢献 パンデミックから 清 療 法 研 究 所 第 二 研 （0910-8211）27巻4 号
何を学んだか（第 1 部） 国内メー 究部）

Page255-265（2011.04）

カーの立場から
2011197779 がんワクチン臨床開発の現状と今後 笹田哲朗（久留米大学 癌と化学療法
の展望

医学部 免疫・免疫治療 （0385-0684）38巻4 号
学講座）
，伊東恭悟

Page503-508（2011.04）

総説

2011194340 国家戦略としての医療改革

舛添要一（新党改革）

日本病院会雑誌

解説

（0385-9363）58巻 2 号
Page108-119（2011.02）
2011188205 ライフサイエンス研究のための知財 奥村洋一（武田薬品工 PHARM TECH JAPAN
戦略（第 5 回） グローバルな事業展 業 知的財産部）

解説

（0910-4739）27巻 4 号

開に対応する医薬品産業の特許戦略

Page719-724（2011.04）

， PHARM TECH JAPAN
2011188201 医薬品製造におけるリスクベース・ 江口眞（大森機械工業）

解説

アプローチ（ISPE Baseline Guide 遠 藤 幾 勇 ， 岡 田 真 樹 ，（0910-4739）27巻 4 号
Risk MaPP を踏まえて）
（第 1章） 大関謙一，大山潤，齊藤 Page673-682（2011.04）
固形製剤設備の産業衛生に対するリ 憲一，阪本幸，佐々木
スクアセスメント（2）

陽平，高橋久雄，竹田
守彦，棚橋政春，都筑
信行，橋爪隆秀，三浦
功雄，度会英顕

2011188198 やさしい「コンピュータ化システム適 蛭田修（日本製薬団体 PHARM TECH JAPAN
正管理ガイドライン」入門 開発段階 連合会）

（0910-4739）27巻 4 号

（機能仕様書〜受入試験）
、検証段階

Page623-636（2011.04）

2011178712 産学連携研究プロジェクトの運用の 稲野彰洋（大分大学 医 臨床評価
実際

解説

学部 創薬育薬医学）

解説

（0300-3051）38巻 4 号
Page825-831（2011.03）

2011176372 カット・ドゥ・スクウェア導入への 西原茂樹（岡山大学病院 臨床薬理
取り組み

会議録

41 巻 Suppl.
治験センター）
，
蔵田靖子，（0388-1601）
小山智美，庵谷亜希子， PageS304（2010.11）
佐藤順子，今中泰子，川島
理恵子，山下真史，岡崎
昌利，川上恭弘，千堂年昭

2011176368 製造販売後調査への CRC の関わり 岩崎幸司（武田薬品工 臨床薬理
（その 2）

会議録

製薬企業からみた実態 業 医薬開発本部）
41 巻 Suppl.
，鈴木 （0388-1601）

調査

千恵子，鈴木麻理，木俣 PageS302（2010.11）
美津夫，森田恵美子，
渡邉達也，氏原淳，内山
剛，吉田雅行

2011176310 治験におけるファーマコゲノミクス 宍戸晃（欧州製薬団体連 臨床薬理
（PGx）への取り組みの現状

会議録

41 巻 Suppl.
合会），黒木義弘，大石 （0388-1601）
哲久，片山博史，後藤 PageS273（2010.11）
好史，萩原隆嗣，欧州
製薬団体連合会技術委
員 会 （ EFPIA-J TC）
PGxタスクフォース

2011176250 適応症追加治験における開発中止 有馬秀樹（山口大学医学 臨床薬理
データに関する考察開発中止情報の 部附属病院 臨床試験支 （0388-1601）
41巻Suppl.
医療現場へのフィードバック状況から 援センター），篠崎寛一， PageS243（2010.11）
構木泰信，福井幸枝，
吉若知英子，下瀬茂美，
乗安里佳，梅本誠治，
坂井田功

会議録

2011176163 製造販売後調査、臨床試験のあり方 小林史明（CTD）

臨床薬理

会議録

（0388-1601）
41 巻Suppl.

いかにして臨床試験を実施すべきか

PageS199（2010.11）
2011176138 新医薬品開発をめぐる話題 これか 佐藤淳子（医薬品医療 臨床薬理
らの製造販売後安全対策

機器総合機構）

会議録

（0388-1601）
41 巻Suppl.
PageS182（2010.11）

2011176135 新医薬品開発をめぐる話題 未承認 關野一石（医薬品医療 臨床薬理

会議録

薬等の開発促進に対する行政の取り 機器総合機構），独立行 （0388-1601）
41 巻Suppl.
組み 「医療上の必要性の高い未承 政法人医薬品医療機器 PageS181（2010.11）
認薬・適応外薬検討会議」と医薬品 総合機構未承認薬等診
医療機器総合機構の役割について

査迅速化プロジェクト
チーム

2011176128 治験の空洞化を防ぐための早期探索 岩崎甫（グラクソスミ 臨床薬理
的臨床試験の推進

First in Man と スクライン 開発本部） （0388-1601）
41 巻Suppl.

POC 外資系企業の立場から

PageS176（2010.11）

2011176127 治験の空洞化を防ぐための早期探索 稲垣治（日本製薬工業 臨床薬理
的臨床試験の推進

会議録

会議録

First in Man と 協会），日本製薬工業協 （0388-1601）
41 巻Suppl.

POC 治験の空洞化を防ぐための早 会医薬品評価委員会

PageS176（2010.11）

期探索的臨床試験の推進 企業の立
場から
2011176080 臨床薬理におけるModeling & Simu- Russell WadaD.（米国）

臨床薬理

lationのためのメトリクス M&Sにお

（0388-1601）
41 巻Suppl.

ける有望なモデラーの育成 コンサ

PageS144（2010.11）

会議録

ルタントの展望
（Fostering Talented Modelers in
M&S ： A Consultant's Perspective）
（英語）
2011176079 臨床薬理におけるModeling & Simu- 谷河賞彦（バイエル薬 臨床薬理
lation のためのメトリクス 臨床薬理 品 臨床薬理アジア）

会議録

（0388-1601）
41 巻Suppl.
PageS143（2010.11）

におけるModeling and Simulationの
ためのメトリクス 製薬企業の立場
から

2011176027 医師主導治験におけるスタディマネ 笠井宏委（国立がん研 臨床薬理
ジメントの重要性

究センター中央病院 臨 （0388-1601）
41 巻Suppl.
床試験支援室）

2011176020 CRCの今後

会議録

PageS106（2010.11）

神谷晃（宇部フロンテ 臨床薬理

会議録

ィア大学 人間社会学部 （0388-1601）
41 巻Suppl.
福祉心理学科）
2011175730 【医薬品開発における PK-PD 解析と Ii Yoichi（ファイザー）
M&S】
モデルとシミュレーションを用いた
定量的意思決定（Quantitative Decision Making Using Modeling and
Simulation）
（英語）

PageS99（2010.11）
臨床薬理
（0388-1601）41巻5 号
Page205-210（2010.09）

解説／
特集

