医療経済関係研究論文（5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

2013135831 血友病患者に対するタンデム鏡視下 稲垣 有佐（奈良県立医 関西関節鏡・膝研究会
滑膜切除術の医療経済効果

論文種別
会議録

科大学 整形外科）
，田中 プログラム・演題抄録
康仁，村田 景一，酒本 25回 Page34（2013.03）
佳洋，
熊井 司，
上松 耕太，
谷口 晃，小川 宗宏，
面川 庄平

2013134697 創薬シリーズ 臨床開発と育薬 日 柿原 浩明（京都大学大 日本薬理学雑誌

解説

本経済に役立つ医薬品産業!医療経 学院 薬学研究科）
，井深 （0015-5691）141巻2号
済学の立場から医薬品産業政策を考 陽子，馬 欣欣

Page95-99（2013.02）

える
2013123042 【集中治療医学の課題と将来の展望】 林田 賢史（産業医科大 ICUとCCU（0389-1194） 解説／
ICUの医療経済 DPC/PDPSにお 学 産業保健学部）

37巻2号

ける適正な診療報酬体系の構築に向

Page131-136（2013.02）

特集

けて
2013121469 【総合アレルギー診療を目指して】
労働生産性と医療経済

室田 浩之（大阪大学大 Modern Physician

解説／

学院 医学系研究科 情報 （0913-7963）33巻2号

特集

統合医学 皮膚科学）

Page245-247（2013.02）

2013121305 医療技術評価（HTA）の政策利用 白岩 健（帝京大学 医学 医療と社会

解説

諸外国の状況とわが国における課題 部 衛生学 公衆衛生学） （0916-9202）22巻3号
医療経済評価にまつわるいくつかの

Page221-225（2013.01）

論点について
2013120997 【派遣看護師の活用を考える】

小池 智子（慶応義塾大 看護展望（0385-549X） 解説／

医療政策からみる雇用形態の多様化 学 看護医療学部）

38巻3号

と活用

Page0260-0265（2013.01）

2013120712 外界事情 1950年以降の米国医療 矢沢 珪二郎（ハワイ大 産科と婦人科（0386経済の傾向

学 医学部 産婦人科）

9792）80巻2号
Page254-255（2013.02）

特集
解説

2013119005 【対人援助職の必須知識

精神医療 平子 哲夫（厚生労働省 臨床心理学

解説／

を知る】

医政局 医師確保等地域 （1345-9171）13巻1号 特集

地域医療政策の最近の動向

医療対策室）

Page13-17（2013.01）

2013118710 ドネペジル塩酸塩錠の医療経済評価 伊藤 かおる（国際医療 日本薬剤疫学会学術総会 会議録
福祉大学大学院）
，池田 抄録集18回
Page61-62（2012.11）

俊也

2013115598 医療経済から見た統合医療の意義 上塚 芳郎（東京女子医 日本統合医療学会誌
社会保障の持続性と財政

会議録

科大学 医学部 医療・病 5巻3号
院管理学）

Page87（2012.11）

2013115597 医療経済から見た統合医療の意義 小野 直哉（未来工学研 日本統合医療学会誌
伝統医学及び相補・代替医療の医療 究所）

5巻3号

経済学的研究の現状 鍼灸における

Page86（2012.11）

会議録

医療経済学的研究の現状を例として
2013115596 医療経済から見た統合医療の意義 柿原 浩明（京都大学大 日本統合医療学会誌
医療の経済評価

Page85（2012.11）

業政策学講座）

2013115595 医療経済から見た統合医療の意義 田倉 智之（大阪大学大 日本統合医療学会誌
統合医療の社会経済的な価値

会議録

学院 薬学研究科 医薬産 5巻3号
会議録

学院 医学系研究科 医療 5巻3号
経済産業政策学）

Page84（2012.11）

2013113672 医療経済面に留意した当センターで 大谷 昌裕（香川県予防 日本公衆衛生学会総会 会議録
の乳癌検診における取り組み

医学協会 健康管理セン 抄録集
ター）
，山上 志保，児嶋 （1347-8060）71回
Page497（2012.10）

香織，松岡 恵美子，
山根 早苗，岡田 麻友美，
依田 健志，吉岡 哲，
鈴江 毅，坂野 紀子，
宮武 伸行，平尾 智広

2013112563 10年間の国民健康保険、介護保険 林 正幸（福島県立医科 日本公衆衛生学会総会

会議録

と保健データによる今後の地方自治 大学 保健情報科学・疫 抄録集
体保健医療政策

学）
，田中 啓広

（1347-8060）71回
Page218（2012.10）

2013111443 医療経済と整容性を考慮した腹腔鏡 藤山 准真（済生会滋賀 日本内視鏡外科学会雑誌 会議録
下胆嚢摘出術

県病院 外科）
，
藤田 悠司，（1344-6703）16巻7号
有吉 要輔，松尾 久敬， Page565（2011.12）
中島 晋，福田 賢一郎，
増山 守

， 日本内視鏡外科学会雑誌 会議録
2013111442 3-trocar techniqueによる腹腔鏡下 梅邑 晃（盛岡市立病院）
胆嚢摘出術

内視鏡外科教育と医 須藤 隆之，御供 真吾，（1344-6703）16巻7号

療経済の観点から

佐々木 章，馬場 誠朗， Page565（2011.12）
肥田 圭介，大塚 幸喜，
新田 浩幸，木村 祐輔，
水野 大，若林 剛

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

著者（所属）

タイトル

2013136938 ICUにおける薬剤師の役割

2013136683 医政展望

出典

今浦 将治（済生会横浜 薬事新報（0289-3290） 解説
市東部病院 薬剤部）
，

2777号

菅野 浩

Page9-14（2013.03）

胃がん内視鏡検診の有 小越 和栄（新潟県立がん 新潟県医師会報

効性 費用対効果も含めて

論文種別

解説

センター新潟病院）
，
成澤 （0912-2796）755号
林太郎，加藤 俊幸，佐野 Page11-15（2013.02）
正俊，藤田 一隆，月岡
恵

2013136382 【慢性心不全の薬物治療-それぞれの 大西 勝也（大西内科ハ Circulation3巻3号
ステージでの長期予後を見据えた早 ートクリニック）

解説／

Page116-122
（2013.03） 特集

期介入-】
キュアとケアの狭間の心不全薬物療
法 心不全患者へのジェネリック薬
導入 注意点と留意点
2013135974 【嚥下障害の保存的治療】
嚥下障害に対する口腔ケアの役割

藤谷 順子（国立国際医 ENTONI（1346-2067） 解説／
療研究センター病院 リ 150号
ハビリテーション科）

2013135831 血友病患者に対するタンデム鏡視下 稲垣 有佐（奈良県立医 関西関節鏡・膝研究会
滑膜切除術の医療経済効果

特集

Page37-42（2013.02）
会議録

科大学 整形外科）
，田中 プログラム・演題抄録
康仁，村田 景一，酒本 25回
佳洋，
熊井 司，
上松 耕太， Page34（2013.03）
谷口 晃，小川 宗宏，
面川 庄平

2013135450 医療機器をめぐる現状と展望 中医 昌子 久仁子（テルモ 薬 医薬品医療機器レギュラ 解説
協費用対効果評価専門部会概要

事部）

トリーサイエンス
（1884-6076）44巻2号
Page149-152（2013.02）

2013134697 創薬シリーズ 臨床開発と育薬 日 柿原 浩明（京都大学大 日本薬理学雑誌

解説

本経済に役立つ医薬品産業!医療経 学院 薬学研究科）
，井深 （0015-5691）
141巻2号
済学の立場から医薬品産業政策を考 陽子，馬 欣欣

Page95-99（2013.02）

える
2013134627 【新生児マススクリーニングの方法 大竹 明（埼玉医科大学 チャイルド ヘルス
が大きく変わります】

小児科）

解説／

（1344-3151）16巻2号 特集
Page88-93（2013.02）

新しい対象疾患についての解説 タ
ンデムマス・スクリーニングを中心に
2013132859 乳児突然死症候群とQT延長症候群

吉永 正夫（国立病院機 日本小児科学会雑誌

解説

構鹿児島医療センター （0001-6543）
117巻1号
小児科）

Page44-48（2013.01）

2013132768 併用療法からバルサルタン/アムロ 松永 和雄（伊万里有田 血圧
ジピン配合剤（エックスフォージ） 共立病院）
，野出 孝一
切り替えにおける費用対効果とアド
ヒアランスに関する検討

原著論文／

（1340-4598）20巻1号 比較研究
Page106-115（2013.01）

2013132593 胃蠕動運動抑制薬の評価

業務効 鈴木 剛（東京警察病院 診療と新薬

率と経済的観点から

消化器科）
，小椋 啓司

原著論文／

（0037-380X）
49巻12号 比較研究
Page1481-1483（2012.12）

2013132569 医薬経済学的手法による医療技術評 鎌江 伊三夫（東京大学 医薬品医療機器レギュラ 解説
価を考える データの不確実性をど 公共政策大学院）

トリーサイエンス
（1884-6076）44巻1号

う取り扱うか

Page47-53（2013.01）
2013130055 がん治療と緩和ケア 分子標的治療 稲毛 俊介（日本医科大 日本医科大学医学会雑誌 解説
薬の薬剤経済分析

学附属病院 薬剤部）
，伊 （1349-8975）8巻4号
勢 雄也，片山 志郎

Page241-245（2012.12）

2013124825 物流管理におけるSPDの本来業務 中村 智也（ダリ・マネ 病院設備
とは

ージメント）

会議録

（0007-764X）54巻6号
Page76（2012.11）

2013123343 日本の総合病院におけるカルバペネ Ikeda Yoshiaki（Depart- Nagoya Journal of
ム系の使用許可制が薬剤耐性菌出現 m e n t o f P h a r m a c y， Medical Science

原著論文／
比較研究

率および抗菌薬コストを低下させた Japanese Red Cross （0027-7622）74巻1-2
（A PERMISSION SYSTEM FOR Nagoya Daiichi Hospi- Page93-104（2012.02）
，Mamiya TakayoCARBAPENEM USE REDUCED tal）
INCIDENCE OF DRUG-RESIS- shi，Nishiyama Hideki，
TANT BACTERIA AND COST OF N a r u s a w a S h i h o，
ANTIMICROBIALS AT A GENER- Koseki Takenao，Mouri
AL HOSPITAL IN JAPAN）
（英語）

A k i h i r o，N a b e s h i m a
Toshitaka

2013123306 特定の集団ベースの癌レジストリー K a t a n o d a K o t a Cancer Science

原著論文

103巻2号
からのデータを用いた日本における（Surveillance Division，（1347-9032）
癌発生の傾向解析（Trend analysis C e n t e r f o r C a n c e r Page360-368（2012.02）
of cancer incidence in Japan using Control and Information
data from selected population- S e r v i c e s，N a t i o n a l
based cancer registries）
（英語）

Cancer Center）
，
Ajiki Wakiko，Matsuda
T o m o h i r o，N i s h i n o
Y o s h i k a z u，S h i b a t a
Akiko，Fujita Manabu，
Tsukuma Hideaki，Ioka
A k ik o，S o d a Mi d o r i，
Sobue Tomotaka

2013122046 職場におけるメンタルヘルスの確 米山 正敏（国立保健医 社会保険旬報
保・政府の自殺対策などについて

療科学院 医療・福祉サ （1343-5728）2521号
ービス研究部）

Page18-24（2013.02）

2013121943 医薬品情報活動の新しいカタチAc- 山本 美智子（鈴鹿医療科 薬事
ademic Detailingが薬物療法を変え 学大学 薬学部 臨床薬学 （0016-5980）55巻2号
る（ 第4回 ） 米 国NaRCAD Aca- センター 医薬品情報学） Page305-312
（2013.02）
demic Detailing Training Program
に参加して（2）

解説

解説

2013121469 【総合アレルギー診療を目指して】
労働生産性と医療経済

室田 浩之（大阪大学大 Modern Physician

解説／

学院 医学系研究科 情報 （0913-7963）33巻2号 特集
統合医学 皮膚科学）

Page245-247（2013.02）

2013121307 医療技術評価（HTA）の政策利用 北澤 京子（日経BP社）

医療と社会

解説

（0916-9202）22巻3号

諸外国の状況とわが国における課題
医療技術評価（HTA）について

Page232-235（2013.01）

2013121305 医療技術評価（HTA）の政策利用 白岩 健（帝京大学 医学 医療と社会

解説

諸外国の状況とわが国における課題 部 衛生学 公衆衛生学） （0916-9202）22巻3号
医療経済評価にまつわるいくつかの

Page221-225（2013.01）

論点について
2013121304 医療技術評価（HTA）の政策利用 東 美恵（エーザイ ガバメ 医療と社会

解説

諸外国の状況とわが国における課題 ント・リレーションズ部）（0916-9202）22巻3号
Page216-220（2013.01）
2013121303 医療技術評価（HTA）の政策利用
諸外国の状況とわが国における課題

権丈 善一（慶応義塾大 医療と社会
学 商学部）

解説

（0916-9202）22巻3号

研究と政策の間にある長い距離

Page207-215（2013.01）

QALY概念の経済学説史における位置
2013121302 医療技術評価（HTA）の政策利用 福田 敬（国立保健医療 医療と社会

解説

諸外国の状況とわが国における課題 科学院研究情報支援研 （0916-9202）22巻3号
諸外国における医療技術評価の利用 究センター）

Page192-206（2013.01）

と日本での可能性
2013120369 【認知症の人のQOLを再考する】
認知症の薬物治療とQOL評価

八森 淳（伊東市立伊東 老年精神医学雑誌

解説／

市民病院 臨床研修セン （0915-6305）23巻12号

特集

ター）

Page1416-1422（2012.12）

2013119655 【炎症性腸疾患の診断と治療;最近の 岡林 剛史（慶応義塾大 消化器外科
進歩】

解説／

学 医学部 外科）
，
長谷川 （0387-2645）36巻1号 特集

Crohn病に対する腹腔鏡下手術の適応 博俊，石井 良幸，遠藤 Page79-83（2013.01）
高志，森谷 弘乃介，星野
好則，茂田 浩平，瀬尾
雄樹，星野 剛，石田 隆，
菊池 弘人，
清島 亮，高橋
秀奈，松井 信平，山田
暢，北川 雄光
2013118711 慢性腎臓病の治療に関する費用分析 毛利 光子（日本臨床研 日本薬剤疫学会学術総

会議録

（日本CKDコホート研究データより） 究支援ユニット）
，福田 会抄録集18回
敬，神田 英一郎，吉田 Page63-64（2012.11）
早織，大橋 靖雄，渡辺
毅，
新田 孝作，
秋澤 忠男，
松尾 清一，今井 圓裕，
槇野 博史，菱田 明，
日本CKDコホート研究会
2013118709 末梢動脈疾患における心血管イベン O h n i s h i Y o s h i e 日本薬剤疫学会学術総
トのリスク低減に関連した費用便益 （Sanofi）
，Liao Laura， 会抄録集18回
（Cost Benefit associated with risk Carita Paulo，Salimi Page59-60（2012.11）
reduction of cardiovascular events Tesheen
in Peripheral Arterial Disease）
（英語）

会議録

2013117774 スクリーニングの理念目的からガラ 福士 勝（札幌イムノ・ 日本マス・スクリーニン 会議録
クトース血症を再考察する スクリ ダイアグノスティック・ グ学会誌
ーニングの理念目的からガラクトー ラボラトリー）

（0917-3803）21巻2号
Page141（2011.09）

ス血症を再考察する ガラクトース
血症スクリーニングの感度・特異度
及び費用と効果

2013115686 銅イオンによるデングコントロール 土井 久也（神戸大学大 神戸大学大学院保健学

原著論文

の費用対効果 インドネシアにおけ 学院 医学研究科 麻酔学 研究科紀要
る試算の一例

講座）
，小西 英二，松尾 （1341-3430）27巻
博哉

Page17-30（2012.03）

2013115597 医療経済から見た統合医療の意義 小野 直哉（未来工学研 日本統合医療学会誌5巻 会議録
伝統医学及び相補・代替医療の医療 究所）

3号

経済学的研究の現状 鍼灸における

Page86（2012.11）

医療経済学的研究の現状を例として
2013115595 医療経済から見た統合医療の意義 田倉 智之（大阪大学大 日本統合医療学会誌5巻 会議録
統合医療の社会経済的な価値

学院 医学系研究科 医療 3号
経済産業政策学）

Page84（2012.11）

2013115417 自費診療によるピロリ菌除菌治療の 吉住 豊（入間ハート病 埼玉県医学会雑誌
工夫

原著論文

院）
，永 田 雅 良，瀬 尾 （0389-0899）47巻1号
真理，宇田川 清司，阿部 Page84-89（2012.11）
良行，吉住 花子

2013114892 承認されたon-line HDFの役割 オン 田倉 智之（大阪大学大 人工臓器
，
ライン血液濾過透析の費用対効用分 学院 医学系研究科）

（0300-0818）41巻2号

川西 秀樹，水口 潤，

PageS-54（2012.11）

析の報告

会議録

高橋 進，長宅 芳男
2013114236 ヒト健康リスク低減に対するVOC 梶原 秀夫（産業技術総 大気環境学会年会講演

会議録

排出削減対策の費用効果分析 自動 合研究所 安全科学研究 要旨集53回
車塗装での各種対策を例に

部門）
，高 井 淳，井 上 Page330（2012.08）
和也，東野 晴行

2013113670 わが国における市中設置AEDの費用 小川 俊夫（奈良県立医 日本公衆衛生学会総会抄 会議録
対効果分析

科大学 健康政策医学講 録集（1347-8060）71回
座）
，田 邉 晴 山，小 池 Page496（2012.10）
創一，今村 知明

2013112724 メタボリックシンドロームを対象と 荒木田 美香子（国際医 日本公衆衛生学会総会抄 会議録
，山下 留理 録集（1347-8060）71回
した複数の保健指導プログラムの費 療福祉大学）
用対効果の検討

子，大谷 喜美江，根岸 Page259（2012.10）
茂登美

2013112494 特定健診・特定保健指導事業の評 熊川 寿郎（国立保健医 日本公衆衛生学会総会抄 会議録
価

データーベースの活用 レセプ 療科学院 医療・福祉サ 録集（1347-8060）71回

，岡本
トデータ突合による特定健康診査・ ービス研究部）
保健指導の評価
分析

医療費への効果 悦司，大坪 浩一，平塚
義宗

Page144（2012.10）

2013110569 ロボット手術は必要か 完全腹腔鏡 松尾 勝一（誠心会井上 日本内視鏡外科学会雑誌 会議録
下幽門側胃切除における手術ロボッ 病院 外科）
，志村 英生，（1344-6703）
16巻7号
トは必要性か?治療の費用対効果は 田中 伸之介，橋本 竜哉， Page327（2011.12）
いかに?

山下 裕一，井上 健，
佐藤 裕

2013110080 単孔式腹腔鏡下手術の適応拡大（大 吉満 政義（広島市立安 日本内視鏡外科学会雑誌 会議録
腸 ） 経 済 的 な 単 孔 式 内 視 鏡 手 術 佐市民病院 外科）
，平林 （1344-6703）16巻7号
（TANKO）による回盲部切除

直樹，垰本 純哉，杉山 Page191（2011.12）
陽一，三村 剛史，矢野
琢也，新宅谷 隆太，
吉村 紀子，網岡 愛，
佐伯 修二，向田 秀則，
多幾山 渉

2013109949 癌治療の費用対効果に関する検討

臼杵 尚志（香川大学 消 日本癌治療学会誌

会議録

化器外科）
，柏木 裕貴，（0021-4671）47巻3号
西澤 祐吏，山本 尚樹， Page2673（2012.10）
赤本 伸太郎，藤原 理朗，
岡野 圭一，鈴木 康之
2013108454 切除不能進行再発食道癌症例に対 宇良 敬（愛知県がんセ 日本癌治療学会誌

会議録

するdocetaxel、paclitaxel単剤療法 ンター中央病院 薬物療 （0021-4671）47巻3号
の費用対効果分析

法部）
，成田 有季哉，

Page1178（2012.10）

小森 梓，新田 壮平，
山口 和久，谷口 浩也，
近藤 千紘，門脇 重憲，
高張 大亮，室 圭
2013108246 薬剤師によるレジメンチェック介 林 誠（国立病院機構金 日本癌治療学会誌
入の薬剤経済学的検討

会議録

沢医療センター）
，杉村 （0021-4671）47巻3号
勇人，大西 知絵，宮澤 Page970（2012.10）
憲治，
山谷 明正，
舟木 弘

2013107841 日本の医療保険制度に関する費用 Sakoi Masami（Ministry 日本癌治療学会誌

会議録

対効果の評価を導入するための可 of Health，Labour and （0021-4671）47巻3号
能性のある選択肢

Welfare）

Page558（2012.10）

（A possible option for the
introduction of cost-effectiveness
evaluation into the Japanese
medical insurance system）
（英語）

医療費
文献番号

タイトル

2013118574 保健行政における医療費削減効果

出典

論文種別

足立 泰美（大阪大学大 社会保障研究

著者（所属）

原著論文

学院 医学系研究科 博士 （0387-3064）48巻3号
課程），赤井 伸郎，
植松 利夫

Page334-348
（2012.12）

医療保障制度
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2013136053 病院経営・病棟運営に効く!医療制 石井 仁（千葉県済生会 ナースマネジャー
度・診療報酬 知識習得ドリル（第 習志野病院 医事課）

14巻12号

2回） 医療事務中級編

Page47-51（2013.03）

2013122993 【中小病院は生き残れるか】
医療制度の今後と中小病院の展望

真野 俊樹（多摩大学統 病院

論文種別
解説

解説／

合リスクマネジメント研 （0385-2377）72巻3号 特集
究所）

Page178-183（2013.03）

2013121055 病院経営・病棟運営に効く!医療制 石井 仁（千葉県済生会 ナースマネジャー
度・診療報酬 知識習得ドリル（第 習志野病院 医事課）

14巻11号

1回） 医療事務基本編

Page47-51（2013.02）

解説

2013115188 台湾の視覚障害児の教育と医療制度 賀 夏梅（国立彰化師範 日本ロービジョン学会誌 会議録
ロービジョンケアを中心に

大学 特殊教育学系）

12巻
Page7（2012.10）

2013115187 韓国の視覚障害教育と医療制度

李 宇寛（国立ソウル盲 日本ロービジョン学会誌 会議録
学校）

12巻
Page6（2012.10）

2013113671 全県の国民健康保険・後期高齢者医 冨尾 淳（東京大学大学 日本公衆衛生学会総会

会議録

療制度レセプトを用いた糖尿病外来 院 医学系研究科 公衆衛 抄録集
診療の質の評価

生学分野）
，稲田 晴彦，（1347-8060）71回
窪山 泉，豊川 智之，

Page497（2012.10）

小林 廉毅
2013112709 医療保険者における特定健診受診率 望月 宗一郎（山梨県立 日本公衆衛生学会総会
向上への取り組みの分析

会議録

大学 看護学部）
，神谷 抄録集
まろみ，村松 照美

（1347-8060）71回
Page255（2012.10）

2013107844 韓国医療保険制度における高額癌治 H e o D a e S e o g 日本癌治療学会誌

会議録

療薬の実証的償還制度（Evidence- （Department of Internal （0021-4671）47巻3号
based reimbursement policies for Medicine Seoul National Page561（2012.10）
expensive cancer drugs in Korean University Hospital）
Health Insurance System）
（英語）
2013107841 日本の医療保険制度に関する費用対 Sakoi Masami（Ministry 日本癌治療学会誌
効果の評価を導入するための可能性 of Health，Labour and （0021-4671）47巻3号
のある選 択 肢（A possible option Welfare）
for the introduction of costeffectiveness evaluation into the
Japanese medical insurance
system）
（英語）

Page558（2012.10）

会議録

診療報酬・薬価
文献番号

タイトル

著者（所属）

2013123471 日本の診療報酬請求データベースに Sugihara Toru

出典

論文種別

International Journal of 原著論文／

基づく腎臓外傷の管理の傾向、血管 （Department of Urology, Urology

比較研究

, （0919-8172）19巻6号
塞栓術の成績および多臓器損傷の S h i n t o s h i H o s p i t a l）
指 標（M a n a g e m e n t t r e n d s , Yasunaga Hideo,

Page559-563（2012.06）

angioembolization performance Horiguchi Hiromasa,
and multiorgan injury indicators of Nishimatsu Hiroaki,
r e n a l t r a u m a f r o m J a p a n e s e Fukuhara Hiroshi,
administratiwe claims database） Enomoto Yutaka, Kume
Haruki, Ohe Kazuhiko,

（英語）

Matsuda Shinya,
Homma Yukio
2013123004 医療管理会計学入門［最終回］病院 荒井 耕（一橋大学大学 病院
原価計算の現状・課題と共通原価計 院 商学研究科）
算制度の必要性

解説

（0385-2377）72巻3号
Page230-233（2013.03）

2013119140 放射線部門における収益性の検討 谷 祐児
（いとう整形外科 北海道放射線技術雑誌
伝統的原価計算手法を用いて

病院）
，武藤 浩史，
小笠原 克彦

原著論文

（0912-0327）72号
Page49-54（2012.03）

医療関連ビジネス
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2013136608 企業側からみたポストゲノム時代の 都賀 稚香（ノバルティ 腫瘍内科
開発治験の考え方

論文種別
解説

スファーマ オンコロジ （1881-6568）11巻2号
ー早期臨床開発部 バイ Page305-309（2013.02）
オマーカー &amp;サ ポ
ートグループ）

2013136602 新薬開発に向けたわが国での産官学 大友 俊彦（中外製薬 プ 腫瘍内科
連携のあり方 企業の立場から

解説

ロジェクト・ライフサイ （1881-6568）11巻2号
クルマネジメントユニッ Page276-279（2013.02）
トプロジェクト推進部）

2013134697 創薬シリーズ 臨床開発と育薬 日 柿原 浩明（京都大学大 日本薬理学雑誌

解説

141巻2号
本経済に役立つ医薬品産業!医療経 学院 薬学研究科）
，井深 （0015-5691）
済学の立場から医薬品産業政策を考 陽子，馬 欣欣

Page95-99（2013.02）

える
2013132567 バイオ医薬品の免疫原性予測方法

新見 伸吾（国立医薬品 医薬品医療機器レギュラ 総説
食品衛生研究所 生物薬 トリーサイエンス
品部）

（1884-6076）44巻1号
Page26-35（2013.01）

