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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
2013172376 【学校検尿2013】

医療経済的視点から見た学校検尿シ
ステム

土屋 正己（つちや小児
科）

小児科臨床
（0021-518X）66巻4号 
Page767-773（2013.04）

解説／
特集

2013169526 【高齢者の血液疾患】
医療経済からみた高齢者がん医療 
慢性骨髄性白血病の高額医療費問
題を考える

小林 一彦（JR東京総合
病院 血液腫瘍内科）

Geriatric Medicine
（0387-1088）51巻2号 
Page181-184（2013.02）

解説／
特集

2013169376 【今、注目のワクチン】
ワクチンの医療経済評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部 薬学科）

ファルマシア
（0014-8601）49巻3号 
Page233-237（2013.03）

解説／
特集

2013169284 悪性腫瘍と血栓症・DIC（第6回）悪
性腫瘍とDIC　医療経済の観点から

和田 英夫（三重大学大
学院 医学系研究科 臨床
検査医学），渡邊 真希，
下仮屋 雄二

Thrombosis Medicine
（2186-0327）3巻1号
Page73-76（2013.03）

解説

2013164462 GISを利用した患者受療圏のシミュ
レーション　地域医療政策のための
需要超過地域の予測

土井 俊祐（千葉大学医
学部附属病院 高齢社会
医療政策研究部），井出 
博生，中村 利仁，藤田 
伸輔，高林 克日己

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page684-687（2012.11）

会議録

2013164359 社会シミュレーション手法の医療政
策・経営への応用に関する研究　高
齢社会における医療需要の変質と供
給体制を考える

小塩 篤史（日本医科大
学 医療管理学教室）

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page344-347（2012.11）

会議録

2013160555 冠動脈疾患予防におけるプロバイオ
ティクス摂取の医療経済分析

清水 美貴子（慶応義塾
大学 薬学部 衛生化学講
座），堀内 一成，田村 
悦臣

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS295（2012.10）

会議録



2013147942 ALS患者のレスパイト入院に関す
る医療経済分析

菊池 仁志（村上華林堂
病院 神経内科），宮原 
美佐，荒木 智佳，北野 
晃祐，田代 博史，丸山 
俊一郎，馬場園 明

臨床神経学
（0009-918X）52巻12号
Page1516（2012.12）

会議録

2013144715 コスト（日本の健康保険制度との整
合性）医療経済的に中小民間病院で
の内視鏡外科手術の立ち上げは可能
か?　ゼロからの出発

佐藤 貴弘（東明会原田
病院），林 信一，清水 
秀之，原田 佳明，原田 
雅義，山口 茂樹，小山 勇

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）17巻7号
Page273（2012.12）

会議録

2013144711 コスト（日本の健康保険制度との整
合性）医療経済面からみた胸腔鏡下
肺切除術における当院での自動縫合
器使用本数の検討

日野 佑美（東京都済生
会中央病院 呼吸器外
科），堀内 翔，宮原 尚文，
小林 零，梶 政洋，末舛 
恵一

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）17巻7号
Page272（2012.12）

会議録

2013140584 大腸癌外来化学療法における医療経
済

鈴木 英之（日本医科大
学武蔵小杉病院 消化器
病センター），吉野 雅則，
松信 哲朗，三浦 克洋，
豊田 哲鎬，中田 亮輔，
大山 莉奈，渡辺 昌則，
内田 英二

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）73巻増刊
Page602（2012.10）

会議録

2013139913 教育や医療経済を考慮した腹腔鏡下
虫垂切除術

菅本 祐司（沼津市立病
院 外科），浅井 陽，木村 
正 幸， 福 長 徹， 田 崎 
健太郎，細田 利史，太田 
拓実，佐塚 哲太郎，浦濱 
竜馬，松原 久裕

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）73巻増刊
Page480（2012.10）

会議録

2013138917 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） 日本心療内科学会誌
（1342-9558）16巻抄録号
Page34（2012.11）

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

2013173002 インクレチン関連薬導入が糖尿病治
療動向に及ぼす影響について

本間 三絵（済生会長崎
病院 薬剤部），中原 優子，
一瀬 史弥，江川 修，森 
佳織，馬場 裕生，森川 
成美，近藤 英明，芦澤 
潔人，和泉 元衛

薬事新報
（0289-3290）2780号
Page7-11（2013.04）

原著論文

2013172376 【学校検尿2013】
医療経済的視点から見た学校検尿シ
ステム

土屋 正己（つちや小児
科）

小児科臨床
（0021-518X）66巻4号
Page767-773（2013.04）

解説／
特集



2013172363 【学校検尿2013】
現場で困ること　腎臓病・糖尿病3
次検診を導入して　教育委員会の立
場から

大竹 雅夫（東京都多摩
市教育委員会 教育部 学
校支援課 保健・給食係）

小児科臨床
（0021-518X）66巻4号
Page681-690（2013.04）

解説／
特集

2013169687 アセトアミノフェン鎮痛目的利用の
国内外差およびその普及による薬剤
費低減の可能性

甲斐 健太郎（国際医療
福祉大学大学院），池田 
俊也，武藤 正樹

薬剤疫学
（1342-0445）17巻2号
Page75-86（2013.02）

総説

2013169526 【高齢者の血液疾患】
医療経済からみた高齢者がん医療 
慢性骨髄性白血病の高額医療費問
題を考える

小林 一彦（JR東京総合
病院 血液腫瘍内科）

Geriatric Medicine
（0387-1088）51巻2号
Page181-184（2013.02）

解説／
特集

2013166706 栄養材の形態が経管栄養管理業務
工数および看護内容に及ぼす影響

田中 志子（大誠会内田
病院）

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）50巻1号
Page104-109（2013.01）

原著論文／
比較研究

2013165938 【新薬展望2013】
（第I部）医療イノベーションと新薬
創出　医療イノベーションにおける
創薬の出口戦略

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 社会健
康医学系専攻 薬剤疫学
分野）

医薬ジャーナル
（0287-4741）49巻増刊
Page231-235（2013.01）

解説／
特集

2013164501 わが国で導入されたMRIの病院経営
に与える影響に関する一考察

今井 信也（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座），小川 俊夫，田村 
光平，今村 知明

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page828-830（2012.11）

会議録

2013164357 C型慢性肝炎ジェノタイプ1b高ウイ
ルス量患者へのPegIFN/RBV併用療
法における48週標準治療と72週延
長療法との費用対効果比較

石田 博（山口大学医学
部附属病院 医療情報
部），末永 利一郎，坂井
田 功，井上 裕二

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page336-339（2012.11）

会議録

2013164355 腎代替療法の構成の違いに基づく費
用対効果の比較

清水 詩子（新潟大学 医
学部 保健学科），齋藤 
翔太，凌 一葦，飯野 則昭，
風間 順一郎，赤澤 宏平

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page328-330（2012.11）

会議録

2013164297 ユーザーメードシステムの費用対効
果　End User Computingの管理

山本 康仁（東京都立広
尾病院 小児科）

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page128-131（2012.11）

会議録

2013164296 ユーザーメードシステムの費用対効
果　大阪医療センターのカード型カ
ルテ

岡垣 篤彦（国立病院機
構大阪医療センター）

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page124-127（2012.11）

会議録

2013164293 ユーザーメードシステムの費用対効
果

太田原 顕（山陰労災病
院 循環器科）

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page114-115（2012.11）

会議録

2013162975 集団健康教育における肥満改善の費
用対効果分析

熊谷 直子（ソニー健康
保険組合 保健事業），
須藤 美智子，稲垣 まりか，
宮川 美帆，鈴木 政登

体力科学
（0039-906X）61巻6号
Page693（2012.12）

会議録

2013161892 胃がん検診の検査方法の一考察 有沢 貴美栄（横須賀市
保健所 健康づくり課），
高木 英俊

神奈川県公衆衛生学会誌
（0451-3177）58号
Page36（2012.11）

会議録



2013161713 山形県における介護予防事業の費用
対効果評価の検討

高橋 俊章（山形県立保
健医療大学），丹野 克子，
千葉 登，慶徳 民夫，
日下部 明，佐藤 敦宏，
佐藤 桂子

山形県公衆衛生学会講演集
38回
Page23（2012.03）

会議録

2013161550 皮膚・排泄ケア認定看護師が実施す
る陰圧閉鎖療法の効率性の評価

貝谷 敏子（札幌市立大
学 看護学部），飯坂 真司，
仲上 豪二朗，玉井 奈緒，
内藤 亜由美，溝上 祐子，
真田 弘美

日本創傷治癒学会
プログラム・抄録集42回
Page91（2012.12）

会議録

2013160904 ヒスタミンH1受容体拮抗薬である
ケトチフェンとアゼラスチンの総合
評価による比較

大貫 敏男（新潟薬科大
学 薬学部 薬効安全性学
教室），田中 真央，尾崎 
昌宣，土橋 洋史

応用薬理
（0300-8533）83巻3-4
Page27-31（2012.10）

原著論文

2013160555 冠動脈疾患予防におけるプロバイオ
ティクス摂取の医療経済分析

清水 美貴子（慶応義塾
大学 薬学部 衛生化学講
座），堀内 一成，田村 
悦臣

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS295（2012.10）

会議録

2013160398 小児へのロタウイルスワクチン（ロ
タリックス）投与の費用効用分析

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学），折原 慎弥，福田 
敬，川村 直久，鈴木 宏，
津谷 喜一郎

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS216（2012.10）

会議録

2013159786 新規分析装置、AU5800導入による
経済効果

鈴木 玲子（関西医科大
学附属枚方病院 臨床検
査部），角坂 芳彦，吉岡 
秀樹，大倉 ひろ枝，高橋 
伯夫

臨床病理
（0047-1860）60巻補冊
Page269（2012.10）

会議録

2013156008 日本における慢性腎臓病集団検診の
費用対効果（Cost-effectiveness of 
chronic kidney disease mass 
screening test in Japan）（英語）

Kondo Masahide（De-
partment of Health Care 
Policy and Manage-
ment，Graduate School 
of Comprehensive Sci-
ences，University of 
Tsukuba），Yamagata 
Kunihiro，Hoshi Shu-
Ling，Saito Chie，Asahi 
Koichi，Moriyama To-
s h i k i，T s u r u y a K a -
z u h i k o，Y o s h i d a 
Hideaki，Iseki Kunitoshi，
Watanabe Tsuyoshi

Clinical and Experimen-
tal Nephrology

（1342-1751）16巻2号
Page279-291（2012.04）

原著論文／
比較研究



2013155997 慢性腎臓病の予防　アジア諸国にお
ける課題　第3回アジア慢性腎臓病
対策フォーラムの報告（Chronic 
kidney disease prevention: a chal-
lenge for Asian countries: report of 
the Third Asian Forum of Chronic 
Kidney Disease Initiatives）（英語）

Chang Jer-Ming（De-
partment of Internal 
Medicine，Kaohsiung 
Municipal Hsiao-Kang 
H o s p i t a l），H w a n g 
Shang-Jyh，Tsukamoto 
Yusuke，Chen Hung-
Chun

Clinical and Experi-
mental Nephrology

（1342-1751）16巻2号 
Page187-194（2012.04）

解説

2013155938 日本における慢性期脳卒中に対する
医療ケア（Medical Care for Chron-
ic-Phase Stroke in Japan）（英語）

Hattori Naoyuki（De-
partment of Neurologi-
c a l Su r ge r y，Nihon 
University School of 
Medicine），Hirayama 
Teruyasu，Katayama 
Yoichi

Neurologia medico-
chirurgica

（0470-8105）52巻4号
Page175-180（2012.04）

原著論文／
比較研究

2013155758 【循環器病学における臨床研究-いか
に確実に臨床に還元するか】
わが国における臨床研究の現状　わ
が国の臨床研究の現状と未来

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）

医学のあゆみ
（0039-2359）244巻13号
Page1093-1097（2013.03）

解説／
特集

2013155524 【潰瘍性大腸炎における新たな治療
戦略】
今後の内科的新規治療法の可能性

渡辺 憲治（大阪市立大
学大学院 医学研究科 消
化器内科学），鎌田 紀子，
十河 光栄，谷川 徹也，
山上 博一，富永 和作，
渡辺 俊雄，藤原 靖弘，
荒川 哲男

Intestine
（1883-2342）17巻2号
Page183-186（2013.03）

解説／
特集

2013155379 【降圧療法に関する最近の話題と問
題点】
費用対効果を考慮した降圧薬治療

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学保健管理センター）

診断と治療
（0370-999X）101巻3号
Page453-458（2013.03）

解説／
特集

2013155308 子宮頸がんのHPV検査・細胞診併
用検診　高精度で効率化可能（受診
間隔延長・高費用対効果・ワクチン
時代対応可）

岩成 治（島根県立中央
病院 産婦人科），林 由梨，
今野 良

臨床婦人科産科
（0386-9865）67巻2号 
Page300-307（2013.03）

解説

2013155268 【今こそ!PRRSの清浄化を】
豚繁殖・呼吸障害症候群（PRRS）
をコントロールするための連携した
取組みによって、経済的利益がもた
らされる　米国における地域ぐるみ
のPRRS対策プロジェクト

Garbes Noel（Bethany 
Animal Hospital），Pol-
lard Carrie

臨床獣医
（0912-1501）31巻3号
Page26-30（2013.03）

解説／
特集

2013155266 【今こそ!PRRSの清浄化を】
PRRS清浄化は、養豚獣医師だけで
なく、それぞれの立場から考える機
会である

伊藤 貢（あかばね動物
クリニック）

臨床獣医
（0912-1501）31巻3号
Page14-19（2013.03）

解説／
特集



2013154977 診療明細書をもらって医療内容をチ
ェックしよう　患者本位の安全と信
頼の医療をめざして

勝村 久司 医療ソーシャルワーク
60号
Page38-51（2012.12）

解説

2013153618 NICEの解説（医療の費用対効果） 中路 重之（弘前大学大
学院 医学研究科 社会医
学講座），岩根 かほり，
大久保 礼由

臨床腫瘍プラクティス
（1880-3083）9巻1号
Page72-75（2013.02）

解説

2013153172 ストレスおよびストレス関連の健康
の社会的決定要因　生涯にわたって
のウェルビーイングの推進（Social 
Determinants of Stress and Stress-
related Health-Promotion of Well-
being from the Cradle to the 
Grave）（英語）

Levi Lennart（Psychoso-
cial Medicine，Karolin-
ska Institutet）

ストレス科学
（1349-4813）26巻4号
Page323-329（2012.04）

解説

2013152762 薬剤師職能・薬学6年制を欧米から
学ぶ　Academic Detailingにおける
薬剤師の役割

山本 美智子（鈴鹿医療
科学大学 薬学部 医薬品
情報学）

医薬ジャーナル
（0287-4741）49巻2号
Page643-649（2013.02）

解説

2013152508 IMPELLA　The New Generation 
Device

Gr ise Mark（Sacred 
heart hospital）， 田 辺 
健吾，小谷 順一，石井 
秀樹

Coronary Intervention
9巻1号
Page85-88（2013.01）

座談会

2013152342 虚血性心疾患へのアプローチ　心筋
シンチの使用について　費用対効果

鷹津 文麿（鷹津内科循
環器科）

現代医学
（0433-3047）60巻2号
Page487-495（2012.12）

解説

2013152339 予防医学　胃がんのABC検診 浜島 信之（名古屋大学
大学院 医学系研究科予
防医学）

現代医学
（0433-3047）60巻2号
Page467-472（2012.12）

解説

2013151290 臨床検査技師のキャリア設計 社会
人大学院の現状と課題　修士課程
を修了した臨床検査技師の立場から

小原 丈裕（岩手医科大
学医学部附属病院 中央
臨床検査部），諏訪部 章

臨床病理
（0047-1860）60巻12号
Page1155-1161（2012.12）

解説

2013150609 TR-3000Mを使用した生食レス・プ
ライミング法の試み

佐藤 正徳（井口腎泌尿
器科 透析室），吉川 智志，
森川 好之，田中 裕樹，
近藤 光洋，竹田 知恵子，
犬塚 信子，井口 靖浩

日本血液浄化技術学会会誌
（2185-5927）20巻2号
Page118-120（2012.09）

解説

2013143696 当薬局における在宅での残薬確認の
有用性に関する検討

内田 亨（サニー薬局 在
宅医療部），保坂 洋二

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page348（2012.10）

会議録

2013143536 緑内障点眼薬の眼圧が1mmHg下降
する費用比較

池田 博昭（広島大学病
院 薬剤部），冨田 隆志，
櫻下 弘志，塚本 秀利，
木平 健治

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page268（2012.10）

会議録



2013143492 節薬バッグ運動　福岡市における、
医療費および患者負担軽減を目指し
た残薬削減の取り組み

小柳 香織（福岡市薬剤
師会），島添 隆雄，山浦 
竜雄，吉田 武夫，三井
所 尊正，石橋 久，加留部 
信介，斉藤 友亮，高木 
淳一，木原 太郎，瀬尾 隆

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page243（2012.10）

会議録

2013143371 ジェネリック医薬品における注射用
抗菌剤の採用とその経済効果につい
て

中村 英明（岐阜社会保
険病院 薬剤部），高井 
満

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page182（2012.10）

会議録

2013143302 ジェネリック医薬品の更なる普及の
ために　最適なジェネリック医薬品
の選択、そして医療費節減へ　ジェ
ネリック医薬品に対する企業側の取
り組み

大湊 靖（第一三共エス
ファ 営業企画部）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page121（2012.10）

会議録

2013143301 ジェネリック医薬品の更なる普及の
ために　最適なジェネリック医薬品
の選択、そして医療費節減へ　会員
薬局間で在庫情報を共有化するシス
テムの導入事例

田尻 泰典（福岡県薬剤
師会）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page120（2012.10）

会議録

2013143300 ジェネリック医薬品の更なる普及の
ために　最適なジェネリック医薬品
の選択、そして医療費節減へ　病院
薬剤師によるジェネリック医薬品の
普及・啓発活動

増原 慶壮（聖マリアン
ナ医科大学附属病院）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page119（2012.10）

会議録

2013143299 ジェネリック医薬品の更なる普及の
ために　最適なジェネリック医薬品
の選択、そして医療費節減へ　保険
薬局における後発医薬品の推進

有澤 賢二（北海道薬剤
師会），公益社団法人日
本薬剤師会医療保険委
員会

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page118（2012.10）

会議録

2013143298 ジェネリック医薬品の更なる普及の
ために　最適なジェネリック医薬品
の選択、そして医療費節減へ　ジェ
ネリック医薬品の品質確保と普及

四方田 千佳子（国立医
薬品食品衛生研究所）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page117（2012.10）

会議録

2013138890 ペイント嚥下食の特定給食施設にお
ける実用化の検討

亀山 良子（金城学院大
学 生活環境学部），田中 
真理子，照井 眞紀子

日本給食経営管理学会誌
（2187-2937）6巻1号
Page3-13（2012.05）

原著論文／
比較研究

2013138323 心血管用植込み型電子デバイスを移
植した患者を対象とする日本の遠隔
モニタリングシステムの経済的評価

（Economical Evaluation of Remote 
Monitoring System in Patients with 
Cardiac Implantable Electronic 
Devices in Japan）（英語）

Nozoe Masatsugu
（Saiseikai Kumamoto 
Hospital Cardiovascular 
Center），
Honda Toshihiro，
Tanaka Yasuaki，
Sakai Yoshirou，
Yonemura Tomohide，
Kurosaki Ryousuke，
Nakao Koichi

Journal of Arrhythmia
（1880-4276）
27巻Suppl.
Page372（2011.09）

会議録



医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013159257 リウマチ性疾患患者の医療費構造 鏑木 誠（東邦大学 医学
部 医学科 内科学講座 
膠原病学分野），楠 芳恵，
村岡 成，川合 眞一

臨床リウマチ
（0914-8760）24巻3号
Page199-205（2012.09）

原著論文／
比較研究

2013150724 入院医療費包括化における看護サー
ビスの適正な評価に関する研究　診
断群分類別包括評価と看護必要度
データを用いた検討

秋山 智弥（京都大学医
学部附属病院 看護部），
林田 賢史，田村 寛，秋山 
直美

木村看護教育振興財団
看護研究集録19号
Page1-13（2012.09）

原著論文

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013167748 アメリカの医療保障制度と看護事情　
カリフォルニア海外研修を参考に

馬橋 和恵（上武大学 看
護学部）

上武大学看護学部紀要
（1880-747X）6巻2号
Page53-56（2011.03）

解説

2013165152 大学を中心とした地域連携のCPAP
医療制度について

中山 明峰（名古屋市立
大学医学部附属病院 睡
眠医療センター），栗山 
真一，有馬 菜千枝，川名 
麻未，木寺 恵，鍔田 早希，
安東 カヨコバールドワジ

日本睡眠学会定期学術
集会プログラム・抄録
集37回
Page249（2012.06）

会議録

2013164502 包括医療制度時代における経営効率
の向上を実現する診療プロセス分析
方式

由井 俊太郎（日立製作所
中央研究所），佐藤 淳平，
木戸 邦彦，神山 卓也，
尾藤 良孝，蜷川 親宏，
鈴木 隆弘，藤田 伸輔，
高林 克日己

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page832-835（2012.11）

会議録

2013140303 パクリタキセル腹腔内投与併用化学
療法の肉眼的腹膜播種陽性胃癌に
対する高度医療制度下第2相臨床試
験

山口 博紀（東京大学 腫
瘍外科），石神 浩徳，江本 
成伸，北山 丈二，渡邉 
聡明

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）73巻増刊
Page550（2012.10）

会議録

2013137555 ISO15189取得と今後の展望 私立
大学病院の立場から　ISO取得とそ
の効果

田中 秀磨（大阪医科大
学附属病院 中央検査
部），池本 敏行，村上 
澄子，田窪 孝行

臨床病理
（0047-1860）60巻7号
Page674-676（2012.07）

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

2013166549 病院管理会計としての原価計算・小
倉記念病院新築移転の分析

野坂 秀行（社会保険小
倉記念病院），米満 勝美，
上田 親司，岩本 雅子，
當間 敦子

小倉記念病院紀要
（0287-4334）45巻1号
Page18-22（2013.02）

原著論文

2013166548 レセプト情報二次利用としての原価
計算

野坂 秀行（社会保険小
倉記念病院），當間 敦子

小倉記念病院紀要
（0287-4334）45巻1号
Page1-17（2013.02）

原著論文

2013164354 医療分野における原価計算の最新応
用

秋山 昌範（東京大学政策
ビジョン研究センター），
金安 双葉，清水 佐知子

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page324-327（2012.11）

会議録

2013164353 HIV診療の原価計算に関する一考察 田村 光平（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座），小川 俊夫，白阪 
琢磨，井出 博生，川崎 
忠記，原野 廣子，今村 
知明

医療情報学連合大会論文集
（1347-8508）32回
Page320-322（2012.11）

会議録

2013159114 匠の技と先端技術の融合　医工連
携の問題点 世界初の注射薬自動読
取装置（SPASER）を中心とした手
術原価マネジメントシステム開発に
よるコスト削減と安全・確実な医療
への取り組み

末廣 剛敏（遠賀中間医
師会おんが病院），杉町 
圭蔵，大隈 恵治

日本コンピュータ外科学会誌
（1344-9486）14巻3号
Page186-187（2012.10）

会議録

2013152062 診療報酬改定によるHCCに対する
RFAの診療収支の検討

渋谷 明隆（北里大学 医
学部 消化器内科），中沢 
貴秀，日高 央，奥脇 裕介，
南野 勉，高田 樹一，田中 
賢明，小泉 和三郎，荒井 
康夫

医学と薬学
（0389-3898）69巻1号
Page58-60（2013.01）

原著論文／
比較研究

2013146758 うつ病患者に併存する疼痛について
の実態調査　診療報酬請求データベ
ースを用いたレトロスペクティブ研
究

大坪 天平（東京厚生年
金病院），中原 直博，Cai 
Zhihong，Peng Xiao-
mei，杉原 知子，Faries 
Douglas E.，Flynn Jen-
nifer A.，並木 千尋

診断と治療
（0370-999X）100巻12号
Page2107-2114（2012.12）

原著論文／
比較研究



医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013152264 外科勤務医が「外科医増員を必要と
感じる」要因について

野口 剛（大分大学医学
部附属地域医療学セン
ター 外科分野），上田 
貴威，矢田 一宏，内田 
雄三，北野 正剛，白石 
憲男，大分県外科医会地
域医療推進連絡協議会

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）74巻1号
Page1-7（2013.01）

原著論文／
比較研究

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

2013169375 【今、注目のワクチン】
日本のワクチン産業の歴史と今後の
期待　企業の視点から

村田 直樹（ファイザー 
スペシャリティケア事業
部門 ワクチン事業統括
部 ワクチン学術推進部）

ファルマシア
（0014-8601）49巻3号
Page227-232（2013.03）

解説／
特集

2013160563 新薬の臨床開発と承認審査期間　5
ヵ年戦略最終年度の2011年調査結
果を踏まえ

長谷藤 信五（日本製薬
工業協会医薬産業政策
研究所），小野 俊介

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS299（2012.10）

会議録

2013160394 日本版コンパッショネート使用制度
の創設をめざして 製薬業界として
のコンパショネート使用制度に対す
る考え方

桑原 雅明（武田薬品工
業 医薬開発本部 薬事
部），日本製薬工業協会
薬事委員会

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS213（2012.10）

会議録

2013160368 小児・希少疾病における臨床試験・
治験の実情、問題点、取り組み 難
病・希少疾病用医薬品開発は、患
者、アカデミア、企業、政府の共同
事業

塩村 仁（ノーベルファ
ーマ），鈴木 良一

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS196（2012.10）

会議録

2013160299 早期臨床試験に関する最近の展開 
国内MD試験実施支援体制と製薬会
社の意識調査

松嶋 由紀子（医薬品開
発支援機構），千葉 康司，
山崎 浩史，池田 敏彦，
諏訪 俊男，辻 彰

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS151（2012.10）

会議録

2013160277 早期・探索的臨床研究への臨床薬理
学の貢献 製薬企業から臨床薬理学
コミュニティに期待すること

平間 敏靖（グラクソス
ミスクライン 開発本部 
臨床薬理部）

臨床薬理
（0388-1601）43巻Suppl.
PageS137（2012.10）

会議録

2013153180 ストレス耐性と脆弱性の分子生物学
的研究　ドラッグリプロファイリン
グ研究

水島 徹（慶応義塾大学 
薬学部）

ストレス科学
（1349-4813）26巻4号
Page394-403（2012.04）

解説

2013152376 アカデミア発の創薬への期待 稲垣 治（アステラス製
薬）

薬学雑誌
（0031-6903）133巻2号
Page213-219（2013.02）

総説

2013152322 【血液の悪性造血腫瘍】
東海発の研究　新たなキナーゼ阻害
剤

清井 仁（名古屋大学大
学院 医学系研究科 血
液・腫瘍内科学）

現代医学
（0433-3047）60巻2号
Page299-303（2012.12）

解説／
特集



2013143419 薬学生の医薬品流通に関するキャリ
ア教育と意識調査

武田 典子（メディセオ 
薬事管理部），大野 尚仁

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page206（2012.10）

会議録

2013143330 社会の期待に応える薬剤師の将来像　
製薬勤務薬剤師の現状と将来ビジョ
ン

稲垣 治（日本薬剤師会 
製薬薬剤師部会）

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集45回
Page149（2012.10）

会議録


