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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
2013256828 透析患者における二次性副甲状腺機

能亢進症治療の現状と展望　医療
経済面からの考察も含めて

安永 親生（済生会八幡
総合病院 腎センター），
大田 隆司

日本透析医会雑誌
（0914-7136）28巻1号
Page125-132（2013.04）

解説

2013252828 医療経済と泌尿器科 斎藤 忠則（東京臨海病
院 泌尿器科）

日本ミニマム創泌尿器
内視鏡外科学会雑誌

（1883-5465）4巻2号 
Page24（2012.12）

会議録

2013251743 関節リウマチの治療　生物学的製剤
（TNF阻害薬以外） IORRAコホートを
用いたRAにおけるトシリズマブの至
適投与に関する医療経済学的検討

田中 栄一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター），
井上 永介，小林 晶子，
星 大介，杉本 直樹，設楽 
久美，佐藤 恵里，井上 
靖，瀬戸 洋平，
中島 亜矢子，桃原 茂樹，
谷口 敦夫，山中 寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログラ
ム・抄録集57回・22回
Page420（2013.03）

会議録

2013250260 地域医療政策の最近の動向 平子 哲夫（厚生労働省） 日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）87巻3号
PageS575（2013.03）

会議録

2013243650 医療経済と高血圧 齊藤 郁夫（慶応義塾大
学保健管理センター）

日本高血圧学会臨床高
血圧フォーラムプログ
ラム・抄録集2回
Page111（2013.05）

会議録

2013243637 JSH2014ガイドライン改訂にむけ
て ガイドラインにおける医療経済

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学保健管理センター）

日本高血圧学会臨床高
血圧フォーラムプログ
ラム・抄録集2回
Page104（2013.05）

会議録



2013237117 胃 癌 術 後surgical site infection
（SSI）が医療経済に及ぼす影響　多
施設共同研究

渡邊 良平（栃木県立が
んセンター）

東邦医学会雑誌
（0040-8670）60巻2号
Page108（2013.03）

会議録

2013233962 大腸癌治療の医療経済 森 義之（山梨大学 第一
外科），飯野 弥，須藤 
誠，柴 修吾，滝口 光一，
藤井 秀樹

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page805（2013.03）

会議録

2013233857 減量手術のもつ可能性の追求　メタ
ボリックサージェリーから医療経済
まで

山本 寛（滋賀医科大学 
消化器外科），山口 剛，
Vo Trung，村田 聡，清水 
智治，園田 寛道，仲
成幸，塩見 尚礼，赤堀 
浩也，村上 耕一郎，谷 徹

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page778（2013.03）

会議録

2013233511 新規術式の医療経済側面からの評価　
鏡視下手術を例として

臼杵 尚志（香川大学 消
化器外科），近藤 彰宏，
阪部 正章，西村 充孝，
浅野 栄介，大島 稔，柏木 
裕貴，西澤 祐吏，山本 
尚樹，赤本 伸太郎，藤原 
理朗，岡野 圭一，鈴木 
康之

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page692（2013.03）

会議録

2013231802 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に 未踏高齢社会の外科
診療評価　質から価値へ

長谷川 敏彦（日本医科
大学）

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page153（2013.03）

会議録

2013231801 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に 地方独立行政法人化
による自治体病院の再生

竹中 賢治（福岡市民病
院 外科）

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page152（2013.03）

会議録

2013231800 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に Accordion Severity 
Grading Systemによる膵術後合併
症重症度診断　膵切除術のクオリテ
ィー向上をめざして

橋本 泰司（広島大学 応
用生命科学部門外科），
村上 義昭，上村 健一郎，
首藤 毅，近藤 成，佐々木 
勇人，岡田 健司郎，末田 
泰二郎

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page152（2013.03）

会議録

2013231799 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に 肝切除周術期FFP非
使用の前向き試験による経済効果

山崎 慎太郎（日本大学 
消化器外科），高山 忠利，
黒川 友晴，三塚 裕介，
松野 順敬，岩間 敦子，
北條 暁久，蛯澤 記代子，
吉川 大太郎，青木 優，
望月 晋，荒牧 修，森口 
正倫，大久保 貴生，
金本 彰，緑川 泰，中山 
壽之，桧垣 時夫

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page152（2013.03）

会議録

2013231798 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に 外科医療技術の評価　
外保連の取り組み

山口 俊晴（がん研有明
病院 消化器センター 消
化器外科）

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page151（2013.03）

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

2013260253 【看護部の残業時間の削減】
（事例1）看護職が働き続けられる職
場を目指して　多職種へ役割分担・
看護補助者の活用で超過勤務削減

松本 久美子（済生会松
山病院 看護部）

師長主任業務実践18巻
385号
Page5-12（2013.06）

解説／
特集

2013258760 SBIRTの意義と普及への対策 猪野 亜朗（かすみがう
らクリニック），長 徹二

日本アルコール・薬物
医学会雑誌

（1341-8963）48巻2号
Page105-117（2013.04）

総説

2013257884 臨床検査技師がチーム医療に果たす
役割 感染対策と臨床検査技師の実
践行動

小森 敏明（京都府立医
科大学附属病院 臨床検
査部），山田 幸司，木村 
武史，小阪 直史，中西 
雅樹，藤友 結実子，
藤田 直久

臨床病理
（0047-1860）61巻4号
Page346-352（2013.04）

解説

2013256203 【日本乳房炎研究会Presents　日本
における乳房炎研究の再構築元年!】
関東地区における乳質の課題と取り
組み

三浦 道三郎（Nosai埼玉
家畜診療所桶川支所）

獣医畜産新報
（0447-0192）66巻5号
Page337-340（2013.05）

解説／
特集

2013231797 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に Quality Indicatorを用
いた外科診療の質の評価

嶋田 元（聖路加国際病
院 医療情報センター），
小野寺 久，福井 次矢

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page151（2013.03）

会議録

2013231796 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に 規模の大きさから価
値へ　米国の健康管理における品質
向上運動（From volume to value: 
The quali ty movement in U.S. 
Healthcare）（英語）

Nash David B.（School 
of Population Health，
T h o m a s J e f f e r s o n 
Univ.）

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page150（2013.03）

会議録

2013231646 NCDデータ　外科医療政策への利
活用

岩中 督（東京大学 小児
外科），宮田 裕章，大久保 
豪，友滝 愛

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page82（2013.03）

会議録

2013231487 先天性心疾患の効果的な胎児心スク
リーニング法の確立とその普及及び
胎児診断が小児の予後及び医療経
済に及ぼす影響についての検討

川瀧 元良（神奈川県立
こども医療センター 新
生児科）

こども医療センター医
学誌

（0301-2654）41巻4号
Page189-192（2012.12）

原著論文

2013228854 PMX-DHP症例での医療経済を中心
とした検討

井口 広靖（刈谷豊田総
合病院 麻酔科・救急集
中治療部），榊原 健介，
三浦 政直，渡邉 文雄，
寺島 良幸，中根 玲子，
佐野 文昭，中村 不二雄

エンドトキシン血症救
命治療研究会誌

（1348-821X）15巻1号
Page140-144（2011.10）

原著論文／
比較研究



2013255319 3歳児眼科健診の現状と問題点 木村 正彦（きむらこども
ファミリークリニック），
井上 真，渡辺 浩，芦沢 
隆夫

小児科臨床
（0021-518X）66巻5号
Page969-973（2013.05）

原著論文

2013252754 生物学的製剤の薬剤経済学的検討 山中 寿（東京女子医科
大学附属膠原病リウマ
チ・痛風センター）

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログラ
ム・抄録集57回・22回
Page696（2013.03）

会議録

2013251820 関節リウマチの治療　生物学的製剤
（TNF阻害薬）IORRAコホートを用い
たRAにおける生物学的製剤使用の医
療経済学的検討

田中 栄一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター），
井上 永介，小林 晶子，
星 大介，杉本 直樹，設楽 
久美，佐藤 恵里，井上 
靖，瀬戸 洋平，中島
亜矢子，桃原 茂樹，谷口 
敦夫，山中 寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラ
ム・抄録集57回・22回
Page448（2013.03）

会議録

2013251799 RA評価と診断 NinJaにおける費用
対効果分析年次報告2011　改善の
持続

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター），
宇都宮 勇人，松井 利浩，
西野 仁樹，當間 重人

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログラ
ム・抄録集57回・22回 
Page439（2013.03）

会議録

2013251743 関節リウマチの治療　生物学的製剤
（TNF阻害薬以外） IORRAコホート
を用いたRAにおけるトシリズマブ
の至適投与に関する医療経済学的検
討

田中 栄一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター），
井上 永介，小林 晶子，
星 大介，杉本 直樹，設楽 
久美，佐藤 恵里，井上 
靖，瀬戸 洋平，中島
亜矢子，桃原 茂樹，谷口 
敦夫，山中 寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラ
ム・抄録集57回・22回
Page420（2013.03）

会議録

2013251196 RAの集学的アプローチ 関節リウマ
チに対する薬剤経済学の重要性

津谷 喜一郎（東京大学
大学院 薬学系研究科 医
薬政策学），五十嵐 中

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラ
ム・抄録集57回・22回
Page164（2013.03）

会議録



2013249068 日本における脳卒中一次予防に対す
る自己治療としてのアンジオテンシ
ン転換酵素阻害薬の支払い意思額

（Willingness to Pay for Angioten-
sin-Converting Enzyme Inhibitors 
as Self-Medication for Primary 
Prevention of Stroke in japan）（英
語）

Hashiguchi Masayuki
（Division for Evaluation 
and Analysis of Drug 
I n f o r m a t i o n，K e i o 
University，Faculty of 
Pharmacy），Watanabe 
E r i k o，C h i y o d a 
Ta ke sh i，I r i e Sh i n，
K u r o k a w a T a t s u o，
Mochizuki Mayumi

臨床薬理
（0388-1601）44巻1号 
Page29-36（2013.01）

原著論文／
比較研究

2013246352 院内データを掘り起こし、経営への
活用と応用　医療機器導入をシミュ
レート　DPCデータを用いた費用
対効果分析の取り組み

武藤 浩史（札幌社会保
険総合病院 経営企画
室），北村 大輔，長瀬 
博明

医療アドミニストレー
ター 4巻39号
Page20-26（2013.06）

解説

2013246078 【虚血性心疾患　エビデンスをふま
えた長期予後とQOL改善を目的とし
た最新の実地診療】
セミナー　実地診療で用いられる診
断法と治療法　虚血性心疾患治療
におけるQOLとコストベネフィット　
実地診療への応用

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）

M e d i c a l P r a c t i c e
（0910-1551）
30巻6号
Page1025-1031（2013.06）

解説／
特集

2013243811 併用療法からバルサルタン／アムロ
ジピン配合剤（エックスフォージ）
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

松永 和雄（伊万里有田
共立病院 循環器科），
野出 孝一

日本高血圧学会臨床高
血圧フォーラムプログ
ラム・抄録集2回
Page172（2013.05）

会議録

2013243650 医療経済と高血圧 齊藤 郁夫（慶応義塾大
学保健管理センター）

日本高血圧学会臨床高
血圧フォーラムプログ
ラム・抄録集2回
Page111（2013.05）

会議録

2013242785 前向きコホート研究データに基づく
関節リウマチ治療における生物学的
製剤の薬剤経済分析

田中 栄一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター），
井上 永介，星 大介，中島 
亜矢子，桃原 茂樹，
谷口 敦夫，山中 寿

薬理と治療
（0386-3603）41巻4号 
Page347-362（2013.04）

原著論文

2013242507 腹腔鏡手術上達における費用対効果
の高いトレーニングマテリアル

金 南孝（大阪大学），
細井 文子，小林 栄仁，
筒井 建紀，木村 正

産婦人科の進歩
（0370-8446）65巻2号 
Page239（2013.05）

会議録

2013239544 食形態の調節により嚥下障害が改善
した事例における費用対効果分析

横田 瑛里子（国立療養
所菊池恵楓園），岡本
結乃，櫨川 飛鳥，池田 
美貴子，石崎 美穂，山田 
卓生，楠原 健一，野上 
玲子

日本ハンセン病学会雑誌
（1342-3681）82巻1-2
Page27（2013.04）

会議録



2013236874 Helicobacter pylori検出染色法の比
較検討

板橋 匠美（労働者健康
福 祉 機 構 東 京 労 災 病
院），渕本 芳行，藤井 
信重，石黒 泉，塩野
さおり

首都圏支部・関甲信支
部医学検査学会プログ
ラム・講演抄録集1回・
49回
Page105（2012.11）

会議録

2013235079 当院における先発医薬品からジェネ
リック医薬品への採用切替えに関す
る実態調査

須鎌 建（成田赤十字病
院 薬剤部），藤澤 宗央，
高田 勝利，内田 純子，
君和田 貢，鷲尾 隆子，
秋葉 登世美

成田赤十字病院誌
（1344-4077）15巻
Page66-68（2013.02）

原著論文

2013234875 費用対効果からみた肝門部胆管癌切
除例、非切除例の医療費の検討

味木 徹夫（神戸大学 肝
胆膵外科），岡崎 太郎，
大坪 出，村上 冴，吉田 
優子，篠崎 健太，木戸 
正浩，浅利 貞毅，新関 
亮，松本 逸平，福本 巧，
具 英成

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page1033（2013.03）

会議録

2013231799 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に 肝切除周術期FFP非
使用の前向き試験による経済効果

山崎 慎太郎（日本大学 
消化器外科），高山 忠利，
黒川 友晴，三塚 裕介，
松野 順敬，岩間 敦子，
北條 暁久，蛯澤 記代子，
吉川 大太郎，青木 優，
望月 晋，荒牧 修，森口 
正倫，大久保 貴生，金本 
彰，緑川 泰，中山 壽之，
桧垣 時夫

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page152（2013.03）

会議録

2013231796 医療経済学からみた外科診療　医療
の質を中心に 規模の大きさから価
値へ　米国の健康管理における品質
向上運動（From volume to value: 
The quali ty movement in U.S. 
Healthcare）（英語）

Nash David B.（School 
of Population Health，
T h o m a s J e f f e r s o n 
Univ.）

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page150（2013.03）

会議録

2013229566 ARIMAモデルを利用した医療装置
の置き換えによる収益性分析（Profit 
analysis for replacement of medi-
cal equipment by using an ARIMA 
model）（英語）

T an i Y u j i（Dep t . o f 
R a d i o l o g y，I t o h 
orthopedic hospital），
Ogasawara Katsuhiko

日本放射線技術学会総
会学術大会予稿集

（1884-7846）69回
Page156（2013.02）

会議録

2013228755 昭和大学歯科病院口腔外科における
抗菌薬の使用状況

鎌谷 宇明（昭和大学 歯
学部 顎口腔疾患制御外
科学講座），池田 幸

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）61巻1号 
Page97（2013.01）

会議録

2013228602 望まれる動画像ネットワークシステ
ム像を探る（Part 2） 臨床に生かす
技術的進展　心エコー検査における
動画像ネットワークシステム活用例

梅田 ひろみ（社会保険
小倉記念病院 検査技師
部 第一生理検査課）

新医療
（0910-7991）40巻2号 
Page130-133（2013.02）

解説



2013228596 HISの道理　病院情報システムを経
営に直結させるために（第8回）　引
き続いての検体検査システム。新規
導入、更新に関わる課題から、シス
テム&ベンダの選定法を紹介。業務
を見直す好機と捉えるべきだ

根本 大介（日本総合研
究所 総合研究部門 社
会・産業デザイン事業
部 ヘルスケアイノベー
ショングループ），渡邉 
敬之

新医療
（0910-7991）40巻2号 
Page98-100（2013.02）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013248004 結腸直腸手術後の手術部位感染が
日本における入院期間と医療費に及
ぼす影響（Impact of surgical site 
infection after colorectal surgery 
on hospital stay and medical ex-
penditure in Japan）（英語）

Kashimura Nobuichi
（Department of 
Surgery，Teine 
Keijinkai Hospital），
Kusachi Shinya，
Konishi Toshiro，
Shimizu Junzo，
Kusunoki Masato，Oka 
Masaaki，Wakatsuki 
Toshiro，Sumiyama 
Yoshinobu

Surgery Today
（0941-1291）42巻7号
Page639-645（2012.07）

原著論文／
比較研究

2013242794 一般病院における手湿疹患者の労働
生産性、生活の質、医療費に関する
検討

荒瀬 規子（大阪大学大
学院 医学系研究科 皮膚
科 学 ）， 村 上 有 香 子，
高橋 彩，松井 佐起，
糸井 沙織，山岡 俊文，
遠山 知子，田中 文，
片山 一朗

Journal o f Env i ron-
mental Dermatology 
and Cutaneous Aller-
gology（1882-0123）
7巻2号
Page87-92（2013.04）

原著論文

2013228564 4年間のDPCデータを用いたホーム
レス患者及び医療扶助患者の入院日
数および医療費に関わる影響調査

緒方 信明（福岡医療団
本部），伊藤 隆

診療情報管理
（1883-7972）24巻3号
Page79-83（2012.12）

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

2013257680 東南アジア諸国の医療制度について　
医療ツーリズムと健診サービスにつ
いて

渡邉 一平（広島国際大
学 医療経営学部）

広島国際大学医療経営
学論叢

（1882-9694）6巻
Page61-62（2013.03）

解説

2013252818 リウマチ性疾患の社会保険医療制度 生野 英祐（生野リウマ
チ整形外科クリニック）

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログラ
ム・抄録集57回・22回
Page737（2013.03）

会議録



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013228855 社会保険病院における血液浄化法を
必要とした敗血症患者の予後と診療
報酬額

宮内 善豊（綜合病院社
会保険徳山中央病院 集
中治療科），村岡 和子

エンドトキシン血症救命
治療研究会誌

（1348-821X）15巻1号 
Page145-151（2011.10）

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

2013250165 看護部主導による総合病床マネジメ
ントの効果（第1報）

杉本 弥生（東京都立多
摩総合医療センター 看
護部），畑田 みゆき，
大田 敦子

東京都福祉保健医療学
会誌平成24年度受賞演
題論文集
Page46-49（2013.02）

原著論文

2013247070 医療保険制度における財源　保険料
と税の役割分担

土居 丈朗（慶応義塾大
学 経済学部）

社会保険旬報
（1343-5728）2534号 
Page24-28（2013.06）

解説

2013246515 医療保険制度における財源　保険料
と税の役割分担

土居 丈朗（慶応義塾大
学 経済学部）

社会保険旬報
（1343-5728）2533号 
Page10-16（2013.06）

解説

2013245564 【最新 社会保障制度】
医療保険

長谷川 敦（宮城県成人
予防協会仙台循環器病
センター）

ケアマネジャー15巻6号
Page18-21（2013.05）

解説／
特集

2013245402 病院経営・病棟運営に効く!医療制
度・診療報酬知識習得ドリル（第5
回）　医療事務中級編

石井 仁（千葉県済生会
習志野病院 医事課）

ナースマネジャー
15巻3号
Page82-87（2013.06）

解説

2013243897 【再生医療の現況と最前線】
再生医療を正しく進めるために　再
生医療の出口としての医療制度

大倉 華雪（先端医療振
興財団先端医療センタ
ー 再生医療開発支援
部），松山 晃文

整形・災害外科
（0387-4095）56巻5号
Page443-449（2013.04）

解説／
特集

2013233510 現行医療制度における手術医療評価
の課題

安原 洋（東京大学 手術
部），深柄 和彦，小松 
孝美，村越 智，齋藤
祐平，上寺 祐之

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page692（2013.03）

会議録

2013232677 新規先進医療制度下に実施する早期
乳がんに対するラジオ波焼灼療法

（RFA）多施設共同研究

木下 貴之（国立がん研
究センター中央病院 乳
腺外科），麻賀 創太，山本 
尚人，藤澤 知巳，和田 
徳昭，高畠 大典，
土井原 博義，高橋 将人，
増田 慎三，大谷 彰一郎，
岩本 恵理子，津田 均

日本外科学会雑誌
（0301-4894）114巻臨増2
Page482（2013.03）

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

2013259076 市販後を見据えた開発戦略の重要性　
患者のベネフィットのために開発段
階からできることは何か　ゼロから
知りたい事前評価相談　事前評価相
談の実施事例と有効活用に関する考
察

松永 敏幸（ファイザー 
薬事統括部 第一開発薬
事企画部）

臨床医薬
（0910-8211）29巻5号
Page435-438（2013.05）

解説

2013259074 市販後を見据えた開発戦略の重要性　
患者のベネフィットのために開発段
階からできることは何か　承認申請
書の軽微・一変と実運用の問題点を
探る　改正薬事法施行から現在まで
に学んだことを振り返る　外資系新
薬メーカーの立場から

松尾 和也（アッヴィ合
同会社 開発本部 非臨
床・CMC部）

臨床医薬
（0910-8211）29巻5号
Page423-427（2013.05）

解説

2013259071 市販後を見据えた開発戦略の重要性　
患者のベネフィットのために開発段
階からできることは何か　毎日がタ
イムマネジメントの新人プロマネ君　
スケジュールに追われる日々をどう
乗り切るか?

岩崎 幸司（武田薬品工
業日本開発センター 臨
床研究推進室）

臨床医薬
（0910-8211）29巻5号
Page405-411（2013.05）

解説

2013259070 市販後を見据えた開発戦略の重要性　
患者のベネフィットのために開発段
階からできることは何か　毎日がタ
イムマネジメントの新人プロマネ君　
プロジェクトマネジメントってなあ
に?

塚本 淳（第一三共 研究
開発本部 プロジェクト
推進部 第一グループ）

臨床医薬
（0910-8211）29巻5号
Page399-404（2013.05）

解説

2013257841 【アカデミアの創薬スクリーニング:
分子標的からリード化合物発見への
戦略】
オープンイノベーション　日本と欧
米の比較

丹沢 和比古（理化学研
究所ライフサイエンス
技術基盤研究センター）

細胞工学
（0287-3796）32巻6号 
Page688-692（2013.05）

解説／
特集

2013257833 【アカデミアの創薬スクリーニング:
分子標的からリード化合物発見への
戦略】
化合物ライブラリーと創薬等支援技
術基盤プラットフォーム

小島 宏建（東京大学創
薬オープンイノベーショ
ンセンター），岡部 隆義，
長野 哲雄

細胞工学
（0287-3796）32巻6号 
Page638-643（2013.05）

解説／
特集

2013257832 【アカデミアの創薬スクリーニング:
分子標的からリード化合物発見への
戦略】
基礎の基礎

吉田 稔（理化学研究所 
吉田化学遺伝学研究室）

細胞工学
（0287-3796）32巻6号 
Page634-637（2013.05）

解説／
特集

2013256017 オープンイノベーション　創薬シリ
ーズ　ビジネスマッチングが世界を
変える　バイオ技術革新の産業化と
オープン・イノベーション

塚本 芳昭（バイオイン
ダストリー協会）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）141巻5号
Page268-274（2013.05）

解説



2013249058 医師主導治験を円滑に実施するため
に　企業主導治験と医師主導治験
何が違う?　医師主導治験を円滑に
実施するために　実施医療機関の立
場から

川島 弓枝（滋賀医科大
学医学部附属病院 臨床
研究開発センター治験
管理部門）

薬理と治療
（0386-3603）41巻1号 
Page21-26（2013.01）

解説

2013246621 製薬企業より　CoDxどのように開
発を進めていくか　自社開発の経験
から

竹下 滋（アステラス製
薬 開発本部 臨床薬理
部）

腫瘍内科（1881-6568）
11巻5号
Page636-639（2013.05）

解説

2013246146 【品質システムのグローバル化と国
際協調】

（第6章）グローバル化に対応する開
発過程の品質システムの構築　開発
過程の原材料管理とサプライヤーマ
ネジメント

和田 雅昭（塩野義製薬），
井上 靖雄，梅村 雄太，
木村 祐介，田中 広徳，
日本PDA製薬学会開発
QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻7号 
Page1329-1334（2013.05）

解説／
特集


