
医療経済関係研究論文（11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 論文種別
2013322910 【分子標的治療薬の選び方、使い方】

分子標的治療薬の費用対効果　Con　
患者および国庫の圧迫を懸念する立
場から　分子標的治療薬時代の医療
経済　国民医療費対策のパラダイム
シフト

中路 重之（弘前大学大
学院 医学研究科 社会医
学講座），高橋 一平，益子 
俊志

臨床腫瘍プラクティス
（1880-3083）9巻3号 
Page287-290

（2013.08）

解説／
特集

2013321680 平成24年度学術委員会学術第5小委
員会報告　感染制御認定および専
門薬剤師による医療経済を含めた病
院感染制御活動への貢献度実態調
査（最終報告）

北村 正樹（東京慈恵会
医科大学附属病院），
赤松 孝，池上 英文，北原 
隆志，白石 正，唯野 貢司，
継田 雅美，前田 頼伸，
村木 優一，森 健，山田 
武宏

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）49巻8号
Page803-805

（2013.08）

原著論文

2013321581 定額医療時代における高齢者漢方診
療の意義（第70回）　高齢者特有疾
患の漢方ベストチョイス72　漢方
治療と医療経済

秋葉 哲生（あきば伝統
医学クリニック）

Geriatric Medicine
（0387-1088）51巻7号
Page730-731

（2013.07）

解説

2013317660 【どう使う?生活習慣病の配合剤】
配合剤、併用療法の有用性と医療経
済学的意義

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学）

薬事
（0016-5980）55巻7号
Page1143-1148

（2013.07）

解説／
特集

2013312020 エビデンスのもたらすもの　臨床医
学の発展と医療行政への発信

岩中 督（東京大学大学
院 医学系研究科 小児外
科）

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）49巻3号
Page461-462

（2013.05）

会議録



2013312003 医療経済的検討によるレーザー導入
の効果

佐賀 俊文（函館市立函
館病院 胸部心臓血管外
科），森下 清文，柴田 
豪，氏平 功祐，馬場 俊雄，
馬渡 徹，菅原 留美

静脈学
（0915-7395）24巻2号 
Page247（2013.05）

会議録

2013311570 口唇口蓋裂治療における医療経済性
の評価

平野 吉子（大阪府立母
子保健総合医療センタ
ー 口腔外科），山元 有理，
石本 俊介，高尾 香名，
小原 浩，西尾 順太郎

日本口蓋裂学会雑誌
（0386-5185）38巻2号
Page208（2013.04）

会議録

2013311204 医療技術評価の導入に対する行政の
取り組み 医療経済評価の方法と活
用

福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

医療機器学
（1882-4978）83巻2号
Page150-151

（2013.04）

会議録

2013303440 医療政策としてのがん検診の位置づ
け・方向性・課題 ピロリ除菌胃が
ん一次予防の政策的課題

三木 一正（日本胃がん
予知・診断・治療研究
機構）

日本がん検診・診断学
会誌

（1881-8846）21巻1号
Page61（2013.07）

会議録

2013303439 医療政策としてのがん検診の位置づ
け・方向性・課題 職域における喫
煙対策の方向性

本多 融（日立製作所日
立健康管理センター）

日本がん検診・診断学
会誌

（1881-8846）21巻1号
Page60（2013.07）

会議録

2013303438 医療政策としてのがん検診の位置づ
け・方向性・課題 子宮頸がん予防
におけるワクチンの導入と検診の意
義

今野 良（自治医科大学
附属さいたま医療セン
ター 産婦人科）

日本がん検診・診断学
会誌

（1881-8846）21巻1号
Page59（2013.07）

会議録

2013303437 医療政策としてのがん検診の位置づ
け・方向性・課題 対策としてのが
ん検診の方向性

祖父江 友孝（大阪大学
大学院 医学系研究科 環
境医学）

日本がん検診・診断学
会誌

（1881-8846）21巻1号
Page58（2013.07）

会議録

2013300273 血友病患者に対するタンデム鏡視下
滑膜切除術の医療経済効果

稲垣 有佐（奈良県立医
科大学 整形外科），田中 
康仁，村田 景一，酒本 
佳洋，熊井 司，上松 耕太，
谷口 晃，小川 宗宏，原 
良太，面川 庄平，嶋 緑倫

JOSKAS
（1884-8842）38巻4号
Page217（2013.06）

会議録

2013295045 近世後期の秋田藩による医療政策の
展開

藤本 大士（東京大学大
学院 総合文化研究科 科
学史・科学哲学研究室
博士課程）

日本医史学雑誌
（0549-3323）59巻2号
Page269（2013.06）

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

2013323776 脳卒中の治療技術　脳卒中の遠隔
医療　Telestroke

長谷川 泰弘（聖マリア
ンナ医科大学 神経内科）

脳と循環
（1341-8440）18巻3号 
Page241-245

（2013.09）

解説

2013323692 practice note　実践の根拠と臨床知
を探る　戦略的感染対策をめざして　
感染対策の費用対効果を考えてみよ
う

本田 順一（雪ノ聖母会聖
マリア病院 医療の質管理
本部）

ナーシング
（0389-8326）33巻11号
Page91-95（2013.09）

解説

2013323474 【職場のメンタルヘルスと復職支援-
その効果的な利用のために】
精神疾患の社会的コストとリワーク

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神神経科学
教室）

精神医学
（0488-1281）55巻8号
Page747-752

（2013.08）

解説／
特集

2013323226 ユニットケアの提供と福祉用具活用
の関係性　個別ケアの提供から見え
てきた個々の自立支援の在り方

山野 良夫（伯耆の国） 福祉介護テクノプラス
（2187-1698）6巻9号 
Page1-6（2013.09）

解説

2013323107 薬の知識　消化器癌に対する分子
標的治療薬の現状

久保田 祐太郎（昭和大
学 内科学講座 腫瘍内科
部 門 ）， 矢 野 雄 一 郎，
佐々木 康綱

臨床消化器内科
（0911-601X）28巻10号
Page1430-1437

（2013.08）

解説

2013322956 【レセプト点検の「費用対効果」〜点
検効果が最大化するポイント事例集
〜】

（Part2）レセプト点検の「費用対効
果」を考える　診療の上流"でチェッ
クをかけるシステムへ"

原茂 順一（聖路加国際
病院 医事課）

保険診療
（0385-8588）68巻8号 
Page25（2013.08）

解説／
特集

2013322954 【レセプト点検の「費用対効果」〜点
検効果が最大化するポイント事例集
〜】

（Part2）レセプト点検の「費用対効
果」を考える レセプト点検の「費用
対効果」の実際

並木 洋（牧田総合病院 
医事部）

保険診療
（0385-8588）68巻8号 
Page22-23（2013.08）

解説／
特集

2013322910 【分子標的治療薬の選び方、使い方】
分子標的治療薬の費用対効果　Con　
患者および国庫の圧迫を懸念する立
場から　分子標的治療薬時代の医療
経済　国民医療費対策のパラダイム
シフト

中路 重之（弘前大学大
学院 医学研究科 社会医
学講座），高橋 一平，益子 
俊志

臨床腫瘍プラクティス
（1880-3083）9巻3号
Page287-290

（2013.08）

解説／
特集

2013322909 【分子標的治療薬の選び方、使い方】
分子標的治療薬の費用対効果　Pro　
延命効果を重視する立場から

堀江 良樹（聖マリアン
ナ医科大学 臨床腫瘍学
講座），朴 成和

臨床腫瘍プラクティス
（1880-3083）9巻3号
Page282-286

（2013.08）

解説／
特集



2013322880 複数規格在庫する注射抗がん剤の
安価な組み合わせ処方を電子カルテ
システム上で可能とするプログラム
の開発

藤本 勝博（大阪大学医
学部附属病院 薬剤部），
勝浦 正人，上田 幹子，
竹上 学，大石 雅子，
三輪 芳弘

医療薬学
（1346-342X）39巻8号 
Page491-498（2013.08）

原著論文

2013322344 【関節リウマチ治療の新しい展開〜
JAK阻害薬の臨床導入による進歩
〜】
本邦における関節リウマチ治療の現
状と課題

山本 一彦（東京大学 医
学部 アレルギーリウマ
チ内科）

医薬ジャーナル
（0287-4741）49巻8号 
Page1977-1979（2013.08）

解説／
特集

2013322339 【ワクチン療法の最新事情】
ロタウイルスワクチン

中込 治（長崎大学大学
院 医歯薬学総合研究科
感染免疫学講座 分子疫
学分野），中込 とよ子

医薬ジャーナル
（0287-4741）49巻8号 
Page1941-1945（2013.08）

解説／
特集

2013322059 【Helicobacter pylori感染症の臨床
試験-いま、明らかにされるべきこ
とは何か-】
若年者に対するHelicobacter pylori
の除菌（小児を含めて）

日高 奈緒（信州大学 医
学部 小児医学講座），
加藤 沢子，中山 佳子

Helicobacter Research
（1342-4319）17巻4号 
Page322-325（2013.08）

解説／
特集

2013321581 定額医療時代における高齢者漢方診
療の意義（第70回）　高齢者特有疾
患の漢方ベストチョイス72　漢方
治療と医療経済

秋葉 哲生（あきば伝統
医学クリニック）

Geriatric Medicine
（0387-1088）51巻7号
Page730-731（2013.07）

解説

2013321333 関節リウマチ治療における最新の知
見

桃原 茂樹（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター 整
形外科）

関節の外科
（0285-6255）40巻2号 
Page36（2013.07）

会議録

2013320923 パブリッククラウドコンピューティ
ングを用いた粒子線治療モンテカル
ロシミュレーション　並列計算環境
の設計と検討

横濱 則也（田中病院） 日本放射線技術学会雑
誌

（0369-4305）69巻7号
Page773-777（2013.07）

原著論文

2013320775 ハイリスク乳癌に対する乳癌検診を
どうするか 乳がん発症ハイリスク
群に対するMRIによるスクリーニン
グの現状とガイドライン作成の経緯

中島 康雄（聖マリアン
ナ医科大学 放射線医学
講座）

日本乳癌検診学会誌
（0918-0729）22巻2号
Page193-197（2013.07）

解説

2013317851 【臨床現場で実践する!薬学研究のス
スメ】
実例で学ぶ!「日常業務」から「論文」
にする視点　医薬品の品質と管理

（薬剤経済も含めて）

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究
科）

薬局
（0044-0035）64巻8号 
Page2278-2284（2013.07）

解説／
特集

2013317660 【どう使う?生活習慣病の配合剤】
配合剤、併用療法の有用性と医療経
済学的意義

齊藤 郁夫（慶応義塾大
学）

薬事
（0016-5980）55巻7号 
Page1143-1148（2013.07）

解説／
特集

2013317653 【どう使う?生活習慣病の配合剤】
配合錠の臨床的機能性

並木 徳之（静岡県立大
学 薬学部 実践薬学分
野）

薬事
（0016-5980）55巻7号 
Page1101-1108（2013.07）

解説／
特集



2013317652 【どう使う?生活習慣病の配合剤】
配合剤によるアドヒアランスの改善
と意義

光山 勝慶（熊本大学大
学院 生命科学研究部 医
学系生体機能薬理学）

薬事
（0016-5980）55巻7号
Page1095-1100（2013.07）

解説／
特集

2013314997 維持透析患者におけるepoetin-κ
（Biosimilar）の使用経験

長岡 高広（さとに田園
クリニック 腎 センタ
ー），宮田 俊哉，中村 
慎也，澤田 望，南條 友典，
森田 祐司，太田 匡彦

中国腎不全研究会誌21
巻
Page55-56（2012.12）

会議録

2013314249 【そこが知りたい透析ケアQ&A-透析
現場からの質問116-第2版】

（10章）その他　透析にかかる費用
について教えてください

内山 妙子（自治医科大
学附属さいたま医療セ
ンター 看護部）

ナーシングケアQ&A
（1349-0869）44号
Page209-210（2013.04）

Q&A ／
特集

2013311337 ランニングコストを考慮した輸液ポ
ンプの検討

西久保 祐次（聖マリア
病院 臨床工学室），友永 
慎太郎，木下 隆，堤 善充，
中島 正一，井福 武志

医療機器学
（1882-4978）83巻2号 
Page234（2013.04）

会議録

2013311204 医療技術評価の導入に対する行政の
取り組み 医療経済評価の方法と活
用

福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

医療機器学
（1882-4978）83巻2号 
Page150-151（2013.04）

会議録

2013311203 医療技術評価の導入に対する行政の
取り組み HTA導入を巡る国内論議
の現状と将来（ジャーナリストの立
場から）

井高 恭彦（薬新） 医療機器学
（1882-4978）83巻2号 
Page150（2013.04）

会議録

2013310848 有床義歯の生存年数とQOL　
Quality-adjusted life-years

（QALYs）を用いた前向き疫学調査

菅野 京子（日本大学松
戸歯学部 有床義歯補綴
学講座）

日本補綴歯科学会誌
（1883-4426）4巻特別号
Page65（2012.05）

会議録

2013308563 日常生活における身体活動の量およ
び運動強度が生活習慣病のリスクフ
ァクターおよび医療費に及ぼす影響

岩藤 のり子（四国大学） 四国大学紀要，B（自然
科学編）（0919-1801）
36号
Page1-10（2013.03）

原著論文／
比較研究

2013307064 無機ヒ素に対する曝露の生物学的
モニタリングに用いるガスクロマ
トグラフィ質量分析法で尿中ヒ素
を測定するための分析方法の開発

（Development of an Analytical 
Method for the Determination of 
Arsenic in Urine by Gas 
Chromatography-mass 
Spectrometry for Biological 
Monitoring of Exposure to 
Inorganic Arsenic）（英語）

Takeuchi Akito（Osaka 
Occupational Health 
Service Center，Japan 
Industrial Safety and 
Health Association），
Namera Akira，
Kawasumi Yaeko，
Imanaka Tsutoshi，
Sakui Norihiro，Ota 
Hirokazu，Endo Yoko，
Sumino Kimiaki，Endo 
Ginji

Journal of Occupation-
al Health

（1341-9145）54巻6号
Page434-440（2012.11）

原著論文



2013305831 診 療Controversy　medical deci-
sion makingのために 敗血症患者の
支持療法としてのポリミキシンカラ
ムによる血液浄化療法　（A）適用は
慎重に選択すべきである（あるいは
積極的には行わない）　（B）適用を
広くとって積極的に行うべきである

仲松 正司（琉球大学医
学部附属病院 感染対策
室），森 伸晃

内科
（0022-1961）112巻3号
Page573-579（2013.09）

解説

2013305762 リハビリテーションとまちづくり 
転倒予防とまちづくり

山田 実（京都大学大学
院 医学研究科 人間健康
科学専攻）

総合リハビリテーション
（0386-9822）41巻8号
Page775-778（2013.08）

解説

2013305491 【DDS医薬品と臨床開発】
がん治療におけるミセル製剤の臨床
開発

松村 保広（国立がん研
究センター東病院 臨床
開発センター 新薬開発
分野）

Drug Delivery System
（0913-5006）28巻3号 
Page215-220（2013.07）

解説／
特集

2013305489 【DDS医薬品と臨床開発】
ゼヴァリンの開発経緯と放射免疫療
法の今後

戸倉 雅彦（富士フイル
ムRIファーマ RIT開 発
部），藪内 由史

Drug Delivery System
（0913-5006）28巻3号 
Page197-204（2013.07）

解説／
特集

2013303088 インクレチン関連薬市販前後での糖
尿病治療薬処方状況と薬剤費の変
化

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

プラクティス
（0289-4947）30巻4号 
Page495-501（2013.07）

原著論文

2013302885 【病院の個性に合わせたHIS導入術】
メリットを生かしたHIS導入の方策　
電子カルテのクラウド化がもたらす
可能性を検証する

織田 正道（祐愛会織田
病院）

新医療
（0910-7991）40巻7号 
Page28-31（2013.07）

解説／
特集

2013302817 臨床現場で生じた疑問　低リスク患
者に対するスタチン治療は必要か?

塚本 和久（福島県立医
科大学会津医療センタ
ー 糖尿病・代謝・腎臓
内科）

CORE Journal 循環器
（2186-7879）3号
Page8-16（2013.06）

Q&A

2013302473 わかりやすい臨床講座　iPS細胞を
用いた網膜再生医療とロービジョン
ケア

高橋 政代（理化学研究
所 神戸事業所）

日本の眼科
（0285-1326）84巻6号 
Page754-755（2013.06）

解説

2013301663 消費増税がもたらす医療機関への影
響

杉山 敏夫（大阪府済生
会中津病院 内部監査室）

大阪府済生会中津病院
年報

（0918-5771）23巻2号 
Page220-227（2013.03）

解説

2013301440 黒毛和種牛に対するOvsynch-CIDR
法を用いた一年一産への試み

藤本 修司（NOSAI淡路
基幹家畜診療所），濱崎 
健太，笹倉 春美，山本 
直史，畠中 みどり，橋本 
宰昌，喜田 利明

家畜人工授精
（0285-4724）276 号 
Page30-33（2013.05）

原著論文



2013298856 循環器病の診断と治療に関するガイ
ドライン（2010年度合同研究班報
告）

【ダイジェスト版】
虚血性心疾患に対するバイパスグラ
フトと手術術式の選択ガイドライン

（2011年改訂版）

落 雅美（日本医科大学 
心臓血管外科），浅井 
徹，天野 篤，荒井 裕国，
一色 高明，大野 貴之，
岡林 均，岡村 吉隆，小川 
聡，川筋 道雄，木村 剛，
小林 順二郎，坂田 隆造，
柴 輝男，須磨 久善，住吉 
徹哉，代田 浩之，高本 
眞一，田代 忠，新浪 博，
西垣 和彦，西田 博，藤原 
久義，堀井 泰浩，桝田 
出，夜久 均，山崎 力，
山本 文雄，渡邊 剛，北村 
惣一郎，鈴木 友彰，田鎖 
治，田林 晄一，土井 潔，
富田 重之，中嶋 博之，
西見 優，羽生 道弥，藤井 
正大，河内 寛治，小山 
信彌，永井 良三，平山 
篤志，日本循環器学会，
日本冠疾患学会，日本
冠動脈外科学会，日本
胸部外科学会，日本心
臓血管外科学会，日本
心臓病学会

日本心臓血管外科学会
雑誌

（0285-1474）42巻3号
Page（1）-（21）（2013.05）

解説／
診療ガイ
ドライン

2013295372 当院におけるオーダリング連携
PACS導入の現状と課題

平川 修（北秋田市民病
院 放射線科），鈴木 
恵美子，鈴木 準，鈴木 
かなみ，西根 政博，北嶋 
正人，佐藤 昭治，小川 
秀晴

秋田県農村医学会雑誌
（0002-368X）57巻1-2
Page31（2012.07）

会議録

2013295369 PACSの効果 川又 渉（秋田県厚生農
業協同組合連合会かづ
の厚生病院 診療放射線
科），八木 勇介，菅原 
弘人，佐藤 徳彦，浅野 
かおり，湯瀬 直樹，阿部 
伸栄，小山内 亨，田中 
正吉

秋田県農村医学会雑誌
（0002-368X）57巻1-2
Page31（2012.07）

会議録



医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013308563 日常生活における身体活動の量およ
び運動強度が生活習慣病のリスクフ
ァクターおよび医療費に及ぼす影響

岩藤 のり子（四国大学） 四国大学紀要，B（自然
科学編）（0919-1801）
36号
Page1-10（2013.03）

原著論文／
比較研究

2013287550 高齢精神医学入院患者の滞在期間
と直接医療費の決定因子　台湾の
国民データベースを用いた6年間の
縦断研究（Determinants of 
psychogeriatric inpatient length of 
stay and direct medical costs: A 
6-year longitudinal study using a 
national database in Taiwan）（英
語）

Liu Chin-Ming（Program 
in Business，Feng 
Chia University），Li 
Chu-Shiu，Liu Chwen-
Chi，Tu Chu-Chin

Psychiatry and Clinical 
Neurosciences

（1323-1316）66巻5号
Page423-431（2012.08）

原著論文／
比較研究

2013293203 POCTガイドライン第3版（2013年
4月1日）

〆谷 直人（国際医療福
祉大学附属熱海病院 検
査部・予防医学センタ
ー），菊池 春人，奥田 
優子，木村 聡，桑 克彦，
細萱 茂実，坂本 秀生，
小林 隆，東野 功嗣，嶋田 
昌司，福田 篤久，山田 
修，山崎 家春，櫛引 健一，
渡辺 浩，名郷根 修，奥村 
道之，小見山 妃嗣吏，
岡 尚人，大戸 秀夫，弘田 
浩之，高谷 省悟，林田 
博文，奥村 淳，望月 克彦，
西沢 寛，樋渡 亮二，柴田 
喜久太郎，日本臨床検
査自動化学会POC推進
委員会

日本臨床検査自動化学
会会誌

（0286-1607）38巻Suppl.1
Page3-116（2013.04）

解説／
診療ガイ
ドライン

2013287920 肺結核の鑑別診断に対するツベル
クリン検査とインターフェロンγ
放出アッセイに関する討論

（Discussion Regarding Tuberculin 
Skin Tests and Interferon-gamma 
Release Assays for the Differential 
Diagnosis of Pulmonary 
Tuberculosis）（英語）

Kobashi Yoshihiro
（Department of 
Respiratory Medicine，
Kawasaki Medical 
School），Abe 
Masaaki，Mouri Keiji，
Obase Yasushi，
Miyashita Naoyuki，
Oka Mikio

Internal Medicine
（0918-2918）51巻20号
Page2999（2012.10）

レター



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013320725 看護管理者のためのDPCマネジメ
ント講座　今後の医療制度の動向と
DPC

奥中 美帆（日本経営） 看護展望
（0385-549X）38巻9号 
Page0830-0836（2013.07）

解説

2013320678 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6
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
5号
Page83-87（2013.08）

解説

2013310564 日本の医療制度下における漢方医学
に関する免許と医務に関するシステ
ムの確立（The Establishment of 
the System of Traditional Chinese 
Medicine regarding Licensing and 
Medical affairs under Japanese 
Rule）（英語）

周 珮き（中国医薬大学） 日本東洋医学雑誌
（0287-4857）64巻別冊
Page195（2013.04）

会議録

2013290449 病期別、医療保険の負担割合別等で
みた癌患者の経済的負担（The eco-
nomic burden of cancer patients 
by clinical stage，patient copay-
ment and length of hospital stay）

（英語）

濃沼 信夫（東北大学大
学院 医学系研究科 医療
管理学），伊藤 道哉

日本癌学会総会記事
（0546-0476）71回
Page538（2012.08）

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

2013312651 小児外科診療における原価計算 川瀬 弘一（聖マリアン
ナ医科大学 小児外科），
北川 博昭，脇坂 宗親，
島 秀樹，浜野 志穂，長江 
秀樹，青葉 剛史，眞鍋 
周太郎，小山 真理子，
大山 慧

日本小児外科学会雑誌
（0288-609X）49巻3号 
Page853（2013.05）

会議録

2013310395 生薬シンポジウム 薬価と生薬の品
質

姜 東孝（栃本天海堂） 日本東洋医学雑誌
（0287-4857）64巻別冊
Page81（2013.04）

会議録

2013298830 原価計算からみた心臓血管外科 三角 隆彦（済生会横浜
市東部病院）

日本心臓血管外科学会
雑誌

（0285-1474）42巻3号 
Page173-174（2013.05）

解説



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

2013322481 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　創薬研究公募TaNeDSによる
イノベーション

藤田 義文（第一三共 研
究開発企画部 エクスタ
ーナルサイエンスグル
ープ）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）142巻2号
Page89-95（2013.08）

解説

2013321875 欧州製薬団体連合会（EFPIA Ja-
pan）について　課題と取り組み

兼本 典明（欧州製薬団
体連合会事務局）

ファルマシア
（0014-8601）49巻8号
Page780-784（2013.08）

解説

2013317929 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　調査研究　創薬におけるオー
プンイノベーションの価値

内林 直人（ヒューマン
サイエンス振興財団）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）142巻1号
Page32-38（2013.07）

解説

2013317928 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　製薬企業の経営戦略にパラダ
イムシフトか!　製薬企業における
オープンイノベーションとライセン
シング

山崎 基寛（ヤマサキフ
ァーマコンサルティン
グ）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）142巻1号
Page28-31（2013.07）

解説

2013305685 抗体製造プロセスの開発研究につい
て

河野 晃（武田薬品工業
CMC研究センター 光バ
イオ技術室）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻10号
P a g e19 51 -19 5 6

（2013.08）

解説

2013290677 請求者側からみた脊椎外科診療報酬
請求上の問題点

青田 洋一（横浜市立大
学 医学部 整形外科），
川上 紀明，佐藤 勝彦，
山縣 正庸，遠藤 健司，
久野木 順一，清水 敬親，
武者 芳朗，原田 繁，平泉 
裕，日本脊椎脊髄病学
会社会保険等システム
検討委員会

J o u r n a l o f S p i n e 
Research

（1884-7137）4巻2号
Page170-176（2013.02）

原著論文

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2013302547 SPASERシステムによる手術室看
護業務軽減と病院経営に及ぼす効果

末廣 剛敏（遠賀中間医
師会おんが病院），月城 
志信，赤瀬 祐子，杉町 
圭蔵，大隈 恵治

臨牀と研究
（0021-4965）90巻6号
Page852-855（2013.06）

原著論文

2013292548 黒字決算病院と赤字決算病院におけ
る医業収入の定量分析による比較　
独立行政法人国立病院機構の財務
諸表を用いて

下村 欣也（兵庫医科大
学 医療情報学）

兵庫医科大学医学会雑
誌

（0385-7638）37巻2号
Page53-64（2013.02）

原著論文



2013304086 中外製薬の個別化医療への取り組み 高梨 契典（中外製薬 プ
ロジェクト推進部）

BIO Clinica
（0919-8237）28巻9号
Page844-850（2013.08）

解説

2013293132 泌尿器科学における産学連携 竹中 登一（ヒューマン
サイエンス振興財団）

日本排尿機能学会誌
（1347-6513）23巻2号
Page334-335（2012.12）

会議録

2013290691 【トランスレーショナルリサーチの
応用】
医薬品研究開発の生産性向上へのチ
ャレンジ　トランスレーショナルリ
サーチにおけるファーマコゲノミク
ス（ゲノム薬理学）の役割

劉 世玉（武田薬品工業
日本開発センター クリ
ニカルデータサイエン
ス部）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）141巻3号
Page131-135（2013.03）

解説／
特集

2013290690 【トランスレーショナルリサーチの
応用】
超微量投与で最良の医薬品候補を選
ぶ　創薬におけるマイクロドーズ臨
床試験の有用性

山浦 由之（小野薬品工
業 創薬技術部）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）141巻3号
P a g e 1 2 6 - 1 3 0

（2013.03）

解説／
特集

2013290689 【トランスレーショナルリサーチの
応用】
患者さんひとりひとりのために　ト
ランスレーショナルリサーチ　個別
化医療に向けて

徳井 太郎（第一三共 ト
ランスレーショナルメデ
ィシン部）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）141巻3号
Page122-125（2013.03）

解説／
特集

2013289897 トランスレーショナルリサーチの今
日的課題と展望 Global企業からみ
た我が国のトランスレーショナルリ
サーチ（Current status and future 
prospects of transnational research 
in Japan Translational Research in 
Japan: from the view points of the 
global pharmaceutical company）

（英語）

吹野 晃一（ノバルティ
スファーマ オンコロジ
ー事業部）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）71回
Page421（2012.08）

会議録

2013288325 企業からみたアジアのがん　臨床
開発の課題と可能性（Oncology in 
Asian Countries: Clinical 
Development Challenges and 
Opportunities）（英語）

リゴディ・パスカル （サ
ノフィ・アベンティス）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）71回
Page93（2012.08）

会議録


