
医療経済関係研究論文（4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
2014092898 初学者のための医療経済学入門

（Vol.12）　セルフメディケーション
の経済学

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 医療経済学分
野）

医学のあゆみ（0039-
2359）248巻6号 
Page473-479
（2014.02）

解説

2014090716【最新胃癌学-基礎と臨床の最新研究
動向-】 胃癌治療におけるQOL評価　
分子標的薬の医療経済性の検討

白岩 健（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

日本臨床（0047-1852）
72巻増刊1 最新胃癌学 
Page700-704
（2014.01）

解説／
特集

2014089259【へき地医療を考える-日本のへき地
を支えるプライマリ・ケア医の重要
性-】 保健・行政　小値賀町での肺
炎球菌ワクチン導入と、その医療経
済的効果

今立 俊輔（国立病院機
構長崎医療センター 総
合診療科）

治療（0022-5207）96
巻1号 
Page69-71（2014.01）

解説／
特集

2014086719【医療経済評価の日本での活用】 日
本における費用対効果評価の活用

福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2813-2816
（2013.12）

解説／
特集

2014086718【医療経済評価の日本での活用】 諸
外国における医療経済評価の活用方
法とわが国への示唆

白岩 健（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2807-2811
（2013.12）

解説／
特集

2014086717【医療経済評価の日本での活用】 医
療資源配分の倫理

齋藤 信也（岡山大学大
学院 保健学研究科）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2801-2806
（2013.12）

解説／
特集

2014086716【医療経済評価の日本での活用】 医
療経済評価のためのモデリングとデ
ータ

小林 慎（クレコンリサ
ーチ&amp;コンサルティ
ング）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2795-2800
（2013.12）

解説／
特集

医中誌_研究論文_5月号.indd   1医中誌_研究論文_5月号.indd   1 14/05/21   18:5214/05/21   18:52



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
2014092898 初学者のための医療経済学入門

（Vol.12）　セルフメディケーション
の経済学

川渕 孝一（東京医科歯科
大学大学院 医歯学総合
研究科 医療経済学分野）

医学のあゆみ（0039-
2359）248巻6号 
Page473-479（2014.02）

解説

2014092537 Strategy　病院経営における6つの
戦略（第5回）　財務管理戦略　機能
向上を目的とした費用配分

内田 智久（脳血管研究
所附属美原記念病院 医
療情報室）

医療アドミニストレー
ター4巻47号 Page58-
59（2014.02）

解説

2014092532 DPC制度における医療の質の向上
と経済効果　薬剤師の病棟活動・取
り組みから

斎藤 寛子（名城大学 薬
学部）

医療アドミニストレー
ター4巻47号 Page29-
36（2014.02）

解説

2014092511【エイジングと医療】 災害と高齢者
医療　次にどう生かすのか

飯島 勝矢（東京大学高
齢社会総合研究機構）

アニムス（1342-0119）
19巻1号 
Page13-17（2014.01）

解説／
特集

2014092505 費用対効果分析の看護への適用 福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

日本看護評価学会誌
（2186-4500）3巻1号 
Page21-24（2013.12）

解説

2014086715【医療経済評価の日本での活用】 
PRO（patient-reported outcome）と
QOL（quality of life）

下妻 晃二郎（立命館大
学 生命科学部 生命医科
学科（医療政策・管理
学））

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2789-2793
（2013.12）

解説／
特集

2014086714【医療経済評価の日本での活用】 医
療経済評価の研究ガイドラインの動
向　ニュージーランドの研究ガイド
ラインを中心に

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部 薬学科）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2783-2788
（2013.12）

解説／
特集

2014084903 救急看護の新たな方向性　私たちは
何を目指すのか 日本の医療政策の方
向性と実際

松月 みどり（日本看護
協会）

日本救急看護学会雑誌
（1348-0928）15巻3号 
Page68（2013.10）

会議録

2014080185【市場化・産業化する医療】　（Part 
4）医療の市場化・産業化をどう考
えるか 医療の市場化・産業化　復
刻版小泉改革をどう考えるか（日米
医療政策比較の視点から）

李 啓充 保険診療（0385-8588）
69巻1号 
Page43-47（2014.01）

解説／
特集

2014080107 日本医師会の医療政策 横倉 義武（日本医師会） JART: 日本診療放射線
技師会誌（2187-2538）
61巻1号 
Page39-47（2014.01）

解説

2014079057 第19回医療経済実態調査（実調）に
ついて

山岸 直矢 日本の眼科（0285-
1326）84巻12号 
Page1709-1712
（2013.12）

解説

2014075814 Digestシリーズ　世界の医学・医療
政策の動向（Vol.5）（了）　グローカ
ルで持続可能な健康戦略を目指して

武見 敬三（参議院） Medical Science 
Digest（1347-4340）
39巻14号 
Page662-664
（2013.12）

解説
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2014092447【人もお金もついてくる歯科医院の
経営判断】　（第2章）さらなる成長
への分かれ道 （route08）節税対策
と利益を出すための対策、どちらを
優先する?

渡辺 博（日本医業経営
コンサルタント協会）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）39巻3号 
Page42-43（2014.02）

解説／
特集

2014092443【人もお金もついてくる歯科医院の
経営判断】　（第2章）さらなる成長
への分かれ道 （route04）テナントの
家賃を払い続けるより一戸建てにし
たほうがトク?（2）

渡辺 博（日本医業経営
コンサルタント協会）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）39巻3号 
Page34-35（2014.02）

解説／
特集

2014092442【人もお金もついてくる歯科医院の
経営判断】　（第2章）さらなる成長
への分かれ道 （route03）テナントの
家賃を払い続けるより一戸建てにし
たほうがトク?（1）

渡辺 博（日本医業経営
コンサルタント協会）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）39巻3号 
Page32-33（2014.02）

解説／特
集

2014091576 当院における医療機器管理システム
「CEIA system」の利用法　費用対
効果について

久松 学（茨城県厚生農
業協同組合連合会総合
病院土浦協同病院 臨床
工学部）, 高野 真史, 小
串 美由紀, 福村 浩一, 小
橋 和彦, 上野 信一

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）62巻4号 
Page593-597
（2013.11）

原著論文

2014090716【最新胃癌学-基礎と臨床の最新研究
動向-】 胃癌治療におけるQOL評価　
分子標的薬の医療経済性の検討

白岩 健（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

日本臨床（0047-1852）
72巻増刊1 最新胃癌学 
Page700-704
（2014.01）

解説／
特集

2014090192 ワクチンギャップを克服しつつある
日本　最新のワクチンの動向

堀越 裕歩（東京都立小
児総合医療センター 感
染症科）

群馬県小児保健会報71
号 
Page62-75（2013.09）

解説

2014090172【抗血小板・抗凝固薬療法-循環器医
のための治療のコツと落とし穴-】 治
す　心房細動　抗凝固薬をどう使い
分けるか

奥村 謙（弘前大学大学
院 医学研究科 循環呼吸
腎臓内科学）

Heart View（1342-
6591）18巻2号 
Page174-180
（2014.02）

解説／
特集

2014088712 精神疾患によって社会はどれほどの
損をしているのか?　それは改善さ
れうるのか?　そして、もしそうな
らどのような方法によって?

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神神経科学
教室）

産業精神保健（1340-
2862）21巻4号 
Page244-248
（2013.12）

解説

2014088339 わが国における訪問型早期介入プロ
グラムの可能性

西尾 雅明（東北福祉大
学 総合福祉学部）

感性福祉研究所年報
（1344-9966）11号 
Page127-143（2010.10）

原著論文
／メタア
ナリシス

2014087956 日進月歩　Medical Topics　呼吸器
系領域　喘息配合剤（吸入ステロイ
ド薬／吸入長時間作動型β2刺激
薬）の現況

泉 孝英（日本臨床内科
医会）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）28巻4号 
Page454（2013.12）

解説

2014087711【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第7章）ジェネリック医薬
品の新展開　ジェネリック医薬品の
現状と今後

大澤 孝（東和薬品）, 杉
浦 健

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page3061-3066
（2013.12）

解説／
特集
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2014087710【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第6章）バイオ医薬品、抗
体医薬の開発と製剤　分子標的薬
時代の医療と製剤

栄田 敏之（京都大学大
学院 薬学研究科）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page3054-3059
（2013.12）

解説／
特集

2014087151 関節リウマチに対するメソトレキサ
ートと防已黄耆湯の長期併用効果と
経済的有用性

大野 修嗣（大野クリニ
ック）, 秋山 雄次

日本東洋医学雑誌
（0287-4857）64巻6号 
Page319-325（2013.11）

原著論文
／
比較研究

2014086719【医療経済評価の日本での活用】 日
本における費用対効果評価の活用

福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2813-2816
（2013.12）

解説／
特集

2014086716【医療経済評価の日本での活用】 医
療経済評価のためのモデリングとデ
ータ

小林 慎（クレコンリサ
ーチ&amp;コンサルティ
ング）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2795-2800
（2013.12）

解説／
特集

2014086714【医療経済評価の日本での活用】 医
療経済評価の研究ガイドラインの動
向　ニュージーランドの研究ガイド
ラインを中心に

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部 薬学科）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2783-2788
（2013.12）

解説／
特集

2014086713【医療経済評価の日本での活用】 医
療経済評価の評価方法と課題　薬
剤経済学「基礎の基礎」

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学寄附講座）

医薬ジャーナル（0287-
4741）49巻12号 
Page2779-2782
（2013.12）

解説／
特集

2014086530【ジェネリック医薬品-選択の基準】 
薬剤師に求められる後発医薬品への
関与

武藤 正樹（国際医療福
祉大学大学院）

調剤と情報（1341-
5212）19巻13号 
Page1716-1718
（2013.12）

解説／
特集

2014086220 GPこそマイクロスコープを!　マイ
クロスコープをどう臨床に取り入れ
るか

谷本 幸司（デンタルオ
フィス谷本）

歯界展望（0011-8702）
122巻6号 
Page1103-1110
（2013.12）

解説

2014083507 口蹄疫による経済的影響の試算方法
の検討

長田 侑子（エム・アー
ル・アイリサーチアソシ
エイツ 社会公共システ
ム部）, 金子 哲也, 黄色 
大悲, 山本 健久, 早山 
陽子, 筒井 俊之

日本獣医学会学術集会
講演要旨集（1347-
8621）156回 
Page297（2013.08）

会議録

2014082892 日本でのヒト上皮成長因子受容体2
陰性転移性乳癌に対する併用化学
療法におけるベバシズマブの費用効
果分析（Cost-Eff ectiveness Analy-
sis of Bevacizumab in Combined 
Chemotherapy for Human epider-
mal growth factor receptor 2-nega-
tive Metastatic Breast Cancer in 
Japan）（英語）

M o u r i  M i t s u k o
（Cooperat ive Major in 
Advanced Biomedical 
Sciences, Joint Graduate 
School of Tokyo Women's 
Medical University and 
Waseda Un ive r s i t y）, 
Fukuda Takashi, Taira 
Naruto, Ohashi Yasuo, 
Kasanuki Hiroshi

薬剤疫学（1342-0445）
18巻1号 
Page1-12（2013.08）

原著論文
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2014082668 医療や看護における臨床及び経済
評価

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）

日本糖尿病教育・看護
学会誌（1342-8497）
17巻特別号 
Page58（2013.08）

会議録

2014081423 医薬品開発におけるマイクロドーズ
臨床試験の費用対効果分析（Cost-
effectiveness Analysis of Micro-
dose Clinical Trials in Drug Devel-
opment）（英語）

Y a m a n e  N a o e
（P h a r m a c e u t i c a l 
Regulatory Science, 
Gradua te School o f 
P h a r m a c e u t i c a l 
S c i e n c e s ,  T h e 
University of Tokyo）, 
Igarashi Ataru, Kusama 
Makiko, Maeda Kazuya, 
I k e d a T o s h i h i k o , 
Sugiyama Yuichi

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）28巻3号 
Page187-195
（2013.06）

原著論文

2014080972 冠動脈疾患の疑いがある患者にお
ける負荷心筋かん流MRIとSPECT
の費用効果の比較（Comparison of 
the cost-eff ectiveness of stress 
myocardial perfusion MRI and 
SPECT in patients with suspected 
coronary artery disease）（英語）

Iwata Kunihiro（Section 
of Radiological 
Technology, 
Department of Medical 
Technology, Asahikawa 
Medical University 
Hospital）, Ogasawara 
Katsuhiko

Radiological Physics 
and Technology
（1865-0333）6巻1号 
Page28-34（2013.01）

原著論文
／
比較研究

2014080705【臨床医学の展望2014】 監修のこと
ば　外科系

武藤 徹一郎（がん研究
会）

日本医事新報（0385-
9215）4684号 
Page26-29（2014.02）

解説／
特集

2014080188【市場化・産業化する医療】　（Part 
4）医療の市場化・産業化をどう考
えるか 医薬品政策にみる医療の市
場化・産業化の好影響

飛田 英子（日本総合研
究所 調査部）

保険診療（0385-8588）
69巻1号 
Page54-58（2014.01）

解説／
特集

2014080183【市場化・産業化する医療】 （Part 2）
医療の市場化・産業化の行方

岡崎 祐司（佛教大学 社
会福祉学部）, 小池 晃, 
八代 尚宏, 吉川 洋, 宮武 
剛

保険診療（0385-8588）
69巻1号 
Page22-34（2014.01）

座談会／
特集

2014077329【腎性貧血治療の新たな課題-ESA低
反応性と鉄代謝異常】 腎性貧血治療
の現状　多様化するESA

本田 浩一（昭和大学 医
学部 内科学講座 腎臓内
科学部門）

臨床透析（0910-5808）
29巻13号 
Page1783-1788
（2013.12）

解説／
特集

2014077104 電気使用量の低減についての検討 甲斐田 照明（福岡県す
こやか健康事業団環境
科学センター）, 古賀 康
之, 島田 幸吉

聖マリア医学（0285-
0699）37巻 
Page107-108
（2013.11）

会議録

2014076821 世界の医療　オーストラリアのヘル
スケア事情（3）

石川 雅俊（KPMGメル
ボルン事務所）

千葉県医師会雑誌
（0910-7436）65巻11
号 Page559-563
（2013.11）

解説
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2014076238 新潟大学の臨床研究を活性化するた
めにはどのような仕組みが必要か? 
新薬はどのように開発するか?クロ
ーン病に対する世界初のsiRNA干渉
薬開発の試み

鈴木 健司（新潟大学医
歯学総合病院 第三内科）

新潟医学会雑誌（0029-
0440）127巻7号 
Page344-349
（2013.07）

解説

2014071663【経営・運営視点からの画像システ
ム考　Part2】 今こそ求められる画
像システムの実効性　仮想化技術を
用いたPACSサーバ構築での費用対
効果　中小規模病院を主に

川田 憲伸（内海病院 放
射線科）

新医療（0910-7991）
40巻9号 
Page132-135
（2013.09）

解説／
特集

2014070606 日本の救急病院におけるジェネリッ
ク抗生物質使用に関するDPC基盤
の状況分析（DPC Based Situation 
Analysis of Generic Antibiotics 
Use among the Japanese Acute 
Care Hospitals）（英語）

S a k a i  H o m a r e
（D e p a r t m e n t o f 
Preventive Medicine 
and Community Health, 
School of Medicine, 
U n i v e r s i t y  o f 
O c c u p a t i o n a l a n d 
Environmental Health）, 
M u r a m a t s u K e i j i , 
M a t s u d a S h i n y a , 
Hayash i da Kensh i , 
Kubo Tatsuhiko, Fujino 
Yoshih isa , Fu j imor i 
Kenji, Fushimi Kiyohide

Asian Pacifi c Journal 
of Disease 
Management5巻1号 
Page1-4（2013.02）

原著論文

2014070586【職場のメンタルヘルス活動とその
評価】 職場メンタルヘルス対策の費
用便益分析

垂水 公男（尼崎市保健
所）, 萩原 明人

日本衛生学雑誌（0021-
5082）68巻2号 
Page67-71（2013.05）

原著論文
／
特集

2014070507 肝移植レシピエントにおける異なっ
たB型肝炎ワクチン接種スケジュー
ルの免疫原性（Immunogenicity of 
diff erent hepatitis B virus vaccina-
tion schedules in liver transplant 
recipients）（英語）

Feng L i j u a n（L i v e r 
R e s e a r c h C e n t e r , 
Be i j i n g F r i e n d s h i p 
H o s p i t a l , C a p i t a l 
Medical University）, 
Niu Yujian, Chen Hong, 
You Hong, Zang Yunjin, 
Li Li, Shan Shan, Tan 
Yule, Jia Jidong, Shen 
Zhongyang

Hepatology Research
（1386-6346）43巻5号 
Page495-501
（2013.05）

原著論文
／
比較研究

2014070411 アジアにおける難治性の稀な疾患の
研究（Intractable and rare diseases 
research in Asia）（英語）

S o n g  P e i p e i
（D e p a r t m e n t o f 
S u r g e r y , G r a d u a t e 
School of Medicine, 
T h e U n i v e r s i t y o f 
Tokyo）, Gao Jianjun, 
I n a g a k i Y o s h i n o r i , 
Kokudo Norihiro, Tang 
Wei

BioScience Trends
（1881-7815）6巻2号 
Page48-51（2012.04）

解説
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医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014091315 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12
回）（最終回）　医療制度から分かる、
平均在院日数の必要性　多職種が
協働する病棟マネジメントを

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
11号 
Page78-83（2014.01）

解説

2014086566 中国における社会保障制度の変遷と
医療保険制度の改革（その1）

馬 欣欣（京都大学大学
院 薬学研究科 医薬産業
政策学講座）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻14
号 
Page2771-2775
（2013.12）

解説

2014081723 東アジアの医療事情 各国の医療費・
医療制度のみかた

後藤 励（京都大学白眉
センター）

日本眼科看護研究会研
究発表収録28回 
Page19（2013.03）

会議録

2014080207【社会保障制度改革のゆくえ】 医療・
介護サービス提供体制と医療保険制
度の改革

田中 耕太郎（山口県立
大学 社会福祉学部）

月刊福祉（1341-6669）
97巻2号 
Page27-30（2014.02）

解説／
特集

2014075867 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第12回）　米国の医療保
険の仕組みとオバマケア

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals37-38 
Page58-63（2013.10）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014083837 日本における急性胆嚢炎に対する胆

嚢摘出術の入院期間および医療費に
影響を及ぼす因子の多変量解析　全
国データベースの解析（Multivariate 
Analysis of Factors Influencing 
Length of Hospitalization and 
Medical Costs of Cholecystectomy 
for Acute Cholecystitis in Japan: A 
National Database Analysis）（英語）

Murata Atsuhiko（De-
partment of Preventive 
Medicine and Commu-
nity Health, School of 
Medicine, University of 
Occupational and Envi-
ronmenta l Heal th）, 
Okamoto Kohji, Matsu-
da Shinya, Kuwabara 
Kazuaki, Ichimiya Yu-
kako, Matsuda Yasufu-
mi, Kubo Tatsuhiko, 
Fujino Yoshihisa

The Keio Journal of 
Medicine（0022-9717）
62巻3号 Page83-94
（2013.09）

原著論文
／
比較研究
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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
2014092810 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　コンパニオ
ン診断薬の開発と運用に向けた現状
課題と展望　コンパニオン診断薬の
開発と運用に向けた現状課題と展望

田澤 義明（ロシュ・ダイ
アグノスティックス IVD
事業本部 ライフサイク
ルマネジメント部門 メ
ディカルマーケティング
部）

臨床医薬（0910-8211）
30巻1号 
Page31-38（2014.01）

解説

2014092808 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　オーファ
ンドラッグ開発の加速と安全性確保　
第一三共におけるオーファンドラッ
グ開発活動'オルフェウス'について

廣 大助（第一三共 研究
開発本部 研究開発企画
部 開発企画グループ）

臨床医薬（0910-8211）
30巻1号 
Page17-22（2014.01）

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
2014084310 前立腺生検クリニカルパスのバリア

ンス分析と原価計算
福井 秀幸（済生会熊本病
院 腎泌尿器センター）, 
町田 二郎, 山口 隆大, 白
井 純宏, 渡邊 紳一郎, 楊 
祈恵, 加島 史, 副島 秀久

日本クリニカルパス学
会誌（2187-6592）15
巻4号 
Page468（2013.10）

会議録

2014080195 保険診療ウォッチング（Vol.18）　
生活保護だけ強力に後発医薬品使用
促進　品質の向上が先決、また先発
品の薬価は適正か

栗林 令子（東京保険医
協会 事務局）

保険診療（0385-8588）
69巻1号 
Page96-97（2014.01）

解説

2014080190 病院&クリニック経営100問100答　
部門別原価計算の実務的な設計・運
用ポイント

上西 琢也（日本経営） 保険診療（0385-8588）
69巻1号 
Page64-66（2014.01）

Q&A

2014070995 診断群分類に基づく診療報酬支払制
度データから検討したICU収支の現
状（第2報）　生命維持装置使用の有
無と在室日数による解析

林田 賢史（産業医科大学
附属病院 医療情報部）, 
村上 玄樹, 森崎 浩, 遠藤 
重厚, 大塚 将秀, 志馬 伸
朗, 土井 松幸, 西田 博, 
福家 伸夫, 山本 剛, 羽鳥 
文麿, 松田 晋哉, 日本集
中治療医学会社会保険
対策委員会

日本集中治療医学会雑
誌（1340-7988）20巻
3号 
Page431-434
（2013.07）

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
2014085729 教育用電子カルテを用いた症例経営

分析教育の試み
山崎 友義（宮崎大学医学
部附属病院 医療情報部）
, 酒田 拓也, 鈴木 斎王, 
荒木 賢二, 甲斐 由紀子

医療情報学（0289-
8055）33巻4号 
Page219-223
（2013.11）

原著論文
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2014092807 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　オーファ
ンドラッグ開発の加速と安全性確保　
希少疾患開発に向けて我が社の取り
組み方　如何にして早く確実に日本
市場に投入するか?

三村 正文（ノーベルフ
ァーマ）

臨床医薬（0910-8211）
30巻1号 
Page11-16（2014.01）

解説

2014092806 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　オーファ
ンドラッグ開発の加速と安全性確保　
グローバルの視点からみたオーファ
ンドラッグの開発

早田 悟（グラクソスミ
スクライン 開発本部 稀
少疾患医薬品開発セン
ター）

臨床医薬（0910-8211）
30巻1号 
Page5-10（2014.01）

解説

2014090725【最新胃癌学-基礎と臨床の最新研究
動向-】 癌化学療法薬開発の歴史と
今後の展望　製薬企業への強い要
望

坂田 優（三沢市立三沢
病院）, 斎藤 聡

日本臨床（0047-1852）
72巻増刊1 最新胃癌学 
Page751-755
（2014.01）

解説／
特集

2014089318 日本版NIH創設に向けた新しい指標
の開発　医薬品開発を担う事業主体
に関する分析

長部 喜幸（経済協力開
発機構）, 治部 眞里

情報管理（0021-7298）
56巻10号 
Page685-696
（2014.01）

解説

2014087721【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第9章）製剤開発の世界潮
流とわが国の将来展望　20年を振
り返って

伊吹 リン太（立命館大学
大学院 理工学研究科）, 
大澤 孝, 高橋 嘉輝, 徳永 
雄二, 長田 俊治, 橋本 直
文, 橋田 充

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15
号 
Page3113-3124
（2013.12）

解説／
特集

2014087716【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第8章）アカデミアにおけ
る製剤基礎研究　製剤研究と製剤
技術開発における産学連携

伊吹 リン太（立命館大
学大学院 理工学研究
科）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page3089-3092
（2013.12）

解説／
特集

2014087713【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第7章）ジェネリック医薬
品の新展開　ジェネリック医薬品の
生産と品質保証

山原 弘（沢井製薬 生産
本部）, 高橋 嘉輝

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page3073-3078
（2013.12）

解説／
特集

2014087703【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第5章）新製剤技術とその
応用　製剤技術の最新動向

西本 典広（第一三共製
剤技術研究所 注射剤研
究第一グループ）, 安東 
幸弘

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page3011-3014
（2013.12）

解説／
特集

2014087702【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第4章）新時代の医薬品開
発・生産　GMP・治験薬GMPのグ
ローバル動向

須藤 眞生（小野薬品工
業 品質保証部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page3007-3009
（2013.12）

解説／
特集
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2014087701【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第4章）新時代の医薬品開
発・生産　CMCの最新事情　CMC
を取り巻く環境変化と製剤開発の今
後

岩田 基数（大日本住友
製薬製剤研究所）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2999-3005
（2013.12）

解説／
特集

2014087700【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第4章）新時代の医薬品開
発・生産　OTC医薬品開発・製造
のビジネスモデル

吉田 達守（塩野義製薬 
薬粧事業部 製品企画部
門）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2995-2998
（2013.12）

解説／
特集

2014087699【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第4章）新時代の医薬品開
発・生産　医薬品開発・生産の新し
いビジネスモデル

中村 和男（シミックホ
ールディングス）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2990-2994
（2013.12）

解説／
特集

2014087698【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第3章）グローバル・レギ
ュレーション　Quality by Design
（QbD）による製剤開発の現状と展
望　Real- t ime re lease test ing
（RTRT）および継続的改善の具現化
を目指して

中川 弘司（第一三共製
剤技術研究所）, 脇山 尚
樹

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2984-2989
（2013.12）

解説／
特集

2014087694【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第2章）グローバル時代の
医薬品と製剤　世界市場における製
剤開発と製造　PIC／ SとTPPを見
据えて

中田 雄一郎（参天製薬 
生産技術センター バリ
デーション室）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2957-2961
（2013.12）

解説／
特集

2014087693【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第2章）グローバル時代の
医薬品と製剤　原薬や医薬品添加物
の調達・品質保証

成澤 真治（田辺三菱製
薬 CMC本部 製剤研究
所）, 森田 孝広, 杉本 昌
陽, 大村 朋幸

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2949-2955
（2013.12）

解説／
特集

2014087692【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第2章）グローバル時代の
医薬品と製剤　製剤添加剤・製剤機
械の新展開

長田 俊治（広島国際大
学 薬学部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2943-2948
（2013.12）

解説／
特集

2014087691【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第2章）グローバル時代の
医薬品と製剤　国内企業における製
剤研究のグローバル化　エーザイの
場合

木村 進（エーザイ 製剤
研究部）, 加藤 晃良

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2939-2942
（2013.12）

解説／
特集

2014087690【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第2章）グローバル時代の
医薬品と製剤　多国籍企業の戦略

上田 聡 PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2933-2938
（2013.12）

解説／
特集

2014087689【製剤開発の世界潮流とわが国の将
来展望】 （第2章）グローバル時代の
医薬品と製剤　グローバル時代の医
薬品と製剤開発

橋本 直文（摂南大学 薬
学部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）29巻15号 
Page2929-2931
（2013.12）

解説／
特集
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2014086500 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　グローバ
ルコスト・リソースマネジメント　
製薬企業におけるグローバルコス
ト・リソースマネジメント

芝尾 芳昭（イノベーシ
ョンマネジメント）

臨床医薬（0910-8211）
29巻11号 
Page917-921
（2013.11）

解説

2014082899 SS-MIXを基盤とする大規模データ
ベースを用いた医薬品等の安全性調
査・研究　SS-MIXを治験や製造販
売後調査へ利用することについて製
薬企業からの見解

青木 事成（日本製薬団
体連合会）, 小宮山 靖, 
鍵村 達夫, 庄本 幸司, 
平河 威

薬剤疫学（1342-0445）
18巻1号 
Page57-64（2013.08）

解説

2014082894 SS-MIXを基盤とする大規模データ
ベースを用いた医薬品等の安全性調
査・研究　SS-MIXを基盤とした電
子診療情報等の医薬品安全対策へ
の活用

多田 詠子（医薬品医療
機器総合機構）, 山田 香
織, 遠藤 あゆみ, 松井 和
浩, 池田 三恵

薬剤疫学（1342-0445）
18巻1号 
Page23-29（2013.08）

解説

2014081423 医薬品開発におけるマイクロドーズ
臨床試験の費用対効果分析（Cost-
effectiveness Analysis of Micro-
dose Clinical Trials in Drug Devel-
opment）（英語）

Yamane Naoe（Pharma-
ceut ical Regulatory 
Sc i ence , G r adua t e 
School of Pharmaceuti-
cal Sciences, The Uni-
versity of Tokyo）, Iga-
rashi Ataru, Kusama 
Makiko, Maeda Kazuya, 
Ikeda Toshihiko, Sugi-
yama Yuichi

Drug Metabolism and 
Pharmacokinetics
（1347-4367）28巻3号 
Page187-195
（2013.06）

原著論文

2014080183【市場化・産業化する医療】 （Part 2）
医療の市場化・産業化の行方

岡崎 祐司（佛教大学 社
会福祉学部）, 小池 晃, 
八代 尚宏, 吉川 洋, 宮武 
剛

保険診療（0385-8588）
69巻1号 
Page22-34（2014.01）

座談会
／
特集

2014076238 新潟大学の臨床研究を活性化するた
めにはどのような仕組みが必要か? 
新薬はどのように開発するか?クロ
ーン病に対する世界初のsiRNA干渉
薬開発の試み

鈴木 健司（新潟大学医
歯学総合病院 第三内科）

新潟医学会雑誌（0029-
0440）127巻7号 
Page344-349
（2013.07）

解説

2014076038【意外と知らない!?日常治療薬の基
本と新常識】 （第8章）薬を使うとき
の基本的な心構え　新薬が出てきた
ら…　使う前に考えること

尾原 晴雄（沖縄県立中
部病院 総合内科）

レジデントノート
（1344-6746）15巻14号 
Page2717-2723
（2013.12）

解説／
特集

2014073927【実用化に資する医薬品生産培養技
術の課題と展開～抗体医薬品から細
胞医薬品まで～】 バイオ医薬品産業
の現状と課題

松崎 淳一（中外製薬 渉
外調査部）

生物工学会誌（0919-
3758）91巻9号 
Page495-498
（2013.09）

解説／
特集
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