
医療経済関係研究論文（6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
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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

2014161984 日本版NIHの創設を含む今後の医療
政策の動向について

米山 正敏（国立保健医
療科学院 医療・福祉サ
ービス研究部）

社会保険旬報（1343-
5728）2562号 
Page24-30（2014.03）

解説

2014161466 Digestシリーズ　日本の医学・医療
政策の動向（Vol.2）　日本の医療を
支える施設（「ハコ」）と医療従事者

（「ヒト」）

迫井 正深（厚生労働省
老健局 老人保健課）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
40巻4号 Page156-
158（2014.04）

解説

2014158930 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 医療経済評価研究に
おける分析手法に関するガイドライ
ン

福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）, 白岩 健, 
池田 俊也, 五十嵐 中, 
赤沢 学, 石田 博, 能登 
真一, 齋藤 信也, 坂巻 
弘之, 下妻 晃二郎, 田倉 
智之, 福田 治久, 森脇 
健介, 冨田 奈穂子, 小林 
慎

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page625-640

（2013.12）

解説／
診療ガイ
ドライン
／特集

2014158925 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 「医療経済評価研究
における分析手法に関するガイドラ
イン」の解説

白岩 健（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page590-598

（2013.12）

総説／
特集

2014158924 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 医療経済評価手法の
概要

福田 敬（国立保健医療
科学院研究情報支援研
究センター）

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page584-589

（2013.12）

総説／
特集

2014158246 【抗凝固薬療法の展望と課題】 新規
経口抗凝固薬（NOAC）の医療経済

堀 正二（大阪府立成人
病センター）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻2号 
Page729-733

（2014.02）

解説／
特集



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

2014161838 【2014年診療報酬改定の全詳報!〜
改定の地図帳&影響度シミュレーシ
ョン〜】 （Part3）2014年診療報酬改
定を読み解く　2014年度改定の影
響と医療機関の対策　病棟機能再
編成を中心に

工藤 高（MMオフィス） 保険診療（0385-8588）
69巻3号 Page34-37

（2014.03）

解説／
特集

2014159949 【ICHの過去・現在・未来】 ICHの成
立とその背景にあるダイナミズム

黒川 達夫（慶応義塾大学 
薬学部 レギュラトリー・
サイエンス講座）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）1巻3号 
Page143-150

（2011.09）

解説／
特集

2014159905 食品汚染防止に関するチェックリス
トを基礎とした食品防御対策のため
のガイドラインの検討

神奈川 芳行（東京大学大
学院 医学系研究科 社会
医学専攻）, 赤羽 学, 今
村 知明, 長谷川 専, 山口 
健太郎, 鬼武 一夫, 高谷 
幸, 山本 茂貴

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）61巻2号 
Page100-109

（2014.02）

原著論文

2014159557 糖尿病と保険診療（第11回）　糖尿
病の薬（前編）

中島 尚登（東京慈恵会医
科大学附属病院 医療保
険指導室）

プラクティス（0289-
4947）31巻2号 
Page240-243

（2014.03）

解説

2014157539 医療経済の視点からみたバイオシミ
ラー　海外の状況を参考に

亀井 美和子（日本大学 
薬学部）

APJHP: 愛知県病院薬
剤師会雑誌（1340-
8801）41巻3号 
Page63-67（2013.12）

解説

2014152696 骨粗鬆症予防対策の歯科と医科の接
点　歯槽骨の基礎から臨床まで　骨
粗鬆症の医療経済と予防の重要性な
らびに歯科の関わり（仮題）

原 徳壽（厚生労働省 医
政局）

Osteoporosis Japan
（0919-6307）21巻
Suppl.1 Page162

（2013.09）

会議録

2014148104 アムロジピン含有配合剤の構成薬剤
併用療法と、その医療経済的意義を
考える

岸本 憲明（北海道医療
大学病院 循環器内科）, 
岩尾 一生, 及川 孝司, 
室谷 光治, 森谷 満, 伊
藤 昭英, 遠藤 泰, 井出 
肇, 辻 昌宏

肥満研究（1343-229X）
19巻Suppl. Page207

（2013.09）

会議録

2014130651 ここまで進んだリンパ浮腫診療 リン
パ浮腫診療における医療行政の展望

秋月 玲子（厚生労働省 
保険局 医療課）

脈管学（0387-1126）
53巻Suppl.

会議録

2014128125 医療政策におけるPCIコストの考え
方

茅野 眞男（報徳会宇都
宮病院）

日本心血管インターベ
ンション治療学会誌

（1884-0027）5巻
Suppl.I Page459

（2013.05）

会議録

PageS75-
S76（2013.09）



2014158930 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 医療経済評価研究に
おける分析手法に関するガイドライ
ン

福田 敬（国立保健医療科
学院研究情報支援研究セ
ンター）, 白岩 健, 池田 
俊也, 五十嵐 中, 赤沢 学, 
石田 博, 能登 真一, 齋藤 
信也, 坂巻 弘之, 下妻 晃
二郎, 田倉 智之, 福田 治
久, 森脇 健介, 冨田 奈穂
子, 小林 慎

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page625-640

（2013.12）

解説／
診療ガイ
ドライン
／特集

2014158929 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 「地方行政における
費用対効果評価の活用」がん検診の
場合　予算獲得競争の現場から

菅野 匡彦（八王子市 医
療保険部 成人健診課）

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page617-624

（2013.12）

総説／
特集

2014158928 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 政策における費用対
効果評価の活用

佐々木 健（厚生労働省） 保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page613-616

（2013.12）

総説／
特集

2014158927 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 医薬品の経済評価事
例と活用の可能性

五十嵐 中（東京大学大学
院 薬学系研究科）

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page605-612

（2013.12）

総説／
特集

2014158926 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 保健事業の経済評価
事例と活用の可能性　ワクチンを中
心に

池田 俊也(国際医療福祉
大学 薬学部 薬学科)

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page599-604

（2013.12）

総説／
特集

2014158925 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 「医療経済評価研究
における分析手法に関するガイドラ
イン」の解説

白岩 健（国立保健医療科
学院研究情報支援研究セ
ンター）

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page590-598

（2013.12）

総説／
特集

2014158924 【保健医療における費用対効果の評
価方法と活用】 医療経済評価手法の
概要

福田 敬（国立保健医療科
学院研究情報支援研究セ
ンター）

保健医療科学（1347-
6459）62巻6号 
Page584-589

（2013.12）

総説／
特集

2014158382 タンデムマスを用いる先天性代謝異
常症の拡大スクリーニングの現状

久原 とみ子（日本疾患メ
タボローム解析研究所）

日本衛生学雑誌（0021-
5082）69巻1号 
Page60-74（2014.01）

解説

2014158297 肥満者に対する減量介入研究におけ
る最近の注目論文

中田 由夫（筑波大学 医
学医療系）

日本スポーツ栄養研究
誌7巻 Page2-10

（2014.01）

総説

2014158246 【抗凝固薬療法の展望と課題】 新規
経口抗凝固薬（NOAC）の医療経済

堀 正二（大阪府立成人病
センター）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻2号 
Page729-733

（2014.02）

解説／
特集



2014156932 日本の先天性代謝異常に関する新生
児マススクリーニングの発達の歴史

（A history of the development of 
newborn mass-screening for inborn 
errors of metabolism in Japan）（英
語）

Kitagawa Teruo（The 
First Committee of the 
Japan Cooperative 
Project on Special 
Formula）, Matsuda 
Ichiro, Aoki Kikumaro, 
Owada Misao, Tada 
Keiya, Okano Yoshiyuki, 
Ohura Toshihiro, 
Yamaguchi Seiji, 
Shigematsu Yosuke, 
Takayanagi Masaki, 
Naruse Hiroshi

日本マス・スクリーニ
ング学会誌（0917-
3803）23巻3号 
Page262-269

（2013.12）

総説

2014156817 CBRNEテロ・災害に対する除染剤
の開発動向

石原 雅之（防衛医科大学
校防衛医学研究センター 
医療工学研究部門）, 藤
田 真敬, 石田 奈都子, 中
村 伸吾, 服部 秀美, 立花 
正一, 金谷 泰宏

防衛医科大学校雑誌
（0385-1796）38巻4号 
Page288-297

（2013.12）

総説

2014155039 HENを導入した腎機能障害患者の1
例

澤 裕子（鳥取赤十字病院 
栄養課）, 山根 佳恵, 石
倉 日南子, 田中 裕子, 井
上 真穂, 山根 慶子, 大坪 
百合子, 青木 良太, 野津 
陽子, 中原 眞理子, 西尾 
幸与, 山代 豊

鳥取赤十字病院医学雑
誌（0917-2556）22巻 
Page31-33（2013.12）

原著論文
／
症例報告

2014154371 婦人科癌手術 局所進行性子宮頸癌
における放射線化学療法前の大動脈
傍リンパ節切除術の費用対効果

（Gynecological Cancer Surgery 
Cost-effectiveness of para-aortic 
lymphadenectomy before chemora-
diotherapy in locally advanced cer-
vical cancer）（英語）

Lee Jung-Yun(（Seoul 
National University）, 
Jeon Yong Woo, Chung 
Hyun Hoon, Kim Hak 
Jae , Park Sang Min , 
Kim Jae Weon

日本婦人科腫瘍学会雑誌
（1347-8559）31巻4号 
Page844（2013.10）

会議録

2014150806 エコチル調査における電子マネー謝
礼システム活用の費用対効果に関す
る検討

篠原 亮次（山梨大学大学
院医学工学総合研究部附
属出生コホート研究セン
ター）, 鈴木 孝太, 佐藤 
美理, 山縣 然太朗

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
72回 Page275

（2013.10）

会議録

2014150713 支払意思額を用いた救急車利用の費
用負担に関する分析

前屋敷 明江（奈良県立医
科大学 公衆衛生看護学）, 
赤羽 学, 小川 俊夫, 城島 
哲子, 今村 知明

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
72回 Page205

（2013.10）

会議録

2014148940 国際標準からみた日本の臨床微生物
検査における課題 質量分析技術

（MALDI-TOF MS）を臨床微生物検
査にどのように導入すべきか

大楠 清文（岐阜大学大学
院 医学系研究科 病原体
制御学分野）

臨床病理（0047-1860）
61巻補冊 Page27

（2013.09）

会議録



2014148917 調剤薬局アンケートから見えてくる
後発医薬品の使用状況

大鳥 徹（近畿大学 医学
部）, 長井 紀章, 橋本 佳
幸, 金 裕生, ウィリアム・
フィゴーニ , 松野 純男, 
松山 賢治

薬局薬学（1884-3077）
5巻2号 Page107-115

（2013.09）

原著論文

2014148104 アムロジピン含有配合剤の構成薬剤
併用療法と、その医療経済的意義を
考える

岸本 憲明（北海道医療大
学病院 循環器内科）, 岩
尾 一生, 及川 孝司, 室谷 
光治, 森谷 満, 伊藤 昭英, 
遠藤 泰, 井出 肇, 辻 昌
宏

肥満研究（1343-229X）
19巻Suppl. Page207

（2013.09）

会議録

2014146149 ベニフウキ緑茶品種は、C型慢性肝
炎のペグインターフェロン／リバビ
リン／テラプレビル三者併用療法の
皮疹等の副作用を軽減し安全性を高
める可能性がある

坂井 圭介（掛川市立総合
病院 消化器内科）, 小野 
幸矢, 鮫島 庸一

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）110巻臨
増大会 PageA821

（2013.09）

会議録

2014146093 胃癌に対するロボット手術、内視鏡
外科の現況と将来 手術支援ロボッ
トを費用対効果の視点からみる

松本 純夫（国立病院機構
東京医療センター 外科）

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）110巻臨
増大会 PageA796

（2013.09）

会議録

2014145812 Helicobacter pylori除菌治療　コン
センサスと今後の展開 任意内視鏡
胃 癌 検 診 に お け るHelicobacter 
pylori screeningのマルコフモデル
を用いた費用対効果分析

酒井 恭子（済生会吹田病
院 臨床検査科）, 猪飼 宏, 
岡上 武

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）110巻臨
増大会 PageA498

（2013.09）

会議録

2014145811 Helicobacter pylori除菌治療　コン
センサスと今後の展開 H.pylori除
菌による胃がん予防の年齢別費用
対効果

菊地 正悟（愛知医科大学 
公衆衛生学）, 加藤 元嗣

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）110巻臨
増大会 PageS498

（2013.09）

会議録



2014145493 バイパスグラフトの臨床応用と手術
手 技 に 対 す る ガ イ ド ラ イ ン

（JCS2011）2012年 版　 要 約 版
（Gu ide l i n e s f o r t h e C l i n i c a l 
Application of Bypass Grafts and 
the Surgical Techniques （JCS 
2011） Published in 2012: Digest 
Version）（英語）

Ochi Masami（Department 
o f C a r d i o v a s c u l a r 
Surgery, Nippon Medical 
School Graduate School 
of Medicine）, Amano 
Atsushi, Arai Hirokuni, 
A s a i T o h r u , D a i d a 
H i r o y u k i , F u j i w a r a 
Hisayoshi, Horii Taiko, 
Isshiki Takaaki, Kawasuji 
Michio, Kimura Takeshi, 
K o b a y a s h i J u n j i r o , 
Masuda Izuru, Niinami 
Hiroshi, Nishida Hiroshi, 
Nishigak i Kazuhiko , 
Ogawa Satoshi, Ohno 
Takayuki, Okabayashi 
H i t o s h i , O k a m u r a 
Yoshitaka, Sakata Ryuzo, 
S h i b a T e r u o , S u m a 
Hisayoshi, Sumiyoshi 
T e t su y a , T a k amo t o 
Shinichi, Tashiro Tadashi, 
Yaku Hitoshi, Yamamoto 
F u m i o , Y a m a z a k i 
Tsutomu, Watanabe Go, 
J C S J o i n t W o r k i n g 
Group, The Japanese 
Circulanon Society, The 
Japanese Co r ona r y 
Association, Japanese 
Association for Coronary 
A r t e r y Su r ge r y , The 
Japanese Association for 
Thoracic Surgery, The 
Japanese Seciety for 
Cardiovascular Surgery, 
The Japanese College of 
Cardiology

Circulation Journal
（1346-9843）77巻6号 
Page1608-1641

（2013.05）

解説／
診療ガイ
ドライン

2014145241 抗コリン作用薬負荷量を測定する
ための専門家による薬物リスト　
類似名称、異なる結果（Expert-
based drug lists to measure 
anticholinergic burden: similar 
names, different results）（英語）

Lertxundi Unax（Red de 
Salud Mental de Araba）,
Domingo-Echaburu 
Saioa, Hernandez 
Rafael, Peral Javier, 
Medrano Juan

Psychogeriatrics
（1346-3500）13巻1号
Page17-24（2013.03）

原著論文



2014144978 【前立腺癌診療の新たな展開】 手術
療法　前立腺癌に対する外科手術
のパラダイムシフト

松本 和将（北里大学 泌
尿器科学）, 岩村 正嗣

Pharma Medica（0289-
5803）32巻3号 
Page35-38（2014.03）

解説／
特集

2014144089 AML診療における遺伝子組換えト
ロンボモジュリン製剤の有効性　コ
ストとベネフィットについて

竹迫 直樹（国立病院機構
災害医療センター 血液
内科）

Thrombosis Medica
（2186-0327）4巻1号
Page86-87（2014.03） 

会議録

2014143986 Academic Detailing　医薬品適正使
用のための根拠に基づくアプローチ 
Academic Detailingへのアプローチ　
病院薬剤師の視点から

錦織 淳美（岡山大学病院 
薬剤部）

薬学雑誌（0031-6903）
134巻3号 Page363-
366（2014.03）

解説

2014143339 ステロイド骨粗鬆症に対するテリパ
ラチドの効果

杉岡 優子（大阪市立大学
大学院 医学研究科 高齢
者運動器変性疾患制御講
座）, 小池 達也

リウマチ科（0915-
227X）51巻2号 
Page211-217

（2014.02）

解説

2014143325 頭痛に対する鍼灸治療の効果と現状 
臨床研究の立場から

菊池 友和（埼玉医科大学
東洋医学センター）

全日本鍼灸学会雑誌
（0285-9955）64巻1号 
Page25-35（2014.02）

解説

2014142258 インプラント治療におけるCTに関
するアンケート調査

西山 貴浩（和田精密歯
研）, 西岡 航司, 山口 敦, 
和田 弘毅

日本歯科産業学会誌
（1342-3606）27巻2号 
Page40-44（2013.12）

原著論文

2014140615 【シンプル処方の極意】 統合失調症
の慢性期におけるシンプル処方

村上 忠（赤城会三枚橋病
院）

臨床精神医学（0300-
032X）43巻1号 
Page21-25（2014.01）

解説／
特集

2014140492 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第13回）　暗雲立ち込め
るオバマケア（続報）

小河 貴裕（SENJU USA） Clinical Research 
Professionals39号 
Page22-27（2013.12）

解説

2014140344 【国際保健の潮流】 コミュニティに
おける安全評価ツールの活用および
それに基づく傷害予防に対する行動
計画の開発（The utilization of the 
safe community assessment tool 
and development of community 
action plan for injury prevention）

（英語）

Gueva r r a J o na t h a n 
P .（D e p a r t m e n t o f 
Health Promotion and 
Education, College of 
P u b l i c  H e a l t h , 
U n i v e r s i t y o f t h e 
Philippines）, Basilio 
Juanita A., Orbillo Lita 
L., Go John Juliard L., 
Arias Esperanza Anita 
E.

保健医療科学（1347-
6459）62巻5号 
Page526-531

（2013.10）

原著論文
／特集

2014140232 がんの内科的治療、分子標的薬を中
心に

藤井 大輔（アフラック） 日本保険医学会誌
（0301-262X）111巻4
号 Page377-384

（2013.12）

解説

2014139389 【個別化医療を進めるための課題と
今後の展望】 個別化医療のバイオマ
ーカーの研究開発と基盤整備　個別
化医療の進展　欧米における現況

佐藤 督（神戸大学大学院
医学研究科）

臨床病理レビュー
（1345-9236）150号 
Page13-19（2013.07）

解説／
特集



2014127975 ルーチンの経過観察における冠動脈
造影に関する費用対効果の評価　
PROPEL研究（Evaluation of cost-
effectiveness for routine follow-up 
coronary angiography: PROPEL 
Study）（英語）

Shiode Nobuo（Division 
of Cardiology, Akane 
Foundation Tsuchiya 
General Hospital）

日本心血管インターベ
ンション治療学会誌

（1884-0027）5巻
Suppl.I Page404

（2013.05）

会議録

2014127974 PCI戦略と費用に関するFFR測定の
影響（The impact of FFR measure-
ment on PCI strategy and cost）（英
語）

Nakamura Masato（Divi-
sion of Cardiovascular 
Medicine, Toho Univer-
sity）

日本心血管インターベ
ンション治療学会誌

（1884-0027）5巻
Suppl.I Page404

（2013.05）

会議録

2014127971 PCIとEVTの社会経済学的評価（So-
cioeconomic evaluation of PCI and 
EVT）（英語）

Takura Tomoyuki（De-
partment of Health Eco-
nomics and Industrial 
Policy, Osaka University 
G radua t e Schoo l o f 
Medicine）

日本心血管インターベ
ンション治療学会誌

（1884-0027）5巻
Suppl.I Page403

（2013.05）

会議録

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2014161305 海外の薬局事情を知りたい!海外の
薬局くらべてみれば（第8回）　日本
を含めた8 ヶ国比較　医療制度、薬
局研究

倉田 香織（東京薬科大
学）, 渡邉 文之, 西村 香
苗

Pharma Tribune
（1883-4043）6巻3号
Page20-22（2014.03）

解説

2014157760 医療・病院を取り巻く環境を理解す
る　医療保険・年金・公的扶助の経
済学的基礎

中田 善規（帝京大学 公
衆衛生大学院）

医療バランスト・スコ
アカード研究（1349-
6662）10巻1号 
Page9-17（2013.09）

解説

2014157087 我が国の医療保険制度　医療従事
者として認識すべき医療保険制度

向本 時夫 福島医学雑誌（0016-
2582）63巻4号 
Page232-239

（2013.12）

解説

2014157056 計画的レスパイト入院におけるALS
患者の医療保険及び介護保険費用
と患者・介護者のQOL評価

菊池 仁志（九州大学大
学院 医学系学府 医療経
営・管理学専攻）, 原田 
幸子, 荒木 智佳, 宮原 
美佐, 馬場園 明

医療福祉経営マーケテ
ィング研究（1881-
297X）8巻1号 
Page19-26（2013.10）

原著論文
／
比較研究

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2014157333 摂食・嚥下における歯科・医科連携
と医療費に関する研究　研究テー
マ：摂食・嚥下における歯科・医科
連携と医療費に関する研究

川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院 医療経済
学分野）

8020: はち・まる・に
い・まる10号 
Page128-129

（2011.01）

原著論文



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2014161580 大学病院の原価計算システム設計の
現状と課題

阪口 博政（一橋大学大
学院 商学研究科 博士後
期課程）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
14巻4号 Page218-
222（2014.03）

原著論文

2014157204 平成25年度日本臨床皮膚科医会健
保委員会報告「平成24年度診療報
酬改定の評価」

早川 道郎 日本臨床皮膚科医会雑
誌（1349-7758）30巻
6号 Page672-684

（2013.11）

原著論文

2014147454 適正な医療記録への取り組み　診療
報酬査定

清野 晃孝（奥羽大学歯
学部附属病院）, 杉田 俊
博, 佐藤 穏子, 濱田 智
弘, 原田 卓哉, 高橋 和
裕, 奥羽大学歯学部附属
病院診療録整備・診療
情報管理委員会

奥羽大学歯学誌（0916-
2313）40巻3号 
Page139-143

（2013.09）

原著論文

2014144601 いまさら聞けない原価計算（第4回）　
原価計算導入の狙いと将来展望　
原価企画

小林 大士（メディカル・
データ・ビジョン 営業部
営業第一ユニット）

医事業務21巻447号 
Page55-60（2014.03）

解説

2014150770 国保・後期高齢者医療制度レセプト
を用いた一県の糖尿病患者の頻度の
推定

稲田 晴彦（筑波大学 医
学医療系福祉医療学分
野）, 窪山 泉, 冨尾 淳, 
豊川 智之, 小林 廉毅

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
72回 Page265

（2013.10）

会議録

2014150602 日本における医療保険別の喫煙率格
差

田淵 貴大（大阪府立成
人病センター がん予防
情報センター）, 中山 富
雄, 伊藤 ゆり, 宮代 勲

日本公衆衛生学会総会
抄録集（1347-8060）
72回 Page176

（2013.10）

会議録

2014142971 遺伝子情報と公的医療保険 増井 英紀（政策研究大
学院大学）

社会保険旬報（1343-
5728）2559号 
Page16-24（2014.02）

解説

2014142160 イギリスの医療制度と歯科診療 外山 敬久（愛知学院大学 
歯学部 小児歯科学講座）

愛知学院大学歯学会誌
（0044-6912）51巻4号 
Page514（2013.12）

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

2014162213 がん新薬開発の新しい潮流　世界を
リードする医療イノベーション実現に
向けて 厚生労働省での開発促進への
取り組み

本間 政人（厚生労働省
医政局 研究開発振興課）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻3号 Page464-
466（2014.03）

解説

2014162210 がん新薬開発の新しい潮流　世界を
リードする医療イノベーション実現
に向けて 企業側からみた希少フラ
クションスクリーニングに関する考
え方

都賀 稚香（ノバルティス
ファーマ オンコロジー
早期臨床開発部 バイオ
マーカー &amp;サポート
グループ）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻3号 Page449-
453（2014.03）

解説

2014162207 がん新薬開発の新しい潮流　世界を
リードする医療イノベーション実現
に向けて 研究者主導未承認薬開発
試験の実施および規制上の諸問題　
規制当局の立場から

益山 光一（厚生労働省
医薬食品局 審査管理課）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻3号 Page432-
436（2014.03）

解説

2014162206 がん新薬開発の新しい潮流　世界を
リードする医療イノベーション実現
に向けて 研究者主導未承認薬開発
試験の実施および規制上の諸問題　
アカデミアの立場から

佐藤 暁洋（国立がん研
究センター早期・探索
臨床研究センター 臨床
試験支援室）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻3号 Page427-
431（2014.03）

解説

2014162204 がん新薬開発の新しい潮流　世界を
リードする医療イノベーション実現
に向けて わが国でのFIH試験の実施
体制は整備されたか?　企業の立場
より

稲垣 治（日本製薬工業
協会）

腫瘍内科（1881-6568）
13巻3号 Page417-421

（2014.03）

解説

2014159983 国際共同開発の現状と課題　日本人
症例数の設定根拠とその評価の観点
から

西田 ちとせ（グラクソ
スミスクライン）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）3巻1号 
Page57-59（2013.01）

解説

2014159981 【医薬品開発の国際化と品質評価】 
日本・欧州共同体相互承認協定

（Mutual Recognition Agreement）
の医薬品GMPへの適用の現状と今
後の課題

岸本 康弘（日本ベーリン
ガーインゲルハイム 薬
事部）, 丸山 俊夫, 西村 
啓, 永田 幸司, 西山 芳樹

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）3巻1号 
Page35-42（2013.01）

解説／
特集

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2014161580 大学病院の原価計算システム設計の
現状と課題

阪口 博政（一橋大学大
学院 商学研究科 博士後
期課程）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
14巻4号 Page218-
222（2014.03）

原著論文

2014140224 医師事務作業補助者の雇用が病院
経営に与える影響　医師の残業時間
削減からの考察

原野 廣子（奈良県立医
科大学 健康政策医学講
座）, 小川 俊夫, 川崎 忠
記, 今村 知明

診療情報管理（1883-
7972）25巻3号 Page69-
75（2013.12）

原著論文



2014159980 【医薬品開発の国際化と品質評価】 
ICH-Qトリオへの取組みとその課題

渡部 知行（第一三共製
剤技術研究所 固形剤研
究第2グループ）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻1号 Page27-33

（2013.01）

解説／
特集

2014159978 【医薬品開発の国際化と品質評価】 
医薬品開発の国際化に対応した
CMCの課題　企業の視点　Quality 
by Designの課題と実践を中心に

岡崎 公哉（ファイザー） レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻1号 Page9-14

（2013.01）

解説／
特集

2014159963 【ワクチン】 内資系企業のワクチン
開発と戦略

足達 聡（武田薬品工業 
ワクチンビジネス部）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
2巻2号 Page131-139

（2012.05）

解説／
特集

2014159956 臨床研究に関する提言 一般財団法人 日本製薬
医学会

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻3号 Page201-210

（2011.09）

解説

2014159952 【【ICHの過去・現在・未来】 ICHの
現在の状況、将来への展望　産業
界の視点から

和田 康平（第一三共 研
究開発本部 プロジェク
ト推進部）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻3号 Page167-173

（2011.09）

解説／
特集

2014159950 【ICHの過去・現在・未来】 ICH　そ
の成り立ちからICH6までの歩み

ただ野 恭一（医薬品医
療機器総合機構 国際部）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻3号 Page151-157

（2011.09）

解説／
特集

2014159949 【ICHの過去・現在・未来】 ICHの成
立とその背景にあるダイナミズム

黒川 達夫（慶応義塾大
学 薬学部 レギュラトリ
ー・サイエンス講座）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻3号 Page143-150

（2011.09）

解説／
特集

2014159942 グローバル開発時代におけるレギュ
ラトリーサイエンスへの期待（2）

大林 俊夫（エーザイ）, 
吉沢 昭浩

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻2号 Page77-82

（2011.05）

解説

2014159941 グローバル開発時代におけるレギュ
ラトリーサイエンスへの期待（1）

川音 聡（ノバルティス
ファーマ 開発本部 薬事
部）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻2号 Page67-75

（2011.05）

解説

2014159934 産業界の立場から　世界同時開発に
おける課題

桑原 雅明（武田薬品工
業日本開発センター）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻1号 Page29-33

（2011.01）

解説

2014159930 産業界が望む教育と研究 竹中 登一（アステラス
製薬）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
1巻1号 Page11-13

（2011.01）

解説

2014157475 日本の医薬品市場におけるマーケテ
ィング戦略と新薬創出加算

鈴木 岳之（慶応義塾大
学 薬学部）, 中村 洋

ファルマシア（0014-
8601）50巻2号 
Page132-134

（2014.02）

解説



2014155027 【進化するペプチド・抗体医薬品開
発】 バイオ医薬品のレギュレーショ
ン（産の立場から）

四方 靖（エーザイ エー
ザイプロダクトクリエー
ションシステムズPST
機能ユニット分析研究
部 バイオ医薬開発グル
ープ）

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）74巻1号 
Page53-56（2014.01）

解説／
特集

2014149820 日本の創薬ベンチャー企業と製薬企
業のライセンス契約の状況

下川 昌文（武蔵野大学
薬学部・薬学研究所 レ
ギュラトリーサイエンス
研究室）, 關野 一石, 豊
島 聰

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻2号 Page95-104

（2013.05）

原著論文

2014144006 大阪大学医学部における社会人医学
教育　特定非営利活動法人臨床研
究・教育支援センターからの委託を
受けて実施した10年間の活動報告

渡部 健二（大阪大学医
学部医学科教育センタ
ー）, 和佐 勝史, 吉田 雄
一, 竹原 徹郎

医学教育（0386-9644）
45巻1号 Page38-42

（2014.02）

解説

2014141911 ホームページにおける医薬品情報の
提供について

廣谷 映子（旭化成ファ
ーマ 医薬営業本部 医薬
学術部 学術支援グルー
プ）

薬学図書館（0386-
2062）59巻1号 
Page32-42（2014.01）

解説

2014141496 【温故知新DDS-30年の歴史と未来-】 
企業的観点から見たDDS技術の将
来展望

菊池 寛（エーザイ PST
機能ユニット）

Drug Delivery System
（0913-5006）29巻1号 
Page51-63（2014.01）

解説／
特集

2014141025 【薬学教育モデル・コアカリキュラ
ム改訂の目指すもの】 企業の立場か
ら見た薬学教育とは　企業の求める
人材　薬学部卒業生に期待する

高柳 輝夫（ヒューマン
サイエンス振興財団）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻1号 
Page87-91（2014.01）

解説／
特集

2014140582 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　Opti-
mized Global Project Management　
国際共同試験を活用した効率的かつ
効果的な医薬品開発

宮崎 浩一（第一三共 研
究開発本部 アジア開発
部開発グループ）

臨床医薬（0910-8211）
29巻12号 Page1029-
1036（2013.12）

解説

2014140581 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　Opti-
mized Global Project Management　
国際共同治験における日本のオペレ
ーション（内資系企業の経験から）

森川 慎也（アステラス
製薬 開発本部 臨床開発
第一部）

臨床医薬（0910-8211）
29巻12号 Page1023-
1027（2013.12）

解説

2014140579 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　事例に学
ぶ国際共同治験　「国際共同治験の
基本的考え方（参考事例）」を踏まえ
て　COPD治療薬の国際共同開発

高橋 洋太（ノバルティ
スファーマ 開発本部 臨
床開発統括部 臨床研究
第一部）

臨床医薬（0910-8211）
29巻12号 Page1013-
1017（2013.12）

解説



2014139398 【個別化医療を進めるための課題と
今後の展望】 個別化医療の実用化に
関わる課題（制度・連携等）　コン
パニオン診断をめぐる最近の動向

登 勉（三重大学大学院
医学系研究科 検査医学
分野）

臨床病理レビュー
（1345-9236）150号 
Page75-81（2013.07）

解説／
特集

2014139395 【個別化医療を進めるための課題と
今後の展望】 個別化医療に利用され
る 様 々 な 解 析 技 術　Scorpion 
ARMS法によるCoDxの実現と広が
るRx-Dxパートナーシップ

三好 康弘（キアゲン マ
ーケティング部 PHC（個
別化医療）） 

臨床病理レビュー
（1345-9236）150号 
Page56-62（2013.07）

解説／
特集

2014139390 【個別化医療を進めるための課題と
今後の展望】 個別化医療のバイオマ
ーカーの研究開発と基盤整備　日本
人ゲノムデータベースの作成と今後
の展開

末松 浩嗣（大正製薬 医
薬開発部）

臨床病理レビュー
（1345-9236）150号 
Page20-26（2013.07）

解説／
特集

2014138666 新薬開発推進にむけて産・官・学で
何ができるか 製薬企業からみた神
経疾患治療薬の新薬開発の動向と実
例　Parkinson病治療薬開発の観点
から

森 明久（協和発酵キリ
ン 製品ポートフォリオ
戦略部）

神経治療学（0916-8443）
30巻5号 Page578

（2013.09）

会議録


