
医療経済関係研究論文（7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

2014194301 患者受療圏モデルによる医療需要超
過地域のマッピング　地域医療政策
のための患者数の将来推計と需給評
価

土井 俊祐（千葉大学医
学部附属病院 千葉県寄
附研究部門 高齢社会医
療政策研究部）, 井上 崇, 
井出 博生, 中村 利仁, 藤
田 伸輔, 高林 克日己

医療情報学（0289-
8055）33巻6号 
Page301-310

（2014.03）

原著論文

2014185017 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 医療経済学に関
わる理論と手法

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）

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page818（2013.09）

会議録

2014185016 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 社会の高齢化を
踏まえた社会保障分野での経済評価
のあり方

迫井 正深（厚生労働省
老健局 老人保健課）

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page817（2013.09）

会議録

2014185015 【臨床医のための医療経済学　解析
モデルとその活用法 緩和医療の医
療経済

上塚 芳郎（東京女子医
科大学 医学部 医療・病
院管理学教室）

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page816（2013.09）

会議録

2014185014 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 重粒子線治療の
医療経済学的な検討

山田 滋（放射線医学総
合研究所重粒子医科学
センター病院）, 辻 比呂
志, 鎌田 正, 辻井 博彦, 
大野 達也, 中野 隆史, 
岡田 直美

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page815（2013.09）

会議録

2014185013 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 手術療法の医療
経済学　腹腔鏡手術と開腹手術の
費用対効果

猪股 雅史（大分大学 消
化器・小児外科学講座）, 
草野 徹, 平塚 孝宏, 赤
木 智徳, 上田 貴威, 白下 
英史, 衛藤 剛, 野口 剛, 
白石 憲男, 北野 正剛

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page814（2013.09）

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

2014194638 【関節リウマチ-生物学的製剤の登場
から10年、今後の10年-】 生物学的
製剤時代における薬剤経済学

津谷 喜一郎（東京大学大
学院 医学系研究科 医薬
政策学）, 五十嵐 中

Mebio（0910-0474）31
巻5号 Page94-97

（2014.05）

解説／
特集

2014191690 薬の費用対効果cost effectiveness
を判断するツールとしての新造語
Moneymedicine

小野 広一（因島市医師会
病院）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）103巻
Suppl. Page215

（2014.02）

会議録

2014185012 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 分子標的薬を医
療経済の視点で考える

加藤 健（国立がん研究
センター中央病院 消化
管内科）, 沖田 南都子, 
高島 敦生, 本間 義崇, 
岩佐 悟, 濱口 哲弥, 山田 
康秀, 島田 安博

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page813（2013.09）

会議録

2014183937 CCR5指向性ウイルス判定のための
トロピズム検査実施下におけるマラ
ビロク治療の医療経済評価

村澤 秀樹（帝京平成大
学 薬学部）, 木戸 朝子, 
荒川 一郎

日本エイズ学会誌
（1344-9478）15巻4号 
Page570（2013.11）

会議録

2014183285 歯科保健医療行政の現状と今後の
課題

上條 英之（厚生労働省
医政局 歯科保健課）

日本口腔インプラント
学会誌（0914-6695）
26巻3号 Page463-
464（2013.09）

会議録

2014182712 骨髄異形成症候群のazacitidineによ
る治療の転帰とその医療経済的側面

（Treatment outcome of myelodys-
plastic syndrome by azacitidine and 
its health economic aspects）（英語）

Yanagita Soshi（Dept. 
of Hematology, Kitano 
Hosp i t a l）, Iwasak i 
M a k o t o , I w a m o t o 
Y o s h i h i r o , I n a n o 
Shoji ro , Sueki Yuki , 
Fukunaga Akiko, Arima 
Nobuyoshi

臨床血液（0485-1439）
54巻9号 Page1396

（2013.09）

会議録

2014178698 医政展望　今後の医療政策について　
平成25年度医療政策講演会（平成
26年2月1日）より抜粋

羽生田 俊（参議院） 新潟県医師会報（0912-
2796）768号 Page11-
15（2014.03）

解説

2014175945 【中枢神経疾患の早期治療:その意義
と課題】 総論　早期治療の政策およ
び医療経済学的側面

荻野 美恵子（北里大学 
医学部 神経内科学）

神経治療学（0916-
8443）30巻6号 
Page722-729

（2013.11）

解説／
特集

2014168840 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 整形外科学教
室）, 田中 康仁, 村田 景
一, 酒本 佳洋, 熊井 司, 
面川 庄平

中部日本整形外科災害
外科学会雑誌（0008-
9443）56巻5号 
Page1321-1322

（2013.09）

原著論文
／
比較研究



2014191458 「リオベル配合錠LD」投与による血
糖低下と医療費削減効果について

岡村 將史（東北大学大学
院 医学系研究科 腎高血
圧内分泌科）, 坂本 拓矢, 
奈古 一宏, 千田 美穂, 有
坂 泰, 田中 靖久, 小川 
晋, 伊藤 貞嘉

日本内科学会雑誌
（0021-5384）103巻
Suppl. Page156

（2014.02）

会議録

2014191312 仮想評価法を用いた3地域における
ドクターヘリの存続に対する支払意
思額の比較

横地 将文（北楡会札幌北
楡病院 放射線技術部）, 
寺下 貴美, 小笠原 克彦

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）51
巻1号 Page41-52

（2014.01）

原著論文
／
比較研究

2014191301 進行胃がんに対する化学療法の費用
対効果に関する研究

中村 真理（国際医療福祉
大学大学院 薬科学研究
科 医療・生命薬科学専
攻 臨床薬学コース 修士
課程）, 清水 隆明, 池田 
俊也, 武田 弘志

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）18巻
2号 Page58-67

（2013.10）

原著論文
／
比較研究

2014190805 非弁膜症性心房細動患者に対するア
ピキサバン投与によるイベント費用
削減額の推計

奥村 謙（弘前大学大学院
医学研究科 循環呼吸腎
臓内科学講座）, 鎌江 伊
三夫, 橋本 洋一郎, 是恒 
之宏, 棚橋 紀夫, 村田 達
教, 鄭 珠, 佐藤 志樹, 茶
珍 元 彦, Wang Peter 
Feng

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻3号 
Page993-1003

（2014.03）

原著論文
／
比較研究

2014190726 オーダリングシステムと連動した特
定抗菌薬使用届出システムの導入と
その有用性

山田 武宏（北海道大学病
院 薬剤部）, 宮本 剛典, 
川岸 亨, 今井 俊吾, 沖 
洋充, 秋沢 宏次, 笠師 久
美子, 石黒 信久, 井関 健

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）50巻3号 
Page293-297

（2014.03）

原著論文

2014187664 地 域 医 療 型 共 同 薬 物 治 療 管 理
（CDTM）導入の試み　疑義照会の
事後報告導入がジェネリック医薬品
使用率及び医療費に及ぼす影響

小川 壮寛（マスカット薬
局）, 松下 明, 中島 利裕, 
守安 洋子, 島田 憲一, 江
川 孝, 五味田 裕, 高橋 
正志, 高見 陽一郎

日本プライマリ・ケア
連合学会誌（2185-
2928）36巻4号 
Page302-307

（2013.12）

原著論文

2014187413 浜松医療センター　衛生管理室　
20年の足跡

葛原 健太（浜松医療セン
ター 衛生管理室）, 矢野 
邦夫, 島谷 倫次, 高宮 み
さき, 田島 靖久, 石井 範
正, 小林 敦子, 宮崎 佳子
, 松井 泰子

浜松医療センター学術
誌（2186-4608）7巻1
号 Page8-11

（2013.12）

解説

2014186174 非小細胞肺がんにおける4種の薬物
療法の薬剤経済評価

地嵜 悠吾（京都薬科大
学）, 中村 暢彦, 矢野 義
孝

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page1980（2013.09）

会議録

2014185017 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 医療経済学に関
わる理論と手法

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）

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page818（2013.09）

会議録



2014185014 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 重粒子線治療の
医療経済学的な検討

山田 滋（放射線医学総合
研究所重粒子医科学セン
ター病院）, 辻 比呂志, 
鎌田 正, 辻井 博彦, 大野 
達也, 中野 隆史, 岡田 直
美

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page815（2013.09）

会議録

2014185013 臨床医のための医療経済学　解析モ
デルとその活用法 手術療法の医療
経済学　腹腔鏡手術と開腹手術の
費用対効果

猪股 雅史（大分大学 消
化器・小児外科学講座）, 
草野 徹, 平塚 孝宏, 赤木 
智徳, 上田 貴威, 白下 英
史, 衛藤 剛, 野口 剛, 白
石 憲男, 北野 正剛

日本癌治療学会誌
（0021-4671）48巻3号 
Page814（2013.09）

会議録

2014183994 HRMア ッ セ イ を 用 い たABCG2 
SNPタイピング　痛風および高尿
酸血症のリスク評価のための効果的
なアプローチ（ABCG2 SNP typing 
using HRM assay: Effective ap-
proach for gout and hyperuricemia 
risk evaluation）（英語）

Takada Yuzo（Central 
Resea r ch I n s t i t u t e , 
N a t i o n a l D e f e n s e 
M e d i c a l C o l l e g e）, 
M a t s u o H i r o t a k a , 
Sakiyama Masayuki, 
Nakayama Akiyoshi , 
Fu j i i Aumi , Sh im i zu 
Seiko, Chiba Toshinori, 
O g a t a  H i r a k u , 
Nakash ima Hi r osh i , 
M a t s u m u r a K o u j i , 
Suzuki Kouji, Hamajima 
Nobuyuki, Niwa Kazuki, 
Suzuki Seikan, Uchino 
Shigeo, Sakurai Yutaka, 
Kobayash i Yasush i , 
Shinomiya Nariyoshi

臨床福祉ジャーナル
（1349-1571）10巻 
Page64-69（2013.10）

原著論文

2014183937 CCR5指向性ウイルス判定のための
トロピズム検査実施下におけるマラ
ビロク治療の医療経済評価

村澤 秀樹（帝京平成大学 
薬学部）, 木戸 朝子, 荒
川 一郎

日本エイズ学会誌
（1344-9478）15巻4号 
Page570（2013.11）

会議録

2014183175 自立支援に向けた住宅改修の費用対
効果について　お金に替えられない
効果

佐々木 利充（パナソニッ
クエイジフリーショップ
ス）

リハ工学カンファレンス
講演論文集（2186-
4071）28回 Page91-92

（2013.08）

会議録／
事例

2014182712 骨髄異形成症候群のazacitidineによ
る治療の転帰とその医療経済的側面

（Treatment outcome of myelodys-
plastic syndrome by azacitidine 
and its health economic aspects）

（英語）

Yanagita Soshi（Dept. 
of Hematology, Kitano 
Ho s p i t a l）, I w a s a k i 
M a k o t o , I w a m o t o 
Yoshihiro, Inano Shojiro, 
Sueki Yuki, Fukunaga 
Akiko, Arima Nobuyoshi

臨床血液（0485-1439）
54巻9号 Page1396

（2013.09）

会議録



2014182701 日本における新規診断慢性骨髄性白
血 病 に 対 す るnilotinibお よ び
dasatinib治療の費用対効果（Cost-
effectiveness of nilot inib and 
dasatinib for newly diagnosed 
ch ron ic mye lo id l eukemia i n 
Japan）（英語）

M a t s u m u r a I t a r u
（D e p a r t m e n t o f 
H e m a t o l o g y a n d 
Rheumatology, Kinki 
University Faculty of 
Medic ine）, Wakase 
Shiho, Nagase Tetsuya, 
Shimozuma Kojiro

臨床血液（0485-1439）
54巻9号 Page1392

（2013.09）

会議録

2014181375 アジアにおける重度急性栄養失調　
強力な打開策の必 要 性（Severe 
acute malnutrition in Asia: the 
need for a major breakthrough）（英
語）

A h m e d T a h m e e d
（Director and Senior 
Scientist , Centre for 
Nutrition &amp; Food 
Security, icbbr, b）

日本小児栄養消化器肝
臓学会雑誌（1346-
9037）27巻Suppl. 
Page90（2013.09）

会議録

2014181318 中国、北京におけるガイドラインに
基づく一次的健康管理高血圧治療の
効果と費用対効果　1年間対照試験
の結果（Effects and cost-effective-
ness of a guideline-oriented prima-
ry healthcare hypertension man-
agement program in Beijing, China: 
results from a 1-year controlled tri-
al）（英語）

W a n g X i n（F u w a i 
H o s p i t a l , C h i n e s e 
Academy of Medical 
Sciences）, Li Weiqin, Li 
Xian, An Ning , Chen 
Hao, Jan Stephen, Ming 
Guanghua, Hua Qi, Yan 
Xiaowei, Sun Ningling, 
Z h a o  D o n g ,  W u 
Yangfeng

Hypertension 原著論文
／
比較研究

2014181267 サウジ軍病院の外来診療おける高齢
者での潜在的に不適切な薬剤の処方　
推移と費用（Prescribing of poten-
tially inappropriate medications 
among the elderly population in an 
ambulatory care setting in a Saudi 
military hospital: Trend and cost）

（英語）

Al -Omar Hussa in A .
（Departmtn of Clinical 
Pharmacy, College of 
Pharmacy, King Saud 
University）, Al-Sultan 
Mohammed S. , Abu-
Auda Hisham S.

Geriatrics & Gerontolo 原著論文
／
比較研究

2014180594 検診・特定健診の検証 寳澤 篤（東北大学東北メ
ディカル・メガバンク機
構）, 大久保 孝義

日本医事新報（0385-
9215）4698号 
Page64（2014.05）

Q&A

2014179897 【速攻解説!診療報酬改定2014】 診
療報酬改定2014　総括と今後の展
望[薬価・調剤]　後発品メーカーに
も厳しい改定　次回は費用対効果評
価も焦点

山崎 隆志 日本医事新報（0385-
9215）4696号 
Page118-119

（2014.04）

解説／
特集

2014179737 【実地医家のための渡航医療】 渡航
前健康相談　慢性疾患をもっている
場合の海外渡航

安藤 裕一（インターナシ
ョナルSOSジャパン）, 
湯井 真紀子

診断と治療（0370-
999X）102巻4号 
Page531-536

（2014.04）

解説／
特集

Research（0916-9636）
36巻4号 Page313-321

（2013.04）

International（1444-
1586）13巻3号 
Page616-62

（2013.07）



2014179712 【本当はやさしいタンデムマス・ス
クリーニング】 ピンポイント小児医
療　タンデムマス・スクリーニング
Q&A　タンデムマス・スクリーニン
グの費用対効果は?

大日 康史（国立感染症研
究所感染症疫学センタ
ー）

小児内科（0385-6305）
46巻4号 Page456-
459（2014.04）

解説／
特集

2014179388 集中治療　救急・集中治療の合併
症への対応I（院内感染、VAPなど）

福家 伸夫（帝京大学ちば
総合医療センター 救急
集中治療センター）

救急・集中治療医学レ
ビュー 2014-'15 
Page325-330

（2014.02）

解説

2014178911 生物学的製剤使用中の関節リウマチ
患者さんは経済面から生物学的製剤
の費用、効果をどう評価しているか
?

松村 竜太郎（国立病院機
構千葉東病院 アレルギー
膠原病科）, 中澤 卓也, 星
野 東明, 梅宮 恵子, 杉山 
隆夫, 縄田 泰史, 海辺 剛
志, 池田 啓, 北 靖彦, 李 
泰鉉

臨床リウマチ（0914-
8760）26巻1号 
Page28-34（2014.03）

原著論文

2014178732 【鼻呼吸障害と睡眠呼吸障害】 睡眠
呼吸障害　睡眠呼吸障害と社会的
問題

田ヶ谷 浩邦（北里大学 
医療衛生学部 健康科学
科）, 村山 憲男, 袴田 優
子

解説／
特集

2014176625 山梨県立北病院における退院困難患
者の問題行動調査

藤原 友子（山梨県立北病
院）, 相川 千寿子, 伊藤 
克史, 浅川 留美子, 小林 
信二, 望月 雅子, 三澤 史
斉, 長井 信弘

病院・地域精神医学
（0910-4798）56巻2号 
Page118-121,123-
124（2014.02）

原著論文

2014175945 【中枢神経疾患の早期治療:その意義
と課題】 総論　早期治療の政策およ
び医療経済学的側面

荻野 美恵子（北里大学 
医学部 神経内科学）

神経治療学（0916-
8443）30巻6号 
Page722-729

（2013.11）

解説／
特集

2014175832 【薬剤経済学】 薬剤経済学に関する
議論と今後の展望

五十嵐 中（東京大学大学
院 薬学系研究科 医薬政
策学）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）4巻1号 
Page63-70（2014.01）

解説／
特集

2014175826 新医薬品の承認とコスト・ベネフィ
ット分析の応用

北村 大（北村・牧山法律
事務所）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）4巻1号 
Page21-25（2014.01）

解説

2014175824 細胞加工製品の実用化に関する現状
と課題　企業の視点より

山我 美佳（国際医療福祉
大学大学院 薬学研究科）
, 池田 俊也

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）4巻1号 
Page1-9（2014.01）

解説

2014171163 【私の手になる道具たち】 ロボット
アームのコスト・ベネフィット評価

井上 剛伸（国立障害者リ
ハビリテーションセンタ
ー研究所）

Rehabilitation 
Engineering（1342-
3444）29巻1号 
Page21-23（2014.02）

解説／
特集

JOHNS（0910-6820）
30巻4号 Page507-510

（2014.04）



2014171142 新型インフルエンザに負けるな! イ
ンフルエンザ治療の概観と漢方薬の
役割

黒木 春郎（外房こどもク
リニック）

日本小児東洋医学会誌
（1349-2314）26巻 
Page21-25（2013.12）

解説

2014170261 アメリカにおける後発医薬品普及の
分析

谷島 智徳（保健医療経営
大学）

保健医療経営大学紀要
（1883-4027）5号 
Page35-37（2013.03）

解説

2014170255 「日常臨床の場におけるがん検診」
の可能性

渡辺 泱（渡辺記念長命研
究所）

日本がん検診・診断学
会誌（1881-8846）21
巻2号 Page178

（2013.12）

解説

2014169422 虚血性心疾患の血行再建術の費用
対効果研究

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）, 橘 公一, 
一色 高明, 角辻 暁, 黒田 
忠, 熊田 全裕, 溝手 勇, 
井手 盛子, 南都 伸介

日本冠疾患学会雑誌
（1341-7703）19巻
Suppl. Page190

（2013.12）

会議録

2014167596 耳鼻咽喉科領域における漢方治療 市村 恵一（自治医科大
学）

日本耳鼻咽喉科学会会
報（0030-6622）116
巻10号 Page1093-
1099（2013.10）

総説

2014164559 新しい非接続形X線測定器の特性と
価格性能比の評価

増田 あづさ（茨城県立医
療大学 保健医療学部 放
射線技術科学科）, 佐藤 
斉, 五反田 留美, 高田 真
理子, 猪瀬 充子, 太田 晃
介, 大津 紗矢香

日本放射線技術学会雑
誌（0369-4305）69巻
9号 Page1024

（2013.09）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2014187664 地 域 医 療 型 共 同 薬 物 治 療 管 理
(CDTM)導入の試み　疑義照会の事
後報告導入がジェネリック医薬品使
用率及び医療費に及ぼす影響

小川 壮寛（マスカット
薬局）, 松下 明, 中島 利
裕, 守安 洋子, 島田 憲
一, 江川 孝, 五味田 裕, 
高橋 正志, 高見 陽一郎

日本プライマリ・ケア
連合学会誌（2185-
2928）36巻4号 
Page302-307

（2013.12）

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

2014195408 手術の原価に関する研究　外科医が
コスト意識に目覚めるために

川崎 淳司（遠賀中間医
師会おんが病院）, 末廣 
剛敏, 濱津 隆之, 市来 
嘉伸, 杉町 圭蔵

臨牀と研究（0021-
4965）91巻4号 
Page535-538

（2014.04）

解説

2014179898 【速攻解説!診療報酬改定2014】 視
点　2014年度薬価制度改革で製薬
企業はどうなる?　製薬産業に「構
造改革」を迫る長期収載品と後発品
の新ルール

井高 恭彦 日本医事新報（0385-
9215）4696号 
Page122-123

（2014.04）

解説／
特集

2014179897 【速攻解説!診療報酬改定2014】 診
療報酬改定2014　総括と今後の展
望[薬価・調剤]　後発品メーカーに
も厳しい改定　次回は費用対効果評
価も焦点

山崎 隆志 日本医事新報（0385-
9215）4696号 
Page118-119

（2014.04）

解説／
特集

2014179693 いまさら聞けない原価計算（最終回）　
原価計算導入の狙いと将来展望　医
療の質と効率 最適化に向けて

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449号 
Page39-44（2014.04）

解説

2014169966 医療費の抑制と薬価基準の見直しの
経緯　1985〜2010にかけての薬価
制度論議の経緯

横山 亮一（日本薬史学
会）, 松本 和男

薬史学雑誌（0285-
2314）48巻2号 
Page189（2013.12）

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

2014194178 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5）　医療
保険制度の実施状況およびその問題
点（前半）

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）30巻4号 
Page699-704

（2014.04）

解説

2014194102 【知らなきゃ損する!Doctor's pearl】 
経営・制度　診療報酬に関する実務
的知識　在宅医療制度の動向把握
に診療報酬算定を活用する

齋木 啓子（日本医療福
祉生活協同組合連合会
家庭医療学開発センタ
ー）

治療（0022-5207）96
巻4月増刊 Page644-
647（2014.04）

解説／
特集

2014194093 【知らなきゃ損する!Doctor's pearl】 
経 営・制 度　 医 療 保険 の仕 組み　

「高額療養費制度」は医療機関側が
患者に案内する

加藤 光樹（豊泉会丸山
病院）

治療（0022-5207）96
巻4月増刊 Page618-
621（2014.04）

解説／
特集

2014179827 【ドイツの社会保障:メルケル政権下
の社会保障】 メルケル政権下の医療
制度改革　医療制度における競争

松本 勝明（厚生労働省） 海外社会保障研究
（1344-3062）186号 
Page16-27（2014.03）

解説／
特集

2014175623 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4）　農村
部における市場経済期の医療制度

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）30巻3号 
Page501-505

（2014.03）

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

2014194591 反応性アシルグルクロナイドの安全
性評価方法に関するアンケート調査
結果とその考察

湊 宏一（日本製薬工業
協会）, 古田 盛, 佐藤 隆, 
筒井 将, 栗林 俊治, 近藤 
宏, 皆川 俊哉, 古賀 利久
, 内藤 真策, 三浦 慎一, 
倉橋 良一, 中村 和市

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス

（1884-6076）45巻4号 
Page338-344

（2014.04）

原著論文

2014194166 【原薬・添加剤特集】 医薬品添加剤
製造業者調査ガイドについて

長江 晴男（医薬品添加
剤GMP自主基準適合審
査会）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻4号 
Page583-589

（2014.04）

解説／
特集

2014190803 【パーソナルゲノム時代における倫
理的課題】 ファーマコゲノミクス

（PGx）の現状と国内データベース
の構築

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）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻3号 
Page977-981

（2014.03）

解説／
特集

2014179898 【速攻解説!診療報酬改定2014】 視
点　2014年度薬価制度改革で製薬
企業はどうなる?　製薬産業に「構
造改革」を迫る長期収載品と後発品
の新ルール

井高 恭彦 日本医事新報（0385-
9215）4696号 
Page122-123

（2014.04）

解説／
特集

2014179827 【ドイツの社会保障:メルケル政権下
の社会保障】 メルケル政権下の医療
制度改革　医療制度における競争

松本 勝明（厚生労働省） 海外社会保障研究
（1344-3062）186号 
Page16-27（2014.03）

解説／
特集

2014179462 日本版NIH創設に向けた新しい指標
の開発　パイプラインにつながる特
許の判別指標

治部 眞里（経済協力開
発機構）, 長部 喜幸

情報管理（0021-7298）
57巻1号 Page29-37

（2014.04）

解説

2014178843 創薬支援ネットワークオールジャパ
ンでのアカデミア創薬支援に向けて

榑林 陽一（医薬基盤研
究所 創薬支援戦略室）

医療と社会（0916-
9202）23巻4号 
Page226-234

（2014.03）

解説

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2014179099 採用医薬品数の削減と後発医薬品の
採用促進の取り組みとその評価　削
除薬アンケートと薬剤師主導による
1増2減システムについて

一木 裕子（九州大学大
学院 薬学研究院 臨床育
薬学分野）, 小林 大介, 
窪田 敏夫, 島添 隆雄

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）50巻4号 
Page479-484

（2014.04）

原著論文

2014175998 A病院における総合周産期母子医療
セ ン タ ー 新 生 児 回 復 期 治 療 室

（Growing Care Unit:GCU）の現状
分析

落合 直美（国際医療福
祉大学大学院 医療福祉
学研究科 医療福祉経営
専攻 医療経営管理分野 
修士課程）, 森田 知子, 
大槻 義昭, 村田 純一

国際医療福祉大学学会誌
（2186-3652）19巻1号 
Page33-41（2014.01）

原著論文



2014175834 ICH活動の成果および活性化の試み　
日本の産業界の視点から

齋藤 宏暢（第一三共 開
発薬事部）, 日本製薬工
業協会ICHプロジェクト
委員会

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
4巻1号 Page79-85

（2014.01）

解説

2014175829 【希少疾病用医薬品・医療機器の開
発促進】 希少疾病用医薬品の開発促
進に関する企業側からの提言

金子 薫（日本製薬工業
協会）, 山田 徹, 柏谷 祐
司, 佐藤 由美, 荒井 美由
紀, 佐藤 弘之, 日本製薬
工業協会薬事委員会申
請薬事部会

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
4巻1号 Page41-48

（2014.01）

原著論
文／
特集

2014175828 【希少疾病用医薬品・医薬機器の開
発促進】 稀少疾病の克服と医薬品開
発への取り組み　基盤整備の重要
性

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）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
4巻1号 Page33-40

（2014.01）

解説／
特集

2014175827 【希少疾病用医薬品・医療機器の開
発促進】 希少疾病用医薬品・希少疾
病用医療機器の開発振興制度

楠 博文（医薬基盤研究
所 研究振興部）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
4巻1号 Page27-32

（2014.01）

解説／
特集

2014175825 医薬品の使用成績調査の実施状況
及び意義に関する調査研究　アンケ
ート調査に基づく考察

成川 衛（北里大学大学
院 薬学研究科 臨床医学

（医薬開発学）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
4巻1号 Page11-19

（2014.01）

原著論
文

2014175823 【医薬品評価をめぐる最近の話題】 
治験時安全性最新報告（Develop-
ment Safety Update Report:DSUR）
について

佐藤 淳子（医薬品医療
機器総合機構）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻3号 Page235-241

（2013.09）

解説／
特集

2014175822 【バイオマーカーとコンパニオン診
断薬】 コンパニオン診断薬の開発経
験を通じて学んだこと

篠田 達也（協和メデッ
クス 研究開発本部 研究
開発部）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻3号 Page227-233

（2013.09）

解説／
特集

2014175821 【バイオマーカーとコンパニオン診
断薬】 製薬企業が考慮すべきコンパ
ニオン診断薬の開発と臨床運用の課
題

田澤 義明（ロシュ・ダ
イアグノスティックス）

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻3号 Page217-225

（2013.09）

解説／
特集

2014175820 【バイオマーカーとコンパニオン診
断薬】 バイオマーカーとコンパニオ
ン診断薬の規制を巡る話題

鹿野 真弓（医薬品医療
機器総合機構）, 榎田 綾
子, 浦田 雅章, 坂本 典
久, 永井 純正

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻3号 Page207-216

（2013.09）

解説／
特集

2014175818 【バイオマーカーとコンパニオン診
断薬】 コンパニオン診断薬を用いた
個別化医療推進への提言

島田 正夫（シミック 戦
略・薬事コンサルティ
ング部）, 竹田 泰久, 杉
山 洋子, 吉久保 尚司, 岡
田 雅之, 西田 美和, 井口 
富夫

レギュラトリーサイエン
ス学会誌（2185-7113）
3巻3号 Page191-196

（2013.09）

解説／
特集



2014175622 グローバル化賠償保険（治験、臨床
研究医師主導、CRO）概要と重要性

船着 久稔（TSI） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻3号 
Page497-500

（2014.03）

解説

2014175611 欧州連合における医薬品の販売承認
と品質評価（第1回）

秦 武久（レギュラトリ
ーサイエンス研究所）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻3号 
Page403-408

（2014.03）

解説

2014175280 【臨床研究の制度と信頼性に関する
海外情勢】 臨床試験と製薬産業　
2014年初頭におけるフランスと欧
州 の 規 制 に 関 す る 洞 察（The 
regulat ions and credib i l i ty of 
investigator-initiated clinical trials 
in the United States and Europe 
Clinical trials and pharmaceutical 
industry : An insight into their 
regulation in France and Europe 
as of early 2014）（英語）

Prescrire Editorial Staff 臨床評価（0300-3051）
41巻4号 Page825-835

（2014.02）

解説／
特集

2014163083 ヒットからリードへ　大阪大学の創
薬および薬剤開発センターの活動

（Hit-to-Lead: Activities of the Cen-
ter for Drug Discovery and Devel-
opment at Osaka University）（英語）

Uno Tadayuki（Grad. 
S c h . P h a r m . S c i . , 
Osaka Univ.）

Journal of 
Pharmacological 

会議録

2014163020 JPMAによる調査結果　新薬開発に
用いられる動物モデル（Results of 
survey by JPMA: Animal models 
used in development of new phar-
maceutical products）（英語）

Sh i g a k i T a k am i ch i
（JPMA）
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Pharmacological 
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