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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。
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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

2014231319 【先端医療と病院】 先端医療の医療
経済学的評価

池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

病院（0385-2377）73
巻7号 Page524-527

（2014.07）

解説／
特集

2014228693 実践講座　排泄障害（第1回）排泄
障害の有病率と医療経済学

前田 耕太郎（藤田保健
衛生大学 医学部 消化器
外科）, 花井 恒一, 佐藤 
美信, 升森 宏次, 小出 
欣和, 松岡 宏, 勝野 秀
稔, 塩田 規帆

総合リハビリテーショ
ン（0386-9822）42巻
5号 Page439-444

（2014.05）

解説

2014223761 これからの医療行政とソーシャルワ
ークに期待すること

原 徳壽（厚生労働省） 医療と福祉（0287-
1521）47巻2号 
Page7-15（2014.03）

解説

2014223205 医療経済評価における確率感度分析
の手法と国内での使用状況の調査

荒西 利彦（国際医療福
祉大学大学院 博士課程
医療・生命薬学専攻）, 
池田 俊也

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）18巻
抄録号 Page144

（2013.08）

会議録

2014222810 結核治療における入退院基準につい
ての医学的・医療経済学的検討

和田 雅子（化学療法研
究所附属病院）, 増山 英
則, 馬島 徹

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）17巻
3号 Page40（2012.09）

会議録

2014214809 Digestシリーズ　日本の医学・医療
政策の動向（Vol.3）　医療を支える

「お金」

唐澤 剛（厚生労働省） Medical Science 
Digest（1347-4340）
40巻6号 Page268-
270（2014.06）

解説

2014214403 【バイオシミラー・フィルグラスチ
ム】 医療経済から見たバイオシミラ
ー・フィルグラスチム

亀井 美和子（日本大学 
薬学部 実践薬学系医療
コミュニケーション学研
究室）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻5号 
Page1403-1408

（2014.05）

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

2014231319 【先端医療と病院】 先端医療の医療
経済学的評価

池田 俊也（国際医療福祉
大学 薬学部）

病院（0385-2377）73巻
7号 Page524-527

（2014.07）

解説／
特集

2014231318 【先端医療と病院】 先進医療制度　
医療保険制度における先端医療への
アクセス確保と評価

笠原 真吾（厚生労働省 
保険局 医療課）

病院（0385-2377）73
巻7号 Page519-523

（2014.07）

解説／
特集

2014231255 【診療所職員のメンタルヘルス対策】 
（第5章）日本の中小企業活性化を志
すパイオニアたちからの提案　中小
企業におけるメンタルヘルス問題の
実情とその対策　中小企業こそメン
タルヘルス不調を発生させない0次
予防の取り組みを

宮川 浩一（中小企業EAP
普及推進協議会（ネクス
ティープ））

日本医事新報（0385-
9215）4705号 
Page96-104

（2014.06）

解説／
特集

2014230730 健康経営のススメ　経営者の健康習
慣と健康づくりプラン

岡田 邦夫（健康経営研究
会）

安全と健康（1881-
0462）65巻6号 
Page598-599

（2014.06）

解説

2014229243 【Barrett食 道 の 診 断と治 療up-to-
date】 Barrett食道のサーベイランス　
Barrett食道の中長期的経過観察の
あり方

渡 二郎（兵庫医科大学 
内科学消化管科）, 原 謙, 
池尾 光一, 福井 章太, 河
中 真紀, 富田 寿彦, 大島 
忠之, 福井 広一, 三輪 洋
人

臨床消化器内科（0911-
601X）29巻6号 
Page689-694

（2014.05）

解説／
特集

2014214391 【バイオシミラーの今後のあるべき
姿〜ジェネリック医薬品も視野に
〜】 医療経済からの考察　バイオシ
ミラーの費用対効果

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）50巻5号 
Page1341-1346

（2014.05）

解説／
特集

2014210109 IGRAをとりまく諸問題 日本の医療
従事者の結核管理におけるInterfer-
on-gamma release assays（IGRAs）
の医療経済学的研究

小和田 暁子 結核（0022-9776）89
巻3号 Page264

（2014.03）

会議録

2014210021【SERMの新展開】 FRAXを用いた骨
折リスク別のバゼドキシフェンの骨折
抑制効果と薬剤選択が医療経済に与
える影響

萩野 浩（鳥取大学 医学
部 保健学科）

骨粗鬆症治療（1347-
572X）13巻1号 
Page41-47（2014.04）

解説／
特集

2014204067 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）50巻1号 
Page9-16（2014.02）

解説



2014229184 【向精神薬の治験再考-なぜこのメカ
ニズムの向精神薬の治験は失敗した
か?-】 今後期待される新しいメカニ
ズムの向精神薬

橋本 亮太（大阪大学大学
院 連合小児発達学研究
科 子どものこころの分
子統御機構研究センタ
ー）, 山森 英長, 安田 由
華, 大井 一高, 藤本 美智
子, 梅田 知美, 武田 雅俊

臨床精神薬理（1343-
3474）17巻6号 
Page835-841

（2014.06）

解説／
特集

2014229122 【平成26年度診療報酬改定につい
て】 2014年の診療報酬改定につい
て

森田 朗（国立社会保障人
口問題研究所）, 中央社
会保険医療協議会

全国自治体病院協議会
雑誌（0389-1070）53
巻5号 Page671-675

（2014.05）

解説／
特集

2014229073 【品質確保とイノベーション】 （第3
章）クラウドコンピューティングの
考慮点およびCSVの効率化　Cost 
Effective CSV

合津 文雄（テバ製薬）, 
立花 忠之, 田中 有理, 峠 
茂樹, 古市 正, 村中 志有, 
日本PDA製薬学会電子
記録・電子署名委員会
Cost Effective CSVグル
ープ

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻5号 
Page845-852

（2014.04）

解説／
特集

2014229029 2歳未満児の虐待による頭部外傷に
おける初回入院にかかる疾病費用分
析

植田 紀美子（大阪府立母
子保健総合医療センター 
臨床研究部 臨床研究支
援室）, 丸山 朋子, 藤原 
武男

厚生の指標（0452-
6104）61巻5号 
Page10-14（2014.05）

原著論文
／
比較研究

2014229015 【今、変わるのか?大腸微小病変の取
り扱い】 処置・治療　Resect and 
Discard trialの是非　病理の立場か
ら

秋元 直彦（獨協医科大学 
病理学（人体分子））, 三
富 弘之, 岩館 峰雄, 生本 
太郎, 佐野 寧, 市川 一仁
, 内藤 善哉, 坂本 長逸, 
藤盛 孝博

解説／
特集

2014228803 指導医のために　医学・医療の多様
性を追求する　医療の効率性と公平
性（総論）

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）

日本内科学会雑誌
（0021-5384）103巻5
号 Page1203-1209

（2014.05）

解説

2014227326 歯科医院のサバイバル+αのストラ
テジー　家計消費と価格の関係を再
考しよう!

権藤 ひとみ（ひとみデン
タルクリニック）

 解説

2014226672 【NCD(非感染性疾患)対策】 NCD対
策におけるたばこ対策の重要性

中村 正和（大阪がん循環
器病予防センター 予防
推進部）

公衆衛生（0368-5187）
78巻5号 Page331-
336（2014.05）

解説／
特集

2014223856 我が国における後発医薬品企業のマ
ーケティング・ミックス分析

谷島 智徳（保健医療経営
大学）

保健医療経営大学紀要
（1883-4027）6号 
Page31-35（2014.03）

解説

2014223203 日本で実施された経済評価文献のレ
ビュー　費用効用分析における健康
関連QOLの根拠の調査

東 美恵（国際医療福祉大
学大学院 博士課程 医療・
生命薬学専攻）, 池田 俊
也

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）18巻
抄録号 Page143

（2013.08）

会議録

Intestine（1883-2342）
18巻3号 
Page279-284

（2014.05）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）39巻7号 
Page78-81（2014.05）



2014221939 臨床経済学の考え方と動向 小笠原 克彦（北海道大学 
大学院 保健科学研究院）

日本放射線技術学会総
会学術大会予稿集

（1884-7846）70回 
Page113（2014.02）

会議録

2014216846 簡単で低コストなコレラティブ顕微
鏡 法（Simple and cost-effective 
method for correlative microscopy）

（英語）

Minamiyashiki Teruyo
（福岡大学）, Nagaishi 
M i h a r u , N a k a g a w a 
Hiryouki

生物物理（0582-4052）
53巻Suppl.1-2 
PageS191（2013.09）

会議録

2014215912 ベトナム農村部における衛生設備改
善 に 対 す る 支 払 意 思 額 の 評 価

（Assessing willingness to pay for 
imp r o ved san i t a t i o n i n r u r a l 
Vietnam）（英語）

H o a n g V a n M i n h
（Department of Health 
Economics, Center for 
H e a l t h  S y s t e m 
Research, Institute for 
Preventive Medicine 
a n d P u b l i c H e a l t h , 
H a n o i  M e d i c a l 
U n i v e r s i t y）, H u n g 
Nguyen-Viet, Nguyen 
Hoang Thanh, Yang Jui-
Chen

Environmental Health 
and Preventive 
Medicine（1342-078X）
18巻4号 Page275-284

（2013.07）

原著論文
／
比較研究

2014215574 中国の希少疾病に関する経済と差別
に つ い て の 研 究（Research on 
economy and social exclusion: 
China dolls and rare diseases）（英
語）

Matsui Akihiko（Faculty 
o f E c o n o m i c s , T h e 
University of Tokyo）

 解説

2014215483 製薬会社における創薬戦略 増加す
る癌治療費の内訳とその改善策の提
案（Strategy for Drug Discovery at 
Pha rmaceu t i c a l Compan i e s 
Proposal for the Breakdown of 
Increased Cancer Healthcare Cost 
and Its Improvement）（英語）

Koinuma Nobuo（Health 
A dm in i s t r a t i o n a n d 
Policy, Tohoku University 
G r adua t e Schoo l o f 
Medicine）

 総説

2014215171 【血栓症治療ガイドラインup-to-
date】 心臓　心血管疾患における根
源予防と1次予防の有用性　AHAか
らの勧告

富田 愛子（東海大学 医
学部 内科学系循環器内
科）

血栓と循環（0919-
7036）22巻1号 
Page114-117

（2014.05）

解説／
特集

2014214865 【血液疾患の分子標的薬-進化する血
液疾患治療研究の最新動向-】 分子
標的薬の薬剤経済学

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）

日本臨床（0047-1852）
72巻6号 Page1157-
1162（2014.06）

解説／
特集

2014214552 結核医療の現状と将来展望　採算
の合う結核医療へ!

渡辺 彰（東北大学加齢医
学研究所 抗感染症薬開
発研究部門）

宮城県医師会報820号 
Page326-329

（2014.05）

解説

2014214403 【バイオシミラー・フィルグラスチ
ム】 医療経済から見たバイオシミラ
ー・フィルグラスチム

亀井 美和子（日本大学 
薬学部 実践薬学系医療
コミュニケーション学研
究室）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻5号 
Page1403-1408

（2014.05）

解説／
特集

IRDR: Intractable & 
Rare Diseases 
Research（2186-
3644）2巻1号 
Page30-32（2013.02）
Japanese Journal of 
Clinical Oncology

（0368-2811）43巻4号 
Page351-356

（2013.04）



2014214395 【バイオシミラーの今後のあるべき
姿〜ジェネリック医薬品も視野に
〜】 企業の立場から　外資系ジェネ
リックメーカー

小林 純一（サンド 信頼
性保証・渉外本部 メデ
ィカルアフェアーズ）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻5号 
Page1361-1366

（2014.05）

解説／
特集

2014214393 【バイオシミラーの今後のあるべき
姿〜ジェネリック医薬品も視野に
〜】 医師の立場から

武藤 正樹（国際医療福祉
大学大学院）

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻5号 
Page1351-1355

（2014.05）

解説／
特集

2014214392 【バイオシミラーの今後のあるべき
姿〜ジェネリック医薬品も視野に
〜】 アカデミアの立場から　ジェネ
リック医薬品・バイオシミラーは医
療の中でどのような役割を担うべき
か

三宅 真二（慶応義塾大学 
医学部 クリニカルリサー
チセンター）, 黒川 達夫

医薬ジャーナル（0287-
4741）50巻5号 
Page1347-1349

（2014.05）

解説／
特集

2014214391 【バイオシミラーの今後のあるべき
姿〜ジェネリック医薬品も視野に
〜】 医療経済からの考察　バイオ
シミラーの費用対効果

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）50巻5号 
Page1341-1346

（2014.05）

解説／
特集

2014214268 成人肺炎球菌感染症に対する13価
肺炎球菌結合型ワクチンの費用効果
分析

渡辺 彰（東北大学加齢医
学研究所 抗感染症薬開
発研究部門）, 井上 幸恵, 
大野 孝順

呼吸器内科（1884-
2887）25巻4号 
Page387-396

（2014.04）

原著論文
／
比較研究

2014210785 【最新関節リウマチ学-寛解・治癒を
目指した研究と最新治療-】 特論　
生物学的製剤の薬剤経済学

五十嵐 中（東京大学 薬
学部 医薬政策学）

日本臨床（0047-1852）
72巻増刊3 最新関節リ
ウマチ学 Page741-
746（2014.04）

解説／
特集

2014210592 【診療報酬実質マイナス"改定　本気
で取り組むコスト削減施策】 病院ス
タッフ一丸となって取り組む「もっ
たいないプロジェクト」によるコス
ト管理　看護部の取り組みから"

森上 由美子（創和会しげ
い病院 看護部）

師長主任業務実践19巻
403号 Page34-41

（2014.04）

解説／
特集

2014210109 IGRAをとりまく諸問題 日本の医療
従事者の結核管理におけるInterfer-
on-gamma release assays（IGRAs）
の医療経済学的研究

小和田 暁子 結核（0022-9776）89
巻3号 Page264

（2014.03）

会議録

2014210068 日本の結核ハイリスク病態での結核
スクリーニングにおけるInterferon-
gamma release assays（IGRAs）の
費用効果分析

小和田 暁子 結核（0022-9776）89
巻3号 Page213

（2014.03）

会議録

2014210021 【SERMの新展開】 FRAXを用いた骨
折リスク別のバゼドキシフェンの骨
折抑制効果と薬剤選択が医療経済に
与える影響

萩野 浩（鳥取大学 医学
部 保健学科）

骨粗鬆症治療（1347-
572X）13巻1号 
Page41-47（2014.04）

解説／
特集

2014210017 【SERMの新展開】 骨粗鬆症治療に
おけるSERMのポジショニング

太田 博明（国際医療福祉
大学臨床医学研究センタ
ー）

骨粗鬆症治療（1347-
572X）13巻1号 
Page13-18（2014.04）

解説／
特集



2014209030 PRRS感染による経済的な損失 山根 逸郎（農業・食品産
業技術総合研究機構動物
衛生研究所 ウイルス・疫
学研究領域）

家畜診療（0287-0754）
61巻4号 Page209-
215（2014.04）

解説

2014208910 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　患者さん
が願う医薬品開発と規制　その現在
と未来　がん患者・メディアの立場
から

本田 麻由美（読売新聞東
京本社 編集局 社会保障
部）

臨床医薬（0910-8211）
30巻3号 Page241-
247（2014.03）

解説

2014206301 Co-Crメタルとゴールドシリンダー
を用いたメタルハイブリッド・フレ
ームワークによるインプラント上部
構造

鵜澤 忍（リアリティ・デ
ンタル・ラボラトリー）

歯界展望（0011-8702）
123巻4号 Page777-
795（2014.04）

解説

2014206281 腎臓病学　昭和大学の歩み 秋澤 忠男（昭和大学 医
学部 内科学講座（腎臓内
科学部門））

昭和学士会雑誌（2187-
719X）73巻4号 
Page368-374

（2013.08）

講義

2014206223 今後の難病医療 世界の難病医療対
策

児玉 知子（国立保健医療
科学院 国際協力研究部）

臨床神経学（0009-
918X）53巻11号 
Page1283-1286

（2013.11）

解説

2014206097 神経内科における保険診療の課題と
対策

伊藤 道哉（東北大学大学
院 医学系研究科 医療管
理学分野）

臨床神経学（0009-
918X）53巻11号 
Page923-925

（2013.11）

解説

2014206039 持 続 陰 圧 閉 鎖 療 法（NPWT） に
RENASYS GOを用いた経験

武川 力（川崎病院 形成）, 
本庄 桂子

日本形成外科学会会誌
（0389-4703）34巻3号 
Page244（2014.03）

会議録

2014204985 ワクチンで予防できる疾患が予防で
きていない日本の現実　今、我々は
何をしなくてはいけないのか? ムン
プス

細矢 光亮（福島県立医科
大学 医学部 小児科）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）62巻2号 
Page229-230

（2014.03）

会議録

2014204554 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）

広島医学（0367-5904）
67巻2号 Page118

（2014.02）

会議録

2014203267 一般名処方導入前後における後発医
薬品への代替調剤の実態調査

森下 志織（松戸市立病院 
薬局）, 西本 玲奈, 北村 
友乃, 菊池 紗恵, 帰山 由
紀子, 平川 正喜, 生島 五
郎

松戸市立病院医学雑誌
（1349-743X）23巻 
Page49（2013.12）

会議録



2014201801 CIEDs' Remote Monitoringの普及
の現状、管理、将来展望 作業負荷
を軽減と費用抑制に対して有効な遠
隔測定システムのための様々な方法

（Current State of Dissemination, 
Management and Future Perspec-
tive of CIEDs' Remote Monitoring 
Various Methods to Reduce Work-
load and Rise Cost-Effectiveness 
of Remote Monitoring System）（英
語）

Nishii Nobuhiro（岡山大
学）, Kubo Motoki, Miyo-
shi Akihito, Kijima Yasu-
fumi, Nakagawa Koji, 
Tanaka Masamichi, Mi-
yoshi Toru, Nagase Sa-
toshi, Nakamura Kazu-
fumi, Morita Hiroshi, 
Kusano Kengo, Ito Hiro-
shi, Takenaka Yuuki, 
Sakate Katsuaki, Iwado 
Susumu

Journal of Arrhythmia
（1880-4276）29巻
Suppl. Page176

（2013.06）

会議録

2014198003 市販後安全性、有効性評価ツールと
してのComparative effectiveness 
research サイエンスとしてのCom-
parative Effectiveness Research

森本 剛（兵庫医科大学 
内科学総合診療科）

臨床薬理（0388-1601）
44巻Suppl. PageS164

（2013.11）

会議録

2014198002 市販後安全性、有効性評価ツールと
してのComparative effectiveness 
research わが国の心血管イベント
予防におけるスタチンの経済的評価

大西 佳恵（京都大学大学
院 医学研究科 社会健康
医学系専攻 薬剤疫学分
野）, 樋之津 史郎, 中尾 
葉子, 川上 浩司

臨床薬理（0388-1601）
44巻Suppl. PageS164

（2013.11）

会議録

2014198000 市販後安全性、有効性評価ツールと
してのComparative effectiveness 
research 医薬品の評価における
Comparative Effectiveness Re-
search（CER）の国際動向

川上 浩司（京都大学大学
院 医学研究科 薬剤疫
学）

臨床薬理（0388-1601）
44巻Suppl. PageS163

（2013.11）

会議録

2014197999 市販後安全性、有効性評価ツールと
してのComparative effectiveness 
research Comparative effective-
ness researchをめぐる世界の臨床
アウトカム研究の新展開

鎌江 伊三夫（東京大学 
公共政策大学院 医療技
術評価・政策学）

臨床薬理（0388-1601）
44巻Suppl. PageS162

（2013.11）

会議録

2014197939 公共の臨床研究データベースとメタ
解析は最適化臨床開発プログラムの
ためにどのようにして有意義となり
費用対効果を改善してくれるのか

（How Public Source Clinical Study 
Databases and Meta-analysis can 
be Pivotal and Cost-effective for 
Optimizing Clinical Development 
Programs）（英語）

Bax Leon（Quantitative 
Solutions）, Mandema 
Jaap, Wada Russ, Pfis-
ter Marc, Lovern Mark, 
Zhang Nancy

臨床薬理（0388-1601）
44巻Suppl. PageS121

（2013.11）

会議録

2014197529 液状検体（LBC）法による子宮頸部
病変診断　HPV感染情報の有無に
よる判定の変化に関して

嶋口 智恵（金沢医科大学
附属病院 病院病理部）, 
湊 宏, 笹川 寿之, 中野 
万里子, 寺内 利恵, 竹中 
美千穂, 津幡 裕美, 山下 
学, 朝倉 善史, 黒瀬 望, 
福島 万奈, 野島 孝之

日本臨床細胞学会雑誌
（0387-1193）52巻
Suppl.2 Page569

（2013.10）

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

2014231318 【先端医療と病院】 先進医療制度　
医療保険制度における先端医療への
アクセス確保と評価

笠原 真吾（厚生労働省
保険局 医療課）

病院（0385-2377）73
巻7号 Page519-523

（2014.07）

解説／
特集

2014224969 【小児の治療指針】 公費負担医療制
度

安原 理恵子（横須賀共
済病院 小児科）

小児科診療（0386-
9806）77巻増刊 
Page1006-1009

（2014.04）

解説／
特集

2014223038 モンゴルの医療制度と病院経営満足
度調査

Gangerel Baast（国際医
療福祉大学大学院 医療
福祉学研究科 保健医療
学専攻 医療福祉経営学
分野 博士課程）

国際医療福祉大学学会
誌（2186-3652）18巻
抄録号 Page50

（2013.08）

会議録

2014220338 未受診妊婦の分娩と背景に関する検
討　県下の医療制度整備状況との関
連

成瀬 勝彦（奈良県立医
科大学）, 吉田 昭三, 重
富 洋志, 赤坂 珠理晃, 
岩井 加奈, 新納 恵美子, 
山田 有紀, 小林 浩

日本産科婦人科学会雑
誌（0300-9165）66巻
2号 Page811

（2014.02）

会議録

2014218341 フィンランドにおける臨床歯科技工
士の制度は本邦の歯科医療制度に適
用でき得るか

関 三千男, 早川 浩生, 陶
山 日出美, 丹辺 清, 田村 
栄, 庄野 紀代美, 林 頼
雄

日本歯科技工学会雑誌
（0914-7713）34巻2号 
Page83-87（2014.01）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別

2014224222 公的データの活用による県内市町村
の地域診断 医療費の地域格差　レ
セプトデータによる地域診断

鈴木 寿則（仙台白百合
女子大学 人間学部 健康
栄養学科）

宮城県公衆衛生学会会
誌（0912-747X）46号 
Page24-27（2014.03）

原著論文

2014215935 大規模コホートデータベースIORRA
を用いた関節リウマチ患者の治療に
要する直接医療費と直接非医療費の
分析（Analysis of direct medical 
and nonmedical costs for care of 
rheumatoid arthritis patients using 
the large cohort database, IORRA）

（英語）

Tanaka Eiichi（Institute 
of Rheumatology, To-
kyo Women's Medical 
Un i ve r s i t y）, Hosh i 
Daisuke, Igarashi Ata-
ru, Inoue Eisuke, Shi-
dara Kumi, Sugimoto 
Naoki, Sato Eri, Seto 
Yohei, Nakajima Aya-
ko, Momohara Shigeki, 
Taniguchi Atsuo, Tsu-
tani Kiichiro, Yamana-
ka Hisashi

 原著論文Modern Rheumatology
（1439-7595）23巻4号 
Page742-751

（2013.07）



2014217447 23年度保健指導者の1年後の比較　
2つの医療保険者を比較して

川井 泉（香川成人医学
研究所 ウェルチェック
センター）, 香川 博子, 
山内 啓子, 新延 雅代

総合健診（1347-0086）
41巻1号 Page255

（2014.01）

会議録

2014213961 産科医療保障制度の理念と実績 岡井 崇（母子愛育会総
合母子保健センター愛
育病院）

沖縄県医師会報（0917-
1428）50巻5号 
Page529-530

（2014.05）

会議録

2014213383 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6）　医療
保険制度の実施状況およびその問題
点（後半）

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6号 
Page1071-1074

（2014.05）

解説

2014211873 我が国の医療保険制度（第2回）　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）64巻1号 
Page44-49（2014.03）

解説

2014205493 日本の医療制度　マクロ経済的考察 山地 康文 三豊総合病院雑誌
（0914-8000）34巻 
Page73-76（2013.12）

解説

2014198079 東アジア地域での創薬基盤確立に向
けて 東アジア各国の薬事、医療保
険制度について

宮崎 浩一（第一三共） 臨床薬理（0388-1601）
44巻Suppl. PageS216

（2013.11）

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

2014229392 感染防止対策地域連携　平成24年
度診療報酬改定を受けての感染対策
の取り組みと課題

大津 佐知江（大分県立
病院 医療安全管理部 感
染防止対策室）, 山崎 透

大分県立病院医学雑誌
（0388-6069）41巻 
Page17-20（2014.04）

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

2014230519 成果報酬型業務委託が病院経営と
業務の質に与える効果に関する検討

松本 裕樹（石巻赤十字
病院 管財課）

石巻赤十字病院誌
（1346-0730）17号 
Page23-27（2014.03）

原著論文

2014229144 病院経営からみた医療機器の保守管
理の在り方について

太田原 美郎（鹿児島市
立病院 放射線技術科）, 
西元 辰也, 池田 政美, 
大山 貴章

全国自治体病院協議会雑
誌（0389-1070）53巻5
号 Page788-793

（2014.05）

原著論文

2014225015 財務情報の視覚化による経営状態の
把握　損益計算書とキャッシュ・フ
ロー計算書を用いて

三浦 裕之（安曇野赤十
字病院 事務部 経営企画
課）

JHAC（1344-2147）19
巻1号 Page85-89

（2014.03）

原著論文



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

2014229413 これからの医薬品情報学　経営学の
立場から考えるDrug Informationの意
義

赤瀬 朋秀（日本経済大
学大学院 経営学研究科）

医薬品情報学（1345-
1464）16巻1号 
PageN3-N5（2014.05）

解説

2014229076 【品質確保とイノベーション】 （第6
章）開発段階における医薬品品質シ
ステムの展開　開発段階におけるマ
ネジメントレビュー推進への取り組
み

木村 祐介（東和薬品）, 
井上 靖雄, 今井 栄一郎, 
古田土 真一, 小山 靖人, 
佐々木 淳子, 柴崎 恵子, 
脇本 大徳, 日本PDA製
薬学会開発QA委員会

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻5号 
Page889-894

（2014.04）

解説／
特集

2014228403 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　知的創造サイクルの産学循環
モデルの戦略的構築　東海地区創
薬情報コンソーシアムの取り組み

赤池 昭紀（名古屋大学 
大学院 創薬科学研究科
細胞薬効解析学分野）

日本薬理学雑誌（0015-
5691）143巻5号 
Page254-259

（2014.05）

解説

2014221798 【バイオロジクス】 バイオロジクス
の研究開発の動向とバイオ後続品

古賀 淳一（第一三共 製
薬技術研究部 バイオ医
薬研究所）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌（2185-
7113）2巻1号 Page11-
19（2012.01）

解説／
特集

2014221748 キャリア形成支援セミナー　企業
（臨床開発職）

香川 朋也（武田薬品工
業 日本開発センター 臨
床企画部門）

臨床検査学教育（1883-
3144）6巻1号 Page47

（2014.03）

会議録

2014215997 生薬資源確保の現状と国際標準化
の展望 日本における生薬流通の現
状

山本 豊（栃本天海堂） 日本生薬学会年会講演
要旨集（0919-1992）
60回 Page51-52

（2013.08）

会議録

2014215484 製薬会社における創薬戦略 Takeda
の腫瘍検出戦略（Strategy for Drug 
Discovery at Pharmaceutical Com-
panies Takeda's Oncology Discov-
ery Strategy）（英語）

DeSchuy t ne r B r i an
（ M i l l e n n i u m 
Pha rmaceu t ica ls）, 
Kuvalanka Kyle, Hibner 
Barbara, Bolen Joseph

 総説

2014213780 医薬品研究開発におけるゲノムワイ
ドな関連解析（GWAS）の活用

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）

薬学雑誌（0031-6903）
134巻4号 Page485-
490（2014.04）

解説

2014213380 臨床パイプラインにおける新規性の
ベンチマーキング

Elze Christian（ドイツ） PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻6号 
Page1035-1041

（2014.05）

解説

2014213368 グローバルな変化への対応　これか
らわれわれはどう考え、動くべきか

坂本 知昭（国立医薬品
食品衛生研究所 薬品部
第3室）, 高田 浩樹, 角
井 一郎, 夏山 晋, 嶋澤 
るみ子

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻6号 
Page935-946

（2014.05）

座談会

Japanese Journal of 
Clinical Oncology

（0368-2811）43巻4号 
Page357-361

（2013.04）



2014208996 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　アカデミア・ベンチャー創薬
シーズの製薬企業へのスムーズな橋
渡しに向けて

田原 俊介（日本製薬工
業協会）, 小林 伸好, 新
井 裕幸, 倍味 繁, 伊藤 
晋介, 中原 夕子, 守本 亘
孝, 板野 泰弘, 山口 高
史, 丹羽 一夫, 関 二郎, 
中村 和市, 日本製薬工
業協会医薬品評価委員
会基礎研究部会薬効薬
理・安全性薬理課題対
応チーム

日本薬理学雑誌（0015-
5691）143巻4号 
Page198-202

（2014.04）

解説

2014208909 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　患者さん
が願う医薬品開発と規制　その現在
と未来　肺薬品開発への患者さんの
関わり

稲垣 治（アステラス製
薬 開発本部 開発推進
部）, 日本製薬工業協会
医薬品評価委員会

臨床医薬（0910-8211）
30巻3号 Page237-
240(2014.03)

解説

2014206223 今後の難病医療 世界の難病医療対
策

児玉 知子（国立保健医
療科学院 国際協力研究
部）

臨床神経学（0009-
918X）53巻11号 
Page1283-1286

（2013.11）

解説

2014202565 偽造医薬品の最前線　忍び寄る脅
威との戦い 偽造医薬品問題　日本
と海外

佐藤 大作（医薬品医療
機器総合機構 新薬審査
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