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　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
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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
2014340052 感染対策と医療経済 本田 順一（雪ノ聖母会

聖マリア病院 医療の質
管理本部）

臨牀と研究（0021-4965）
91巻8号 
Page1116-1117
（2014.08）

会議録

2014338935 診療報酬改定を終えて 今後の医療
政策について　診療報酬改定につ
いて

羽生田 俊（参議院） 日本眼科学会雑誌
（0029-0203）118巻8号 
Page735-737
（2014.08）

会議録

2014337524 当大学医療学部系新入生への新しい
B型肝炎ワクチン（HBVV）管理法の
医療経済効果

高橋 綾（慶応義塾大学
保健管理センター）, 横
山 裕一, 高山 昌子, 澁谷 
真由美, 堂坂 愛, 田立 暁
子, 松本 可愛, 田中 由紀
子, 清 奈帆美, 戸田 寛子, 
齋藤 圭美, 當仲 香, 森木 
隆典, 西村 知泰, 森 正明, 
河邊 博史

全国大学保健管理研究
集会プログラム・抄録
集52回 
Page58（2014.08）

会議録

2014329514 移植領域のアフェレシスの新たな展
開 医療経済を配慮したABO血液型
不適合腎移植のアフェレーシス療法

齋藤 満（秋田大学大学
院 腎泌尿器科学講座）, 
佐藤 滋, 沼倉 一幸, 秋
濱 晋, 鶴田 大, 井上 高
光, 成田 伸太郎, 土谷 
順彦, 羽渕 友則

日本アフェレシス学会
雑誌（1340-5888）31巻
Suppl. Page73
（2012.11）

会議録

2014320635 創傷医療を行うときに知っておくべ
き医療行政上のポイント　チーム医
療成功の秘訣

谷岡 未樹（京都大学 皮
膚科）

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）124巻4号 
Page511（2014.04）

会議録

2014312687 2025年　2050年問題を徹底討論
する　我が国の未来予想図を描く 
日本医師会の医療政策　在宅医療に
ついて

横倉 義武（日本医師会） 日本在宅医学会大会16回 
Page63（2014.03）

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
2014340193【がん薬物療法の支持療法・副作用

対策・リスク／コストベネフィット】 
腫瘍崩壊症候群

石澤 賢一（東北大学病
院 臨床研究推進センタ
ー）

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 Page159-167
（2014.08）

解説／
特集

2014340192【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
予防的抗菌薬・抗真菌薬

吉田 稔（帝京大学医学
部附属溝口病院 第4内
科）

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 
Page152-158（2014.08）

解説／
特集

2014340191【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
予防的抗ウイルス剤、B型肝炎活性
化予防

楠本 茂（名古屋市立大
学大学院 医学研究科 血
液・腫瘍内科学）, 田中 
靖人

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 
Page146-151
（2014.08）

解説／
特集

2014340190【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
神経症状

下山 直人（東京慈恵会
医科大学大学院 医学研
究科 緩和医療学）, 久保
田 敬乃, 小池 正嘉, 下山 
恵美

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 
Page140-145
（2014.08）

解説／
特集

2014340189【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
皮膚血管外漏出・皮膚障害

山本 明史（埼玉医科大
学国際医療センター 皮
膚腫瘍科・皮膚科）

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 Page136-139
（2014.08）

解説／
特集

2014340188【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
便通異常

河野 透（北海道大学大
学院 薬学研究院）

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 Page128-135
（2014.08）

解説／
特集

2014340187【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
がん薬物療法の支持療法（化学療法
に対する制吐療法　現状と将来）

齊藤 光江（順天堂大学 
乳腺科）

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 Page121-127
（2014.08）

解説／
特集

2014340186【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
血小板輸血

半田 誠（慶応義塾大学 
輸血・細胞療法センタ
ー）

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 Page116-120
（2014.08）

解説／
特集

2014302085 RA治療ガイドラインにおける医療
経済評価の位置付けと日本での展望

津谷 喜一郎（東京大学 
大学院 薬学系研究科 医
薬政策学）, 五十嵐 中, 
宮坂 信之, 山中 寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログ
ラム・抄録集58回 
Page504（2014.03）

会議録

2014301473 関節リウマチの治療　生物学的製剤
（TNF阻害薬） IORRAコホートを用
いたRAにおける生物学的製剤の至
適投与に関する医療経済学的検討

田中 栄一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター）, 
井上 永介, 清水 陽子, 
小林 晶子, 杉本 直樹, 
星 大介, 設楽 久美, 佐
藤 恵里, 瀬戸 洋平, 中
島 亜矢子, 桃原 茂樹, 
谷口 敦夫, 山中 寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマチ
シンポジウムプログラム・
抄録集58回 
Page295（2014.03）

会議録



2014340185【がん薬物療法の支持療法・副作用
対策・リスク／コストベネフィット】 
G-CSF

菅野 哲平（日本医科大
学武蔵小杉病院 腫瘍内
科）, 勝俣 範之

腫瘍内科（1881-6568）
14巻2号 Page111-115
（2014.08）

解説／
特集

2014340052 感染対策と医療経済 本田 順一（雪ノ聖母会
聖マリア病院 医療の質
管理本部）

臨牀と研究（0021-4965）
91巻8号 Page1116-1117
（2014.08）

会議録

2014339390【JNC8を検証する】 米国における複
数の高血圧治療ガイドライン

長浜 一史（琉球大学大
学院 循環器・腎臓・神
経内科学）, 大屋 祐輔

血圧（1340-4598）21
巻8号 Page694-698
（2014.08）

解説／
特集

2014338272 胆道閉鎖症スクリーニング 早期介
入にむけて　スクーニングツールの
効果の測定　費用便益分析を用いた
提案（Seeking the Best: Achieving 
the Early Intervention）（英語）

Hoshino Eri（Kameda 
C o l l e g e o f H e a l t h 
Science）

日本マス・スクリーニン
グ学会誌（0917-3803）
24巻2号 Page166
（2014.07）

会議録

2014337304 心臓CTの常識　Evidence,Consensus 
and Guideline（第29回）　心臓CTの
歴史における画期的医学論文最終章

船橋 伸禎（千葉大学医
学部附属病院 循環器内
科）

INNERVISION（0913-
8919）29巻8号 
Page86-91（2014.07）

解説

2014336912 適応症拡大　成功への道 クリスチャン・エルゼ 
（カテニオン社）, ゲリッ
ト・ブールマン 

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻9号 
Page1747-1750（2014.08）

解説

2014336263 ジェネリック医薬品の導入・使用促
進と経費節減効果について

丸田 浩史（玉城町国民
健康保険玉城病院）, 西
村 郁美, 荒木 尚子

地域医療（0289-9752）
第52回特集号 
Page774-776（2013.03）

会議録

2014335702 COPD診断と治療に関する最近の知
見　今後の病診連携の重要性

前野 敏孝（群馬大学医
学部附属病院 第二内科）

高崎医学（0916-121X）
64巻 
Page9-13（2014.07）

解説

2014335418 糖尿病教育・看護の技術における価
値評価

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）

日本糖尿病教育・看護
学会誌（1342-8497）
16巻特別号 Page54
（2012.08）

会議録

2014329988 緩和ケア領域における研究方法論の
最 近 のControversy MORECare 
statement　英国における終末期ケ
アサービスの評価方法の提言

宮下 光令（東北大学大
学院 医学系研究科 保健
学専攻 緩和ケア看護学
分野）

日本緩和医療学会学術
大会プログラム・抄録
集19回 Page187
（2014.06）

会議録

2014328095 ヘリコバクター・ピロリ感染症の
学校検診への導入　高校生を対象
としたヘリコバクター・ピロリ検
診と除菌

赤松 泰次（長野県立須坂
病院 内視鏡センター）, 
岡村 卓麿, 奥平 貞英, 市
川 真也, 横澤 秀一, 岩谷 
勇吾, 菅 智明, 太田 浩良, 
田中 栄司

日本ヘリコバクター学
会誌（2187-8005）
16巻1号 Page11-16
（2014.05）

原著論文

2014326684 職場におけるメンタルヘルスの第一
次予防対策に関する費用便益分析

吉村 健佑（東京大学大
学院 医学系研究科 公共
健康医学専攻）, 川上 憲
人, 堤 明純, 井上 彰臣, 
小林 由佳

産業衛生学雑誌（1341-
0725）54巻臨増 
Page432（2012.05）

会議録



2014323778 臨床疫学、薬剤疫学の発展による医
療技術評価の現状と実践

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）

日本胃癌学会総会記事
86回 Page129
（2014.03）

会議録

2014322723 薬学基礎研究からベッドサイドへの
情報発信 患者の残薬調整のための
福岡市薬剤師会との共同取り組み　
節薬バッグ運動について

小柳 香織（九州大学 院
薬）, 窪田 敏夫, 小林 大
介, 木原 太郎, 吉田 武
雄, 三井所 尊正, 打越 
英恵, 三浦 智子, 高木 
淳一, 瀬尾 隆, 島添 隆雄

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年
会1号 Page280
（2014.03）

会議録

2014322405 患者の治療方法の決定に対する薬理
経済学の適用（Applying Pharmaco-
economics to Patient Care Deci-
sions）（英語）

Katz Michael D.（Uni-
versity of Arizona Col-
lege of Pharmacy）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会
1号 
Page60（2014.03）

会議録

2014316276 日本の職場における総合的メンタル
ヘルス予防プログラムの費用対効果
分析　予備研究（Cost-benefi t Anal-
ysis of Comprehensive Mental 
Health Prevention Programs in 
Japanese Workplaces: A Pilot 
Study）（英語）

Iijima Sachiko（Graduate 
School of Health Care 
and Nursing, Juntendo 
University）, Yokoyama 
Kazuh i to , K i tamura 
F um i h i k o , F u k u d a 
Takashi, Inaba Ryoichi

Industrial Health
（0019-8366）51巻6号 
Page627-633
（2013.11）

原著論文
／
比較研究

2014315854 肥満症の治療手術前後に肥満患者
が利用する病院サービス（Utilization 
of hospital services by obese pa-
tients before and after bariatric 
surgery）（英語）

Karim Muhammad Ali
（Department of Surgery, 
University Hospital Ayr）
, Ahmed Jamil, Arneil 
Clare, Ali Abdulmajid

Surgery Today（0941-
1291）43巻10号 
Page1129-1133
（2013.10）

原著論文

2014315814 術前耳鳴に及ぼすstapedotomyの効
果とその心身への負担（Effect of 
stapedotomy on pre-operative tin-
nitus and its psychosomatic bur-
den）（英語）

Bast Florian（University 
Hospital Charite Berlin, 
Depa r tmen t o f O to -
Rhino-Laryngology , 
C a m p u s V i r c h o w -
Klinikum）, Mazurek 
Birgit, Schrom Thomas

Auris・Nasus・Larynx
（0385-8146）40巻6号 
Page530-533（2013.12）

原著論文

2014315225 皆保険夜話　国保の来し方行く末　
厚生白書にみる皆保険前夜

前田 信雄（札幌医科大
学）

社会保険旬報（1343-
5728）2575号 
Page40-43（2014.08）

解説

2014314950 薬薬連携つながる病院・薬局（第6
回）　福岡　節薬バッグ運動　一般
社団法人福岡市薬剤師会と九州大学
との薬薬連携

島添 隆雄（九州大学大
学院 薬学研究院臨床育
薬学分野）

ファルマシア（0014-
8601）50巻8号 
Page793-795（2014.08）

解説

2014314859【救急医療の現状と展望-セーフテ
ィネットを求めて-】 ドクターヘリ
の現状

猪口 貞樹（東海大学 医
学部 外科学系救命救急
医学）

カレントテラピー
（0287-8445）32巻8号 
Page806-811（2014.08）

解説／
特集

2014314529 Strategy　病院経営における医事課
の戦略（第11回）　平成26年度診療
報酬改定が当院に及ぼした影響を考
える（第1報）　DPC／ PDPS対象
の急性期病棟

渡邉 智則（脳血管研究
所附属美原記念病院 医
事課）

医療アドミニストレー
ター5巻53号 
Page75-77（2014.08）

解説



2014314125【関節リウマチの疾患活動性評価を
概説する】 機能障害や労働生産性を
どこまで評価できるか

田中 栄一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター）

分子リウマチ治療
（1882-9163）7巻3号 
Page73-80（2014.07）

解説／
特集

2014313867 スタッフのキャリアに応じた研修体
制の構築と運用（第6回）（最終回）　
NLCの展望と人材育成の根幹

松島 雅也（恵正会） 通所介護&リハ12巻2号 
Page99-102
（2014.07）

解説

2014313292【職場のメンタルヘルス対策Q&A】 
カウンセリング　EAPプログラムの
費用対効果について

市川 佳居（ピースマイ
ンド・イープ国際EAP
研究センター）

産業精神保健（1340-
2862）22巻特別号 
Page44-46（2014.07）

Q&A／
特集

2014310487 歯科医院のサバイバル+αのストラ
テジー　歯科の常識、世間の非常
識?

権藤 ひとみ（ひとみデ
ンタルクリニック）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）39巻9号 
Page90-93（2014.07）

解説

2014310065 慢性期病棟での喀痰吸引カテーテル
管理方法について

大西 弘祐（平成博愛会
博愛記念病院）, 大鹿 保
香, 阿部 日登美, 元木 由
美, 埴淵 昌毅, 武久 洋三

日本老年医学会雑誌
（0300-9173）51巻3号 
Page296（2014.05）

会議録

2014305499 受診勧奨におけるアプローチ手法の
違いによるコスト対効果について

日山 富士代（カルナヘ
ルスサポート）, 中島 直
樹, 小林 邦久, 西田 大
介, 栄木 孝子, 末森 紘
子, 高柳 涼一, 井口 登
與志

糖尿病（0021-437X）
57巻Suppl.1 
PageS-252（2014.04）

会議録

2014302085 RA治療ガイドラインにおける医療
経済評価の位置付けと日本での展望

津谷 喜一郎（東京大学 
大学院 薬学系研究科 医
薬政策学）, 五十嵐 中, 
宮坂 信之, 山中 寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログ
ラム・抄録集58回 
Page504（2014.03）

会議録

2014301590 RA病態の評価 Ninjaにおける費用対
効果分析年次報告2012　DMARds
費用増加の終焉

末永 康夫（国立病院機
構別府医療センター）, 
木村 大作, 當間 重人, 
西野 仁樹

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログ
ラム・抄録集58回 
Page334（2014.03）

会議録

2014301473 関節リウマチの治療　生物学的製剤
（TNF阻害薬） IORRAコホートを用
いたRAにおける生物学的製剤の至
適投与に関する医療経済学的検討

田中 栄一（東京女子医科
大学附属膠原病リウマチ・
痛風センター）, 井上 永
介, 清水 陽子, 小林 晶子, 
杉本 直樹, 星 大介, 設楽 
久美, 佐藤 恵里, 瀬戸 洋
平, 中島 亜矢子, 桃原 茂
樹, 谷口 敦夫, 山中 寿

日本リウマチ学会総会・
学術集会・国際リウマ
チシンポジウムプログ
ラム・抄録集58回 
Page295（2014.03）

会議録

2014299092 日本での作業関連性腰痛の年間医療
費の推計（Estimates of Annual 
Medical Costs of Work-related 
Low Back Pain in Japan）（英語）

Itoh Hiroaki（Department 
of Epidemiology and 
Environmental Health, 
Juntendo Universi ty 
Faculty of Medicine）, 
Kitamura Fumihiko, Yo-
koyama Kazuhito

Industrial Health
（0019-8366）51巻5号 
Page524-529
（2013.09）

原著論文



2014299088 日本人労働者の抑うつ症状とその併
発症に起因した病気欠勤および疾病
就業による職務遂行能力の低下が経
済に及ぼす影響（The Economic Im-
pact of Loss of Performance Due 
to Absenteeism and Presenteeism 
Caused by Depressive Symptoms 
and Comorbid Health Conditions 
among Japanese Workers）（英語）

Wada Koji（Bureau of 
International Coopera-
tion, National Center 
for Global Health and 
Medicine （NCGM））, 
Arakida Mikako, Wata-
nabe Rika, Negishi Mo-
tomi, Sato Jun, Tsut-
sumi Akizumi

Industrial Health
（0019-8366）51巻5号 
Page482-489
（2013.09）

原著論文

2014299086 ブラジルの労働災害による医療費と
社会経済的影響　縦断研究（Health 
Care Costs and the Socioeconom-
ic Consequences of Work Injuries 
in Brazil: A Longitudinal Study）（英
語）

Sousa Santana Vilma
（Federal University of 
Bahia, Institute of Col-
lective Health, Program 
of Environmental and 
Workers' Health）, Por-
tela Fernandes De Sou-
za Luis Eugenio, Car-
doso de Matos Isabela

Industrial Health
（0019-8366）51巻5号 
Page463-471
（2013.09）

原著論文

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014331530 大血管症を発症した糖尿病患者の入

院期間と入院医療費
田中 麻理（メディカル
プラザ江戸川）, 伊藤 裕
之, 阿部 眞理子, 安徳 
進一, 三船 瑞夫, 目黒 
健太郎, 慶田 毅彦, 新海 
泰久, 縄田 浩子, 当金 
美智子, 加藤 隆弘

糖尿病（0021-437X）
57巻6号 
Page425-430
（2014.06）

原著論文
／
比較研究

2014299092 日本での作業関連性腰痛の年間医療
費の推計（Estimates of Annual 
Medical Costs of Work-related 
Low Back Pain in Japan）（英語）

Itoh Hiroaki（Department 
of Epidemiology and 
Environmental Health, 
Juntendo University 
Faculty of Medicine）, 
Kitamura Fumihiko, Yo-
koyama Kazuhito

Industrial Health
（0019-8366）51巻5号 
Page524-529
（2013.09）

原著論文

2014299086 ブラジルの労働災害による医療費と
社会経済的影響　縦断研究（Health 
Care Costs and the Socioeconom-
ic Consequences of Work Injuries 
in Brazil: A Longitudinal Study）（英
語）

Sousa Santana Vilma
（Federal University of 
Bahia, Institute of Col-
lective Health, Program 
of Environmental and 
Workers' Health）, Por-
tela Fernandes De Sou-
za Luis Eugenio, Cardo-
so de Matos Isabela

Industrial Health
（0019-8366）51巻5号 
Page463-471
（2013.09）

原著論文



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2014339941 ヨーロッパの医療制度改革から何を

学ぶのか（上）
松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

社会保険旬報（1343-
5728）2577号 
Page20-28（2014.08）

解説

2014339505 医療制度改革と医事業務の変遷 三浦 昇（千葉県民間病
院協会 医事研究部）

医事業務21巻456号 
Page59-84（2014.08）

解説

2014336505 義眼台　日本の医療制度における義
眼台の位置づけ

鈴木 茂伸（国立がん研
究センター中央病院 眼
腫瘍科）

眼科手術（0914-6806）
27巻3号 Page374-378
（2014.07）

解説

2014314719 我が国の医療保険制度（第3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2号 
Page86-90（2014.06）

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
2014331408 家畜共済診療点数表及び同付表薬

価基準表の改定
鈴木 聡子（農林水産省
経営局 保険管理官付家
畜指導班）

家畜診療（0287-0754）
61巻7号 Page437-443
（2014.07）

解説

2014323339 製造原価低減を目的としたVitamin 
D3の光反応改良

吉川 正一郎（中外製薬
工業）, 木川 雅晴, 大石 
和弘, 三上 哲弘, 村田 博

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会2号 
Page223（2014.03）

会議録

2014316115 日本の外科医の労働環境改善委員会
からの報告　外科医に対する診療報
酬改定の影響に関する調査（Report 
from the committee for improving 
the work environment of Japanese 
surgeons: survey on eff ects of the 
fee revision for medical services 
provided by surgeons）（英語）

Han a z a k i K a z u h i r o
（Department of Surgery, 
Kochi Medical School, 
K o c h i U n i v e r s i t y）, 
Tominaga Ryu j i , Nio 
M a s a k i , I w a n a k a 
Tadashi, Okoshi Kae, 
Kaneko Koichi, Nagano 
Hiroaki, Nishida Takahiro, 
Nishida Hiroshi, Hoshino 
Ken, Maehara Tadaaki, 
M a s u d a M u n e t a k a , 
M a t s u f u j i H i r o s h i , 
Y a n a g a K a t s u h i k o , 
Tabayashi Koichi, Satomi 
Susumu, Kokudo Norihiro

Surgery Today（0941-
1291）43巻11号 
Page1209-1218
（2013.11）

原著論文

2014313329 平成24年度 東京都理学療法士協会
診療報酬改定に伴うアンケート調査
結果

竹田 紘崇 理学療法東京（2188-
1227）2号 
Page30-33（2014.07）

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
2014339194【PIC ／ S正式加盟　新しいステッ

プへの飛躍　グローバル化に向けて
走り出すわが国のGMP】 バイエル
薬品滋賀工場におけるオペレーショ
ナルエクセレンス

松本 香織（バイエル薬
品 プロダクトサプライ
ジャパン本部）, 藤澤 健, 
片山 博仁

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻10号 
Page2035-2043
（2014.08）

解説／
特集

2014336912 適応症拡大　成功への道 クリスチャン・エルゼ 
（カテニオン社）, ゲリッ
ト・ブールマン 

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）30巻9号 
Page1747-1750（2014.08）

解説

2014333464 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第16回）　欧米大手製薬
企業の再編動向

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals42号 
Page24-29（2014.06）

解説

2014322592 創薬における薬物代謝・安全性研究　
課題とその克服のための新たな取り
組み 製薬企業におけるアルデヒド
オキシダーゼ代謝研究への取り組み

赤羽 隆文（アステラス
製薬研究本部創薬推進
研究所）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会1号 
Page200（2014.03）

会議録

2014322464 難溶性薬物の吸収を改善する特殊製
剤の開発を加速するには何が必要か
? コンタミレス粉砕　製薬産業での
実用化を目指した湿式ビーズ粉砕技
術におけるイノベーション

丹羽 敏幸（名城大学 薬）日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会1
号 Page109（2014.03）

会議録

2014322417 革新的医薬品の創出・実用化に向け
て　日本版NIHへの期待 産業界の
期待と提言

手代木 功（日本製薬工
業協会）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会1
号 Page73（2014.03）

会議録

2014322414 より良い薬を患者さんに届ける 
2030年を見据えた創薬の基盤整備

玉起 美恵子（日本製薬
工業協会）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会1号 
Page71（2014.03）

会議録

2014322411 より良い薬を患者さんに届ける 大
鵬薬品におけるピリミジン系経口抗
がん剤開発の歴史と展望

松尾 憲一（大鵬薬品工
業がん代謝研究所）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会1号 
Page69（2014.03）

会議録

2014322393 薬学分野におけるシンポジウム活動
を通じた学術振興と若手人財育成

鈴木 國夫（万有生命科
学振興国際交流財団）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）134年会1号 
Page41（2014.03）

会議録

2014300757 当院における胃腫瘍性病変に対す
るESDの治療成績と医療費原価の
検討

堂腰 達矢（旭川医科大
学 消化器・血液腫瘍制
御内科学分野）, 内海 辰
哉, 田中 一之, 坂谷 彗, 
藤林 周吾, 安藤 勝祥, 
上野 伸展, 嘉島 伸, 後
藤 拓磨, 笹島 順平, 稲
場 勇平, 伊藤 貴博, 盛
一 健太郎, 藤谷 幹浩, 
高後 裕

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）111巻臨
増総会 
PageA316（2014.03）

会議録



2014315187 AMED（日本版NIH）創設に向けた
新しい指標の開発　疾病別にみた医
薬品開発の現状俯瞰・将来予測

長部 喜幸（経済協力開
発機構）, 治部 眞里

情報管理（0021-7298）
57巻5号 
Page323-333（2014.08）

解説

2014311167 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　組織的産学連携によるオープ
ンイノベーション創薬の挑戦　京都
大学におけるメディカルイノベーシ
ョンの取組み

早乙女 周子（京都大学 
大学院 医学研究科）

日本薬理学雑誌（0015-
5691）144巻1号 
Page28-33（2014.07）

解説

2014311109 日本医薬品産業現代史（1980～
2010） （第5章）日本の医薬品産業
の国際化（1980～2010）

ジュリア・ヨング （法政
大学 経済学部）

薬史学雑誌（0285-
2314）49巻1号 
Page77-83（2014.06）

解説

2014311108 日本医薬品産業現代史（1980～
2010） （第4章）日本の医薬品市場
と医薬品生産・販売等の変遷（1980
～2010）

吉岡 龍藏（京都大学化
学研究所）, 松本 和男

薬史学雑誌（0285-
2314）49巻1号 
Page64-76（2014.06）

解説

2014311107 日本医薬品産業現代史（1980～
2010） （第3章）日本における臨床
試験（治験）と医薬品の適正使用の
変遷（1980～2010）

小清水 敏昌（MR認定セ
ンター）

薬史学雑誌（0285-
2314）49巻1号 
Page50-63（2014.06）

解説

2014311106 日本医薬品産業現代史（1980～
2010） （第2章）日本の創薬技術と
医薬品開発の変遷（1980～2010）

榊原 統子（日本医薬情
報センター）, 吉岡 龍藏, 
松本 和男

薬史学雑誌（0285-
2314）49巻1号 
Page39-49（2014.06）

解説

2014311105 日本医薬品産業現代史（1980～
2010） （第1章）日本医薬品産業現
代史（1980～2010）総論

相見 則郎（日本薬史学
会）, 小清水 敏昌, 平林 
敏彦, 松本 和男, 吉岡 龍
藏, ジュリア・ヨング , 
日本医薬品産業現代史
（1980～2010）編纂委
員会

薬史学雑誌（0285-
2314）49巻1号 
Page18-38（2014.06）

解説

2014309834 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）
31巻2号 
Page101-103
（2014.03）

解説

2014304335 糖尿病用薬の審査の現状と今後の臨
床評価の展望 インスリン製剤のグ
ローバル開発の現状と今後の展望
（開発企業の立場から）

杉井 寛（ノボノルディ
スクファーマ 開発本部）

糖尿病（0021-437X）
57巻Suppl.1 
PageS-51（2014.04）

会議録


