
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
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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
2015112834 心房細動患者における心血管イベン

トの疾病負担　ダビガトランおよび
ワルファリンの医療経済的効果

堀 正二（大阪府立病院
機構大阪府立成人病セ
ンター），是恒 之宏，
矢坂 正弘，村田 達教，
深谷 拓，柴原 毎久

Pharma Medica
（0289-5803）33巻2号 
Page87-95（2015.02）

原著論文／
比較研究

2015112239 抗VEGF薬と医療経済 山岸 直矢（山岸眼科医
院）

日本の眼科
（0285-1326）86巻1号 
Page5-6（2015.01）

解説

2015111569 生物学的製剤の医療経済学的評価　
日常診療におけるトシリズマブの
有効性と安全性との関連を中心に

田中 榮一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター），
山中 寿

臨床リウマチ
（0914-8760）
26巻4号 Page251-
259（2014.12）

総説

2015110580 人工股関節置換術におけるmodifi ed 
Watson-Jonesアプローチのコツ　
早期社会復帰と医療経済のために

平川 和男（湘南鎌倉人
工関節センター），高柳 
聡，辻 耕二，齋藤 彰，
名倉 誠朗，落合 俊輔

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）
88巻12号 Page953-
960（2014.12）

解説

2015109941 透析医療をめぐる医療政策 山川 智之（白鷺病院） 日本透析医会雑誌
（0914-7136）
29巻3号 Page337-
341（2014.12）

解説

2015102292 外科医と医療経済 診療報酬におけ
る医療技術の評価について

佐々木 健（厚生労働省 
保険局 医療課）

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
75巻増刊 Page330
（2014.10）

会議録

2015102291 外科医と医療経済 我が国の医療費
の負担と消費税の引上げ

今村 聡（日本医師会） 日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
75巻増刊 Page330
（2014.10）

会議録



2015102290 外科医と医療経済 肝切除における
術後合併症と医療費の関係

枝元 良広（国立国際医療
研究センター病院 外科），
黒川 敏昭，三原 史規，
徳原 真，矢野 秀朗，橋
本 政典，熊澤 慶吾

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）75巻増
刊 Page330
（2014.10）

会議録

2015102289 外科医と医療経済 自動縫合器の医
療経済　保険償還可能な最大Sta-
ple数を使用することが収支を改善
する矛盾

山本 聖一郎（平塚市民
病院 消化器外科），金
井 歳雄，永瀬 剛司，赤
津 知孝，葉 季久雄，秋
好 沢林，小島 正之，大
西 達也，加藤 文彦，福
西 琢真，井上 崇道，泉
田 博彬，益田 悠貴，真
木 明日香，中川 基人

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
75巻増刊 Page329
（2014.10）

会議録

2015102288 外科医と医療経済 緻密な原価計算
システムと全国基幹病院調査に照
らし合わせた自院手術経済の評価

臼杵 尚志（香川大学 医
学部 消化器外科），藤
原 理朗，岡野 圭一，鈴
木 康之

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）75巻増
刊 Page329
（2014.10）

会議録

2015102287 外科医と医療経済 鼠径部ヘルニア
診療における短期滞在手術等基本
料導入の影響

和田 則仁（慶応義塾大
学 医学部 外科），古川 
俊治，北川 雄光

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）75巻増刊 
Page329（2014.10）

会議録

2015102286 外科医と医療経済 手術原価管理シ
ステムによるコスト削減効果

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

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
75巻増刊 Page329
（2014.10）

会議録

2015100929 医事会計システムを利用した分子
標的薬の医療経済に与える影響の
検討

渡辺 暢（帝京平成大学 
薬学部 薬学科），荒川 
一郎，太田 かおり，松
林 大輔，白神 誠

社会薬学（0911-0585）
32巻Suppl.
Page160（2013.10）

会議録

2015091464 保険薬局におけるHPNポンプレン
タルの医療経済学的分析

柴田 賢三（ヤナセ薬局 
在宅医療部），
宇野 達也

静脈経腸栄養
（1344-4980）
29巻6号 Page1397-
1401（2014.11）

原著論
文

2015091360 医療経済からみたリハビリテーシ
ョンの成果と効果

能登 真一（新潟医療福
祉大学 医療技術学部 作
業療法学科）

専門リハビリテーショ
ン（1347-2550）12巻 
Page2-6（2013.03）

解説

2015091333 医薬品・医療機器のアセスメント
とアプレイザル　費用対効果の評
価方法と意思決定 医療経済評価の
結果をどう解釈するか

白岩 健（国立保健医療
科学院）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
51巻4号 Page203
（2014.10）

会議録

2015089170 肝切除手術における手術部位感染
の医療経済的影響

生田 真一（明和病院 外
科），相原 司，飯田 洋也，
吉江 秀範，小野 朋二郎，
別府 直仁，木村 文彦，
柳 秀憲，山中 若樹

日本消化器外科学会総
会68回
PageP-105-9
（2013.07）

会議録



2015086136 わが国の財政と医療政策 新川 浩嗣（財務省 主計
局 総務課）

香川県医師会誌（0288-
3201）67巻特別 
Page18-19（2014.10）

会議録

2015081390 胆管結石に対する効率的な治療選
択 総胆管大結石・積み上げ結石に
対する効率的な内視鏡的治療法　
有用性・安全性・医療経済性から
の検討

梅村 修一郎（名古屋市
立大学大学院 医学研究
科 消化器・代謝内科
学），内藤 格，中沢 貴
宏

胆道（0914-0077）28
巻3号 Page421
（2014.08）

会議録

 
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015112834 心房細動患者における心血管イベン

トの疾病負担　ダビガトランおよび
ワルファリンの医療経済的効果

堀 正二（大阪府立病院
機構大阪府立成人病セン
ター），是恒 之宏，矢坂 
正弘，村田 達教，深谷 
拓，柴原 毎久

Pharma Medica
（0289-5803）33巻2号 
Page87-95（2015.02）

原著論文／
比較研究

2015112291【糖尿病診療でみんなが困る疑問を
集めました。血糖コントロールがう
まくいくコツ】 （第1章）薬剤選択の
極意　経済的に余裕のない患者への
処方は?

山辺 瑞穂（啓卯会村上
記念病院 内科），廣澤 
裕代，三玉 康幸

レジデントノート
（1344-6746）
16巻17号 Page3153-
3160（2015.02）

解説／
特集

2015112178 【糖尿病治療の経口薬up to date】 第
一選択薬は　なぜこの薬剤から開始
する?　メトホルミン

高木 佑介（佐賀大学 医
学部 肝臓・糖尿病・内
分泌内科），安西 慶三

月刊糖尿病7巻2号 
Page11-19（2015.02）

解説／
特集

2015112008 肺がん分子標的治療の進歩について 高橋 和久（順天堂大学
大学院 医学研究科 呼吸
器内科学），弦間 昭彦，
萩原 弘一，堀之内 秀仁

呼吸（0286-9314）34
巻1号 Page9-20
（2015.01）

座談会

2015111569 生物学的製剤の医療経済学的評価　
日常診療におけるトシリズマブの有
効性と安全性との関連を中心に

田中 榮一（東京女子医
科大学附属膠原病リウ
マチ・痛風センター），
山中 寿

臨床リウマチ
（0914-8760）26巻4号 
Page251-259
（2014.12）

総説

2015111532 産業保健活動の経済評価研究で用
いられている効果指標に関する文献
調査

永田 智久（産業医科大
学産業生態科学研究所 
産業保健経営学研究
室），小田上 公法，森 
晃爾

日本職業・災害医学会
会誌（1345-2592）
62巻6号 Page370-
375（2014.11）

原著論文

2015111191 【そして日本の医療はどうなるか】 
（Part3）そして10年後、日本の医療
はどうなるか　懸念される医療給付
費抑制圧力の増大

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

保険診療
（0385-8588）70巻1号 
Page40-43（2015.01）

解説／
特集

2015111019 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第19回）　米国の医療制
度（1）

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals45号 
Page50-57（2014.12）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2015110224【シリーズ・今これからの心理職（1）　
これだけは知っておきたい医療・保
健領域で働く心理職のスタンダー
ド】 アルコール依存症からの回復支
援

小松 知己（沖縄協同病
院），沢宮 容子

臨床心理学
（1345-9171）15巻1号 
Page64-70（2015.01）

解説／
特集

2015109819 外注技工料および院内技工の是非 門田 亮（デンタル・マ
ネジメント・コンサルテ
ィング）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）40巻1号 
Page112-113（2015.01）

Q&A

2015109719 医院経営　押しどころ引きどころ
（Vol.85）　広告宣伝費の効果はどの
程度?（上）

小笠原 康二（ディーピ
ーエス）

アポロニア21253号 
Page082-085
（2015.01）

解説

2015108941 近未来のACT（Assertive Communi-
ty Treatment）

西尾 雅明（東北福祉大
学 総合福祉学部）

精神医学（0488-1281）
56巻12号 Page997-
1010（2014.12）

総説

2015108933 大腸癌手術における腹腔鏡手術と小
切開手術の費用対効果分析

山田 恭司（川崎市立多
摩病院 消化器・一般外
科），本庄 広大，土田 
興生，梶ヶ谷 真理，本
田 朱麗，川嶋 八也，濱
谷 昌弘，野田 真一郎，
岡本 紀彦，金子 英彰，
横手 薫美夫，大坪 毅人

小切開・鏡視外科学会
雑誌（2185-2820）
5巻1号 Page77-79
（2014.08）

原著論文／
比較研究

2015107692 ロタウイルス胃腸炎が患児家族に与
える経済的影響

野本 仁志（中国労災病
院 小児科），小西 央郎，
守屋 真，岩本 立，青木 
大地，野間 裕里江，川
村 尚久

中国労災病院医誌
（0918-9564）
23巻1号 Page6-9
（2014.09）

原著論文

2015107321 統合医療におけるサプリメント・機
能性食品の臨床的意義

蒲原 聖可（健康科学大
学）

日本統合医療学会誌
7巻3号 Page114
（2014.12）

会議録

2015107185【在宅透析2014-HHDとPD】 HHD　
在宅血液透析の現状と最新技術　
HHDにおけるコストベネフィットの
現状と課題

吉田 功樹（矢吹病院 臨
床工学部），五十嵐 洋
行，政金 生人

臨床透析
（0910-5808）30巻14
号 P a g e1815-1820
（2014.12）

解説／
特集

2015106880【はじめてのラボ運営BOOK-CAD/
CAM時代を見据えた開業準備と安
定経営のためのA to Z】 （Part3）徹
底解説!開業に必要な知識と準備　
場所を探す　想定外の支出に泣かな
いために

茂木 浩之（茂木税務会
計事務所）

歯科技工
（0389-1895）別冊はじ
めてのラボ運営BOOK 
Page62-63（2014.11）

解説／
特集

2015100932 訪問薬剤管理指導実施による残薬削
減効果の検証

佐藤 弘希（ファーマダ
イワ），中尾 侑加，長峰 
慎之介，石中 博昭，緒
方 雪乃，榎本 洋平，青
木 淳子，岡山 善郎

社会薬学
（0911-0585）32巻
S u p p l . P a g e163
（2013.10）

会議録



2015098282 進行肝癌の集学的治療　予後と
QOLの観点から 進行肝細胞癌に対
するsorafenibを軸とした集学的治
療ならびに肝動注併用療法の費用対
効果に関する検討

石崎 守彦（関西医科大
学 外科），海堀 昌樹，
權 雅憲

肝臓
（0451-4203）55巻
Sup p l .2 P a g eA543
（2014.09）

会議録

2015096699 de-escalationは浸透したか?ICTラ
ウンドで推奨したde-escalationの実
施状況の経年比較

大木 孝夫（埼玉石心会
病院 薬剤部），結城 遥
子，村田 健

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）62巻
S u p p l . A P a g e267
（2014.05）

会議録

2015096208 移民高齢者のために設計された口腔
衛生個別介入のコスト最小化分析
（Cost-minimization analysis　of a 
tailored oral health intervention de-
signed for immigrant older adults）
（英語）

Marino Rodrigo J.（オー
ストラリア），Fajardo 
Jorge，Calache Han-
ny，Morgan Mike

Geriatrics & Gerontolo-
gy International（1444-
1586）14巻2号 Page
336-340（2014.04）

原著論文／
比較研究

2015095743【真のチーム医療とは】 病院の「チー
ム医療」の本質

小林 利彦（浜松医科大
学医学部附属病院 医療
福祉支援センター）

病院（0385-2377）
74巻2号 Page106-111
（2015.02）

解説／
特集

2015095101【日常診療とワクチン】 予防接種に
伴う健康被害救済制度

藤岡 雅司（ふじおか小
児科）

成人病と生活習慣病
（1347-0418）44巻12
号 Page1400-1404
（2014.12）

解説／
特集

2015093416【うつ病の理解のために】 うつ病の
最新トピックス

岩田 正明（鳥取大学 医
学部 精神科）

心と社会（0023-2807）
45巻4号 P a g e31-41
（2014.12）

解説／
特集

2015093278【医療的ケアの必要な重度障害のあ
る子どもを地域で支えるために】 小
児の在宅医療　その現状と課題

高橋 昭彦（ひばりクリ
ニック）

地域リハビリテーション
（1880-5523）9巻12号 
Page903-907
（2014.12）

解説／
特集

2015093277【医療的ケアの必要な重度障害のあ
る子どもを地域で支えるために】 子
どもの在宅医療支援について現状と
課題

奈須 康子（埼玉医大福
祉会医療型障害児入所
施設カルガモの家），田
村 正徳

地域リハビリテーション
（1880-5523）9巻12号 
Page894-902
（2014.12）

解説／
特集

2015092821 花粉症と栃木県における花粉対策 高石 雅樹（国際医療福
祉大学 薬学部），青柳 
達也，増田 崇，千葉 百
子

国際医療福祉大学学会誌
（2186-3652）19巻2号 
Page7-17（2014.09）

原著論文

2015092642 医療保険財政における薬価のあり方
-課題と将来像

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻2号 
Page65-75（2014.12）

解説

2015091360 医療経済からみたリハビリテーショ
ンの成果と効果

能登 真一（新潟医療福
祉大学 医療技術学部 作
業療法学科）

専門リハビリテーション
（1347-2550）12巻 
Page2-6（2013.03）

解説



医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015091021 健康日本21（第二次）の健康寿命の

目標を達成した場合における介護
費・医療費の節減額に関する研究

遠又 靖丈（東北大学大
学院 医学系研究科 社会
医学講座 公衆衛生学分
野），辻 一郎，杉山 賢
明，橋本 修二，川戸 美
由紀，山田 宏哉，世古 
留美，村上 義孝，早川 
岳人，林 正幸，加藤 昌
弘，野田 龍也，尾島 俊
之

日本公衆衛生雑誌
（0546-1766）
61巻11号 Page679-
685（2014.11）

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
2015111909 我が国及び韓国の医療保険におけ

る審査支払制度を比較するに当た
って

松原 徳和（社会保険診
療報酬支払基金 経営企
画部）

社会保険旬報
（1343-5728）2591号 
Page12-18（2015.01）

解説

2015091336 医薬品・医療機器のアセスメントと
アプレイザル　費用対効果の評価方
法と意思決定 イノベーション等の
評価

田倉 智之（大阪大学） 日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）51
巻4号 P a g e204-205
（2014.10）

会議録

2015091335 医薬品・医療機器のアセスメントと
アプレイザル　費用対効果の評価方
法と意思決定 ワクチンのアセスメ
ントとアプレイザル

池田 俊也（国際医療福
祉大学）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）51
巻4号
Page204（2014.10）

会議録

2015091334 医薬品・医療機器のアセスメントと
アプレイザル　費用対効果の評価方
法と意思決定 アプレイザルにおい
て考慮されるべき要素

齋藤 信也（岡山大学大
学院 保健学研究科）

日本医療・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻4号
Page204（2014.10）

会議録

2015091332 医薬品・医療機器のアセスメントと
アプレイザル　費用対効果の評価方
法と意思決定 科学的評価と意思決
定

福田 敬（国立保健医療
科学院）

日本医療・病院管理学
会誌
（1882-594X）51巻4号
Page203（2014.10）

会議録

2015090896 IT化における事務長の役割とは 改
めて問う「事務長」の立脚点　「医療
経営のプロ」としての事務長の役割　
病院IT化へのコミットを主に

出口 恭平（船井総合研
究所 シニア経営コンサ
ルタント第四経営支援
部）

新医療（0910-7991）
41巻12号 Page135-
137（2014.12）

解説

2015078028 細菌検査への質量分析装置導入にお
ける投資対効果の検証

木口 良章（淀川キリス
ト教病院），北口 実義，
中川 俊正

医学検査（0915-8669）
63巻学会特集号
Page394（2014.04）

会議録



2015111190 【そして日本の医療はどうなるか】 
（Part3）そして10年後、日本の医
療はどうなるか　公的医療保険の
縮小と医療分野の成長

植草 一秀（スリーネー
ションズリサーチ）

保険診療
（0385-8588）70巻1
号 Page37-40
（2015.01）

解説／
特集

2015111019 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第19回）　米国の医療制
度（1）

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals45号 
Page50-57（2014.12）

解説

2015110893【中国の社会保障】 「市場」から「政
府」へ　中国における「全民医療保
障」政策の成果と課題

李 蓮花（静岡大学） 海外社会保障研究
（1344-3062）189号 
Page44-56（2014.12）

解説／
特集

2015108483 医療保険制度改革法 M i l l a r K e n n e t h I .
（College of Health and 
H u m a n S e r v i c e s，
C a l i f o r n i a S t a t e 
University）

人間総合科学
（1883-1907）26号 
Page17-21（2014.11）

解説

2015092695【病院と地域の診療所をつなぐ在宅医
療】 実践的な在宅医療制度の基礎知
識

永井 康徳（ゆうの森た
んぽぽクリニック）

診断と治療（0370-
999X）102巻12号 
Page1777-1783
（2014.12）

解説／
特集

2015092642 医療保険財政における薬価のあり方-
課題と将来像

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻2号 
Page65-75（2014.12）

解説

2015089697 National clinical data base（NCD）
のデータから見た我が国の消化器
外科医療水準と今後の展開　NCD
からみた消化器外科保険医療制度
の意義と問題点

岩中 督（東京大学大学
院 小児外科），宮田 裕
章，大久保 豪，友滝 愛

日本消化器外科学会総
会68回 PageSS-3-7
（2013.07）

会議録

2015087081 我が国の医療保険制度（第4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3号 Page138-
153（2014.09）

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
2015106885【はじめてのラボ運営BOOK-CAD/

CAM時代を見据えた開業準備と安
定経営のためのA to Z】 ドイツにお
ける職場環境基準と原価計算の一例

大畠 一成（デンタルラ
ボア・グロース）

歯科技工（0389-1895）
別冊はじめてのラボ運
営BOOK Page84-87
（2014.11）

解説／
特集

2015106884【はじめてのラボ運営BOOK-CAD/
CAM時代を見据えた開業準備と安
定経営のためのA to Z】 （Part3）徹
底解説!開業に必要な知識と準備　
ラボの構造設備基準と原価計算を
知る　売上予想を見誤らないため
のポイント

野島 正美（テクニカル
センター）

歯科技工（0389-1895）
別冊はじめてのラボ運
営BOOK Page80-83
（2014.11）

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
2015107653 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 医療福祉学専
攻 医療経営管理学分野 
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

2015086682 当院救急センターの地域における
役割　救急センター統計報告

兼古 望（大阪府済生会
吹田病院 医事課），千
葉 晃義，高橋 安里，平
山 博，寒原 芳浩，宮部 
剛実

済生会吹田病院医学雑
誌（1341-1764）
20巻1号 Page33-34
（2014.06）

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
2015112535 医薬化学　製薬企業における化合

物ライブラリー戦略
堀 浩一郎（日本たばこ
産業医薬総合研究所）

ファルマシア
（0014-8601）50巻12
号 Page1258
（2014.12）

解説

2015102288 外科医と医療経済 緻密な原価計算
システムと全国基幹病院調査に照
らし合わせた自院手術経済の評価

臼杵 尚志（香川大学 医
学部 消化器外科），藤
原 理朗，岡野 圭一，鈴
木 康之

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）
75巻増刊 Page329
（2014.10）

会議録

2015102286 外科医と医療経済 手術原価管理シ
ステムによるコスト削減効果

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

日本臨床外科学会雑誌
（1345-2843）75巻増
刊 Page329
（2014.10）

会議録

2015096700 グラム染色に基づく狭域抗菌薬は
ガイドラインに基づく広域抗菌薬
よりも薬価を4分の1に削減する

谷口 智宏（沖縄県立中
部病院），津覇 実史，
高山 義浩，椎木 創一

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）62巻
Suppl.A Page267
（2014.05）

会議録

2015092642 医療保険財政における薬価のあり
方-課題と将来像

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻2号 
Page65-75（2014.12）

解説

2015092312 回復期リハビリテーション病棟入
院料1の平成24年度診療報酬改定
が入院患者の動向に及ぼした影響
について

矢崎 進（八千代病院 リ
ハビリテーション科），
二宮 敬，松浦 千里，小
野 尚美，河井 丈幸，小
久保 充，神谷 和利，河
野 真葵

八千代病院紀要
（0285-015X）34巻 
Page23-29（2014.11）

原著論文



2015112529【ファルマシア創刊50年記念】 50
年後の薬学　医薬品開発の今後　
日本の製薬企業の行方

谷田 清一（京都高度技
術研究所 産学連携事業
部）

ファルマシア
（0014-8601）
50巻12号 Page1222-
1224（2014.12）

解説

2015112528【ファルマシア創刊50年記念】 50
年後の薬学　医薬品開発の今後　
ベンチャー企業

藤田 芳司（東京理科大
学大学院 基礎工学研究
科）

ファルマシア
（0014-8601）
50巻12号 Page1220-
1221（2014.12）

解説

2015111019 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第19回）　米国の医療制
度（1）

小河 貴裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals45号 
Page50-57（2014.12）

解説

2015110106 製剤技術　製剤と粒子設計　どの
ようにしてOSDrC技術は生まれた
のか?　開発から事業化まで

尾関 有一（大鵬薬品工
業 経営戦略部），猪飼 
文治，安藤 正樹

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻1号 Page183-
190（2015.01）

解説

2015110086 海外メガ企業に学ぶ研究開発戦略
（第2回）　CMC戦略

残華 淳彦（武田薬品工
業）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻1号 Page53-64
（2015.01）

解説

2015110081 今後10年を見据えた製剤技術とは
?

大石 俊家（日新製薬 経
営企画室），白鳥 悟嗣，
夏山 晋，福田 誠人，山
本 浩充

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻1号 Page7-14
（2015.01）

座談会

2015108442「アレルギーの臨床」に寄せる　
Drug re-profiling戦略によるオーフ
ァンドラッグ網膜色素変性治療薬
の開発　産学連携による日本から
世界初への挑戦

眞島 行彦（アールテッ
ク・ウエノ）

アレルギーの臨床
（0285-6379）
35巻1号 Page88-94
（2015.01）

解説

2015096433 創薬促進のための産官学連携 日本
における創薬促進コンソーシアム
の可能性

星野 一樹（第一三共 ワ
クチン事業部 研究グル
ープ）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）
62巻Suppl.A Page182
（2014.05）

会議録

2015095007 次世代の治験システムをつくる 世
界にさきがけて日本で早期臨床開
発を成功させるには

森 和彦（厚生労働省 医
薬食品局 審査管理課）

臨床医薬（0910-8211）
30巻12号 Page1066-
1082（2014.12）

解説

2015094393【小児製剤】 小児用ジェネリック医
薬品の開発

北村 雅弘（沢井製薬製
剤技術センター）

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）
75巻1号 Page38-41
（2015.01）

解説／
特集

2015094388【小児製剤】 我が国における小児の
未承認薬・適応外薬・剤形変更問
題解決に向けての取り組み

中村 秀文（国立成育医
療研究センター研究所 
社会・臨床研究センタ
ー開発企画部）

薬剤学: 生命とくすり
（0372-7629）
75巻1号 Page9-14
（2015.01）

解説／
特集



2015092644 介護関連施設における内服薬の使
用実態調査

上野 和行（新潟薬科大
学 薬学部），福本 恭子，
石田 寛雄，平崎 喜朗，
三星 知，長井 一彦，根
津 勝，土下 喜正，楠本 
正明

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻2号 
Page81-85（2014.12）

原著論文

2015091484【獣医学分野における大学院教育の
再構築】 生命科学産業からみた獣
医学大学院への期待と学生のポテ
ンシャル

榑林 陽一（医薬基盤研
究所）

獣医畜産新報
（0447-0192）
67巻12号 Page915-
919（2014.12）

解説／
特集

2015091240 海外メガ企業に学ぶ研究開発戦略
（第1回）　臨床試験戦略

残華 淳彦（武田薬品工
業）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
30巻14号 Page2681-
2687（2014.12）

解説


