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【PCA再考】

PCAの医療経済 投与経路で収入が

違う在宅医療になるとこれまた複雑…

医療政策のためのワクチン接種の経

済評価　成人用の肺炎球菌ワクチン

を例として

血液透析患者を対象としたエポエチ

ン製剤バイオシミラー（エポエチン

アルファBS注「JCR」）の貧血改善

維持および医療経済効果

関節リウマチ性疾患の保険診療　医

療経済的観点から

医療経済からみた透析医療の現状と

問題点 慢性腎臓病（CKD）対策の

医療経済

医療経済からみた透析医療の現状と

問題点 血液透析患者における副甲

状腺機能亢進症治療の医療経済的分

析　保存的治療とPTXの比較検討

医療経済からみた透析医療の現状と

問題点腹膜透析に関わる医療経済

論文種別

解説／

特集

総説

原著論文／

比較研究

会議録

会議録

会議録

会議録

出典

LiSA

（1340-8836）18巻8号

Page778-781（2011.08）

明治薬科大学研究紀要

（0543-3975）40号

Page17-25（2011.06）

診療と新薬

（0037-380X）48巻6号

Page570-575（2011.06）

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55回・20回

Page709（2011.06）

日本透析医学会雑誌

（1340-3451）44巻

Suppl.1 Page291（2011.05）

日本透析医学会雑誌

（1340-3451）44巻

Suppl.1 Page291（2011.05）

日本透析医学会雑誌

（1340-3451）44巻

Suppl.1 Page291（2011.05）

著者（所属）

橋口さおり（慶応義塾大

学医学部麻酔学教室）

赤沢学（明治薬科大学

公衆衛生・疫学教室）

荒川長也（一宮市立木

曽川市民病院 透析室），

岡田裕孝，羽土貴之，

田代真二，成瀬彰，小山

久子，今井直基，大山

正巳

三宅信昌（三宅整形外科

医院）

中西健（兵庫医科大学

腎・透析科）

副島秀久（済生会熊本病

院 TQMセンター）

平松信（岡山済生会総合

病院 腎臓病・糖尿病総

合医療センター）

医療経済関係研究論文（11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
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医療経済からみた透析医療の現状と

問題点オンラインHDFの医療経済

医療経済からみた透析医療の現状と

問題点透析医療の医療経済の概念

社会と健康を科学するパブリックヘ

ルス　データに基づく地域医療政

策・病院政策（その2）

ヘルスサービスリサーチ　医療政策

研究におけるヘルスサービスリサー

チ

【病院機能の活用による地域連携】

（2章）政策に則った病院歯科の展

望　これからの医療政策における病

院歯科の重要性

社会と健康を科学するパブリックヘ

ルス　「データに基づく地域医療政

策・病院政策（その1）」

【医療現場における薬剤師の将来戦

略～5年後を見据えて～】

医療経済学の観点から

【医療現場における薬剤師の将来戦

略～5年後を見据えて～】

わが国の5年後の医療動向　医療行

政の立場から

医療現場における医薬品適正使用

医療経済の観点から薬剤師の役割を

見つめる

ビタミンDによる骨折予防効果に関

する医療経済評価の試み

日本における骨粗鬆症治療の開始基

準についての医療経済学的検討　モ

デリングに基づくシミュレーション

分析

医療政策の変遷と当院の20年

看護と医療政策を考えるヒント

（Number.26）災害医療の手順

CSCATTT

川西秀樹（土谷総合病院）

田倉智之（大阪大学大学

院 医学系研究科），宮本

孝

猪飼宏（京都大学大学院

医学研究科 医療経済学

分野），今中雄一

原野悟（かみや町駅前ク

リニック）

小田泰之（小田歯科医

院）

大坪徹也（京都大学大学

院 医学研究科 医療経済

学分野），今中雄一

川上純一（浜松医科大学

医学部附属病院薬剤部）

鶴崎泰史（厚生労働省医

薬食品局総務課）

政田幹夫（福井大学医学

部附属病院薬剤部）

田中清（京都女子大学家

政学部 食物栄養学科），

桑原晶子

森脇健介（新潟医療福祉

大学医療経営管理学部

医療情報管理学科），駒場

大峰，深川雅史，東條猛，

能登真一，高橋榮明

秦温信（札幌社会保険総

合病院）

松村啓史（テルモ）

日本透析医学会雑誌

（1340-3451）44巻

Suppl.1 Page290（2011.05）

日本透析医学会雑誌

（1340-3451）44巻

Suppl.1 Page290（2011.05）

日本公衆衛生雑誌

（0546-1766）58巻6号

Page471-473（2011.06）

日本公衆衛生雑誌

（0546-1766）58巻6号

Page468-470（2011.06）

日本歯科医師会雑誌

（0047-1763）64巻4号

Page379-381（2011.07）

日本公衆衛生雑誌

（0546-1766）58巻5号

Page391-394（2011.05）

医薬ジャーナル

（0287-4741）47巻7号

Page1898-1902（2011.07）

医薬ジャーナル

（0287-4741）47巻7号

Page1888-1891（2011.07）

TDM研究

（0911-1026）28巻3号

Pages132（2011.06）

Osteoporosis Japan

（0919-6307）18巻

Suppl.1 Page239（2010.09）

Osteoporosis Japan

（0919-6307）18巻

Suppl.1 Page181（2010.09）

札幌社会保険総合病院医誌

（1342-6656）19巻2号

Page50-52（2010.12）

看護管理

（0917-1355）21巻6号

Page496（2011.06）
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タイトル

Do It Yourself! DIY 経営のススメ

（Season 2） エアコンについて考え

る

【現場の要求とモニタ選定】

実証・効果あるモニタ選択　運用に

適したモニタ選定の留意点

【今知るべき小児感染症領域の新し

い知見2011】

ワクチン導入によって変化が期待で

きる疾患　B型肝炎ウイルス感染症

薬剤経済学に関する話題

医療政策のためのワクチン接種の経

済評価　成人用の肺炎球菌ワクチン

を例として

【脳卒中のトータルケア-発症予防か

ら地域連携パスまで-】

血栓溶解療法の問題点と遠隔医療支

援の可能性

血液透析患者を対象としたエポエチ

ン製剤バイオシミラー（エポエチン

アルファBS注「JCR」）の貧血改善

維持および医療経済効果

「見える化」の時代　医療の質、そ

して健康格差

著者（所属）

杉島康義

青木実花咲（東陽テクニ

カ画像システム部）

和田宏来（筑波大学大

学院 人間総合科学研究

科 疾患制御医学専攻 小

児内科学分野），工藤

豊一郎，須磨崎亮

川上純一（浜松医科大学

医学部附属病院薬剤部）

赤沢学（明治薬科大学

公衆衛生・疫学教室）

長谷川泰弘（聖マリアン

ナ医科大学神経内科）

荒川長也（一宮市立木

曽川市民病院 透析室），

岡田裕孝，羽土貴之，

田代真二，成瀬彰，小山

久子，今井直基，大山

正巳

近藤克則（日本福祉大学

健康社会研究センター）

出典

アポロニア21213号

Page109-108（2011.09）

新医療

（0910-7991）38巻9号

Page92-96（2011.09）

小児科診療

（0386-9806）74巻9号

Page1413-1417（2011.09）

ファルマシア

（0014-8601）47巻8号

Page735-740（2011.08）

明治薬科大学研究紀要

（0543-3975）40号

Page17-25（2011.06）

神経治療学

（0916-8443）28巻3号

Page245-249（2011.05）

診療と新薬

（0037-380X）48巻6号

Page570-575（2011.06）

診療情報管理

（1883-7972）23巻1号

Page7-14（2011.06）

論文種別

解説

解説／

特集

解説／

特集

解説

総説

解説／

特集

原著論文／

比較研究

解説

臨床経済学・薬剤経済学

2011274673

2011273496

平成22年度診療報酬改定がもたら

した外科手術における医療経済学的

分析

利益率から見た外科手術の医療経済

長堀隆一（東京慈恵会医

科大学 心臓外科），橋本

和弘，坂本吉正，儀武

路雄，長沼宏邦，川田

典靖

堂野恵三（豊中市立豊中

病院 外科），藤田淳也，

池田公正，赤木謙三，

岩澤卓，清水潤三，川西

賢秀，畑泰司，三宅正和，

永井健一，北田昌之，

島野高志

日本外科学会雑誌

（0301-4894）112巻臨増

1-2 Page696（2011.05）

日本外科学会雑誌

（0301-4894）112巻臨増

1-2 Page397（2011.05）

会議録

会議録



2011295954

2011295950

2011293879

2011291841

2011289153

2011287159

2011286761

2011286752

2011286721

2011286279

2011286174

2011286145

2011286099

うつ病の経済的影響と外来精神医療

の役割 うつ病が個人の生活に与え

る影響

気分障害の治療はどうして難渋する

のか気分障害の疾病費用について

医療費負担 生物学的製剤の経済的

効果に関する試算　早期導入による

効果について

透析フルアシストシステム「D-FAS」

による省力・費用対効果について

（第2報）

国産初のBiosimilar「エポエチンア

ルファBS注」の使用経験　血液透

析施行中の腎性貧血患者での検討

薬剤経済学の新薬の薬価算定への利

用可能性と課題（下）

水上塾長の誌上ラボ開業セミナー

（Vol.8） いくら用意すればいい?

歯科医院開業の成功確率を高めるプ

ロデュース力　資金面の裏づけはど

うするのか?

【四半世紀を経たわが国の在宅酸素

療法-課題と提言-】

在宅酸素療法のcost-effectiveness

薬剤経済学の新薬の薬価算定への利

用可能性と課題（上）

水痘ワクチンによる帯状疱疹の予防

について

水痘ワクチンによる帯状疱疹の予防

について

検診の精度管理　利益と不利益を考

慮した検診のあり方 乳癌検診の利

益と不利益　USPSTF（米国予防医

学専門委員会）の提言を受けて

山内慶太（慶応義塾大学

看護医療学部）

佐渡充洋（慶応義塾大学

医学部 精神神経科学教

室）

吉井一郎（吉井病院 整

形外科・リウマチ科）

西岡幹人（徳島市民病院

看護部ICU・MEセンタ

ー），原有里，豊田英治，

國見法子，和西もと子，

赤沢善弘，村上佳秀，

横関秀明

出浦正（いでうら内科ク

リニック）

坂巻弘之（名城大学 薬学

部），小林慎，福田敬，池田

俊也，ISPOR日本部会

中村欣央（AQUAデンタ

ルラボ），水上泰宏，内田

格誠

田中健児（Wiilmake143）

堀江健夫（前橋赤十字病

院 呼吸器内科）

池田俊也（国際医療福祉

大学 薬学部），小林慎，

福田敬，坂巻弘之

塩見真理子（姫路赤十字

病院皮膚科），山田琢

塩見真理子（姫路赤十字

病院皮膚科），山田琢

笠原善郎（福井県済生会

病院外科）

日本外来精神医療学会

プログラム・抄録集11回

Page44（2011.07）

日本外来精神医療学会

プログラム・抄録集11回

Page40（2011.07）

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55回・20回

Page273（2011.06）

日本透析医学会雑誌

（1340-3451）44巻

Suppl.1 Page760（2011.05）

Progress in Medicine

（0287-3648）31巻5号

Page1335-1339（2011.05）

社会保険旬報

（1343-5728）2468号

Page10-14（2011.08）

Quintessence of Dental

Technology

（0388-2705）36巻8号

Page1164-1165（2011.08）

The Quintessence

（0286-407X）30巻8号

Page1855-1857（2011.08）

THE LUNG-perspectives

（0919-5742）19巻3号

Page268-271（2011.07）

社会保険旬報

（1343-5728）2467号

Page16-21（2011.08）

姫路赤十字病院誌

（0914-8019）35巻

Page74（2011.06）

姫路赤十字病院誌

（0914-8019）35巻

Page22-24（2011.06）

日本がん検診・診断学会誌

（1881-8846）19巻1号

Page34（2011.08）
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会議録

会議録

会議録

原著論文／

比較研究

解説

解説

解説

解説／

特集

解説

会議録

解説

会議録



2011285284

2011285196

2011283770

2011282892

2011282891

2011282888

2011282884

2011282861

2011282805

2011282799

2011282796

ラタノプロスト点眼液の先発医薬品

と後発医薬品における1日あたりの

薬剤費の比較

【病院機能の活用による地域連携】

（4章）大学病院における地域連携医

療　特に歯科訪問診療について　地

域医療連携の基本的考え方と千葉県

での展開

開業医の日常外来診療に適応する

ARB利尿薬配合剤の選択基準　南

大阪Study

DPC病院における後発医薬品導入

の経済効果と問題点（第3報）

後発医薬品導入にともなう経済効果

の検証

保険薬局における後発医薬品の実践

的使用

バンコマイシン1g注射製剤の有用

性に関する検討

DPC下で真価を発揮するジェネリッ

クと薬剤師ジェネリック医薬品導入

を契機とした経営収支の改善　適正

な投薬に向けて

当院における薬剤部主導による後発

医薬品の選定および導入状況

DPC病院における後発医薬品導入

の経済効果と問題点

大分県南、佐伯市の基幹病院におけ

る後発医薬品への取り組み

櫻下弘志（広島大学病院

薬剤部），冨田隆志，池田

博昭，塚本秀利，木平

健治

藤田伸輔（千葉大学医学

部附属病院 地域医療連

携部）

南大阪高血圧研究会

河合優（名古屋記念病院

薬剤部），武内有城

長谷川秀樹（登別厚生年

金病院 薬剤部），山本

聖二，佐々木節

佐久間賢治（さくま調剤

薬局）

鴨川翔（聖マリアンナ医

科大学附属病院），望月

智子，吉田純也，横山

美恵子，増原慶壮

内藤和行（小牧市民病院

がん診療相談支援セン

ター）

吉村真（霧島市立医師会

医療センター 薬剤部），

久保信一郎，荻尾夕起子，

長ヶ原琢磨，岸本真，

砂田和幸，若松弘文，

本坊健三

河合優（名古屋記念病

院），武内有城

北島惠子（健康保険南海

病院），宮明洋一郎，丸

山明菜，三股沙弥香，

佐々木達也，海部真代，

末安由拓，甲斐章裕，

石川広大，谷口公章，

高倉健

臨床眼科

（0370-5579）65巻7号

Page1079-1082（2011.07）

日本歯科医師会雑誌

（0047-1763）64巻4号

Page432-437（2011.07）

Progress in Medicine

（0287-3648）31巻6号

Page1551-1556（2011.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）4巻増刊号

Page84（2010.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）4巻増刊号

Page83（2010.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）4巻増刊号

Page80（2010.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）4巻増刊号

Page76（2010.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）4巻増刊号

Page52（2010.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）3巻増刊号

Page79（2009.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）3巻増刊号

Page73（2009.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）3巻増刊号

Page70（2009.06）

原著論文／

比較研究

解説／

特集

原著論文／

ランダム化

比較試験

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録



2011282792

2011282768

2011281668

2011281581

2011281580

2011280847

2011280737

2011280069

2011278841

2011278419

2011271359

後発品普及への課題

ジェネリック医薬品使用促進の現状

と課題 薬局でのGE適正使用推進の

成果と課題

潰瘍性大腸炎に対するタクロリムス

の適応拡大と特定薬剤治療管理料未

承認への対応

医薬品の評価と有効利用のための選

択指針

医療現場における医薬品適正使用

医療経済の観点から薬剤師の役割を

見つめる

ビタミンDによる骨折予防効果に関

する医療経済評価の試み

日本における骨粗鬆症治療の開始基

準についての医療経済学的検討　モ

デリングに基づくシミュレーション

分析

感染症

腹腔鏡下胃切除の費用効果の調査

平成22年度DPC改定における肺換

気・血流シンチグラフィのCOPD

に対する費用対効果

プレフィルドシリンジ製剤によるイ

ンフルエンザワクチン接種の便益に

対する一般市民の支払い意思額に関

する研究

佐久間賢治（さくま調剤

薬局）

篠原久仁子（フローラ薬

局 河和田店）

冨田隆志（広島大学病

院 薬剤部），池田博昭，

篠原清美，垰越崇範，

木村康浩，木平健治

松山賢治（近畿大学 薬

学部 医薬品評価解析学

分野）

政田幹夫（福井大学医学

部附属病院薬剤部）

田中清（京都女子大学家

政学部 食物栄養学科），

桑原晶子

森脇健介（新潟医療福

祉大学 医療経営管理学

部 医療情報管理学科），

駒場大峰，深川雅史，

東條猛，能登真一，高橋

榮明

毛利靖彦（三重大学大学

院 医学系研究科 消化

管・小児外科学），楠正人

青山徹（神奈川県立がん

センター），吉川貴己，渡

辺隆文，林勉，尾形高士，

円谷彰

小須田茂（防衛医科大

学校 放），冨田浩子，林

克己，喜多保，小林弘祐，

北村直土，河野正志

小久保欣哉（野村総合研

究所 ヘルスケアイノベー

ション研究室），大浜聡，

工藤憲一，平山武司

ジェネリック研究

（1881-9117）3巻増刊号

Page66（2009.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）3巻増刊号

Page37-38（2009.06）

TDM研究

（0911-1026）28巻3号

Pages224（2011.06）

TDM研究

（0911-1026）28巻3号

Pages134（2011.06）

TDM研究

（0911-1026）28巻3号

Pages132（2011.06）

Osteoporosis Japan

（0919-6307）18巻

Suppl.1 Page239（2010.09）

Osteoporosis Japan

（0919-6307）18巻

Suppl.1 Page181（2010.09）

消化器外科学レビュー

2011巻 Page222-226

（2011.05）

日本外科系連合学会誌

（0385-7883）36巻3号

Page539（2011.05）

核医学

（0022-7854）48巻2号

Page146（2011.05）

薬理と治療

（0386-3603）39巻2号

Page189-197（2011.02）

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

会議録

総説

会議録

会議録

原著論文／

比較研究



文献番号

2011303114

2011303036

2011301522

2011299784

2011294832

2011286282

2011285308

2011284455

2011281432

タイトル

世界主要国の公的医療保険制度の状

況

各国の医療制度と JCI（最終回）

JCIの日本での展開

維持期リハビリテーション（第59

回） 医療保険における維持期リハ

ビリテーションの取り組みについて

米国の医療保険制度と検体検査の保

険償還制度の概要について

日本の破綻した医療制度に対する新

たな折衷案

（New Compounds for Collapsed

Health Care System in Japan）（英語）

皆保険夜話　国保の来し方行く末

大山鳴動に終わった医療制度改革

今の動き　制度解説（第3回） 医

療制度の改革につながる高齢者医療

制度の将来

ジェネリック医薬品「熟成」時代を

迎えた薬剤師における新たな役割と

は　DPC、薬価制度を含む医療制

度改革の影響と対策

【病棟規則再考!子どもと家族にやさ

しい入院環境】

看護へのヒント　病気の子どもの検

査・処置における親の付き添い　ド

イツの社会保障・医療制度から学ぶ

著者（所属）

朝日健二（医療福祉総合

研究所）

真野俊樹（多摩大学統合

リスクマネジメント研究

所 医療リスクマネジメン

トセンター）

浅田綾子（千木病院 リ

ハビリテーション科），

中川篤史，宮岸里衣，

中川健太，佐々木美里

中嶋克行（日本臨床検査

標準協議会），JCCLS国

際委員会

Nakata Kimihiko（長尾

クリニック）

前田信雄（札幌医科大

学）

山田謙次（野村総合研究

所 経営コンサルティング

部ヘルスケア・コンサル

ティンググループ）

佐藤博（新潟大学医歯学

総合病院 薬剤部）

松森直美（県立広島大学

保健福祉学部 看護学科）

出典

日本医事新報

（0385-9215）4558号

Page60-61（2011.09）

医療アドミニストレーター

2巻18号

Page76-77（2011.09）

JMC: 日本慢性期医療協

会機関誌19巻3号

Page52-57（2011.08）

日本臨床検査標準協議

会会誌26巻1号

Page4-12（2011.07）

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55回・20回

Page588（2011.06）

社会保険旬報

（1343-5728）2467号

Page36-39（2011.08）

ふれあいケア

（1341-6383）17巻8号

Page52-53（2011.08）

全国自治体病院協議会雑誌

（0389-1070）50巻7号

Page1113-1120（2011.07）

小児看護

（0386-6289）34巻7号

Page847-853（2011.07）

論文種別

Q&A

解説

解説

解説

会議録

解説

解説

解説

解説／

特集

医療保障制度



文献番号

2011299082

2011287159

2011286279

2011284455

2011278032

タイトル

診療報酬明細データを用いた新規抗

精神病薬単剤治療における治療アウ

トカムの比較

薬剤経済学の新薬の薬価算定への利

用可能性と課題（下）

薬剤経済学の新薬の薬価算定への利

用可能性と課題（上）

ジェネリック医薬品「熟成」時代を

迎えた薬剤師における新たな役割と

は　DPC、薬価制度を含む医療制度

改革の影響と対策

原価計算からみたDPCの評価

著者（所属）

岩田仲生（藤田保健衛

生大学 医学部 精神神経

科学講座），大西弘二，

井上幸恵

坂巻弘之（名城大学 薬学

部），小林慎，福田敬，池田

俊也，ISPOR日本部会

池田俊也（国際医療福祉

大学 薬学部），小林慎，

福田敬，坂巻弘之

佐藤博（新潟大学医歯学

総合病院 薬剤部）

秦温信（札幌社会保険総

合病院）

出典

臨床精神薬理

（1343-3474）14巻8号

Page1387-1395（2011.08）

社会保険旬報

（1343-5728）2468号

Page10-14（2011.08）

社会保険旬報

（1343-5728）2467号

Page16-21（2011.08）

全国自治体病院協議会雑誌

（0389-1070）50巻7号

Page1113-1120（2011.07）

札幌社会保険総合病院医誌

（1342-6656）19巻1号

Page3-9（2010.08）

論文種別

原著論文／

比較研究

解説

解説

解説

総説

診療報酬・薬価

文献番号

2011302594

2011284650

2011283455

2011282852

2011282802

2011282766

タイトル

ターゲットタンパク研究プログラム

にみる構造生物学の新時代（前編）

見えてきたタンパク構造を知る本当

の意義　「世界選抜」への脱皮と医

学との連携、創薬への挑戦

透析液濃度確認方法の標準化 透析

液メーカーにおける濃度測定と評価

グローバル化する医療セクターへの

民間投資　アフリカン・ビジネス誌

の特集記事を中心として

ジェネリック企業の将来展望 国内

ジェネリック医薬品企業の将来展望

金融市場から見た後発医薬品市場

持続可能なジェネリック・コンペテ

ィションによって保健システムを維

持する

（Sustaining Healthcare Systems

Through Sustainable Generic

Competition）（英語）

著者（所属）

岩田想（京都大学大学院

医学研究科），川上善之，

五條堀孝，鈴木榮一郎，

濡木理，山本雅之，若槻

壮市

川上隆生（扶桑薬品工

業研究開発センター 品

質管理部門）

伊達卓二（保健医療経営

大学保健医療経営学部）

澤井弘行（日本ジェネリ

ック製薬協会）

志村裕久（多摩大学）

Perry Greg（ベルギー）

出典

実験医学

（0288-5514）29巻14号

Page2282-2289（2011.09）

日本血液浄化技術学会会誌

（2185-5927）18巻1号

Page29（2010.04）

保健医療経営大学紀要

（1883-4027）3号

Page9-15（2011.03）

ジェネリック研究

（1881-9117）4巻増刊号

Page42（2010.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）3巻増刊号

Page76（2009.06）

ジェネリック研究

（1881-9117）3巻増刊号

Page26-33（2009.06）

論文種別

座談会

会議録

解説

会議録

会議録

解説

医療関連ビジネス



2011281578

2011271888

2011270908

抗体医薬の現状と展望

ファーマコゲノミクスの臨床応用と

その展開 製薬企業におけるPGxの

取組み現状と課題

ホワイトカラー従業員の仕事満足度、

感冒、病欠　横断調査

（Job Satisfaction, Common Cold,

and Sickness Absence among

White-collar Employees: A Cross-

sectional Survey）（英語）

服部有宏（中外製薬 研

究本部ゲノム抗体医薬

研究部）

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）

Nakata Akinori（米国），

Takahashi Masaya，

Irie Masahiro，

Ray Tapas，

Swanson Naomi G.

TDM研究

（0911-1026）28巻3号

Pages124（2011.06）

日本遺伝カウンセリング

学会誌

（1347-9628）32巻2号

Page21-22（2011.05）

Industrial Health

（0019-8366）49巻1号

Page116-121（2011.01）

会議録

会議録

原著論文／

比較研究


