
医療経済関係研究論文（5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
2015143944 医療経済評価における確率感度分

析の手法とその利用状況の調査
荒西 利彦（国際医療福
祉大学大学院 薬学研究
科）, 池田 俊也

薬剤疫学（1342-0445）
19巻2号 Page91-99
（2015.02）

総説

2015138625 4つのキーワードから考える口腔科
"医の未来像　医療者としての歯科
医師のあり方を再考する （第五稿）
医療経済　歯科医院と医科医院の
運営の違いと展望"

佐々木 裕芳（日本歯科
大学生命歯学部 内科学
講座）

補綴臨床（0018-6341）
48巻1号 Page69-72
（2015.01）

解説

2015137124 リハビリテーション科医に必要な
医療経済・政策学の視点と基礎知
識　効果的・効率的で公平なリハ
ビリテーションのために

二木 立（日本福祉大学） The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine
（1881-3526）
51巻11号 Page738-743
（2014.11）

解説

2015132556 日本における胃癌に対する内視鏡
下粘膜下層剥離術の医療経済的ア
ウトカムにおける経時的傾向　全
国データベース分析（Time trend 
of medical economic outcomes of 
endoscopic submucosal dissec-
tion for gastric cancer in Japan: a 
national database analysis）（英語）

Murata Atsuhiko（産業
医科大学）, Okamoto 
Kohji, Muramatsu Keiji, 
Matsuda Shinya

Gastric Cancer
（1436-3291）
17巻2号 Page294-301
（2014.04）

原著論文　　　　　　　
比較研究

2015127720 日本医療政策機構のNCDに関する
取り組み　NCD Alliance Japan 
Project

窪田 和巳（日本医療政
策機構）

JICHAジャーナル4巻1号 
Pagenp16-np25
（2014.11）

解説

2015119940 多角的視点から見た自殺対策の今
後の課題 精神医療政策と今後の自
殺対策

伊藤 弘人（国立精神・
神経医療研究センター）

日本公衆衛生学会総会
抄録集
（1347-8060）73回 
Page150（2014.10）

会議録



 
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015142692 オーソライズドジェネリックを民

医連的に考える
廣田 憲威（大阪ファル
マ・プラン）

民医連医療
（0285-2241）511号 
Page50-54（2015.03）

解説

2015142247 クリニカル・パスと薬剤師　計画
と実践のノウ・ハウ　クリニカル
パスの安全運用および推進のため
に薬剤師ができること　院内クリ
ニカルパス、地域医療連携パスに
対する薬剤師の関わり

高柳 論也（東京女子医
科大学附属八千代医療
センター 薬剤部）, 塚野 
聡, 渡邉 基之, 大橋 高
志, 小坂 好男

医薬ジャーナル
（0287-4741）51巻2号 
Page767-774
（2015.02）

解説

2015142245 大腸がん検査における大腸カプセ
ル内視鏡の費用効果分析

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）, 田尻 久
雄, 井上 幸恵

医薬ジャーナル
（0287-4741）51巻2号 
Page746-756
（2015.02）

原著論文
／
比較研究

2015141868 医療における子どもの権利　ライ
フステージに沿った子ども療養支
援

田中 恭子（順天堂大学 
医学部 小児科・思春期
科学教室）

小児保健研究
（0037-4113）74巻1号 
Page36-41（2015.01）

解説

2015140567【THE自由診療2　自費率3割への
挑戦】 医院経営のEBM　ここまで
わかった経営最前線

康本 征史（柏の葉総合
歯科）

DENTAL DIAMOND
（0386-2305）40巻3号 
Page18-26（2015.02）

解説／
特集

2015140528 外科領域におけるHealth Technol-
ogy Assessment

錦織 達人（京都大学学
際融合教育研究推進セ
ンター 政策のための科
学ユニット）, 川上 浩司, 
後藤 励, 肥田 侯矢, 坂
井 義治

日本外科学会雑誌
（0301-4894）116巻1号 
Page64-69（2015.01）

解説

2015139691 身近な臨床・これからの歯科医の
ための臨床講座　総義歯装着時の
システマチックな義歯調整法の要
点

佐藤 裕二（昭和大学 歯
学部 高齢者歯科学講
座）, 今村 嘉宣, 北川 昇

日本歯科医師会雑誌
（0047-1763）67巻10号 
Page933-940
（2015.01）

解説

2015139153 中等度および高度アルツハイマー
型認知症患者に対するメマンチン
のドネペジルとの併用療法に関す
る費用効果分析

北村 伸（日本医科大学
武蔵小杉病院）, 井上 幸
恵, 松井 大樹, 松下 泰
之

老年精神医学雑誌
（0915-6305）25巻12号 
Page1374-1387
（2014.12）

原著論文
／
比較研究

2015139152 中等度および高度アルツハイマー
型認知症患者に対するメマンチン
単剤療法の費用効果分析

北村 伸（日本医科大学
武蔵小杉病院）, 井上 幸
恵, 松井 大樹, 松下 泰
之

老年精神医学雑誌
（0915-6305）25巻12号 
Page1361-1373
（2014.12）

原著論文
／
比較研究

2015137124 リハビリテーション科医に必要な
医療経済・政策学の視点と基礎知
識　効果的・効率的で公平なリハ
ビリテーションのために

二木 立（日本福祉大学） The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine
（1881-3526）51巻11号 
Page738-743
（2014.11）

解説

臨床経済学・薬剤経済学



2015131144 切除不能な進行・再発の結腸およ
び直腸がんにおけるセツキシマブ
とパニツムマブの費用対効果分析

永尾 香菜子（岡山大学
大学院 医歯薬学総合研
究科 救急薬学分野）, 小
林 明日香, 座間味 義人, 
名和 秀起, 相良 英憲, 
野間 和広, 五十嵐 中, 
松永 尚, 千堂 年昭, 名
倉 弘哲

Progress in Medicine
（0287-3648）35巻2号 
Page299-303
（2015.02）

原著論文
／
比較研究

2015130371 がん研究機関（IARC）から発表さ
れたHelicobacter pylori除菌による
胃がん予防戦略"報告書の解説"

浅香 正博（北海道大学
大学院 医学研究科 がん
予防内科）, 赤澤 祐子

Helicobacter Research
（1342-4319）19巻1号 
Page69-81（2015.02）

解説

2015129766【Toxidrome　薬毒物を疑った時の
アプローチ】 （System 2）演繹的論
理的　鑑別診断アプローチ　MUS
からのアプローチ

石井 道人（喜茂別町立
クリニック）

ERマガジン
（1348-8090）11巻4号 
Page664-670
（2014.12）

解説／
特集

2015129642【小児科領域の適応外使用　適切な
薬物治療を行うためのポイント】 
わが国の薬価制度における小児薬
価の現状

岩田 敏（慶応義塾大学 
医学部 感染症学教室）

薬局（0044-0035）
66巻2号 Page238-243
（2015.02）

Q&A／
特集

2015128599 過酢酸系洗浄殺菌剤の比較検討 橋口 誠一（国家公務員
共済組合連合会総合病
院熊本中央病院 透析
室）, 石上 洸, 田島 陽介, 
山下 真理子, 前田 哲也, 
小川 円, 西本 幸司, 山
本 修太郎, 信岡 真美子, 
梅本 周朗, 唐原 靖治, 
山内 英治, 野村 和史, 
松下 芳雄, 有薗 健二

日本血液浄化技術学会
会誌（2185-5927）
22巻2号 Page164-168
（2014.09）

原著論文

2015128573【なぜ、ダビンチが増えているのか】 
運用面での真価を証明する　心臓
外科領域におけるダビンチの有用
性と施設運営視座からの価値

藤田 知之（国立循環器
病研究センター 心臓外
科）, 小林 順二郎

新医療（0910-7991）
42巻2号 Page88-92
（2015.02）

解説／
特集

2015128565【真に役立つDWHを構築するため
の具体論】 検証　具体的活用の取
り組み　DWH構築後に行うべき精
度向上作業

岩渕 勝好（山形市立病
院済生館 呼吸器内科）

新医療（0910-7991）
42巻2号 Page44-48
（2015.02）

解説／
特集

2015128400 セネガル共和国ファティック州に
おける治癒までの疾患別治療費

岩佐 真也（千里金蘭大
学 看護学部）, 森本 安
紀, 大野 ゆう子

千里金蘭大学紀要
（1349-6859）11号 
Page27-33（2014.12）

原著論文
／
比較研究

2015124639 バランスト・スコアカードを活用し
た検査部の感染制御活動への貢献

西山 政孝（松山赤十字
病院 検査部）, 谷松 智
子, 高野 英樹, 森山 保
則, 清家 康子, 横田 英
介, 渕上 忠彦

医療バランスト・スコ
アカード研究
（1349-6662）11巻1号 
Page48-52（2014.09）

解説



2015124586 佐賀大学医学部附属病院の虚血性
心疾患における医療資源の効率化
に関する考察

野中 小百合（佐賀大学
医学部附属病院 医療情
報部）, 藤井 進, 森田 茂
樹

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
15巻3号 Page197-202
（2014.12）

原著論文
／
比較研究

2015122154 薬局における後発医薬品推進と医
療費抑制の関係性について

大久保 幸子（二ツ家調
剤薬局）, 奥村 智宏, 新
田 朋弘, 益満 健雄, 安
原 智久

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集47回 
Page371（2014.10）

会議録

2015122006 公費負担医療利用者の医療費削減
につながる後発医薬品使用促進へ
の課題

梨本 祐子（共栄堂つば
さ調剤薬局）, 織田 美菜
子, 野水 崇寛, 森田 真
奈美, 木村 実穂代, 伊藤 
健介, 稲田 千里, 八矢 
祐樹

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集47回 
Page294（2014.10）

会議録

2015121877 増大し続ける国民医療費の抑制を
目的とするジェネリック医薬品使
用促進への取り組みについて

東 真寛（マツモトキヨ
シファーマーズ西白井
駅前店）, 日暮 弘幸

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集47回 
Page229（2014.10）

会議録

2015121855 節薬バッグ運動　1400件の処方削
減情報から見えてきたもの

小柳 香織（福岡市薬剤
師会）, 三井所 尊正, 吉
田 武夫, 三浦 智子, 坂本 
佳子, 川本 健司, 吉村 
宏, 高木 淳一, 木原 太
郎, 瀬尾 隆, 島添 隆雄

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集47回 
Page218（2014.10）

会議録

2015121850 調剤薬局における薬剤費削減効果
について

菊地 貞三（アポス）, 今
井 裕也, 菅原 淳, 長崎 
雅治, 足達 俊哉, 遠藤 
喬, 二反田 龍彦, 加藤 
敏司, 向山 一郎, 大倉 康

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集47回 
Page215（2014.10）

会議録

2015119973 地域における生活習慣病予防のため
の公衆衛生活動の実践とその評価

谷川 武（順天堂大学）, 
山岸 良匡

日本公衆衛生学会総会
抄録集
（1347-8060）73回 
Page172（2014.10）

会議録

2015119107 リスク軽減をめざしたデータベー
スの活用 薬剤経済分析モデルにお
ける合併症の追加ステートの期待
価値の定量化と不確実性を含めた
評価方法の検討　C型慢性肝炎を例
として

東野 祐眞（慶応義塾大
学 薬学部 医薬品情報学
講座）, 内倉 健, 小林 慎, 
橋口 正行, 望月 眞弓

日本薬剤疫学会学術総
会抄録集20回 
Page62-63（2014.10）

会議録

2015116337 医療資源の有効利用には費用対効
果を考慮する必要がある

渥美 生弘（神戸市立医
療センター中央市民病
院 救命救急センター）, 
坂本 哲也, 森村 尚登, 
長尾 建, 浅井 康文, 横
田 裕行, 田原 良雄, 長
谷 守, 奈良 理, 有吉 孝
一, SAVE-J study group

日本救急医学会雑誌
（0915-924X）25巻8号 
Page522（2014.08）

会議録



2015115342 スリランカにおける生活習慣病の
予防に関する費用分析の試み（Cost 
Analysis Trial for Prevention of 
Lifestyle-Related Diseases in Sri 
Lanka）（英語）

Sugimoto Takao（Inter-
national Cooperation 
Dept., St. Mary's Hos-
pital）, Kasturiratne An-
uradhani, Urabe Dai-
saku, Uchida Ysauo

国際保健医療
（0917-6543）29巻3号 
Page241-242
（2014.09）

会議録

2015113944 首尾一貫感覚は認知症介護者の介
護負担感の対処に有用か?（Is 
sense of coherence helpful in 
coping with caregiver burden for 
dementia?）（英語）

Matsushita Masateru
（Department of Neuro-
psychiatry, Faculty of 
Life Sciences, Kumamo-
to University）, Ishikawa 
Tomohisa, Koyama Asu-
ka, Hasegawa Noriko, 
Ichimi Naoko, Yano Hi-
royuki, Hashimoto Ma-
moru, Fujii Naoki, Ikeda 
Manabu

Psychogeriatrics
（1346-3500）14巻2号 
Page87-92（2014.06）

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
2015136778 都道府県の類型化からみる医療費

適正化計画についての一考察
佐藤 影美（聖マリアン
ナ医科大学 医学教育文
化部門）

厚生の指標
（0452-6104）61巻13号 
Page14-22（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
2015144728 医療保険制度の現状と将来 村上 正泰（山形大学 医

療政策学）
Urology Today
（1348-0049）22巻1号 
Page64-65（2015.02）

解説

2015143977 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第20回）　米国の医療制
度（2）

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals 46号 
Page38-45（2015.02）

解説

2015137141 脳性麻痺児に産科医療保障制度を
適用した1例

木村 浩彰（アマノリハ
ビリテーション病院）, 
永冨 彰仁, 三上 幸夫, 
牛尾 会

The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine
（1881-3526）51巻11号 
Page750-751（2014.11）

会議録
／
症例報告

2015137140 医療保険で実施する呼吸リハビリ
テーションが必要であった超高齢
最重症慢性閉塞性肺疾患の1例

宮崎 博子（京都桂病院 
リハビリテーションセ
ンター）, 小賀 徹, 野々
村 光生

The Japanese Journal of 
Rehabilitation Medicine
（1881-3526）51巻11号 
Page750（2014.11）

会議録
／
症例報告

2015136742 日本における在宅血液透析の歴史
と医療保険制度

太田 圭洋（名古屋記念
財団）

臨床透析
（0910-5808）30巻13号 
Page1750-1751
（2014.11）

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
2015130752 Nursing View　看護に役立つトレ

ンドを知る　薬価が安く、服薬コ
ンプライアンスが向上する　知っ
ておきたい「配合薬」（その3）　外
用薬の配合薬

浜田 康次（日本医科大
学千葉北総病院 薬剤
部）

ナーシング
（0389-8326）35巻3号 
Page4-5（2015.02）

解説

2015129642【小児科領域の適応外使用　適切な
薬物治療を行うためのポイント】 
わが国の薬価制度における小児薬
価の現状

岩田 敏（慶応義塾大学 
医学部 感染症学教室）

薬局（0044-0035）
66巻2号 Page238-243
（2015.02）

Q&A ／
特集

2015133134 FY2014医療制度改革　より幸せ
な の は 日 本 か イ タ リ ア か?
（FY2014 Healthcare System Ref-
ormation: Would We Be Happier 
in Japan or Italy?）（英語）

Kawa b u c h i K o i c h i
（Sec t i o n o f Hea l t h 
C a r e E c o n o m i c s , 
Department of Public 
H e a l t h , G r a d u a t e 
School of Medical and 
D e n t a l S c i e n c e s , 
Tokyo Med i ca l and 
Dental University）

Japan Hospitals
（0910-1004）33号 
Page29-34（2014.07）

解説

2015127384 精神医療制度の現状と課題 江副 聡（厚生労働省 社
会援護局 障害保健福祉
部 精神・障害保健課）

精神保健政策研究23巻 
Page12（2014.12）

会議録

2015125769 日本における年齢階級・学歴・医
療保険別の受動喫煙格差

田淵 貴大（大阪府立成
人病センター がん予防
情報センター疫学予防
課）, 中村 正和

JACR Monograph
（2189-0579）20号 
Page39-48（2014.11）

原著論文

2015121929 神奈川県薬剤師会医療保険委員会
による会員向け薬局内掲示用啓発・
啓蒙資材に対する評価の実態調査

永持 健（神奈川県薬剤
師会）, 藤本 直樹, 堀川 
壽代, 渡部 幸子, 荒木 
稔, 石内 正佳, 小林 弘
忠, 伊藤 啓, 長津 雅則, 
夏目 善文, 阿部 正隆, 
神奈川県薬剤師会・医
療保険委員会

日本薬剤師会学術大会
講演要旨集47回 
Page255（2014.10）

会議録

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015124587 医師会病院の医業収支に関連する

要因の分析
井上 光朗（宮崎市郡医
師会病院 経営企画課）

日本医療マネジメント
学会雑誌
（1881-2503）15巻3号 
Page203-207
（2014.12）

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
2015144463 日本発の創薬革命　革新的創薬・

育薬に向けたアカデミア・行政・
企業の果たすべき役割　メディカ
ルアフェアーズ、メディカル・サ
イエンス・リエゾン（MSL）の現状
と今後の展望　製薬企業における
メディカル・サイエンス・リエゾ
ンの機能・課題に関する調査

相野 博司（日本製薬医
学会 メディカルアフェ
アーズ（MA）部会）

臨床医薬
（0910-8211）31巻2号 
Page89-95（2015.02）

解説

2015144462 日本発の創薬革命　革新的創薬・
育薬に向けたアカデミア・行政・
企業の果たすべき役割　メディカ
ルアフェアーズ、メディカル・サ
イエンス・リエゾン（MSL）の現状
と今後の展望　本邦におけるメデ
ィカルアフェアーズ組織の現状と
将来について

井上 陽一（日本製薬医
学会 メディカルアフェ
アーズ（MA）部会）

臨床医薬
（0910-8211）31巻2号 
Page81-87（2015.02）

解説

2015144461 日本発の創薬革命　革新的創薬・
育薬に向けたアカデミア・行政・
企業の果たすべき役割　メディカ
ルアフェアーズ、メディカル・サ
イエンス・リエゾン（MSL）の現状
と今後の展望

岩本 和也（日本製薬医
学会 メディカルアフェ
アーズ（MA）部会）

臨床医薬
（0910-8211）31巻2号 
Page75-79（2015.02）

解説

2015144388 日本人ゲノムデータベースと副作
用関連ゲノムバイオマーカー探索
への応用

末松 浩嗣（大正製薬 医
薬開発部）

細胞（1346-7557）
47巻3号 Page132-135
（2015.03）

解説

2015144360 欧米におけるOPEXの潮流と日本
における必要性（第2回）

石川 忠幸（バレオコン
マネジメントコンサル
ティング）, 太田 信之, 
鈴木 正隆

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）31巻5号 
Page931-936
（2015.03）

解説

2015144353 海外メガ企業に学ぶ研究開発戦略
（第3回）　探索臨床試験戦略　早期
探索的臨床試験II型

残華 淳彦（武田薬品工
業）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）31巻5号 
Page857-863（2015.03）

解説

2015143977 米国治験事情　製薬産業と臨床開
発の実際（第20回）　米国の医療制
度（2）

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals46号 
Page38-45（2015.02）

解説

2015143950【医薬品リスク管理計画（RMP）の
現状と今後】 日本製薬工業協会デ
ータサイエンス部会からのRMPに
対する活動成果と提言について

川口 源太（日本製薬工業
協会）, 今井 啓之, 兼山 
達也, 神浦 俊文, 川野 正
記, 小森 哲志, 阪口 元伸, 
武井 啓典, 田嶋 雄樹, 木
村 友美, 松下 泰之, 酒井 
弘憲, 小宮山 靖, 日本製薬
工業協会医薬品評価委員
会データサイエンス部会

薬剤疫学（1342-0445）
19巻2号 Page143-151
（2015.02）

解説／
特集



2015143948【医薬品リスク管理計画（RMP）の
現 状 と 今 後 】 Lifecycle Risk 
Assessment　CIOMS Working 
Group VI報告書および米国研究製
薬工業団体SPERTによる提案

漆原 尚巳（慶応義塾大
学 薬学部 医薬品開発規
制科学講座）

薬剤疫学（1342-0445）
19巻2号 Page123-
132（2015.02）

解説／
特集

2015143946【医薬品リスク管理計画（RMP）の
現状と今後】 RMP制度の着実かつ
効果的な実施に向けて

成川 衛（北里大学大学
院 薬学研究科）

薬剤疫学
（1342-0445）19巻2号 
Page109-114
（2015.02）

解説／
特集

2015143945【医薬品リスク管理計画（RMP）の
現状と今後】 RMPに関する行政の
取組み

森 和彦（厚生労働省 医
薬食品局 審査管理課）

薬剤疫学
（1342-0445）19巻2号 
Page103-108
（2015.02）

解説／
特集

2015142692 オーソライズドジェネリックを民
医連的に考える

廣田 憲威（大阪ファル
マ・プラン）

民医連医療
（0285-2241）511号 
Page50-54（2015.03）

解説

2015142583 革新的抗がん剤研究開発への「日本
医療研究開発機構」の寄与 アカデ
ミアと産業界に期待すること

宮田 俊男（日本医療政
策機構）

腫瘍内科
（1881-6568）15巻1号 
Page131-135
（2015.01）

解説

2015142582 革新的抗がん剤研究開発への「日本
医療研究開発機構」の寄与 産業側
の期待と評価

稲垣 治（日本製薬工業
協会）

腫瘍内科
（1881-6568）15巻1号 
Page127-130
（2015.01）

解説

2015142092【新薬展望2015】 （第I部）新薬創出
における日本医療研究開発機構
（AMED）の役割　企業の立場から　
日本医療研究開発機構に企業の立
場から期待すること

竹内 誠（日本製薬工業
協会）

医薬ジャーナル
（0287-4741）51巻増刊 
Page262-270
（2015.01）

解説／
特集

2015139663 希少疾病用医薬品の開発経験に関
するアンケート調査に基づくその
開発促進策に関する検討

成川 衛（北里大学大学
院 薬学研究科 臨床医学
（医薬開発学））

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）46巻1号 
Page60-65（2015.01）

原著論文

2015139241 炎症性皮膚疾患における外用治療
薬の設計と開発

堀沢 栄次郎（マルホ研
究部医薬開発研究所）, 
赤塚 正裕

別冊Bio Clinica: 慢性
炎症と疾患3巻2号 
Page114-121
（2014.11）

解説

2015138529 R&D Head Clubによる日本の治験
環境に関する10年間調査

岡本 学（MSD）, 河村 
裕二, 丸山 均, 笠原 桂, 
関口 泰, 山下 敬, 上杉 
幸嗣, 竹内 正弘

臨床医薬
（0910-8211）30巻12号 
Page1145-1161
（2014.12）

原著論文

2015136067 臨床研究における産官学連携の促
進　産と学の連携について

岩崎 甫（山梨大学大学
院 医学工学総合研究部 
臨床研究開発学講座）

臨床評価
（0300-3051）42巻2号 
Page205-210
（2014.10）

解説



2015136066 臨床研究における産官学連携の促
進　企業の立場から　臨床研究に
おける産官学の連携

岩崎 幸司（武田薬品工
業 医薬開発本部）

臨床評価
（0300-3051）42巻2号 
Page198-204
（2014.10）

解説

2015130435 ジェネリック医薬品を巡る最近の
動向と今後の方向（5）

城 克文（厚生労働省 医
政局 経済課）

社会保険旬報
（1343-5728）2594号 
Page16-17（2015.02）

解説

2015129247『画期的新薬創出のためのPMDAの
取り組み』への期待

今堀 勝（アステラス製
薬）

医療と社会
（0916-9202）24巻4号 
Page426-433
（2015.01）

解説

2015129200 創薬シリーズ　オープンイノベー
ション　産学連携プロジェクト
MEET研究シーズ発掘・育成支援
プログラム　適塾と道修町の歴史
を今に、新たな価値を未来に

晶 利明（大阪大学大学
院 医学系研究科 未来医
療センター）

日本薬理学雑誌
（0015-5691）145巻2号 
Page85-91（2015.02）

解説

2015124276 技術とそろばんで見るクスリ　医
療に貢献して価値を生む

成戸 昌信（東レ） 動物臨床医学会年次大
会プロシーディング35
回1号 
Page58-61（2014.11）

会議録


