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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
2015175314 路地裏の医療経済学入門　「病院の

生き残り戦略」を考える（1）
川渕 孝一（東京医科歯
科大学大学院）

医療アドミニストレー
ター 6巻61号 
Page38（2015.04）

解説

2015170232 勤務医と社会保険について　勤務
医の立場から社会保険・診療報酬
を考える 勤務医と眼科勤務医と医
療経済

平塚 義宗（国立保健医
療科学院）

日本の眼科
（0285-1326）86巻2号 
Page206-207
（2015.02）

会議録

2015168228 外来看護はどこに向かうか?　現場
業務と医療政策を読み合わせ《後
編》

星 多絵子（東日本税理
士法人）, 高橋 弘枝

継続看護時代の外来看
護20巻1号 
Page123-129
（2015.02）

座談会

2015163320 災害医療における多面的な連携 医
療行政の立場から　国としての災
害時医療の戦略・連携・サポート
について

西嶋 康浩（厚生労働省 
医政局 地域医療計画課 
救急・周産期医療等対
策室）

国立病院総合医学会講
演抄録集68回 
Page317（2014.11）

会議録

2015156381 感染症制御のために殺菌銅を使用
することの医療経済学的考察　ヨ
ーロッパ各国の病院視察報告

賀来 満夫（東北大学大
学院 医学系研究科）, 藤
田 烈, 池田 しのぶ, 坂
木 晴世

日本環境感染学会誌
（1882-532X）30巻
Suppl. Page456
（2015.01）

会議録

2015155633 手術部位感染発生率低下の医療経
済への影響

赤峰 みすず（大分大学
医学部附属病院 感染制
御部）, 眞名井 理恵, 橋
永 一彦, 平松 和史, 門
田 淳一

日本環境感染学会誌
（1882-532X）30巻
Suppl. Page269
（2015.01）

会議録

2015155263 日本における職業感染対策の方向
性を探る（血液・体液曝露） 職業感
染対策の医療経済評価

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院 医療経
営・管理学講座 医療経
営学分野）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）30巻
Suppl. Page152
（2015.01）

会議録



2015153981【腎移植にかかわる医療従事者の役
割と最新の知識】 最新の知識　末
期腎不全に対する3つの治療（血液
透析、CAPD、腎移植）の医療経済
比較

内田 潤次（大阪市立大
学大学院 医学研究科 泌
尿器病態学）, 長沼 俊秀, 
仲谷 達也

腎と透析（0385-2156）
78巻1号 
Page135-138
（2015.01）

解説／
特集

2015152205 入院適応を考える際に知っておく
べき日本の医療政策

栄原 智文（東葛病院） ジェネラリスト教育コ
ンソーシアム6巻 
Page108-112（2014.12）

解説

2015152195 入院適応を考える際に知っておく
べき日本の医療政策

栄原 智文（東京勤労者
医療会 東葛病院）

ジェネラリスト教育コ
ンソーシアム6巻 
Page34-43（2014.12）

解説

2015149072 超高齢社会における歯科診療を考
える 高齢社会が抱える諸問題　医
学・医療経済の視点から

井藤 英喜（東京都健康
長寿医療センター）

歯科学報（0037-3710）
114巻5号 Page499
（2014.10）

会議録

2015146135 80歳以上高齢者胸部大動脈瘤にお
ける経皮的ステント治療　医療経
済の観点からの胸部大動脈瘤ステ
ント治療の役割

山内 孝（KKR札幌医療
センター 心臓血管外
科）, 上田 秀樹, 大畑 俊
裕, 久保田 卓, 長谷川 
幸生

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-89
（2014.09）

会議録

2015146061 人工臓器の医療経済を考える 整形
外科インプラントの医療経済　人
工関節を中心に

吉矢 晋一（兵庫医科大
学 整形外科）

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-44
（2014.09）

会議録

2015146060 人工臓器の医療経済を考える 透析
療法の医療経済

川西 秀樹（あかね会土
谷総合病院）

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-43
（2014.09）

会議録

2015146059 人工臓器の医療経済を考える 経カ
テーテル的大動脈弁植込み術に対
する医療経済学的検討

前田 孝一（大阪大学大
学院 医学系研究科 心臓
血管外科）, 倉谷 徹, 鳥
飼 慶, 松浦 良平, 溝手 
勇, 市堀 泰裕, 入嵩西 
毅, 中谷 敏, 坂田 泰史, 
上野 高義, 戸田 宏一, 
澤 芳樹

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-43
（2014.09）

会議録

2015146058 人工臓器の医療経済を考える 循環
器内科の立場から

一色 高明（帝京大学 医
学部 内科学講座）

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-42
（2014.09）

会議録

2015146057 人工臓器の医療経済を考える 医療
保険行政の動向について

佐々木 健（厚生労働省） 人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-42
（2014.09）

会議録



 
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015175321 病院経営管理　Question & Answer 

交渉術（第1回）　交渉成立のポイ
ント

齋藤 由利子（上都賀総
合病院 看護部）

医療アドミニストレー
ター 6巻61号 
Page64-65（2015.04）

Q&A

2015175116 当院における職員へのB型肝炎ワク
チン接種の変遷

石田 紀代美（関西電力
病院 ICT）, 濱口 良彦, 
眞継 賢一, 上田 浩貴, 
有島 友美, 坂口 健治, 
永井 謙一

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
30巻2号 
Page135-139
（2015.03）

原著論文

2015173543 肺炎球菌ワクチン接種の今後の方
向性

川上 健司（国立病院機
構長崎川棚医療センター 
呼吸器内科）, 大石 和徳

呼吸（0286-9314）
34巻3号 Page265-270
（2015.03）

解説

2015172653 ジェネリック医薬品の使用促進に
係る福岡県の取組について（その7）

岩本 尚志（福岡県保健医
療介護部薬剤課）, 飯島 
稔, 上田 修, 山浦 俊明

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻増刊号 
Page103（2014.07）

会議録

2015172639 バイオシミラーの最近の動向とそ
の経済効果 バイオシミラーの費用
対効果

五十嵐 中（東京大学大
学院 薬学系研究科 医薬
政策学）

ジェネリック研究
（1881-9117）8巻増刊号 
Page89（2014.07）

会議録

2015167392 吸入ステロイド／長時間作用型β2
刺激薬にてコントロールが不十分
な喘息患者に対するフルチカゾン
プロピオン酸エステル／ホルモテ
ロールフマル酸塩水和物吸入剤（フ
ルティフォーム）の使用経験の検討　
単施設での前向き観察研究

丸毛 聡（田附興風会医
学研究所北野病院 呼吸
器センター）, 福井 基成

アレルギー・免疫
（1344-6932）22巻2号 
Page300-306
（2015.01）

原著論文
／
比較研究

2015167169 慢性痛の問題点と今後の取り組み 柴田 政彦（大阪大学大
学院 医学系研究科 疼痛
医学寄附講座）, 山田 恵
子, 前田 吉樹, 安達 友
紀, 西上 智彦, 寒 重之

理学療法学
（0289-3770）41巻8号 
Page699-705
（2014.12）

解説

2015166686 夜尿症治療の費用対効果分析 吉田 茂（名古屋大学医
学部附属病院 医療経営
管理部）, 井上 真太郎

日本夜尿症学会学術集
会プログラム・抄録集
18回 Page62-63
（2007.06）

会議録

2015166512 看護師チームの成長を促す組織学
習フレームワークの構築

秋吉 政徳（神奈川大学）, 
真嶋 由貴恵

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）34回 
Page642-643（2014.11）

会議録

2015166445 統合ファイリングシステムの活用　
部門システムの統合および二次利
用の可能性

中尾 竜馬（国立病院機
構四国がんセンター）, 
大迫 朋子, 松崎 勉, 石
川 宏昭, 渡邉 文, 小暮 
友毅, 谷水 正人

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）34回 
Page428（2014.11）

会議録

2015166386 地域医療ICT連携システム「あじさい
ネット」における効果に関する評価

松本 武浩（長崎大学病
院 医療情報部）, 岡田 
みずほ, 廣瀬 弥幸, 浅田 
眞瑞, 本多 正幸

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）34回 
Page244-245
（2014.11）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学



2015166367 病院情報システムにおける紙情報
の現状と変化の方向性

八幡 勝也（住田病院）, 
武田 裕, 松村 泰志, 中
川 肇, 木村 映善, 村田 
晃一郎, 瀬戸 遼馬

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）34回 
Page186-189
（2014.11）

会議録

2015166135 コンパニオン診断薬開発における
現状と課題

西田 美和（ロシュ・ダ
イアグノスティックス 
薬事・臨床開発部）

癌と化学療法
（0385-0684）41巻13号 
Page2529-2534
（2014.12）

解説

2015164315 手術室常駐薬剤師による医薬品の
適正管理と麻酔科医及び看護師の
業務負担軽減への取り組み

澤田 浩之（国立病院機
構神戸医療センター 薬
剤科）, 島田 志美, 関本 
裕美, 岡田 博, 池田 律
子, 石川 麻子

国立病院総合医学会講
演抄録集68回 
Page612（2014.11）

会議録

2015164042 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 リ
ウマチ科）, 増田 徹, 當
間 重人

国立病院総合医学会講
演抄録集68回 
Page542（2014.11）

会議録

2015163101 オフポンプ冠動脈手術　現在の根
拠（Off-pump coronary surgery: 
current justifi cations）（英語）

Par i ss i s Ha ra labos
（Cardiothoracic De-
partment, Royal Victo-
ria Hospital）, Ramesh 
B.C., Al-Alao Bassel

General Thoracic and 
Cardiovascular Surgery
（1863-6705）62巻11号 
Page660-670
（2014.11）

総説

2015162197 ゲフィチニブとEGFR遺伝子検査を
組み合わせた非小細胞肺癌一次治
療の費用効果分析

成田 勇介（慶応義塾大
学大学院 薬学研究科 医
薬品開発規制科学講座）, 
松嶋 由紀子, 白岩 健, 千
葉 康司, 中西 洋一, 黒川 
達夫, 漆原 尚巳

肺癌（0386-9628）
54巻5号 Page631
（2014.10）

会議録

2015162036 未診断のIncreasing GGNに対する
手術　術中生検を省略することの
妥当性

林 雅太郎（山口大学医学
部附属病院 第1外科）, 上
田 和弘, 村上 順一, 佐野 
史歩, 吉峯 宗大, 小林 大
河, 国弘 佳枝, 濱野 公一

肺癌（0386-9628）
54巻5号 Page590
（2014.10）

会議録

2015161978 肺癌薬物治療の費用対効果につい
ての考察

平松 美也子（結核予防
会複十字病院 呼吸器外
科）, 下田 清美, 中川 隆
行, 吉田 勤, 白石 裕治

肺癌（0386-9628）
54巻5号 Page576
（2014.10）

会議録

2015160844 生殖補助医療時代の男性不妊症に
対する精索静脈瘤修復の役割（Role 
of varicocele repair for male infer-
tility in the era of assisted repro-
ductive technologies）（英語）

Kimura Masaki（Depart-
ment of Urology, Tei-
kyo University School 
of Medicine）, Nagao 
Koichi

Reproductive Medicine 
and Biology
（1445-5781）13巻4号 
Page185-192
（2014.10）

総説



2015160798 慢性疾患の投薬治療において後発
医薬品の発売前にブランド医薬品
を利用することの費用効率を効果
的に判定するツール　「Moneymed-
icine」という新語の提案（A tool 
which judges efficiently the cost 
eff ectiveness of brand-name drugs 
until generic drugs are put on the 
market in chronic-disease medical 
treatment: The proposal of a new 
word Moneymedicine"）（英語）"

Ono Koichi（Innoshima 
Medical Associated 
Hospital）

ACP（米国内科学会）
日本支部年次総会プロ
グラム集2014巻 
Page126（2014.05）

会議録

2015159913 保険薬局における残薬の確認に伴
う疑義照会が及ぼす調剤医療費削
減効果の検討

中村 一仁（愛知学院大
学 薬学部）, 浦野 公彦, 
田中 万祐子, 西口 加那
子, 堺 陽子, 片野 貴大, 
鍋倉 智裕, 山村 恵子, 
國正 淳一

医療薬学（1346-342X）
40巻9号 
Page522-529
（2014.09）

原著論文
／
比較研究

2015159910 緑内障治療に用いられる点眼薬の、
臨床効果も考慮した経済的評価
（Economic Evaluation of Ophthal-
mic Solutions for Glaucoma Treat-
ment Including Consideration of 
Clinical Effi  cacy）（英語）

Tomita Takashi（De-
partment of Pharma-
ceutical Services, Hiro-
s h i m a U n i v e r s i t y 
Hospital）, Ikeda Hi-
r o a k i , S a k u r a s h i t a 
Hiroshi, Tsukamoto Hi-
detoshi, Kihira Kenji

医療薬学（1346-342X）
40巻9号 
Page500-506
（2014.09）

原著論文
／
比較研究

2015158478【世界と日本のHPH】 世界に広がる
HPH　HPHの可能性と地域・住民
全体のヘルスプロモーションへの
期待

ハンヌ・ターネセン 
（WHO協力センター）

民医連医療
（0285-2241）512号 
Page6-13
（2015.04）

解説／
特集

2015158441【がん死亡急増時代の内科診療を考
える】 がんのケアを考える　社会
ががんと向き合うために、私たち
にできること

川上 祥子（キャンサー
ネットジャパン）, 秋山 
ありす, 柳澤 昭浩

日本内科学会雑誌
（0021-5384）
104巻3号 
Page469-474
（2015.03）

解説／
特集

2015157835【帯状疱疹後神経痛に対する最近の
治療】 帯状疱疹後神経痛の本態と
治療の基礎

比嘉 和夫（福西会ケア
センターひまわり苑）

ペインクリニック
（0388-4171）36巻3号 
Page285-293
（2015.03）

解説／
特集

2015157561【高齢者の多剤併用　薬物治療マネ
ジメントのための多角的視点】 多
剤併用の高齢者における個々の疾
患に対する処方整理の考え方　高
血圧症

竹屋 泰（大阪大学大学
院 医学系研究科 老年・
腎臓内科学）

薬局（0044-0035）
66巻3号 
Page445-449
（2015.03）

解説／
特集

2015157550【高齢者の多剤併用　薬物治療マネ
ジメントのための多角的視点】 多
剤併用の実態と問題点

秋下 雅弘（東京大学大
学院 医学系研究科 加齢
医学講座）

薬局（0044-0035）
66巻3号 Page372-376
（2015.03）

解説／
特集



2015157018 【今、PETの稼働率を高めるには】 
検証・検査数向上への努力　PET
／ CT稼働率の現況と課題　全国病
院経営管理学会診療放射線業務委
員会委員の視座から

泉谷 智（哺育会桜ヶ丘
中央病院 放射線科）

新医療（0910-7991）
42巻3号 Page96-99
（2015.03）

解説／
特集

2015156774 統合失調症治療の現在　こころの
リスク・早期段階での支援と治療

松本 和紀（東北大学大
学院 医学系研究科 予防
精神医学寄附講座）

こころの科学
（0912-0734）180号 
Page31-35（2015.03）

解説

2015155714 感染対策に関する医療材料の変更
に伴う費用対効果と現状

村田 初美（周防大島町
立東和病院）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）30巻
Suppl. Page289
（2015.01）

会議録

2015155215 診療情報連携　何のために・誰の
ために・何を・どうやって 診療情
報共有から得られる効果とその評価

石田 博（山口大学医学
部附属病院 医療情報部）

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
52巻1号 Page56-57
（2015.01）

会議録

2015154782【抗がん剤の副作用と支持療法-よ
り適切な抗がん剤の安全使用をめ
ざして-】 抗がん剤の費用対効果

赤沢 学（明治薬科大学） 日本臨床（0047-1852）
73巻増刊2 抗がん剤の
副作用と支持療法 
Page706-712（2015.02）

解説／
特集

2015154093【呼吸器疾患における診療報酬評価
と問題点】 肺癌化学療法における
薬価と医師の技術評価

水谷 英明（日本医科大
学附属病院 呼吸器内
科）, 久保田 馨

日本胸部臨床
（0385-3667）74巻2号 
Page148-158（2015.02）

解説／
特集

2015153981【腎移植にかかわる医療従事者の役
割と最新の知識】 最新の知識　末
期腎不全に対する3つの治療（血液
透析、CAPD、腎移植）の医療経済
比較

内田 潤次（大阪市立大
学大学院 医学研究科 泌
尿器病態学）, 長沼 俊秀, 
仲谷 達也

腎と透析（0385-2156）
78巻1号
 Page135-138
（2015.01）

解説／
特集

2015148930 Reduced port surgeryによる腹腔鏡
下胆嚢摘出術のコスト分析

角田 順久（佐世保市立
総合病院 消化器外科）, 
石川 啓, 福岡 秀敏, 飛
永 修一, 小柳 彰, 銕尾 
智幸, 郡家 聖史, 吉田 
拓哉, 佐藤 綾子, 松本 
博文, 稲村 幸雄, 中村 
昭博, 寺松 祐子, 南川 
佐千子

佐世保市立総合病院紀
要（1340-6906）39巻 
Page35-37（2013.12）

原著論文
／
比較研究

2015146635 慢性足首関節不安定性に対するsu-
ture anchorを用いた2種の靱帯再接
着術に関する前向き比較研究　Su-
ture bridge法の費用対効果（A pro-
spective comparison between two 
ligament reattachment techniques 
using suture anchors for chronic 
ankle instability: cost-eff ectiveness 
of suture bridge）（英語）

Cho Byung-Ki（Foot 
a n d A n k l e C e n t e r , 
Chungbuk Nat iona l 
University Hospital）

日本足の外科学会雑誌
（0916-7927）35巻2号 
PageS173（2014.10）

会議録



2015146060 人工臓器の医療経済を考える 透析
療法の医療経済

川西 秀樹（あかね会土
谷総合病院）

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-43
（2014.09）

会議録

2015146059 人工臓器の医療経済を考える 経カ
テーテル的大動脈弁植込み術に対
する医療経済学的検討

前田 孝一（大阪大学大
学院 医学系研究科 心臓
血管外科）, 倉谷 徹, 鳥
飼 慶, 松浦 良平, 溝手 
勇, 市堀 泰裕, 入嵩西 
毅, 中谷 敏, 坂田 泰史, 
上野 高義, 戸田 宏一, 
澤 芳樹

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-43
（2014.09）

会議録

2015146058 人工臓器の医療経済を考える 循環
器内科の立場から

一色 高明（帝京大学 医
学部 内科学講座）

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-42
（2014.09）

会議録

2015146057 人工臓器の医療経済を考える 医療
保険行政の動向について

佐々木 健（厚生労働省） 人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-42
（2014.09）

会議録

2015146033 わが国におけるDestination Therapy
とは 当院の長期LVAD治療成績から
みたDestination Therapyの課題

戸田 宏一（大阪大学大
学院 医学系研究科 心臓
血管外科）, 仲村 輝也, 
宮川 繁, 吉川 泰司, 福
嶌 五月, 吉岡 大輔, 川
村 匡, 斉藤 哲也, 堂前 
圭太郎, 樫山 紀幸, 上野 
高義, 倉谷 徹, 澤 芳樹

人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-30
（2014.09）

会議録

2015145379 歯列矯正におけるコントロールバ
ンディングのためのAlam Band 
Pusher（ABP）（Alam Band Pusher 
（ABP） for the Control Banding in 
Orthodontics）（英語）

Alam Mohammad Khur-
sheed（Orthodont ic 
Unit, School of Dental 
Sc ience , Un ive rs i t i 
Sains Malaysia）, Sha-
hid Fazal, Nowrin Shi-
fat A.

International Medical 
Journal（1341-2051）
21巻2号 
Page246-247
（2014.04）

解説

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015159913 保険薬局における残薬の確認に伴

う疑義照会が及ぼす調剤医療費削
減効果の検討

中村 一仁（愛知学院大
学 薬学部）, 浦野 公彦, 
田中 万祐子, 西口 加那
子, 堺 陽子, 片野 貴大, 
鍋倉 智裕, 山村 恵子, 
國正 淳一

医療薬学（1346-342X）
40巻9号 
Page522-529
（2014.09）

原著論文
／
比較研究

2015157546 腹部大動脈人工血管置換術におけ
る硬膜外麻酔の併用が術後管理と
医療費に与える影響

尾野 直美（大阪医科大
学 麻酔科学教室）, 中平 
淳子, 澤井 俊幸, 南 敏明

麻酔（0021-4892）
64巻3号 Page301-306
（2015.03）

原著論文
／
比較研究



診療報酬・薬価
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015166633 原価計算・経営支援システム（ISIS）

を用いたクリティカルパスにおけ
る在院日数設定への試み

青木 貴大（済生会下関
総合病院）, 坂本 洋之, 
小川 陽平, 中村 敦

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）34回 
Page1026-1027
（2014.11）

会議録

2015166511 看護実績情報を反映した原価計算
の試み

宮平 亜紀子（兵庫県立
大学大学院 応用情報科
学研究科）, 多田 賀津子, 
石間 正俊, 長尾 秀紀, 宮
本 忠司, 中川 義章, 竹村 
匡正

医療情報学連合大会論
文集（1347-8508）34回 
Page640-641
（2014.11）

会議録

2015158283 新薬の薬価算定における有用性加
算等の加算率の定量的評価

成川 衛（北里大学大学
院 薬学研究科 臨床医学
（医薬開発学））, 小林 江
梨子, 中川 久美子, 高山 
茜, 中村 哲也

医薬品医療機器レギュ
ラトリーサイエンス
（1884-6076）46巻3号 
Page131-135
（2015.03）

解説

2015155210 栄養サポートチーム加算の現状と
課題　管理栄養士とNSTの業務実
態を踏まえた全国多施設の診療報
酬請求データ分析

佐藤 礼子（京都大学大
学院 医学研究科 医療経
済学分野）, 國澤 進, 佐々
木 典子, 猪飼 宏, 今中 
雄一

日本医療・病院管理学
会誌（1882-594X）
52巻1号 Page7-17
（2015.01）

原著論文

2015154093【呼吸器疾患における診療報酬評価
と問題点】 肺癌化学療法における
薬価と医師の技術評価

水谷 英明（日本医科大
学附属病院 呼吸器内
科）, 久保田 馨

日本胸部臨床（0385-
3667）74巻2号 
Page148-158
（2015.02）

解説／
特集

2015154090【呼吸器疾患における診療報酬評価
と問題点】 MDC04（呼吸器診断群）
の収支の特徴

高橋 泰（国際医療福祉
大学大学院 医療福祉経
営専攻 医療経営管理分
野）

日本胸部臨床（0385-
3667）74巻2号 
Page122-130
（2015.02）

原著論文
／
特集

2015152979 熊本県における皮膚疾患患者の受
療行動　2009年5月の国民健康保
険診療報酬明細書調査報告より

牧野 公治（国立病院機
構熊本医療センター 皮
膚科）, 尹 浩信, 黒田 豊

日本皮膚科学会雑誌
（0021-499X）125巻1号 
Page89-95（2015.01）

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
2015172791 医療保障の法的構造　混合診療保

険給付外を原則とする解釈の法的
根拠

山崎 哲男（医療福祉経
営マーケティング研究
会）

医療福祉経営マーケテ
ィング研究
（1881-297X）9巻1号 
Page89（2014.10）

会議録

2015146057 人工臓器の医療経済を考える 医療
保険行政の動向について

佐々木 健（厚生労働省） 人工臓器（0300-0818）
43巻2号 PageS-42
（2014.09）

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
2015172530 精神看護専門看護師の活動状況と

雇用・活用ニーズの認識に関する
調査研究

馬場 薫（関東学院大学  
看護学部 看護学科）, 齋
藤 深雪

北日本看護学会誌
（1344-168X）17巻2号 
Page31-37（2015.02）

原著論文

2015172130 心臓カテーテル入院にクリニカル
パスを導入した薬剤管理指導の評
価

渥美 奈緒子（浜松赤十
字病院 薬剤部）, 松原 貴
承, 山田 喜広, 浮海 洋史, 
佐々木 昌俊, 中島 康裕

浜松赤十字病院医学雑
誌（1345-3939）
12巻1号 Page3-7
（2015.03）

原著論文

2015168901 健康に着目したこれからの病院の
経営改革　ある公立病院での取り
組み

星子 美智子（久留米大
学 医学部 環境医学講
座）, 原 邦夫, 森松 嘉孝, 
渡辺 裕晃, 石竹 達也

久留米医学会雑誌
（0368-5810）
77巻9-12 Page312-324
（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
2015173438 日本からのグローバルエビデンス発信

を目指して　今取り組むべき課題 利
益相反管理　わが国と海外での動向

花輪 正明（塩野義製薬 
開発薬事部）, 日本製薬工
業協会医薬品評価委員会

腫瘍内科（1881-6568）
15巻3号 Page324-328
（2015.03）

解説

2015173437 日本からのグローバルエビデンス
発信を目指して　今取り組むべき
課題 研究者主導臨床試験のあり方
に対する提言

稲垣 治（アステラス製
薬）, 日本製薬工業協会
医薬品評価委員会

腫瘍内科（1881-6568）
15巻3号 Page320-323
（2015.03）

解説

2015166135 コンパニオン診断薬開発における
現状と課題

西田 美和（ロシュ・ダ
イアグノスティックス 
薬事・臨床開発部）

癌と化学療法
（0385-0684）41巻13号 
Page2529-2534（2014.12）

解説

2015159112 rasがん遺伝子産物Rasを分子標的
としたがん治療薬開発の現状

島 扶美（神戸大学大学
院 医学研究科 生化学・
分子生物学講座分子生
物学分野）, 吉川 陽子, 
松本 篤幸, 片岡 徹

がん分子標的治療
（1347-6955）13巻1号 
Page92-98（2015.04）

解説

2015158346 ジェネリック医薬品を巡る最近の
動向と今後の方向

城 克文（厚生労働省 医
政局 経済課）

社会保険旬報
（1343-5728）2597号 
Page34-35（2015.03）

解説

2015145700 外資系企業 本山 径子（ヤンセンフ
ァーマ 研究開発本部 薬
事統括部 前臨床開発
部）

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）39巻
Suppl. PageS209
（2014.07）

会議録

2015145563 実験動物福祉および実験動物モデ
ルの新たな展開　国際動向を探る 
医薬品研究開発に求められる疾患
モデル動物

新井 裕幸（日本製薬工業
協会）, 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

The Journal of 
Toxicological Sciences
（0388-1350）39巻
Suppl. PageS60
（2014.07）

会議録


