
医療経済関係研究論文（７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
2015212528【リスクアセスメント・データ分析・

フィードバックもバッチリ!感染対
策のためのサーベイランスまるごと
サポートブック】 （5章）「どうすれば
いい?」サーベイランスデータの二
次利用　感染予防活動の成果を示す
!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
営学分野）

INFECTION 
CONTROL（0919-
1011）2015春季増刊 
Page208-215
（2015.05）

解説／
特集

2015210924 健康の社会的決定要因と医療経済・
政策学

近藤 克則（千葉大学予
防医学センター 環境健
康学研究部門）

医療経済研究（1340-
895X）26巻2号 
Page81-99（2015.03）

解説

2015206330 最近のわが国における歯科医療政策
のトピックス　地域包括ケアと新た
な財政支援制度の創設と歯科医療

上條 英之（東京歯科大
学 歯科社会保障学）

歯科学報（0037-3710）
115巻1号 Page18-23
（2015.02）

解説

2015205327 保健と医療のベストミックス　これ
からの歯科医療政策をどう構築する
か

武見 敬三（参議院），神
原 正樹，吉江 弘正，瀧
口 徹，安藤 雄一，深井 
穫博

8020: はち・まる・に
い・まる（2188-9082）
13号 Page24-39
（2014.01）

座談会

2015204245【エビデンスに基づく医療政策への
DPCデータの活用】 DPCデータを
用いた入院費用の推計と、OECD加
盟国との価格比較（Estimation of 
per-case hospitalization charges 
from Diagnosis-Procedure-Combi-
nation （DPC） data and an interna-
tional comparison of hospital pric-
es）（英語）

岡本 悦司（国立保健医
療科学院），熊川 寿郎

保健医療科学
（1347-6459）63巻6
号 Page532-537
（2014.12）

原著論文／
特集

2015204244【エビデンスに基づく医療政策への
DPCデータの活用】 DPCデータ等
の高知県行政的使い方　高知県保
健医療計画がビッグデータに振り回
されないために

伴 正海（高知県 健康政
策部 医療政策課），川内 
敦文

保健医療科学
（1347-6459）63巻6
号 Page522-531
（2014.12）

解説／
特集



2015204243【エビデンスに基づく医療政策への
DPCデータの活用】 都道府県におけ
る保健医療データの活用支援　医療
計画作成支援データブックとPDCA
研修

高山 義浩（厚生労働省 
医政局 地域医療計画
課），松下 幸司

保健医療科学
（1347-6459）63巻6
号 Page512-521
（2014.12）

解説／
特集

2015204242【エビデンスに基づく医療政策への
DPCデータの活用】 DPCデータの
概要と活用　「DPC導入の影響評価
に関する調査」9年間の総括

岡本 悦司（国立保健医
療科学院）

保健医療科学
（1347-6459）63巻6
号 Page502-511
（2014.12）

解説／
特集

2015204241【エビデンスに基づく医療政策への
DPCデータの活用】 DPCはいかに
誕生したか　DRGとDPCの違い

迫井 正深（厚生労働省 
老健局 老人保健課）

保健医療科学
（1347-6459）63巻6
号 Page488-501
（2014.12）

解説／
特集

2015203626 東日本大震災津波後の岩手県におけ
る災害歯科保健医療政策について

森谷 俊樹（岩手県 保健
福祉部 健康国保課）

日本集団災害医学会誌
（1345-7047）
19巻3号 Page412
（2014.12）

会議録

2015203503 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）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）
119巻3号 Page250-
251（2015.03）

会議録

2015200905 糖尿病患者の無症候性冠動脈疾患
の三次予防の取り組みとその医療経
済効果　自治体国保レセプトデータ
からの解析

加賀谷 浩基（千葉県循
環器病センター 総合診
療内科），平井 啓之，今
村 茂樹，平井 愛山

日本内科学会雑誌
（0021-5384）
104巻Suppl. Page163
（2015.02）

会議録

2015200652【春・夏によくみられる疾患・事例】 
救急隊員に向けた精神科救急の現状　
法律と医療経済の観点を交えて精神
科が抱える問題を語る

堀内 智博（光生会平川
病院 精神科），平川 淳
一

プレホスピタル・ケア
28巻1号 Page34-37
（2015.02）

解説／
特集

2015190886 癌治療と医療経済評価（Cost Eff ec-
tiveness Analyses and Cancer 
Treatment in Japan）（英語）

福田 敬（国立保健医療
科学院）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）72回 
Page32（2013.10）

会議録

2015190644 入院患者に対する処方箋についての
病院薬剤師による疑義照会の医療経
済学的研究（Medical Economic 
Research on Pharmaceutical Inqui-
ries Made by Hospital Pharmacists 
about Prescriptions for Inpatients）
（英語）

Shikamura Yoshiaki
（Faculty of Pharmaceu-
tical Sciences，Tokyo 
Unkersity of Science），
Kikuchi Yuki，Taka-
hashi Junichi，Negishi 
Kenichi，Komoda Ma-
sayo，Mochizuki Masa-
taka，Terada Hiroshi

医薬品情報学
（1345-1464）
16巻2号 Page1-12
（2014.08）

原著論文



 
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015213134 リスクの定量化　「交通事故単位

Tau」の提案
渡辺 泱（渡辺記念長命
研究所）

日本腎泌尿器疾患予防
医学研究会誌
（1347-5010）23巻1号 
Page18-23（2015.04）

解説

2015212528【リスクアセスメント・データ分析・
フィードバックもバッチリ!感染対
策のためのサーベイランスまるごと
サポートブック】 （5章）「どうすれば
いい?」サーベイランスデータの二
次利用　感染予防活動の成果を示す
!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
営学分野）

INFECTION CONTROL
（0919-1011）2015春
季増刊 Page208-215
（2015.05）

解説／
特集

2015212492【小児ICU-その常識は正しいか?-】 
PICUにおける薬剤師の関与が患者
安全を改善するのか?　薬剤師の関
与が、PICUの投薬エラーを軽減し、
患者の安全性を高めることに寄与す
るのか

大穂 祐介（国立成育医
療研究センター 薬剤部）

救急・集中治療
（1346-0935）27巻3-4 
Page309-314
（2015.04）

Q&A／
特集

2015212468【メンタルヘルス問題に伴う社会的
コストを考える】 メンタルヘルス問
題に伴う社会的コストを考える

白波瀬 丈一郎（慶応義
塾大学 医学部 精神・神
経科学教室），佐渡 充洋

健康管理
（0451-6508）731号 
Page13-22（2015.05）

座談会／
特集

2015212467【メンタルヘルス問題に伴う社会的
コストを考える】 メンタルヘルス不
調の社会的コストとその対策の経済
的効果

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経科
学教室）

健康管理
（0451-6508）731号 
Page2-12（2015.05）

解説／
特集

2015212355【災害対応力の高い柔軟な組織へ　
指示と行動を明確にする「マニュア
ル」と「訓練」】 病院における災害訓
練のあり方

濱谷 寿子（さいたま赤
十字病院 看護部）

看護管理
（0917-1355）25巻5号 
Page391-397
（2015.05）

解説／
特集

2015212294【病院経営管理Q&A】 Win-Winのコ
スト削減（第2回）　医薬品価格交渉

大園 晶洋（ドゥーダ） 医療アドミニストレーター
6巻62号 Page62-63
（2015.05）

Q&A／
特集

2015212065【実践を究める】 ポジショニング　
対人援助の基盤となるもの　対象者
へのポジショニング（アセスメント）

奥川 幸子（WITH医療福
祉実践研究所），倉橋 照
代，比留間 敏郎，佐藤 
珠美

ケアマネジャー
17巻5号 Page68-73
（2015.04）

解説／
特集

2015212052 ローコスト経営の実践（第2回）　ロ
ーコスト経営のためのMECE分析

清水 仁（ドゥーダ） 医事業務
22巻472号
Page36-39（2015.05）

解説

2015211873【胃がん検診とH.pylori感染胃炎】 
【胃がん検診の課題と対策】　若年
者・高齢者に対する胃癌検診・除菌
治療の実際と課題

赤松 泰次（長野県立須
坂病院 内視鏡センター）

消化器の臨床
（1344-3070）18巻2号 
Page168-172
（2015.04）

解説／
特集

臨床経済学・薬剤経済学



2015210925 健康状態の将来推計　日本における
応用と課題

ダリウス・ラクダワラ 
（the Sol Price School 
of Publ ic Pol icy the 
University of Southern 
California）

医療経済研究
（1340-895X）26巻2号 
Page100-121
（2015.03）

解説

2015210645【発症前に診断し、介入する　先制
医療 実現のための医学研究】（第2
章）主要な疾患と先制医療　遺伝素
因、環境因子、発症前診断の可能
性、予防法 骨疾患　骨粗鬆症

杉本 利嗣（島根大学 医
学部 内科学講座 内科学
第一）

実験医学
（0288-5514）33巻7号 
Page1106-1112
（2015.05）

解説／
特集

2015208574 定数配置薬品管理における薬剤師に
よる処方オーダ入力の効果

隅岡 瞳（広島大学病院 
薬剤部），佐伯 康之，畝
井 浩子，木村 康浩，木
平 健治

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）51巻4号 
Page417-420
（2015.04）

原著論文

2015208055 SAVE-J（心肺停止患者に対する心
肺補助装置等を用いた高度救命処置
の効果と費用に関する多施設共同研
究）について

坂本 哲也（帝京大学 医
学部 救急医学講座），浅
井 康文，長尾 建，田原 
良雄，横田 裕行，森村 
尚登

J-ReSS（2189-0234）
3巻 Page34（2010.09）

会議録

2015206971【選ばれる"ための画像診断装置を考
える】 地域における各種画像診断装
置の訴求力を説く　地域医療に貢献
する64列CT導入がもたらす新たな
経営的展開"

井上 幸平（平静会大村
病院 放射線科）

新医療
（0910-7991）42巻4号 
Page54-57（2015.04）

解説／
特集

2015206932 ヘパリン置換症例における大腸
EMR／ESD後出血の検討

平野 大樹（広島市立安
佐市民病院 消化器内
科），高田 俊介，永田 
信二，妹尾 慧，田中 秀
典，頼田 尚樹，齊藤 裕
平，上田 裕之，脇 浩司，
桑原 健一，木村 茂，辻 
恵二

消化管の臨床
（1341-1802）20巻 
Page53-58（2015.03）

原著論文／
比較研究

2015199673 医療材料を対象とした臨床試験デー
タの費用効果分析への利活用可能性
の検討

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）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）5巻1号 
Page1-12（2015.01）

原著論文

2015199397【ARDS Berlin その後】 ECMOがで
きる施設,するべきでない施設

青景 聡之（Karolinska 
Unive r s i t y Hosp i t a l 
ECMOセンター），竹田 
晋浩

Intensivist
（1883-4833）7巻1号 
Page101-104
（2015.01）

解説／
特集

2015195794 新医学へと展開する疫学・統計学　
抗加齢医学における実例と今後 医
学研究の潮流と臨床疫学、薬剤疫学
概論

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学）

日本抗加齢医学会総会
プログラム・抄録集14
回 Page284（2014.06）

会議録



2015195049 わが国の血友病止血治療薬の進歩と
展望

吉岡 章（奈良県立医科
大学）

人工血液
（1341-1594）22巻1号 
Page38-42（2014.11）

総説

2015190885 英国における癌治療の費用対効果を
評価するためのNICE法（NICE 
methods to assess the cost-eff ec-
tiveness of cancer treatments in 
England）（英語）

H a y r e J a s d e e p
（National Institute for 
H e a l t h a n d C a r e 
Excellence （NICE）），
N a i d o o B h a s h，
Wilkinson Thomas

日本癌学会総会記事
（0546-0476）72回 
Page32（2013.10）

会議録

2015190884 韓国における抗癌薬に関する国民健
康保険の有益性の判定に関する現在
の問題（Current Issues of National 
Health Insurance Benefi t Decision 
Making on Anticancer Drugs in 
Korea）（英語）

Kim Sukyeong（Re-
search Department，
Health Insurance Re-
view and Assessment 
Service （HIRA））

日本癌学会総会記事
（0546-0476）72回 
Page32（2013.10）

会議録

2015190883 韓国における癌治療の費用対効果
（Cost effectiveness of cancer 
treatment in Korea）（英語）

Park Eun-Cheol（Dept. 
of Prev. Med.，Yonsei 
Univ.），Lee Kwang-Sig

日本癌学会総会記事
（0546-0476）72回 
Page32（2013.10）

会議録

2015190882 費用対効果　昨年来の中医協議論よ
り（Recent discussion on cost-ef-
fectiveness at the Ministry's coun-
cil）（英語）

井上 肇（厚生労働省 健
康局）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）72回 
Page32（2013.10）

会議録

2015190644 入院患者に対する処方箋についての
病院薬剤師による疑義照会の医療経
済学的研究（Medical Economic 
Research on Pharmaceutical Inqui-
ries Made by Hospital Pharmacists 
about Prescriptions for Inpatients）
（英語）

Shikamura Yoshiaki
（Faculty of Pharmaceu-
tical Sciences，Tokyo 
Unkersity of Science），
Kikuchi Yuki，Taka-
hashi Junichi，Negishi 
Kenichi，Komoda Ma-
sayo，Mochizuki Masa-
taka，Terada Hiroshi

医薬品情報学
（1345-1464）16巻2号 
Page1-12（2014.08）

原著論文

2015190606 強迫性障害におけるfamily accom-
modationと関連する患者および家
族の因子（Patient and family fac-
tors associated with family accom-
modation in obsessive-compulsive 
disorder）（英語）

Braga Gomes Juliana
（Anx i e t y D i s o r de r s 
Program，Department 
of Psychiatry，Federal 
U n i v e r s i t y o f R i o 
Grande do Sul），Van 
Noppen Barbara，Pato 
Michele，Tusi Braga 
D a n i e l a，M e y e r 
E l i s a b e t h，F l o r e s 
Bortoncello Cristiane，
V o l p a t o C o r d i o l i 
Aristides

Psychiatry and Clinical 
Neurosciences
（1323-1316）68巻7-8 
Page621-630
（2014.08）

原著論文



2015190346 ギテルマン症候群患者のSLC12A3
およびCLCNKA ／ B遺伝子に対す
る労働効率と費用対効果の高い非光
学的半導体（Ion Torrent）による次
世代シーケンシング（A labor- and 
cost-eff ective non-optical semicon-
ductor （Ion Torrent） next-genera-
tion sequencing of the SLC12A3 
and CLCNKA／ B genes in Gitel-
man's syndrome patients）（英語）

Tavira Beatriz（Genetica 
Molecular-Laboratorio 
de Medicina-Fundacion 
Renal （IRSIN-FRIAT），
Hospital Universitario 
C e n t r a l A s t u r i a s），
Gomez Juan，Santos 
Fernando，Gil Helena，
Alvarez Victoria，Coto 
Eliecer

Journal of Human 
Genetics
（1434-5161）59巻7号 
Page376-380
（2014.07）

原著論文

2015189614 最新の胸部単純X線画像技術と地域
医療への応用について

佐々木 康夫（岩手県立
中央病院 中央放射線部）

全国自治体病院協議会雑誌
（0389-1070）54巻4号 
Page596-599（2015.04）

解説

2015189486【いじめ・ハラスメントのない職場】 
いじめ・ハラスメントによる健康影
響・組織への影響と防止対策　上司
のリーダーシップ形態との関連から

津野 香奈美（和歌山県
立医科大学 医学部 衛生
学教室）

労働の科学
（0035-7774）70巻3号 
Page144-148
（2015.03）

解説／
特集

2015189292【呼吸器疾患1】 コラム　LVRS　肺
気腫治療の1つとして考慮される肺
容量減少手術

山下 素弘（国立病院機
構四国がんセンター 胸
部外科）

Hospitalist
（2188-0409）3巻1号 
Page213-219
（2015.03）

解説／
特集

2015186645 抗菌化学療法の更なる充実のために　
薬剤師が今なすべきことは 抗菌化
学療法における費用対効果の検討

蛭田 剛俊（神奈川県立
汐見台病院 薬剤科）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）63巻2号 
Page230（2015.03）

会議録

2015182915 子宮頸がん検診へのヒトパピローマ
ウイルスDNA検査導入に関する費
用対効果分析

村澤 秀樹（筑波大学大
学院 人間総合科学研究
科保健医療政策学分
野），大久保 一郎，荒川 
一郎

日本予防医学会雑誌
（1881-4271）9巻2号 
Page83-91（2014.09）

原著論文／
比較研究

2015182283 後発医薬品導入による注射抗菌薬の
使用量変化と緑膿菌の薬剤感受性へ
の影響

杢保 貴幸（屋島総合病
院 薬剤部），徳竹 裕貴，
石井 康友，植田 宏冶，
松岡 裕士，石原 一惠

日本農村医学会雑誌
（0468-2513）63巻4号 
Page588-595
（2014.11）

原著論文／
比較研究

2015181342 同種骨移植術の診療報酬改定に向け
た同種骨組織作製費用の算出

笠原 みどり（北里大学
医学部附属病院 骨バン
ク），占部 憲，成瀬 康
治，井上 玄，内山 勝文，
内田 健太郎，大谷 公貴，
糸満 盛憲，高相 晶士

日本組織移植学会雑誌
（1347-6491）13巻1号 
Page138（2014.08）

会議録

2015177561 骨粗鬆症臨床研究の未来に向けて　
臨床研究の方法と若手研究者への期
待 これからの臨床研究　統計的観
点から

田中 司朗（京都大学大
学院 医学研究科 社会健
康医学系専攻 薬剤疫学
分野）

Osteoporosis Japan
（0919-6307）22巻
Suppl.1 Page138
（2014.09）

会議録

2015177553「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライ
ン」改訂に向けて 骨粗鬆症の薬物
治療と費用対効果

森脇 健介（神戸薬科大
学 医療統計学研究室）

Osteoporosis Japan
（0919-6307）22巻
Suppl.1 Page130
（2014.09）

会議録



2015177475 心血管リスク因子が医療費に及ぼす
影響　健康診断と医療保険のデータ
を解析した疫学研究によるエビデン
ス（Impact of Cardiovascular Risk 
Factors on Medical Expenditure: 
Evidence From Epidemiological 
Studies Analysing Data on Health 
Checkups and Medical Insurance）
（英語）

N a k a m u r a K o s h i
（D e p a r t m e n t o f 
E p i d em i o l o g y a n d 
P u b l i c H e a l t h，
Kanazawa Med ica l 
University）

Journal of Epidemiology
（0917-5040）24巻6号 
Page437-443
（2014.11）

解説

2015176163 台湾における乾癬性疾患に対する経
済的負担（The economic burden of 
psoriatic diseases in Taiwan）（英
語）

C h e n K u a n - C h e n
（School of Health Care 
Administration，Taipei 
Medical University），
H u n g S h e n g - T z u，
Y a n g C h i n g - W e n 
Wendy，Tsa i T sen -
F a n g，T a n g C h a o -
Hsiun

Journal of 
Dermatological Science
（0923-1811）75巻3号
Page183-189
（2014.09）

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
2015186258 入院時の血清アルブミン値が後期高

齢者誤嚥性肺炎の入院日数、入院医
療費に与える影響に関する分析

佐藤 明宏（済生会福岡
総合病院 医事課）

日本病院会雑誌
（0385-9363）62巻2号 
Page237-242
（2015.02）

原著論文／
比較研究

2015185676 入院時の血清アルブミン値が後期高
齢者誤嚥性肺炎の入院日数、入院医
療費に与える影響に関する研究

佐藤 明宏（済生会福岡
総合病院 医事課），馬場
園 明

医療福祉経営マーケテ
ィング研究
（1881-297X）9巻1号 
Page1-7（2014.10）

原著論文／
比較研究

2015181462 身元不明患者への医療費請求方法と
しての相続財産管理人の利用

浦松 雅史（東京医科大
学 医療安全管理学講
座），河井 健太郎，蒔田 
覚，岡部 真勝，藤平 輝
明，和田 淳，三木 保

東京医科大学雑誌
（0040-8905）
72巻4号 Page320-
323（2014.10）

原著論文／
症例報告

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015212466【最近のトピックス2015　Clinical 

Dermatology 2015】　皮膚科医の
ための臨床トピックス 臨床皮膚科
医師が知っておくべき医療制度改革
の方向性

谷澤 正明（日本血液製
剤機構 事業戦略部）

臨床皮膚科
（0021-4973）
69巻5号 Page179-
182（2015.04）

解説／
特集

2015211322 我が国の医療保険制度（第5回）　医
療従事者として認識すべき医療保険
制度

向本 時夫（福島県立医
科大学）

福島医学雑誌
（0016-2582）65巻1号 
Page19-24（2015.03）

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
2015212299 医療機関の経営企画部門のマネジメ

ント（第8回）　部門別原価計算の活
用法

石井 富美（多摩大学医
療・介護ソリューション
研究所）

医療アドミニストレー
ター6巻62号
Page76-79（2015.05）

解説

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015210336 特定機能病院における深部褥瘡発生

が及ぼす入院収支と看護ケア量への
影響

武 亜希子（鹿児島大学
病院 看護部），宇都 由
美子

医療情報学
（0289-8055）35巻1号 
Page31-36（2015.04）

原著論文／
比較研究

2015208845 産科医療補償制度と医療安全　制
度に関わる様々な立場から 産科医
療保障制度と医療安全　助産師の
立場から

村上 明美（神奈川県立
保健福祉大学）

日本助産学会誌
（0917-6357）
28巻3号 Page361
（2015.02）

会議録

2015205076 医療制度とTPP 今村 聡（日本医師会） 日本農村医学会雑誌
（0468-2513）
63巻5号 Page805-
806（2015.01）

会議録

2015204391 DPC（包括医療制度）における肺炎
の適正医療を目指して

西條 知見（長崎県島原
病院），菅崎 七枝，木下 
明敏，神田 宗武，小川 
大輔，勝見 真悟，山西 
幹夫，河野 茂

感染症学雑誌
（0387-5911）89巻臨
増 Page174（2015.03）

会議録

2015190243 難病医療制度の改革 西澤 正豊（新潟大学脳
研究所 神経内科学分野）

医学のあゆみ
（0039-2359）
253巻6号 Page537-
538（2015.05）

解説

2015189585「異次元緩和」の帰結と成長戦略　
医療制度法人改革の背景

森原 康仁（三重大学 人
文学部 法律経済学科）

保団連
（0288-5093）1186号 
Page43-48（2015.04）

解説

2015177475 心血管リスク因子が医療費に及ぼす
影響　健康診断と医療保険のデータ
を解析した疫学研究によるエビデン
ス（Impact of Cardiovascular Risk 
Factors on Medical Expenditure: 
Evidence From Epidemiological 
Studies Analysing Data on Health 
Checkups and Medical Insurance）
（英語）

N a k a m u r a K o s h i
（D e p a r t m e n t o f 
E p i d em i o l o g y a n d 
P u b l i c H e a l t h，
Kanazawa Med ica l 
University）

Journal of Epidemiology
（0917-5040）24巻6号
Page437-443
（2014.11）

解説



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
2015208795 海外メガ企業に学ぶ研究開発戦略（第

4回）　探索臨床試験戦略　早期探索
的臨床試験I型（1）

残華 淳彦（武田薬品工
業）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）31巻6号 
Page1109-1114
（2015.04）

解説

2015208788 先端医療の現状と医薬品製剤　製剤
技術への期待と要望

松原 和夫（京都大学医
学部附属病院 薬剤部），
大澤 孝，高谷 宗男，橋
田 充

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）31巻6号 
Page1022-1034
（2015.04）

座談会

2015199682 アメリカにおけるレギュラトリーサ
イエンスの教育と研究の現状調査報
告

塚本 桂（岐阜薬科大学 
グローバル・レギュラト
リー・サイエンス寄附
講座），竹中 登一

レギュラトリー
サイエンス学会誌
（2185-7113）5巻1号 
Page103-110
（2015.01）

解説

2015199681 ICH活動の開発戦略へのImpact　
Effi  cacyガイドライン検討を中心に

齋藤 宏暢（第一三共 開
発薬事部），金澤 誠器

レギュラトリー
サイエンス学会誌
（2185-7113）5巻1号 
Page93-101（2015.01）

解説

2015199677【臨床試験データの電子化】 電子デ
ータを利用した次世代審査・相談体
制の構築に向けて

吉田 易範（医薬品医療
機器総合機構 次世代審
査等推進室）

レギュラトリー
サイエンス学会誌
（2185-7113）5巻1号 
Page45-52（2015.01）

解説／
特集

2015199676【臨床試験データの電子化】 CDISC
標準に対応した電子データの申請時
提出について

小宮山 靖 レギュラトリー
サイエンス学会誌
（2185-7113）5巻1号 
Page37-44（2015.01）

解説／
特集

2015199674 日本のバイオテクノロジーベンチャ
ー企業と製薬企業の間の提携活動に
関する認識の違いの分析（Analysis 
of Perception Gap on Alliance Ac-
tivities between Japanese Biotech-
nology Venture Companies and 
Pharmaceutical Companies）（英語）

Shimokawa Masafumi
（Graduate School of 
Pharmaceutical Scienc-
es，Musashino Univer-
sity），Kobayashi Kazu-
michi，Sekino Kazuishi，
Toyoshima Satoshi

レギュラトリー
サイエンス学会誌
（2185-7113）5巻1号 
Page13-27（2015.01）

原著論文

2015190887 革新的な抗癌薬の価値と利益　研究
開発のための機会（Values and Re-
wards of Innovative Cancer Drugs: 
Opportunities for R&D）（英語）

Jang Woo Ick（R&amp;D 
Division，Handok）

日本癌学会総会記事
（0546-0476）72回 
Page32（2013.10）

会議録

2015190648 独立行政法人医薬品医療機器総合
機構の医薬品副作用データベースを
簡単に利用するためのアプリケーシ
ョンの開発

坂田 洋（春日井市民病院 
薬剤部），稲垣 由加利，
中崎 みづき，大津 史子，
後藤 伸之

医薬品情報学
（1345-1464）16巻2号 
Page81-89（2014.08）

原著論文

2015182618 POCT製品の性能と限界　試薬メー
カーの開発視点より

加藤 大介（デンカ生研 
試薬研究開発センター）

日臨技関甲信支部医学
検査学会プログラム・
講演抄録集51回 
Page89（2014.09）

会議録


