医療経済関係研究論文（８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

2015241390 感染症の抗原迅速診断検査［第3回］ 時田 章史（時田げんき 小児内科
抗原迅速診断検査の医療経済学的 クリニック）

論文種別
解説

（0385-6305）
47巻5号 Page758-

考察

761（2015.05）
2015239878 フットケア外来におけるリハビリテ 大橋 聡子（春日部中央 日本下肢救済・足病学
ーション介入による医療経済

会議録

総合病院 リハビリテー 会誌
ション科）
，寺部 雄太，（1883-857X）5巻1号
山崎 知美，松本 純一， Page96（2013.02）
久保 和也，安藤 弘

2015239594 医療経済学から見た日本の歯科医療 川渕 孝一（東京医科歯 日本歯科医療管理学会
歯科再生のストラテジー

会議録

科大学大学院 医療経済 雑誌
学分野）

（0387-5687）50巻1
号 Page21（2015.05）

2015234473 当大学医療学部系新入生に対して導 高橋 綾（慶応義塾大学 CAMPUS HEALTH
，
入した新しいB型肝炎ワクチン管理 保健管理センター）
法における医療経済効果の検討

原著論文

（1341-4313）

横山 裕一，高山 昌子， 52巻1号
澁谷 真由美，堂坂 愛， Page228-230
田立 暁子，松本 可愛，（2015.03）
田中 由紀子，清 奈帆美，
戸田 寛子，齋藤 圭美，
當仲 香，森木 隆典，
西村 知泰，森 正明，
河邊 博史

2015229910 臨床薬理と医療技術評価 臨床薬理 池田 俊也（国際医療福 臨床薬理
と医療経済評価
QALY

指 標 と し て の 祉大学 薬学部）

（0388-1601）
45巻Suppl.
PageS226（2014.11）

会議録

2015222292 今後の医療政策は、どのように変わ 藤木 則夫（地域医療機 長野県医学会雑誌
っていくのか

能推進機構）

会議録

（0910-5220）45巻
Page74（2015.03）

2015221700 糖尿病患者の無症候性冠動脈疾患 平井 愛山（千葉県循環 日本内分泌学会雑誌

会議録

の三次予防の取り組みとその医療経 器病センター 総合診療 （0029-0661）
，加賀谷 浩基，
済効果 自治体国保レセプトデータ 内科）
平井 啓之，今村 茂樹

からの解析

91巻1号
Page321（2015.04）

2015215137 インターネットは精神科医療を変え 佐渡 充洋（慶応義塾大 精神神経学雑誌

会議録

るか?新しい通信技術を用いたわが 学 医学部 精神・神経科 （0033-2658）
国での精神科医療・教育の取り組み 学教室）

2014特別

医療経済学的な視点から、新しい通

PageS703（2014.06）

信技術を用いた医療行為を考える
医療における公平性と効率性向上た
めに

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2015243376 【経済学からみたこれからの医療】 井深 陽子（東北大学大 病院（0385-2377）74
費用対効果分析における技術の外部 学院 経済学研究科）

巻6号 Page424-428

論文種別
解説／
特集

（2015.06）

性 感染症疫学モデルの利用

2015243375 【経済学からみたこれからの医療】 五十嵐 中（東京大学大 病院（0385-2377）74 解説／
HTA（医療技術評価）の活用の可能 学院 薬学系研究科 医薬 巻6号 Page416-422
性 海外の事例を参考に
2015243370 経済学からみたこれからの医療

政策学）

西村 周三（医療経済研 病院（0385-2377）74
究機構）
，井伊 雅子

特集

（2015.06）
座談会

巻6号 Page381-386
（2015.06）

2015242927 ローコスト経営の実践（第3回） 病 番場 省吾（ドゥーダ）

医事業務

院における購買部門のあり方 専門

22巻474号 Page48-

家が伝えるDo-Don't

51（2015.06）

2015242338 コバルトクロム合金 その優位性と 上原 芳樹（ファイン）
扱い方（前編）

ZERO（2188-241X）

解説

解説

14巻2号 Page6-30
（2015.05）

2015240890 後発医薬品について

橋本 直樹（神奈川県立 こども医療センター医

会議録

こども医療センター 薬 学誌
剤科）

（0301-2654）43巻3号
Page130（2014.07）

2015240715 アメリカにおける後発医薬品業界分 谷島 智徳
析

保健医療経営大学紀要

解説

（1883-4027）7号
Page61-65（2015.03）

2015239418 再生医療産業化への期待

江崎 禎英（経済産業省 Therapeutic Research
製造産業局 生物化学産 （0289-8020）
業課）

36巻4号
Page295-302
（2015.04）

解説

2015239316 大腸がんの疾病費用（Cost of Ill- 合地 俊治（東邦大学 医 日本医療マネジメント
ness）の推計

原著論文

学会雑誌

学部 社会医学講座）
，

松本 邦愛，芳賀 香代子，（1881-2503）16巻1号
北澤 健文，瀬戸 加奈子， Page2-7（2015.05）
長谷川 友紀
2015239298 牛の内外部寄生虫駆除における臨床 高橋 俊彦（酪農学園大 家畜診療（0287-0754） 解説
学 循環農学類畜産衛生 62巻5号 Page271-

的効果について

280（2015.05）

学）

2015238658 RO膜のダブルフィルトレーション 西勝 光紀（寿泉堂クリ 寿泉堂病院年報（1349- 解説
システムによる節水効果と物質除去 ニック 臨床工学科）

8096）20巻 Page131-

効果

139（2014.12）

2015237889 驚異的なABC検診

宮崎市郡医師 尾上 耕治（宮崎市郡医 宮崎県医師会医学会誌

会胃がんリスク検診（ABC検診）を 師会）
，吉山 一浩，元村 （0389-8288）

原著論文／
比較研究

祐三，北村 亨，木原 康， 39巻1号

導入して

Page56-63（2015.03）

南 寛之，長友 優尚，
石川 直人，楠元 直，
湯池 宏明，稲倉 琢也，
伊藤 泰教，宮崎 貴浩，
牛谷 義秀，原田 雄一，
山村 善教，川名 隆司
2015236772 関節リウマチと保険診療

生野 英祐（生野リウマ 臨床リウマチ

総説

チ整形外科クリニック） （0914-8760）27巻1号
Page7-13（2015.03）
2015236131 【最新臨床大腸癌学-基礎研究から臨 坂本 攝（獨協医科大学 日本臨床
，
床 応 用 へ-】 大 腸 癌 の 検 査・ 診 断 病院 PETセンター）
転移・再発巣の診断

転移・再発 加藤 広行

特集

73巻増刊4 最新臨床大
腸癌学 Page329-333

診断におけるPET、PET ／ CTの有

（2015.04）

用性
2015235635 がん医療と医療費

（0047-1852）

解説／

島田 安博（高知医療セ 高知県医師会医学雑誌
ンター 腫瘍内科）

総説

（2186-9863）20巻1号
Page61-68（2015.03）

2015235617 肝門部悪性胆道狭窄に対するステン 河本 博文（川崎医科大 胆道
ト留置術

総説

学附属川崎病院 総合内 （0914-0077）
科 学2（消 化 器内科 ）
）
， 29巻1号 Page85-93
後藤 大輔，加藤 博也

2015235612 内視鏡的胆道ドレナージ

（2015.03）

安田 一朗（帝京大学医 胆道

解説

学部附属溝口病院 消化 （0914-0077）
器内科）
，土井 晋平，
馬淵 正敏

29巻1号 Page31-37
（2015.03）

2015235521 感染対策を考慮した委託清掃業務の 佐藤 久美（ライフ・エ 感染症学雑誌
バンドル化への取り組み

クステンション研究所 （0387-5911）
附属永寿総合病院 感染 89巻2号
制御部）
，多田 緑，結城 Page342-343
秀樹，三田村 敬子

（2015.03）

会議録

2015235397 抗菌化学療法の更なる充実のために 蛭田 剛俊（神奈川県立 感染症学雑誌
薬剤師が今なすべきことは 抗菌化 汐見台病院 薬剤科）

会議録

（0387-5911）
89巻2号 Page304-

学療法における費用対効果の検討

305（2015.03）
2015234889 乳癌検診時における超音波検査の意 小田切 邦雄（横浜青葉 神奈川医学会雑誌

原著論文

，久保 淳，（0285-0680）
義 超音波のみで診断された乳癌症 台クリニック）
例の検討から

鈴木 まり子，内藤 育代， 42巻1号
西澤 京子，川本 久紀， Page12-16（2015.01）
速水 亮介

2015234473 当大学医療学部系新入生に対して導 高橋 綾（慶応義塾大学 CAMPUS HEALTH
，
入した新しいB型肝炎ワクチン管理 保健管理センター）
法における医療経済効果の検討

原著論文

（1341-4313）

横山 裕一，高山 昌子， 52巻1号
澁谷 真由美，堂坂 愛， Page228-230
田立 暁子，松本 可愛，（2015.03）
田中 由紀子，清 奈帆美，
戸田 寛子，齋藤 圭美，
當仲 香，森木 隆典，
西村 知泰，森 正明，
河邊 博史

2015234306 【術中覚醒】吸入麻酔薬と術中覚醒 坪川 恒久（東京慈恵会 臨床麻酔（0387-3668） 解説／
記憶

医 科 大 学 麻 酔 科 学 講 39巻3号 Page479-

特集

486（2015.03）

座）

2015232243 台湾の医療制度の観点からの中程度 Wang Shu-Hui（Depart- 日本研究皮膚科学会年

会議録

から重度の乾癬患者に対する生物学 ment of Dermatology， 次学術大会・総会プロ
的療法の費用対効果（Cost eﬃcacy Far Eastern Memorial グラム39回
，Chi Ching- Page145（2014.11）
of biologic therapies for moderate Hospital）
t o s e v e r e p s o r i a s i s f r o m t h e Chi
perspective of the Taiwanese
healthcare system）
（英語）
2015231460 径の大きな冠動脈の病変に対する 牧野 仁人（木下会千葉 日本心臓病学会学術集

会議録

PCIに際し、高価なDESは真に必要 西総合病院 心臓センタ 会抄録
か?

ー循環器科）
，三角 和雄， 62回
川崎 智広，中村 龍太， PageO-411（2014.09）
海老原 敏郎，谷口 優，
清水 しほ，登根 健太郎，
廣瀬 信，板倉 靖昌，
横田 光俊，廣野 喜之，
飯塚 大介，新田 正光，
橋本 亨，倉持 雄彦

2015229962 降圧薬配合剤への切り替えに寄与す 銭谷 成輝（明治薬科大 臨床薬理（0388-1601） 会議録
る因子の探索

学）
，赤沢 学，草間 真 45巻Suppl. PageS255
紀子，福岡 勝志

（2014.11）

2015229912 臨床薬理と医療技術評価 製薬企業 土屋 裕（日本製薬団体 臨床薬理
と費用対効果評価

連合会）
，日本製薬団体 （0388-1601）45巻
連合会保険薬価研究委 Suppl. PageS227
員会

（2014.11）

会議録

2015229910 臨床薬理と医療技術評価 臨床薬理 池田 俊也（国際医療福 臨床薬理（0388-1601） 会議録
と医療経済評価

指 標 と し て の 祉大学 薬学部）

45巻Suppl. PageS226
（2014.11）

QALY
2015229764 薬剤経済わかりません!

五十嵐 中（東京大学大 臨床薬理（0388-1601） 会議録
学院 薬学系研究科）

45巻Suppl. PageS128
（2014.11）

2015229571 55〜74歳の日本人喫煙者における Tabata Hiroki（Depart- Hiroshima Journal of
低 線 量CT検 診 導 入 の 費 用 対 効 果 ment of Epidemiology， Medical Sciences

原著論文／
比較研究

（Cost-effectiveness of the Intro- I n f e c t i o u s D i s e a s e （0018-2052）
duction of Low-dose CT Screening Control and Preven- 63巻1-3
in Japanese Smokers Aged 55 to tion，Institute of Bio- Page13-22（2014.09）
medical and Health

74 Years Old）
（英語）

Sciences，Hiroshima
University）
，Akita Tom o y u k i，M a t s u u r a
Akiko，Kaishima Terumi，Matsuoka Toshihiko，Ohisa Masayuki，
Awai Kazuo，Tanaka
Junko
2015227171 【ますます臨床利用が進む遺伝子検 岩崎 直子（東京女子医 遺伝子医学MOOK
査-その現状と今後の展開そして課 科大学附属糖尿病セン （1349-2527）28号
題-】
（第3章）生殖細胞系列遺伝学的 ター）

解説／
特集

Page184-190
（2015.04）

検査の臨床応用 各種疾患における
診療目的の遺伝学的検査 糖尿病

2015226736 【今これからの心理職（3） これだ 高橋 美保（東京大学大 臨床心理学
けは知っておきたい産業・組織領域 学院 教育学研究科 臨床 （1345-9171）
で働く心理職のスタンダード】産 心理学コース）

解説／
特集

15巻3号
Page293-296

業・組織領域における心理職の現状

（2015.05）

と課題

2015223984 難病対策要綱体制による難病医療費 渡部 沙織（明治学院大 保健医療社会学論集
助成 研究医の役割に関する歴史分 学）
析

会議録

（1343-0203）26巻特
別 Page46（2015.05）

2015223674 リアルワールドデータの収集、評価 久光 徹（日立製作所）
とその応用に向けて 医療ビッグデ

臨床評価

解説

（0300-3051）43巻

ータの分析 製薬業への応用に向け

Suppl.XXXIV Page45-

て

54（2015.03）

2015221196 PAX ENDOCRINOLOGIA-内分泌至 川渕 孝一（東京医科歯 日本内分泌学会雑誌

会議録

上主義 現代科学における異脳たち 科大学大学院 医歯学総 （0029-0661）
医療の質向上と効率化の同時達成は 合研究科 医療経済学分 91巻1号
野）

可能か
2015220991 次世代の医療観察法

Page149（2015.04）

評価と改革 平林 直次（国立精神・ 司法精神医学

医療観察法による医療 厚生労働科 神経医療研究センター）（1881-0330）10巻1号
学研究報告から見える現状

Page30-35（2015.03）

解説

2015220715 学校心臓検診で不完全右脚ブロック 岡川 浩人（社会保険滋 滋賀医学
により心房中隔欠損発見することは 賀病院 小児科）

Page96（2015.03）

有用か?

2015220558 【心臓リハビリテーションは長期予 後藤 葉一（国立循環器 日本冠疾患学会雑誌
後を改善するか?】わが国における 病研究センター 心臓血 （1341-7703）

総説／
特集

21巻1号 Page58-66

心臓リハビリテーションの現状と将 管内科）

（2015.03）

来展望

2015220507 ECPRの 適 応 を 考 え る SAVE-J 渥美 生弘（神戸市立医 J-ReSS
study費用対効果の検討から

会議録

（0288-9765）37巻

会議録

療センター中央市民病 （2189-0234）
院 救命救急センター）
， 7巻
坂本 哲也，森村 尚登， Page12（2014.03）
長尾 建，浅井 康文，
横田 裕行，田原 良雄，
長谷 守，奈良 理，青木
則 明， 有 吉

孝 一，

SAVE-J study group
2015218760 骨粗鬆性骨折によって入院した患者 鈴木 祥吾（一宮西病院 東海整形外科外傷研究
に対する早期PTH製剤の導入

原著論文

整形外科）
，坂本 昌宏， 会誌
松井 宣夫，西 源三郎，（0915-2253）26巻
梶田 幸宏，佐藤 啓二

Page90-92（2013.09）

2015217096 日本における冠動脈コンピューター Kimura Takeshi（De- Cardiovascular

原著論文

断層血管造影法から得られた非侵襲 partment of Cardiovas- Intervention and
的 冠 血 流 予 備 量 比 の コ ス ト 分 析 cular Medicine，Kyoto Therapeutics
（Cost analysis of non-invasive Univ e r sit y Gr a dua t e （1868-4300）
， 30巻1号
fractional ﬂow reserve derived from School of Medicine）
coronary computed tomographic Shoimi Hiroki，Kurib- Page38-44（2015.01）
angiography in Japan）
（英語）

ayashi Sachio，Isshiki
T a k a a k i，K a n a z a w a
Susumu，Ito Hiroshi，
Ikeda Shunya，Forrest
Ben，Zarins Christopher K.，Hlatky Mark
A.，Norgaard Bjarne L.

2015216417 当院での臨床工学技士による透析コ 井上 元紀（慈愛会今村 日本臨床工学技士会会

会議録

ンソール（TR-3000M）メンテナン 病院分院 臨床工学部）
，誌
スの必要性

坂口 政人，森田 恵一，（1341-3171）51号
原 康隆，井村 岳，梅橋 Page154（2014.04）
直史，中川 辰徳，新福
佳奈恵

2015215731 日本における心血管植込み型電気的 Okamura Hideo（Divi- Journal of Arrhythmia
装置の遠隔モニタリング（Remote s i o n o f C a r d i o l o g y，（1880-4276）
m o n i t o r i n g o f c a r d i o v a s c u l a r National Cerebral and 30巻6号
implantable electronic devices in Cardiovascular Center） Page421-427
Japan）
（英語）

（2014.12）

総説

2015215207 WHO、mhGAPフォーラム（2013 黒滝 直弘（長崎大学病 精神神経学雑誌

会議録

，野中 （0033-2658）
年10月7日、ジュネーブ）からの報 院 精 神 神 経 科 ）
俊輔，木下 裕久，楠本 2014特別

告

PageS746（2014.06）

優子，小澤 寛樹
2015215203 統合失調症による疾病費用

石黒 陽子（一橋大学 国 精神神経学雑誌（0033- 会議録
際・公 衆 政 策 大 学院 ）
， 2658）2014特別
PageS743（2014.06）

伊藤 弘人，山重 慎二

2015214988 うつ病併存不眠に対する短期睡眠行 渡辺 範雄（国立精神・ 精神神経学雑誌

会議録

動療法の費用対効果分析 RCTの 神経医療研究センター （0033-2658）
トランスレーショナル・ 2014特別

結果から

メデ ィカ ル セン ター）
， PageS610（2014.06）
古川 壽亮，下寺 信次，
香月 富士日，藤田 博一，
佐々木 恵，佐渡 充洋，
Perlis Michael
2015214054 緑内障点眼薬の薬物相互作用の解 池田 博昭（北陸大学 薬 医療薬学（1346-342X） 総説
明と点眼薬物療法の費用最小化分析 学部・臨床薬学教育セ 40巻10号 Page543ンター）

の確立

557（2014.10）

2015214009 人工膝関節置換術後の抑鬱患者に Gong Long（Department Journal of Orthopaedic 原著論文／
おける費用対効果の記述的分析 経 of Orthopedics，Chi- Science（0949-2658） 比較研究
済 的 意 思 決 定 分 析（Descriptive nese PLA General Hos- 19巻5号
，Chen Hua
analysis of the cost-effectiveness pital）

Page820-826
（2014.09）

of depressed patients undergoing
total knee arthroplasty: an
economic decision analysis）
（英語）

医療費
文献番号

タイトル

2015239743 第18回透析医療費実態調査報告

著者（所属）

出典

太田 圭洋（日本透析医 日本透析医会雑誌
学会）
， 杉 崎 弘 章， 隈 （0914-7136）
博政，篠田 俊雄，鈴木 30巻1号
正司，戸澤 修平，山川 Page85-98（2015.04）
智之，秋澤 忠男，山崎
親雄，日本透析医会適
正医療経済・制度調査
研究委員会

論文種別
原著論文

医療保障制度
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2015237872 【肥満と腎臓】肥満を伴う慢性腎臓 徳山 博文（慶応義塾大 腎と透析
病患者の治療

医療制度

特定健 学 医学部 腎臓内分泌代 （0385-2156）

康診査、特定保健指導、生活習慣 謝内科）

78巻4号 Page565-

病改善指導士設定など

569（2015.04）

2015232243 台湾の医療制度の観点からの中程度 Wang Shu-Hui（Depart- 日本研究皮膚科学会年

論文種別
解説／
特集

会議録

から重度の乾癬患者に対する生物学 ment of Dermatology， 次学術大会・総会プロ
的療法の費用対効果（Cost eﬃcacy Far Eastern Memorial グラム39回
，Chi Ching- Page145（2014.11）
of biologic therapies for moderate Hospital）
to severe psoriasis from the per- Chi
spective of the Taiwanese healthcare system）
（英語）
2015229909 臨床薬理と医療技術評価 医療保険 金光 一瑛（厚生労働省 臨床薬理（0388-1601） 会議録
におけるHTAのあり方について

保険局 医療課）

45巻Suppl. PageS226
（2014.11）

2015217385 医療保険・介護保険のこれから

村上 正泰（山形大学大 日本老年泌尿器科学会

会議録

学院 医学系研究科 医療 誌（2187-3682）27巻
2015217113 日本人高齢者の医療制度

政策学講座）

Page3（2014.11）

齋藤 寛（長崎大学）

体力科学

会議録

（0039-906X）64巻1号
Page3（2015.02）
2015215332 低比重リポ蛋白質コレステロールの Wang Kang-Ling（Divi- Journal of Atheroscle目標値達成、医師・患者の態度およ s i o n o f C a r d i o l o g y， rosis and Thrombosis

原著論文／
比較研究

び認識、ならびに医療制度の関連性 Taipei Veterans Gener- （1340-3478）
（The Association between Low- a l H o s p i t a l），W u 21巻10号
Density Lipoprotein Cholesterol Cheng-Hsueh，Wang Page1044-1054
Goal Attainment，Physician and Ko-Fan，Chang Chun- （2014.10）
Patient Attitudes and Perceptions， Chin，Chen Lung-Chand Healthcare Policy）
（英語）

ing，Lu Tse-Min，Lin
S hin g - J o n g，Chia n g
Chern-En

2015214902 認知症症例 Vignette 2 ドイツの Notzon Swantje（Klinik 精神神経学雑誌

会議録／

医療制度において診断され治療を受 a n d P o l i k l i n i k f u e r （0033-2658）

症例報告

け た 認 知 症 の1症 例（Dementia Psychiatrie Universitaet 2014特別
Case Vignette（2）A Case of De- Muenster）
mentia Diagnosed and Treated in
the German Health Care System）
（英語）

PageS561（2014.06）

診療報酬・薬価
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2015242141 病院原価管理手法の導入による経営 武井 章哲（小田原市立 地域医療
改革をはじめとする収益改善の取組 病院）

論文種別
会議録

（0289-9752）第54回
特集号 Page1520-

みについて

1522（2015.03）
2015241450 専門医+エキスパートに聞く

より 棚橋 紀夫（埼玉医科大 Credentials81号

よ い 服 薬 指 導 の た め の 基 礎 知 識 学 神経内科）

解説

Page28-33（2015.04）

（vol.64） 脳梗塞慢性期の再発予防
<後編>

心原性脳塞栓症

ワルフ

ァリン、NOACをどう使い分けるか
（Part1）専門医の処方を読む 服薬
アドヒアランス、腎機能、年齢、薬
価 などを 考 慮し て ワ ル ファリン、
NOACを使い分ける
2015230116 我が国の新薬薬価算定の状況及び 高山 茜（北里大学大学 臨床薬理（0388-1601） 会議録
，成 川 45巻Suppl. PageS334
有用性の評価に与える要因に係る研 院 薬 学 研究 科 ）
（2014.11）

衛

究

2015230115 新薬の臨床評価と薬価算定方式にお 柳澤 真央（東京大学大 臨床薬理
ける加算メカニズムの分析

会議録

学院 薬学系研究科 医薬 （0388-1601）45巻
品評価科学講座）
，草間 Suppl. PageS333
真紀子，小野 俊介

（2014.11）

2015229911 臨床薬理と医療技術評価 新薬の薬 成川 衛（北里大学大学 臨床薬理（0388-1601） 会議録
価算定における医療上の有用性の評 院 薬学研究科 医薬開発 45巻Suppl. PageS227
価

学）

（2014.11）

2015226841 医療機関における責任センター別原 阪口 博政（国際医療福 医療と社会

原著論文

価計算に基づいた予算管理に関する 祉大学大学院 医療福祉 （0916-9202）25巻1号
，渡邊 亮，
考察 6病院へのインタビュー調査 学研究科）
荒井 耕

を通して

Page141-154
（2015.04）

2015215241 診療報酬改定に対する取り組み 入 松本 ゆかり（伊勢赤十 日本医療情報学会看護

原著論文

，松 嵜 学術大会論文集（2187院時の重症度、医療・看護必要度分 字 病院 看 護 部 ）
析による病床機能の検討

美紀，小野 厚子，冨谷 1469）15回 Page45領，小薮 豊

46（2014.08）

2015215230 看護管理に情報を活用する 診療報 鳥越 千秋（鹿児島大学 日本医療情報学会看護
，宇都 由美子
酬改定に伴う運用体制の見直しと病 病院）

学術大会論文集（2187-

院情報システム対応の実際 看護部

1469）15回 Page12-

門への影響を中心に

15（2014.08）

原著論文

医業経営
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2015226853 財務諸表を活用した病院経営指標の 佐藤 譲（日本心臓血圧 広島国際大学医療経営
試案 医療機関の財務諸表に対する 研究振興会附属榊原記 学論叢
因子分析と相関分析の活用

念病院）
，木村 憲洋，渡 （1882-9694）8巻
邉 一平，笹川 紀夫

Page17-30（2015.03）

論文種別
原著論文

医療関連ビジネス
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

論文種別

2015243347 海外メガ企業に学ぶ研究開発戦略 残華 淳彦（武田薬品工 PHARM TECH JAPAN 解説
（第6回） 人材開発

業）

（0910-4739）
31巻9号 Page15971604（2015.06）

2015243291 特許から眺めた医薬品の研究開発

設楽 研也（協和発酵キ ファルマシア

解説

リン 法務・知的財産部）（0014-8601）51巻6号
Page536-540
（2015.06）
2015242478 小児適応の拡大に向けた産官学の連 佐藤 且章（グラクソス 日本小児臨床薬理学会

解説

携 小児医薬品開発を進めるために ミスクライン 開発本部 雑誌
医薬品開発部門）
，日本 （1342-6753）27巻1号

製薬企業の取組み

製薬工業協会医薬品評 Page33-37（2014.12）
価委員会臨床評価部会
小児治験チーム
2015241286 私が歩んだ向精神薬開発の道

秘 村崎 光邦（CNS薬理研 臨床精神薬理

話でつづる向精神薬開発の歴史（第 究所）

解説

（1343-3474）

47回） 第二世代抗精神病薬の開発

18巻6号

物語 大olanzapineの登場（その1）

Page813-831
（2015.06）

Olanzapineの合成とその薬理学的
プロフィール
2015240715 アメリカにおける後発医薬品業界分 谷島 智徳
析

保健医療経営大学紀要

解説

（1883-4027）7号
Page61-65（2015.03）

2015239686 薬剤（第3回） 薬剤 創薬の現場か 泉澤 恭子（朝日生命成 プラクティス
ら

解説

人病研究所附属病院 治 （0289-4947）32巻3号
験部）

Page267-269
（2015.05）

2015239159 創薬シリーズ オープンイノベーシ 古矢 修一（岡山大学）

日本薬理学雑誌

解説

（0015-5691）

ョン ネットワークの構築と積極的
活用から産まれるオールジャパン創

145巻5号

薬 オープンイノベーション戦略と

Page243-249
（2015.05）

ネットワーク構築・活用が、日本の
基礎研究力を活かす「創薬」新パラ
ダイムとなる

2015230137 Risk Based Monitoringの基礎とな 松田 幸大（武田薬品工 臨床薬理
る「プロセス管理型モニタリング」 業 医薬開発本部）
，
とは何か?

織田 勉，大村 泉美，
戸塚 伸夫

（0388-1601）45巻
Suppl. PageS344
（2014.11）

会議録

2015230099 東京医療センターにおける臨床検査 中川 由美（国立病院機 臨床薬理

会議録

等の精度管理への対応状況と治験実 構東京医療センター 臨 （0388-1601）
施体制チェックリストの作成

床 研究・治 験 推 進 室）
， 45巻Suppl.
近藤 直樹，金光 章江， PageS325（2014.11）
藤川 友子，嶋岡 緑，
滝本 久美子，高木 恵美，
竹下 智恵，八代 智子，
稲吉 美由紀，鈴木 義彦，
樅山 幸彦

2015230097 昭和大学の治験の取り組みに対する 内倉 健（昭和大学病院 臨床薬理

会議録

治験依頼者へのアンケート調査結果 臨 床 試 験 支 援 セ ン タ （0388-1601）
ー）
，佐々木 哲哉，久保 45巻Suppl.
由 美 子，日 比 野 文 代， PageS324（2014.11）
原田 史穂子，藤田 美穂，
山崎 太義，龍 家圭，
三邉 武彦，渡邊 徹，
池田 幸，小林 真一
2015229915 医薬品開発におけるヒト試料を用い 桝田 正敏（大塚製薬 新 臨床薬理

会議録

たバイオマーカー研究の最新動向 薬開発本部 開発部PGx （0388-1601）
企業におけるヒト組織利用研究の必 室）
，藤原 力

45巻Suppl.

要性や公的バンク事業への要望

PageS229（2014.11）

2015229912 臨床薬理と医療技術評価 製薬企業 土屋 裕（日本製薬団体 臨床薬理
と費用対効果評価

会議録

連合会）
，日本製薬団体 （0388-1601）
連合会保険薬価研究委 45巻Suppl.
員会

PageS227（2014.11）

2015229885 AROを基盤とする医薬品開発と今 宮崎 浩一（第一三共 ア 臨床薬理（0388-1601） 会議録
後 の 展 望 治 験 依 頼 者 の 期 待 する ジア開発部）

45巻Suppl.

ARO

PageS210（2014.11）

2015229879 病態時の薬物動態試験の実施 外資 林 直之（日本ベーリン 臨床薬理（0388-1601） 会議録
系企業の立場から臨床薬理試験の実 ガーインゲルハイム 開 45巻Suppl.
施を考える

発本部）

PageS206（2014.11）

2015229878 病態時の薬物動態試験の実施 内資 寒川 能成（大正製薬 医 臨床薬理
系企業の立場から臨床薬理試験の実 薬開発本部）
施を考える 特に特殊患者試験の実

Suppl.

施について

PageS205（2014.11）

2015229855 臨床研究におけるスタディコーディ 岩崎 幸司（武田薬品工 臨床薬理
ネーション 臨床研究におけるスタ 業 医薬開発本部）

会議録

（0388-1601）45巻

会議録

（0388-1601）

ディーコーディネーション「製薬企

45巻Suppl.

業の取り組み事例と今後に向けての

PageS188（2014.11）

提案」
2015229816 オーファンドラッグ開発推進に向け 早田 悟（グラクソスミ 臨床薬理
た国内、国際連携 企業の視点から スクライン 開発本部 希 （0388-1601）
みたオーファンドラッグの開発推進 少疾患医薬品開発セン 45巻Suppl.
ター）

PageS163（2014.11）

会議録

2015229758 医薬品2兆円の輸入超過説とグロー 長澤 優（日本製薬工業 臨床薬理（0388-1601） 会議録
バル時代における日本の医薬品開発 協会医薬産業政策研究 45巻Suppl.
PageS122（2014.11）

所）

2015227997 研究開発促進税制の意義とその効果 柿原 浩明（京都大学大 社会保険旬報

解説

学院 薬学研究科 医薬産 （1343-5728）2603号
Page12-17（2015.05）

業政策学講座）
，
米田 紘康，田村 正興，
山口 道利，馬 欣欣

2015226901 海外メガ企業に学ぶ研究開発戦略 残華 淳彦（武田薬品工 PHARM TECH JAPAN 解説
（第5回） 探索臨床試験戦略

早期 業）

探索的臨床試験I型

（0910-4739）
31巻8号 Page14271432（2015.05）

2015223684 垣根を越えたコラボレーション 医 菱山 豊（内閣官房 健康・ 臨床評価（0300-3051） 解説
療分野の新たな研究開発体制につい 医療戦略室）

43巻Suppl.XXXIV

て

Page167-177
（2015.03）

2015223682 垣根を越えたコラボレーション オ 荒森 一朗（アステラス 臨床評価（0300-3051） 解説
ープンイノベーションについて/AK 製薬）

43巻Suppl.XXXIV

プロジェクト

Page151-158
（2015.03）

2015223678 グローバル開発における日本の役割 矢守 隆夫（医薬品医療 臨床評価（0300-3051） 解説
とは 日本発の創薬に向けて アカ 機器総合機構）
デミア及びPMDAの試み

43巻Suppl.XXXIV
Page87-100
（2015.03）

2015223677 グローバル開発における日本の役割 中村 富雄（エーザイ）
とは 日米欧三極同時申請

臨床評価（0300-3051） 解説
43巻Suppl.XXXIV
Page77-85（2015.03）

2015223676 グローバル開発における日本の役割 杉田 真（ヤンセンファ 臨床評価（0300-3051） 解説
とは 日本が世界初の承認ケースか ーマ）

43巻Suppl.XXXIV

ら学ぶ

Page71-75（2015.03）

2015223675 リアルワールドデータの収集、評価 大野木 浩（アストラゼ 臨床評価（0300-3051） 解説
とその応用に向けて リアルワール ネカ）

43巻Suppl.XXXIV

ドデータの臨床開発への応用

Page55-59（2015.03）

2015223204 再生医療の事業化への取組み

山口 亮（大日本住友製 BIO Clinica

解説

薬 再生・細胞医薬事業 （0919-8237）30巻5号
推進室）
，岸野 晶祥，
木村 徹

Page472-477
（2015.05）

2015223202 三次元細胞培養容器<Elplasia>につ 江尻 洋子（クラレ 新事 BIO Clinica
いて

解説

業開発本部 成形部材事 （0919-8237）30巻5号
業推進部）

Page463-465
（2015.05）

2015218665 今開かれる筋ジストロフィー治療の 武田 伸一（国立精神・ 臨床神経学
扉 デュシェンヌ型筋ジストロフィ 神経医療研究センター （0009-918X）54巻12
ーに対するエクソン・スキップ誘導 トランスレーショナル・ 号 Page1071-1073
療法

メディカルセンター）

（2014.12）

解説

