
医療経済関係研究論文（９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
2015276117【乾癬に対する光線療法の進歩】 医

療経済面を考えた治療
森田 明理（名古屋市立
大学大学院 医学研究科 
加齢・環境皮膚科学）

日本医事新報
（0385-9215）4761号 
Page28-32（2015.07）

解説／
特集

2015274576 医療政策と病院経営資源の関係性に
関する研究

早川 朋希（日本大学大
学院 グローバル・ビジ
ネス研究科），王子 肖，
萩原 悠人，清水 宏保，
塩原 昇昭，笹本 美帆，
緒方 由希子，農守 亜矢
子，村越 悟，井出 亜夫，
井川 紀道，坂田 壽衛

日本医療経営学会学術
総会プログラム・抄録
集12回 Page9
（2013.11）

会議録

2015274159【ジェネリック医薬品のメリット／
デメリット-向精神薬を中心に-】 医
療経済からみたジェネリック医薬品
普及策の現状

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻7
号 Page851-856
（2015.07）

解説／
特集

2015274091 循環器領域の診断と治療における医
療経済

田倉 智之（大阪大学大
学院 医学系研究科 医療
経済産業政策学）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター
（1346-2733）17巻2
号 Page19（2015.06）

会議録

2015271986【日常診療に必要な口腔ケアの知識】 
病院内口腔ケアシステムの導入と医
療経済的効果

大西 徹郎（市立池田病
院 歯科口腔外科）

日本医師会雑誌（0021-
4493）144巻3号 
Page516（2015.06）

解説／
特集

2015270447 最近のわが国における歯科医療政策
のトピックス　診療報酬制度につい
て改定が行われるプロセスと検証の
動き

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2
号 Page98-103
（2015.04）

解説



2015268620 医療政策と看護について 木村 弥生（衆議院） 日本臨床救急医学会雑
誌（1345-0581）18巻
2号 Page203
（2015.04）

会議録

2015266164 In te rmedia te s tageに お け る
Sorafenib併用集学的治療の医療経
済的妥当性と予後の検討

金子 麗奈（労働者健康
福祉機構関東労災病院 
消化器内科），中崎 奈都
子，嘉戸 慎一，金 民日

肝臓
（0451-4203）56巻
Suppl.1 PageA520
（2015.04）

会議録

2015260822 医療経済からみた持続皮下インスリ
ン注入（CSII）療法を受ける1型糖尿
病患者の治療満足度に関する研究

西尾 育子（鳥取大学 医
学部 保健学科）

日本糖尿病教育・看護
学会誌（1342-8497）
18巻特別号 Page198
（2014.08）

会議録

2015260451 医療行政　病院機能分化施策に応
じた病院の変遷

加藤 尚子（国際医療福
祉大学 医療福祉・マネ
ジメント学科），近藤 正
英

医学のあゆみ
（0039-2359）
254巻2号 Page173-
174（2015.07）

解説

2015255488 疾患レジストリーの現状と未来 レ
ジストリーからの医療政策提言　外
科学会のとりくみ

岩中 督（東京大学 小児
外科），宮田 裕章

日本腎臓学会誌（0385-
2385）57巻3号 
Page454（2015.04）

会議録

2015255486 疾患レジストリーの現状と未来 レ
ジストリーからの医療政策提言　腎
臓学会の取り組み

横山 仁（金沢医科大学 
腎臓内科学），杉山 斉，
佐藤 博，上田 善彦，長
田 道夫

日本腎臓学会誌
（0385-2385）
57巻3号 Page453
（2015.04）

会議録

2015251187 訪問薬剤師による残薬管理が及ぼす
医療経済学的効果の検証

高橋 直也（メディヴァ），
大須賀 悠子，村上 典由，
大石 佳能子

日本在宅医学会大会17回
Page349（2015.04）

会議録

 
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015276017 新規抗体薬開発におけるバイオマー

カー検索に関する諸課題
増田 しのぶ（日本大学 
医学部 病態病理学系腫
瘍病理学分野）

がん分子標的治療
（1347-6955）13巻2号 
Page278-281
（2015.07）

解説

2015275902 症例対照研究による二分脊椎の分析　
葉酸添加政策による予防対策

近藤 厚生（熱田リハビ
リテーション病院 リハ
ビリテーション部），石
田 友彦，森川 重彦

日本医事新報
（0385-9215）4759号 
Page43-47（2015.07）

解説

2015275816 介護・リハビリテーション領域で活
躍するロボット

榊 泰輔（九州産業大学 
ヒューマン・ロボティク
ス研究センター）

臨床栄養（0485-1412）
127巻1号 Page14-15
（2015.07）

解説

2015275436【患者満足度向上戦略】 患者が求め
る患者満足度とは何か　患者を「診
る」だけではなく「見る」ことが必
要になる

永井 孝英（DSS Japan） Clinic Magazine
（0389-7451）
42巻7号 Page9-12
（2015.07）

解説／
特集

臨床経済学・薬剤経済学



2015274982 バイオシミラーの開発と使用促進に
むけて 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
経済学）

ジェネリック研究
（1881-9117）9巻増刊
号 Page48（2015.06）

会議録

2015274961 医療提供体制の変革と中医協の議論 万代 恭嗣（東京山手メ
ディカルセンター）

ジェネリック研究
（1881-9117）9巻増刊
号 Page27（2015.06）

会議録

2015274166【ジェネリック医薬品のメリット／
デメリット-向精神薬を中心に-】 抗
てんかん薬におけるジェネリック医
薬品の使用状況とその問題点

大塚 頌子（旭川荘療育・
医療センター）

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻7号 
Page915-922
（2015.07）

解説／
特集

2015274165【ジェネリック医薬品のメリット／
デメリット-向精神薬を中心に-】 抗
不安薬・睡眠薬におけるジェネリッ
ク医薬品の使用状況とその問題点

吉尾 隆（東邦大学薬学
部医療薬学教育センタ
ー 臨床薬学研究室）

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻7号 
Page907-914
（2015.07）

解説／
特集

2015274164【ジェネリック医薬品のメリット／
デメリット-向精神薬を中心に-】 抗
精神病薬／抗うつ薬におけるジェネ
リック医薬品の現状と今後の展望

日下 朗（東京慈恵会医
科大学 精神医学講座），
川村 諭，中山 和彦

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻7号 
Page899-905
（2015.07）

解説／
特集

2015274162【ジェネリック医薬品のメリット／
デメリット-向精神薬を中心に-】 わ
が国の精神科医療における精神神経
系ジェネリック医薬品の使用状況と
問題点、今後の課題

長郷 千香子（東京慈恵
会医科大学附属柏病院 
薬剤部），勝俣 はるみ，
中村 佳弘，忽滑谷 和孝

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻7号 
Page879-888
（2015.07）

解説／
特集

2015274159【ジェネリック医薬品のメリット／
デメリット-向精神薬を中心に-】 医
療経済からみたジェネリック医薬品
普及策の現状

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部）

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻7号 
Page851-856
（2015.07）

解説／
特集

2015274158 わが国におけるジェネリック医薬品
の現状と課題

井関 健（北海道大学大
学院 薬学研究院臨床薬
剤学）

臨床精神薬理
（1343-3474）
18巻7号 Page839-
850（2015.07）

解説

2015274091 循環器領域の診断と治療における医
療経済

田倉 智之（大阪大学大
学院 医学系研究科 医療
経済産業政策学）

日本心臓核医学会ニュ
ースレター
（1346-2733）17巻2号 
Page19（2015.06）

会議録

2015273855 医薬品産業における知的所有権の経
済学的考察

石井 徹（つくば国際大
学）

つくば国際大学研究紀要
（1341-2078）21号 
Page1-18（2015.03）

解説

2015273351【COPD（慢性閉塞性肺疾患）;内科
医の診断と治療の向上を目指して】 
COPDの疫学と予防　健康日本21
（第2次）を中心に

工藤 翔二（結核予防会） 日本内科学会雑誌
（0021-5384）
104巻6号 Page1059-
1066（2015.06）

解説／
特集

2015272009 透析患者の高リン血症に対するクエ
ン酸第二鉄水和物（リオナ錠
250mg）の医療経済分析

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部），井上 幸恵，
大類 諭

医薬ジャーナル
（0287-4741）
51巻6号 Page1566-
1576（2015.06）

原著論文／
比較研究



2015270356 薬剤師の在宅医療サービスによる残
薬解消効果

恩田 光子（大阪薬科大
学 臨床実践薬学研究
室），今井 博久，春日 
美香，安田 実央，下村 
真美子，岡本 夏実，
高田 百合菜，七海 陽子，
田中 有香，荒川 行生

医薬品情報学
（1345-1464）
17巻1号
Page21-33（2015.05）

原著論文

2015268407 Academic detailingの流れ　薬物治
療の新たなアプローチ

山本 美智子（昭和薬科
大学）

アプライド・セラピュ
ーティクス
（1884-4278）6巻2号 
Page16-23（2015.03）

解説

2015268016【整形外科漢方処方マニュアル】 <臨
床>防已黄耆湯　関節リウマチに対
する防已黄耆湯併用療法の経済的有
用性

大野 修嗣（大野クリニ
ック）

Orthopaedics
（0914-8124）28巻5号 
Page101-105
（2015.05）

解説／
特集

2015268002 代替医療に関する情報の問題点と情
報ニーズ　2014年医師調査から

津谷 喜一郎（東京大学
大学院 薬学系研究科 医
薬政策学），湯川 慶子，
長澤 道行，新井 一郎

日本医師会雑誌
（0021-4493）144巻2
号 Page318-322
（2015.05）

原著論文

2015264471 オランダにおける認知症の人のため
の地域作業療法とヨーロッパにおけ
る展開

モード・グラフ （ラドバ
ウド大学ナイメーヘン
医療センター リハビリ
テーション学科）

作業療法
（0289-4920）
34巻2号 Page110-133
（2015.04）

解説

2015263473 進行再発大腸がんのFOLFIRI療法お
よびmFOLFOX6療法に対するIRIS
療法の経済評価　費用最小化分析

清水 久範（昭和大学病
院 薬剤部），池田 俊也，
坂巻 弘之，矢島 秀一，
池上 直己，村山 純一郎

医療薬学
（1346-342X）
41巻3号 Page153-162
（2015.03）

原著論文／
比較研究

2015262935 骨盤位に対する鍼灸の有用性の検討　
コストベネフィットとQOLの観点か
ら

辻内 敬子（せりえ鍼灸
室鍼灸），小井土 善彦，
神谷 直子，形井 秀一，
善方 裕美，井畑 穣，
善方 菊夫

日本産科婦人科学会雑誌
（0300-9165）
67巻2号 Page912
（2015.02）

会議録

2015260440【ダイナミックに変わりつつある
DICの診断・治療】 DIC臨床各論　
白血病DIC診療に残された課題は?

竹迫 直樹（国立病院機
構災害医療センター 血
液内科）

血栓と循環
（0919-7036）
23巻2号 Page116-121
（2015.06）

解説／
特集

2015259790 医療保険制度改革 武田 俊彦（厚生労働省） 社会保険旬報
（1343-5728）2606号 
Page10-16（2015.06）

解説

2015259743 医療費増の本当の原因は何か 丸山 士行（シドニー工
科大学）

保険診療
（0385-8588）70巻7号 
Page56-61（2015.06）

解説

2015259739【医療界の5つの論点】 （論点3）患者
負担増と公的給付抑制　患者自己負
担増は「効率化」に非ず

村上 正泰（山形大学大
学院 医学系研究科 医療
政策学講座）

保険診療
（0385-8588）70巻7号 
Page39-40（2015.06）

解説／
特集



2015259443 話題の疾患と治療　デラマニドの承
認と多剤耐性結核治療の展望

松本 智成（結核予防会
大阪病院）

感染・炎症・免疫
（0387-1010）45巻1号 
Page67-69（2015.04）

解説

2015259325 ヘリコバクター・ピロリに対する治
療薬剤をジェネリック医薬品で調剤
した場合の医療費削減効果

小松 正典（霧島市民薬
局），小松 桐子，江川 
由貴，田中 典子，山口 
直子，中村 道代，泊口 
豊，百原 譲治，福森 淳，
寺脇 康文

ジェネリック研究
（1881-9117）
9巻1号
Page19-22（2015.06）

原著論文／
比較研究

2015258848 ナルフラフィン塩酸塩の定期的な継
続評価

中島 さゆり（衆和会長
崎腎病院 薬剤課），小嶺 
真耶，矢野 未来，江藤 
りか，舩越 哲，
原田 孝司

日本腎臓病薬物療法学会誌
（2187-0411）
4巻1号 Page9-17
（2015.05）

原著論文

2015258837 薬剤経済学からみた薬物療法 池田 俊也（国際医療福
祉大学 薬学部）

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）
51巻6号 Page727-
730（2015.06）

解説

2015258391 精神科医の「特権」に気づき役立て
る

福田 正人（群馬大学大
学院 医学系研究科 神経
精神医学）

精神神経学雑誌
（0033-2658）
117巻5号 Page353-
361（2015.05）

解説

2015258379 こちら薬品情報室（No.72）　長崎大
学病院におけるDI　肺炎球菌ワクチ
ンについて

増山 優紀（長崎大学病
院），天本 翔子，城 正士，
神田 紘介，室 高広

長崎県病薬会誌
（1880-1137）102号 
Page52-58（2015.05）

Q&A

2015258259 入院時持参薬鑑別から見えてきたも
の　院外薬局との連携

佐藤 裕英（新潟県立小
出病院 薬剤部），久保寺 
奈都子，今井 朗子，
廣井 幸枝，本間 隆志，
伊佐 恵子，大箭 彰

新潟県立病院医学会誌
（0289-4173）63号 
Page17-23（2015.03）

原著論文

2015251187 訪問薬剤師による残薬管理が及ぼす
医療経済学的効果の検証

高橋 直也（メディヴァ），
大須賀 悠子，村上 典由，
大石 佳能子

日本在宅医学会大会17回
Page349（2015.04）

会議録

2015251186 フェンタニル貼付剤をモルヒネ塩酸
塩注射剤に置き換えた場合の薬剤費
の検討

佐々木 徹（調剤薬局ツ
ルハドラッグ津志田
店），長井 貴之，池永 
祐介，野村 和彦，吉町 
昌子，後藤 輝明

日本在宅医学会大会17回
Page349（2015.04）

会議録

2015246646 カメラヘッドカバーの有用性の検討　
故障率と費用対効果の検討

山下 由美子（倉敷成人
病センター 臨床工学科）

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）19巻7号 
Page592（2014.10）

会議録

2015245068 費用対効果評価について 鈴木 邦彦（日本医師会） 日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）19巻7号 
Page299（2014.10）

会議録



2015245067 内視鏡外科手術と中医協における議
論

万代 恭嗣（地域医療機
能推進機構東京山手メ
ディカルセンター 外科）

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）19巻7号 
Page298（2014.10）

会議録

2015245065 費用対効果からみた手術支援ロボッ
ト診療報酬制度への導入における問
題点

松本 純夫（国立病院機
構東京医療センター）

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）19巻7号 
Page298（2014.10）

会議録

2015244622 日本の心血管疾患に対する学校単位
の心電図スクリーニングシステムに
関する根拠に基づく費用対効果分析
（Evidence-based Cost-effective 
Analysis of a School-based Elec-
trocardiographic Screening System 
for Cardiovascular Diseases in Ja-
pan）（英語）

Yoshinaga Masao（De-
partment of Pediatrics，
National Hospital Orga-
nizat ion Kagoshima 
M e d i c a l C e n t e r），
Takaha s h i H i d e t o，
Tauchi Nobuo，Iwamo-
to Mari，Horigome Hi-
t o s h i，Oh t a K u n i o，
I ch i d a F u k i k o，Na -
gashima Masami

心電図
（0285-1660）34巻
Suppl.3 Page529
（2014.06）

会議録

2015244027 遠隔モニタリングを用いた次世代デ
バイス管理 Cost Eff ectiveness

古山 准二郎（済生会熊
本病院 心臓血管センタ
ー内科）

心電図
（0285-1660）34巻
Suppl.3 Page354
（2014.06）

会議録

2015243997 日本における心房細動に対するカテ
ーテルアブレーションの費用効用分
析（Cost-utility Analysis of Cathe-
ter Ablation of Atrial Fibrillation in 
Japan）（英語）

Kimura Takehiro（De-
partment of Cardiology，
Keio University School 
of Medicine），Takatsu-
ki Seiji，Igarashi Ataru，
I k e d a  S h u n y a，
Kashimura Shin，Kat-
s uma t a Y o s h i n o r i，
Nishiyama Takahiko，
Nishiyama Nobuhiro，
Tanimoto Yoko，Aiza-
wa Yoshiyasu，Fukuda 
Keiichi

心電図
（0285-1660）34巻
Suppl.3 Page346
（2014.06）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015259325 ヘリコバクター・ピロリに対する治

療薬剤をジェネリック医薬品で調剤
した場合の医療費削減効果

小松 正典（霧島市民薬
局），小松 桐子，江川 
由貴，田中 典子，山口 
直子，中村 道代，泊口 
豊，百原 譲治，
福森 淳，寺脇 康文

ジェネリック研究
（1881-9117）9巻1号 
Page19-22（2015.06）

原著論文／
比較研究



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015275705 看護の視点で追う医療制度改革　地

域包括ケアから診療報酬改定まで
（第1回）　医療介護総合確保の動き
と診療報酬改定

高島 尚子（日本看護協
会 医療政策部 医療制度
課）

医事業務22巻476号 
Page32-36（2015.07）

解説

2015275210【よくわかる社会保障制度2015】 医
療保険制度

田中 元 ケアマネジャー17巻
7号 Page26-29
（2015.06）

解説／
特集

2015274963 医療保険制度改革とジェネリック医
薬品

中井 清人（厚生労働省 
保険局 医療課）

ジェネリック研究
（1881-9117）9巻増刊
号 Page29（2015.06）

会議録

2015259790 医療保険制度改革 武田 俊彦（厚生労働省） 社会保険旬報
（1343-5728）2606号 
Page10-16（2015.06）

解説

2015257989 医療制度改革が地域医療・介護に及
ぼすもの

河原 和夫（東京医科歯
科大学大学院 医歯学総
合研究科 医歯学系専攻 
環境社会医歯学講座 政
策科学分野）

北陸公衆衛生学会誌
（0386-3530）
41巻学会特集 Page8
（2014.12）

会議録

2015250869 英国の保健医療制度における家庭医
の役割　人に寄り添い、地域で支え
るプライマリ・ケアとは

澤 憲明（Stuart Road 
Surgery，General Prac-
tice）

日本在宅医学会大会17回
Page69（2015.04）

会議録

2015245069 医療保険財政の現状からみた内視鏡
外科

古川 俊治（慶応義塾大
学 医学部 外科），和田 
則仁，北川 雄光

日本内視鏡外科学会雑誌
（1344-6703）19巻7号 
Page299（2014.10）

会議録

2015243896 フィリピンの保健医療制度の概要
（Overview of the Philippine Health 
System）

押久保 岳人（獨協医科
大学 医学部），新井 弘美，
小島原 駿介，今野 正裕，
鈴木 立二朗，鶴町 直威，
山口 七夏，千種 雄一，
林 尚子，大平 修二

Dokkyo Journal of 
Medical Sciences
（0385-5023）
41巻2号
Page199（2014.07）

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
2015267957 手術・処置原価計算の試み 北澤 淳一（黒石市国民

健康保険黒石病院 小児
科），須藤 利健，乗田 
生子，櫻田 一久，斎藤 
誠，工藤 春行

黒石病院医誌
（1345-7705）20巻1号 
Page1-11（2014.12）

原著論文



医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015249809 将来の患者数推計に基づく戦略的病

院経営
船越 尚哉（茨城県厚生
農業協同組合連合会総
合病院土浦協同病院），
山口 悦男，浅野 貢，
冨田 美和子，長谷川
世里子

茨城県厚生連病院学会雑誌
（2188-8329）27巻 
Page53-58（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
2015276017 新規抗体薬開発におけるバイオマー

カー検索に関する諸課題
増田 しのぶ（日本大学 
医学部 病態病理学系腫
瘍病理学分野）

がん分子標的治療
（1347-6955）
13巻2号 Page278-
281（2015.07）

解説

2015274981 バイオシミラーの開発と使用促進に
むけて バイオ後続品の開発・上市
の経験

塚本 哲治（日本化薬 医
薬事業本部 医薬開発本
部）

ジェネリック研究
（1881-9117）9巻増刊
号 Page47（2015.06）

会議録

2015274979 バイオシミラーの開発と使用促進に
むけて バイオ後続品の産業・医療
における位置づけ

佐々木 均（長崎大学病
院 薬剤部）

ジェネリック研究
（1881-9117）9巻増刊
号 Page45（2015.06）

会議録

2015274960 パッケージとしての医薬品産業政策
の方向性

城 克文（厚生労働省 医
政局 経済課）

ジェネリック研究
（1881-9117）9巻増刊
号 Page26（2015.06）

会議録

2015274592 製薬企業のグローバル戦略と研究開
発投資

関口 潔（日本経済大学
大学院 経営学研究科），
赤瀬 朋秀

日本医療経営学会学術
総会プログラム・抄録
集12回 
Page25（2013.11）

会議録

2015274164【ジェネリック医薬品のメリット／
デメリット-向精神薬を中心に-】 抗
精神病薬／抗うつ薬におけるジェネ
リック医薬品の現状と今後の展望

日下 朗（東京慈恵会医
科大学 精神医学講座），
川村 諭，中山 和彦

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻7号 
Page899-905
（2015.07）

解説／
特集

2015273855 医薬品産業における知的所有権の経
済学的考察

石井 徹（つくば国際大
学）

つくば国際大学研究紀要
（1341-2078）21号 
Page1-18（2015.03）

解説

2015271668【非小細胞肺癌に対する新規薬剤の
開発・導入の現場から】 ドライバー
遺伝子変異の治療戦略　Nation-
wide Genomic Screening Network

松本 慎吾（国立がん研
究センター東病院 呼吸
器内科），善家 義貴，
葉 清隆，後藤 功一

日本胸部臨床
（0385-3667）74巻6号 
Page620-626
（2015.06）

解説／
特集

2015268407 Academic detailingの流れ　薬物治
療の新たなアプローチ

山本 美智子（昭和薬科
大学）

アプライド・セラピュ
ーティクス
（1884-4278）6巻2号 
Page16-23（2015.03）

解説



2015265089 希少疾病・難病の治験の現状（第1
報）　医療現場の意識調査

楠 博文（医薬基盤・健
康・栄養研究所 開発振
興部），坂手 龍一，中谷 
知右，増井 徹，武井 貞治

Clinical Research 
Professionals47号 
Page15-24（2015.04）

原著論文

2015260647 薬剤製造に従事している労働者にお
ける職業曝露が抗菌薬耐性の発生に
及ぼす影響に関する研究（Studies 
of the Impact of Occupational Ex-
posure of Pharmaceutical Workers 
on the Development of Antimicro-
bial Drug Resistance）（英語）

Sarker Md. Moklesur 
Rahman（Department 
of Pharmacy，School 
of Science，Primeasia 
University），Islam Ka-
mrun Nahar，Huri Has-
niza Zaman，Rahman 
Monzur，Imam Hasan，
Hosen Md. Biplob，Mo-
hammad Nur，Sarker 
Md. Zaidul Islam

Journal of 
Occupational Health
（1341-9145）
56巻4号
Page260-270
（2014.07）

原著論文／
比較研究

2015259989【医療供給の変化と課題】 医薬品産
業での新自由主義政策のさらなる進
展について

高田 満雄（協立医師協
同組合）

いのちとくらし研究所報
（1881-3194）51号 
Page16-25（2015.06）

解説／
特集

2015259791 2025年までの医薬品市場シミュレ
ーションの詳細設計と調査結果につ
いて

カーステン・ブルン （バ
イエル薬品），欧州製薬
団体連合会

社会保険旬報
（1343-5728）2606号 
Page18-20（2015.06）

解説

2015258927 創薬シリーズ　オープンイノベーシ
ョン　世界に羽ばたく「薬都とやま」
と実現を目指して　富山県における
医薬品産業振興を目指した産学官の
取組み

藤岡 俊太郎（富山県厚
生部くりす政策課），
坂西 義史，上出 功，
宇於崎 博，高津 聖志

日本薬理学雑誌
（0015-5691）
145巻6号
Page311-317
（2015.06）

解説

2015258826 包装工程における原材料供給者管理
のポイント

岡田 克典（QAセンター）PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻9別冊 Page1827-
1832（2015.06）

解説

2015258824 革新的な創薬・製剤基盤技術群を基
に医薬品開発を目指す　そーせいグ
ループ株式会社

望月 昭典（そーせいグ
ループ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻9別冊 Page1815-
1819（2015.06）

解説


