
医療経済関係研究論文（10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
2015303534 高齢女性の大腿骨転子部骨折に対

する低出力超音波パルス（LIPUS）
の在院日数短縮効果とその医療経済
的効果

渡辺 充伸（江南病院 整
形外科）

骨折
（0287-2285）37巻
Suppl. PageS280
（2015.06）

会議録

2015301312 成長ホルモン製剤のバイオ後続品使
用促進による医療経済学的検討

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部），田原 麻未，
不破 栄里

社会保険旬報
（1343-5728）2604号 
Page10-16（2015.05）

原著論文／
比較研究

2015288094【再生医療-新たな医療を求めて-】 再
生医療と医療経済

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）

日本臨床（0047-1852）
73巻増刊5 再生医療 
Page578-584
（2015.06）

解説／
特集

2015282568 抗菌薬使用の適正化を目的としたラ
ウンド介入が医療経済に及ぼす効果

森脇 典弘（福岡大学病
院 薬剤部），塩塚 昭一，
中野 貴文，佐藤 啓介，
戸川 温，高田 徹，二神 
幸次郎

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）63巻
Suppl.A Page179
（2015.05）

会議録

 
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015306468【小児喘息の治療Update】 小児喘息

へのオマリズマブの適応と使用法
會田 久美子（青森県立
中央病院 小児科），高橋 
良博，渡部 潤子，池田 
保彦，安保 亘

小児科臨床
（0021-518X）68巻8号 
Page1483-1488
（2015.08）

解説／
特集

2015306288 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4
号 Page397-405
（2015.07）

総説

臨床経済学・薬剤経済学



2015305979 乳がん外来化学療法の副作用が日常
生活および労働生産性に及ぼす影響

田中 和秀（岐阜市民病
院 薬剤部），舘 知也，
浅野 祥子，大澤 友裕，
川島 あずさ，堀 晃代，
安田 昌宏，水井 貴詞，
中田 琢巳，土屋 照雄，
寺町 ひとみ，後藤 千寿

医療薬学
（1346-342X）41巻7号 
Page515-526
（2015.07）

原著論文／
比較研究

2015305192 日本のこれからと理学療法　企業で
働く理学療法士

高野 賢一郎（労働者健
康福祉機構関西労災病
院 治療就労両立支援セ
ンター）

理学療法学
（0289-3770）42巻4号 
Page365-369
（2015.06）

解説

2015304652 DPC分析ソフト（Arrows）を用いて
の医療行為・医療収支の比較・検討

吉崎 功一（国家公務員
共済組合連合会新小倉
病院 経営企画課），崎村 
周平，井之上 智行，中村 
圭吾，山内 聡，大石 潔

共済医報
（0454-7586）64巻2号 
Page209-212
（2015.05）

解説

2015304635 21世紀の日本と医療イノベーショ
ン

濱口 道成（名古屋大学） 共済医報
（0454-7586）64巻2号 
Page102-111
（2015.05）

解説

2015304324【ロコモティブシンドロームのすべ
て】ロコモティブシンドロームを構
成する疾患 骨粗鬆症　骨粗鬆症の
治療　リエゾンサービス

萩野 浩（鳥取大学 医学
部 保健学科）

日本医師会雑誌
（0021-4493）144巻特
別1 PageS110-S112
（2015.06）

解説／
特集

2015302790 2型糖尿病における医療情報の収
集、統合、解析の有用性についての
検討

佐藤 直市（飯塚病院），
古賀 秀信，皆元 裕樹，
稗島 武，久川 広則，
眞名子 順一，増本 陽秀，
橋本 新平，重茂 浩美，
小笠原 敦

成人病と生活習慣病
（1347-0418）45巻5号 
Page663-664
（2015.05）

会議録

2015302418 薬剤部における医薬品卸定数在庫管
理後の薬剤経済学的推移と評価

小川 義敬（岩切病院 薬
剤部）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page293
（2015.06）

会議録

2015302417 後発医薬品への切り替えと評価 菱川 真衣（鹿児島厚生
連病院 薬剤科），佐多 
照正，前之原 茂穂

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page292
（2015.06）

会議録

2015302416 島根県立中央病院における後発医薬
品推進への取り組み

丸井 英宣（島根県立中
央病院 物流管理室），金 
聲根

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page292
（2015.06）

会議録

2015302415 後発医薬品推進への取り組み 梅永 真弓（市立ひらか
た病院）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page292
（2015.06）

会議録



2015302356 日本における認知症の社会負担 花岡 晋平（東邦大学 医
学部 社会医学講座），
松本 邦愛，北澤 健文，
瀬戸 加奈子，藤田 茂，
長谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page280
（2015.06）

会議録

2015302355 虚血性心疾患の疾病費用（Cost of 
Illness）の推計

合地 俊治（東邦大学 医
学部社会医学講座），
松本 邦愛，長谷川 友紀

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page280
（2015.06）

会議録

2015301875 1.5TMRI装置アップグレードの検証
について

須藤 敏（横須賀市立市
民病院 医療技術部 放射
線技術科），久保 章

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page199
（2015.06）

会議録

2015301820 臨床工学技士（CE）による透析装置
の保守管理の有用性

大石 竜（昭和大学大学
院 保健医療学研究科），
西堀 英城，的場 匡亮，
上條 由美

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page190
（2015.06）

会議録

2015301312 成長ホルモン製剤のバイオ後続品使
用促進による医療経済学的検討

坂巻 弘之（東京理科大
学 経営学部），田原 麻未，
不破 栄里

社会保険旬報
（1343-5728）2604号 
Page10-16（2015.05）

原著論文／
比較研究

2015300887 OTC薬販売時での薬剤師と登録販
売者の情報授受に関する意識の比較
検討

櫻井 秀彦（北海道薬科
大学 薬事管理学分野），
大久保 文恵，松坂 直樹，
村上 美穂，野呂瀬 崇彦

日本ファーマシューテ
ィカルコミュニケーシ
ョン学会会誌13巻1号 
Page6-18（2015.04）

原著論文／
比較研究

2015300089 回復期病棟でのインフルエンザ流行
に対する医療従事者を含む抗インフ
ルエンザ薬予防投与の費用対効果の
検討

今村 剛（会田記念リハ
ビリテーション病院 内
科），斎藤 亜野，嶋口 
英俊，皆川 頼一，
小野内 健治，市丸 勝二

The Japanese Journal 
of Rehabilitation 
Medicine（1881-3526）
52巻Suppl. PageS352
（2015.05）

会議録

2015297808 骨粗鬆症における治療目標 骨折予
防介入の費用対効果

森脇 健介（神戸薬科大
学）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）89巻2号 
PageS320（2015.03）

会議録

2015297337 ACDFと頸椎椎間板置換術の比較　
一方は他方に対して費用対効果が高
いのか（ACDF vs. cervical disc re-
placement: Is one more cost-eff ec-
tive than the other?）（英語）

Q u r e s h i S h e e r a z
（D e p a r t m e n t o f 
Orthopaedic Surgery 
Mount Sinai Hospital，
I c a h n S c h o o l o f 
Medicine）

日本整形外科学会雑誌
（0021-5325）89巻2号 
PageS48（2015.03）

会議録

2015295915 高齢者向けの作業療法のHOME退
院計画　これは費用対効果の高い実
践か（Occupational therapy HOME 
discharge planning for older adults: 
Is this a cost effective practice?）
（英語）

Wales Kylie（University 
of Sydney），Clemson 
Lindy，Lannin Nata-
sha，Salkeld Glenn，
Cameron Ian

日本作業療法学会抄録集
（1880-6635）48回 
PageRE 3-3-3
（2014.06）

会議録



2015295623 就労中の筋骨格系健康の最適化　
職場文化を変えるための費用対効果
の高い多元的アプローチ（Optimis-
ing Musculo-skeletal Health at 
Work: A cost eff ective multi-facto-
rial approach to changing work-
place culture）（英語）

Farquhar Bronwyn（Far-
quhar Associates）

日本作業療法学会抄録集
（1880-6635）48回 
PageCP 2-4-3
（2014.06）

会議録

2015295391 実践における福祉機器の費用便益研
究　物理的来院を補うためのウェブ
カメラを用いた管理（A cost benefi t 
study of welfare technology in 
practice: Supervision with web 
camera as a complement to physi-
cal visits）（英語）

Dah lbe r g Raymond
（Analyse department，
Swedish Insti tute of 
Assistive Technology
（SIAT））

日本作業療法学会抄録集
（1880-6635）48回 
PagePD 1-7-1
（2014.06）

会議録

2015295217 福祉機器のアクセシビリティと費用
便益　精神障害者の場合（Accessi-
bility and Cost-benefi t of Assistive 
Technology: for Persons with Psy-
chiatric Disabilities）（英語）

Ryden Monica（SIAT，
Swed i sh I n s t i t u t o f 
assistive technology），
Lagerkrans Elisabeth

日本作業療法学会抄録集
（1880-6635）48回 
PageSS 07-6
（2014.06）

会議録

2015294655 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（Cost-effectiveness 
Analysis Introducing Human Papil-
lomavirus DNA Test to Cervical 
Cancer Screening in Japan）（英語）

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

日本癌学会総会記事
（0546-0476）73回 
PageP-1467
（2014.09）

会議録

2015292102 Obstetric News 子宮頸管長全例ス
クリーニングは有用か?　国産婦人
科学会年次総会2015年からの報告
（2）

武久 徹（武久レディー
スクリニック）

臨床婦人科産科
（0386-9865）69巻8号 
Page796-799
（2015.08）

解説

2015292049 Administration Psychiatry　精神疾
患による社会的コスト

佐渡 充洋（慶応義塾大
学 医学部精神・神経科
学教室）

精神科臨床Legato
（2189-4388）1巻2号 
Page60-61（2015.07）

解説

2015291981 スキルアップ講座実況中継　ストレ
スチェック制度から職場環境の見直
しを図る　抑えておくべきストレス
チェック制度のポイント

上柳 聡美（上柳社会保
険労務士事務所）

医療経営士13号 
Page44-45（2015.07）

解説

2015291189【海のむこうの総合診療】 海外の総
合診療を知る　イギリスの総合診療

澤 憲明 治療
（0022-5207）97巻7号 
Page934-938
（2015.07）

解説／
特集

2015290955 バイオシミラー医薬品の登場とわが
国での活用　バイオシミラーへの期
待　医療保険財政からの要請

三宅 真二（慶応義塾大
学 医学部 クリニカルリ
サーチセンター）

臨床医薬
（0910-8211）31巻6号 
Page588-598
（2015.06）

解説

2015290149 地域包括ケアシステムにおいて薬剤
師ができること・すべきこと

手嶋 無限（開生薬局高
田店）

社会医療研究13巻 
Page73-78（2015.03）

解説



2015288094【再生医療-新たな医療を求めて-】 再
生医療と医療経済

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）

日本臨床（0047-1852）
73巻増刊5 再生医療 
Page578-584
（2015.06）

解説／
特集

2015287277 アジアのスキルミクス タイの小児
アレルギー（Pediatric allergy in 
Thailand）（英語）

Poachanukoon Orapan
（Faculty of Medicine，
Thammasat University）

日本小児難治喘息・ア
レルギー疾患学会誌
（1348-1215）13巻2号 
Page58（2015.05）

会議録

2015285073【小児人工内耳の新適応基準】 小児
人工内耳新適応基準における人工内
耳手術

山本 典生（京都大学大
学院 医学研究科 耳鼻咽
喉科・頭頸部外科）

Otology Japan
（0917-2025）25巻2号 
Page144-149
（2015.05）

解説／
特集

2015284485 本邦の高齢者に対する成人用肺炎球
菌ワクチン定期接種プログラムであ
るPPV23単回接種に対するPCV13
とPPV23連続接種の費用効果分析

渡辺 彰（東北大学加齢
医学研究所 抗感染症薬
開発研究部門），井上 
幸恵，大野 孝順

呼吸器内科
（1884-2887）27巻5号 
Page444-454
（2015.05）

原著論文／
比較研究

2015283992 日本における定期接種ワクチンとし
ての小児用13価肺炎球菌結合型ワ
クチンの10価肺炎球菌結合型ワク
チンに対する費用対効果分析

Suaya Jose A.（ファイザ
ー），大野 孝順，Hilton 
B e t s y，F a r k o u h 
Raymond A.，萩原 百合
子，I s t u r i z R a u l，
Adriano Arguedas

小児科臨床
（0021-518X）68巻6号 
Page1197-1217
（2015.06）

原著論文／
比較研究

2015283856 自施設における良質な医薬品の導入
戦略について

小岩 正二（JR東京総合
病院），藏品 良祐，工藤 
陽一，加藤 良治

交通医学
（0022-5274）69巻1-2 
Page56（2015.03）

会議録

2015283079 腰痛に対する鍼灸治療の費用対効果
について

渡辺 雅彦（福島県立盲
学校）

全日本鍼灸学会学術大
会抄録集64回 
Page272（2015.05）

会議録

2015282568 抗菌薬使用の適正化を目的としたラ
ウンド介入が医療経済に及ぼす効果

森脇 典弘（福岡大学病
院 薬剤部），塩塚 昭一，
中野 貴文，佐藤 啓介，
戸川 温，高田 徹，二神 
幸次郎

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）63巻
Suppl.A Page179
（2015.05）

会議録

2015281118 医薬品製造における微生物汚染対策
に関するバリデーション研究
（Validation Study on How to Avoid 
Microbial Contamination during 
Pharmaceutical Production）（英語）

Shintani Hideharu Biocontrol Science
（1342-4815）20巻1号 
Page1-10（2015.03）

総説

2015278704 高齢者における慢性閉塞性肺疾患の
負担（The burden of chronic ob-
structive pulmonary disease in the 
elderly population）（英語）

Koba y a s h i S e i i c h i
（D e p a r t m e n t o f 
Respiratory Medicine，
Japanese Red Cross 
Ishinomaki Hospital），
Y a n a i  M a s a r u，
Hanagama Masakazu，
Yamanda Shinsuke

Respiratory Investiga-
tion（2212-5345）52
巻5号 Page296-301
（2014.09）

原著論文／
比較研究



医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015287162 医学的に難治性のてんかん患者にお

ける迷走神経刺激療法の有益性に関
する日本の単一総合病院の直接医療
費に基づいた分析（Advantages by 
Vagus Nerve Stimulation Therapy 
in Patient in Medically Refractory 
Epilepsy Based on Analysis of Di-
rect Medical Cost of One General 
Hospital in Japan）（英語）

Onomura Akira（Joint 
Graduate Schoo l o f 
Tokyo Women's Medi-
cal University），Yama-
moto Takamichi，Iseki 
Hiroshi，Iwasaki Kiyo-
taka，Umezu Mitsuo

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）
5巻2号 Page111-120
（2015.05）

原著論文／
比較研究

2015278629 婦人科手術におけるロボット工学の
費 用 評 価　 系 統 的 考 察（Cost 
a s s e s s m e n t o f r o b o t i c s i n 
gynecologic surgery: A systematic 
review）（英語）

Iavazzo Christos（Ro-
botic Gynaecology and 
Gynaecological Oncol-
o g y D e p a r t m e n t，
Christie Hospital），Pa-
padopoulou Eleni K.，
Gkegkes Ioannis D.

The Journal of Obstet-
rics and Gynaecology 
Research（1341-8076）
40巻11号 Page2125-
2134（2014.11）

原著論文

2015278557 検査時間を科学的に分析し、待ち時
間を解消する方法の検討

石塚 慎（河野臨床医学
研究所附属北品川クリ
ニック健康医学センタ
ー），岩崎 明美，小谷 
芳和，水垣 活也

Archives of Kohno 
Clinical Medicine 
Research Institute
（0912-9413）29巻 
Page27-29（2013.12）

原著論文

2015278530 次世代の配列決定法は遺伝子変異を
スクリーニングするためのSanger
法に代わることができるか?（Can 
Next-Generat ion Sequencing 
Replace Sanger Sequencing for 
Screening Genetic Variants?）（英
語）

Kawashiri Masa-aki（Di-
vision of Cardiovascular 
Medicine，Kanazawa 
University Graduate 
School of Medicine），
Nomura Akihiro，Konno 
Tetsuo，Hayashi Ken-
shi

Circulation Journal
（1346-9843）
78巻12号 
Page2845-2847
（2014.11）

コメント

2015277776 自家幹細胞移植に先行する高用量化
学療法に対するaprepitantの費用便
益（Cost benefit of aprepitant for 
high-dose chemotherapy prior to 
a u t o l o g o u s  s t e m c e l l 
transplantation）（英語）

Nakamura Ayumi（De-
partment of Pharmacy，
National Hospital Orga-
nization Nagoya Medi-
cal Center），Kojima 
Yuki，Miyazawa Kenji，
Matsumoto Syuichi，
Iida Hiroatsu，Naoe 
Tomoki，Nagai Hiroka-
zu

臨床血液
（0485-1439）
55巻9号 Page1635
（2014.09）

会議録



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015307015 新興国の医療保障制度　新興国の

医療保障制度情報を把握する意義
（下）

玉川 淳 社会保険旬報
（1343-5728）2611号 
Page36-40（2015.08）

解説

2015306038【国家的大規模研究から分かること、
分からないこと】 大規模データとし
てのメディケイドデータベース　ア
メリカ公的医療制度データの研究応
用

工藤 由佳（慶応義塾大
学 医学部 精神・神経科
学教室），中川 敦夫

臨床精神薬理
（1343-3474）
18巻8号 
Page1001-1006
（2015.08）

解説／
特集

2015301680 消えてゆく病床　待ったなしの医療
制度改革　自院の位置づけを明確に
出来ない病院に明日はない

楠山 龍（匡慈会中谷医
科歯科病院 総務部）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. 
Page163（2015.06）

会議録

2015291923 新興国の医療保障制度　新興国の
医療保障制度情報を把握する意義
（上）

玉川 淳 社会保険旬報
（1343-5728）2610号 
Page10-17（2015.07）

解説

2015291233 保険の教室 保険薬剤師　おしごと
ブラッシュアップ!!　番外編　HIV
に感染した患者さんの公費負担医療
制度　薬剤服用歴と保険調剤請求
業務

山口 路子（オフィスシ
リウス）

Rp.レシピ14巻3号 
Page242-246
（2015.07）

解説

2015290955 バイオシミラー医薬品の登場とわが
国での活用　バイオシミラーへの期
待　医療保険財政からの要請

三宅 真二（慶応義塾大
学 医学部 クリニカルリ
サーチセンター）

臨床医薬
（0910-8211）31巻6号 
Page588-598
（2015.06）

解説

2015289546 今後の日本の医療制度のあり方を検
討するための準備的考察　アメリカ
の医療制度改革の歴史に焦点を当て

坂本 圭（川崎医療福祉
大学 医療福祉マネジメ
ント学部）

日本医療経営学会学術
総会プログラム・抄録
集13回 Pagenp5
（2014.11）

会議録

2015284236 今後の医療保険施策の動向について 佐々木 健（厚生労働省 
保険局 医療課）

日本臨床皮膚科医会雑誌
（1349-7758）32巻3号 
Page312（2015.05）

会議録

2015278152 日本の離島住民における基本健診に
よる健康追及行動とその後の医療費
との関係（Relationship between 
Health-Seeking Behavior by Basic 
Health Examination and Subse-
quent Health Expenditure among 
Remote Island Inhabitants of Ja-
pan）（英語）

Kinjo Aya（Division of 
Environmental and Pre-
ventive Medicine，De-
pa r tmen t o f Soc i a l 
Medicine，School of 
Medicine，Tottori Uni-
versity Faculty of Medi-
cine），Myoga Yoshi-
nori，Osaki Yoneatsu

Yonago Acta Medica
（0513-5710）
57巻3号 
Page103-107
（2014.09）

原著論文／
比較研究



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
2015306049 私が歩んだ向精神薬開発の道　秘

話でつづる向精神薬開発の歴史（第
49回）　第二世代抗精神病薬の開発
物語　大olanzapineの登場（その3）　
Olanzapineの緊急安全性情報の教
えたこと

村崎 光邦（CNS薬理研
究所）

臨床精神薬理
（1343-3474）18巻8号 
Page1089-1100
（2015.08）

解説

2015305316 希少疾病・難病の治験の現状（第2
報）　製薬企業の意識調査

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

Clinical Research 
Professionals48号 
Page5-14（2015.06）

原著論文

2015300552 バイオ医薬品の開発戦略　薬剤学会
マスタープランの具現化を目指して 
我が国における医薬品開発の現状と
課題　社会保障財政の健全化と医
薬品産業の発展に向けて

江崎 禎英（経済産業省 
商務情報政策局 ヘルス
ケア産業課）

日本薬剤学会年会講演
要旨集30年会 
Page25（2015.05）

会議録

2015300547 最新科学が切り拓く個別化医療の未
来 個別化医療の現状と将来　製薬
企業の立場から

廣橋 朋子（ファイザー 
クリニカルリサーチ統
括部 オンコロジー領域）

日本薬剤学会年会講演
要旨集30年会 
Page18（2015.05）

会議録

2015291923 新興国の医療保障制度　新興国の
医療保障制度情報を把握する意義
（上）

玉川 淳 社会保険旬報
（1343-5728）2610号 
Page10-17（2015.07）

解説

2015291565 新薬創出等加算制度が日本の産業構
造転換とGDP成長に果たす役割に
関する研究

柿原 浩明（京都大学 大
学院 薬学研究科 医薬産
業政策学講座），山口 
道利，田村 正興，馬 欣欣，
米田 紘康

社会保険旬報
（1343-5728）2609号 
Page26-31（2015.07）

解説

2015290985 リスクベースアプローチによる晶析
工程の制御システム開発　ダイナミ
ックシミュレーションを用いたプロ
セスモデリングと解析と実装

倉田 啓二（片山製薬所
富山工場），松木 章洋，
小路 通孝，山田 貴嗣

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻10号 Page1927-
1931（2015.07）

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
2015301655 原価管理システムを活用した手術室

の課題抽出と改善に向けて
坂田 康則（公立豊岡病
院組合立豊岡病院 管理
部 財務課）

日本医療マネジメント
学会雑誌（1881-2503）
16巻Suppl. Page150
（2015.06）

会議録

2015291769 新薬の薬価算定（原価計算方式）に
おける平均的利益率の補正の定量的
評価

小林 江梨子（千葉大学
大学院 薬学研究院社会
薬学），成川 衛，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7号 P a g e433-
437（2015.07）

原著論文



2015290956 バイオシミラー医薬品の登場とわが
国での活用　コスト構造から見た
BSとGEの相違　BS事業化の課題

蒲池 信一（日医工） 臨床医薬
（0910-8211）
31巻6号 Page599-
604（2015.06）

解説

2015289544 世界売上高上位製薬企業の国際戦
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）

日本医療経営学会学術
総会プログラム・抄録
集13回 
Pagenp3（2014.11）

会議録

2015287167【未承認薬問題への取り組み】 
PMDAにおける小児医薬開発の促進
に向けた取り組み

関水 匡大（医薬品医療
機器総合機構 新薬審査
第五部）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）
5巻2号 Page159-166
（2015.05）

解説／
特集

2015287166【未承認薬問題への取り組み】 小児
医薬品開発の推進を目指した製薬企
業の取り組み

尾崎 雅弘（日本製薬工
業協会）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）
5巻2号 Page151-158
（2015.05）

解説／
特集

2015287164【未承認薬問題への取り組み】 未承
認薬・適応外薬に対する製薬企業の
取組みと今後の課題

佐藤 弘之（日本製薬工
業協会）

レギュラトリーサイエ
ンス学会誌
（2185-7113）
5巻2号 Page135-140
（2015.05）

解説／
特集

2015282406 創薬の将来 抗感染症薬の研究開発
を手がけている国内企業の視点から

山野 佳則（塩野義製薬
コア疾患創薬研究所）

日本化学療法学会雑誌
（1340-7007）63巻
Suppl.A Page107
（2015.05）

会議録

2015280713 動物実験における3Rの現状と将来 
実験動物研究における3Rに向けた
日本製薬工業協会の取り組み（Cur-
rent and future aspect of 3Rs in 
animal experiments Activities of 
the Japan Pharmaceutical Manu-
facturers Association for the 3Rs 
in laboratory animal studies）（英語）

Watanabe Hidenori（JA-
PAN TOBACCO Cen-
tral Pharmaceutical In-
stitute）

AATEX: Alternatives to 
Animal Testing and 
EXperimentation
（1344-0411）19巻
Suppl. 
Page130（2014.12）

会議録


