
医療経済関係研究論文（11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
2015324132【家族性腫瘍学-家族性腫瘍の最新研

究動向-】 家族性腫瘍（遺伝性腫瘍）
の医療経済

伊藤 道哉（東北大学大
学院 医学系研究科 医療
管理学分野）

日本臨床（0047-1852）
73巻増刊6 
家族性腫瘍学 
Page588-593
（2015.08）

解説／
特集

2015324028 感染対策の弱点克服!レベルアップ
のための特別講義（第27回）　感染
予防活動の成果を示そう!知ってお
きたい医療経済評価　医彫経済評
価ってどういうもの?

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）
24巻9号 Page891-
895（2015.09）

解説

2015323812 在宅医療推進における薬剤師のかか
わり（第1回）　地域医療行政の立場
からの薬剤師への期待

佐々木 昌弘（厚生労働
省 医政局 地域医療計画
課 在宅医療推進室）

ファルマシア
（0014-8601）
51巻8号 Page785-
788（2015.08）

解説

2015322216 医療政策の今後の方向性と歯科医療 村上 正泰（山形大学 院
医・医療政策）

日本口腔インプラント
学会誌（0914-6695）
28巻2号 Page175-
176（2015.06）

会議録

2015314286 胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除
術（LADG/LDG）の医療経済面の課
題

保谷 芳行（東京慈恵会
医科大学附属第三病院 
外科），渡部 篤史，仲吉 
朋子，岡本 友好，三森 
教雄，矢永 勝彦

日本胃癌学会総会記事
87回
Page313（2015.03）

会議録

2015307374 疫学・統計解析シリーズ　医療関連
感染領域の医療経済評価における有
効性の評価手法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
29巻6号
Page396-404
（2014.11）

解説



 
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015342450 産業医に役立つ最新の研究報告　

グローバル化社会の健康課題
青山 温子（名古屋大学
大学院 医学系研究科 国
際保健医療学・公衆衛
生学分野）

産業医学ジャーナル
（0388-337X）
38巻5号 
Page71-76（2015.09）

解説

2015342406 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
政策学）

臨床医薬（0910-8211）
31巻8号 Page784-
789（2015.08）

解説

2015342403 バイオシミラーの開発と使用促進に
むけて　医療産業におけるバイオシ
ミラー（後続品）の位置付けと薬剤
師の役割

佐々木 均（長崎大学病
院 薬剤部）

臨床医薬（0910-8211）
31巻8号 Page763-
770（2015.08）

解説

2015342402 ジェネリック・バイオシミラーのさ
らなる使用促進への挑戦

川上 純一（浜松医科大
学医学部附属病院 薬剤
部）

臨床医薬（0910-8211）
31巻8号 Page755-
762（2015.08）

解説

2015342289【アルコール医学・医療の最前線
2015 Update】 アルコールの基礎医
学　アルコールの疫学　わが国の飲
酒行動の実態とアルコール関連問題
による社会的損失

尾崎 米厚（鳥取大学 医
学部 社会医学講座 環境
予防医学分野）

医学のあゆみ
（0039-2359）
254巻10号 
Page896-900
（2015.09）

解説／
特集

2015342105【内科プライマリケアのための消化
器診療Update】　海外の医師が見た
日本の消化器診療 日本の消化器診
療に対する一考察

Symonds Gabriel（大船
中央病院 消化器・IBD
センター）

Medicina
（0025-7699）
52巻10号 Page1797-
1799（2015.09）

解説／
特集

2015341387 ビタミンの目標量を考える 田中 清（京都女子大学 
家政学部 食物栄養学
科），青 未空，桑原 晶子

ビタミン
（0006-386X）
89巻8号 Page406-
408（2015.08）

解説

2015341376 新・相談コーナー　せんせい教えて
ください!　ジェネリック医薬品を
使用すると医療費が安くなるそうで
すが、なぜですか?

福島 英生（熊本県立大
学 環境共生学部）

さかえ: 月刊糖尿病ライ
フ55巻6号 
Page54-55（2015.06）

Q&A

2015340444【精神疾患の長期的転帰の改善を目
指して】 うつ病の電気けいれん療法
は長期的転帰を改善するか

野田 隆政（国立精神・
神経医療研究センター
病院 精神科）

精神科（1347-4790）
27巻2号 Page122-
126（2015.08）

解説／
特集

2015340113 残薬の薬効分類から見える医薬品の
傾向と薬剤師が介入する薬学的管理
や医療費削減

柳澤 奈緒樹（あたご薬
局），現海 卓也，木村 
朋貴，高田 智成，森山 
眞之助，山口 大輔

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集18回 
Page144（2015.06）

会議録

臨床経済学・薬剤経済学

2015307373 疫学・統計解析シリーズ　医療関連
感染領域の医療経済評価における費
用の評価手法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
29巻6号 Page387-
395（2014.11）

解説



2015339998 医薬品の情報に関わるビッグデータ
について知る　医薬品の情報を正し
く捉えるために 大規模医療情報デ
ータベースを利用した診療プロセス
の分析

石川 ベンジャミン光一
（国立がん研究センター
がん対策情報センター 
がん統計研究部 がん医
療費調査室）

日本医薬品情報学会総
会・学術大会講演要旨
集18回
Page66（2015.06）

会議録

2015339139 肺炎球菌ワクチンの歴史と効果 永井 英明（国立病院機
構東京病院 呼吸器セン
ター）

呼吸器内科
（1884-2887）28巻1号 
Page69-74（2015.07）

解説

2015334503 薬剤師の半日常駐での医薬品管理と
コスト漏れ対応

倉持 純子（国立病院機
構埼玉病院 薬剤科），
油布 朋子，百武 宏志，
荒牧 良彦

日本手術医学会誌
（1340-8593）
36巻2号 Page161-163
（2015.05）

解説

2015332557 前立腺がん検診における年齢階級別
費用効果分析

沖原 宏治（京都府立医
科大学 泌尿器科），伊藤 
一人，三木 恒治，鈴木 
和浩，飯沼 武

日本腎泌尿器疾患予防
医学研究会誌
（1347-5010）22巻1号 
Page67-69（2014.04）

原著論文／
比較研究

2015332285 当院における輸血用血液製剤の分割
について

飛内 英里（東京慈恵会
医科大附属病院 輸血
部），長谷川 智子，市井 
直美，芳村 浩明，伊藤 
幸子，石橋 美由紀，石井 
謙一郎，山下 香奈子，
岡田 亜由美，平林 有美子，
早川 修司，笠間 絹代，
加藤 陽子，田崎 哲典

日本輸血細胞治療学会誌
（1881-3011）
61巻2号
Page254（2015.04）

会議録

2015330671 成人眼科検診は必要か? 成人眼科検
診の医学的効果と費用対効果

山田 昌和（杏林大学） 日本眼科学会雑誌
（0029-0203）
119巻臨増 Page67
（2015.03）

会議録

2015330669 成人眼科検診は必要か? 医療におけ
る公的検診の位置づけ

後藤 励（京都大学白眉
センター）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）119巻臨
増 Page66（2015.03）

会議録

2015330664 新たな医療技術評価軸による診療報
酬の考え方 多焦点眼内レンズ（白内
障手術）の臨床経済評価の研究

田倉 智之（大阪大学 医
療経済産業政策学）

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）
119巻臨増 
Page62（2015.03）

会議録

2015327222 日本における心房細動に対する高周
波カテーテルアブレーションと内科
的治療の費用対効果比較　心房細
動に対する費用効果（Cost Effec-
tiveness of Radiofrequency Cathe-
ter Ablation Versus Medical Treat-
ment for Atrial Fibrillation in Japan: 
Cost Performance for Atrial Fibril-
lation）（英語）

Noro Mahito（Division 
of Cardiovascular Medi-
cine，Toho University 
Ohashi Medical Cen-
ter），Kujime Shingo，
Itoh Naoshi，Enomoto 
Yoshinari，Moriyama 
Akiyoshi，Sakai Tsuyo-
sh i，Saka ta Takao，
Sugi Kaoru

Circulation Journal
（1346-9843）
75巻Suppl.I 
Page13（2011.03）

会議録



2015325027【地域包括ケアシステムの中でOTは
何ができるのか】 介護予防・日常生
活支援総合事業と作業療法

谷川 真澄（なるざ） 作業療法ジャーナル
（0915-1354）
49巻10号 Page1000-
1007（2015.09）

解説／
特集

2015324308 知ってますか　病院経営と看護管理
入門（第3回）　病院経営の重要ポイ
ント知っていますか?

木村 憲洋（高崎健康福
祉大学）

看護のチカラ
20巻432号 
Page69-71（2015.08）

解説

2015324132【家族性腫瘍学-家族性腫瘍の最新研
究動向-】 家族性腫瘍（遺伝性腫瘍）
の医療経済

伊藤 道哉（東北大学大
学院 医学系研究科 医療
管理学分野）

日本臨床（0047-1852）
73巻増刊6 家族性腫瘍
学 Page588-593
（2015.08）

解説／
特集

2015324028 感染対策の弱点克服!レベルアップ
のための特別講義（第27回）　感染
予防活動の成果を示そう!知ってお
きたい医療経済評価　医彫経済評
価ってどういうもの?

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）
24巻9号 
Page891-895
（2015.09）

解説

2015323794 タクロリムスの年間費用に及ぼす製
剤的要因DDS製剤と患者側要因
CYP3A5遺伝子多型の影響

加藤 正太郎（秋田大学
医学部附属病院 薬剤
部），佐々木 克也，三浦 
昌朋

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）
51巻8号 Page985-
988（2015.08）

原著論文／
比較研究

2015323197【岐路に立つ臨床研究-新たな品質管
理基準の動向-】 今後の臨床研究の
方向性　介入研究からデータ研究へ

川上 浩司（京都大学大
学院 医学研究科 薬剤疫
学・臨床研究管理学）

化学療法の領域
（0913-2384）
31巻8号 Page1700-
1704（2015.07）

解説／
特集

2015322977 超高齢社会を乗り切る漢方の知恵 渡辺 賢治（慶応義塾大
学 環境情報学部）

痛みと漢方
（0916-7145）25巻 
Page35-42（2015.05）

総説

2015322570【必携　小児の医療費助成・福祉制
度の知識2015】 ピンポイント小児
医療　小児の医療費助成　感染症
にかかわる療育給付と医療費助成　
予防接種による健康被害に対する救
済制度

宮入 烈（国立成育医療
研究センター 感染症科）

小児内科
（0385-6305）
47巻7号 
Page1191-1195
（2015.07）

解説／
特集

2015322100【ICS/LABA新規配合剤「フルティフ
ォーム」が喘息治療にもたらすIm-
pact】 GINAが目指す喘息治療　ア
ドヒアランス向上にフルティフォー
ムが貢献できること

相良 博典（昭和大学 医
学部内科学講座 呼吸器・
アレルギー内科学部門）

吸入療法
（1883-2679）
7巻2号
Page24-30（2015.07）

解説／
特集

2015321669【創閉鎖法の進歩】 大腸手術におけ
るトリクロサンコーティング縫合糸
の有用性の検討　前向き無作為比
較試験

中村 透（手稲渓仁会病
院 外科），樫村 暢一，
安保 義恭，高田 実，
中村 文隆

日本外科感染症学会雑誌
（1349-5755）
12巻3号
Page175-182
（2015.06）

原著論文／
ランダム化
比較試験／
特集



2015320455 クリニカル・パスと薬剤師　計画と
実践のノウ・ハウ　手術関連クリニ
カルパスの抗菌薬適正化に向けた薬
剤師の取り組み

岸川 礼子（長崎大学病
院 薬剤部），室 高広，
佐々木 均，北原 隆志

医薬ジャーナル
（0287-4741）
51巻7号 
Page1763-1768
（2015.07）

解説

2015320282 仮想評価法を用いた自殺対策への支
払意思額の推定　大学生への横断
的質問紙調査

末木 新（和光大学 現代
人間学部 心理教育学
科）

こころの健康
（0912-6945）
30巻1号 
Page42-53（2015.06）

原著論文

2015319253 他科に聞くシリーズ　うつ病の診断
と治療

野田 隆政（国立精神・
神経医療研究センター
病院）

日本臨床内科医会会誌
（0914-9627）
30巻1号 
Page104-108
（2015.06）

解説

2015319159 心臓リハビリテーションの費用効用
分析

原 湖楠（東京大学 医学
部 医学科），福村 和也，
小林 廉毅，小室 一成，
中島 敏明

心臓リハビリテーショ
ン20巻1号
Page156-159
（2015.03）

原著論文／
比較研究

2015317867 視機能看護の社会的貢献度を測る 
視覚障害の社会的コストと白内障手
術の費用対効果

平塚 義宗（国立保健医
療科学院）

日本視機能看護学会研
究発表収録30回 
Page22-24（2015.03）

解説

2015307653 シェーグレン症候群の効率的診断は
患者の負担を減少させる（Effi  cient 
diagnosis of Sjogren's syndrome to 
reduce the burden on patients）（英
語）

N i i k u r a A s u m i J .
（Department of Clinical 
P a t h o p h y s i o l o g y，
Tsu rumi Un i ve r s i t y 
D e n t a l H o s p i t a l），
Yamachika Shigeo，
Y a m a m o t o K e n，
Okamoto Mar iko R.，
I k e d a  Y u k o  F .，
Nakamura Sachika，
Oda Etsuko，Imamura 
T a k a h i r o K .，Sa i t o 
I c h i r o，N a k a g a w a 
Yoichi

Modern Rheumatology
（1439-7595）
25巻1号 
Page100-104
（2015.01）

原著論文／
比較研究

2015307374 疫学・統計解析シリーズ　医療関連
感染領域の医療経済評価における有
効性の評価手法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
29巻6号 
Page396-404
（2014.11）

解説

2015307373 疫学・統計解析シリーズ　医療関連
感染領域の医療経済評価における費
用の評価手法

福田 治久（九州大学大
学院 医学研究院）

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
29巻6号 
Page387-395
（2014.11）

解説



医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015342421 新興国の医療保障制度　トルコの医

療保障制度
坂井 剛志，玉川 淳 社会保険旬報

（1343-5728）2614号 
Page18-28（2015.09）

解説

2015342006 医事業務ビギナーズ（第2回）　医療
保険の仕組みと種類

藤本 武志（相和会渕野
辺総合病院 医事課）

医事業務
22巻479号 
Page47-50（2015.09）

解説

2015342005 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2回）　平成26年度診療報酬改定
で創設された地域包括ケア病棟の役
割と現状

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479号 
Page44-46（2015.09）

解説

2015339286 我が国の医療保険制度（第6回）　医
療従事者として認識すべき医療保険
制度

向本 時夫 福島医学雑誌
（0016-2582）65巻2号 
Page61-64（2015.06）

解説

2015335091 ケアとして知っておきたい　経済的
問題と役立つ制度（第7回）　臨床で
はだれも教えてくれない制度　医療
保険・がん保険

岸 あさこ 看護技術
（0449-752X）
61巻8号 Page823-
827（2015.07）

解説

2015334529 データヘルス計画の視点からみた循
環器病予防 データヘルス計画の推
進に向けて　健康増進に向けた医療
保険者の機能強化

岩井 恒太（厚生労働省 
保健局 保険課）

日本循環器病予防学会
誌
（1346-6267）50巻2号
Page99（2015.06）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015330562 急性胆嚢炎における早期胆嚢摘出術

とinterval胆嚢摘出術の実医療費の
比 較 分 析（Analysis of actual 
healthcare costs of early versus 
interval cholecystectomy in acute 
cholecystitis）（英語）

T a n  C h e r y l 
H.M.（Department of 
General Surgery，Tan 
Tock Seng Hospital），
P a n g T o n y C . Y .，
Woon Winston W.L.，
Low Jee Keem，Jun-
narkar Sameer P.

Journal of Hepato-Biliary-
Pancreatic Sciences
（1868-6974）
22巻3号 
Page237-243（2015.03）

原著論文／
比較研究

2015318114 DPCデータからみた急性膵炎の在
院日数および医療費の分析　重症度
に関する検討

村田 篤彦（産業医科大
学 公衆衛生学），真弓 
俊彦，岡本 好司

日本腹部救急医学会雑
誌（1340-2242）
35巻4号 Page361-
365（2015.05）

原著論文／
比較研究



2015326013 本邦の医療制度再建における心臓専
門医の役割 地方のプライマリケア
ネットワークのための心臓CTの役
割（Roles of Cardiologists in the 
Reconstruction of Medical System 
in Japan Role of Cardiac CT for 
Local Primary Care Network）（英
語）

Y o s h i d a J y u n i c h i
（C a r d i o v a s c u l a r 
Cen te r，Amagasak i 
C e n t r a l H o s p i t a l），
Koma t s u S e i，Ima i 
A t s u k o，O h a r a 
T o m o k i，K a m a t a 
Teruaki，Yoneda Mai，
Ni sh i u ch i Kou i c h i，
Na k a g awa S h u n j i，
M i y a c h i K a z u a k i，
Shimizu Yoshinobu，
Takewa Mi t suh i ko，
Kodama Kazuhisa

Circulation Journal
（1346-9843）
75巻Suppl.I 
Page55（2011.03）

会議録

2015326012 本邦の医療制度再建における心臓専
門医の役割 地域医療革新のための
努力　新設された講座「循環呼吸医
療再生フロンティア講座」の課題
（Roles of Cardiologists in the Re-
construction of Medical System in 
Japan An Endeavor for Regional 
Medical Renovation: Challenge of 
Newly Founded Department Car-
diovascular Respiratory Frontier of 
Medical Renovation"）（英語）"

H a s e b e N a o y u k i
（C a r d i o v a s c u l a r，
R e s p i r a t o r y a n d 
Neurology Division，
Department of Internal 
Medicine，Asahikawa 
Medical University）

Circulation Journal
（1346-9843）
75巻Suppl.I 
Page54-55（2011.03）

会議録

2015326011 本邦の医療制度再建における心臓専
門医の役割 農村部における心臓血
管救急ケアの現状と問題点　能登
半島地域における研究（Roles of 
Cardiologists in the Reconstruction 
of Medical System in Japan Cur-
rent Status and Problems of Car-
diovascular Emergency Care in 
Rural Area: Study in Noto Peninsu-
la Area）（英語）

Kita Yoshihito（Internal 
M e d i c i n e，Wa j i m a 
Municipal Hospital），
O y a m a K o i c h i，
Ma t umo t o H i r o s h i，
Fujino Noboru，Konno 
T e t s u o，O i w a k e 
Hisanori

Circulation Journal
（1346-9843）
75巻Suppl.I 
Page54（2011.03）

会議録

2015326010 本邦の医療制度再建における心臓専
門医の役割 地域医療サービスの「崩
壊」に直面した「心臓専門医」に必
要なものとは（Roles of Cardiolo-
gists in the Reconstruction of 
Medical System in Japan What 
We Need for the Cardiologist" in 
the Face of the "Collapse"of Com-
munity Medical Service?）（英語）"

Yoshida Kazuyo（Center 
for Graduate Medical 
Education Development 
and Research，Saga 
University Hospital），
Node Koichi

Circulation Journal
（1346-9843）
75巻Suppl.I 
Page54（2011.03）

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
2015341150 診療報酬改定による抗不安・睡眠薬

の高用量・多剤処方の変化
奥村 泰之（医療経済研
究機構 研究部），稲田 
健，松本 俊彦，
清水 沙友里

臨床精神薬理
（1343-3474）
18巻9号 Page1173-
1188（2015.09）

原著論文／
比較研究

2015323062 回復期リハビリテーション病棟にお
ける中等度・重度嚥下障害患者層の
変化　2012（平成24）年度診療報
酬改定の影響（第2報）

佐藤 新介（西広島リハ
ビリテーション病院 リ
ハビリテーション科），
岡本 隆嗣，荒川 良三，
沖田 啓子，渡邉 光子

Jou rna l o f C l i n i ca l 
Rehabilitation
（0918-5259）
24巻8号 P a g e841-
844（2015.08）

原著論文／
比較研究

2015326009 本邦の医療制度再建における心臓専
門医の役割 心臓専門医は冠動脈病
変ばかりでなく患者も治療すべきで
ある　JCS訓練カリキュラムに従っ
たトレーニングの重要性（Roles of 
Cardiologists in the Reconstruction 
of Medical System in Japan Cardi-
ologist Should Treat not Only the 
Coronary Lesion but the Patients: 
Importance of Training According 
to the JCS Training Curriculum）（英
語）

H a n a d a H i r o y u k i
（E m e r g e n c y a n d 
D isas te r Med ic ine，
Hi rosak i Un ive rs i t y 
School of Medicine），
Okumura Ken，Higuma 
T a k u m i，O s a n a i 
Tomohiro

Circulation Journal
（1346-9843）
75巻Suppl.I 
Page54（2011.03）

会議録

2015324550 新興国の医療保障制度　ブラジルの
医療保障制度

玉川 淳，筆坂 哲人 社会保険旬報
（1343-5728）2613号 
Page26-34（2015.08）

解説

2015324414 新興国の医療保障制度　ロシアの医
療保障制度

筆坂 哲人，玉川 淳 社会保険旬報
（1343-5728）2612号 
Page22-30（2015.08）

解説

2015322574【必携　小児の医療費助成・福祉制
度の知識2015】 ピンポイント小児
医療　小児の福祉制度　生活に困
っているときに関する援護と保障　
医療保険の現状と改正国民健康保
険法

原田 正平（国立成育医
療研究センター研究所 
マススクリーニング研
究室）

小児内科
（0385-6305）
47巻7号 
Page1209-1211
（2015.07）

解説／
特集

2015307703 皆保険に向けたベトナムの公的医療
保険　その設計と組織的実践におけ
る難問、課題および問題の特定
（Public health Insurance in Viet-
nam towards Universal Coverage: 
Identifying the challenges，issues，
and problems in its design and or-
ganisational practices）（英語）

Matsush ima Mido r i
（Osaka University of 
Commerce），Yamada 
Hiroyuki

国際保健医療
（0917-6543）
29巻4号 
Page289-297
（2014.12）

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
2015342598 米国治験事情　製薬産業と臨床開

発の実際（第23回）　2014年の
CDER承認新薬

小 河 貴 裕（SENJU 
USA）

Clinical Research 
Professionals49号 
Page72-78（2015.08）

解説

2015342571 バイオ医薬品製造および品質試験に
おけるアウトソーシングの動向

岡村 元義（ファーマト
リエ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻12号 Page2315-
2326（2015.09）

解説

2015342405 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）

臨床医薬（0910-8211）
31巻8号 Page778-
783（2015.08）

解説

2015342403 バイオシミラーの開発と使用促進に
むけて　医療産業におけるバイオシ
ミラー（後続品）の位置付けと薬剤
師の役割

佐々木 均（長崎大学病
院 薬剤部）

臨床医薬（0910-8211）
31巻8号 Page763-
770（2015.08）

解説

2015341752 視神経網膜保護の基礎と臨床最前
線 網膜色素変性に対するDrug re-
profiling戦略によるオーファンドラ
ッグの開発

眞島 行彦（アールテッ
ク・ウエノ）

眼薬理
（0914-1405）29巻1号 
Page54-58（2015.08）

解説

2015340638 臨床研究支援に対する製薬協の取り
組み

田中 徳雄（日本製薬工
業協会）

薬学図書館
（0386-2062）60巻3号 
Page219-224
（2015.07）

解説

2015339567 Drug re-profiling戦略によるオーフ
ァンドラッグ網膜色素変性治療薬の
開発　点眼液による後眼部疾患の治
療への挑戦

眞島 行彦（アールテッ
ク・ウエノ）

別冊Bio Clinica: 慢性
炎症と疾患4巻3号 
Page158-164
（2015.08）

解説

2015323870【個別化医療とコンパニオン診断薬
を取り巻く現状と問題点】 医薬品開
発企業の立場からの開発事例および
問題提起

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）

医薬ジャーナル
（0287-4741）
51巻8号 Page1933-
1935（2015.08）

解説／
特集

2015323744（第1章）オープンイノベーションに
よる薬づくりへの期待　製薬企業に
おけるオープンイノベーションの新
しい潮流

坂田 恒昭（大阪大学大
学院 基礎工学研究科）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）31巻11
別冊 Page2232-2235
（2015.08）

解説

2015323743（第1章）オープンイノベーションに
よる薬づくりへの期待　薬づくりの
新しいモデルとは?

神沼 二眞（サイバー絆
研究所）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）31巻11
別冊 Page2230-2231
（2015.08）

解説

2015307379 診療報酬改定による医療施設の感染
防止対策の変化

前澤 佳代子（国際医療
福祉大学 薬学部），寺島 
朝子，黒田 裕子，
堀 誠治，木津 純子

日本環境感染学会誌
（1882-532X）
29巻6号 P a g e429-
436（2014.11）

原著論文



2015323729 オープンイノベーションによる画期
的新薬の創生を目指して

坂田 恒昭（大阪大学大
学院 基礎工学研究科）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻11号 Page2075-
2080（2015.08）

解説

2015323189【岐路に立つ臨床研究-新たな品質管
理基準の動向-】 臨床研究の品質の
向上のための政策の動向

宮田 俊男（日本医療政
策機構）

化学療法の領域
（0913-2384）31巻8号 
Page1634-1642
（2015.07）

解説／
特集

2015320170【レギュラトリーサイエンス　推進
のための人材育成】 製薬企業として
のレギュラトリーサイエンス教育へ
の要望と、レギュラトリーサイエン
ス教育を受けた人材のニーズ

稲垣 治（日本製薬工業
協会），日本製薬工業協
会医薬品評価委員会

ファルマシア
（0014-8601）
51巻7号 
Page675-678
（2015.07）

解説／
特集

2015307897 医薬情報担当者（MR）から見た医療
機関における使用成績調査の実態に
関するアンケート調査

渡邉 達也（北里大学大
学院 薬学研究科 臨床医
学医薬開発学），成川 衛

医療薬学（1346-342X）
41巻2号 Page57-65
（2015.02）

原著論文


