
医療経済関係研究論文（12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
2015374765 小児医療政策に関して一言 衞藤 義勝（脳神経疾患

研究所 先端医療研究セ
ンター）

小児保健研究
（0037-4113）
74巻4号 Page487-
490（2015.07）

解説

2015368867 SELECT BC試験におけるHRQOL
と医療経済評価

遠山 竜也（名古屋市立
大学医学部附属病院 乳
腺内分泌外科），渡辺 
隆紀，下妻 晃二郎，
白岩 健，福田 敬，毛利 
光子，上村 夕香理，
川原 拓也，萩原 康博，
大橋 靖雄，向井 博文

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集23回 
Page303（2015.07）

会議録

2015365076 医療経済を考えたESA製剤の使い
方

三木 康正（姫路田中病
院 透析室），川頭 将人，
李 泰浩，田中 和具

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）48巻
Suppl.1 
Page658（2015.05）

会議録

2015364713 腹膜透析（PD）の医療経済性に関す
る認識度調査　PDを行っている
300施設へのアンケート調査から

西山 強（所沢腎クリニ
ック），佐藤 忍，遠藤 
政博，中元 秀友

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）48巻
Suppl.1 
Page594（2015.05）

会議録

2015364007 当院におけるオーバーナイト透析の
実際　医療経済の観点より

畠山 岳士（富田クリニ
ック第二富田クリニッ
ク），上薗 友輝，森本 
和重，氏福 隆一，久保 
哲哉，廣川 隆一，富田 
耕彬

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）48巻
Suppl.1 
Page476（2015.05）

会議録



2015363411 オンラインHDFの現状と将来展望 
医療経済より見たオンラインHDFの
現状と将来

武本 佳昭（大阪市立大
学医学部附属病院 人工
腎部透析室），長沼 俊秀

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）48巻
Suppl.1 
Page355（2015.05）

会議録

2015363293 透析と医療経済 武本 佳昭（大阪市立大
学医学部附属病院 人工
腎部透析室），長沼 俊秀

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）48巻
Suppl.1 
Page325（2015.05）

会議録

2015361834 戦中期の医療体制整備と戦後医療
政策の展開

宗前 清貞（大阪薬科大
学 人間文化学グループ）

大阪薬科大学紀要9巻 
Page19-33（2015.03）

解説

2015360388 呼吸器専門医過疎地域における呼吸
器医療の取り組み 医療行政の視点
から

古元 重和（千葉県健康
福祉部）

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）4巻増刊 
Page27（2015.03）

会議録

2015359511 医療・病院をめぐる文献ガイド 医
療経済学領域を知る文献

井伊 雅子（一橋大学大
学院 国際・公共政策大
学院）

病院（0385-2377）74
巻10号 Page766-769
（2015.10）

解説

2015359144 感染対策の弱点克服!レベルアップ
のための特別講義（第28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　医療経済評
価をやってみよう!

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10号 Page980-
983（2015.10）

解説

2015355690 最近のわが国における歯科医療政策
のトピックス　医療費適正化施策の
動きと歯科保健医療サービスの展望

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3号 Page202-
209（2015.06）

解説

2015350108 肥満が2型糖尿病の医療経済に及ぼ
すインパクト

楠 知里（滋賀医科大学 
糖尿病・腎臓・神経内
科），荒木 信一，宮澤 
伊都子，卯木 智，根本 
憲一，関根 理，森野 
勝 太 郎， 川 合 寛 道，
宇津 貴，柏木 厚典，
前川 聡

糖尿病
（0021-437X）58巻
Suppl.1 
PageS-276（2015.04）

会議録

2015349895 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

平井 愛山（千葉県循環
器病センター 総合診療
内科），川上 総士，加賀
谷 浩基，三角 和雄，石
田 ゆかり

糖尿病
（0021-437X）58巻
Suppl.1 
PageS-249（2015.04）

会議録

2015344579 医療経済と微生物検査 柳沢 英二（ミクロメデ
ィカルラボラトリー）

日本臨床微生物学雑誌
（0917-5059）25巻
Suppl.1 
Page74-75（2014.12）

会議録



文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015381445 補完代替医療とエビデンス（Vol.16）　

健康食品の現状と課題　食品の機
能性表示に関する検討会などを踏ま
えて

梅垣 敬三（医薬基盤・
健康・栄養研究所国立
健康・栄養研究所情報
センター）

医学のあゆみ
（0039-2359）
255巻3号 Page243-
247（2015.10）

解説

2015381171【最新エビデンスに学ぶ　効果の上
がる肥満症食事療法の実践】 肥満症
治療の意義

南 勲（東京医科歯科大
学医学部附属病院 糖尿
病・内分泌・代謝内科），
坊内 良太郎，小川 佳宏

臨床栄養
（0485-1412）
127巻4号 Page404-
407（2015.09）

解説／
特集

2015381002【PIC/S加盟1周年を迎えて　真のグ
ローバル品質とは　新しい医薬品品
質システム構築のための手法を探
る】 （第4章）医薬品を取り巻く新た
な潮流　関節リウマチ治療およびが
ん治療におけるバイオ医薬品の役割
と今後

岡村 元義（ファーマト
リエ）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻13号 
Page2602-2610
（2015.09）

解説／
特集

2015380323 広域事業運営体制を鑑みた医薬品販
売業における過誤防止対策の一方策

工藤 綾香（日本赤十字
社関東甲信越ブロック
血液センター），井上 肇，
高橋 好春，神崎 隆一，
小山 浩，延島 俊明，
会川 勝彦，中島 一格

血液事業
（0917-7833）38巻2号 
Page406（2015.08）

会議録

2015379841【小児在宅医療のこれから】 長期入
院児の在宅移行におけるリハビリテ
ーション

栗原 まな（神奈川リハ
ビリテーション病院 小
児科）

小児外科（0385-6313）
47巻9号 Page946-
950（2015.09）

解説／
特集

2015378744 ステージでみる牛の管理学（第20
回）　衛生管理編　育成牛の放牧衛
生　主に寄生虫病対策

高橋 俊彦（酪農学園大
学），北野 菜奈

臨床獣医（0912-1501）
33巻9号 
Page60-63（2015.09）

解説

2015378533 健康管理室運営の費用-便益に関す
る一考察

橋口 克頼（パナソニック
健康保険組合健康管理セ
ンター），小川 昌子，
大島 由美子，村野 哲也，
永田 秀敏，奥山 早苗，
伊藤 正人

産業衛生学雑誌
（1341-0725）
57巻臨増 
Page431（2015.05）

会議録

2015377015 抗VEGF剤を取り巻く最近の情勢 岸 章治（群馬大学），
岡田 アナベルあやめ，
横山 利幸，山田 昌和，
前田 利根

日本の眼科
（0285-1326）
86巻8号 Page1137-
1151（2015.08）

座談会

2015376899【新しい機器とシステムで創る健診
戦略】 検証　効果と実績を示す技術
投入　CTCによる大腸がん検診の
現況と有用性を説く

金崎 周造（康生会武田
病院 放射線科）

新医療
（0910-7991）
42巻9号 Page54-56
（2015.09）

解説／
特集

臨床経済学・薬剤経済学



2015376760 細菌感染症の診断におけるプロカル
シトニンの有用性の臨床的検討

西村 章（PL病院 小児
科），藤田 賢司，花岡 
信 太 朗， 數 田 高 生，
濱 浩隆，森田 こころ，
若原 良平，今村 卓司

小児科臨床
（0021-518X）
68巻9号 
Page1693-1698
（2015.09）

原著論文／
比較研究

2015375688 損益分岐点分析の手法を用いた助産
外来の効果的な運営方法の検討

池田 洋美（国立病院機
構静岡医療センター），
宮崎 文子，岩本 郁子，
小嶋 奈都子

日本母子看護学会誌
（1882-2495）
9巻1号 Page42
（2015.07）

会議録

2015375614 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（大阪大学大
学院 医学系研究科 医療
経済産業政策学），橋田 
徳康，西田 幸二

日本眼科学会雑誌
（0029-0203）
119巻8号 Page605-
606（2015.08）

会議録

2015375358 臨床検査の管理運営と経営改善　
機器リース複合契約改訂版による費
用対効果

佐藤 清（ボスクコーポ
レーション），佐野 道孝

医療と検査機器・試薬
（1347-0434）
38巻4号 Page447-
453（2015.08）

解説

2015375347【健康寿命延伸のための臨床検査の
活用】 「インターバル速歩」による大
規模遠隔型個別運動処方システム

能勢 博（信州大学大学
院 医学系研究科），森川 
真悠子，増木 静江

医療と検査機器・試薬
（1347-0434）
38巻4号 Page358-
364（2015.08）

解説／
特集

2015373718 新しい超音波フィンガープローブの
紹介

金田 徹（東京歯科大学附
属市川総合病院 麻酔科）

麻酔科学サマーセミナ
ー12回 
Page31（2015.06）

会議録

2015373707 Monitored Anesthesia Care 白神 豪太郎（香川大学
医学部附属病院 麻酔・
ペインクリニック科）

麻酔科学サマーセミナ
ー12回 
Page16-17（2015.06）

会議録

2015373300 外来患者の残薬状況について 丹羽 治男（東栄町国民
健康保険東栄病院 内科・
総合診療科）

東三医学会誌37号 
Page59-62（2015.03）

原著論文

2015372560 現政権の社会保障政策と国民皆保
険制度

安達 秀樹（京都府医師
会）

群馬医学（0285-0656）
101号 Pagenp2,1-32
（2015.06）

解説

2015372468 日常診療における睫毛貧毛症治療　
保険診療外の医薬品を扱うメリット
と物販スキーム

今泉 明子（東京ミッド
タウン皮膚科形成外科
クリニックNoage）

Aesthetic Dermatology
（1341-5530）25巻2号 
Page189（2015.07）

会議録

2015368867 SELECT BC試験におけるHRQOL
と医療経済評価

遠山 竜也（名古屋市立
大学医学部附属病院 乳
腺内分泌外科），渡辺 
隆 紀， 下 妻 晃 二 郎，
白岩 健，福田 敬，毛利 
光 子， 上 村 夕 香 理，
川原 拓也，萩原 康博，
大橋 靖雄，向井 博文

日本乳癌学会総会プロ
グラム抄録集23回 
Page303（2015.07）

会議録



2015366194 患者の年間処方額と残薬に関する研
究

奈良井 恭子（刀水会齋
藤記念病院 透析），米本 
和子，中村 明美，小林 
義朋，出雲 真由，岩本 
祐介，矢崎 恒忠，齋藤 
卓

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）
48巻Suppl.1 
Page845（2015.05）

会議録

2015363552 医療保険制度における費用対効果評
価の検討状況について

佐々木 健（厚生労働省） 日本透析医学会雑誌
（1340-3451）
48巻Suppl.1 
Page392（2015.05）

会議録

2015363551 CAPD治療における費用対効果の展
望

平松 信（岡山済生会総
合病院 腎臓病・糖尿病
総合医療センター），
田倉 智之

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）
48巻Suppl.1 
Page392（2015.05）

会議録

2015363550 腎性貧血における費用対効果の展望 川西 秀樹（あかね会土
谷総合病院），田倉 智之，
新田 孝作

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）
48巻Suppl.1 
Page391（2015.05）

会議録

2015363549 CKD-MBD治療における費用対効果
の展望

深川 雅史（東海大学 医
学部 腎・内分泌・代謝
内科），駒場 大峰，後藤 
俊介

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）
48巻Suppl.1 
Page391（2015.05）

会議録

2015363548 臨床研究における費用対効果分析の
展望

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）

日本透析医学会雑誌
（1340-3451）
48巻Suppl.1 
Page391（2015.05）

会議録

2015360361 ワクチンによる肺炎球菌感染症制御　
PPSV23 vs.PCV13 ワクチンによ
る肺炎球菌感染症制御　PPS23 
vs.PCV13　費用対効果の視点

赤沢 学（明治薬科大学 
公衆衛生・疫学）

日本呼吸器学会誌
（2186-5876）
4巻増刊 
Page19（2015.03）

会議録

2015359920 安全で費用効果のある肝移植後のB
型肝炎再発の予防法（Safe and 
cost-eff ective control of post-trans-
plantation recurrence of hepatitis 
B）（英語）

T a k a k i A k i n o b u
（D e p a r t m e n t o f 
Gastroenterology and 
Hepatology，Okayama 
University Graduate 
School of Medicine，
D e n t i s t r y  a n d 
P h a r m a c e u t i c a l 
S c i e n c e s），Y a g i 
Takahito，Yamamoto 
Kazuhide

Hepatology Research
（1386-6346）
45巻1号 
Page38-47（2015.01）

総説

2015359504【病院の外来戦略】 諸外国における
病院外来の動向

松田 晋哉（産業医科大
学 医学部 公衆衛生学教
室）

病院（0385-2377）74
巻10号 Page725-728
（2015.10）

解説／
特集



2015359144 感染対策の弱点克服!レベルアップ
のための特別講義（第28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　医療経済評
価をやってみよう!

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10号 Page980-
983（2015.10）

解説

2015357572 医院経営　押しどころ引きどころ
（Vol.93）　設備のリニューアルと修
繕（上）

小笠原 康二（ディーピ
ーエス）

アポロニア21261号 
Page082-084
（2015.09）

解説

2015356086【進化するリウマチ治療-診療ガイド
ライン2014からさらなる進化へ-】 
関節リウマチ診療ガイドライン
2014　日常診療への応用　トファ
シチニブの適応と注意点

末松 栄一（国立病院機
構九州医療センター 膠
原病内科）

カレントテラピー
（0287-8445）
33巻8号 
Page779-784
（2015.08）

解説／
特集

2015355750 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（大阪大学大
学院 医学系研究科 医療
経済産業政策学），橋田 
徳康，西田 幸二

日本の眼科
（0285-1326）86巻7号 
Page1015-1016
（2015.07）

会議録

2015350872「透析予防指導管理」2.5年の効果と
費用対効果

矢野目 英樹（慈泉会相
澤病院 栄養科），高林 
祐 美 子， 上 條 若 奈，
笠原 承子，粟津原 愉佑
子，大塚 美保，佐々木 
紀 代 子， 石 津 美 紀，
山下 浩，舩瀬 芳子，
山内 恵史，相澤 徹

糖尿病
（0021-437X）
58巻Suppl.1 
PageS-373（2015.04）

会議録

2015347485 EuroQOL-5D（EQ-5D）を用いた転
移性脊椎腫瘍に対する手術加療の費
用対効用

宮崎 真吾（神戸大学大
学院 整形外科），角谷 
賢 一 朗， 酒 井 良 忠，
前野 耕一郎，高田 徹，
由留部 崇，蔵川 拓外，
寺嶋 良樹，江島 泰生，
河本 旭哉，原 仁美，
坂下 明大，佐々木 良平，
秋末 敏宏，黒坂 昌弘，
西田 康太郎

Journal of Spine 
Research（1884-7137）
6巻3号 
Page486（2015.03）

会議録

2015345605 生物学的製剤時代におけるクローン
病のトータルマネージメント クロ
ーン病治療における生物学的製剤の
費用対効果

堂腰 達矢（旭川医科大
学 内科学講座 消化器・
血液腫瘍内科学分野），
藤谷 幹浩，高後 裕

日本消化器病学会雑誌
（0446-6586）
112巻臨増総会 
PageA56（2015.03）

会議録



2015345226 家族負担と家庭環境　パニック障害
と臨床疾患の患者比較（Family bur-
den and family environment: Com-
parison between patients with pan-
i c d i so r de r and w i t h c l i n i ca l 
diseases）（英語）

Detzel Tatiana（Anxiety 
Disorders Program，
Hospital de Clinicas de 
Porto Alegre），Wesner 
Ana C r i s t i n a，F r i t z 
A l i n e，d a S i l v a 
Cr is t iano Tschiedel 
B e l em，Gu ima r a e s 
Luciano，Heldt Elizeth

Psychiatry and Clinical 
Neurosciences
（1323-1316）
69巻1-2 
Page100-108
（2015.02）

原著論文／
比較研究

2015344288 直腸癌術後吻合部再発に対してS-1
単剤投与にてCRを得た1例

椛島 章（公立学校共済
組合九州中央病院 外
科），北川 大，中村 俊彦，
根東 順子，寺本 成一，
斉藤 元吉，舟橋 玲，足立 
英輔，池田 陽一

癌と化学療法
（0385-0684）
41巻12号 
Page1716-1718
（2014.11）

原著論文／
症例報告

2015344057 呼吸器外科領域におけるロボット支
援手術の費用対効果の検討

梶原 直央（東京医科大
学 外科学第一講座），
平良 真博，坂田 義詞，
前田 純一，石角 太一郎，
吉田 浩一，加藤 靖文，
萩原 優，佐治 久，本多 
英俊，垣花 昌俊，臼田 
実男，大平 達夫，池田 
徳彦

日本呼吸器外科学会雑誌
（0919-0945）
26巻3号 
PageP83-02
（2012.04）

会議録

医療費
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015376774 小児医療費助成が深夜の不適切な

救急外来受診を増加させる
友野 順章（大和市立病
院 小児科），二村 真琴，
菅谷 憲太，山本 亜矢子，
村田 宗紀，柏崎 佑輔，
和田 芳雅，早野 聡子，
植田 晶子，只木 弘美

小児科臨床
（0021-518X）
68巻9号 
Page1783-1788
（2015.09）

原著論文

医療保障制度
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015381137 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3回）　「看護小規模多機能型居
宅介護」とは

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481号 
Page58-60（2015.10）

解説



2015378067 健康投資の社会的ムーブメント　そ
のうねりを産業保健分野に取り込む 
行政および医療保険者と連携した健
康投資最前線

古井 祐司（東京大学政
策ビジョン研究センタ
ー 健康経営研究ユニッ
ト）

産業衛生学雑誌
（1341-0725）
57巻臨増 
Page137（2015.05）

会議録

2015377397 在宅医療をはじめよう!在宅医療の
質=理念×システム×制度の知識 
（第9回）制度の知識編　医療保険の
訪問看護完全攻略!

永井 康徳（ゆうの森），
永吉 裕子

治療
（0022-5207）97巻9号 
Page1295-1304
（2015.09）

解説

2015376078 Digestシリーズ　新しい難病患者医
療制度の始動、原点を見る（Vol.2）　
患者及び患者団体からみた難病新制
度

平峯 寿夫（全国パーキ
ンソン病友の会）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
41巻10号 Page334-
336（2015.09）

解説

2015371531 胎便吸引症候群及び合併する重度
遷延性肺高血圧症による脳性麻痺
症例　産科医療保障制度について

細川 真一（国立国際医
療研究センター 新生児
内科），五石 圭司，七野 
浩之，松下 竹次

日本周産期・新生児医
学会雑誌（1348-964X）
51巻2号 
Page736（2015.06）

会議録／
症例報告

2015363552 医療保険制度における費用対効果評
価の検討状況について

佐々木 健（厚生労働省） 日本透析医学会雑誌
（1340-3451）48巻
Suppl.1 
Page392（2015.05）

会議録

2015358592【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　日本人の死
生観の変遷

吉田 貞夫（沖縄メディ
カル病院）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page81-87（2015.07）

解説／
特集

2015358591【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　高齢者の栄
養ケアと地域連携

中村 育子（福寿会福岡
クリニック 在宅部栄養
課）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page74-80（2015.07）

解説／
特集

2015358590【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　終末期高齢
者の栄養ケアのあり方　Happy End 
of Life Careの実現を目指して

田中 志子（大誠会内田
病院 老年内科）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page69-73（2015.07）

解説／
特集

2015358589【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】　（Part 1）超高齢社会の進
行による問題と医療制度 NSTで役
立つ漢方

吉田 貞夫（沖縄メディ
カル病院）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page65-68（2015.07）

解説／
特集



2015358588【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　栄養サポー
トチーム（NST）の現在　地域連携
の必要性

田崎 亮子（国家公務員
共済組合連合会新別府
病院 栄養管理室）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page60-64（2015.07）

解説／
特集

2015358587【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】　（Part 1）超高齢社会の進
行による問題と医療制度 在宅栄養
ケアと看取り　HPN、HENを中心
に

岡田 晋吾（北美原クリ
ニック）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page56-59（2015.07）

解説／
特集

2015358586【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】　（Part 1）超高齢社会の進
行による問題と医療制度 日本在宅
栄養管理学会の設立と在宅訪問管理
栄養士の現状　全国在宅訪問栄養
食事指導研究会の足取りとこれまで
の実績

前田 佳予子（武庫川女
子大学 生活環境学部）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page49-55（2015.07）

解説／
特集

2015358585【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　病院・施
設・在宅での栄養ケアのあり方　い
かに在宅でつながるか、ニーズに気
づけるか!

江頭 文江（地域栄養ケ
アPEACH厚木）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page44-48（2015.07）

解説／
特集

2015358584【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　病院・施
設・在宅での栄養ケアのあり方　介
護老人保健施設

苅部 康子（介護老人保
健施設リハパーク舞岡）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page36-43（2015.07）

解説／
特集

2015358583【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　病院・施
設・在宅での栄養ケアのあり方　回
復期リハ病棟

西岡 心大（長崎リハビ
リテーション病院 栄養
管理室）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page30-35（2015.07）

解説／
特集

2015358582【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　病院・施
設・在宅での栄養ケアのあり方　療
養病床

吉田 貞夫（沖縄メディ
カル病院）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page26-29（2015.07）

解説／
特集



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
2015381405 わが国の製薬産業の競争力 加藤 益弘（東京大学 ト

ランスレーショナル・リ
サーチ・イニシアティ
ブ）

社会保険旬報
（1343-5728）2617号 
Page18-26（2015.10）

解説

2015358581【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　病院・施
設・在宅での栄養ケアのあり方　急
性期病棟

熊谷 直子（横浜市立脳
卒中・神経脊椎センタ
ー 栄養部）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page18-25（2015.07）

解説／
特集

2015358580【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】　（Part 1）超高齢社会の進
行による問題と医療制度 日本人の
食事摂取基準（2015年版）　高齢者
における変更のポイント

石川 祐一（日立製作所
日立総合病院 栄養科）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page12-17（2015.07）

解説／
特集

2015358579【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　2025年問
題と地域包括ケア　管理栄養士の
役割

川崎 英二（長崎みなと
メディカルセンター市
民病院 糖尿病・代謝内
科）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page7-11（2015.07）

解説／
特集

2015358578【高齢者栄養ケアUPDATE　介護予
防から終末期まで栄養ケアの現在が
わかる】 （Part 1）超高齢社会の進行
による問題と医療制度　超高齢社会
の進行による問題と医療・介護・福
祉制度の課題

田中 志子（大誠会内田
病院 老年内科）

臨床栄養
（0485-1412）別冊JCN
セレクト10 高齢者栄養
ケアUPDATE 
Page2-6（2015.07）

解説／
特集

2015353104 Digestシリーズ　新しい難病患者医
療制度の始動、原点を見る（Vol.1）　
難病患者にとって、歴史的な制度改
革になるか?

中村 博（全国パーキン
ソン病友の会）

Medical Science 
Digest（1347-4340）
41巻8号 Page336-
338（2015.07）

解説

医業経営
文献番号 タイトル 著者（所属） 出典 論文種別
2015358771 病棟薬剤師に対する病棟薬剤業務の

認識に関する調査　薬剤管理指導業
務との区別化を中心に

高山 明（京都薬科大学
臨床薬学教育研究セン
ター），小松 早惠，今西 
孝至

日本病院薬剤師会雑誌
（1341-8815）51巻9号 
Page1095-1099
（2015.09）

原著論文



2015380998【PIC/S加盟1周年を迎えて　真のグ
ローバル品質とは　新しい医薬品品
質システム構築のための手法を探
る】 （第3章）アウトソーシングに関
する最新動向　医薬品開発・製造受
託業界の最新動向

アニール・カーネー（パ
セオン）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻13号 
Page2571-2575
（2015.09）

解説／
特集

2015380996【PIC/S加盟1周年を迎えて　真のグ
ローバル品質とは　新しい医薬品品
質システム構築のための手法を探
る】 （第2章）グローバル品質とは何
か　グローバルな工場建設のための
ポイント

竹俣 昌利（日揮 第3事
業本部）

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻13号 
Page2558-2561
（2015.09）

解説／
特集

2015380990【PIC/S加盟1周年を迎えて　真のグ
ローバル品質とは　新しい医薬品品
質システム構築のための手法を探
る】 （第2章）グローバル品質とは何
か　医薬品工場の競争力を高める品
質保証とオペレーショナルエクセレ
ンス　リスクアセスメントの実力が
効率を決める

片山 博仁（バイエル薬
品 プロダクトサプライ
ジャパン本部），藤澤 健，
北村 祐史

PHARM TECH JAPAN
（0910-4739）
31巻13号 
Page2508-2520
（2015.09）

解説／
特集

2015380229【婦人科悪性腫瘍治療に対するドラ
ッグリポジショニングの幕開け-既
存薬に秘められた新たな可能性】 ド
ラッグリポジショニングと創薬スク
リーニング

堀内 正（慶應義塾大学
医学部先端医科学研究
所）

産科と婦人科
（0386-9792）
82巻10号 
Page1131-1136
（2015.10）

解説／
特集

2015374065 医薬品研究者レベルにおける基礎研
究の成果獲得に影響する要因　競合
他社からの模倣困難性構築の効果

小久保 欣哉（筑波大学
大学院 ビジネス科学研
究科 企業科学専攻 博士
後期課程）

日本PDA学術誌GMPと
バリデーション（1344-
4891）16巻2号 
Page38-46（2014.09）

原著論文

2015374064 READY-TO-FILL無菌充填キットの
無菌性保証と展望

Thorpe Thomas（Afton 
Scientific LLC），玉澤 
寛史

日本PDA学術誌GMPと
バリデーション（1344-
4891）16巻2号 
Page29-37（2014.09）

解説

2015358723 深読み添付文書（第6回）　医薬品の
開発戦略と効能・効果

野村 香織（東京慈恵会
医科大学）

薬事（0016-5980）
57巻10号 Page1711-
1716（2015.09）

解説

2015358328 MIHARI Projectの進展と医薬品の
安全監視活動のあり方　安全性監
視活動の変化に向けて　企業の立場
から

宮崎 真（MSD グローバ
ル研究開発本部ファー
マコビジランス&amp;リ
スクマネジメント領域），
下寺 稔

薬剤疫学
（1342-0445）
20巻1号 
Page17-25（2015.07）

解説

2015353996 日本の漢方製剤産業の歴史 新井 一郎（日本薬科大
学 薬学部 漢方薬学分
野）

薬史学雑誌
（0285-2314）50巻1号 
Page1-6（2015.06）

解説



2015348483 医薬品・医療機器グローバル開発に
おけるレギュラトリーサイエンスの
将来像 新薬開発のグローバル化に
向けて　産業界の視点

小林 和道（医薬産業政
策研究所）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
135年会1号 
Page214（2015.03）

会議録

2015348374 薬学をビジネスエシックスの視点で
考える 中外製薬のCSRへの取組み

加藤 正人（中外製薬） 日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
135年会1号 
Page141（2015.03）

会議録

2015348305 日本発顧みられない熱帯病治療薬開
発への挑戦 NTDs創薬研究コンソー
シアムの活動

生田目 一寿（アステラ
ス製薬創薬化学研究所）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
135年会1号 
Page97（2015.03）

会議録

2015348304 日本発顧みられない熱帯病治療薬開
発への挑戦 NTDs治療薬の開発と提
供　製薬企業としての取り組み

浅田 誠（エーザイ PC本
部）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
135年会1号 
Page97（2015.03）

会議録

2015348257 第一三共製薬の化合物ライブラリと
化合物ライブラリを用いたオープン
イノベーション（Chemical Library 
of Daiichi-Sankyo and Open Inno-
vation with the Chemical Library）
（英語）

Soga Tsunehiko（Re-
search Oversight Func-
t ion，R&amp;D Divi-
sion，Daiichi Sankyo）

日本薬学会年会要旨集
（0918-9823）
135年会1号 
Page66（2015.03）

会議録


