医療経済関係研究論文（５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

2016140350 日本医師会の医療政策

著者（所属）

出典

横倉 義武（日本医師会） 日本病院会雑誌

論文種別
解説

（0385-9363）
63巻1号 Page36-49
（2016.01）
2016139528 【徹底理解!消毒薬

医療関連感染対 本田 順一（雪ノ聖母会 薬局

策を有効に実現するために】手指衛 聖マリア病院 医療の質 （0044-0035）

解説／
特集

67巻2号

生の質を上げる「ワザ」と「知恵」 管理本部）

Page284-289

感染対策と医療経済 手指衛生を中

（2016.02）

心に

2016137506 【高齢者の透析導入を再考する】高 中元 秀友（埼玉医科大 臨床透析（0910-5808） 解説／
齢者医療費の医療経済上の問題点

学 総合診療内科）

32巻1号 Page93-101

特集

（2016.01）
2016132552 公衆衛生における学会認定「専門家 宮園 将哉（大阪府四条 日本公衆衛生学会総会
制度」のさらなる展開に向けて 医師 畷保健所）

抄録集（1347-8060）

としての地域保健医療行政の展開

74回

会議録

Page82（2015.10）
2016131503 PADにおける術後入院期間及び医 瀬尾 明彦（東京大学 血 脈管学

会議録

，山本 晃太，木 （0387-1126）
療経済的側面に影響を及ぼす因子の 管外科）
検討

村 賢，牧野 能久，須原 55巻Suppl.
正光，根元 洋光，望月 PageS172（2015.10）
康晃，芳賀 真，白須 拓
郎，松倉 満，西山 綾子，
赤木 大輔，宮原 拓也，
保科 克之，重松 邦広，
渡邉 聡明

2016129273 サブスペシャリティーとしての産科 大嶽 浩司（昭和大学 医 日本臨床麻酔学会誌
麻酔の意義とは 医療経済から見た 学部 麻酔科学講座）
産科麻酔部門を作る意味合いについ
て

（0285-4945）
35巻6号 PageS174
（2015.10）

会議録

2016128830 看護理論と医療政策の視点からみた 二井矢 清香（広島国際 日本看護研究学会雑誌
患者の自立 戦後から現在までの文 大学 看護学部）

会議録

（0285-9262）
38巻3号

献からみた一考察

Page300（2015.07）
2016126712 【せん妄の予防と対策】せん妄の医 岸 泰宏（日本医科大学 医学のあゆみ
療経済におけるインパクト

武蔵小杉病院 精神科） （0039-2359）256巻

解説／
特集

11号 Page1155-1158
（2016.03）
2016125778 医療経済からみたimmune check- 國頭 英夫（日本赤十字 腫瘍内科（1881-6568） 解説
社医療センター 化学療 17巻1号 Page84-93

point阻害剤

法科）

（2016.01）

2016115148 整形外科医によるRAに対する生物 橋本 淳（国立病院機構 日本関節病学会誌

会議録

学的製剤の処方の現状とこれからの 大阪南医療センター 免 （1883-2873）
展望 それぞれの薬剤の特徴を考え 疫疾患センター）

34巻3号

る PK/PDが明らかにされているが

Page307（2015.10）

ゆえに効果的かつ安全に使いこな
せ、医療経済的に優れていることが
特徴のトシリズマブ

臨床経済学・薬剤経済学
文献番号

タイトル

著者（所属）

出典

2016140392 【精神疾患と就労】慢性うつ病に対 岩波 明（昭和大学 医学 精神科（1347-4790）
する治療戦略

論文種別
解説／

部 精神医学講座）
，秋田 28巻2号 Page108-112 特集
亮，清水 隼人，高塩 理 （2016.02）

2016140314 【2016年度診療報酬改定へのロード 栗林 令子（永高会蒲田 医事業務23巻489号
マップPart4】
（道標2）薬剤費削減 クリニック）

解説／

Page9-18（2016.02） 特集

が医療機関に与える影響 2016年
点数改定

投薬はどう変わるのか

地域包括ケアシステム構築と薬剤師
の役割
2016140100 【新薬展望2016】
（第I部）創薬と育 池田 俊也（国際医療福 医薬ジャーナル
薬

育薬

薬価制度の国際比較と 祉大学 薬学部 薬学科） （0287-4741）52巻増

医療経済評価の役割

解説／
特集

刊 Page249-252
（2016.01）

2016140096 【新薬展望2016】
（第I部）創薬と育 五十嵐 中（東京大学大 医薬ジャーナル
薬

創 薬 Patient Reported Out- 学院 薬学系研究科 医薬 （0287-4741）

come（PRO）と新薬開発 PROの 政策学）

52巻増刊 Page226-

HTAでの役割は?

230（2016.01）

2016139669 薬剤業務における電子化情報の利活 安田 浩二（岐阜大学医 ぎふ病薬: 岐阜県病院
用 医薬品情報業務を中心に

学部附属病院）

解説／
特集

解説

薬剤師会雑誌（09195645）59号 Page4245（2016.01）

2016139652 健康寿命の延伸と医薬品リテラシー 長谷川 三枝子（日本リ 臨床医薬（0910-8211） 解説
の向上 消費者・患者の立場から

ウマチ友の会）

32巻1号 Page48-53
（2016.01）

2016139528 【徹底理解!消毒薬

医療関連感染対 本田 順一（雪ノ聖母会 薬局

策を有効に実現するために】手指衛 聖マリア病院 医療の質 （0044-0035）
生の質を上げる「ワザ」と「知恵」 管理本部）

67巻2号

感染対策と医療経済 手指衛生を中

Page284-289

解説／
特集

（2016.02）

心に

2016139497 結核スクリーニングにおけるインタ 小和田 暁子（大田区役 呼吸器内科（1884ーフェロン-γ遊離試験の費用効果 所 総務部）

2887）29巻1号

分析

Page82-86（2016.01）

2016138876 【PPIが果たしてきた役割とこれから 藤原 靖弘（大阪市立大 クリニシアン
への期待】改訂GERD診療ガイドラ 学大学院 医学研究科 消 （0387-1541）
イン PPI長期投与のリスクとベネ 化器内科学）

62巻9-10号 Page912-

フィットを徹底検証する

916（2015.10）

2016138711 【ストレスチェック制度の義務化と 新井 万佑子（慶応義塾 精神科治療学
職場のメンタルヘルス】職場のメン 大学ストレス研究セン （0912-1862）

解説

解説／
特集

解説／
特集

タルヘルスに取り組むと職場の何が ター）
，佐渡 充洋，白波 31巻1号
変わるのか?

三次予防について、 瀬 丈一郎

Page43-48（2016.01）

先行研究および事例から言えること
は?
2016138412 【3Dモデル・3Dプリンターを利用 杉生 和久（岡山大学大 関節外科
した整形外科手術】整形外科分野へ 学院 医歯薬学総合研究 （0286-5394）

解説／
特集

，中原 龍 35巻2号
の応用 整形外科外傷治療における 科 整形外科）
3Dモデル・3Dプリンターの応用

一，吉村 将秀，山川 泰 Page180-189
明，雑賀 建多，島村 安 （2016.02）
則，野田 知之，尾崎 敏
文

2016136386 運動量の違いが高齢者の体力と要介 一谷 勇一郎（ライフケ 体力科学（0039-906X） 会議録
護認定に及ぼす影響と時間的費用対 ア ）
， 柴 田 翔 平， 谷 口 64巻6号
効果について

和也，本山 貢

Page698（2015.12）

2016135453 100円ショップで購入した泡石鹸ポ 小野 真平（日本医科大 日本創傷治癒学会プロ

会議録

ンプボトルで安価に病院内のスキン 学附属病院 形成外科・ グラム・抄録集45回
ケアの質を向上させる

美容外科）
，青木 宏信， Page123（2015.11）
小川 令

2016134852 【放射線治療における粒子線-その位 唐澤 克之（がん・感染 臨床放射線
置づけと将来展望-】X線高精度放射 症センター都立駒込病 （0009-9252）
線治療からみた粒子線治療

院 放射線科）

解説／
特集

60巻12号 Page15791584（2015.11）

2016133773 乳幼児のロタウイルスワクチン定期 星 淑玲（筑波大学 医学 日本公衆衛生学会総会
接種化の費用効果分析

会議録

医療系保健医療政策学 抄録集（1347-8060）
分野）
，近藤 正英，大久 74回
保 一郎

Page486（2015.10）

2016133760 後期高齢者の自己負担割合が後発医 伊藤 佑樹（東京大学大 日本公衆衛生学会総会
薬品の選択に与える影響

学院 医学系研究科 公衆 抄録集（1347-8060）
衛生学教室）
，原 湖楠， 74回
中村 文明，小林 廉毅

Page482（2015.10）

会議録

2016132486 社会復帰研究部 認知機能リハビリ 山口 創生（国立社会保 国立精神・神経医療研

会議録

，泉 究センター精神保健研
テーションと援助付き雇用の効果と 障人口問題研究所）
費用対効果

無作為化比較臨床試 田 信行，佐藤 さやか， 究所年報28号
下平 美智代，種田 綾乃， Page252（2015.08）

験

伊藤 順一郎
2016129242 論文をいかに読み解くか?

あなた 志賀 俊哉（国際医療福 日本臨床麻酔学会誌

会議録

もデータに騙されてます 費用効果 祉大学 臨床医学研究セ （0285-4945）
分析（cost-eﬀectiveness analysis） ンター）

35巻6号

の場合

PageS148（2015.10）

2016127745 ロタウイルスワクチンの費用効果分 Wattanakamolkul Kitti- 日本薬学会年会要旨集
析の比較 日本とタイ（英語）

会議録

ma（国際医療福祉大学 （0918-9823）
薬）
，池田 俊也

135年会3号
Page209（2015.03）

2016126739 乾癬のquality-of-lifeに関するSF-36 Ng Chau Yee（Depart- The Journal of Derma健康調査 台湾人患者414名の調査 ment of Dermatology， tology（0385-2407）

原著論文／
比較研究

（SF-36 healty survey on psoriasis Chang Gung Memorial 42巻2号
，Y ang Y a- Page159-165
quality-of-life: A study of 414 Tai- Ho spit al）
wanese patients）
（英語）

Wen，Liu Su-Hsun，Lu （2015.02）
J u i - F e n，Y a n g L i C h e n，Y a n g C h i h Hsun，Huang Yu-Huei

2016126712 【せん妄の予防と対策】せん妄の医 岸 泰宏（日本医科大学 医学のあゆみ
療経済におけるインパクト

武蔵小杉病院 精神科） （0039-2359）

解説／
特集

256巻11号 Page11551158（2016.03）
2016126668 医師および薬剤師のバイオ後続品 田邊 康祐（ファイザー Progress in Medicine

原著論文

（バイオシミラー）に対する認知度 エスタブリッシュ医薬品 （0287-3648）
と使用意向に関する実態調査

事業部門 メディカル・ 36巻2号
アフェアーズ 統括部）
， Page291-300
杉本 奈扶美，武藤 正樹，（2016.02）
藤本 陽子

2016126331 医薬品開発の現状と課題

江崎 禎英（経済産業省 社会保険旬報

解説

商務情報政策局 ヘルス （1343-5728）2630号
ケア産業課）
2016126033 成功は失敗のもと

Page20-25（2016.02）

岩田 博夫（京都高度技 バイオマテリアル-生体
術研究所）

解説

材料-（1347-7080）34
巻1号 Page22-23
（2016.01）

2016125969 一歩上をいく!エキスパートの仕事 岡田 和晃（セコム薬局 調剤と情報
（第9回） 在宅

吸入薬のアドヒア 杉並）

ランス向上で医療費を抑制

解説

（1341-5212）22巻2号
Page198-199
（2016.02）

2016125778 医療経済からみたimmune check- 國頭 英夫（日本赤十字 腫瘍内科（1881-6568） 解説
point阻害剤

社医療センター 化学療 17巻1号 Page84-93
法科）

（2016.01）

2016125169 療養型病院における持参薬業務の分 山口 晶司（扶恵会釧路 北海道病院薬剤師会誌
析から見出された現状と問題点

中央病院）
，福田 健吾

原著論文

（0917-0936）86号
Page21-24（2014.04）

2016123978 医薬品管理とコスト漏れ対応の実際 倉持 純子（国立病院機 手術看護エキスパート

解説

，百 9巻5号
薬剤師半日駐在の効果（第2回）
（最 構埼玉病院 薬剤部）
終回） 薬剤師による手術室内の医 武 宏志，大島 孝，石川 Page71-73（2016.01）
薬品管理へのかかわりと半日常駐の 聖子
導入効果
2016123923 耳鼻咽喉科診療所でのグラム染色検 前田 雅子（まえだ耳鼻 日本プライマリ・ケア

原著論文

，前 連合学会誌
査によってもたらされた抗菌薬の選 咽喉科クリニック）
択・使用の変化 予備的検討

田 稔彦，松元 加奈，森 （2185-2928）
38巻4号 Page335-

田 邦彦

339（2015.12）
2016121692 菌血症を伴う敗血症症例における費 蛭田 剛俊（神奈川県立 神奈川県病院薬剤師会
汐見台病院 薬剤科）
，森 雑誌（2188-2649）

用対効果

原著論文／
比較研究

47巻1号

田 雅之

Page2-7（2015.03）
2016121621 身体合併症

尿路感染症防止のた 西郷 弘子（千葉県精神 日本精神科救急学会学

会議録

，安田 術総会プログラム・抄
めの看護ケアの取り組みと、費用対 科医療センター）
効果を検討して

録集23回 Page154

貴子

（2015.12）
2016120597 高齢化の進んだ中山間地域の診療所 白石 卓也（上野村へき 日本農村医学会雑誌
における残薬調査

地診療所）

原著論文／

（0468-2513）64巻4号 比較研究
Page725-728
（2015.11）

2016119688 最近のバイオシミラー医薬品の登場 坂巻 弘之（東京理科大 臨床医薬（0910-8211） 解説
と課題

バイオシミラーの医療経 学 経営学部）

31巻11号 Page965-

済、医療保険制度における課題

975（2015.11）

2016119686 最近のバイオシミラー医薬品の登場 益山 光一（東京薬科大 臨床医薬（0910-8211） 解説
と課題 バイオ後続品への期待と課 学 薬学部）

31巻11号 Page954-

題に関する一考察

960（2015.11）

2016118757 糖尿病患者及び医療提供者からみた 川崎 良（山形大学 公衆 糖尿病合併症29巻
糖尿病網膜症の現状

会議録

衛生）
，糖尿病網膜症バ Suppl.1 Page219
ロメータープロジェクト （2015.11）

2016113598 後発医薬品の導入推進を目指して 大久保 博史（国立病院 国立病院総合医学会講

会議録

薬剤費削減と医療安全対策の取り組 機構大分医療センター 演抄録集69回
み

薬剤部）
，穴見 真代，鳥 PageP1-2P-241
山 純司，村上 直幸

（2015.10）

2016112347 NinJaにみる薬物療法の費用対効果 末永 康夫（国立病院機 国立病院総合医学会講
分析年次報告2013 DMARDs費用 構別府医療センター リ 演抄録集69回
は再度増加

（2015.10）
ウマチ膠原病内科）
，園 PageO-96-7
本 格士朗，木村 大作，
當間 重人

会議録

2016111912 臨床検査部門・事務部門合同研究班 稲垣 有香（国立病院機 国立病院総合医学会講

会議録

， 演抄録集69回
における医療連携プラン セット検 構 神 戸 医 療センター）
（2015.10）
査の再構築と経済効果について（第 増本 照明，高井 瑠美， PageO-26-2
佐々木 達彦，橋本 有香，

一報）

山本 紗耶香，木下 裕美
子，樋口 富士夫，渡邉
武，三輪 陽一，藤田 昌
幸，横山 富士夫

医療費
文献番号

著者（所属）

タイトル

出典

2016111219 心室補助装置植え込み前の予防的大 Imamura Teruhiko（De- Circulation Journal
動 脈 内 バ ル ー ン ポ ン プ はINTER- partment of Therapeu- （1346-9843）

論文種別
原著論文／
比較研究

MACS群2の患者における周術期医 tic Strategy for Heart 79巻9号
療費を削減し術後の臨床経過を改善 F a i l u r e，G r a d u a t e Page1963-1969
する（Prophylactic Intra-Aortic Bal- School of Medicine，（2015.08）
loon Pump Before Ventricular As- University of Tokyo），
sist Device Implantation Reduces K i n u g a w a K o i c h i r o，
Perioperative Medical Expenses Nitta Daisuke，Hatano
and Improves Postoperative Clini- M a s a r u，K i n o s h i t a
cal Course in INTERMACS Proﬁle Osamu，Nawata Kan，
2 Patients）
（英語）

Kyo Shunei，Ono Minoru

医療保障制度
文献番号

著者（所属）

タイトル

2016140626 【国民健康保険制度の組織改革が病 三原 岳（東京財団）

出典
病院
（0385-2377）

院に何をもたらすか】医療保険の制
度改革についての提案 都道府県を

75巻3号 Page198-

単位とした地域一元化の推進を

202（2016.03）

2016140622 【国民健康保険制度の組織改革が病 池上 直己（慶応義塾大 病院
院に何をもたらすか】国民健康保険 学）
の組織改革の意義と医療・医療保険

解説／
特集

解説／

（0385-2377）75巻3号 特集
Page178-181

制度にもたらす影響

（2016.03）

2016140620 医療制度改革における保険者の果た 小林 剛（全国健康保険 病院（0385-2377）75
す役割

論文種別

協会）
，伊関 友伸

座談会

巻3号 Page161-166
（2016.03）

2016140256 【社会保障の変質・解体に対抗する】 高本 久（日本難病・疾 保団連
患者負担増大による患者家族への影 病団体協議会）
響

難病制度と医療制度改革の課

解説／
特集

1202号 Page16-21

題と今後
2016130532 Digestシリーズ

（0288-5093）
（2016.02）

新しい難病患者医 河中 郁典（全国パーキ Medical Science

療制度の始動、原点を見る（Vol.3） ンソン病友の会 広島県 Digest（1347-4340）
地方医療と新難病医療制度

支部）

41巻12号 Page420422（2015.11）

解説

2016129255 医療制度改革と麻酔科 病院経営を 藤森 研司（東北大学 医 日本臨床麻酔学会誌

会議録

握る麻酔科医とは DPCにおける手 学系研究科 医療管理学 （0285-4945）35巻6号
術・麻酔評価の方向性 DPCデー 分野）

PageS163（2015.10）

タから見た麻酔科
2016129254 医療制度改革と麻酔科 病院経営を 西澤 延宏（長野県厚生 日本臨床麻酔学会誌

会議録

握る麻酔科医とは 多職種連携によ 農業協同組合連合会佐 （0285-4945）35巻6号
る周術期管理システムの効果 患者 久総合病院）

PageS162（2015.10）

サポートセンターの役割
2016129253 医療制度改革と麻酔科 病院経営を 坂本 篤裕（日本医科大 日本臨床麻酔学会誌

会議録

握る麻酔科医とは 病院長から見た 学大学院 疼痛制御麻酔 （0285-4945）35巻6号
病院運営と麻酔科医

科学分野）

PageS162（2015.10）

2016129252 医療制度改革と麻酔科 病院経営を 大嶽 浩司（昭和大学 医 日本臨床麻酔学会誌
握る麻酔科医とは 麻酔科医から見 学部 麻酔科学講座）
た病院経営 病院経営を考える診療

会議録

（0285-4945）35巻6号
PageS161（2015.10）

科長として
2016129251 医療制度改革と麻酔科 病院経営を 谷澤 正明（日本血液製 日本臨床麻酔学会誌
握る麻酔科医とは 医療制度改革と 剤機構 事業戦略部）
麻酔科

診療報酬・DPC等で麻酔

会議録

（0285-4945）35巻6号
PageS161（2015.10）

科はいかに評価されているのか
2016125854 看護の視点で追う医療制度改革 地 高島 尚子（日本看護協 医事業務23巻488号

解説

域包括ケアから診療報酬改定まで 会 医療政策部 医療制度 Page38-40（2016.02）
（第6回） 平成28年度診療報酬改定 課）
の基本方針について
2016125644 今後の医療制度をどのように考える 河原 和夫（東京医科歯 難病と在宅ケア
か?

解説

国民皆保険システムを持続す 科大学大学院 医歯学総 （1880-9200）

るなら抜本的社会保障制度改革が必 合研究科 医歯学系専攻 21巻11号
要

環境社会医歯学講座 政 Page5-8（2016.02）
策科学分野）

2016124311 【
「NO」と言えない医療制度改革〜 東谷 暁
TPPと国民皆保険の憂鬱な未来〜】
（Part2）医療界はなぜ「NO」と言え
なくなってしまったのか 国民の医

保険診療
（0385-8588）

解説／
特集

71巻1号
Page29-32（2016.01）

療制度に対する理解を高め、アメリ
カの圧力に屈服しない政権を
2016124310 【
「NO」と言えない医療制度改革〜 上 昌広（東京大学医科 保険診療
TPPと国民皆保険の憂鬱な未来〜】 学研究所）
（Part2）医療界はなぜ「NO」と言え
なくなってしまったのか 医療保険
制度、混合診療のあり方について国
民的な議論を!

（0385-8588）
71巻1号
Page26-29（2016.01）

解説／
特集

解説／

2016124309 【
「NO」と言えない医療制度改革〜 岡田 知弘（京都大学大 保険診療
TPPと国民皆保険の憂鬱な未来〜】 学院 経済学研究科）

（0385-8588）

特集

71巻1号

（Part2）医療界はなぜ「NO」と言え

Page23-26（2016.01）

なくなってしまったのか なぜ社会
保障費抑制・規制改革に歯止めがか
からないのか

2016124308 【
「NO」と言えない医療制度改革〜 植草 一秀（スリーネー 保険診療

座談会／

TPPと国民皆保険の憂鬱な未来〜】 ションズリサーチ）
，金 （0385-8588）

特集

（Part1）社会保障とTPP そして誰 子 勝， 小 池 晃， 本 田 71巻1号
も「NO」と言えなくなる

宏

Page11-22（2016.01）
解説

2016119688 最近のバイオシミラー医薬品の登場 坂巻 弘之（東京理科大 臨床医薬
と課題

バイオシミラーの医療経 学 経営学部）

（0910-8211）
31巻11号

済、医療保険制度における課題

Page965-975
（2015.11）
2016117212 医療保険から見た日本の脳神経血管 園部 眞（社会保険診療 JNET: Journal of
内治療

会議録

報酬支払基金茨城支部） Neuroendovascular
Therapy（1882-4072）
9巻6号
PageS293（2015.11）

診療報酬・薬価
文献番号

著者（所属）

タイトル

2016140100 【新薬展望2016】
（第I部）創薬と育 池田 俊也（国際医療福
薬

育薬

出典
医薬ジャーナル

薬価制度の国際比較と 祉大学 薬学部 薬学科） （0287-4741）

論文種別
解説／
特集

52巻増刊 Page249-

医療経済評価の役割

252（2016.01）
2016138334 新生児特定集中治療室における診療 田代 愛子（千葉県こど
報酬の検証 質の高い医療を効率的 も病院）

医療の広場55巻5号

原著論文

Page11-13（2015.05）

かつ経済的に提供するために
2016133759 先発医薬品の薬価が後期高齢者の 原 湖楠（東京大学 医学
後発医薬品置換え率に与える影響

日本公衆衛生学会総会

系研究科 公衆衛生学教

抄録集（1347-8060）

室）
，伊藤 佑樹，中村

74回

文明，小林 廉毅

Page482（2015.10）

2016112323 化学療法のレジメンとクリティカル 植松 裕（国立病院機構

国立病院総合医学会講

パスから見たDPC上の原価計算に 九州がんセンター 事務

演抄録集69回

ついて（第1報）

PageO-93-2
（2015.10）

部）
，村岡 拓也，鎌田

会議録

会議録

哲也
2016112316 原価管理システム導入に向けての手 平野 勇生（国立病院機
術室の取り組み

構南和歌山医療センタ

国立病院総合医学会講
演抄録集69回

ー 統括診療部麻酔科）
， PageO-92-1（2015.10）
田中 委句子，山路 将之

会議録

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

2016125951 高活性医薬品製造施設におけるリス 小野 道由（ファルマ・ PHARM TECH JAPAN 解説
クベースアプローチ（第4回） 産業 ソリューションズ）

（0910-4739）

衛生/交叉汚染についてのリスクア

32巻2号

セスメント方法

Page245-249
（2016.02）

2016125261 【不眠症の薬物療法を再考する】睡 戸田 康夫（MSDメディ 臨床精神薬理
眠薬開発における産学協同のありか カルアフェアーズ）
た

（1343-3474）
19巻2号
Page163-168
（2016.02）

解説／
特集

