
年頭のごあいさつ
夢のある飛躍の年に……………… 堀内　龍也　　 1－　 1
チーム医療の担い手として……… 岸田　修一　　 1－　 5
年頭のご挨拶……………………… 松本　　純　　 1－　 6
年頭のご挨拶……………………… 三井　辨雄　　 1－　 7
年頭に寄せて……………………… 逢坂　誠二　　 1－　 8
新年のごあいさつ…………… とかしきなおみ　　 1－　 9
人間安全保障……………………… 常田　享詳　　 1－　10
新年に期待する…………………… 藤井　基之　　 1－　11

巻頭言
後発医薬品と医療経済…………… 越川　千秋　　 2－ 153
「受け取る側」から「送り出す側」へ
　…………………………………… 折井　孝男　　 3－ 289
顔の見える薬剤師をめざして…… 田中　照夫　　 4－ 425
医薬品の安全管理………………… 荒川　雅美　　 5－ 585
ファジーからの脱却……………… 鈴木　啓之　　 6－ 721
業務展開はできることから少しずつ
　…………………………………… 松田　公子　　 7－ 849
私の気ままな思いつき…………… 堂上　孝至　　 8－ 993
病院薬剤師のこころ：「病める人の人生」とともに
　……………………………………早狩　　誠　　 9－1145
がん薬物療法，緩和ケアにおける薬・薬連携の推進を
　……………………………………直良　浩司　　10－1273
モチベーションが上がる参加型長期実務実習を目指して
　……………………………………千堂　年昭　　11－1417
病院薬剤師の環境変化～近未来編～
　……………………………………芳地　　一　　12－1545

追悼
元日本病院薬剤師会会長　全田　浩先生のご逝去を悼む
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専門薬剤師の活動
　①がん専門薬剤師の活躍の実際…菅野　　望　　12－1549

活動報告
平成20年度日本病院薬剤師会病院薬局協議会抄録
　学術委員会学術第１小委員会
　　病…院薬剤部・薬局の整備，構造，機能基準の改定に関す

る研究……………………………………… 　 1－　12
　学術委員会学術第２小委員会
　　薬剤疫学的手法を利用した医薬品適正使用に関する研究
　　　……………………………………………… 　 1－　15
　学術委員会学術第３小委員会
　　無…菌調製ガイドラインの配布と抗がん剤の調製に関する

ガイドライン策定（抗がん剤の被曝回避に関する提言）
　　　　…………………………………………… 　 1－　17
　学術委員会学術第４小委員会
　　院内製剤の市販化に向けた調査・研究…… 　 1－　20
　学術委員会学術第５小委員会
　　病院薬剤師による禁煙支援に関する調査研究
　　　……………………………………………… 　 1－　22
　学術委員会学術第６小委員会
　　後発医薬品に関する調査研究……………… 　 1－　24
　学術委員会学術第７小委員会
　　高…齢者および慢性腎臓病患者への適正な薬物療法に関する

調査・研究～「重篤な腎障害」に関する禁忌薬物に関す
る調査～第２報……………………………… 　 1－　27

　学術委員会学術第８小委員会
　　フ…ァーマシューティカルケアの薬剤経済学的研究に関する

検討…………………………………………… 　 1－　31
　医薬情報委員会
　　インタビューフォーム記載要領2008について
　　　……………………………………………… 　 1－　37
日本病院薬剤師会国際交流活動
　2008年度国際協力機構（JICA）病院薬学コース
　　……………………………… 国際交流委員会　 3－ 293
治験・臨床研究実施状況および実施体制に関する調査報告2008
　…………………………… 臨床試験対策委員会　 3－ 297
平成19年度プレアボイド報告の概要
　……………医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会
……………………………… 委員長　笠原　英城　 5－ 589
CRAを対象とした「治験中に発生した健康被害に対する補償
対応」に関する調査………… 臨床試験対策委員会　 7－ 853
平成20年度学術委員会学術第１小委員会報告
　病…院薬剤部・薬局の整備，構造，機能基準の改定に関する
研究（最終報告）
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　　　……………学術委員会学術第１小委員会　 8－1001
平成20年度学術委員会学術第２小委員会報告
　薬剤疫学的手法を利用した医薬品適正使用に関する研究
　　　……………学術委員会学術第２小委員会　 8－1005
平成20年度学術委員会学術第３小委員会報告
　無…菌調製ガイドラインの配布と抗がん剤の調製に関する…
ガイドライン策定（抗がん剤の被曝回避に関する提言）

　　　……………学術委員会学術第３小委員会　 8－1007
平成20年度学術委員会学術第４小委員会報告
　院内製剤の市販化に向けた調査・研究
　　　……………学術委員会学術第４小委員会　 8－1011
平成20年度学術委員会学術第５小委員会報告
　病院薬剤師による禁煙支援に関する調査研究（最終報告）
　　　……………学術委員会学術第５小委員会　 8－1014
平成20年度学術委員会学術第６小委員会報告
　後発医薬品に関する調査研究
　　　……………学術委員会学術第６小委員会　 8－1020
平成20年度学術委員会学術第７小委員会報告
　高…齢者および慢性腎臓病患者への適正な薬物療法に関する
調査・研究～「重篤な腎障害」に関する禁忌薬物に関す
る調査～第２報

　　　……………学術委員会学術第７小委員会　 8－1023
平成20年度学術委員会学術第８小委員会報告
　フ…ァーマシューティカルケアの薬剤経済学的研究に関する
検討…………学術委員会学術第８小委員会　 8－1026

平成20年度「診療所薬剤部門の現状調査」集計結果報告
　……………………………………診療所委員会　 9－1149
新版インタビューフォームの紹介と活用について
　…医薬情報委員会インタビューフォーム検討会　11－1421

日病薬だより
平成20年度第４回理事会開催… ……………………  1－　52
平成20年度第４回理事会議事録… …………………  2－ 158
平成20年度第５回理事会開催… ……………………  2－ 159
平成20年度第５回理事会議事録… …………………  5－ 600
平成20年度第６回理事会開催… ……………………  4－ 437
平成20年度第６回理事会議事録… …………………  5－ 603
平成20年度第７回理事会開催… ……………………  5－ 606
平成20年度第７回理事会議事録… …………………  6－ 739
平成21年度第１回理事会開催… ……………………  6－ 741
平成21年度第１回理事会議事録… ………………… 8－1038
平成21年度第２回理事会開催… …………………… 8－1040
平成21年度第２回理事会議事録… …………………10－1280
平成21年度第３回理事会開催… …………………… 9－1155
平成21年度第３回理事会議事録… …………………12－1565
平成20年度第２回地方連絡協議会議事録⑴… ……  3－ 305
平成20年度第２回地方連絡協議会議事録⑵… ……  4－ 430
平成20年度第２回地方連絡協議会議事録⑶… ……  5－ 593
平成21年度第１回地方連絡協議会議事録⑴… ……11－1427

平成21年度第１回地方連絡協議会議事録⑵… ……12－1553
第39回通常総会議事録… ……………………………12－1561
第42回通常代議員会議事録⑴… ……………………  6－ 725
第42回通常代議員会議事録⑵… ……………………  7－ 857
第42回通常代議員会議事録⑶… …………………… 8－1031
「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会
　中間とりまとめ……………………………………  1－　47
要…望書提出　ペルメトリンクリーム５％の保険適用等について
　…………………………………………………………  1－　48
厚生労働省通知
　医薬品の販売名の類似性等による医療事故防止対策の強化
　　・徹底について（注意喚起）……………………  1－　48
厚生労働省通知
　ク…ロザピン製剤（販売名：クロザリル錠25mg，同錠100mg）
の使用にあたっての留意事項について／クロザピン製剤
の使用にあたっての留意事項について…………  7－ 856

平成20年度感染制御認定薬剤師認定者… …………  2－ 157
平成20年度精神科薬物療法認定薬剤師認定者… …  2－ 157
平成21年度がん専門薬剤師研修事業に係る第１期研修生の
　募集について………………………………………  3－ 303
平成21年度がん専門薬剤師研修事業に係る第３期研修生の
　募集について………………………………………10－1277
部・委員会報告／行事予定／会務日誌… 1－52，2－160，
　3－313，4－438，5－606，6－741，7－870，8－1041，
　9－1155，10－1281，11－1438，12－1568

各病薬だより
「お薬相談会」開催…………… 岡山県病院薬剤師会 1－　53
第361回学術講演会・新薬検討会・第23回DI研究会
　……………………………… 富山県病院薬剤師会 6－ 744
平成20年度第３回富山県病院薬剤師会研修会（医療安全）
　……………………………… 富山県病院薬剤師会 7－ 873
富山県病院薬剤師会感染制御研修会
　………………………………富山県病院薬剤師会 8－1030
第24回DI研究会・第364回学術講演会・第25回DI研究会・
　第６回富山県精神科薬剤師勉強会学術講演会
　………………………………富山県病院薬剤師会 9－1158
感染制御研修会・富山県病院薬剤師会情報セミナー
…… ………………………………富山県病院薬剤師会11－1442
366回学術研修会（新薬検討会）・367回学術講演会
…… ………………………………富山県病院薬剤師会12－1572

ブロックのページ
北陸地区第19回日本病院薬剤師会北陸ブロック学術大会開催
　…………………………………… 白波瀬正樹　　 2－ 164

資料
薬剤管理指導届出病院一覧…………………………  3－ 316
第42回通常代議員会資料… …………………………  4－ 441
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平成20年度生涯研修認定者数… 生涯研修委員会　 9－1260
人事院の国家公務員給与勧告について……………10－1283
第11回日本病院薬剤師会生涯研修履修認定証の交付について
　…………………………………生涯研修委員会　10－1288

お知らせ
平成21年度日本病院薬剤師会賞・病院薬学賞並びに功労賞
　……………………………………………………… 8－1047
平成21年度学術奨励賞受賞者… ……………………  7－ 873
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱………………………  3－ 314
感謝状贈呈・有功会員の委嘱
　………………… 2－282，3－314，5－626，6－743，
平成21年度都道府県病院薬剤師会新会長… ……… 8－1049
平…成21年度各領域の専門薬剤師・認定薬剤師に係るイベント
の予定について……………………………………  4－ 483

平成21年度病院薬局協議会議案募集… ……………  1－　54
「論文」投稿数・掲載数および採択率（平成14～20年度）
　………………………………………………………  7－ 979
平成21年度「外国への日本人研究者派遣事業（予定）」の応募
　………………………………… 国際交流委員会　 4－ 484
日本病院薬剤師会関東ブロック第39回学術大会（予告）
　………………………………………………………  3－ 315
日本病院薬剤師会関東ブロック第39回学術大会（予告２）
　………………………………………………………  7－ 877
第48回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四
国支部学術大会………………………………………  6－ 749
日…本病院薬剤師会東海ブロック・日本薬学会東海支部合同学術
大会2009……………………………………………11－1443
第31回日本病院薬剤師会近畿学術大会（予告１）… 10－1297
第31回日本病院薬剤師会近畿学術大会（予告２）… 12－1573
第46回全国診療所薬剤師協議会のご案内… ………  7－ 855
FIP（国際薬学会議）病院薬剤師声明について
　…………………………………国際交流委員会　 9－1161
【告知板】掲載料について…………………………広報・企画課
　1－52，2－234，3－389，4－484，5－666，6－797，
　7－902，9－1212，11－1446，12－1608
新規入会・変更・退会の手続きについて………………総務課
　1－55，2－234，5－675，6－751，7－906，8－1019，
　9－1194，10－1333，11－1481，12－1598
病院・診療所薬剤組織の名称確認についてのお願い…総務課
　1－55，2－279，3－364，4－510，5－625，6－808，
　7－915，8－1122，9－1270，10－1328，11－1489，12－1578
薬剤管理指導届出病院ご報告のお願い…………………総務課
　1－57，4－550，5－654，6－828，7－910，8－1006，
　9－1198，10－1333，11－1512，12－1593
１日１回は日病薬のホームページを確認しよう………広報部
　1－106，2－220，4－480，5－644，6－776，7－872，
　9－1159，10－1301，11－1474，12－1624
日本病院薬剤師会賠償責任保険加入のおすすめ………経理課

　1－124，2－269，4－439，5－639，6－780，9－1216
論文投稿のご案内……………………………………編集委員会
　1－136，2－224，3－394，5－670，6－824，7－960，
　9－1244，10－1346，11－1471，12－1571
「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集…編集委員会
　1－53，2－192，4－527，5－688，6－750，12－1629
ホームページを飾る写真募集中…………………………広報部
　7－940，9－1154，11－1474，12－1651
ホームページIDおよびパスワードの変更について………広報部
　3－413，4－480
平成20年度「日病薬賠償責任保険」満期のお知らせ… 経理課
　10－1295，11－1445，12－1577
平成21年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ… 5－622，
　6－748，7－876，8－1050，9－1160，10－1296，11－1444
医療薬学フォーラム2009／第17回クリニカルファーマシー
　シンポジウム………………………………………  1－　55
医療薬学フォーラム2009／第17回クリニカルファーマシー
　シンポジウム⑵……………………………………  3－ 320
第69回国際薬学会議＜FIP＞イスタンブール大会参加ツアー
　…………………………………5－620，6－746，7－874
第44回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成のお知らせ
　………………………………………………………  6－ 750
「Mindsポスター及びリーフレット」の送付について
　………………………………………………………  3－ 295
「医薬品医療機器情報配信サービス」について
　……………………………… 3－344，4－484，5－661，

学会・研究会・研修会案内
主催・共催等／関連学会ほか… 1－56，2－165，3－317，
　4－485，5－623，6－753，7－879，8－1051，9－1165，
　10－1298，11－1447，12－1574

告知板
医療薬学35-1号（2009年１月発行）収載予定論文… 1－　58
医療薬学35-2号（2009年２月発行）収載予定論文… 2－ 167
医療薬学35-3号（2009年３月発行）収載予定論文… 3－ 322
医療薬学35-4号（2009年４月発行）収載予定論文… 4－ 487
医療薬学35-5号（2009年５月発行）収載予定論文… 5－ 627
医療薬学35-6号（2009年６月発行）収載予定論文… 6－ 756
医療薬学35-7号（2009年７月発行）収載予定論文… 7－ 882
医療薬学35-8号（2009年８月発行）収載予定論文… 8－1045
医療薬学35-9号（2009年９月発行）収載予定論文… 9－1164
医療薬学35-10号（2009年10月発行）収載予定論文…10－1297
医療薬学35-11号（2009年11月発行）収載予定論文…11－1445
医療薬学35-12号（2009年12月発行）収載予定論文…12－1577
第19回日本医療薬学会年会予告⑴… ………………  1－　58
第19回日本医療薬学会年会予告⑵… ………………  3－ 322
第19回日本医療薬学会年会予告⑶… ………………  7－ 887
日本医療薬学会の認定薬剤師の認定を受ける方へ
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　……………………………………………… 1－59，3－321
日本医療薬学会第34回医療薬学公開シンポジウム… 7－ 886
日本医療薬学会第35回医療薬学公開シンポジウム
　「医療現場の問題点に対する科学的取り組み」… 9－1168
日本医療薬学会第36回医療薬学公開シンポジウム
　メインテーマ「薬剤師に求められる質と職能を考える」
　　……………………………………………………10－1302
日本医療薬学会第37回医療薬学公開シンポジウム
　メインテーマ「医療現場の問題点・疑問点を形にする」
　　……………………………………………………10－1303
「医療薬学」誌への投稿論文の募集について………  5－ 627
第59回日本薬学会近畿支部総会・大会… …………  6－ 759
日本薬学会第130年会（岡山）………………………12－1576
日本女性薬剤師会通信教育講座
　診療ガイドライン・薬剤コース　特別公開講座のお知らせ
　平成21年度「診療ガイドライン・薬剤コース」…  2－ 168
2009年度日本女性薬剤師会学術講演会
　一緒にのりきろう！　加齢の医学
　　最先端の臨床報告と予防………………………  4－ 488
日本女性薬剤師会通信教育講座　診療ガイドライン
　薬剤コース特別公開講座のお知らせ……………  7－ 885
平成21年度夏季研修会漢方講座
　…………………………… 東京都女性薬剤師会　 5－ 626
東京都女性薬剤師会　秋期講座のお知らせ……… 8－1054
東京都女性薬剤師会　春期講座のご案内…………12－1578
第17回赤十字血液シンポジウム… …………………  1－　60
日本薬剤学会第24年会開催のお知らせ… …………  4－ 487
日本糖尿病療養指導士認定機構主催
　第10回講習会開催のおしらせ… …………………  6－ 758
第28回城南地区薬剤師セミナー… …………………  6－ 765
第16回薬と医療シンポジウム… ……………………  7－ 885
第74回日本循環器学会総会・学術集会
　コメディカルセッション演題募集のご案内…… 8－1055
昭薬同窓会公開教育講座……………………………  2－ 167
＜平成21年度慶應義塾大学薬学部薬剤師継続学習通信講座
　ご案内＞概要………………………………………  3－ 319
慶應義塾大学薬学部平成21年度公開講座のご案内… 4－ 489
第12回天然薬物研究方法論アカデミー
　幕張シンポジウム案内……………………………  6－ 757
第２回神戸薬科大学シンポジウム…………………  7－ 883
第35回神戸薬科大学卒後研修講座… ………………  7－ 884
第３回　神戸薬科大学卒後研修関東地区講座のご案内
　………………………………………………………11－1446
国境なき医師団日本　募集中！－海外派遣スタッフ薬剤師－
　… 国境なき医師団日本　7－888，8－1056，9－1247
財団法人島原科学振興会平成21年度研究助成の募集案内
　……………………………………………………… 8－1054

日本薬剤師研修センターからのお知らせ
　…1－61，2－169，3－323，4－490，5－628，6－760，
　7－889，8－1057，9－1169，10－1304，11－1450，12－1579

医薬品・医療機器等安全性情報
No.…252………………… 厚生労働省医薬食品局　　 1－　62
No.…253………………… 厚生労働省医薬食品局　　 2－ 170
No.…254………………… 厚生労働省医薬食品局　　 3－ 324
No.…255………………… 厚生労働省医薬食品局　　 4－ 491
No.…256………………… 厚生労働省医薬食品局　　 5－ 629
No.…257………………… 厚生労働省医薬食品局　　 7－ 891
No.…258…………………厚生労働省医薬食品局　　 8－1058
No.…259…………………厚生労働省医薬食品局　　 9－1171
No.…260…………………厚生労働省医薬食品局　　10－1305
No.…261…………………厚生労働省医薬食品局　　11－1451
No.…262…………………厚生労働省医薬食品局　　12－1580

総説
高齢者が避けたほうがよい医薬品リスト
　…………………………………… 福島　紀子　　 1－　71
小児の誤飲………………………… 石川　洋一　　 2－ 173
在宅医療の過去，現在，未来…… 山野　　裕　　 3－ 333
カルボプラチンの臨床用量……… 小川　一誠　　 4－ 505
新興再興感染症と新型インフルエンザ，プレパンデミック
　ワクチン………………………… 岡部　信彦　　 5－ 635
根拠に基づく漢方治療実践への基礎研究からのフィードバック
　…………………………………… 竹野　伸洋他　 6－ 761
Clostridium difficile感染症について
　…………………………………… 加藤　はる　　 7－ 897
医療関連感染対策－日本と欧米の相違点を中心に－
　……………………………………森兼　啓太　　 8－1075
重篤副作用を予防するために－重篤副作用発症と関連する
　遺伝子マーカーの探索研究－…鹿庭なほ子他　 9－1181
今後の医薬品等の安全対策について
　……………………………………松田　　勉　　10－1315
新型インフルエンザ対策…………高橋　　央　　11－1465
ドーピングとスポーツファーマシスト
　……………………………………笠師久美子　　12－1587

意見
抗菌薬の添付文書はどこが間違っているのか
　…………………………………… 岩田健太郎　　 3－ 339

特集
日本病院薬剤師会専門薬剤師の現状と将来
　①日本病院薬剤師会専門薬剤師認定制度
　　………………………………… 大石　了三　　 2－ 178
　②がん専門薬剤師……………… 遠藤　一司　　 2－ 179
　③感染制御専門薬剤師………… 阿南　節子　　 2－ 181
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　④精神科専門薬剤師…………… 松田　公子　　 2－ 182
　⑤HIV感染症専門薬剤師………… 木平　健治　　 2－ 184
　⑥妊婦・授乳婦専門薬剤師…… 林　　昌洋　　 2－ 186
　専門薬剤師・認定薬剤師認定制度規程，規程細則，申請資格
　　……………………………………………………  2－ 187
サリドマイドを安全に使用するために
　①サリドマイド事件とは……… 増山ゆかり　　 5－ 641
　②サリドマイドの新たなる適用～多発性骨髄腫における
　　作用と安全性～……………… 服部　　豊　　 5－ 645
　③サリドマイドのリスク管理システム（TERMS®）：
　　評価と課題…………………… 佐藤　嗣道　　 5－ 649
　④行政の立場から……………… 森　　和彦　　 5－ 651
　⑤施設の立場から……………… 下枝　貞彦他　 5－ 653
　⑥製造販売する立場から……… 中尾智佳子他　 5－ 655
　⑦多発性骨髄腫患者の立場から…上甲　恭子　　 5－ 657
がん化学療法レジメン審査における薬剤師の役割
　①レジメン審査におけるエビデンスレベル
　　…………………………………大久保孝義　　 8－1081
　②レジメン審査委員会の運営…牧野　好倫他　 8－1084
　③新規抗がん剤の導入にあたって
　　…………………………………濱　　敏弘　　 8－1086
　④化学療法センター事務局機能について
　　…………………………………久道　周彦他　 8－1088
遺伝子情報を基にした薬物療法の適正化
　①…遺伝子多型診断に基づいたワルファリン治療の維持用量
設定と副作用予測……………越前　宏俊　　11－1469

　②…遺伝子多型診断に基づいた塩酸イリノテカンによる化学
療法の至適投与量と副作用予測

　　　………………………………長谷川好規　　11－1472
　③遺伝子多型診断に基づいたH. pylori除菌療法の有効性予測
　　…………………………………古田　隆久　　11－1475

シリーズ
薬剤師と法律
　これからの薬剤師の役割分担と責任〔Ⅰ〕
　　………………………………… 三輪　亮壽　　 1－　75
　これからの薬剤師の役割分担と責任〔Ⅱ〕
　　………………………………… 三輪　亮壽　　 2－ 193
　これからの薬剤師の役割分担と責任〔Ⅲ〕
　　………………………………… 三輪　亮壽　　 3－ 345
　これからの薬剤師の役割分担と責任〔Ⅳ〕
　　………………………………… 三輪　亮壽　　 4－ 508
循環器系で行われる検査とその読み方
　①心電図検査…………………… 村川　裕二　　 5－ 659
　②冠動脈造影…………………… 我妻　賢司他　 6－ 767
　③心臓カテーテル検査………… 野池　博文他　 7－ 903
　④心臓超音波検査………………町野　智子他　 8－1091
　⑤心筋シンチグラフィ検査……諸井　雅男　　 9－1187

薬剤師に必要な薬剤疫学の知識
　第１回　なぜ薬剤師の業務に薬剤疫学が必要なのか？
　　…………………………………赤沢　　学他　10－1319
　第２回　リスク表現と研究デザイン
　　…………………………………赤沢　　学他　11－1479
　第３回　エビデンスを狂わす悪者の正体
　　…………………………………赤沢　　学他　12－1591

プレアボイド広場
胃…酸分泌抑制剤（H2受容体拮抗剤とプロトンポンプ阻害剤）
における薬学的ケア

　……………医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会
北岡　　晃　　 1－　78

未然回避報告について
　……………医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会

小林　　仁　　 3－ 348
持…参薬の確認とTDMの実施が発見の発端となった重篤化回避
事例…………医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会

斉藤真一郎　　 7－ 907
抗不整脈薬による低血糖症
　……………医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会

清水　淳一　　 9－1191

論文
保険薬局におけるがん化学療法関連情報の入手方法
　～枚方市薬剤師会のアンケート調査より～
　　………………………………… 木村　真策他　 1－　85
富…山県における次亜塩素酸ナトリウム製剤の使用実態および
その安定性に関する検討……… 今村　理佐他　 1－　89

注射針を装着したままインスリン注入器を保管・携行する
　危険性…………………………… 西村　博之他　 1－　93
市販品から調製した40％カラヤ軟膏の基剤による吸水能の比較
　…………………………………… 宮　　牧子他　 1－　97
上肢機能障害者における点眼剤の使用性について
　…………………………………… 幸　　邦憲他　 1－ 100
医学部学生に対する「麻薬（オピオイド）の取り扱い」に
　関する講義の実施と緩和ケア教育における薬剤師の役割
　　………………………………… 杉浦　宗敏他　 1－ 103
がん化学療法における悪心・嘔吐対策の標準化への取り組み
　…………………………………… 柴田　博子他　 1－ 109
カルバペネム系抗菌薬の使用許可制の導入とその効果
　…………………………………… 池田　義明他　 1－ 114
R-CHOP療法施行患者における発熱性好中球減少症の予測
　因子解析とワークシートの作成…大谷　俊裕他　 1－ 117
オ…ピオイドによる嘔気に対するプロクロルペラジン前投与の
有用性…………………………… 遠山　幸男他　 1－ 121

妊娠中における精神神経系薬剤の使用評価と胎児に及ぼす
　影響の検討……………………… 刈込　　博他　 1－ 125
精神科病棟における薬剤管理指導業務の取り組みと非定型
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　抗精神病薬発売後10年間の抗精神病薬使用量の推移
　　………………………………… 山本　勇樹他　 2－ 197
自殺企図中毒症例の解析－医薬品を中心に－
　…………………………………… 浅野　裕紀他　 2－ 201
高カロリー輸液（TPN）の無菌調製を目的とした無菌室の
　環境調査と管理条件の検討…… 能勢　誠一他　 2－ 205
モーズ軟膏を使用した有棘細胞がんの２例
　…………………………………… 竹森　康子他　 2－ 209
糖尿病患者における低血糖の理解度調査と指導方法の検討
　…………………………………… 木村　好伸他　 2－ 213
薬剤部を事務局としたnutrition…support…team（NST）稼動
　３年間の成果…………………… 古賀　勝治他　 2－ 217
がん性疼痛治療にオピオイドを定期使用する患者の
　レスキュードースにおける問題点～腎障害時を中心に～
　　………………………………… 須佐　仁美他　 2－ 221
薬剤師立ち会い制を取り入れた中小病院での効率的な病棟
　がん化学療法へのかかわりについて
　　………………………………… 野村　賢一他　 2－ 225
乳…腺外科領域の外来がん化学療法における有害事象情報収集
と評価…………………………… 鍋田いづみ他　 2－ 230
肺がん化学療法における「化学療法投与量設定シート」の
　構築とその有用性の検討……… 若林　雅人他　 2－ 237
再…発急性前骨髄球性白血病患者に対し院内製剤・亜砒酸注射
液が有効であった２症例－その臨床効果と経済的有用性－
　　………………………………… 萬年　琢也他　 2－ 242
化…学放射線療法における患者理解度向上のための服薬指導
　シートの改善…………………… 内田まやこ他　 2－ 247
悪…性リンパ腫に対する外来R-CHOP療法における発熱性好中球
減少症のリスク因子に関する検討
　　………………………………… 兼松　哲史他　 2－ 251
蛍光指示薬を用いた注射用抗がん剤調製時の曝露に対する
　低減化への取り組み…………… 中尾　將彦他　 2－ 255
乳…がんにおけるドセタキセル＋シクロフォスファミド療法の
認容性に関する検討…………… 大塚　敦郎他　 2－ 259
抗…悪性腫瘍薬の後発医薬品の導入における薬剤部門の在り方
についての一考察……………… 畑中由香子他　 2－ 265
愛知県病院薬剤師会オンコロジー研究会の取り組み
　－大腸がん化学療法における皮膚，粘膜，味覚障害の実態調査－
　　………………………………… 櫛原　秀之他　 2－ 270
徐…放性オキシコドン製剤服用患者のレスキューにおける速効
性…経口モルヒネ製剤と速効性経口オキシコドン製剤の比較
検討…………………………… 金田　典子他　 3－ 351

抗菌薬適正使用推進のためのコンサルテーション体制の構築
　…………………………………… 鈴木　高弘他　 3－ 355
手術室サテライトファーマシーにおける薬剤師業務　第２報
　－医療安全における薬剤師の評価－
　　………………………………… 大西　正文他　 3－ 361
抗…がん剤誘発遅延性悪心・嘔吐に対する低用量ステロイドの
薬剤経済学的検討……………… 大島有美子他　 3－ 365

薬…剤部と栄養課の連携による経腸栄養剤の微生物汚染防止への
取り組み…………………………… 堀本　厚子他　 3－ 369
抗Human…Immunodeficiency…Virus（HIV）薬の使用実態と
　薬剤費の変遷…………………… 関根　祐介他　 3－ 373
相…談者が予測する妊娠中の薬剤使用による先天奇形発生率と
カウンセリングによる改善の評価

　　………………………………… 中島　　研他　 3－ 377
FOLFOX4/FOLFIRI療法における血清鉄の上昇
　…………………………………… 益子　里美他　 3－ 381
がん化学療法における処方鑑査・レジメン管理体制の構築
　…………………………………… 上野千奈美他　 3－ 385
有…効な薬学的関与に向けたテガフール・ギメラシル・オテラ
シ…ルカリウム＋シスプラチン併用療法における有害事象に
関する検討…………………… 鈴木　　薫他　 3－ 391

精神科病棟における薬剤師の役割－医師・看護師への認識
　調査の前後比較による検証と再評価－
　　………………………………… 篠原　尚樹他　 4－ 511
妊婦における薬物体内動態変化と臍帯血中薬物濃度
　…………………………………… 豊口　禎子他　 4－ 515
乳腺科外来化学療法の受診患者における電子媒体を用いた
　問い合わせ……………………… 東　加奈子他　 4－ 519
電子カルテ・オーダリング未整備条件下においても可能な
　疑義照会情報を活用したセーフティマネジメント
　　………………………………… 岸本　　真他　 4－ 523
抗…精神病薬治療継続下の妊娠・出産により新生児にdepression
症状を呈した１例………………… 中島　　研他　 4－ 529
が…ん化学療法への薬剤師の役割－Excelを利用した化学療法
プロトコルの管理－…………… 清水　浩幸他　 4－ 533

モルヒネ疼痛治療パンフレットの作成と評価および患者と
　家族の抱く不安と医師の説明状況
　　………………………………… 川村　郁人他　 4－ 537
非…小細胞肺がんに対するPaclitaxelとCarboplatin併用化学療法
投…与患者の投与法による副作用発現と重篤化因子に関する
後方視的検討………………… 岡田　浩司他　 4－ 542

リ…ン酸オセルタミビル服薬妊婦の妊娠転帰に関する症例集積
調査……………………………… 林　　昌洋他　 4－ 547

実務体験を組み込んだ早期体験学習への取り組み
　…………………………………… 山本　知佳他　 5－ 663
血…液内科における薬剤管理指導（第７報）－CHOP療法および
VAD療法におけるステロイド離脱症候群の調査－
　　………………………………… 宇佐美英績他　 5－ 667
がん薬物療法における後発医薬品導入のための取り組みと
　評価－第１報　レボホリナート注射剤－
　　………………………………… 若江　麻理他　 5－ 671
副…作用として嚥下障害の記載が添付文書上にある薬剤と嚥下
障害の発現との関連性についての検討

　　………………………………… 赤羽　理也他　 5－ 677
ビンカアルカロイド系抗がん剤の物理化学的特性に及ぼす
　温度変化の影響………………… 小島　一晃他　 5－ 681
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ジェネリック薬品導入における薬剤師の役割
　…………………………………… 柳原せい子他　 5－ 685
病棟薬剤師によるBevacizumabの投与設計を組み込んだ
　クリニカルパスの運用………… 堀田　和男他　 5－ 689
緩…和医療均てん化に向けて－保険薬局における医療用麻薬の
服薬指導に関する実態調査と問題点の検討－
　　………………………………… 谷口　仁司他　 5－ 693
使…用済みフェンタニル貼付剤の残存量からみた貼付部位選択
に関する比較検討……………… 吉澤　一巳他　 6－ 773
バンコマイシン投与設計への薬剤師の関与と臨床効果に
　関する多施設共同研究………… 田中　亮裕他　 6－ 777
がん化学療法による遅発性悪心・嘔吐に対する制吐療法の
　実態調査と評価………………… 兒玉　幸修他　 6－ 781
切…除不能・再発胃がんに対するS-1＋Cisplatin療法のbody…mass…
indexと血清アルブミン値を用いた栄養指標による安全性評価
　　………………………………… 木村美智男他　 6－ 785
抗…生物質投与設計を支援するpharmacokinetics/pharmacodynamics
（PK/PD）解析ソフトの作成…… 松木　祥彦他　 6－ 789
薬学臨床技術導入学の実践を目指したベッドサイド実習の
　学生による評価と今後の課題… 徳永　　仁他　 6－ 793
入院患者における持参薬チェックおよびお薬手帳の活用に
　よる安全管理としての有用性の検討
　　………………………………… 橋本　　陽他　 6－ 798
調剤効率化を目指した処方せんおよび薬袋作成システムの
　改良－薬学生の調剤実習における評価－
　　………………………………… 中澤　佑介他　 6－ 801
Microsoft®…Excelを使用したPharmacokinetics-Pharmacodyna…mics
パラメータ算出プログラムの構築
　　………………………………… 重田　純一他　 6－ 805
２型糖尿病患者におけるミチグリニドの有用性について
　…………………………………… 平賀　一貴他　 6－ 809
プ…ランルカスト水和物服薬妊婦の妊娠転帰に関する症例集積
調査……………………………… 山根　律子他　 6－ 813
高…血圧合併妊娠におけるアムロジピンの胎児移行および母乳
移行に関する検討－２例報告－…石井真理子他　 6－ 817
が…ん化学療法における携帯型ディスポーザブル注入ポンプの
流速変動因子の解析…………… 林　　秀樹他　 6－ 821
抗菌薬適正使用推進への取り組み～ “抗菌薬使用の手引き”
　作成の試み～…………………… 倉本美紀子他　 7－ 911
透…析カンファレンスでの薬剤師の評価－医療スタッフアン
ケートからの考察－…………… 森本　健幹他　 7－ 917
カルバペネム系抗菌薬療法に薬剤師が参画したことによる
　使用法の変化とイミペネム耐性緑膿菌分離率の動向
　　………………………………… 小林　義和他　 7－ 921
薬…剤師によるがん化学療法の説明に対する患者の評価と評価
に基づく業務の改善…………… 伊藤　由香他　 7－ 925
宿主病態レベルからみた市中肺炎治療の検討
　…………………………………… 田中久美子他　 7－ 931
モンテカルロシミュレーションを用いたPharmacokinetics-

　Pharmacodynamicsに基づくカルバペネム系抗菌薬の効果
　　的な投与方法の検討………… 重田　純一他　 7－ 935
広…域抗菌薬使用届提出基準変更によるカルバペネム系抗菌薬
使用状況の変化および緑膿菌感受性の変化について

　　………………………………… 小野　雅文他　 7－ 941
がん性悪臭に対するメトロニダゾール軟膏の有用性
　…………………………………… 芦埜　和幸他　 7－ 945
患者活動度が携帯型持続注入器による抗がん剤注入速度に
　及ぼす影響……………………… 木村　　緑他　 7－ 949
看護師，薬剤師共有のがん化学療法管理システムの開発と
　その評価………………………… 六波羅　孝他　 7－ 953
外来化学療法におけるweeklyパクリタキセルレジメンの
　標準化と治療時間の改善……… 高木　昭佳他　 7－ 957
Quality…Control手法を活用した注射抗がん剤無菌調製の業務
改善……………………………… 安田　昌宏他　 7－ 961
がん化学療法レジメン認定分会の取り組み（第２報）
　－がん化学療法における減量割合の検討－
　　………………………………… 桜田　宏明他　 7－ 965
冠…動脈ステント留置術後におけるチクロピジン有害反応症例に
対するクロピドグレル代替投与の安全性と有効性
　　………………………………… 安　　武夫他　 7－ 971
薬剤管理指導記録の電子システムの構築とその評価
　－記録時間や薬学的問題点の立案数への影響－
　　………………………………… 長橋かよ子他　 7－ 975
後…期高齢者におけるバンコマイシンのAUC/MICとCRP低下率
の相関………………………………加藤　克洋他　 8－1095
処…方オーダーシステムと連動した麻薬管理システムの開発と
評価………………………………青木　　愛他　 8－1099

造…血器腫瘍における腫瘍崩壊症候群に対するアロプリノール
の適正使用………………………北本　真一他　 8－1102

長崎県における感染制御認定制度改定に対する意識調査
　……………………………………中川　博雄他　 8－1105
外来がん化学療法を安全に実施するための調査
　……………………………………内山　将伸他　 8－1109
造…血幹細胞移植患者における注射剤投与時の配合変化防止と
投与ルート管理への取り組み…合田　泰志他　 8－1113

薬剤師病棟常駐化による医療安全と医薬品情報提供への貢献
　……………………………………中村　敏史他　 8－1119
パクリタキセル製剤に含まれるアルコールの影響に関する検討
　……………………………………伴　　晶子他　 8－1123
ISO9001：2000に従った薬剤科のがん治療への取り組み
　……………………………………尾﨑　誠一他　 8－1127
バンコマイシン塩酸塩の各種初期投与量設定法における腎
　機能推定値の補正が治療域濃度達成率に及ぼす影響
　　…………………………………宮原　兼二他　 9－1195
継続的卒後研修における顧客満足度分析の有用性－精神科
　薬物療法研修会での試み－……神村　英利他　 9－1199
肝…動注を併用した5-fluorouracil，levofolinate…calcium，irinotecan
（FOLFIRI）療法の使用状況について
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　　…………………………………玉木　慎也他　 9－1205
がん化学療法患者の糖尿病発症についての検討
　……………………………………松村千佳子他　 9－1209
乳…がん術後補助化学療法のEC療法継続パクリタキセル療法
における副作用解析……………伊藤　大輔他　 9－1213
在宅患者訪問薬剤管理指導による精神疾患の患者における
　再入院抑制効果の検討…………桑原　秀徳他　 9－1217
カ…ルバペネム系抗菌薬使用状況の評価とイミペネム耐性緑膿
菌検出率の動向…………………小林　義和他　 9－1221
キノロン系抗菌点眼薬の点眼可能日数と適正容量
　……………………………………冨田　隆志他　 9－1225
MRSA検出項目の相違に関する検討
　……………………………………小澤　章裕他　 9－1229
慢性腎臓病の薬剤管理指導業務における質的向上の試み
　……………………………………籔本　浩子他　 9－1233
がん化学療法に対する後発医薬品の導入のための取り組み
　－グラニセトロン注射剤について－
　　…………………………………鍛治園　誠他　 9－1237
携帯型持続注入ポンプの薬液残存に対する対応策の検討
　……………………………………貝瀬眞由美他　 9－1241
S-1とワルファリンの薬物相互作用についての検討
　……………………………………五十嵐弘幸他　10－1321
メサラジン錠の粉砕後安定性に関する検討
　……………………………………森　　洵子他　10－1325
進…行大腸がんに対するFOLFOX4療法２週ごと施行逸脱の要因
調査…………………………………早坂　正敏他　10－1329
血…清クレアチニン値の補正によるカルボプラチン投与量設定
の評価……………………………槙原　克也他　10－1335
S-1服用患者における血液凝固能検査の必要性
　……………………………………関屋　裕史他　10－1339
眼科入院患者に対する薬剤管理指導回数からの考察
　……………………………………伊藤　千恵他　10－1343
エ…ルロチニブ服用患者に対する外来調剤室での服薬指導体制
の確立と今後の課題……………岡村みや子他　10－1347
が…ん医療の均てん化に向けた京都がん薬剤業務連携協議会の
取り組み～保険薬局におけるがん医療の実態調査～
　　…………………………………本多　伸二他　10－1352
妊娠第一三半期に薬物を使用した妊婦の妊娠転帰に関する
　症例集積調査（第３報：プラウノトール）
　　…………………………………前田　葉子他　10－1357
大…腸がん化学療法における携帯型持続注入器の流速に影響を
与える因子の検討………………和田　依子他　10－1361
が…ん疼痛管理に関する看護師への教育支援を目的とした実態
調査………………………………平野　茂樹他　10－1365
地…域がん診療連携拠点病院における進行・再発胃がんに対する
S-1＋シスプラチン併用療法… …宇都　直哉他　10－1371
院外処方せんの後発医薬品変更に関する調査（第２報）
　…………………………………渡邊　裕之　他　11－1483
塩酸バンコマイシン経口剤の安定性と矯味比較試験

　…………………………………金野　　昇　他　11－1487
Trastuzumab初回投与量の違いがinfusion…reactionの発現に及ぼす
影響………………………………吉岡　大樹　他　11－1490

イ…トラコナゾール内用液がシクロスポリンの薬物動態に及ぼ
す影響…………………………山口佳津騎　他　11－1494

ハイリスク薬服用患者に対する薬剤管理指導業務の標準化
　…………………………………宍野　友紀　他　11－1497
誤嚥性肺炎に対する抗菌薬治療の現状調査について
　…………………………………白石　貴寿　他　11－1501
がん診療連携拠点病院の看護師に対する抗がん剤の曝露に
　関する実態調査………………小野　裕紀　他　11－1505
イ…リノテカン塩酸塩を含む化学療法施行時における排便コン
トロールが副作用に及ぼす影響

　　………………………………渡辺　和美　他　11－1509
終末期がん患者に対する輸液治療に関する実態調査
　…………………………………原田　知彦　他　11－1513
糖…尿病患者の療養指導継続と長期血糖コントロールにおける
薬・薬連携の有用性…………中村　敏史　他　11－1517

カ…ルバペネム系抗菌薬のde-escalationを目的とした感染対策
チームの教育的介入効果と問題点

　　………………………………室　　高広　他　11－1521
妊娠第一三半期に薬物を使用した妊婦の妊娠転帰に関する
　症例集積調査（第４報：エペリゾン塩酸塩）
　　………………………………高村　茂生　他　11－1525
外…来化学療法実施乳がん患者における悪心・嘔吐対策変更に
よる有害事象発現への影響…川嵜　英二　他　12－1595

一包化調剤の現状と安定性情報の適正利用に関する評価
　…………………………………金田　達也　他　12－1599
徐…放性バルプロ酸ナトリウム製剤の使用とTDM実施により
投与量を減量し得た血液透析症例

　…………………………………藤井　淳子　他　12－1605
オ…ピオイド簡易変換表交付前後によるオピオイドおよび除痛
動向における考察……………上島健太郎　他　12－1609

ア…ントラサイクリン系抗がん剤の投与時間の短縮による血管
外漏出の減少…………………伊藤　美代　他　12－1613

Oxaliplatinが原因と考えられるアレルギー反応への対策
　…………………………………嶋田　　烈　他　12－1617
外…来化学療法患者における薬・薬連携強化のためのアンケート
調査………………………………中島　瑞紀　他　12－1621
抗生物質使用シートの導入が薬剤適正使用に及ぼす影響
　…………………………………松木　祥彦　他　12－1625
長…野県下４施設における抗菌薬使用量と耐性菌に関するサー
ベイランス－感染対策水準向上のための薬剤師の取り組み－
　　…………………………………久保田　健　他　12－1631
外…来化学療法室における中止症例の解析と患者指導用文書の
作成……………………………岩坪沙奈恵　他　12－1635

新…型インフルエンザ対策における医療従事者のオセルタミビ
ル予防内服－服用の実態と有害事象の発現状況－

　　………………………………中浴　伸二　他　12－1639
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学会報告
第43回ミッドイヤー臨床薬学会議（ASHP…2008）に参加して
　…………………………………… 須野　　学　　 5－ 699

研修報告
第29回日本病院薬剤師会実務研修会を主催して
　…………………………………… 佐々木　均　　 1－ 131
第29回日本病院薬剤師会実務研修会に参加して
　…………………………………… 原田　　均　　 1－ 133
学術論文作成上の留意点………… 山村　喜一　　 1－ 135
平成20年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
　…………………………………… 岩崎　雅弘　　 1－ 137
平成20年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）に参加して
　…………………………………… 野中みのり　　 1－ 138
EDCセミナー2008「EDC（Electronic…Data…Capture）を，
　使いこなす!!」を主催して……… 寺田　　淳　　 3－ 397
「EDCセミナー2008」に参加して…輿　　節子　　 3－ 399
治験事務局セミナー2009を主催して
　…………………………………… 久保田篤司　　 5－ 701
治験事務局セミナー2009（東京）に参加して
　…………………………………… 山岸美奈子　　 5－ 702
治験事務局セミナー2009（大阪）に参加して
　…………………………………… 徳田　悦美　　 5－ 704
平成20年度日本病院薬剤師会薬剤師治験コーディネーター
　養成フォローアップ研修会を主催して
　　………………………………… 澤村　　正　　 6－ 825
平成20年度日本病院薬剤師会薬剤師治験コーディネーター
　養成フォローアップ研修会に参加して
　　………………………………… 髙橋　　郷　　 6－ 827
治験事務局セミナー2009（福岡）に参加して
　……………………………………鶴田　由貴　　 9－1245
フレッシュCRAのための治験セミナー2009に参加して
　……………………………………中田　晶子　　10－1375
EDCセミナー2009を企画して……古川　裕之　　10－1377
EDCセミナー2009に参加して……田畑　順也　　10－1379
EDCセミナー2009に参加して……小松　香菜　　10－1381
平成20年度薬剤使用状況等に関する調査研究
　ドイツ班　ドイツにおける後発医薬品使用状況調査報告
　　…………………………………井関　　健　　11－1529
　フランス班　フランスにおける薬剤使用状況調査報告
　　…………………………………本橋　　茂　　11－1531
第12回CRC養成研修会を主催して…大西　純一　　12－1643
第12回CRC養成研修会に参加して…表　　　忍　　12－1644

新薬の紹介
β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤
　注…射用タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
（ゾシン®静注用2.25，4.5）…… 宇治　達哉他　 1－ 140

てんかん治療薬
　ラミクタール錠小児用２mg，小児用５mg，25mg，100mg
　　（ラモトリギン®錠）… ………… 島　由季子他　 1－ 142
経…口エストラジオール・プロゲスチン配合閉経後骨粗鬆症治
療剤　エストラジオール・レボノルゲストレル錠

　　（ウェールナラ配合錠）……… 森川　麻紀他　 2－ 274
抗…けいれん剤　フェノバルビタールナトリウム凍結乾燥製剤
（ノーベルバール®静注用250mg）…大西　淳一　　 3－ 402
抗線維化剤　ピルフェニドン（ピレスパ®錠200mg）
　…………………………………… 世森　重伸　　 3－ 404
経皮吸収卵胞・黄体ホルモン剤
　エストラジオール・酢酸ノルエチステロン経皮吸収型製剤
　　（メノエイド®コンビパッチ）… 大下　智久　　 3－ 406
緑内障・高眼圧症治療剤
　タフルプロスト（タプロス®点眼液0.0015％）
　　………………………………… 河村　章裕　　 4－ 552
レボドパ賦活型パーキンソン病治療薬
　ゾニサミド（トレリーフ®錠）…… 白倉　健史他　 6－ 830
抗悪性腫瘍剤（チロシンキナーゼインヒビター）
　ダサチニブ水和物（スプリセル錠®）
　　………………………………… 町田　明弐他　 6－ 832
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬/利尿薬配合剤
　カ…ンデサルタンシレキセチル/ヒドロクロロチアジド配合錠
（エカード®配合錠LD/HD）…… 庄司　貴幸　　 6－ 834

15員環マクロライド系抗生物質製剤
　ア…ジスロマイシン水和物（ジスロマック®SR成人用ドライ
シロップ２g）… ……………… 長島　正人　　 7－ 980

骨粗鬆症治療剤　ミノドロン酸水和物（リカルボン®錠１mg/
　ボノテオ®錠１mg）… …………… 藤田　健人他　 7－ 982
注…意欠陥／多動性障害治療剤（選択的ノルアドレナリン再取り
込み阻害剤）　アトモキセチン塩酸塩
　　（ストラテラ®カプセル５mg，10mg，25mg）
　　　………………………………後藤　太郎他　 9－1248
非定型抗精神病薬　リスペリドン持効性懸濁注射液
　（リスパダール®コンスタ®筋注用25mg，37.5mg，50mg）
　　…………………………………若松　昭秀　　 9－1250
治療抵抗性統合失調症治療薬　クロザピン（クロザリル®錠）
　……………………………………柄谷　　宏　　 9－1252
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤
　テルミサルタン/ヒドロクロロチアジド配合錠
　　（ミコンビ®配合錠AP，BP）… 冨山　裕美　　 9－1254
超速効型インスリン製剤　インスリン グルリジン
　（アピドラ®注ソロスター®・カート・100単位/mL）
　　…………………………………小山　政義他　 9－1256
広範囲経口抗菌製剤　レボフロキサシン水和物
　（クラビット®錠500mg・錠250mg・細粒10％）
　　…………………………………菅　　昭二　　 9－1258
経口カルバペネム系抗菌薬　テビペネム ピボキシル
　（オラペネム®小児用細粒10％）… 高橋　　誠　　10－1384
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話題のくすり
ジアゾキシド……………………… 田中　敏章　　 2－ 277
遺伝子組換え人血清アルブミン製剤
　…………………………………… 髙本　　滋　　 3－ 409
イブリツモマブチウキセタン塩化イットリウム90
　…………………………………… 小椋美知則　　 3－ 415
ソラフェニブ（ソラフェニブトシル酸）
　…………………………………… 河合　弘二　　 4－ 555
アダリムマブ……………………… 後藤　大輔　　 5－ 707
ラモセトロン塩酸塩（イリボー®錠）
　…………………………………… 佐々木大輔　　 6－ 837
ラモトリギン……………………… 藤原　建樹　　 7－ 985
インフルエンザ桿菌（Hib）ワクチン
　……………………………………中山　哲夫　　 8－1131
炭酸ランタン水和物………………重松　　隆他　 9－1263
ダサチニブ…………………………坂巻　　壽　　10－1387
オマリズマブ………………………木村　輝明他　11－1537
アジスロマイシン水和物……………佐藤聡一郎　　12－1647

新刊紹介
抗菌薬サークル図データブック… 加賀谷　肇　　 1－ 113
後発医薬品の上手な使い方ガイドブック
　－患者志向のジェネリック医薬品77のQ…&…A－
　　………………………………… 並木　徳之　　 1－ 145
新しい医薬品管理－Safety…&…Hospital…Management－
　…………………………………… 門林　宗男　　 1－ 145
45疾患の薬学管理チェックシート　for…Patient…Care
　…………………………………… 荒木　博陽　　 2－ 208
薬剤師による手術室の薬剤管理マニュアル
　…………………………………… 明石　貴雄　　 2－ 246
がん化学療法ワークシート　第３版
　…………………………………… 荒木　博陽　　 2－ 250
2009年版　新入局病院診療所薬剤師研修テキスト
　…………………………………… 西嶋　　長　　 3－ 384
がん化学療法レジメンハンドブック
　…………………………………… 片山　志郎　　 4－ 551
ハイリスク治療薬2009…………… 井関　　健　　 4－ 551
症例で身につける 臨床薬学ハンドブック
　－122症例から学べる薬物治療のポイント－
　　…………………………………小清水敏昌　　 8－1098
薬学生・薬剤師育成のための模擬患者（SP）研修の方法と
　実践………………………………木村　　健　　 9－1203
改訂２版　透析患者への投薬ガイドブック
　慢性腎臓病（CKD）の薬物治療… 前田　頼伸　　 9－1208
今度こそモノにする薬剤師のPOS
　クラスタリングがわかればPOSがわかる！
　　…………………………………中木　高夫　　 9－1232
病…院薬剤師業務推進実例集　「病院薬剤師のあるべき業務と
役割」の実践に向けて……………保科　滋明　10－1383

レスピラトリーキノロン系薬　最前線
　………………………………………斎藤　　厚　10－1383
注射薬配合変化データ検索2009……山田　勝士　10－1386
現場で使える　輸液配合変化クイックブック
　………………………………………黒山　政一　12－1604

Do you know?
CAVI（キャビ）……………………… 大林　雅彦　　 1－　45
サポウイルス……………………… 大林　雅彦　　 1－ 128
ホームインフュージョン………… 大林　雅彦　　 2－ 229
シスタチンC………………………… 假家　　悟　　 2－ 241
休眠化学療法……………………… 伊藤　葉子　　 2－ 273
ニッチバスター薬………………… 大野　能之　　 3－ 368
イスタンブール宣言……………… 中澤　一純　　 3－ 422
プリ・ガリアン賞………………… 濵田　康次　　 4－ 522
カーボンナノホーン……………… 中澤　一純　　 4－ 522
アプタマー医薬…………………… 大野　能之　　 5－ 714
エグゼンプトドラッグ…………… 大林　雅彦　　 5－ 714
ブルガダ症候群…………………… 中澤　一純　　 6－ 829
新医薬品産業ビジョン（2007）…… 濵田　康次　　 6－ 829
乳幼児揺さぶられ症候群（Shaken…baby…syndrome：SBS）
　…………………………………… 中澤　一純　　 7－ 934
ESD… ……………………………… 本間　真人　　 7－ 944
療養型老健…………………………大野　能之　　 8－1083
睡眠相後退症候群…………………大林　雅彦　　 8－1090
CCR5拮抗薬…………………………大林　雅彦　　 9－1220
はなこさん情報……………………濵田　康次　　 9－1236
チームABC… ………………………大野　能之　　10－1351
トランス脂肪酸……………………中澤　一純　　10－1356
医療ネグレクト……………………中澤　一純　　11－1516
水陸両用医薬品……………………近藤留美子　　11－1516
CKD-MBD… ………………………大野　能之　　12－1590
スキルミックス……………………大林　雅彦　　12－1646
利益相反（conflict…of…interest：COI）
　……………………………………濱　　敏弘　　12－1651

FIPニュースレター
Hospital…Pharmacy…Section…23…February…2009,…eNewsletter…13
　………………………………………………………  4－ 559
World…Congress…of…Pharmacy…and…Pharmaceutical…Sciences…2009
　………………………………………………………  4－ 568
HPS…Hospital…Pharmacy…Section…eNewsketter…14,…24…August…
2009…………………………………………………10－1393

研究室紹介
臨床と基礎の融合　臨床現場の薬剤問題を基礎的に解明
　…………………………………… 吉田　久博　　 1－ 146
医薬品の適正使用を目指して…… 大林　雅彦　　 2－ 280
「研究者は薬剤師でなくてもよいが，薬剤師は研究者でなけれ
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ばならない」を合言葉に……… 森田　邦彦　　 3－ 420
医療に直結した薬学教育を目指して
　…………………………………… 矢後　和夫　　 5－ 711
医療をフィールドに “サイエンス” を
　…………………………………… 渡邊真知子　　 7－ 989
次…世代への迪を拓くために～医薬品のプロフェッショナルと
して医療薬学研究・教育にかかわる～
　　…………………………………井関　　健　　 9－1268
臨床薬学の未来への架け橋………上島　悦子　　11－1541

病院紹介
安心・安全な薬物療法を目指して!!
　…………………………………… 但馬　重俊　　 4－ 576
いつの時代でもやるべきことは医療現場にある
　…………………………………… 新井　克明　　 6－ 840
臨床現場で薬剤師に求められる栄養管理の実践
　……………………………………荻野　　晃　　 8－1136
地域に根ざしたチーム医療の推進!!
　……………………………………小笠原恵子　　10－1408
高齢者医療はチーム医療の実践から「鳴門山上病院」
　………………………………………賀勢　泰子　12－1652

投稿規定
平成20年度「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト
　………………………………………………………… 3－395
日病薬誌「論文」投稿規定，チェックリスト等
　…… 2－284，4－580，5－716，6－844，8－1140，
　　　　　　　10－1412，12－1668

後記
日本病院薬剤師会編集および監修の刊行物等のご案内
　…1－151，2－283，3－423，4－579，5－715，6－843，
7－991，8－1139，9－1271，10－1411，11－1543，12－1667
編集後記／事務局業務担当
　…1－152，2－288，3－424，4－584，5－720，6－848，
7－992，8－1144，9－1272，10－1416，11－1544，12－1672
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ナー（８・９回目）……………………………… 　　S10-5
38…,000人のパワーを結集しましょう!!　日本病院薬剤師連盟に
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