
年頭のごあいさつ
大変革の年に   堀内　龍也　　 1─   1
チーム医療への参画は薬剤師の使命

岸田　修一　　 1─   4
新年のご挨拶   松本　　純　　 1─   5
新政権の船出にあたって   三井　辨雄　　 1─   6
年頭のご挨拶   逢坂　誠二　　 1─   7
寅年は発展の年，広がりの年   藤井　基之　　 1─   8
新年のごあいさつ   とかしきなおみ　　 1─   9

就任のごあいさつ
会長として ２期目を務めるにあたって

堀内　龍也　　 4─ 409
副会長就任挨拶   佐藤　秀昭　　 4─ 413
副会長就任のご挨拶   木平　健治　　 4─ 414
副会長就任にあたり   松田　公子　　 4─ 415
監事就任のご挨拶   石井　孝宜　　 4─ 416
監事就任のご挨拶   内野　克喜　　 4─ 417

巻頭言
薬剤業務に基づく研究（Practice-Based Research）のすすめ

伊藤　善規　　 ２─ 137
明るい未来へ向けて   勝見　章男　　 3─ ２65
病院薬剤師に明るい未来を   堂川　嘉久　　 5─ 577
チーム医療における薬剤師ののりしろと専門性

佐々木　均　　 6─ 705
急がれる薬剤師の存在価値を示すエビデンス

大石　了三　　 7─ 833
さらば「社保・DPC」，ようこそ「広報・出版」

佐藤　　博　　 8─ 985
花は咲いた    実はいつ頃つけるのかな

佐藤　秀昭　　 9─1169
チーム医療における薬剤師の役割   鈴木　洋史　　10─1２97
チーム医療を実践する 江口　久恵　　11─1441
精神科医療の流れのなかで…今、想うこと

天正　雅美　　1２─1561

鼎談
専門薬剤師の活動　②感染制御専門薬剤師の活躍の実際　

広報部　菅野　　望　　 1─  11
専門薬剤師の活動　③精神科専門薬剤師の活躍の実際

広報部　丁　　元鎭　　 ２─ 141

活動報告
平成２1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
～薬剤性副作用および薬剤性腎障害の経験等に関する
調査～    1─  17

　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

 1─  ２1
　学術委員会学術第 3小委員会報告
注射剤の安全使用に関する研究～抗がん剤調製時の被曝
汚染防止に関する研究～   1─  ２3

　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    1─  ２5
　学術委員会学術第 5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    1─  ２8

　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    1─  3２
退院時指導業務に関する現状調査報告

療養病床委員会　 ２─ 149
平成２0年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告

総務部　 3─ ２69
平成２0年度「病院薬剤部門の現状調査」結果における中小病
院の業務解析報告
─「病院における薬剤師の業務及び人員配置に関する検討
会」報告書で挙げられた業務の実施状況について─

中小病院委員会　 5─ 581
平成２1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　 7─ 837
平成２0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　 7─ 849

平成２1年度学術委員会学術小委員会報告
高齢者および慢性腎臓病（CKD）患者への適正な薬物療法
に関する調査・研究～ CKD患者の副作用および薬剤性
腎障害と薬剤師の関与に関するアンケート調査～

学術委員会学術第 1小委員会　 8─ 989
　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
（最終報告）

学術委員会学術第 ２小委員会　 8─ 993
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　注射剤の安全使用に関する研究
　　～抗がん剤調製時の被曝汚染防止に関する研究～
　　　  学術委員会学術第 3小委員会　 8─ 998
　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─1001
　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 5小委員会　 8─1004
　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─1007
平成２1年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告
　  総務部　 9─1173

日病薬だより
平成２1年度第 4回理事会開催    1─  37
平成２1年度臨時理事会開催    ２─ 159
平成２1年度臨時理事会議事録    ２─ 159
平成２1年度第 5回理事会開催    ２─ 160
平成２1年度第 4回理事会議事録    4─ 419
平成２1年度第 5回理事会議事録    4─ 431
平成２1年度第 6回理事会開催    4─ 434
平成２1年度第 6回理事会議事録    5─ 594
平成２1年度第 7回理事会開催    5─ 596
平成２２年度第 1回理事会開催    6─ 730
平成２1年度第 7回理事会議事録    7─ 87２
平成２２年度第 1回理事会議事録    8─1009
平成２２年度第 ２回理事会開催    8─1010
平成２２年度第 ２回理事会議事録   10─1301
平成２２年度第 3回理事会開催   10─1303
平成２1年度第 ２回地方連絡協議会議事録⑴    3─ 303
平成２1年度第 ２回地方連絡協議会議事録⑵    4─ 4２1
平成２２年度第１回地方連絡協議会議事録⑴   11─1445
平成２２年度第１回地方連絡協議会議事録⑵   1２─1565
第40回通常総会議事録   1２─1574
第43回通常代議員会議事録⑴    6─ 709
第43回通常代議員会議事録⑵    7─ 856
医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について
　厚生労働省通知    7─ 85２
がん専門薬剤師が医療法上広告可能となりました
　厚生労働省通知    7─ 854
平成２1年度各部門専門薬剤師認定者一覧    9─1２16
部・委員会報告／行事予定／会務日誌   1─37，２─160，
  3─3２0，4─434，5─597，6─730，7─874，8─1011，
  9─1２17，10─1303， 11─1460，1２─1577

各病薬だより
第 7回富山県精神科薬剤師勉強会学術講演会・富山県病院薬
剤師会感染制御研修会   富山県病院薬剤師会 　２─ 163
福井県病院薬剤師会創立40周年記念式典を開催して
　  福井県病院薬剤師会　 ２─ 164

第368回学術講演会   富山県病院薬剤師会 　２─  165
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　 5─ 599
認定実務実習指導薬剤師研修会，第369回学術講演会
　  富山県病院薬剤師会　 6─ 740
第61回富山県病院薬剤師会通常総会
　  富山県病院薬剤師会　 7─ 875
第 8 回富山県精神科薬剤師勉強会，第371回学術講演会
　  富山県病院薬剤師会　 9─1２19
富山県病院薬剤師会　第37２回学術講演会
　  富山県病院薬剤師会　10─131２
富山県病院薬剤師会　第373回学術講演会，第374回学術講演
会   富山県病院薬剤師会　11─1461

富山県病院薬剤師会ジェネリック医薬品使用促進研究会
　  富山県病院薬剤師会　1２─1578
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　1２─1579

資料
薬剤管理指導届出病院数一覧    3─ 391
第43回通常代議員会資料    4─ 437
平成２1年度生涯研修認定者数   生涯研修委員会　 9─1２２0
人事院の国家公務員給与勧告について   10─1313
第1２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─1318

平成２２年度日本病院薬剤師会役員・部員・委員就任一覧
　  1２─1580

お知らせ
第31回日本病院薬剤師会近畿学術大会（予告 3）    1─  39
事務局職員募集のお知らせ    ２─ 148
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱    4─ 480
感謝状贈呈・有功会員の委嘱
　   ２─158，5─593，6─741，8─101２
平成２２年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ
　4─481，5─600，6─745， 7─878，8─1016， 9─1２２２，
　10─13２6， 11─146２
第45回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成のお知らせ
　   5─67２，6─741
第70回国際薬学会議〈FIP〉リスボン（ポルトガル）参加ツアー
のご案内    6─74２，7─876

第49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─744，9─1２２1
平成２２年度学術奨励賞受賞者    7─ 875
平成２２年度都道府県病院薬剤師会新会長・平成２２年度地区新
会長    8─101２

平成２２年度日本病院薬剤師会賞・病院薬学賞並びに功労賞
　   8─1013
第47回全国診療所薬剤師協議会開催のご案内   10─13２7
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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２010   11─1463
第3２回日本病院薬剤師会近畿学術大会（予告１）   11─155２
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─40，２─18２，4─48２，7─968，8─11２5
論文投稿のご案内    編集委員会
　1─76，２─２２6，3─406，5─655，6─796，7─949，
  8─1117，10─1356，1２─1661
日病薬会員の会員番号照会について    総務課
  ２─161，4─570，5─606，6─818，7─908，8─1015
新規入会・変更・退会の手続きについて    総務課
　２─165，4─5２２，5─639，6─774，7─904，8─1015
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
　２─２08，5─646，8─1047，10─1373，1２─1579
ホームページを飾る写真募集中    広報・出版部（広報部）
  ２─２13， 8─11２8，10─1409， 11─1531
【告知板】掲載料について    広報・企画課
　２─２２２，3─3２3，6─803，7─88２，8─105２，9─1２２0，
  10─141２， 11─1478，1２─1661
薬剤管理指導届出病院ご報告のお願い    総務課
　２─２56，3─388，7─908，8─1085
ホームページIDおよびパスワードの変更について
　   広報・出版部（広報部）
　3─3２0，4─480
1 日 1 回は日病薬のホームページを確認しよう
　   広報・出版部（広報部）
　3─36２， 7─88２，8─1019， 11─1531，1２─1638
JSHPメールニュースの配信が始まりました!!    広報・出版部
　8─997，9─1２18，10─1380，1２─1661
「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集    編集委員会
　8─1059， 11─15２5
平成２1年度「日病薬賠償責任保険」満期のお知らせ    経理課
　10─131２， 11─1460，1２─1589
日病薬e─ラーニングについて  生涯研修委員会
　1２─164２

学会・研究会・研修会案内
主催・共催等／関連学会ほか
　1─41，２─166，3─3２1，4─483，5─601，6─746，
  7─879，8─1017，9─1２２3，10─13２8，11─1464，
  1２─1588

告知板
医療薬学36─1号（２010年 1 月発行）収載予定論文    1─ 108
医療薬学36─２号（２010年 ２ 月発行）収載予定論文    ２─ 168
医療薬学36─3号（２010年 3 月発行）収載予定論文    3─ 354
医療薬学36─4号（２010年 4 月発行）収載予定論文    4─ 484
医療薬学36─5号（２010年 5 月発行）収載予定論文    5─ 690
医療薬学36─6号（２010年 6 月発行）収載予定論文    6─ 749

医療薬学36─7号（２010年 7 月発行）収載予定論文    7─ 884
医療薬学36─8号（２010年 8 月発行）収載予定論文    8─1073
医療薬学36─9号（２010年 9 月発行）収載予定論文    9─1２68
医療薬学36─10号（２010年10月発行）収載予定論文   10─13２5
医療薬学36─11号（２010年11月発行）収載予定論文   11─1509
医療薬学36─1２号（２010年1２月発行）収載予定論文   1２─1647
第18回赤十字血液シンポジウム    1─  43
平成２1年度第 4回JASDIフォーラム開催のご案内    1─  81
第 ２ 回昭薬同窓会平成塾スクーリング    1─  86
東京都女性薬剤師会　特別公開講座のご案内    1─ 11２
一般社団法人日本女性薬剤師会の通信教育講座
　平成２２年度「診療ガイドライン・薬剤コース」    ２─ 168
平成２２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    3─ 3２２
第２0回日本医療薬学会年会予告⑴    3─ 3２3
第２0回日本医療薬学会年会予告⑵    5─ 606
第２0回日本医療薬学会年会予告⑶    7─ 885
第２0回日本医療薬学会年会予告⑷    8─10２２
第２0回日本医療薬学会年会予告⑸   10─1331
日本医療薬学会第38回医療薬学公開シンポジウム    6─ 750
日本医療薬学会第39回医療薬学公開シンポジウム    7─ 884
日本医療薬学会第41回医療薬学公開シンポジウム    8─10２1
日本薬学会・薬学教育部会の生涯学習活動への参加のお願い
　   3─ 384
２010年度日本女性薬剤師会学術講演会    4─ 484
日本医療薬学会の認定薬剤師の認定を受ける方へ    4─ 485
平成２２年度慶應義塾大学薬学部公開講座A・Bのご案内
　   5─ 604
第41回昭和大学薬学部卒後教育セミナー    5─ 605
２010東京都女性薬剤師会・夏期研修会漢方講座    5─ 605
日本糖尿病療養指導士認定機構主催
　第11回受験者用講習会（平成２２年度）開催のおしらせ
　　   6─ 751
第17回薬と医療シンポジウム    7─ 883
第 4 回日本緩和医療薬学会年会    7─ 883
東京都女性薬剤師会　特別公開講座のご案内
　秋期講座のご案内    8─10２0
財団法人島原科学振興会平成２２年度研究助成の募集案内
　   8─1055
第1２回薬害根絶フォーラム    9─1２２7
第 3 回昭薬同窓会平成塾スクーリング    9─1２51
第２9回城南地区薬剤師セミナー    9─1２56
第4２回昭和大学薬学部卒後教育セミナー   10─1330

日本薬剤師研修センターからのお知らせ
　1─44，２─169，3─3２4，4─486，5─607，6─75２，
  7─886，8─10２3，9─1２２8，10─133２，11─1466，
  1２─1590
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医薬品・医療機器等安全性情報
No.２63   厚生労働省医薬食品局　　 1─  45
No.２64   厚生労働省医薬食品局　　 ２─ 170
No.２65   厚生労働省医薬食品局　　 3─ 3２5
No.２66   厚生労働省医薬食品局　　 4─ 487
No.２67   厚生労働省医薬食品局　　 5─ 610
No.２68   厚生労働省医薬食品局　　 6─ 753
No.２69   厚生労働省医薬食品局　　 7─ 887
No.２70   厚生労働省医薬食品局　　 8─10２4
No.２71   厚生労働省医薬食品局　　 9─1２２9
No.２7２   厚生労働省医薬食品局　　11─1467
No.２73   厚生労働省医薬食品局　　1２─1591

総説
消毒薬の使用上の留意点   尾家　重治　　 1─  63
薬物投与設計におけるeGFRの有用性
　  堀尾　　勝　　 ２─ 179
抗体医薬の現状と今後   金子　悦士他　 3─ 337
生活習慣病と睡眠障害─睡眠時無呼吸症候群をめぐって─
　  佐藤　　誠　　 4─ 495
高血圧治療ガイドライン２009について
　  笠井　宏樹他　 5─ 6２1
類似名称による医薬品取り違え事故防止の試み
　  玉木　啓文他　 6─ 765
医療廃棄物対策   唯野　貢司　　 7─ 897
救急医療における薬剤師の可能性   畝井　浩子　　 8─1043
喘息予防・管理ガイドライン２009　JGL２009のポイント
　  大田　　健　　 9─1２37
内服薬処方せんの標準化  齊藤　寿一　　10─1333
市場から撤退した薬剤と我が国の状況
　  齋藤　充生　　11─1475
がん化学療法に対する新しい制吐療法─制吐薬適正使用ガイ
ドライン─  竹内　英樹他　1２─1607

特集
薬剤師の新しい業務
　①薬剤師の行うフィジカルアセスメント
  大林　恭子他　 ２─ 183

　②処方設計と処方入力   秋葉　久典他　 ２─ 186
　③配薬   大西　順子他　 ２─ 189
　④検査オーダー   藤井　博之他　 ２─ 191
　⑤ICUにおける関与   峯村　純子　　 ２─ 196
　⑥手術室における関与   槇本　博雄他　 ２─ 198
　⑦持参薬管理と服薬支援計画の立案について
　　  賀勢　泰子　　 ２─ ２0２
褥瘡診療
　①「褥瘡予防・管理ガイドライン」の概要
　　  立花　隆夫　　 5─ 6２7
　②褥瘡はなぜできる   大浦　武彦　　 5─ 630

　③褥瘡を予防する   南　由起子　　 5─  634
　④褥瘡を治す─ドレッシング材・外用剤による治療─
　　   岸邊　美幸　　 5─ 637
　⑤褥瘡を治す─栄養管理─   伊藤　彰博他　 5─ 640
HIV感染症患者への薬剤師のかかわり
　①薬剤師が知っておきたいHIV／AIDSの知識
　　   宮崎菜穂子　　 8─1049
　②HIV感染患者への服薬援助～薬剤師の立場から～
　　   木下　枝里　　 8─1053
③内服困難患者に対する抗HIV薬の投与方法についての実
際   吉田　　文　　 8─1056

　④抗HIV薬のTDM   高橋　昌明　　 8─1060
　⑤抗HIV薬の相互作用の評価とマネジメント
　　   大野　能之他　 8─1064
合剤のエビデンス
　①降圧配合剤の有用性とエビデンス
　　  𡈽橋　卓也　　11─1479
　②配合剤の承認とエビデンス   小野　俊介　　11─1483

寄稿
薬剤師が関わる褥瘡創面にベストマッチングな薬物療法
　  古田　勝経　　1２─1611

シリーズ
薬剤師に必要な薬剤疫学の知識
　第 4回　薬剤処方の根拠を予測する
　　  赤沢　　学　　 1─  67
　第 5回　時間を考慮した研究デザインを学ぶ
　　  赤沢　　学　　 ２─ ２07
臨床研究と倫理指針
　①改正された臨床研究に関する倫理指針の基本理念
　　  山下　紀子他　 3─ 343
　②臨床研究における利益相反（COI）マネジメント
　　  曽根　三郎　　 4─ 501
　③臨床研究に関する倫理指針の改正ポイントQ＆A
　  宮本　謙一　　 5─ 643
ハイリスク薬の薬学的管理
①手術室・ICU・NICU・救命救急でよく使用されるハイリ
スク薬とその管理方法   大西　正文　　 6─ 771

②特に安全管理が必要な医薬品が投与されている患者に対
して行う場合─内服薬を中心に─

　  三浦　崇則　　 7─ 901
③特に安全管理が必要な医薬品が投薬されている患者に対
して行う場合～注射薬を中心に～

　  山本　雅人　　 8─1069
データ解析の進め方
　第 1回　割合についての解析⑴   芳賀　敏郎　　 9─1２41
　第 ２回　割合についての解析⑵   芳賀　敏郎　　10─1337
　第 3回　平均値に関する解析⑴   芳賀　敏郎　　11─1487
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　第４回　平均値に関する解析⑵   芳賀　敏郎　　1２─1617

プレアボイド広場
精神・神経系副作用における薬学的ケア（錐体外路症状とせ
ん妄を中心に）
　　  医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会 
  高野　賢児　　 1─  69
優良事例  医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会
  菅谷　量俊　　 3─ 347
フェンタニル・パッチ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
  金子　　健　　 5─ 647
ジスチグミン臭化物によるコリン作動性クリーゼ報告の解析
　  医薬情報委員会プレアボイド報告評価小委員会
  大坪　博子　　11─1493

論文
レボドパ／カルビドパ配合剤の先発品と後発品の品質比較試
験   東　　久子他　 1─  73

外来化学療法における薬剤管理指導支援システムと化学療法
計画書を組み合わせた経口抗がん剤併用レジメンの管理
　　  齋藤　浩司他　 1─  77
未熟児・新生児治療室（NICU）の注射剤処方せんに対する
処方鑑査，調剤および疑義照会の評価
　　  西村　健二他　 1─  83
クリンダマイシンとカルバペネム系抗菌薬の併用実態調査と
　適正使用への取り組み   西村　紀子他　 1─  87
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 5報：ラフチジン）
　　  前田　葉子他　 1─  91
糖尿病を合併した高齢者における感染症による緊急入院症例
の検討   只佐　宣子他　 1─  94
入院患者へのがん化学療法における薬剤師のリスクマネジメ
ントへの取り組みとその評価   鰐口　和也他　 1─  99
泌尿器科におけるがん化学療法に伴う悪心評価へのVASの応
用   山下　典子他　 1─ 103
イオヘキソールを使用した嚥下造影検査による嚥下機能評価
と言語聴覚士による嚥下機能評価の有用性についての比較
　　  樗木　智聡他　 1─ 109
抗がん薬による被曝防止を目的とした閉鎖式混合調製器具の
有用性の検討   西垣　玲奈他　 1─ 113
後発医薬品使用促進における問題点─「後発医薬品への変更
不可」処方せんの実態と患者意識の調査─

　　   大滝　康一他　 ２─ ２09
HIV感染者の薬疹に関する臨床的検討
　   治田　匡平他　 ２─ ２15
ピオグリタゾンによる副作用発現の実態調査
　─浮腫発現の有無並びに体重増加症例の分析─
　   溝口　晶子他　 ２─ ２19

イリノテカン塩酸塩によるコリン様症状の発現状況とその対
策   横山　　聡他　 ２─ ２２3

バンコマイシン注における先発品と後発品のインタビュー
フォーム比較   伊藤　哲也　　 ２─ ２２7

糖尿病患者への災害対策─災害マニュアルの作成とその評価─
　   近藤　洋一他　 ２─ ２31
院内処方せん送信システムの構築とその評価
　  池田　桂子他　 ２─ ２37
母親教室での取り組みとその評価   瀧浪　靖子他　 ２─ ２43
同種造血幹細胞移植患者におけるシクロスポリンA血中濃度
と副作用発現に関する検討   西川　　豊他　 3─ 351

院内製剤ハチアズレ・プロマックD・キシロカイン含嗽液の
安定性   吉元　公一他　 3─ 355

気分障害圏患者における副作用に対する認知とコンプライア
ンスへの影響，および心理検査との相関性の検討

　　  久保田康生他　 3─ 359
高齢C型慢性肝炎患者におけるペグインターフェロンα─２b
／リバビリン併用療法の効果と副作用の解析

　　  芳賀　晴子他　 3─ 365
抗菌薬使用許可制とDPC導入による抗菌薬適正使用への効果
　  西村孝一郎他　 3─ 369
がん化学療法におけるレジメン登録制の構築とレジメンオー
ダシステム導入の評価  佐藤　雄己他　 3─ 373

乳がんの皮膚浸潤に対する異臭菌同定と院内製剤の使用経験
　  松田　絹代他　 4─ 509
外来化学療法における繰り返しの情報提供の効果
　─mFOLFOX6／FOLFIRI療法に関する患者アンケート調査─
　　  辻　　敏和他　 4─ 513
MDRD式，MDRD簡易式，Cockcroft-Gault式を用いた塩酸 
バンコマイシン初回投与血中濃度予測精度の比較

　　  秋月　亮介他　 4─ 518
多施設薬剤師間での情報共有を目的とした質疑応答データ
ベースの構築   荒川　隆之他　 4─ 5２3

診断群別包括払い制度（DPC）導入が注射用抗菌薬の使用動
向や購入金額などに与える影響   安原　昌子他　 4─ 5２7

バレニクリンを使用した禁煙外来における禁煙に影響する要
因の検討   石田　斐子他　 4─ 531

ワルファリン服用患者における出血リスクに対するプロトン
ポンプ阻害薬併用の影響   坂和　園子他　 4─ 535

注射用抗がん剤取り扱い時における薬剤師の被曝認識
　─愛媛県下10施設におけるアンケート調査─
　　  小暮　友毅他　 5─ 651
オキシコドンによる悪心・嘔吐の予防を目的としたプロクロ
ルペラジンとメトクロプラミド併用の検討

　　  吉岡　大樹他　 5─ 657
深在性真菌症治療の適正化に向けた薬剤師の介入とその効果
　  小野　雅文他　 5─ 661
Clostridium difficile関連下痢症再発に関する要因
　  長南　謙一他　 5─ 665
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低栄養患者に対する塩酸バンコマイシンの投与法の検討
　  志野　訓之他　 5─ 668
抗精神病薬による重篤な低血糖発現事例とその考察
　  弥山　秀芳他　 5─ 673
石川県病院薬剤師の業務活動状況：
　日本病院薬剤師会による全国調査との比較
　　  宮本　謙一他　 5─ 679
緩和ケアチームにおける情報共有とシステム構築
　  荘子夏緒里他　 5─ 685
分子標的薬ソラフェニブにおける自施設での解析に基づく
　副作用説明書の作成   若杉　吉宣他　 6─ 775
局所麻酔剤の槽部注射時痛に対する既存口腔用表面麻酔製剤
の除痛効果   安藤　崇仁他　 6─ 780
低濃度モーズ軟膏を使用した原発性および転移性皮膚悪性腫
瘍の 3例   竹森　康子他　 6─ 783
S─1によるフェニトイン中毒の早期発現症例
　  井出　貴之他　 6─ 789
カルボプラチン併用化学療法による骨髄抑制の危険因子の探
索～多変量解析を用いた症例対照研究～
　  河添　　仁他　 6─ 79２
多剤耐性緑膿菌感染にポリミキシンB吸入液とセフォゾプラ
ンが有効であった 1症例   志野　訓之他　 6─ 797
循環器病棟における持参薬チェックの完全実施とクリティカ
ルパスへの応用に向けた取り組み
　　  松本　　篤他　 6─ 800
複数規格を有する抗がん剤の規格組み合わせ最適化プログラ
ムの新規導入における費用対効果の検討
　　  福嶋　浩一他　 6─ 804
服薬指導の実施時期によるFEC療法の副作用軽減へのかかわ
り   奥坊　佳子他　 6─ 807
高齢者におけるFOLFOX療法の有害事象発現に対する後ろ向
き調査   西浦　早織他　 7─ 905
酸化Mg製剤の心電図への影響─腎機能評価にシスタチンC
を用いた検討─  山本　高範他　 7─ 909

化学療法治療カードの作成とその評価
　  中根　茂喜他　 7─ 913
セベラマー塩酸塩から炭酸ランタンへの切り替えによる経時
的消化器症状調査   鈴木　大介他　 7─ 919

PK-PD理論と患者情報に基づいたドリペネムの適正投与法の
検討─中規模病院でのトライアル─

　　  泉　　知明他　 7─ 9２5
ワクチンの院内在庫と医療職員のワクチン接種に関するアン
ケート調査並びにその考察   南波　勝栄他　 7─ 9２9
食道がん化学放射線療法における口内炎対策への薬剤師によ
る介入効果の検討   小川原三絵他　 7─ 935
後発医薬品導入による注射抗菌薬使用量の変化と院内分離菌
への影響   前田　真之他　 7─ 939
感染制御チームの介入が抗菌薬使用量と緑膿菌感受性へ及ぼ
した影響   村田　龍宣他　 7─ 945

進行性腎細胞がん患者におけるスニチニブの副作用調査と
　適正使用への取り組み   玉木　宏樹他　 7─ 951
Vinorelbine投与時における静脈炎の予防─Dexamethasone
の後流し効果─   鈴木　規子他　 7─ 955

イットリウム90標識イブリツモマブチウキセタン（セヴァリ
ン®）による放射免疫療法の副作用解析

　　  林　　稔展他　 7─ 959
地域の薬剤師に対する緩和ケア教育の必要性と有用性
　  今村　牧夫他　 7─ 963
イットリウム90標識イブリツモマブチウキセタン（セヴァリ
ン®）の標識調製条件の最適化に向けた実態調査

　　  林　　稔展他　 7─ 969
酸化マグネシウム製剤長期服用患者の安全確保のための要因
解析   浜田　茂明他　 8─1074

口蓋扁桃摘出術におけるアジスロマイシンの術後感染発症阻
止効果   白石　貴寿他　 8─1079

腎機能低下時におけるS─1＋シスプラチン併用療法の安全性
に関する検討   櫻井　洋臣他　 8─108２
注射用抗がん剤調製の知識・手技の均てん化を目指した多施
設共同研修   河添　　仁他　 8─1086

外来がん化学療法の有害事象に対する電話対応の取り組み
　  清水　浩幸他　 8─1091
市販データベースソフトを用いた医薬品運用情報管理ソフト
の開発   岡村　智文他　 8─1096

処方オーダー歴を利用した「指示書を含む持参薬鑑別報告書」
作成システムの開発と評価   佐藤　篤郎他　 8─1101

血液透析患者の膀胱小細胞がん肝転移におけるCBDCA＋CPT
　─11投与の経験    松田圭一郎他　 8─1105
化学療法時の悪心・嘔吐および下痢に対するインジセトロン
塩酸塩錠の有効性の検討   岩永　陽子他　 8─1110

統合失調症患者における個別の認知機能に対応した服薬自己
管理支援による再入院抑制効果   木藤　弘子他　 8─1114

学生アンケートによる事前学習の改善に向けた取り組み
　  波多江　崇他　 8─1118
サリドマイド（サレド®）を用いた多発性骨髄腫治療の現状
と薬剤管理上の問題点の検討   森田有香子他　 8─11２２

ペパーミントオイル懸濁液における細菌汚染の検討
　  菊池　大輔他　 8─11２6
抗がん剤支持療法の標準化を目指したレジメン登録制度の 
構築   渡邊　裕之他　 9─1２46

Febrile neutropeniaにおけるMICを考慮したセフェピムの臨
床効果   工藤　　晋他　 9─1２5２

抗精神病薬の多剤併用・大量療法からの脱却とその効果
　  伊藤　直美他　 9─1２57
市販ソフトを用いた制吐療法設計支援システムの開発とその
評価   兒玉　幸修他　 9─1２61

抗菌薬適正使用に向けた薬剤科の取り組み
　   佐多　照正他　 9─1２65
MRSA感染症に対する注射用塩酸バンコマイシンの使用量と
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患者背景の検討   永田　佳子他　 9─1２69
外来化学療法室に常駐する薬剤師による全患者を対象とした
　副作用モニタリング業務の導入とその評価
　　   野口　裕介他　 9─1２73
病院実務実習の問題点の解析と改善策の提案
　   渡邊美智留他　 9─1２79
ワルファリンカリウムの錠剤粉砕品から細粒に変更後のPT-
INRの比較   坂井　厚志他　 9─1２84
クリニカルパス使用患者の増加と抗菌薬感受性の推移の関係
について   藤田　敬子他　10─1343
シスプラチン投与に伴う遅延性悪心・嘔吐に対するラモセト
ロンとグラニセトロンの有用性の比較検討
　  杉山　育英他　10─1349
ビンクリスチン硫酸塩投与法の変更による静脈炎の軽減
　  北本　真一他　10─1354
小児市中肺炎における抗菌薬治療の現状調査
　  白石　貴寿他　10─1357
感染症起因菌と感受性の検討   髙野　　徹他　10─136２
看護師における後発医薬品の意識調査の検討
　  磯田　明宏他　10─1369
タダラフィル錠（アドシルカ®錠２0㎎）粉砕時の安定性に関
する試験   下田　浩欣他　10─1374
がん化学療法の安全管理に対する薬剤師の取り組みと評価
　  藤井　友和他　10─1377
がん性疼痛における神経障害性疼痛に対する鎮痛補助薬の使
用実態と問題点の検討   伊勢馬場美香他　10─1381
２ 型糖尿病および高脂血症患者の治療効果を高めるための服
薬指導の実態調査   江川　真季他　10─1386
アプレピタントを臨床において適正使用するためのレジメン
管理   牧野　好倫他　10─1390
薬学生を対象とした手指衛生実習の有効性
　  細谷　　順他　11─1496
輸液中におけるオクトレオチドの安定性
　  花村　美帆他　11─1501
慢性腎臓病患者に対する薬物療法適正化への取り組みとその
評価   桑村　恒夫他　11─1505
自宅における薬剤保管の現状およびパンフレット指導による
認識改善効果−循環器内科入院患者における検討−
　  山口　純子他　11─1511
病棟における適正な医薬品管理のための支援システムの導入
による効果   本田　芳久他　11─1517
イントラネットメールおよび電子カルテ活用による医師ごと
に最適化した医薬品情報提供システムの検討
　  佐藤　篤郎他　11─15２1
GFR推算式を利用しての処方せんへの患者腎機能登録
　  伊藤　哲也他　11─15２7
化学発光免疫測定法（CLIA法）を用いた全血中シクロスポ
リン濃度の評価と臨床導入に向けた薬剤師としての取り組
み   渡邉　真一他　11─153２

薬品名における規格表示方法が入力エラーに与える影響の検
討   向井　淳治他　11─1536

日本病院薬剤師会雑誌への投稿論文からみた病院薬剤師の感
染制御にかかわる研究の推移   黒山　政一他　11─1541

ゲムシタビン単剤療法の制吐剤変更による患者の副作用自覚
症状の変化   貝瀬眞由美他　11─1545

バーコードハンディターミナルを用いた与薬確認システムの
導入とその評価   石倉　優子他　1２─16２5

Anthracycline系抗がん剤含有化学療法（乳腺領域）に伴う
口内炎に対するrebamipideの予防効果

　　  鍋田いづみ他　1２─16２9
リツキシマブ療法における抗アレルギー剤の世代交代
　  益本　周治他　1２─1635
外来化学療法室の開設における安全対策の構築と患者自己
チェックリストの利用について   西村　栄一他　1２─1639

高齢者褥瘡に対する薬剤師主導型の褥瘡対策チームの有用性 
  溝神　文博他　1２─1643

酸化Ｍg製剤がL-DOPA／DCI製剤のDCI（配合剤）へ与える
影響─ビタミンC剤による相互作用抑制効果の検討─

　　  福田　光司他　1２─1648
エルロチニブ服用継続に影響を及ぼす因子の探索
　   三露　久生他　1２─1653
薬剤師の観点から見たNutrition Support Team活動の現状と
問題点   新井　健一他　1２─1657

学会報告
World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 
２009に参加して   萩原　真生　　 3─ 379

研修報告
第30回日本病院薬剤師会実務研修会を主催して
　  倉田　義昭　　 ２─ ２47
第30回日本病院薬剤師会実務研修会に参加して
　  原田　　康　　 ２─ ２49
臨床研究倫理指針へ対応するためのセミナーを主催して
　  大西　純一　　 3─ 381
臨床研究倫理指針へ対応するためのセミナーに参加して
　  鶴丸　雅子　　 3─ 38２
平成２1年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
　  安藤　哲信　　 3─ 385
平成２1年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）に参加して
　  金子　　敏　　 3─ 386
医薬品安全管理責任者講習会２009を主催して
　  渡邉　幸子　　 4─ 539
医薬品安全管理責任者講習会２009に参加して
　  渡邉　啓子　　 4─ 541
平成２1年度がん専門薬剤師海外派遣事業報告（小林がん学術
振興会助成）  神林　祐子他　 5─ 691

治験事務局セミナー ２010（東京・大阪）を主催して
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　  久保田篤司　　 6─ 811
治験事務局セミナー ２010（大阪）に参加して
　  加地　　努　　 6─ 813
平成２1年度新しい業務展開に向けた特別委員会
　「今，薬剤師に求められるフィジカルアセスメント!!」研
修会を主催して   佐藤　秀昭　　 8─11２9
平成２1年度新しい業務展開に向けた特別委員会
　「今，薬剤師に求められるフィジカルアセスメント!!」研
修会に参加して   大谷　美子　　 8─113２
フレッシュ CRAのための治験セミナー ２010を主催して
　  寺元　　剛　　10─1396
フレッシュ CRAのための治験セミナー ２010に参加して
　  伊豆津美和　　10─1398
日本病院薬剤師会CRC養成研修会2010（第13回）を主催して
　  古川　裕之　　1２─166２
日本病院薬剤師会CRC養成研修会2010（第13回）に参加して
　  木村　賢治　　1２─1664

新薬の紹介
ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤
　ミルタザピン（レメロン®錠）   近藤　孝行他　 1─  118
5α還元酵素阻害薬　前立腺肥大症治療薬
　デュタステリド（アボルブ®カプセル0.5mg）
　  田中　里佳　　 1─  1２0
持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤
　アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水
和物配合剤（カデュエット®配合錠 1番，２番，3番，4番）
　　  阿部　雅秋　　 1─ 1２２
直接的レニン阻害剤
　アリスキレンフマル酸塩（ラジレス錠®150mg）
　  木村　雅昭　　 1─ 1２4
プロスタマイド誘導体　緑内障・高眼圧症治療剤
　ビマトプロスト（ルミガン点眼液0.03％）
　　  水野　朱実他　 3─ 39２
生物学的製剤基準
　組換え沈降 ２価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
（イラクサギンウワバ細胞由来）子宮頸がん予防ワクチ
ン（サーバリックス®）   加藤　一也　　 3─ 394

潰瘍性大腸炎治療剤　pH依存型メサラジン放出調節製剤
　（アサコール®錠400mg）   小俣　武志他　 4─ 543
MRSA／MRSE眼感染症治療薬　バンコマイシン塩酸塩眼軟
膏（バンコマイシン眼軟膏1％）   吉川　純子　　 4─ 546
がん化学療法用尿酸分解酵素製剤
　ラスブリカーゼ（遺伝子組換え）製剤
　　（ラスリテック®点滴静注用1.5mg，7.5mg）
　　　  高橋　章弘他　 4─ 548
ドライパウダー吸入式喘息治療配合剤
　ブデソニド／ホルモテロールフマル酸塩水和物吸入剤
　　（シムビコート®タービュヘイラー®30吸入・60吸入）

　　　  田中　里加子　 4─ 550
糖尿病治療薬　シタグリプチンリン酸塩水和物
　（ジャヌビア®錠２5mg・50mg・100mg）
　　  梅田　達也　　 4─ 55２
肝細胞癌治療剤　注射用ミリプラチン水和物
　（ミリプラ®動注用70mg）   吉田　　環　　 4─ 554
選択的NK 1 受容体拮抗型制吐剤　アプレピタント
　（イメンド®カプセル1２5mg，カプセル80mg，カプセルセッ
ト）   坂田　英典他　 4─ 556

粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤
　デキサメタゾンシペシル酸エステルカプセル外用
　　（エリザス®カプセル外用400μg）
　　　  上田　明子他　 4─ 558
２ 型糖尿病治療薬　シタグリプチンリン酸塩水和物
　（グラクティブ®錠２5mg，50mg，100mg）
　　  木戸　朋之他　 4─ 560
肺動脈性肺高血圧症治療薬
　タダラフィル（アドシルカ®錠２0mg）
　　  田中　秀樹　　 7─ 974
緑内障・高眼圧症治療剤　ラタノプロスト・チモロールマレ
イン酸塩配合（ザラカム®配合点眼液）
　　  中田　哲行　　 8─1134
高親和性ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤
　オルメサルタン メドキソミル／アゼルニジピン配合錠
　　（レザルタス®配合錠LD・レザルタス®配合錠HD）
　　　  岡田　　力　　 8─1136
5─HT3受容体拮抗型制吐剤　パロノセトロン塩酸塩
　（アロキシ®静注0.75mg）   番場　　勝他　 8─1138
筋弛緩回復剤　スガマデクスナトリウム
　（ブリディオン®静注２00mg，500mg）
　　  斉藤　　郁他　 8─1140
ヒトGLP─1アナログ注射液　リラグルチド
　（ビクトーザ®皮下注18mg）   髙野　智子　　 8─114２
抗悪性腫瘍剤（mTOR阻害剤）　エベロリムス錠
　（アフィニトール®錠 5 mg）   芝野　智子　　 8─1144
選択的DPP─4阻害薬／ ２型糖尿病治療薬　ビルダグリプチン
　（エクア®錠50mg）   河野　照子　　 8─1146
選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合剤
　バルサルタン／アムロジピンベシル酸塩配合錠
　　（エックスフォージ®配合錠）   藤井　富夫　　 8─1148
ビグアナイド系経口血糖降下剤　メトホルミン塩酸塩
　（メトグルコ®錠２50mg）   方違　　均他　 8─1150
帯状疱疹後神経痛治療薬　プレガバリン
　（リリカ®カプセル２5mg，75mg，150mg）
　　  早川　和宏　　10─1400
緑内障・高眼圧症治療剤　ドルゾラミド塩酸塩／チモロール
マレイン酸塩点眼液（コソプト®配合点眼液）

　　  和田　育子　　10─140２
緑内障・高眼圧症治療剤　トラボプロスト／チモロールマレ
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イン酸塩配合点眼液（デュオトラバ®配合点眼液）
　　  松村　　潔他　10─1404
発作性夜間ヘモグロビン尿症治療薬　エクリズマブ（遺伝子
組換え）（ソリリス®点滴静注300mg）
　　  長谷　昌知他　10─1406
持続型赤血球造血刺激因子製剤　ダルベポエチンアルファ
（遺伝子組換え）（ネスプ®注射液プラシリンジ10・15・
２0・30・40μg／1mL，60・1２0μg／0.6mL，180μg／0.9mL）

　　  上場　淳一　　10─1410
経皮吸収型　持続性がん疼痛治療剤　フェンタニルクエン酸
塩（フェントス®テープ 1 mg，２ mg，4 mg，6 mg，8 mg）
　　  中村　幸一　　11─1550

話題のくすり
ナルフラフィン塩酸塩   鈴木　洋通　　 1─ 1２7
アトモキセチン塩酸塩   山田佐登留　　 ２─ ２53
クロザピン   大下　隆司　　 3─ 397
シタグリプチンリン酸塩水和物   岩本　安彦　　 4─ 563
デュタステリド   舛森　直哉　　 5─ 695
アプレピタント   河原　正明　　 6─ 815
子宮頸がん予防ワクチン
　生物学的製剤基準　組換え沈降 ２価ヒトパピローマウイル
ス様粒子ワクチン（イラクサギンウワバ細胞由来）
　　  角田　新平他　 7─ 977
アリスキレンフマル酸塩   青山　直善　　 8─1153
ミルタザピン   矢森　　真他　 9─1２87
沈降 7価肺炎球菌結合型ワクチン（無毒性変異ジフテリア毒
素結合体）   薗部　友良　　10─1415
ペラミビル水和物   関　　雅文他　11─1553
ミリプラチン水和物   奥坂　拓志　　1２─1667

新刊紹介
抗菌薬サークル図データブック　点眼剤編
　  豊口　禎子　　 1─  98
ひと目でわかる同効薬比較表   川久保　孝　　 ２─ 185
治療薬イラストレイテッド改訂版
　一目でわかる薬理作用と疾患別処方例
　　  鈴木　洋史　　 4─ 508
軟膏・クリーム配合変化ハンドブック
　─処方・調剤適正使用ガイド─   荒木　博陽　　 4─  508
コンパクト医薬品情報集
　ハイリスク治療薬２010   加賀谷　肇　　 5─  667
外来がん化学療法Q＆A　第 ２版
　─抗がん薬の適正・安全使用と副作用対策─
　　  奥村　　学　　 5─  677
危険！ 薬とサプリメントの飲み合わせ
　  北田　光一　　 7─  973
安全な薬剤投与のための医療材料の選び方・使い方
　  寺田　智祐　　 7─  973

改訂総合版　疾患別設問式　薬剤師に必要な患者ケアの知識
　  木平　健治　　 8─1078
薬学生・指導者のための一般病院実務実習・実践テキスト
　  安藤　哲信　　 8─1100
カラー写真でよくわかる薬剤師のためのリスクマネジメント
実践マニュアル～調剤・処方鑑査から服薬指導，疾患・病
態別の対応まで～   木村　　健　　 8─1109

実践漢方ガイド　日常診療に活かすエキス製剤の使い方
　  堀　美智子　　 9─1２91
50音順・商品名でひける　治療薬事典
　  大倉　輝明　　10─1361
薬学生のための病院実務実習実践問題集
　  木村　　健　　10─1385
改訂 3版　腎機能別薬剤使用マニュアル
　  室井　延之　　10─1395
ビジュアルラーニング　服薬指導のためのくすりの効き方と
作用４   大塚　　誠　　11─1504

Do you know?
院内感染ターゲットサーベイランス
　  佐和　章弘　　 1─  93
Jak3   本間　真人　　 ２─ 188
水中毒（Water Intoxication）   伊藤　葉子　　 ２─ 195
インペアード・パフォーマンス（Impaired Performance）
　  近藤留美子　　 ２─ ２41
レストレスレッグス症候群   大野　能之　　 3─ 403
ナラティブ・ベイスト・メディスン
　  大林　雅彦　　 3─  403
CRA症候群   大野　能之　　 4─ 54２
二酸化塩素（CLO２）   伊藤　葉子　　 4─ 54２
ノンコーディングRNA   假家　　悟　　 5─ 6２9
MBI   大野　能之　　 5─ 664
リカレント教育   大林　雅彦　　 5─ 699
SIR   木村　幸司　　 5─ 699
オレンジバルーン・プロジェクト
　  濵田　康次　　 6─  779
自己免疫性膵炎   中澤　一純　　 6─ 8２6
P4P（Pay for Performance）   近藤留美子　　 7─ 917
AURサーベイランス   佐和　章弘　　 7─ 9２3
ピボタル試験   大林　雅彦　　 8─115２
CDTM（共同薬物治療管理業務）   濵田　康次　　 8─1159
SGA   伊藤　葉子　　 9─1２90
服薬自己管理モジュール   齋藤百枝美　　 9─1２91
共感疲労   近藤留美子　　10─13２5
AKI（急性腎傷害）   大野　能之　　10─1336
ファーマコメトリクス   大林　雅彦　　11─148２
冬季うつ病   伊藤　葉子　　11─1535
PSG検査   本間　真人　　1２─1634
自己組織化マップ   渡邉　一則　　1２─1647
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研究室紹介
医療のなかの薬学を目指して   土屋浩一郎　　 1─ 13２
医薬品の適正使用を遂行するために
　「エビデンスをつくり，つたえる，つかう」
　　  後藤　伸之　　 3─ 404
臨床能力と研究心のある医療人を育成するために
　  青山　隆夫　　 5─ 700
六年制薬学教育の充実を目指して，ただひたすら邁進するの
み   手嶋　大輔　　 7─ 981
チーム医療の担い手として活躍するために
　「医療の安全性確保に貢献し，質の高い薬物療法へ参画で
きる薬剤師を育てる」   片岡和三郎　　 9─1２9２
薬学基礎研究を通して研究マインドをもった薬剤師を育てる
　  堀江　俊治　　11─1556

病院紹介
チーム医療の推進と薬剤師外来を中心とした外来診療業務へ
のかかわり   田中　一穂　　 ２─ ２57
病棟常駐による薬剤管理指導業務の完全実施と質的向上の推
進「浅ノ川総合病院」   船戸　元子他　 4─ 567
医療の安全と質向上に向けて
　～前橋赤十字病院薬剤部の取り組み～
　　  前島　和俊　　 6─ 8２4
教育研修の推進   藤吉　　清　　 8─1160
小規模病院薬剤部の実状とこれから
　  松村　昌俊　　10─143２
薬剤師の専門性と多職種協働に基づくチーム医療の実践
　  平方　尚之　　1２─1686

投稿規定
平成２1年度「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト
　   　3─ 406
日病薬誌「論文」投稿規定，チェックリスト等
　２─２60，4─57２，6─8２8，8─1164，10─1436， 1２─1700

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─135，２─２59，3─407，4─571，5─703，6─8２7，
  7─983，8─1163，9─1２95，10─1435， 11─1559，
  1２─1699
編集後記／事務局業務担当

　1─136，２─２64，3─408，4─576，5─704，6─83２，
  7─984，8─1168，9─1２96，10─1440， 11─1560，
  1２─1704

厚生労働省からのお知らせ
厚生労働省からのお知らせ─「内服薬処方せんの記載方法の
　在り方に関する検討会報告書」について─
　　  厚生労働省　 4─ 418

とじこみ
役員選挙に関する状況報告   選挙管理委員会 　　 S２─1
役員の選任について  S3─1
内服薬処方せん記載方法の在り方に関する検討会報告書につ
いて   医療安全対策委員会　　  S3─２

平成２２年度中小病院薬剤師実践セミナーのお知らせ  S5─1
日本病院薬剤師会主催第13回CRC養成研修会のお知らせ
　  　 　 S6─1
第31回日本病院薬剤師会実務研修会のお知らせ   　　　S6─3
日病薬生涯研修認定制度実施要綱について   　　　S7─1
平成２２年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）のお知らせ
　  　　　S8─1
治験事務局セミナー ２011 日病薬主催の治験事務局担当者セ
ミナー（10・11回目）   　　　S9─1

『薬剤師賠償責任保険』加入に関するお知らせ    　　S10─1
平成２２年度日本病院薬剤師会病院薬局協議会開催のお知らせ
　  　S10─3， S11─3
医療関連感染（院内感染）対策に薬剤師の積極的貢献を
　  　 　S10─5
ビクトーザ®皮下注の使用に当たっての緊急情報と注意喚起
　  　 　S11─1
平成２3年度学術小委員会活動の新規募集について
　  　 　S11─5
新公益法人制度への対応について   　 　S11─8
平成２２年度がん専門薬剤師研修事業講義研修「集中教育講座・
福岡会場」開催のお知らせ   　 　S11─9

日病薬e─ラーニングが始まります！  　　S11─11
代議員会議長・副議長の選挙に関する公示  　 　S1２─1
 
福利厚生制度「医療保険」のご案内    3
第40回通常総会開催案内    4
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