
年頭のごあいさつ
希望に満ちあふれた年に！   堀内　龍也　　 1─   1
年頭にあたって   平山　佳伸　　 1─   5
新年のご挨拶   松本　　純　　 1─   6
新年のご挨拶   三井　辨雄　　 1─   7
新年を迎えて   藤井　基之　　 1─   8
年頭のご挨拶   逢坂　誠二　　 1─   9
薬剤師の位置付けを変える   樋口　俊一　　 1─  10
新年のごあいさつ   とかしきなおみ　　 1─  11

巻頭言
「顔の見える薬剤師」を目指すのは，もう古い

川上　純一　　 2─ 137
薬剤師の存在意義〜新たな年度に向けて〜 

井関　　健　　 3─ 241
薬剤師業務と卒後教育   白石　　正　　 4─ 345
頑張れ東北，強いぞ日本−長期的な支援にご協力を− 

工藤　賢三　　 5─ 489
薬・薬連携は何を目指すか   前島　和俊　　 6─ 625
医療チームの一員としての薬剤師再考
　〜東日本大震災を通して〜   加賀谷　肇　　 7─ 785
放射性医薬品取り扱いガイドラインの作成 

明石　貴雄　　 8─ 921
まずはジェネラリスト薬剤師を   金丸　良雄　　 9─1089
医療提供体制の今後と薬剤師   但馬　重俊　　10─1217
自然災害への対応〜地域における危機管理・患者支援〜

宮村　充彦　　11─1345
病院薬剤師の未来のために   俣賀　　隆　　12─1481

活動報告
平成21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
笠原　英城　　 1─  13

日本病院薬剤師会会員委員会特別企画
　会員増加に向けた取り組み   森田　雅之　　 5─ 493

①㈳神奈川県病院薬剤師会における取り組み
藤本　康嗣　　 5─ 495

②㈳東京都病院薬剤師会における取り組み
西羅　輝雄　　 5─ 497

③宮崎県病院薬剤師会における取り組み
有森　和彦　　 5─ 499

④鹿児島県病院薬剤師会における取り組み

下堂薗権洋　　 5─ 501
平成22年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告 

総務部　　 6─ 629
平成22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　　 8─ 925
平成22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患者の薬物療法における薬剤
師の関与事例等の収集−

学術委員会学術第 1 小委員会　　 8─ 937
経口がん分子標的治療薬の投与量並びに適正使用に関する

実態調査   学術委員会学術第 2 小委員会　　 8─ 942
注射剤の安全使用に関する研究−ガイドラインの拡充と薬

剤師の職業健康被害実態調査−
学術委員会学術第 3 小委員会　　 8─ 946

医療現場に必要な薬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─ 949

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（最終報告） 

学術委員会学術第 5 小委員会　　 8─ 952
後発医薬品に関する調査研究（最終報告）

学術委員会学術第 6 小委員会　　 8─ 957
Hazardous Drugs（危険薬）安全取り扱いガイドライン作

成委員会（仮称）について
学術委員会学術第 7 小委員会　　 8─ 960

感染制御認定および専門薬剤師による医療経済を含めた病
院感染制御活動への貢献度実態調査 

学術委員会学術第 8 小委員会　　 8─ 962

日病薬だより
平成22年度第 3 回理事会議事録    1─  16
平成22年度第 4 回理事会開催    1─  18
平成22年度第 4 回理事会議事録    2─ 141
平成22年度第 5 回理事会開催    2─ 144
平成22年度第 5 回理事会議事録    4─ 349
平成22年度第 6 回理事会開催    4─ 351
平成22年度第 6 回理事会議事録    5─ 505
平成22年度第 7 回理事会開催    5─ 508
平成22年度第 7 回理事会議事録    7─ 801
平成23年度第 1 回理事会開催    7─ 804
平成23年度第 1 回理事会議事録    8─ 965
平成23年度第 2 回理事会開催    8─ 967
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平成23年度第 2 回理事会議事録（社団法人）   11─1361
平成23年度第 2 回理事会開催（一般社団法人）   11─1365
平成22年度第 2 回地方連絡協議会議事録    3─ 245
平成23年度第 1 回地方連絡協議会議事録⑴   11─1349
平成23年度第 1 回地方連絡協議会議事録⑵   12─1485
第41回臨時総会議事録    7─ 801
第42回通常総会議事録    12─1495
第44回通常代議員会議事録⑴    6─ 695
第44回通常代議員会議事録⑵    7─ 789
平成22年度各部門専門薬剤師認定者一覧    7─ 805
部・委員会報告／行事予定／会務日誌
　1─18，2─144，3─267，4─352，5─508，6─713
　7─804，8─968，10─1226，11─1365，12─1495

各病薬だより
第375回学術講演会   富山県病院薬剤師会　　 1─  26
顔の見える薬剤師への取り組み 
　  茨城県病院薬剤師会　　 2─ 146
第376回学術講演会   富山県病院薬剤師会　　 3─ 270
第 9 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　　 3─ 270
第377回学術講演会   富山県病院薬剤師会　　 4─ 363
第 1 回　富山県漢方調剤フォーラム 
　  富山県病院薬剤師会　　 4─ 363

資料
第44回通常代議員会資料    4─ 365
第43回通常総会資料   12─1509

お知らせ
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱    4─ 362
感謝状贈呈・有功会員の委嘱
　    2─148，5─509，6─693，8─969

「2011国際薬剤師フォーラム（北京）」のご案内    3─ 272
平成23年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ
　5─510，6─714，7─806，8─975，9─1093，10─1321，
　11─1401
第46回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成のお知らせ
　   5─530，6─725
平成23年度学術奨励賞受賞者    7─ 805
第50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    7─ 807
第50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（予告 2 ）    8─ 974
第50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（予告 3 ）   10─1221
「論文」投稿数・掲載数および採択率（平成14〜22年度）
　    7─ 883
平成23年度都道府県病院薬剤師会新会長    8─ 969

平成23年度日本病院薬剤師会賞・病院薬学賞並びに功労賞
　    8─ 970
第48回全国診療所薬剤師協議会のご案内    8─ 973
第48回全国診療所薬剤師協議会のご案内（再掲）    9─1094
日本病院薬剤師会「東北ブロック第 1 回学術大会」
　   10─1222
第33回日本病院薬剤師会近畿学術大会のお知らせ   11─1366
日本病院薬剤師会薬剤師賠償責任保険加入のおすすめ
　   経理課
　1─131，2─198，4─463，8─1020，12─1574
JSHPメールニュースの配信が始まりました!! 
　  広報・出版部
　2─148，3─274，4─414，6─774
論文投稿のご案内   編集委員会
　2─202，3─342，5─587，6─752，7─877，8─1032，
　9─1193，10─1264
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
　2─211，8─935
日病薬e-ラーニングについて   生涯研修委員会
　2─219，8─979

【告知板】掲載料について   広報・企画課
　2─231，3─341，8─979，11─1410

「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集   編集委員会
　3─271
薬剤管理指導届出病院のご報告および届出病院数一覧の掲載

終了について   総務課
　3─271
新規入会・変更・退会の手続きについて   総務課
　3─308，5─562，8─1019
ホームページを飾る写真募集中   広報・出版部
　3─312，8─1024，10─1240
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
　4─458
日病薬会員の会員番号照会について   総務課
　5─509，8─1019，10─1245，11─1390
JSHPメールニュースへ是非ご登録下さい!!   広報・出版部
　8─935，9─1117
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
　8─972
平成22年度「日病薬賠償責任保険」満期のお知らせ   経理課
　10─1282，11─1371

学会・研究会・研修会案内
主催・共催等／関連学会ほか
　1─27，2─147，3─273，4─412，5─511，6─715，
　7─808，8─976，9─1095，10─1223，11─1367，
　12─1538
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告知板
医療薬学37-1号（2011年 1 月発行）収載予定論文    1─  68
医療薬学37-2号（2011年 2 月発行）収載予定論文    2─ 166
医療薬学37-3号（2011年 3 月発行）収載予定論文    3─ 338
医療薬学37-4号（2011年 4 月発行）収載予定論文    4─ 437
医療薬学37-5号（2011年 5 月発行）収載予定論文    5─ 547
医療薬学37-6号（2011年 6 月発行）収載予定論文    6─ 759
医療薬学37-7号（2011年 7 月発行）収載予定論文    7─ 852
医療薬学37-8号（2011年 8 月発行）収載予定論文    8─1008
医療薬学37-9号（2011年 9 月発行）収載予定論文    9─1152
医療薬学37-10号（2011年10月発行）収載予定論文   10─1229
医療薬学37-11号（2011年11月発行）収載予定論文   11─1447
医療薬学37-12号（2011年12月発行）収載予定論文   12─1542
第28回日本医学会総会    1─  30
第 4 回昭薬同窓会平成塾スクーリング    1─  93
第19回赤十字血液シンポジウム    1─ 109
第75回日本循環器学会総会・学術集会 参加者募集   1─ 117
日本薬学会第131年会（静岡）    1─ 123
日本薬学会第132年会（札幌）   12─1541
東京都女性薬剤師会　春期講座のご案内    2─ 149
一般社団法人日本女性薬剤師会の通信教育講座
　平成23年度「診療ガイドライン・薬剤コース」    2─ 149
東京都女性薬剤師会　特別公開講座のご案内    3─ 275
2011年度日本女性薬剤師会学術講演会    3─275，5─516
第14回日本医薬品情報学会総会・学術大会    3─ 277
第21回日本医療薬学会年会予告⑴    3─ 278
第21回日本医療薬学会年会予告⑵    4─ 419
第21回日本医療薬学会年会予告⑶    5─ 517
第21回日本医療薬学会年会予告⑷    6─ 719
日本医療薬学会第42回公開シンポジウム    8─ 981
日本医療薬学会第43回公開シンポジウム     8─ 982
平成23年度慶應義塾大学薬学部公開講座A・B・Dのご案内
　    4─ 415
PMDAメディナビにぜひ！ご登録ください。    4─ 416
平成23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    5─ 514
第43回昭和大学薬学部卒後教育セミナー    5─ 516
2011東京都女性薬剤師会・夏期研修会漢方講座    6─ 718
日本糖尿病療養指導士認定機構主催第12回受験者用講習会
　（平成23年度）開催のおしらせ    6─ 721
第18回 薬と医療シンポジウム    8─ 956
平成23年度慶應義塾大学薬学部公開講座B・Cのご案内
　    8─ 964
一般財団法人島原科学振興会平成23年度研究助成の募集案内  

   8─ 969
東京都女性薬剤師会 平成23年度 前期スクーリング・特別公

開講座    9─1099
東京都女性薬剤師会 平成23年度 秋期講座    9─1099
第13回薬害根絶フォーラム   10─1228

第30回城南地区薬剤師セミナー   10─1229
東京都女性薬剤師会 平成23年度 春期講座   12─1542
日本薬剤師研修センターからのお知らせ
　1─29，2─150，3─276，4─418，5─515，6─722，
　7─812，8─980，9─1100，10─1227，11─1370，
　12─1540

総説
糖尿病治療のインクレチン関連薬と新しい診断基準
 　  濱口　良彦他　 1─  53
末期腎不全の治療法の選択と合併症 
　  花房　規男　　 2─ 161
米国におけるCDTM，そして日本   土橋　　朗他　 3─ 287
各種DPP-4阻害薬の比較と糖尿病治療における位置づけ
　   田波　律子他　 4─ 423
禁煙治療   濱　　純吉　　 5─ 519
多剤耐性菌と医薬品の適正使用   二木　芳人　　 6─ 723
子宮頸がんとヒトパピローマウイルス 
　  井上　正樹　　 7─ 813
医療の質向上のためのチーム医療への薬剤師の関与とその成

果に関する論文実例集
　⑴がん化学療法領域における薬剤師の取り組みと成果
　　   薬剤業務委員会　　 8─ 983
　⑵感染制御領域における薬剤師の取り組みと成果
 　　  薬剤業務委員会　　10─1231
　⑶TDM領域   薬剤業務委員会　　11─1373
新生児・乳児ビタミンK欠乏性出血症に対するビタミンK製剤

投与の改訂ガイドライン（修正版）の概説 
　　   邉見　伸英　　 8─1003
災害時における薬物治療の注意点−「薬が飲めない使えない」
「生活・体調の変化」に対応した薬学的管理−

　　   澤田　康文他　 9─1101
オカルトHBV感染と対策−消えたはずのB型肝炎ウイルスが

よみがえる−   桶谷　　眞他　10─1241
バーチャルポピュレーションによる薬物の副作用と相互作用

の予測   大谷　壽一　　11─1385
インフルエンザの予防と治療−最近の動向−
　   安藤　常浩　　12─1543

特集
うつ病の評価と治療
　①うつ病の評価方法，判断基準   丹羽　真一　　 2─ 167

②うつ病治療のエビデンス・アップデート：薬物療法と認
知行動療法を中心に   中川　敦夫　　 2─ 173

　③うつ病における薬剤師の役割   仲村スイ子　　 2─ 176
六年制薬学教育における 1 年目の長期実務実習を終えて
　①薬学教育協議会 病院・薬局実務実習調整機構の立場から
　　   望月　正隆　　 5─ 523
　②大学の立場から   中村　　均　　 5─ 525
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　③病院の立場から   松原　和夫　　 5─ 528
　④薬局の立場から   森　　昌平　　 5─ 531
アルツハイマー型認知症をいかに治療すべきか
　①認知症診療と新しい治療戦略   和田　健二他　 8─1009
　②アルツハイマー型認知症治療薬の開発
　　−遥かなる創薬，ドネペジル塩酸塩の創製−
　　　  杉本　八郎　　 8─1012
　③認知症治療で期待される新薬   中村　　祐　　 8─1015
東日本大震災
　 1 ）日本病院薬剤師会の取り組み
　　    安岡　俊明　　 9─1115
　 2 ）被災地の様子
　　①岩手県における取り組み   工藤　賢三　　 9─1118
　　②宮城県における取り組み   眞野　成康　　 9─1120
　　③福島県における取り組み   井上　正広　　 9─1123
　　　南相馬市立総合病院薬局での東日本大震災の記録
　　　　   伊藤　　鍛　　 9─1125
　 3 ）初期の医療支援活動
　　①DMATにおける取り組み   浅川　　淳　　 9─1127
　　②日本赤十字社における取り組み
　　　   小林　映子　　 9─1129
　　③日病薬の災害派遣によるボランティア活動⑴
　　　   鹿角　昌平　　 9─1132
　　　日病薬の災害派遣によるボランティア活動⑵
　　　　  南雲　徳昭　　 9─1134
　　　日病薬の災害派遣によるボランティア活動⑶
　　　　    武藤　浩司　　 9─1136
　　④「こころのケアチーム」の活動
 　　　   天正　雅美　　 9─1138
　 4 ）医薬品の製造・供給・物流について
　　①日本製薬工業協会の取り組み
　　　   伍藤　忠春　　 9─1141
　　②今回の震災における医薬品の物流について
　　　   村井　泰介　　 9─1143
再生医療
　①再生医療とは何か（概念）   青井　貴之　　11─1391
　②再生医療の実際   澤　　芳樹　　11─1393
　③再生医療と医療倫理   谷　　伸悦　　11─1399

寄稿
日本製薬団体連合会安全性委員会情報提供検討部会
　「医薬品情報提供素材の企業ホームページ掲載状況調査」

2010年度調査結果報告   宮崎　輝彦他　 8─1021

シリーズ
データ解析の進め方
　第 5 回　相関・回帰に関する解析⑴
　　   芳賀　敏郎　　 1─  59
　第 6 回　相関・回帰に関する解析⑵

　　   芳賀　敏郎　　 2─ 179
よりよい病院薬局製剤の開発を目指して
　第 1 回　実験計画法の導入   髙山　幸三　　 3─ 293
　第 2 回　応答曲面法と最適化   髙山　幸三　　 4─ 429
　第 3 回　線形から非線形へ   髙山　幸三　　 5─ 535
　第 4 回　最適解の信頼性   髙山　幸三　　 6─ 726
臨床におけるEBMの実践
　第 1 回　臨床で実践可能なエビデンスの選び方と評価
　　   山村　重雄　　 7─ 819
　第 2 回　EBMと臨床研究   嶋田　修治　　 8─1025
　第 3 回　医療現場におけるEBMの実践
　　   宇賀神　諭他　 9─1147
医療薬学研究の進め方と論文の書き方
　第 1 回　医療薬学研究の進め方   山本康次郎　　10─1247
　第 2 回　論文の書き方   松原　和夫　　11─1403

プレアボイド広場
薬剤性低血糖症状   阿部　和史　　 3─ 299
急性白血病患者を対象とした腫瘍崩壊症候群対策 
　  伊藤　忠明　　 7─ 823
骨軟部肉腫患者を対象とした制吐療法対策 
　  青山　　剛　　 9─1150
静脈経腸栄養剤による副作用重篤化回避事例
　   舟越　亮寛　　11─1407

論文
外来化学療法における携帯型ディスポーザブル注入ポンプを

用いた5-fluorouracil注持続注入速度に影響を及ぼす要因
への対処法の検討   三石　雅絵他　 1─  65

がん治療関連業務の中小規模施設を中心とする社会保険病院
における実態調査   北澤　文章他　 1─  69

新型インフルエンザA（H1N1株）に対するオセルタミビル
予防投与の有効性と問題点   浜田　茂明他　 1─  75

バンコマイシンの成人簡易初回投与量の算出に関する検討
　   稲見　　有他　 1─  79
高用量ベンジルペニシリンにより出血性膀胱炎が発現した感

染性心内膜炎の 1 症例   足立　裕子他　 1─  83
PK-PD parameterを用いたカルバペネム系抗菌薬療法の適正

化評価と抗菌薬サーベイランスの有用性
　　   小林　義和他　 1─  86
10％シクロホスファミド散の調製方法と長期安定性の検討
　   簏　幸市朗他　 1─  90
アロプリノールの腎機能の低下に応じた投与量の情報提供と

臨床効果   大岩　拓馬他　 1─  94
アンケートからみられる病院薬剤師と薬局薬剤師の薬剤師業

務に関する意識の比較とその考察 
　　  徳永　　仁他　 2─ 185
インフルエンザワクチン接種後のマッサージの検討 
　  香川　好美他　 2─ 191
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終末期がん患者に対する副腎皮質ステロイド薬投与における
副作用調査   長南　謙一他　 2─ 195

大腸内視鏡的粘膜下層剥離術における予防的抗菌薬投与の比
較検討   青木　芙美他　 2─ 199

抗凝固薬フォンダパリヌクスナトリウムの副作用の実態調査 
  坂田　真理他　 2─ 203

がん化学療法に伴う末梢神経障害に関する実態調査 
　  勝山　　壮他　 2─ 207
血液培養陽性患者への積極的介入と抗菌薬のde-escalation

療法による医療経済効果   田中　広紀他　 3─ 301
フェンタニルパッチの使用状況調査−低用量（2.1mg）製剤

導入の影響−   木下真理子他　 3─ 305
Pharmacokinetics-Pharmacodynamics理論に基づくカルバ

ペネム系抗菌薬メロペネムの使用と緑膿菌耐性化の関係 
　　  今井　　徹他　 3─ 309
薬剤師による外来診察前がん性疼痛緩和アセスメントと処方

提案の影響   関戸加奈恵他　 3─ 313
電子カルテにおけるレジメンオーダシステム開発とベンダー

間機能比較   長屋美香子他　 3─ 317
患者指導用資材を活用した実践的な吸入指導実習の構築 
　  寺島　朝子他　 3─ 323
デュロキセチンを投与中に低カリウム血症を生じたうつ病の

1 症例   吉野　達規他　 3─ 329
抗がん剤曝露防止に向けた医師・看護師への教育とその評価 

  中島　貴史他　 4─ 433
閉鎖式混合調製器具（ChemoCLAVETM）使用による抗がん剤

曝露低減化を目的とした院内クローズドシステムの構築と
その効果   川中　明宏他　 4─ 439

Clostridium difficile関連下痢症に対するバンコマイシン内服
薬治療と抗結核薬との併用効果に関する研究 

　  藤田　敬子他　 4─ 445
患者，薬剤師，医師の後発医薬品選択に影響する重要因子の

抽出−後発医薬品通知サービス実施地域と無実施地域の調
査−   柴田ゆうか他　 4─ 450

mFOLFOX6療法における末梢神経障害に対する芍薬甘草湯
の有効性の検討   有生　明雄他　 5─ 539

血液透析患者の高リン血症治療における服薬アドヒアランス
向上のための取り組み−炭酸ランタンを用いた検討−

　　   古田　和也他　 5─ 543
抗がん薬投与後に誘発される遅発性悪心の予防に対するNK1

受容体拮抗薬アプレピタント併用制吐療法の標準化と評価
　　   山田千代子他　 5─ 549
Antimicrobial Use Density値変動が及ぼす薬剤感受性への影

響の調査   鴨志田　聡他　 5─ 553
入院時持参薬鑑別時に用いる情報源に関する調査 
　  渡邊　裕之他　 5─ 559
薬剤管理指導記録のProblem Oriented Systemの監査とシス

テム検証   関本　裕美他　 5─ 563
オーダリングシステムと連動させたがん化学療法レジメン管

理システムの開発   小泉　祐一他　 5─ 571
リスペリドン内用液の味と服用性に関する基礎的検討 
　  石動　郁子他　 5─ 577
お薬手帳を用いたテガフール/ギメラシル/オテラシル合剤お

よびカペシタビンを含むがん化学療法の安全管理 
　　  鷹野　瑠美他　 5─ 583
外来患者における吸入再指導方法の効率化−吸入ステロイド

薬の再指導システムの構築と運用− 
　　  霍間　尚樹他　 5─ 589
がん終末期患者の倦怠感に対するステロイドの有用性評価 
　   木村美智男他　 6─ 729
非小細胞肺がんに対するpemetrexed単剤療法およびプラチ

ナ製剤併用療法の副作用発現状況 
　　  岡田　浩司他　 6─ 733
“お薬手帳” を利用した退院時栄養管理情報提供の取り組み

とその評価   柴田　賢三他　 6─ 737
全入院患者を対象とした腎機能に基づく処方支援体制の構築

と成果   中村　仁美他　 6─ 743
地域がん診療連携拠点病院における進行・再発大腸がんに対

するcetuximabの使用経験   宇都　直哉他　 6─ 749
PhaSeal®システム新型プロテクタ「プロテクタ・ソーラス」

の性能の検討   杉田　一男他　 7─ 829
尿毒素吸着剤クレメジン®（AST-120）服用患者における能動的

服薬指導の有用性評価−エビデンスのビジュアル化効果−
　　   下石　和樹他　 7─ 834
眼科病棟における糖尿病患者への効果的な指導とその評価 
　  別城　朋子他　 7─ 839
塩酸バンコマイシンの投与濃度の適正化による血管障害の発

現防止   井無田麻衣子他　 7─ 845
錠剤分割調剤における手指消毒方法および分割器具の細菌汚

染の実態調査   中川　博雄他　 7─ 849
腎機能過大評価に影響を及ぼす因子の解析−血清腎機能マー

カーとしてのクレアチニンとシスタチンCの比較−
　　   木村　博史他　 7─ 853
レナリドミドの薬剤配布プログラムの評価とその課題 
　  北澤　文章他　 7─ 857
オーダリングシステム導入に伴う疑義照会内容の把握と保険

薬局からの疑義照会に対する病院薬剤師の役割 
　　  中居　　肇他　 7─ 863
SPD導入による手術部担当薬剤師の業務効率化と経済効果 
　  加藤　祐太他　 7─ 869
病院実務実習における薬剤師と薬学生のストレス評価 
　  神村　英利他　 7─ 873
手術室常駐薬剤師による薬剤師業務の変遷と業務量の比較検

討   藤田　將嗣他　 7─ 879
バンコマイシン，アルベカシンTDM業務におけるCompartment 

Model選択のPK/PDパラメータに対する影響
　　   加藤　克洋他　 8─1029
実務実習事前学習におけるロールプレイ実習に対する薬学生

1621

日病薬誌　第47巻4号（1621–1626）2011年

1617-1626_総索引.indd   1621 11/11/09   16:21



の満足度とその要因   波多江　崇他　 8─1033
市中肺炎および医療施設関連肺炎の患者背景と軽快期間に影

響を及ぼす要因について   石田　斐子他　 8─1038
感染症患者に対する抗菌薬投与前の血液培養 2 セット以上実

施の推進とその評価   横手　克樹他　 9─1153
神経変性疾患患者における院内製剤 5 ％スコポラミン軟膏の

流涎抑制効果および副作用の検討 
　　  下田賢一郎他　 9─1157
ステロイド剤と骨粗鬆症予防薬の併用による尿路結石のリス

ク解析   加賀山美沙他　 9─1161
関節リウマチのインフリキシマブによる治療成績および感染

症に対する実態調査とファーマシューティカル・ケアにつ
いて   野村　賢一他　 9─1165

処方オーダーシステムと連動した在庫管理システムの有用性
評価   宮本　千穂他　 9─1171

糖尿病患者における低血糖発現と使用薬剤および薬剤変更の
関連性   冨山　育朗他　 9─1175

Pharmacokinetics-pharmacodynamics理論に基づくメロペ
ネムの腎機能別投与方法の検討   國領　俊之他　 9─1179

Meropenem 8 時間ごと投与の有用性 
　  石坂　敏彦他　 9─1185
実務実習事前学習における改善策の導入と顧客満足度分析を

用いた評価   波多江　崇他　 9─1189
院外処方せんの疑義照会に対する評価 
　  加藤　　隆他　 9─1194
集中治療病棟での感染制御における薬学的介入
　−一般病棟と比較して−   中蔵伊知郎他　10─1251
シタラビンが原因と推定される職業性被曝を受けた薬剤師の

事例   近藤　昌子他　10─1255
がん化学療法で使用するデキサメタゾンの糖尿病合併がん患

者の血糖値に及ぼす影響   斉藤　麻美他　10─1261
病院薬剤師から持参薬処方医への情報提供は持参薬適正使用

に寄与する   島　　祐子他　10─1265
腎機能障害を伴う外来患者への医薬品適正使用のアプローチ

−医薬品適正使用支援システムの構築− 
　　  吉田明日香他　10─1269

「お薬手帳」の配布意義と記載内容の検討−回復期リハビリ
テーション病棟入院患者と地域薬剤師へのアンケート調査
から−   中根　丈晴他　10─1273

乳がん化学療法における一連管理体制の構築と有用性の評価  
  田沼　道也他　10─1277

長期実務実習における治験実習プログラムの構築 
　  新井　　亘他　10─1283
がん化学療法プロトコル構成薬剤の使用方法に関する標準化

への取り組み   北澤　文章他　10─1289
用量反応曲線を用いた塩酸バンコマイシンの腎機能障害発現

の予測   佐道　紳一他　10─1294
プラスチックボトルのヘッドスペース量および投与時の落差

が点滴速度に及ぼす影響   手塚　健司他　10─1297

感染症専門医と病棟常駐薬剤師の連携による効果的な感染症
診療コンサルテーション体制の確立 

　　  小林　理栄他　10─1301
外来がん化学療法における薬剤師外来の有用性の検討 
　  野添　大樹他　10─1305
新バーコードを活用した特定生物由来製品管理システムの構

築   安食　健一他　10─1309
生体肝移植後の小児に対する抗サイトメガロウイルス化学療

法剤バルガンシクロビルの至適投与量と発達薬理学的パラ
メータの関連性   松田　直子他　11─1413

院内製剤としての高用量アセトアミノフェン坐剤の製剤学的
検討   田添　光二他　11─1417

肺炎球菌ワクチン接種後の市中肺炎入院患者の検討
　   御子柴雅樹他　11─1421
三重県下施設の抗がん剤調製時における曝露防止の実態調査

とガイドラインの普及度の検討   三宅　知宏他　11─1425
Clostridium difficile感染あるいは感染疑い患者の治療・除菌

における塩酸バンコマイシン散の総投与量に影響を与える
因子の検討   佐々木雄啓他　11─1431

AUC/MIC値を用いたVCMのTDMの評価
　   花田　聖典他　11─1435
制吐薬適正使用ガイドラインに基づく制吐療法の実態調査と

評価   野村　政孝他　12─1549
ガラスアンプルカット時に混入するガラス片のフィルターに

よる除去に関する研究−効率性，経済性，除去率の観点か
ら−   平郡　　薫他　12─1553

中小病院におけるリアルタイム薬品管理装置導入による病棟
配置薬の削減と効果   齋藤　　進他　12─1559

薬学部六年制移行後の病院実務実習に対する実習生アンケー
ト調査による評価   曽賀　千智他　12─1563

進行・再発がん患者を対象としたセルフ・エフィカシー尺度
とHAD尺度を用いた服薬指導評価

　　   高山　慎司他　12─1569
薬剤師による疑義照会後の処方変更およびDo処方の入力プ

ロトコル−医政局長通知「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」の具体化

　　   粟屋　敏雄他　12─1575
酸化マグネシウム製剤の先発医薬品と後発医薬品における服

用感と開封操作の利便性の比較
　　   山内由美子他　12─1580

学会報告
World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 

2010に参加して   田崎　嘉一　　 2─ 213
第45回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して 
　  植木　哲也　　 4─ 457
日米がん専門薬剤師交流フォーラム報告
　   大石　了三　　12─1585
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研修報告
平成22年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
　   井上　順博　　 1─  98
平成22年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を受講して  

  宮川　哲也　　 1─ 100
第31回日本病院薬剤師会実務研修会を主催して 
　  下堂薗権洋　　 2─ 215
第31回日本病院薬剤師会実務研修会に参加して 
　  七種　　均　　 2─ 217

「薬剤師のための臨床研究セミナー 2010」を主催して 
　  古川　裕之　　 3─ 335

「薬剤師のための臨床研究セミナー 2010（大阪）」を受講して
　   佐々木達也　　 3─ 337
治験事務局担当者セミナー 2011（東京・福岡）を主催して
　   澤村　　正　　 4─ 459
治験事務局担当者セミナー 2011（東京）に参加して
　   草信　晴美　　 4─ 460
平成22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）   牛山　美奈他　　 6─ 753
第13回CRC養成フォローアップ研修会を主催して
　   野村　守弘　　 7─ 884
第13回CRC養成フォローアップ研修会に参加して
　   西村　麻希　　 7─ 886
平成22年度医薬品安全管理責任者講習会を主催して
　   渡邉　幸子　　 8─1043
平成22年度医薬品安全管理責任者講習会（東京・第 2 回）を

受講して   清水　秀行　　 8─1045
フレッシュ CRA＆DMのための治験セミナー 2011を主催して
　   古川　裕之　　10─1313
フレッシュ CRA＆DMのための治験セミナー 2011に参加して
　   宇賀神明香　　10─1315

新薬の紹介
骨粗鬆症治療剤　テリパラチド（遺伝子組換え注射剤）
　（フォルテオ®皮下注キット600μg）
　　   宗和　秀明　　 1─ 102
閉経後骨粗鬆症治療薬　バゼドキシフェン酢酸塩
　（ビビアント®錠20mg）   越智　　宏　　 1─ 104
T細胞選択的共刺激調節剤　アバタセプト（遺伝子組換え）製剤
　（オレンシア®点滴静注用250mg）  奥山　夏実他　 1─ 106
肺動脈性肺高血圧症治療薬　アンブリセンタン
　（ヴォリブリス®錠2.5mg）   中島　康夫　　 1─ 110
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー /持続性Ca拮抗薬配

合剤　テルミサルタン/アムロジピンベシル酸塩配合錠
　　（ミカムロ®配合錠AP）   冨山　裕美　　 1─ 112
免疫調節薬　レナリドミド水和物
　（レブラミド®カプセル 5 mg）   勝又　浩美他　 1─ 114
変形性膝関節症疼痛緩和薬
　ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマーおよびヒアルロ

ン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体　
　（サイビスクディスポ®関節注 2 mL）

　　　   塩野　　茂　　 1─ 118
がん疼痛治療薬　トラマドール塩酸塩
　（トラマール®カプセル25mg，50mg）
　　   山手　和幸　　 1─ 120
抗てんかん剤　レベチラセタム
　（イーケプラ®錠250mg，500mg）   田中　正人　　 1─ 124
抗悪性腫瘍剤　パクリタキセル注射剤（アルブミン懸濁型）
（アブラキサン®点滴静注用100mg）

　　  加藤　寛之他　 1─ 126
抗悪性腫瘍剤（mTOR阻害剤）　テムシロリムス
　（トーリセル®点滴静注液25mg）   狩野　宗英　　 1─ 128
長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤
　ラニナミビルオクタン酸エステル水和物
　　（イナビル®吸入粉末剤20mg）   孫田　秀夫　　 5─ 593
ニューキノロン系注射用抗菌製剤　レボフロキサシン水和物
　（クラビット®点滴静注バッグ500mg/100mL・クラビット®

点滴静注500mg/20mL）   新村　和彦　　 5─ 596
V2-受容体拮抗剤　トルバプタン錠15mg（サムスカ®錠15mg）
　   石井　英一　　 5─ 599
月経困難症治療薬 ドロスピレノン／エチニルエストラジオール
　ベータデクス　（ヤーズ®配合錠）
　　   西井かおる他　 6─ 760
非ステロイド性抗炎症点眼剤　ネパフェナク懸濁性点眼液
　（ネバナック®懸濁性点眼液0.1％） 
　　  清野　　歩他　 6─ 762
持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
　レボセチリジン塩酸塩　（ザイザル®錠5mg）
　　  田中　里佳　　 6─ 764
2 型糖尿病治療剤　エキセナチド
　（バイエッタ®皮下注  5 μgペン300，10μgペン300）
　　   今岡　丈士　　 7─ 888
速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤
　ミチグリニドカルシウム水和物/ボグリボース配合錠
　　（グルベス®配合錠）   小林　主馬　　11─1439
速効型インスリン分泌促進剤　レパグリニド
　（シュアポスト®錠0.25mg，0.5mg）
　　   方違　　均他　11─1442
ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤
　プラミペキソール塩酸塩水和物　
　　（ミラペックス®LA錠0.375mg，1.5mg）
　　　   吉冨　幹雄他　11─1445
直接トロンビン阻害剤　ダビガトランエテキシラートメタン

スルホン酸塩製剤（プラザキサ®カプセル75mg，110mg）
　　   渡辺　光法他　11─1448
アルツハイマー型認知症治療剤　リバスチグミン
　（リバスタッチ®パッチ　4.5mg， 9 mg，13.5mg，18mg）
　（イクセロン®パッチ　4.5mg， 9 mg，13.5mg，18mg）
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　　   11─1450
血小板造血刺激因子製剤/トロンボポエチン受容体作動薬
　ロミプロスチム（ロミプレート®皮下注250μg調製用）
　　   清水　麻実他　12─1589
経口FXa阻害剤　エドキサバントシル酸塩水和物
　（リクシアナ®錠15mg，リクシアナ®錠30mg）
　　   城後　秀光　　12─1592

話題のくすり
レブラミド水和物   島崎　千尋他　 5─ 603
トラマドール塩酸塩製剤   井関　雅子　　 6─ 767
ダビガトラン   山下　武志　　 8─1047
プレガバリン   小川　節郎　　 9─1199
エルトロンボパグ　オラミン   宮川　義隆　　10─1317
フェンタニルクエン酸塩   樋口比登実　　11─1453
l-メントール製剤   比企　直樹　　12─1597

新刊紹介
ステージ・病態別に学ぶ！　CKDの治療と薬Q&A
　   木村　　健　　 1─  73
本当に必要なモニタリング・患者ケアを見逃さない
　ハイリスク薬チェックシート   大石　了三　　 2─ 211
抗菌薬サークル図データブック　第 2 版 
　  高田　勝利　　 3─ 292
実践　妊娠と薬　第 2 版−10,000例の相談事例とその情報 
　  大石　了三　　 4─ 443
病態を理解して組み立てる 薬剤師のための疾患別薬物療法Ⅰ
　悪性腫瘍   中西　弘和　　 4─ 449
病棟で役立つ混注情報ハンドブック　改訂 3 版 
　  林　　昌洋　　 5─ 527
病態を理解して組み立てる 薬剤師のための疾患別薬物療法Ⅱ
　精神・脳神経系疾患/消化器疾患 
　　  鍋島　俊隆　　 7─ 867
薬学生のための病院・薬局実務実習テキスト 2011年版 
　  二神幸次郎　　 7─ 883
病院薬剤師業務推進実例集 2 −薬剤師を活用するチーム医療

の推進に向けて中小病院の成功事例を中心に−
　　   田原　雅子　　10─1250
薬剤師がはじめるフィジカルアセスメント　副作用症状を見

抜くためのポイント   大石　了三　　11─1406
病態を理解して組み立てる 薬剤師のための疾患別薬物療法Ⅲ
　心臓・血管系疾患/腎疾患/泌尿・生殖器疾患
　　   中村　裕義　　11─1430
急性中毒ハンドファイル   畝井　浩子　　12─1537
問題解決技法に基づいたがん薬物療法トレーニングブック
　   山本　弘史　　12─1584

Do you know?
タクティールケア    近藤留美子　　 1─ 122

SHA手法   大林　雅彦　　 1─ 130
AERS   大野　能之　　 2─ 189
癌幹細胞   西口　工司　　 2─ 210
指定第 2 類医薬品   濵田　康次　　 3─ 303
骨折リスク評価ツール「FRAX」   末丸　克矢　　 3─ 328
公知申請   中村　敏明　　 4─ 449
REMS   大野　能之　　 4─ 456
バイオシミラー医薬品   濵田　康次　　 5─ 595
ALK   三嶋　一登　　 5─ 601
日本のセンチネル・プロジェクト   中村　敏明　　 6─ 766
がん悪液質   渡邉　一則　　 6─ 766
KRAS遺伝子   横山　晴子　　 7─ 861
インバースアゴニスト（inverse agonist） 
　  西口　工司　　 7─ 882
ブラウンバッグ運動   濵田　康次　　 8─ 959
コンコーダンス   齋藤百枝美　　 8─1042
PTSD   齋藤百枝美　　 9─1156
植物性ソフトカプセル   大林　雅彦　　 9─1164
昆虫の力   渡邉　一則　　10─1259
MBDDとM＆S   大野　能之　　10─1293
エピジェネティクス   西口　工司　　11─1406
ドクタージェット   近藤留美子　　11─1430
インテグリン   本間　真人　　12─1573

FIPニュースレター
HPS Hospital Pharmacy Section eNewsletter 19, 3 December 

2010    2─ 221
HPS Hospital Pharmacy Section eNewsletter 23, 22  June 

2011    8─1051

研究室紹介
臨床現場が求める良質な薬剤師の育成を目指して
　   中村　　均　　 1─ 132
実務教育・臨床研究・社会貢献に向けた日本薬科大学
　統合医療教育センターの取り組み 
　　  松田　佳和　　 3─ 339
医療現場へ有益な情報の提供を目指して 
　  齊藤　浩司　　 5─ 607
医療現場で発生する情報の科学的分析を目指して 
　  髙田　充隆　　 7─ 890
新たな薬学教育への挑戦   土屋　照雄　　 9─1203
臨床研究ができる薬剤師の育成を目指して
　   佐藤　信範　　11─1460

病院紹介
患者中心のチーム医療の実現と最良のがん医療を目指して 
　  髙崎　雅彦　　 2─ 232
在宅緩和ケア推進への挑戦   田辺　公一他　 4─ 464
多様・高度化する業務にチーム力で臨む〜ポスト成果主義〜 
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  阿部　武由　　 6─ 772
人が育つ組織づくりを目指して   橋田　　亨　　 8─1064
個人の力をチームで生かす   山城　博和　　10─1322
安心できる職場づくりが薬剤師の職能を展開させる
　   岩下　佳敬他　12─1602

ミニシリーズ
薬剤師が参加できる学会
　日本薬学会    4─ 467
　日本医療薬学会    4─ 468
　日本臨床薬理学会    4─ 470
専門・認定薬剤師にかかわる学会等の紹介
　日本癌学会    5─ 610
　日本臨床腫瘍学会    5─ 610
　一般社団法人日本癌治療学会    5─ 611
　日本緩和医療薬学会    5─ 612
　特定非営利活動法人日本緩和医療学会    5─ 613
　日本TDM学会    6─ 775
　社団法人日本感染症学会    6─ 775
　日本化学療法学会    6─ 776
　日本環境感染学会    6─ 777
　社団法人日本精神科病院協会    7─ 893
　日本神経精神薬理学会    7─ 894
　一般社団法人日本臨床精神神経薬理学会    7─ 894
　日本病院・地域精神医学会    7─ 895
　日本社会精神医学会    7─ 895
　日本老年精神医学会    7─ 896
　日本産科婦人科学会    8─1067
　日本小児科学会    8─1067
　日本先天異常学会    8─1068
　日本エイズ学会    8─1068

医薬品・医療機器等安全性情報
No.274    厚生労働省医薬食品局　　 1─  32
No.275   厚生労働省医薬食品局　　 2─ 151
No.276   厚生労働省医薬食品局　　 3─ 279
No.277   厚生労働省医薬食品局　　 4─ 471
No.278   厚生労働省医薬食品局　　 5─ 614
No.279   厚生労働省医薬食品局　　 7─ 897
No.280   厚生労働省医薬食品局　　 8─1069
No.281   厚生労働省医薬食品局　　 9─1205
No.282   厚生労働省医薬食品局　　10─1325
No.283   厚生労働省医薬食品局　　11─1465
No.284   厚生労働省医薬食品局　　12─1605

投稿規定
日病薬誌「論文」投稿規定，チェックリスト等
　2─236，4─484，6─780，8─1084，10─1340，12─1628

後記
平成22年度「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト
　   3─342
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─235，3─343，4─483，5─623，6─779，
　7─919，8─1083，9─1215，10─1339，11─1479，
　12─1627
編集後記／事務局業務担当
　1─136，2─240，3─344，4─488，5─624，6─784，
　7─920，8─1088，9─1216，10─1344，11─1480，
　12─1632

とじこみ
厚生労働省医政局長通知（医政発0430第 1 号）
　「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」日本病院薬剤師会による解釈と具体例（Ver.1.1）
　　       S1-1
第41回臨時総会について      S1-11
平成22年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会の

お知らせ      S1-13
日本病院薬剤師連盟平成23年度会費納入のお願い       S2-1
代議員議長・副議長選挙に関する状況報告       S2-2
平成22年度新しい業務展開に向けた特別委員会主催研修会開

催のご案内       S2-3
代議員会議長・副議長選挙の選任について       S3-1
日病薬生涯研修認定制度における単位の取り扱いについて
　       S3-2
第 1 回目 6 年制長期実務実習に対するアンケート調査結果報

告       S3-3
第32回日本病院薬剤師会実務研修会のお知らせ      S3-16
日本病院薬剤師会災害対策本部の設置について       S4-1
第42回通常総会開催について       S4-3
日病薬誌の送付，薬剤師賠償責任保険制度の適用及び会費の

納入について       S4-5
東日本大震災における被災地への義援金の募集期間の延長に

ついて       S5-1
平成23年度中小病院薬剤師実践セミナーのお知らせ
　       S5-3
日本病院薬剤師会主催第14回CRC養成研修会のお知らせ
　       S6-1
平成23年度日本病院薬剤師会精神科病院委員会セミナーのお

知らせ       S6-3
平成23年度の日病薬e-ラーニングが始まります！       S6-5
平成23年度事業計画（平成23年 4 月23日承認）       S7-1
日本病院薬剤師会の一般社団法人への移行について
　       S8-1
第33回日本病院薬剤師会実務研修会のお知らせ       S8-3
平成23年度日本病院薬剤師会病院薬局協議会開催のお知らせ
　       S8-5
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平成23年度中小病院薬剤師実践セミナー (大阪)のお知らせ
　       S8-7
リウマトレックス等の処方，調剤時の注意喚起の徹底について
　       S9-1
平成23年度日本病院薬剤師会病院薬局協議会開催のお知らせ
 　       S9-4
日病薬「薬剤師賠償責任保険」の補償対象等の拡大について
（周知）      S10-1

日病薬「薬剤師賠償責任保険」加入に関するお知らせ
　      S10-3

平成23年度療養病床委員会セミナーのお知らせ      S10-5
平成24年度学術小委員会活動の新規募集について      S10-7
会長候補，副会長候補，監事候補の選挙について      S11-1
平成23年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者講習会の

お知らせ      S11-2
治験事務局セミナー 2012開催のお知らせ      S11-4
薬剤師のための臨床研究セミナー開催のお知らせ      S11-5
平成23年度がん専門薬剤師集中教育講座・福岡会場のお知らせ
　      S11-6
役員候補の選挙に関する公示   S12-1
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