
年頭のごあいさつ
正念場の年に希望と飛躍を   堀内　龍也　　 1─   1
年頭にあたって   平山　佳伸　　 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
薬剤師新世紀の幕開け   藤井　基之　　 1─   8
年頭のご挨拶   逢坂　誠二　　 1─   9
年頭のごあいさつ   樋口　俊一　　 1─  10
年頭のごあいさつ   とかしきなおみ　　 1─  11

就任のごあいさつ
就任にあたって   北田　光一　　 8─ 905
副会長就任にあたって   木平　健治　　 8─ 909
副会長就任にあたり   松田　公子　　 8─ 910
就任にあたって   土屋　文人　　 8─ 911
副会長就任のご挨拶   森田　雅之　　 8─ 912
副会長就任のご挨拶   松原　和夫　　 8─ 913
監事就任のご挨拶   石井　孝宜　　 8─ 914
監事就任のご挨拶   内野　克喜　　 8─ 915
監事就任のご挨拶   中島新一郎　　 8─ 916

退任にあたって
会長を退任するにあたって   堀内　龍也　　 8─ 917

巻頭言
6 年の薬学教育を修了した薬剤師の始まり

西尾　浩次　　 2─ 137
病院改革プランから学んだこと   橋本　祐昌　　 3─ 265
災害時への取り組み   那須　明弘　　 4─ 393
ここ 1〜 2年が勝負です   新山　雅夫　　 5─ 497
薬剤師職能を発揮できる環境が整いつつある

有森　和彦　　 6─ 673
「病棟薬剤業務実施加算」は六年制薬剤師へのはなむけ

大石　了三　　 7─ 801
リーダーシップ   水口　和生　　 9─1033
生涯研修認定制度   幸田　幸直　　10─1153
教育体制の整備に向けて   森　　一生　　11─1273
“奇跡” が起きた!!　でも，これは，偶然ではない

古川　裕之　　12─1417

追悼
日本病院薬剤師会理事　江口久恵先生のご逝去を悼んで

 1─  13

活動報告
平成22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　　 1─  15

平成23年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告
総務部　　 5─ 501

平成23年度学術委員会学術小委員会報告
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患者の薬物療法適正化のための薬剤業務手順
書−   学術委員会学術第 1小委員会　　 8─ 919

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─ 923

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−（最終報告）

学術委員会学術第 3小委員会　　 8─ 926
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─ 929
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 5小委員会　　 8─ 932
卒後臨床研修としての病院薬剤師レジデント制度に関する
調査・研究   学術委員会学術第 6小委員会　　 8─ 934

Hazardous Drugs（危険薬）の安全取り扱いに関するガイ
ドライン作成に向けた調査・研究−患者ケアおよび排泄
物・廃棄物による汚染に関する調査−

学術委員会学術第 7小委員会　　 8─ 938

日病薬だより
平成23年度第 2回理事会議事録    3─ 269
平成23年度第 4回理事会開催    3─ 273
平成23年度第 4回理事会議事録    4─ 397
平成23年度第 5回理事会開催    4─ 400
平成23年度第 5回理事会議事録    5─ 557
平成23年度第 6回理事会開催    5─ 559
平成23年度第 6回理事会議事録    8─ 941
平成24年度第 1回理事会開催    8─ 943
平成24年度第 1回理事会議事録    9─1037
平成24年度第 3回理事会開催    9─1039
平成24年度第 3回理事会議事録   12─1421
平成24年度第 4回理事会開催   12─1423
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第43回通常総会議事録⑴    1─  19
第43回通常総会議事録⑵    2─ 141
第44回臨時総会議事録⑴    6─ 677
第44回臨時総会議事録⑵    7─ 805
第45回通常総会議事録⑴   10─1157
第45回通常総会議事録⑵   11─1277
平成23年度各部門専門薬剤師認定者一覧   8─ 950
部・委員会報告／行事予定／会務日誌
1─35，2─152，3─273，4─400，5─560，6─690，
8─943，9─1039，10─1166，11─1292，12─1423

各病薬だより
第63回通常総会   富山県病院薬剤師会　　 8─ 951

資料
第44回臨時総会資料    5─ 565
第45回通常総会資料    9─1047

お知らせ
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱    4─407，8─952
感謝状贈呈・有功会員の委嘱
   2─154，4─407，5─581，8─952
第47回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成のお知らせ
    5─ 563

平成24年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ
6─691，7─814，8─956，9─1069，10─1167，11─1293

「論文」投稿数・掲載数および採択率（平成14〜23年度）
    6─ 756
第51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─ 815
平成24年度日本病院薬剤師会賞・病院薬学賞並びに功労賞
    8─ 953
第34回日本病院薬剤師会近畿学術大会    8─ 957
平成24年度学術奨励賞受賞者    8─ 985
第49回全国診療所薬剤師協議会開催のご案内    9─1070
【告知板】掲載料について   広報・企画課
1─18，2─222，3─378，6─771，7─818，8─960，
9─1086，10─1173，11─1315，12─1435

日病薬会員の会員番号照会について   総務課
1─55，4─456，7─813，10─1166，11─1379，12─1435

論文投稿のご案内   編集委員会
1─101，2─206，3─389，4─456，6─729，7─889，
8─960，9─1111，10─1229，11─1370，12─1482

ホームページを飾る写真募集中   広報・出版部
1─121， 2─244，6─760，11─1374，12─1502

「薬剤師賠償責任保険」加入のおすすめ   経理課
2─223，3─290，5─658，6─761，7─890，8─1007，
9─1132，12─1497

日病薬e-ラーニングについて   生涯研修委員会

3─289，6─714，7─818，8─1006，9─1137，10─1245，
11─1379，12─1433

新規入会・変更・退会の手続きについて   総務課
3─378，4─469，10─1166，11─1318，12─1453

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─461，5─592

JSHPメールニュースへ是非ご登録下さい!!   広報・出版部
4─489，5─556，7─897，10─1245，11─1401，12─1496

「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集   編集委員会
6─695，7─886，11─1312，12─1511
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
6─714，7─813，9─1137，10─1245，11─1374，
12─1529

平成23年度日病薬「薬剤師賠償責任保険」満期のお知らせ
   経理課
10─1200，11─1305

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
11─1318

学会・研究会・研修会案内
主催・共催等／関連学会ほか
1─36，2─153，3─283，4─405，5─579，6─692，
7─816，8─958，9─1071，10─1168，11─1294，
12─1434

告知板
医療薬学38-1号（2012年 1 月発行）収載予定論文    1─  49
医療薬学38-2号（2012年 2 月発行）収載予定論文    2─ 172
医療薬学38-3号（2012年 3 月発行）収載予定論文    3─ 367
医療薬学38-4号（2012年 4 月発行）収載予定論文    4─ 433
医療薬学38-5号（2012年 5 月発行）収載予定論文    5─ 578
医療薬学38-6号（2012年 6 月発行）収載予定論文    6─ 695
医療薬学38-7号（2012年 7 月発行）収載予定論文    7─ 864
医療薬学38-8号（2012年 8 月発行）収載予定論文    8─1000
医療薬学38-9号（2012年 9 月発行）収載予定論文    9─1097
医療薬学38-10号（2012年10月発行）収載予定論文   10─1225
医療薬学38-11号（2012年11月発行）収載予定論文   11─1343
医療薬学38-12号（2012年12月発行）収載予定論文   12─1465
第20回赤十字血液シンポジウム    1─  38
東京都女性薬剤師会 平成23年度 後期スクーリング・特別公
開講座    1─  39

東京都女性薬剤師会 平成24年度 前期スクーリング・特別公
開講座    8─ 961

第44回 昭和大学薬学部卒後教育セミナー    1─  39
第45回 昭和大学薬学部卒後教育セミナー    5─ 581
第46回 昭和大学薬学部卒後教育セミナー   10─1173
高額な外来診療を受ける皆さまへ（厚生労働省）    2─ 156
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一般社団法人日本女性薬剤師会の通信教育講座 平成24年度
「診療ガイドライン・薬剤コース」    3─ 294
2012年度日本女性薬剤師会学術講演会    4─ 407
平成24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    4─ 409
平成24年度慶應義塾大学薬学部 公開講座B・C・D・Eのご案
内    5─ 582
2012東京都女性薬剤師会 夏期研修会漢方講座    5─ 596
一般社団法人日本医療薬学会 第46回公開シンポジウム
    6─ 696
一般社団法人日本医療薬学会 第47回公開シンポジウム
    8─ 963
一般社団法人日本医療薬学会 特別企画公開シンポジウム
    9─1074
一般社団法人日本医療薬学会 第48回公開シンポジウム
    9─1077
日本糖尿病療養指導士認定機構主催 第13回受験者用講習会
（平成24年度）開催のおしらせ    6─ 697
第22回日本医療薬学会年会予告⑴    6─ 698
第22回日本医療薬学会年会予告⑵    7─ 820
第22回日本医療薬学会年会予告⑶    9─1075
第22回日本医療薬学会年会予告⑷   10─1171
一般財団法人島原科学振興会平成24年度研究助成の募集案内
    8─ 955
東京都女性薬剤師会 平成24年度 秋期講座    8─ 961
第19回「薬と医療シンポジウム」    8─ 962
第 4 回城南地区薬剤師セミナー特別講演    9─1068
日本アプライド・セラピューティクス学会 第 3回科学的・合
理的に薬物治療を実践するためのワークショップ
    9─1076

一般社団法人日本女性薬剤師会 市民公開講座開催のおしらせ
   11─1296

日本薬剤師研修センターからのお知らせ
1─40，2─155，3─284，4─408，5─583，6─699，
7─819，8─964，9─1078，10─1172，11─1297，
12─1436

総説
貼付用フェンタニル 3製剤の比較と使い分け
   服部　政治他　 1─  41
性差医療   片井みゆき　　 2─ 157
放射性医薬品取り扱いガイドライン
   荒野　　泰　　 3─ 285
平成24年度診療報酬改定：「病棟薬剤業務実施加算」の新設
   川上　純一　　 4─ 411
医薬品情報専門薬剤師   林　　昌洋　　 5─ 585
RCA根本原因分析　あなたの患者と仲間を救うツール−あな
たも救われるかもしれない…−   種田憲一郎　　 6─ 701
パーキンソン病治療ガイドライン   澤田　秀幸　　 7─ 821

新薬剤師国家試験が求める薬剤師像
   木暮喜久子　　 8─ 965

バイオ後続品   川崎　ナナ他　 9─1079
高血圧ワクチン   中神　啓徳他　10─1175
「CKD診療ガイド2012」改訂のポイント
   今井　圓裕　　11─1299

CGMからみた病状評価と糖尿病薬の使い方
   西村　理明　　12─1437

特集
CKDと薬剤師の役割
①白鷺病院での取り組み−投薬ガイドラインの作成−
   和泉　　智他　11─1307

②東京医科大学八王子医療センターでの取り組み−糸球体
腎炎・血管炎患者の薬物療法マネジメント−
   高坂　　聡他　11─1310

③福岡県済生会八幡総合病院での取り組み−腎センターで
の専任薬剤師常駐−   大野　晃子　　11─1313

④三島共立病院での取り組み−薬・薬連携の重要性−
   林　　昭文他　11─1316

⑤東京大学医学部附属病院での取り組み−透析カンファレ
ンスにおける情報共有と情報提供−
   大野　能之　　11─1319

寄稿
アメリカにおける実務実習の紹介−期間の長さだけに留まら
ない日米間の実務実習の違い−   山下　美妃他　 3─ 291

シリーズ
栄養管理とNST
第 1 回　がん治療における栄養治療
   福田　　俊他　 1─  45

第 2 回　管理栄養士のかかわりと介入症例−救命救急領域
における活動−   佐藤　照子　　 2─ 165

第 3 回　薬剤師のかかわりと介入症例・地域医療における
活動   増田　修三　　 3─ 295

ガイドラインで推奨される薬の使い方
第 1回　整形外科・リウマチ領域−骨粗鬆症と関節リウマ
チ−   中村信津子他　 4─ 417

第 2 回　呼吸器領域−気管支喘息と慢性閉塞性肺疾患
（COPD）−   宮崎　雅之他　 5─ 589
第 3 回　糖尿病内分泌科領域−糖尿病と動脈硬化性疾患−
   石川真利奈他　 6─ 709

第 4 回　循環器科領域−高血圧，虚血性心疾患および不整
脈−   澤田　和久他　 7─ 827

第 5 回　腎臓領域−CKDにおける降圧療法−
   津川　　透他　 8─ 971

第 6 回　消化器領域−クローン病，潰瘍性大腸炎およびC
型慢性肝炎−   堀田　和男他　11─1323
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薬剤師に必要な精神疾患の基礎知識
第 1回　発達障害（アスペルガー障害，AD/HD）
   井上　勝夫　　10─1181
第 2 回　大うつ病性障害   坂本　友香他　11─1331
第 3 回　双極性障害   中島振一郎他　12─1445

プレアボイド広場
腎臓病患者への薬物療法マネジメント
   大野　能之　　 3─ 301
オピオイド鎮痛薬におけるファーマシューティカルケア
   金子　　健　　 5─ 593
患者の訴え・看護師からの情報が副作用の重篤化を回避した
事例−転倒・転落防止の観点から−
   澤井　孝夫　　 7─ 833

プレアボイド未然回避報告の解析と糖尿病用薬に関するサブ
解析   若林　　進他　 9─1087
切迫早産治療薬の副作用重篤化回避事例
   植松　和子　　11─1335

論文
医療機関を対象とした事前ヒアリングに関する調査報告と治
験実施の効率化に向けた検討   寺元　　剛他　 1─  51

非小細胞肺がん術後化学療法GEM＋CDDP隔週投与法とVNR
＋CDDP隔週投与法における腎機能障害の比較研究
   三好　孝法他　 1─  57

新採用薬剤師対象ロールプレイ研修への模擬患者参加による
教育的効果   宮﨑　俊明他　 1─  61
疑義照会情報共有システムの構築および紙媒体を利用した照
会内容のフィードバック化の有用性
   平田　敦士他　 1─  67

薬剤師主導によるがん疼痛オピオイド導入クリニカルパスの
作成と薬物療法に対する有用性   金田　典子他　 1─  73
TDM実施率向上に伴うテイコプラニン高用量負荷投与法の
実践とその有効性および安全性   森﨑　崇文他　 1─  79
転倒・転落を起こす患者のリスク分析
   奥田　伴枝　　 1─  85
バーコードを用いた注射剤供給システムの構築
   村松　　博他　 1─  89

FEC100療法においてアプレピタント，患者背景因子が悪心嘔
吐の発現に与える影響の評価   徳丸　隼平他　 1─  94

肝細胞がん患者におけるソラフェニブ血中濃度と副作用発現
に関する症例報告   深海　広平他　 1─  98
中等度催吐性リスクレジメンにおけるグラニセトロンの用量
比較試験   本多　伸二他　 2─ 169
薬剤師の病棟配置が薬物療法の質および医療安全に与える影
響   木幡　華子他　 2─ 173
アミオダロン長期経口投与例における体表12誘導心電図を用
いた有効性と安全性の予測因子の検討
   高井　　靖他　 2─ 177

救命救急センターにおける医薬品安全管理への薬剤師の貢献
   川田　　敬他　 2─ 181

DPC対象病院における回復期リハビリテーション病棟への薬
剤師介入と内服薬自己管理がもたらす効果
   和田　祥子他　 2─ 185

化学発光を利用した注射剤混合調製トレーニングシステムの
実習への応用性の検討   石渡　俊二他　 2─ 189

リネゾリド投与症例における血小板減少と腎機能の相関解析
   有馬　　希他　 2─ 193

ARB/CCB配合剤導入における経済効果と薬剤師の役割
   中川　達夫他　 2─ 197

消化管に生じた移植片対宿主病（GVHD）に対して経口ベク
ロメタゾン製剤を投与し有効であった 1例
   於本　崇志他　 2─ 202

血液培養陽性患者における経験的治療の適切性評価−市中発
症と院内発症の比較−   竹田　和也他　 2─ 207

がん化学療法における病棟常駐医療チーム専属薬剤師の有用
性の評価   鈴木　真也他　 2─ 211

広島がん化学療法研究会における多施設間共同研究
　−Monthly TC療法とWeekly TC療法における副作用モニ
タリングシートの作成と副作用の比較−
   北本　真一他　 2─ 217

大腸がんベバシズマブ併用化学療法における皮下埋没型中心
静脈ポート留置後合併症の実態調査−ベバシズマブ併用群
と非併用群の比較−   吉野　真樹他　 3─ 307

薬剤師を中心としたチームで取り組む大量メルファラン療法
時の短時間型口腔内冷却法   桜田　宏明他　 3─ 313

救命救急センターにおける医薬品情報提供に基づく薬剤師24
時間常駐の評価   今井　　徹他　 3─ 319

血液透析患者におけるポリスチレンスルホン酸ナトリウムと
沈降炭酸カルシウムの相互作用   礒部　邦彌他　 3─ 323

オピオイドレスキューの患者自己管理実態と自己管理実施に
対する医療従事者の意識調査   白吉　紘幸他　 3─ 329

バーコードを活用したハイリスク薬調剤システムの構築
   村松　　博他　 3─ 337

特定抗菌薬届出制導入による抗菌薬処方への影響とその教育
的効果   前田　真之他　 3─ 341

Liposomal-Amphotericin BとRitonavir投与による悪心，嘔吐
に対し投与開始時間の調整が有効だった 1症例
   成田　綾香　　 3─ 346

コンプライアンス改善を目的としたテプレノン製剤の臭い・
味の客観的評価   井上　　裕他　 3─ 351

薬・薬連携を用いた内服抗がん剤のレジメン共有化
   上田　浩貴他　 3─ 356

がん化学療法による末梢神経障害に対するプレガバリンの効
果および有害事象について   北本　真一他　 3─ 360

ピペラシリン／タゾバクタムの使用動向と重症肺炎症例に対
する治療効果   山口　智江他　 4─ 423

透析時間を活用した服薬指導に基づく処方提案の取り組み

1524

日病薬誌　第48巻12号（1524–1529）2012年

1521-1529_総索引.indd   1524 12/11/15   11:14



   小林　　豊他　 4─ 429
処方オーダリングシステムを利用した持参薬チェックシステ
ムの構築と評価   大塚　昌代他　 4─ 435
抗がん剤調製に使用する閉鎖式調製器具「ケモセーフ®」の
有用性評価   佐藤　淳也他　 4─ 441
東日本大震災における山形県医療支援活動での処方薬の検討
   富永　　綾他　 4─ 445
血液透析患者の貧血管理−病院薬剤師による積極的介入の
2.5年後評価−   大西　順子他　 5─ 599
味覚障害患者の服用薬の実態調査   田山　理恵他　 5─ 605
カンジダ血流感染の経験的治療における抗真菌薬の現状評価
   菅原　隆文他　 5─ 609
トブラマイシンの 1日 1回投与の血中濃度モニタリングによ
る適正化の検討   松本　章士他　 5─ 615

病院実務実習における学生の意識調査
   藤田　　謙他　 5─ 621
糖尿病合併がん患者の血糖コントロールに及ぼすデキサメタ
ゾンの影響について   藤井　友和他　 5─ 627
点眼薬における後発医薬品選択に関する一考察
   泊口　　豊他　 6─ 715
ペメトレキセド単独療法の血液毒性に及ぼす腎機能の影響
   辻井　聡容他　 6─ 719
手術室サテライトファーマシー常駐薬剤師の役割とその評価
   早川　智久他　 6─ 725
Chatelut式でカルボプラチン投与量を算出したTC療法による
血小板減少の危険因子の解析   廣正　　瑛他　 6─ 731
病院薬剤師の臨床業務量の差がチーム医療に及ぼす影響
   田中　恒明他　 6─ 735
実務実習の均質化および効率化を目標とした「実務実習指導
書」および「実習書」の作成とその評価
   津田壮一郎他　 6─ 739

注射用シプロフロキサシンにおける後発医薬品の先発医薬品
に対する治療学的同等性の検討−呼吸器感染症患者を対象
としたレトロスペクティブ解析による評価−
   相宮　光二他　 6─ 745

レボフロキサシン投与法の変更による効果
   佐多　照正他　 6─ 749
シスプラチンのShort Hydrationレジメンによる投与におけ
る安全性の評価   薬師寺信匡他　 6─ 753
母親学級に参加した妊婦における医薬品とサプリメントに対
する意識と薬剤情報提供の効果   宮坂　善之他　 7─ 839
ペメトレキセド投与時の皮疹発現リスク軽減要因の検討
   林　　淳雄他　 7─ 845
がん化学療法と転倒・転落インシデントとの関連に関する調
査   貝瀬眞由美他　 7─ 849
使用実態からみたTPNの適正使用に関する検討
   新井　健一他　 7─ 853
薬学実習生に対する実習調剤ミス防止のための指導法の検討
   霍間　尚樹他　 7─ 857

大腸がん化学療法レジメンの使用推移とそれに伴うG-CSF製
剤の使用状況に関する検討   古元　俊徳他　 7─ 861

次亜塩素酸ナトリウムを用いた尿器の消毒法の検討
   林　　幹也他　 7─ 865

結核治療薬としてのlevofloxacinの使用状況調査
   中島　　誠他　 7─ 869

市販睡眠改善薬の大量服用で急性ジフェンヒドラミン中毒に
至った症例の血中濃度推移および胃洗浄液中濃度
   徳本　和哉他　 7─ 873

スナップ・ショットを用いた抗菌薬の適正使用推進の試み
−感染制御チームとの連携−   三浦　　剛他　 8─ 977

届出・許可制によらないカルバペネム系抗菌薬のde-escalation
推進に向けたモニタリング手順の構築と評価
   工藤　　晋他　 8─ 981

抗がん剤曝露対策の患者教育用説明書の有効性
   倉橋　基尚他　 8─ 987

急性腎盂腎炎症例における患者背景と軽快期間に影響を及ぼ
す因子について   池本　雅章他　 8─ 991

ATC/DDDシステムを利用した多施設抗菌薬使用量調査の有
用性   田中　亮裕他　 8─ 995

がん化学療法レジメン再評価方法の提案
   市倉　大輔他　 9─1093

アレルギー外来における点鼻薬の好みについて
   渡辺　雅子他　 9─1099

持参薬加工の業務分析と医療費節減および適正使用への貢献
の評価   岡田　浩司他　 9─1103

PDAを用いた計数調剤管理システムによる調剤過誤防止と管
理台帳の電子化   山村　亮太他　 9─1107

腎移植患者におけるCYP3A5遺伝子多型情報導入によるタク
ロリムスの薬剤費削減効果   加賀谷英彰他　 9─1113

測定法による薬物血中濃度への影響と透析の有無によるバン
コマイシン血清中濃度の違い   富永　　綾他　 9─1117

特定生物由来製品管理システム導入による実施記録業務の効
率化と手術部における経済効果   畑　　武生他　 9─1121

指紋認証式薬品保管庫を導入した手術部薬品管理業務の確立
とその評価   畑　　武生他　 9─1127

手術室専任薬剤師による医薬品情報提供および提言内容の解
析   柴田ゆうか他　10─1185

消化性潰瘍または上部消化管出血の既往のない症例を対象と
した抗血小板薬 2 剤併用療法におけるH2受容体拮抗薬と
プロトンポンプ阻害薬の有効性と安全性の比較
   安　　武夫他　10─1191

医師業務の多角的支援を軸とした新たな部署「学術支援室」
による取り組みが診察時間に与える影響
   上野　良夫他　10─1195

Carboplatinの一括投与と分割投与における副作用の比較
−卵巣がんweekly TC（paclitaxel＋carboplatin）療法にお
ける検討−   吉岡　大樹他　10─1201

持参薬鑑別記録の記載内容の分析および精度向上に関する考
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察   金田　達也他　10─1207
貼付型フェンタニル 3日製剤から 1日製剤に切り替えた際の
アンケート調査   山田　正実他　10─1213

レバミピド含嗽剤の安定性に関する基礎検討
   須川　　涼他　10─1217
シタグリプチン服薬患者のHbA1cの推移と治療成績に影響を
与える重要因子の検討   藤本　　綾他　10─1221
インシデント防止を目的とした注射薬取り揃えシステムの開
発   西村　文宏他　10─1226
抗がん薬の安全取り扱いに関する指針作成のための医療機関
における排泄物による汚染実態調査
   森本　茂文他　11─1339

休日を含めた全病棟入院抗がん剤調製業務の実施体制の確立
   名和　秀起他　11─1344
がん化学療法施行患者の不安・抑うつ変化に対する薬剤管理
指導の評価   原田　桂作他　11─1348
中小病院における手術室への個人別セット薬品払い出しシス
テムの構築   齋藤　由加他　11─1352
糖尿病患者の意識調査−行動変容と不安・抑うつ−
   原田　桂作他　11─1356
東日本大震災に伴う医療救護活動における処方薬の実態調査
−一避難所に開設した仮設診療所の事例−
   永瀬　怜司他　11─1360

眼科クリニカルパスにおける点眼手技評価方法の統一化に向
けた取り組み   山口　洪樹他　11─1366
広島県東部地区基幹 3施設における抗菌薬使用量と施設背景
因子の関連性の検討   土井久美子他　12─1449

持参薬の代替薬切替え処方状況と降圧薬の代替薬による血
圧・脈拍の変化   村上　　緑他　12─1455

診察前面談と電話による服薬支援「XELOX療法サポート」の
有用性   蔵王　なお他　12─1461
ベイズ・メタ解析を用いた進行性胃がんに対するS-1併用療
法と5-FU併用療法の臨床評価   伊與田友和他　12─1467
オキサリプラチン末梢静脈投与時に発現する血管痛様症状に
対する温罨法および輸液加温法の効果
   原口　久義他　12─1471

制吐薬適正使用ガイドライン準拠による制吐療法の評価
−遅発性悪心・嘔吐の制御−   村上　通康他　12─1477
インフルエンザ院内感染対策における予防投与の意義
   砂川　智子他　12─1483
慢性骨髄性白血病の分子標的薬治療における保険薬局の問題
点   細矢　和久他　12─1489

学会報告
第46回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して
   柴田ゆうか　　 4─ 449
第46回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して
   渡邊　裕之　　 4─ 451
第46回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して

   久保田篤司　　 5─ 632

研修報告
第14回CRC養成研修会を主催して   寺田　　淳　　 1─ 102
第14回CRC養成研修会に参加して   佐藤　朋子　　 1─ 104
第32，33回日本病院薬剤師会実務研修会を主催して
   保科　滋明　　 1─ 106

第32回日本病院薬剤師会実務研修会を受講して
   内田美紗子　　 1─ 108

第33回日本病院薬剤師会実務研修会を受講して
   開田　郁代　　 1─ 110

平成23年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京・大阪）を主
催して   長江　秀成　　 2─ 224

平成23年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を受講して
   堀内　健一　　 2─ 227

平成23年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）を受講して
   古島　彩代　　 2─ 228

平成23年度精神科病院委員会セミナーを主催して
   谷藤　弘淳　　 2─ 231

平成23年度精神科病院委員会セミナーを受講して
   松田　奈美　　 2─ 232

放射性医薬品調製ガイドライン講習会を主催して
   松原　和夫　　 3─ 364

放射性医薬品調製ガイドライン講習会を受講して
   黒川　陽介　　 3─ 365

新しい業務展開に向けた特別委員会主催研修会　医薬品に関
連した副作用としての身体所見を把握するための基礎を修
得する!!　を主催して   佐藤　秀昭　　 4─ 453

新しい業務展開に向けた特別委員会主催研修会　医薬品に関
連した副作用としての身体所見を把握するための基礎を修
得する!!　を受講して   丸岡　博信　　 4─ 454

平成23年度療養病床委員会セミナーを主催して
   棗　　則明　　 4─ 457

平成23年度療養病床委員会セミナーを受講して
   樋島　　学　　 4─ 459

治験事務局セミナー 2012を主催して
   寺田　　淳　　 5─ 635

治験事務局セミナー 2012（東京）を受講して
   寺田智香子　　 5─ 637

薬剤師のための臨床研究セミナー 2011を主催して
   古川　裕之　　 5─ 639

薬剤師のための臨床研究セミナー 2011（東京）を受講して
   渡部多真紀　　 5─ 641

製薬企業対象安全管理セミナー 2011を主催して
   古川　裕之　　 5─ 643

製薬企業対象安全管理セミナー 2011を受講して
   髙池　敏男　　 5─ 644

平成23年度医薬品安全管理責任者講習会を主催して
   岩瀬　利康　　 6─ 757
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平成23年度医薬品安全管理責任者講習会（東京 2）を受講し
て   平賀　　元　　 6─ 759
第14回CRC養成フォローアップ研修会を主催して
   野村　守弘　　 7─ 878
第14回CRC養成フォローアップ研修会を受講して
   布施　克浩　　 7─ 880
第 3 回がん専門薬剤師，がん薬物療法認定薬剤師海外派遣報
告（小林がん学術振興会助成）   河原　昌美他　10─1230
平成24年度日本病院薬剤師会新人研修を主催して
   神林　泰行　　10─1234
平成24年度日本病院薬剤師会新人研修を受講して
   岸本奈緒美　　10─1236
平成24年度精神科病院委員会セミナーを主催して
   斎藤　郁夫　　10─1238
平成24年度精神科病院委員会セミナーを受講して
   山本　智代　　10─1239
フレッシュ CRA＆DMのための臨床研究・治験セミナー 2012
を主催して   古川　裕之　　10─1242
フレッシュ CRA＆DMのための臨床研究・治験セミナー 2012
を受講して   加藤　祐貴　　10─1243
平成24年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
   日浦　昌洋　　11─1371
平成24年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を受講して
   澤部　公子　　11─1372
平成24年度療養病床委員会セミナーを主催して
   棗　　則明　　11─1375
平成24年度療養病床委員会セミナーを受講して−幻で終わら
せない−   酒井　孝征　　11─1377
第15回CRC養成研修会を主催して   豊﨑　佳代　　12─1493
第15回CRC養成研修会を受講して   関口　康子　　12─1495

新薬の紹介
ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナル抗体製剤　ウステキ
ヌマブ（遺伝子組換え）　（ステラーラ®皮下45mgシリンジ）
   大澤　教子　　 1─ 112

経皮吸収型持続性疼痛治療剤　ブプレノルフィン経皮吸収型
製剤　（ノルスパン®テープ）   畠中　　聡　　 1─ 114
非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ阻害剤・高尿酸血
症治療剤　フェブキソスタット　（フェブリク®錠10mg，
20mg，40mg）   佐久間安司　　 2─ 234

腎性貧血治療薬　エポエチン ベータ ペゴル（遺伝子組換え）
　（ミルセラ®注シリンジ　25μg，50μg，75μg，100μg，
150μg，200μg，250μg）   広井　年光　　 2─ 236

胆汁排泄型選択的DPP-4阻害剤− 2型糖尿病治療剤−　リナ
グリプチン　（トラゼンタ®錠 5 mg）
   吉岡　慎二　　 2─ 238

骨髄異形成症候群治療剤　アザシチジン　（ビダーザ®注射用
100mg）   平林加壽子　　 2─ 240
乳がん治療薬　エリブリン　（ハラヴェン®静注 1 mg）

   小山　則行　　 2─ 242
短時間作用型β1選択的遮断剤　ランジオロール塩酸塩　（コ
アベータ®静注用12.5mg）   市川　　晃　　 3─ 368

選択的β3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤　ミ
ラベグロン　（ベタニス®錠25mg，50mg）
   アステラス製薬株式会社　　 4─ 462

抗悪性腫瘍剤ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤　ボリノス
タット　（ゾリンザ®カプセル100mg）
   緒形　一宏　　 4─ 464

プロトンポンプ・インヒビター　エソメプラゾールマグネシ
ウム水和物カプセル　（ネキシウム®カプセル10mg，20mg）
   孫田　秀夫他　 4─ 466

15員環マクロライド系抗生物質製剤　点滴静注用アジスロマ
イシン水和物　（ジスロマック®点滴静注用500mg）
   長島　正人　　 4─ 470

抗けいれん剤　ホスフェニトインナトリウム注射液　（ホス
トイン®静注750mg）   菅　　泰男他　 5─ 646

骨粗鬆症治療薬　ミノドロン酸水和物　（ボノテオ®錠50mg/
リカルボン®錠50mg）   北川　　寛他　 5─ 648

選択的DPP-4阻害薬/チアゾリジン系薬配合剤− 2 型糖尿病
治療剤−　アログリプチン安息香酸塩/ピオグリタゾン塩
酸塩配合錠　（リオベル®配合錠LD/HD）
   間坂　哲哉　　 5─ 650

ヒト型抗ヒトIL-1βモノクローナル抗体　カナキヌマブ（遺伝
子組換え）凍結乾燥注射剤　（イラリス®皮下注用150mg）
   石井麻里子　　 6─ 762

抗ウイルス剤　テラプレビル錠　（テラビック®錠250mg）
   土井　勝弘他　 6─ 764
骨粗鬆症治療剤　注射用テリパラチド酢酸塩　（テリボン®皮
下注用56.5μg）

　　  旭化成ファーマ株式会社 医薬営業本部　　　　　
  骨領域プロジェクト テリボングループ　 7─ 882
抗エストロゲン剤/閉経後乳癌治療剤　フルベストラント　
（フェソロデックス®筋注250mg）   瀧本　英明他　 7─ 884
選択的NK1受容体拮抗型制吐剤　ホスアプレピタント　（プ
ロイメンド®点滴静注用150mg）   山田　達也他　 7─ 887
ニューモシスチス肺炎治療薬　アトバコン　（サムチレール®

内用懸濁液15％）   石田　　一他　10─1246
選択的直接作用型第Ⅹa因子阻害剤　リバーロキサバン錠　
（イグザレルト®錠10mg/15mg）   木下　　雅　　11─1380
新規レストレスレッグス症候群治療剤　ガバペンチン エナ
カルビル　（レグナイト®錠300mg）
   真　　広美他　11─1382

ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤　デノスマブ（遺
伝子組換え）注　（ランマーク®皮下注120mg）
   小林万希子　　11─1384

緑内障・高眼圧症治療剤　ブリモニジン酒石酸塩点眼液
　（アイファガン®点眼液0.1％）   水野　成夫　　11─1386
高リン血症治療剤（リン酸結合性ポリマー）　ビキサロマー
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カプセル　（キックリン®カプセル250mg）
   矢田　慎一　　11─1388

外用局所麻酔剤　リドカイン・プロピトカイン配合クリーム   
（エムラ®クリーム）   野崎　明恭他　11─1390
癌疼痛治療用注射剤　オキシコドン塩酸塩水和物注射液　
（オキファスト®注10mg・50mg）   山元　勝一他　11─1393
嚢胞性線維症治療薬　ドルナーゼ アルファ（遺伝子組換え）   
（プルモザイム®吸入液2.5mg）   小久保博雅　　12─1498
抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗CCR4モノクローナル抗体　モガムリ
ズマブ（遺伝子組換え）　（ポテリジオ®点滴静注20mg）
   小畑　長英他　12─1500

話題のくすり
ガランタミン臭化水素酸塩   繁田　雅弘　　 1─ 117
メマンチン塩酸塩   北村　　伸　　 2─ 245
エスシタロプラムシュウ酸塩   木村　真人　　 3─ 371
ダプトマイシン   花木　秀明　　 4─ 473
テラプレビル   松﨑　靖司　　 5─ 653
ミラベグロン   井川　靖彦　　 6─ 767
マラビロク   松下　修三　　 7─ 893
ホスフェニトインナトリウム水和物
   岩崎　俊之　　 8─1001
ゴリムマブ   浦野　和子他　 9─1133
エソメプラゾールマグネシウム水和物
   三輪　洋人　　10─1249
エスゾピクロン   碓氷　　章他　11─1397
インダカテロールマレイン酸塩   富井　啓介　　12─1503

新刊紹介
ここが知りたかった緩和ケア   鈴木　　勉　　 1─  44
保険薬局のためのハイリスク薬説明支援ガイドブック−重大
な副作用回避へのチェックポイント−
   阿南　節子　　 1─  56

症例から学ぶ糖尿病療養指導   古川　裕之　　 2─ 168
薬剤師・薬学生のための 6 年制カリキュラム対応自己研修
eラーニング 改訂版（CD付）   二神幸次郎　　 2─ 215
漢方の医薬品情報と服薬指導　服薬指導に使える漢方薬のDI
の考え方・探し方・伝え方   佐々木忠徳　　 3─ 304
薬物動態を推理する55Question−一歩踏みこんだ疑義照会と
服薬指導のために   加藤　裕久　　 3─ 318
イラストでよくわかる がん治療とサポーティブケア
   柏葉　匡寛　　 7─ 843
薬学生・薬剤師のための 薬剤面談トレーニング帳
   折井　孝男　　 7─ 877
健康食品・サプリメント〔成分〕のすべて−ナチュラルメディ
シン・データベース−   武田　紀子　　 7─ 877
味覚障害の全貌   齋藤　侑也　　 9─1045
病態を理解し組み立てる 薬剤師のための疾患別薬物療法Ⅳ，Ⅴ 
  大森　　栄　　10─1189

薬剤師の視点を活かす 褥瘡の病態評価と薬物療法
   宮川　哲也　　12─1482

Do you know?
トリプルネガティブ乳癌   西口　工司　　 1─  56
HDAC阻害薬   佐伯　康弘　　 1─  77
IDPN   大野　能之　　 2─ 180
ACT   中村　敏明　　 2─ 201
BRAF阻害薬   三嶋　一登　　 3─ 318
CAT   中村　敏明　　 3─ 327
SBAR   横山　晴子　　 4─ 461
NHCAP   西口　工司　　 4─ 472
mECT   齋藤百枝美　　 5─ 620
アッシュビル・プロジェクト   濵田　康次　　 5─ 626
PDE1阻害薬   大林　雅彦　　 6─ 734
DBS   木村　康浩　　 6─ 738
HeLa細胞   渡邉　一則　　 7─ 868
5S   我妻　恭行　　 7─ 876
FGF23   木村　　健　　 8─ 969
コリスチン   山田　武宏　　 8─ 994
コネクトーム計画   近藤留美子　　 9─1116
IRRTとCRRT   大野　能之　　 9─1125
17,20-lyase   本間　真人　　10─1178
第 2 世代TKI   渡邉　一則　　10─1211
メンターシップ   大林　雅彦　　11─1321
DIEPSS   齋藤百枝美　　11─1347
プロモーションコード   渡邉　一則　　12─1459
RMP   大林　雅彦　　12─1481

研究室紹介
医療現場で研究マインドを展開できる薬剤師養成を目指して
   岡野　善郎　　 1─ 122

世界に奉仕する人材育成のために   櫻井正太郎　　 3─ 376
医療・臨床現場と連携できる教育・研究体制の確立が主テー
マです   荒川　行生　　 7─ 899

薬剤師と実務，教育，研究を実践する大学教員の連携により
薬物治療の充実と安全確保を目指す
   松下　　良　　 9─1138

強い探究心と洞察力をもち，薬物治療に責任のもてる薬剤師
を育成する   岸野　吏志　　11─1403

病院紹介
地方中核病院の現状と課題−地域密着型中核病院を
　目指して−   廣嶋　　薫　　 2─ 250
いつも「患者のそばに」居る   佐藤　益男　　 4─ 479
薬剤師常駐を目的としたサテライトファーマシーの運用
   谷村　　学他　 6─ 772

医療の質向上を念頭に適正な薬剤投与を目指して
   継田　雅美　　 8─1008
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質の高いがん医療の提供を目指して
   中村　　愛他　10─1254
時代を先取りし，地域に開かれた病院へ
   髙畑　英信　　12─1509

医薬品・医療機器等安全性情報
No.285   厚生労働省医薬食品局　　 1─ 124
No.286   厚生労働省医薬食品局　　 2─ 252
No.287   厚生労働省医薬食品局　　 3─ 381
No.288   厚生労働省医薬食品局　　 4─ 482
No.289   厚生労働省医薬食品局　　 5─ 659
No.290   厚生労働省医薬食品局　　 6─ 775
No.291   厚生労働省医薬食品局　　 8─1011
No.292   厚生労働省医薬食品局　　 9─1140
No.293   厚生労働省医薬食品局　　10─1257
No.294   厚生労働省医薬食品局　　11─1406
No.295   厚生労働省医薬食品局　　12─1512

投稿規定
日病薬誌「論文」投稿規定，チェックリスト等
2─260，4─492，6─796，8─1028，10─1268，12─1532

後記
平成23年「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト
   3─389，4─ 489
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─391，4─491，5─671，6─795，
7─903，8─1027，9─1151，10─1267，11─1415，
12─1531

編集後記／事務局業務担当
1─136，2─264，3─392，4─496，5─672，6─800，
7─904，8─1032，9─1152，10─1272，11─1416，
12─1536
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お 知 らせ
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環境は，もはや必須のツールとなっています。
　会員の皆様におかれましては，最低１日１回は本会のホームページを確認されるようお願い致します。なお，ID
およびパスワードは本誌の巻末に掲載しております。  広報・出版部

１日１回は日病薬のホームページを確認しよう
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