
年頭のごあいさつ
さらなる飛躍を願って   北田　光一  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
年頭のごあいさつ   三井　辨雄  1─  7
病棟薬剤業務への期待   藤井　基之  1─  8
年頭のご挨拶   逢坂　誠二  1─  9
年頭所感   樋口　俊一  1─  10
年頭のごあいさつ   とかしきなおみ  1─  11
薬剤師，飛躍の 1 年に！   はたともこ  1─  12

巻頭言
危機をチャンスに   眞野　成康  2─  105
病院薬剤師の将来   大森　　栄  3─  209
中小病院委員会委員長就任にあたって

井上　順博  4─  329
顔のみえる薬剤師から存在感のある薬剤師へ

金沢　久男  5─  433
今こそ薬剤師像のみえる化を…   遠藤　秀治  6─  569
過去から未来へ   塩川　秀樹  7─  681
三方よし，八方美人，そして薬剤師

寺田　智祐  8─  785
病院薬剤師の活躍に期待   酒口　弘光  9─  913
病棟薬剤業務に必要なもの？　研究魂

武田　泰生  10─ 1025
「病院薬剤師」　未来に向かって頑張ろう!!!

廣嶋　　薫  11─ 1137
教育に携わって   二神幸次郎  12─ 1241

活動報告
外来処方内容の変更に影響を及ぼす薬剤師業務等に関する調

査報告（平成23年 9 月実施）
平成22・23年度診療所委員会  1─  13

平成23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─  19
2012年度JICA「病院薬学コース」

国際交流委員会  2─  109
平成24年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告

総務部  5─  437
平成24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─  685

平成24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−腎機能低下患者への投与に関係する添付文書記載
の問題点の調査−

学術委員会学術第 1 小委員会  8─  789
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（最終報告）
学術委員会学術第 2 小委員会  8─  792

外来化学療法における薬剤師の業務展開に関する調査・研究
学術委員会学術第 3 小委員会  8─  796

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─  800

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（最終報告）

学術委員会学術第 5 小委員会  8─  803
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（最終報告）
学術委員会学術第 6 小委員会  8─  806

抗がん薬安全取り扱いに関する指針の作成に向けた調査・研
究−抗がん薬調製後の汚染および安全対策に関する調査−

学術委員会学術第 7 小委員会  8─  810
経管投与患者への安全で適正な薬物療法に関する調査・研究

学術委員会学術第 8 小委員会  8─  812
平成24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  11─ 1141

日病薬だより
平成24年度第 4 回理事会議事録    2─  113
平成24年度第 5 回理事会開催    2─  115
平成24年度第 5 回理事会議事録    4─  333
平成24年度第 6 回理事会開催    4─  335
平成24年度第 6 回理事会議事録    6─  600
平成25年度第 1 回理事会開催    6─  603
平成25年度第 1 回理事会議事録    8─  815
平成25年度第 2 回理事会開催    8─  817
平成25年度第 2 回理事会議事録   12─ 1245
平成25年度第 3 回理事会開催   12─ 1246
平成24年度地方連絡協議会議事録    3─  213
第46回臨時総会議事録    6─  573
第47回通常総会議事録   10─ 1029
平成24年度事業報告    9─  917
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平成24年度決算報告      9─  927
平成24年度各部門専門薬剤師認定者一覧      8─  824
部・委員会報告／行事予定／会務日誌
  2─115，3─233，4─335，6─603，8─817，12─1247

各病薬だより
第64回通常総会   富山県病院薬剤師会  8─  825

受賞報告
江口記念がん優秀論文賞・活動賞   遠藤　一司  12─ 1266
江口記念がん優秀論文賞を受賞して
　    辻　　大樹  12─ 1266
江口記念がん優秀活動賞を受賞して
　    長野県病院薬剤師会  12─ 1267

資料
第46回臨時総会資料      5─  511

お知らせ
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱      4─  345
感謝状贈呈・有功会員の委嘱
     4─345，6─611，8─827
平成25年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ
      5─516，7─707，6─612，8─831，9─937，10─1054
第48回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成について
        5─  517

「論文」投稿数・掲載数および採択率（平成14〜24年度）
        6─  658
平成25年度学術奨励賞受賞者      8─  795
平成25年度日本病院薬剤師会賞・病院薬学賞並びに功労賞
        8─  828
第50回全国診療所薬剤師協議会開催のご案内      8─  832
第35回日本病院薬剤師会近畿学術大会予告⑴      8─  833
第35回日本病院薬剤師会近畿学術大会予告⑵      9─  938
第35回日本病院薬剤師会近畿学術大会予告⑶     10─ 1055
第35回日本病院薬剤師会近畿学術大会予告⑷     11─ 1150
第 1 回江口記念がん優秀論文賞および活動賞の受賞者
        9─  998
日本病院薬剤師会「東北ブロック第 3 回学術大会」予告
       11─ 1149
日病薬「薬剤師賠償責任保険」加入のご案内     11─ 1145
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─18，9─985，10─1079，12─1269

「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集   編集委員会
  1─24，6─633，7─710，8─826，9─991
JSHPメールニュースへ是非ご登録下さい!!   広報・出版部
  1─24，2─176，4─396，5─554，6─633，7─768，
  9─1002，10─1112，12─1315

【告知板】掲載料について   広報・企画課

  1─30，2─131，3─255，5─523，6─619，7─768，
  8─827，9─936，10─1058，12─1271
ホームページを飾る写真募集中   広報・出版部
  1─37，3─299，7─706，9─1005，12─1324
論文投稿のご案内   編集委員会
  1─76，2─170，3─325，4─394，5─510，6─652，
  7─736，9─985，10─1108，11─1201

「薬剤師賠償責任保険」加入のおすすめ   経理課
  1─78，2─189，4─401，5─560，6─665，12─1318
新規入会・変更・退会の手続きについて   総務課
  2─164，3─293，5─517，7─716，9─953，10─1120，
  12─1264
日病薬e-ラーニングについて   生涯研修委員会
  2─201，3─293，5─554
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
  3─299，5─523，6─633，7─716，9─941，12─1324
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─374，5─529
日病薬会員の会員番号照会について   総務課
  4─406，6─652，9─1002，11─1213
日病薬e-ラーニングのおすすめ   生涯研修委員会
  7─760，8─876，9─992，10─1113
平成24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─1053，11─1218
日病薬e-ラーニングのお知らせ   生涯研修委員会
  12─1310

学会・研究会・研修会案内
主催・共催等／関連学会ほか

1─23，2─127，3─235，4─343，5─518，6─613，
7─708，8─834，9─939，10─1056，11─1151，12─1268

告知板
医療薬学39-1号（2013年 1 月発行）収載予定論文    1─  72
医療薬学39-2号（2013年 2 月発行）収載予定論文    2─  201
医療薬学39-3号（2013年 3 月発行）収載予定論文    3─  260
医療薬学39-4号（2013年 4 月発行）収載予定論文    4─  349
医療薬学39-5号（2013年 5 月発行）収載予定論文    5─  544
医療薬学39-6号（2013年 6 月発行）収載予定論文    6─  647
医療薬学39-7号（2013年 7 月発行）収載予定論文    7─  741
医療薬学39-8号（2013年 8 月発行）収載予定論文    8─  791
医療薬学39-9号（2013年 9 月発行）収載予定論文    9─  963
医療薬学39-10号（2013年10月発行）収載予定論文   10─ 1090
医療薬学39-12号（2013年12月発行）収載予定論文   12─ 1286
公益財団法人小林がん学術振興会　第 5 回がん専門薬剤師，

がん薬物療法認定薬剤師海外派遣事業公募のご案内
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  　      1─  25
第21回赤十字血液シンポジウム      1─  26
厚生労働省チーム医療普及事業　シンポジウム周術期患者管

理      1─  28
日本薬学会第133年会（横浜）      1─  29
東京都女性薬剤師会　平成24年度　春期講座      1─  30
一般社団法人東京都女性薬剤師会 春期講座     12─ 1271

「医療機関・薬局における安全性情報の入手・伝達・活用状
況等についての調査」ご回答のお願い      1─  31

第47回昭和大学薬学部卒後教育セミナー      2─  128
第48回昭和大学薬学部卒後教育セミナー      5─  523
第49回昭和大学薬学部卒後教育セミナー     10─ 1058
第23回日本医療薬学会年会予告⑴      2─  130
第23回日本医療薬学会年会予告⑵      3─  238
第23回日本医療薬学会年会予告⑶      4─  348
第23回日本医療薬学会年会予告⑷      5─  522
第23回日本医療薬学会年会予告⑸      6─  617
第23回日本医療薬学会年会予告⑹      7─  712
第23回日本医療薬学会年会予告⑺      8─  836
第23回日本医療薬学会年会予告⑻      9─  942
東京都女性薬剤師会　平成24年度後期スクーリング・特別公

開講座      2─  131
東京都女性薬剤師会　平成25年度前期スクーリング・特別公

開講座      8─  849
一般社団法人日本女性薬剤師会研修講座　平成25年度薬剤師

継続学習通信教育講座      3─  236
医療薬学フォーラム2013／第21回クリニカルファーマシーシ

ンポジウム      4─  347
2013年度日本女性薬剤師会学術講演会      4─  349
一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構主催　第14回受

験者用講習会（平成25年度）開催のおしらせ    6─  618
2013東京都女性薬剤師会・夏期研修会漢方講座    6─  619
一般財団法人島原科学振興会平成25年度研究助成の募集案内
        8─  827
一般社団法人日本医療薬学会第49回公開シンポジウム
        9─  943
日本医療薬学会第50回公開シンポジウム     10─ 1059
日本医療薬学会第51回公開シンポジウム     10─ 1059
日本医療薬学会第52回医療薬学公開シンポジウム   11─ 1153
日本アプライド・セラピューティクス学会　第 5 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─  944
日本アプライド・セラピューティクス学会　プライマリケア，

OTC薬を対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ2013
  　      9─  945
2013一般社団法人東京都女性薬剤師会　秋期講座    9─  947

（公財）薬学研究奨励財団　第34回（平成25年度）研究助成
金等受領者募集      9─  947

日本薬剤師研修センターからのお知らせ

1─27，2─129，3─237，4─346，5─521，6─616，
7─711，8─837，9─946，10─1060，11─1154，12─1270

総説
ファーマシューティカルケアの実践と臨床薬剤師の育成
     増原　慶壮  1─  33
日本の薬剤師と医薬分業   政田　幹夫他  2─  133
がん免疫療法の現状と展望   辻谷　俊一  3─  239
遺伝子検査と薬物治療   有吉　範高  4─  351
医薬品安全管理に関する最近の話題
     土屋　文人  5─  525
抗菌薬TDMガイドライン活用のポイント
     木村　利美  6─  621
これからの心原性脳梗塞予防薬の適正使用
     小川　　聡  7─  713
特殊病態下における栄養管理の実際
     辻本　　勉  8─  839
人工血小板開発の現状と今後の展望
     半田　　誠  9─  949
腎移植患者における免疫抑制剤の個別化療法
     三浦　昌朋他  10─ 1061
日本くすりと糖尿病学会が目指すもの
     厚田幸一郎  11─ 1155
論文執筆時における研究者のモラルについて
     山本康次郎  12─ 1273

特集
卒後臨床研修としての薬剤師レジデントプログラム

①薬剤師レジデントプログラムの現状
     橋田　　亨  1─  39
②キャリアパスとしての薬剤師レジデント
     厚田幸一郎  1─  42
③国立大学病院における薬剤師レジデントプログラムの導

入   幸田　幸直  1─  44
東日本大震災のその後〜未来への備え〜

①大規模災害への備え   岩渕　安史  4─  359
②災害医療に求められる薬剤師の育成
     渡邉　暁洋  4─  363
③大震災の教訓をどう活かすか？
     松井　俊典  4─  365
④日本赤十字社におけるメディカルロジスティクス
     井上　陽平  4─  367

自殺予防に果たす薬剤師の役割
①自殺予防に果たす薬剤師の役割
     張　　賢徳  7─  719
②救命救急における過量服薬の問題と薬剤師に望むこと
     上條　吉人  7─  722
③自殺予防に対する富士市薬剤師会の取り組み
     廣中　義樹  7─  725
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薬物療法マネジメントへの米国薬剤師の関与
①米国における薬剤師業務とレジデント制度，Pharm.D.に

ついて   錦織　淳美  8─  845
②CDTMへの米国薬剤師のかかわりについて−実践例−
     前田　幹広  8─  847

薬剤師外来
①医師との共同薬物治療管理に繋げる新たな薬剤師外来の

展開−インターネット＆お薬手帳の活用−
   　  山村　恵子  10─ 1067
②CDTM−薬剤師主導の抗凝固療法クリニックの役割−
     スティーブン R. カイザー  10─ 1070
③お薬相談外来   大井　一弥  10─ 1075

シリーズ
薬剤師に必要な精神疾患の基礎知識

第 4 回　統合失調症   丹羽　真一  1─  47
第 5 回　認知症   松原洋一郎他  2─  139

病棟薬剤業務実施加算の実例
第 1 回　広島大学病院薬剤部での取り組み
     畝井　浩子他  3─  247
第 2 回　社会医療法人財団互恵会大船中央病院薬剤部での

取り組み   舟越　亮寛  4─  371
第 3 回　社会医療法人生長会ベルランド総合病院薬剤部で

の取り組み   中井　由佳  5─  531
病院DIにおける医薬品評価と安全対策

第 1 回　福井大学医学部附属病院での取り組み　新医薬品
の評価と安全対策   櫻川さほり他  6─  629

第 2 回　広島大学病院での取り組み−抗菌薬の評価を中心
に−   冨田　隆志  7─  729

第 3 回　がん研有明病院での取り組み−抗がん薬の評価と
安全対策−   濱　　敏弘他  8─  851

第 4 回　神戸大学医学部附属病院での取り組み−安全性情
報への対応を中心に−   谷藤亜希子他  9─  955

第 5 回　東京大学医学部附属病院での取り組み　新医薬品
の評価と安全対策   大野　能之  10─ 1077

六年制薬剤師誕生！薬学教育六年制は何を変えたか
第 1 回　六年制学生に対する薬学部での教育内容および教

員の意識の変化   新田　淳美  11─ 1159
第 2 回　六年制卒業生について・大学病院の立場から−初

期研修プログラムの変更   池見　泰明他  12─ 1277

プレアボイド広場
医薬品の投薬状況の把握がプレアボイド報告につながった事

例   北岡　　晃  1─  51
PHT中毒を疑い，TDMを有効活用した症例
     平島　由香  5─  535
睡眠薬における薬学的ケア   高野　賢児  7─  733
検査値を手がかりとしたプレアボイド事例
     横山威一郎  9─  959

論文
がん化学療法におけるG-CSF製剤の使用状況調査と適正使用

の促進   岡崎　夏実他  1─  55
睡眠薬を常用している不眠症患者への減薬指導と認知行動的

アプローチの臨床効果および減薬効果
  　   伊藤　　光他  1─  59
病棟薬剤師による処方提案と処方オーダー代行による医療の

質向上への貢献   舟原　宏子他  1─  63
リン酸ナトリウム液とリン酸二カリウム液の配合変化比較−

難溶性リン酸カルシウムの析出について−
  　   張間　　香他  1─  67
歯科病棟における注射用抗菌薬の使用状況とカルバペネム系

薬の起炎菌に対する適合性に関する調査
  　   齋藤　直美他  1─  73
薬剤師を対象とした 1 次救命処置講習の実施と評価
     神田　紘介他  2─  143
沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」の自動錠剤分包機によ

る耐久性の検討   伊東　和真他  2─  149
ESBL産生大腸菌易感染性患者のリスク因子の検討
     菅原　隆文他  2─  153
長野県病院薬剤師会がん領域研修会における受講者アンケー

ト調査結果の解析−受講者の経験年数による研修会形式の
評価比較−   三浦　篤史他  2─  157

シベンゾリン投与によりショック肝を発現した冠動脈バイパ
ス術後心房細動の 1 症例   今給黎　修他  2─  165

がん化学療法における外来でのgranulocyte-colony stimulating 
factor（G-CSF）療法の実態調査と評価

  　   中村　勝之他  3─  251
一包化調剤時の後発医薬品クアゼパム錠の退色に関する検討
     嶋村　　寿他  3─  257
精神科薬物療法モニタリングシステムの構築と評価
     永田健一郎他  3─  261
Clostridium difficile感染症に対する治療抗菌薬の適正使用推

進−感染制御チームと連携したアプローチ−
  　   白石　貴寿他  3─  267
フェンタニル持続皮下注によるオピオイドタイトレーション

法の検討   塚本　泰彦他  3─  273
経鼻胃管の口径およびランソプラゾール口腔内崩壊錠投与と

チューブ閉塞との関連性について
  　   新木智映子他  3─  279
日本における製薬企業による医療用医薬品の自主回収の実態

調査   石田　卓矢他  3─  283
広域処方イベントモニタリングによるジェネリック医薬品の

有効性と安全性の評価　   田尻　千晴他  4─  375
終末期がん患者の消化管閉塞に対する栄養管理フローチャー

トの作成   福井　愛子他  4─  381
Clostridium difficile感染に関連したPT（INR）コントロール

不良例に対する一考察   田坂　祐一他  4─  387
新規抗凝固薬であるダビガトランの使用経験と今後の課題
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     中島　弘毅他  4─  391
エルロチニブの投与量並びに適正使用に関する多施設共同実

態調査   林　　稔展他  5─  539
抗菌薬使用届出制導入が抗菌薬処方と緑膿菌の薬剤感受性に

及ぼす効果   田沼　道也他  5─  545
オーダリングシステムと連動した麻薬管理システムとバー

コード認証機能の評価   畑　　武生他  5─  549
ホスアプレピタントによる血管痛発現状況の調査とその対策
     今津　邦智他  6─  635
お薬手帳を利用した薬・薬連携の意義と課題の検討−高槻市

の薬剤師によるがん化学療法情報の共有状況に関するアン
ケートより−   後藤　愛実他  6─  641

次亜塩素酸ナトリウムを用いた浸漬消毒の適正使用調査
     中川　博雄他  6─  649
血液内科病棟常駐薬剤師による病棟薬剤業務の有用性の検討
     安田　昌宏他  6─  653
業務効率化を目的とした手術室セット薬品管理システムの開

発   西村　文宏他  7─  737
内服薬に関するインシデントの要因分析と薬袋の関与
     安永　大輝他  7─  743
薬剤師の病棟薬剤業務に対する医師・看護師の評価
     村上　優美他  7─  747
広島県下24施設による抗菌薬使用密度と耐性菌分離率に関す

る地域共同サーベイランス   池本　雅章他  7─  753
エドキサバントシル酸塩水和物の適正使用への取り組み
     森脇　典弘他  8─  857
薬学教育実務実習における禁煙外来実習プログラムの導入
     長郷あかね他  8─  861
リツキシマブ初回投与時のInfusion Reaction発現状況調査と

前投薬の比較検討   富士谷昌典他  8─  867
精神科急性期患者における服薬アドヒアランスに影響を及ぼ

す因子の検討   福山雄卯介他  8─  871
東日本大震災後に薬品情報室に寄せられた問い合わせに関す

る調査   吉中　千佳他  8─  877
テラプレビルを含む 3 剤併用療法の適正使用を目的とした

チェックシートの作成   徳山　絵生他  9─  965
フェンタニルパッチの採用と医療過誤対策についての調査
     小川　裕美他  9─  971
回復期リハビリテーション病棟と一般病棟の病棟薬剤業務の

比較−回復期リハビリテーション病棟業務の特徴−
  　   藤原　久登他  9─  975
外来化学療法における薬学的管理の業務展開と医療安全への

質的貢献の評価   河添　　仁他  9─  981
長期実務実習における調剤ミスに対するレポート提出の有用

性   桝田　麻矢他  9─  987
ホスアプレピタントメグルミン投与による注射部位反応の軽

減   森　　善洋他  9─  993
病院薬局における騒音レベルの調査
     植木　哲也他  10─ 1081

薬剤師の適切な関与が医薬品のリスクを軽減する
     田中　恒明他  10─ 1087
PTX療法におけるラニチジン注とファモチジン注のアレル

ギー発現率の後方視的コホート研究
  　   片岡　佑太他  10─ 1091
多発性骨髄腫患者に対するレナリドミド＋デキサメタゾン療

法の副作用発生状況   二宮　洋子他  10─ 1097
オキシコドン塩酸塩徐放錠からフェンタニル貼付剤へオピオ

イドローテーションする際の切り替え換算量に影響を与え
る要因の検討   佐々木雄啓他  10─ 1103

ラモトリギン服用による薬疹発症調査−ナランジョスケール
を用いたラモトリギンの副作用に対する客観的評価−

  　   武智　研志他  11─ 1163
がん専門病院における薬学的介入（プレアボイド）事例から

みた薬剤師のチーム医療へのかかわり
  　   山下　弘毅他  11─ 1167
がん化学療法による末梢神経障害に対するデュロキセチンの

有効性についての検討   今津　邦智他  11─ 1171
プロゲステロン腟用坐剤の院内製剤に関する実態調査
     花輪　剛久他  11─ 1175
病院薬剤師を対象とした漢方意識調査による効果的な生涯教

育の提案   草薙　みか他  11─ 1181
ホスアプレピタント使用時のアンスラサイクリン系抗がん剤

による注射部位反応発現状況の調査
  　   今津　邦智他  11─ 1187
トラボプロスト/チモロールマレイン酸塩配合点眼剤の使用

感調査   川崎　美紀他  11─ 1193
救急医療と薬学教育に関するアンケート調査の解析
     八木　朋美他  11─ 1197
院内LANを用いた簡易懸濁法可否データベースによる情報共

有   小川　陽子他  12─ 1281
C型慢性肝炎患者に対するPeg-Interferon，Ribavirinの 2 剤

併 用 療 法 とPeg-Interferon，Ribavirin，Telaprevirの 3 剤
併用療法の両療法を施行した同一患者における有効性およ
び安全性に関するretrospective比較分析−患者内比較−

  　    植松　卓也他  12─ 1287
マルチキナーゼ阻害剤の手足症候群発現に対する尿素軟膏お

よびヘパリン類似物質含有軟膏塗布による予防効果の比較
  　   志田　敏宏他  12─ 1293
全身麻酔導入時の血圧変動におけるレニン・アンジオテンシ

ン系作用薬剤の影響に関するレトロスペクティブ調査
  　   伊藤　千裕他  12─ 1299
胆道がんに対するゲムシタビン＋シスプラチン療法の有害反

応解析と治療継続に関する影響因子の検討
  　   髙橋　克之他  12─ 1305

学会報告
2012  FIP  Centennial  World  Congress  of  Pharmaceutical 

Sciences   国際交流委員会  2─  171
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第47回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して
     菊池　実緒  4─  395

研修報告
第34回日本病院薬剤師会実務研修会を主催して
     柴山　良彦  1─  79
第34回日本病院薬剤師会実務研修会を受講して
     川㞍さおり  1─  81
平成24年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）を主催して
     荒川　隆之  2─  173
平成24年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）を受講して
     上野山周雄  2─  175
第 4 回がん専門薬剤師，がん薬物療法認定薬剤師海外派遣事

業報告（小林がん学術振興会助成）
  　   四十物由香他  2─  177
病院・薬科系大学に勤務する薬剤師のための臨床研究セミ

ナー 2012を主催して   近藤　直樹  3─  287
病院・薬科系大学に勤務する薬剤師のための臨床研究セミ

ナー 2012を受講して①   橋場　弘武  3─  289
病院・薬科系大学に勤務する薬剤師のための臨床研究セミ

ナー 2012を受講して②   野田久美子  3─  291
治験事務局セミナー 2013（東京）を主催して
     山崎三佐子  3─  295
治験事務局セミナー 2013（東京）を受講して
     中山　里津  3─  297
平成24年度医薬品安全管理責任者講習会を主催して
     池田　和之  4─  397
平成24年度医薬品安全管理責任者講習会（東京 2 ）を受講し

て   梶　　泰子  4─  399
第 6 回放射性医薬品取り扱いガイドライン講習会を主催して
     藤塚　一行  6─  659
第 6 回放射性医薬品取り扱いガイドライン講習会を受講して
     佐伯　康弘  6─  663
平成25年度精神科病院委員会セミナーを主催して
     別所　千枝  9─  999
平成25年度精神科病院委員会セミナーを受講して
     村野　哲雄  9─ 1000
平成25年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
     濱浦　睦雄  10─ 1109
平成25年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を受講して
     松谷　　久  10─ 1111
第15回CRC養成フォローアップ研修会を主催して
     水井　貴詞  11─ 1202
第15回CRC養成フォローアップ研修会を受講して
     鈴木すみれ  11─ 1204
平成25年度日本病院薬剤師会新人研修を主催して
     野村　剛久  11─ 1206
平成25年度日本病院薬剤師会新人研修を受講して
     西川　　允  11─ 1207

平成25年度療養病床委員会セミナーを主催して
     棗　　則明  11─ 1210
平成25年度療養病床委員会セミナーを受講して
     寺山　芳子  11─ 1212
第16回CRC養成研修会を主催して   石塚　良子  12─ 1311
第16回CRC養成研修会を受講して   山下　祐未  12─ 1313

新薬の紹介
抗リウマチ剤　イグラチモド　（ケアラム®/コルベット®錠

25mg）
  　   エーザイ株式会社医薬マーケティング部  3─  300
ドライパウダー吸入式気管支拡張剤　ホルモテロールフマル

酸 塩 水 和 物 吸 入 剤　（ オ ー キ シ ス® 9 μgタ ー ビ ュ ヘ イ
ラー ®28吸入）   佐藤佳代子他  3─  302

選択的DPP- 4 阻害剤− 2 型糖尿病治療剤−　テネリグリプ
チン臭化水素酸塩水和物錠　（テネリア®錠20mg）

  　   岩井　秀典  4─  402
前立腺癌治療剤　注射用デガレリクス酢酸塩　（ゴナックス®

皮下注用80mg・120mg）   三富　　健  4─  404
眼科用VEGF阻害剤　アフリベルセプト（遺伝子組換え）硝

子体内注射液　（アイリーア®40mg/mL）
     松尾　　廣他  8─  882
選択的DDP- 4 阻害剤/ 2 型糖尿病治療剤　アナグリプチン
（スイニー ®錠100mg）   西　　知恵他  8─  884

抗精神病薬　オランザピン（ジプレキサ®筋注用10mg）
     片桐　秀晃  8─  886
抗悪性腫瘍剤　カルムスチン脳内留置用剤　（ギリアデル®脳

内留置用剤7.7mg）   三木　弘之他  8─  888
ドパミン作動性パーキンソン病治療剤，レストレスレッグス

症候群治療剤　ロチゴチン経皮吸収型製剤　（ニュープロ®

パッチ2.25mg，4.5mg， 9 mg，13.5mg）
     大塚製薬株式会社医薬営業本部学術部  9─ 1003
経口リン酸製剤（ホスリボン®配合顆粒）
     鈴木　千明他  10─ 1114
非律動性不随意運動治療薬　テトラベナジン（コレアジン®

錠12.5mg）   川上　大輔  10─ 1116
抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤　レゴラフェニブ水和物　（ス

チバーガ®錠40mg）   大槻　恵子  11─ 1214
抗ウイルス化学療法剤　エルビテグラビル/コビシスタット/

エムトリシタビン/テノホビルジソプロキシルフマル酸塩
配合錠　（スタリビルド®配合錠）  平原　国博  11─ 1216

細菌ワクチン類　生物学的製剤基準　沈降13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）（プレベ
ナー 13®水性懸濁注）   石嶋　隆守  11─ 1219

選択的DPP-4阻害剤− 2 型糖尿病治療剤−　サキサグリプチ
ン水和物錠　（オングリザ®錠2.5mg， 5 mg）

  　   島村　憲二   12─ 1316
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話題のくすり
クリゾチニブ   光冨　徹哉  1─  83
デノスマブ   米田　俊之  2─  183
リバーロキサバン   新　　博次  3─  307
インスリンデグルデク   清野　弘明  4─  407
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
     仲　　則和他  5─  555
イグラチモド   石黒　直樹  6─  667
アキシチニブ   篠原　信雄  7─  761
デガレリクス酢酸塩    大園誠一郎  12─ 1319

新刊紹介
救急薬物療法ワークシート   峯村　純子  1─  77
ここが知りたかった向精神薬の服薬指導
     天正　雅美  2─  125
オピオイドによるがん疼痛緩和　改訂版
     遠藤　一司  2─  164
症例で身につけるDI活用術   若林　　進  2─  170
病院薬剤師業務推進実例集 3 −薬剤師の病棟業務の推進　中

小病院の成功事例を中心に−   折井　孝男  5─  534
院内製剤の調製及び使用に関する指針準拠　病院薬局製剤事

例集   土屋　文人  6─  611
がん薬物療法の支持療法マニュアル〜症状の見分け方から治

療まで〜   篠　　道弘  8─  855
続　違いがわかる！　同種・同効薬
     清水　秀行  9─ 1008
栄養療法ワークシート   東　敬一朗  12─ 1276

Do you know?
薬剤師トリアージ   大林　雅彦  1─  54
MATE   大野　能之  1─  77
PARP阻害剤   西口　工司  2─  163
脱法ハーブ   齋藤百枝美  3─  234
CCR4   横山　晴子  3─  271
ガイソシジンメチルエーテル   木村　康浩  4─  379
7 つ星薬剤師   近藤留美子  4─  390
NPC1L1   板垣　史郎  5─  515
神経内分泌腫瘍   谷沢　克弥  5─  544
Notchシグナル   西口　工司  6─  639
AHI   佐伯　康弘  7─  706
Ki-67   濱　　敏弘  7─  736
ヘッジホッグシグナル阻害薬   近藤留美子  7─  759
FENa   大野　能之  8─  855
CYP4F   本間　真人  9─  969
ポテリジェント   横山　晴子  9─  980
心理学的剖検   齋藤百枝美  10─ 1095
SGLT2阻害薬   西口　工司  11─ 1179
カンガルーケア   近藤留美子  11─ 1186
Wide-band EEG   木村　康浩  11─ 1191

分泌型おとりインスリン様受容体   中村　裕義  12─ 1297
バイオミミクリー   近藤留美子  12─ 1303
コンパニオン診断薬   渡邉　進士  12─ 1309

研究室紹介
実践教育と学問教育の融合を目指して
     小川　雅史  1─  87
薬物動態学研究を通した医療への貢献を目指して
     伊藤　清美  3─  311
Pharmacist-Scientistsを目指して   杉岡　信幸  7─  766
チーム医療において薬物治療の問題を解決できる薬剤師の養

成を目指して   旭　満里子  9─ 1006
高い臨床問題解決能力をもった薬剤師の育成を目指して
     江藤　精二  11─ 1222

病院紹介
チーム力（ぢから）で期待に応える
     間瀬　悟他  2─  190
外来患者のQOL確保への貢献   中村　幸一  4─  412
挑戦（チャレンジ）と変化（チェンジ）の精神で
     原　　景子  6─  672
最先端の，その先へ。   桒原　　健  8─  890
地域の皆様に信頼される病院を目指す!!
     松原　常起  10─ 1118
救命救急センターにおける24時間体制の薬学的管理
     中馬　真幸他  12─ 1325

医薬品・医療機器等安全性情報
No.296   厚生労働省医薬食品局  1─  91
No.297   厚生労働省医薬食品局  2─  193
No.298   厚生労働省医薬食品局  3─  313
No.299   厚生労働省医薬食品局  4─  416
No.300   厚生労働省医薬食品局  5─  561
No.301   厚生労働省医薬食品局  7─  769
No.302   厚生労働省医薬食品局  8─  893
No.303   厚生労働省医薬食品局  9─ 1009
No.304   厚生労働省医薬食品局  10─ 1121
No.305   厚生労働省医薬食品局  11─ 1225
No.306   厚生労働省医薬食品局  12─ 1328

投稿規定
日病薬誌「論文」投稿規定，チェックリスト等

2─204，4─428，6─676，8─908，10─1132，12─1348

後記
平成24年「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト
        3─  325
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─103，2─203，3─327，4─427，5─567，6─675，
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7─783，8─907，9─1023，10─1131，11─1239，
12─1347

編集後記／事務局業務担当
1─104，2─208，3─328，4─432，5─568，6─680，
7─784，8─912，9─1024，10─1136，11─1240，
12─1352

とじこみ
日本病院薬剤師連盟　平成25年度年会費納入のお願い
       S2-1
江口記念がん優秀論文賞・活動賞の創設について     S2-2
転勤等の異動にかかる届出ご提出のお願い     S3-1
平成25年度精神科病院委員会セミナーのお知らせ     S4-1
平成25年度日本病院薬剤師会新人研修のお知らせ     S4-3
平成25年度感染制御専門薬剤師講習会（福岡会場）のお知ら

せ     S4-5
江口記念がん優秀論文賞・活動賞の募集について     S5-1
平成25年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）のお知らせ
       S5-4
日病薬e-ラーニングのおすすめ     S6-1
平成25年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者等講習会

のお知らせ     S6-2
平成25年度療養病床委員会セミナーのお知らせ     S6-4
病院薬局協議会／学術フォーラム   S7-1，S8-1
第16回CRC養成研修会のお知らせ     S7-3
第35回日本病院薬剤師会実務研修会のお知らせ     S8-3
バーコードに関する厚生労働省からのお願い
　   S9-1，S10-7，S11-1
平成25年12月20日加入版日病薬「薬剤師賠償責任保険」の変

更点について     S9-3
平成25年度日本病院薬剤師会病院薬局協議会/学術フォーラ

ム開催のお知らせ     S9-5
平成25年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）のお知らせ
       S9-7
病院・大学・薬局薬剤師のための臨床研究セミナー 2013の

お知らせ     S9-9
日病薬「薬剤師賠償責任保険」加入に関するお知らせ
       S10-1
平成26年度学術小委員会活動新規募集について     S10-5

「薬剤師の病棟業務の進め方」「ハイリスク薬に関する業務ガ
イドライン」改訂     S10-9

治験事務局セミナー 2014開催のお知らせ     S11-3
会長候補，副会長候補，監事候補の選挙について     S11-4
日病薬e-ラーニングのお知らせ     S11-5
役員候補の選挙に関する公示     S12-1
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