
年頭のごあいさつ
新年のご挨拶   北田　光一  1─  1
年頭のご挨拶   成田　昌稔  1─  5
年頭のご挨拶   松本　 純   1─  6
年頭にあたって   藤井　基之  1─  7
年頭のご挨拶   逢坂　誠二  1─  8
年頭のごあいさつ   樋口　俊一  1─  9
年頭のごあいさつ   とかしきなおみ  1─  10

就任のごあいさつ
再任にあたって   北田　光一  8─  925
副会長就任に当たって   木平　健治  8─  929
副会長就任のご挨拶   佐藤　 博   8─  930
副会長再任にあたって   土屋　文人  8─  931
副会長就任のご挨拶   松田　公子  8─  932
副会長就任のご挨拶   松原　和夫  8─  933
5 度目の監事就任ご挨拶   石井　孝宜  8─  934
監事就任のご挨拶   内野　克喜  8─  935
監事就任のご挨拶   中島新一郎  8─  936

巻頭言
「病院薬局協議会」から「学術フォーラム」へ

奥田　真弘  2─  113
薬剤師に必要なもの   高尾　良洋  3─  233
薬学六年制実務実習のなかに身を置いて

高橋　利幸  4─  345
薬剤師にとって節目の年に   佐々木忠徳  5─  529
平成26年度診療報酬改定を終えて：伝統に根ざし歴史を築く

川上　純一  6─  641
病院薬剤師と研究マインド：患者のために

早狩　 誠  7─  809
医療における薬剤師価値の可視化   佐々木 均   9─ 1053
臨床研究における薬剤師の科学的・倫理的視点

宮本　 篤   10─ 1165
患者アウトカムの改善を通じて   田﨑　嘉一  11─ 1277
もっと積極的なアピールを…   遠藤　秀治  12─ 1405

活動報告
2013JICA病院薬学コース研修員受入事業

国際交流委員会  3─  237
平成25年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告

総務部  4─  349

平成25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「腎機能低下患者における薬剤業務マニュアル〜
CKD患者の薬物療法適正化のポイントと実例〜」の書籍
化（最終報告）

学術委員会学術第 1 小委員会   8─  937
精神疾患患者への適正な薬物療法に関する調査・研究

学術委員会学術第 2 小委員会  8─  942
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─  944
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─  947
医薬品である静脈・経腸栄養剤の適正使用における薬剤師

の介入に関する調査・研究
学術委員会学術第 5 小委員会  9─ 1057

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 6 小委員会  9─ 1060

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（最終報告）

学術委員会学術第 7 小委員会  9─ 1065
療養病床における病棟薬剤業務に関する全国調査報告−病棟

薬剤業務が薬物療法の質および医療安全に与える影響につ
いて−   療養病床委員会  9─ 1072

精神科病棟における病棟薬剤業務に関する全国調査
精神科病院委員会  9─ 1079

中国訪日団日病薬来訪   折井　孝男  12─ 1409

受賞報告
江口記念がん優秀論文賞を受賞して

 堀 　雄史  10─ 1169

日病薬だより
平成25年度地方連絡協議会議事録    2─  117
平成25年度第 3 回理事会議事録    3─  240
平成25年度第 4 回理事会開催    3─  242
平成25年度第 4 回理事会議事録    4─  427
平成25年度第 5 回理事会開催    4─  429
平成25年度第 5 回理事会議事録    6─  664
平成26年度第 1 回理事会開催    6─  687
平成26年度第 1 回理事会議事録    8─  950
平成26年度第 2 回理事会開催    8─  951
平成26年度第 2 回理事会議事録    9─ 1086

1517

日病薬誌　第49巻12号（1517–1525）2013年

総　索　引

平成26年 1 〜12月号（Vol. 50，No. 1〜12）：─の前は号数，後は通しページ数 

1517-1525_総索引.indd   1517 14/11/14   13:48



平成26年度第 3 回理事会開催      9─ 1089
平成26年度第 3 回理事会議事録     12─ 1410
平成26年度第 4 回理事会開催     12─ 1411
第48回臨時総会資料      5─  533
第48回臨時総会議事録      6─  666
第49回通常総会議事録     10─ 1170
一般社団法人日本病院薬剤師会　平成25年度各部門専門薬剤

師認定者一覧      5─  554
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実践事例（Ver. 2.0） 

　   一般社団法人　日本病院薬剤師会   6─  645
必要な薬学的知見に基づく指導の進め方
     一般社団法人　日本病院薬剤師会  7─  813
平成25年度事業報告      8─  960
平成25年度決算報告      8─  971
定款細則改正      8─  984
部・委員会等報告／会務日誌／行事予定
　3─243，4─429，6─687，7─815，8─952，9─1089，
　10─1197，11─1281，12─1412

各病薬だより
茨城県病薬だより   新井　克明  4─  437
第 8 回福岡県病院薬剤師会 妊婦・授乳婦薬物療法研修会
        5─  549
富山県病院薬剤師会第65回通常総会
     平井　邦彦  8─  985
第 9 回福岡県病院薬剤師会妊婦・授乳婦薬物療法研修会
        8─  987
慢性期・回復期における摂食・嚥下管理と病棟薬剤業務セミ

ナー     10─ 1198

お知らせ
日本病院薬剤師会東北ブロック第 4 回学術大会予告⑴
       3─  253
日本病院薬剤師会東北ブロック第 4 回学術大会予告⑵
       4─  438
日本病院薬剤師会関東ブロック第44回学術大会予告⑴
       4─  439
日本病院薬剤師会関東ブロック第44回学術大会予告⑵
       5─  538
日本病院薬剤師会関東ブロック第44回学術大会   7─  822
日本病院薬剤師会関東ブロック第44回学術大会予告⑶
       8─  991
第49回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成について
       5─  539
第74回 FIP WORLD CONGRESS 2014 BANKOK参加ツアーの

ご案内   5─540，6─704
平成26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   医療安全対策委員会
  6─699，7─818，9─1097
平成26年度療養病床委員会セミナーのお知らせ
     療養病床委員会
　6─701，7─820
平成26年度学術奨励賞受賞者     7─  815
第 2 回江口記念がん優秀論文賞受賞者      7─  815
平成26年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ
　   7─817，8─992，9─1094，10─1199
第53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─  823
感謝状贈呈・有功会員の委嘱    7─895，12─1430
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱      8─  980
平成26年度日本病院薬剤師会賞・病院薬学賞並びに功労賞
        8─  988
平成26年度病院薬局協議会／学術フォーラム      9─ 1095
平成26年度都道府県病院薬剤師会新会長・地区会長
       12─ 1431

【告知板】掲載料について    広報・企画課
  1─11，2─143，3─239，4─450，5─613，6─728，
  7─881，8─949，9─1078，10─1198
新規入会・変更・退会の手続きについて     総務課
  1─26，3─333，4─502，6─787，7─864，8─983，
  9─1151，10─1200，12─1452
論文投稿のご案内   編集委員会
  1─89，2─215，3─284，4─477，5─592，6─748，
  7─852，8─1039，9─1121，10─1225，11─1307
  12─1447
JSHPメールニュースへ是非ご登録下さい!!    広報・出版部
  1─95，6─722，7─848，8─941，9─1071，10─1197，
  11─1281
日病薬e-ラーニングのお知らせ   生涯研修委員会
  2─210
日病薬e-ラーニングのおすすめ   生涯研修委員会
  6─703，7─824，8─993，9─1099
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
  3─333，8─987，9─1113，10─1200，12─1479

「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集  編集委員会
  4─435，6─718
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─477，5─539
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─722，8─941，9─1103，10─1255，11─1281，
  12─1501
日病薬会員の会員番号照会について   総務課
  6─781，7─823，9─1151，10─1200，11─1293，
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  12─1469
「薬剤師賠償責任保険」加入のおすすめ   経理課
  8─1006，12─1428
日病薬「薬剤師賠償責任保険」満期のお知らせ   経理課
  10─1230，11─1281

『薬剤師賠償責任保険』加入のご案内   経理課
  11─1282
ホームページを飾る写真募集中   広報・出版部
  9─1105，11─1385

学会・研究会・研修会案内
主催・共催等／関連学会ほか
　1─11，2─142，3─254
主催・共催等／ブロック学術大会／関連学会ほか
　4─440，5─543，6─706，7─825，8─994，9─1100，
　10─1201，11─1286，12─1429

告知板
第22回赤十字血液シンポジウム     1─  14
日本薬学会第134年会（熊本）　薬を創り，薬を育み，命を衛

る     1─  15
医療薬学40-5号（2014年 5 月発行）収載予定論文   5─  548
医療薬学40-6号（2014年 6 月発行）収載予定論文   6─  710
医療薬学40-11号（2014年11月発行）収載予定論文  11─ 1288
医療薬学40-12号（2014年12月発行）収載予定論文  12─ 1431
第24回日本医療薬学会年会予告⑴      1─  16
第24回日本医療薬学会年会予告⑵      2─  145
第24回日本医療薬学会年会予告⑶      3─  257
第24回日本医療薬学会年会予告⑷      4─  445
第24回日本医療薬学会年会予告⑸      5─  547
第24回日本医療薬学会年会予告⑹      6─  711
第24回日本医療薬学会年会予告⑺      7─  832
第24回日本医療薬学会年会予告⑻　開催概要      8─  999
第24回日本医療薬学会年会予告⑼      9─ 1104
第25回日本医療薬学会年会予告⑴     12─ 1432
一般社団法人日本医療薬学会 第53回医療薬学公開シンポジ

ウム    6─710，7─830
一般社団法人日本医療薬学会 第54回医療薬学公開シンポジ

ウム      7─  831
一般社団法人日本医療薬学会 第56回医療薬学公開シンポジ

ウム　病棟業務から臨床支援業務へのパラダイムシフト
　      10─ 1204
一般社団法人東京都女性薬剤師会 平成25年度 後期スクーリ

ング・特別公開講座      2─  144
一般社団法人東京都女性薬剤師会　秋期講座      9─ 1105
第50回 昭和大学薬学部卒後教育セミナー      2─  144
第52回 昭和大学薬学部卒後教育セミナー      10─ 1205
日本アプライド・セラピューティクス学会　OTC薬，プライ

マリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワークショップ

2014      3─  255
日本アプライド・セラピューティクス学会　第 6 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
　      3─  256
日本アプライド・セラピューティクス学会　第 7 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　『症
例解析＆文献評価ワークショップ2014』      9─ 1107

日本女性薬剤師会　平成26年度薬剤師継続学習通信教育講座
        3─  264
男女共同参画推進事業 2014年日本女性薬剤師会学術講演会
　      5─  548
Michel Buchmann博士 薬剤学会･永井記念財団 国際賞受賞

記念特別公開講演      4─  443
一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構主催　第15回受

験者用講習会（平成26年度）開催のお知らせ    5─  609
（公財）薬学研究奨励財団　第35回（平成26年度）研究助成

金等受領者募集      8─  998
OTC薬，プライマリケアを対象とする薬剤師の臨床判断ワー

クショップ2014      9─ 1106
日本薬剤師研修センターからのお知らせ
　1─13，2─146
日本薬剤師研修センターだより
　3─258，4─444，5─546，6─709，7─829，8─ 1000，
　9─1108，10─1206，11─1294

総説
風疹のアウトブレイク   嵯峨　知生  1─  19
子宮頸がん−ワクチンの今後−   恩田　貴志  2─  147
miRNAと薬物動態   廣田　 豪   3─  259
医薬品の開発や適正使用へのiPS細胞技術の応用
     人見　浩史他  4─  447
抗血栓薬の休薬基準   矢坂　正弘  6─  713
睡眠薬の適正な使用と休薬のための診療ガイドラインについ

て   三島　和夫  7─  833
利益相反マネジメントとはなにか？
     西尾　好司  8─ 1001
感覚刺激による包括的誤嚥性肺炎予防
     海老原孝枝  9─ 1109
MRSA感染症の治療ガイドラインの意義
     小林　昌宏  10─ 1209
心房細動治療（薬物）ガイドライン（2013年改訂版）の改訂

ポイント   山下　武志  11─ 1289
糖尿病治療薬の新展開   庄嶋　伸浩他  12─ 1433

特集
これからの院内製剤のあり方

①「院内製剤の調製及び使用に関する指針」について
     土屋　文人  6─  719
②医療現場における院内製剤の現状と展望
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     米澤　 淳   6─  723
③これからの院内製剤に対する大学のかかわり
     花輪　剛久  6─  725

国内未承認薬・適応外薬の公知申請
①制度の立ち上げまでの経緯と概要
     藤原　康弘   8─ 1007
②主な「医療上の必要性の高い未承認薬・適応外薬」承認

の経緯と過程   村山純一郎  8─ 1010
③公知申請制度に基づく薬剤の申請・審査・承認にかかわ

る課題   吉村　 功   8─ 1013
薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂

①薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂の経緯と検討
体制   市川　 厚   10─ 1215

②薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂と今後の実施
に向けた提言   松木　則夫  10─ 1217

③大きく改訂された「F　薬学臨床」の概要
     鈴木　 匡   10─ 1219

シリーズ
六年制薬剤師誕生！薬学教育六年制は何を変えたか

第 3 回　六年制卒業生について・一般病院の立場から
     北澤　英徳  1─  23

薬剤師が知っておきたい画像の見方
第 1 回　心臓編   福島　賢慈  2─  152
第 2 回　胸部領域編   坂井　修二  3─  265
第 3 回　腹部領域編−特に薬剤による有害事象の画像所見

について−   脇山　浩明他  4─  451
医療従事者に求められる統計リテラシー

第 1 回　たかが記述統計，されど記述統計
     奥田千恵子  5─  551
第 2 回　お馴染みp値，見慣れぬ信頼区間
     奥田千恵子  6─  729
第 3 回　データ解析は素材に合った料理法選びから
     奥田千恵子  7─  841
第 4 回　研究のリフォーム，耐震補強
     奥田千恵子  8─ 1017

医学論文を読む〜step by step〜
第 1 回　動詞を用いた表現   桑原　 亮 他  11─ 1295

　第 2 回　名詞を用いた表現   桑原　 亮 他  12─ 1437

プレアボイド広場
がん患者に対する薬剤師のトータルマネジメント実践例
     横川　貴志  1─  27
造血器腫瘍患者における薬学的介入（処方提案）
     伊藤　忠明  5─  555
神経障害性疼痛治療薬プレガバリンとプレアボイド報告
     阿部　和史  7─  845
副作用について理解しよう   大野　能之  9─ 1114
がん疼痛治療における薬学的管理   金子　 健   11─ 1299

論文
抗菌薬投与によるClostridium difficile関連下痢症発生率の検

討   小薮真紀子他  1─  33
病棟薬剤師と感染制御チームの連携による抗菌薬使用モニタ

リング   山本　 諭 他  1─  37
ベンダムスチンにおける遅発性静脈炎の発現頻度に関する調

査とその対策    粂 　哲雄他  1─  41
レボフロキサシンの感受性率回復に対する取り組みの効果
     溝口　綾子他  1─  45
医療・介護関連肺炎の患者背景および初期治療薬と重症化に

関する要因の検討   小林　義和他  1─  49
電子カルテでの一元管理を可能とした持参薬管理システムの

構築    嶺 　豊春他  1─  55
新しい飛散調査法（サンプリングシート法）を用いた抗悪性

腫瘍薬の飛散状況の評価   柳原　良次他  1─  61
ゲフィチニブの処方実態並びに減量・中止に影響を及ぼす患

者因子に関する多施設共同調査    政 　賢悟他  1─  67
病棟薬剤業務による疑義照会件数と優良事例件数の増加
     中川　義浩他  1─  71
病院薬剤師の指導スキル向上を目指した実務実習生に対する

講義とその評価    舘 　知也他  1─  75
医薬品の副作用収集と報告体制の構築
     田中　広紀他  2─  157
高齢乳がん患者におけるエリブリン療法の安全性に関する検

討   阿部　圭輔他  2─  161
抗うつ薬服用者の口腔乾燥に対するガム咀嚼の効果
     奥田　伴枝他  2─  167
間質性肺炎患者におけるシクロスポリンAとミコナゾールゲ

ルの薬物間相互作用の評価   黒松　 誠 他  2─  173
近畿地区における病棟薬剤業務実施加算導入による薬剤師の

意識調査−「チーム医療に貢献できる」と判断した要因分
析−   志方　敏幸他  2─  179

緩和ケアチームによる取り組みとその評価
     松本　佑美他  2─  185
がん地域連携パスにおける薬剤情報提供書を用いた薬・薬連

携のアンケートによる評価   園山　智宏他  3─  269
難治性口内炎に対するインドメタシンスプレー使用後のQOL

評価   金谷　典子他  3─  275
炭酸リチウム血中濃度に及ぼす抗精神病薬併用の影響
     福山雄卯介他  3─  280
一般病棟におけるLCP導入カンファレンスへの薬剤師の関与

の必要性   明石　延子他  3─  285
NICU/GCUにおける注射剤調製と薬剤管理指導業務の確立
     宍野　友紀他  3─  289
オーダリングシステムと連動した特定抗菌薬使用届出システ

ムの導入とその有用性   山田　武宏他  3─  293
悪性神経膠腫患者に対するtemozolomide・放射線併用療法

における有害反応解析   山際　岳朗他  3─  299
がん診療連携拠点病院を対象とした外来化学療法における薬
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剤師の業務展開に関する調査結果
     川上　和宜他  3─  305
シスプラチンが誘発する悪心・嘔吐に対する効用値を用いた

QOL評価   荒川　裕貴他  3─  313
脳卒中回復期患者の感染症予測因子および予後
     相馬　直記他  3─  319
循環器内科病棟における病院薬剤師のフィジカルアセスメン

トの実践と成果   栗村　朋子他  3─  323
ワルファリンカリウムの錠剤粉砕品と散剤製品との調剤損失

率および分包誤差の比較   矢野　春奈他  4─  461
疼痛薬物治療の適正化を目的とした先行オピオイドから貼付

型フェンタニル 1 日製剤（フェントス®テープ）への切り
替え状況の調査   角山　政之他  4─  467

がん化学療法の副作用モニタリングにおける症状チェック
シートの活用   野村　香織他  4─  473

採用医薬品数の削減と後発医薬品の採用促進の取り組みとそ
の評価−削除薬アンケートと薬剤師主導による 1 増 2 減シ
ステムについて−   一木　裕子他  4─  479

全国労災病院における病棟薬剤業務実施加算取得の評価
     冨岡　謙二他  4─  485
双極性障害患者に対するラモトリギンの使用実態調査と考察
     吉川　明良他  4─  491
小児科における投与量警告システムの検証
     加藤　 隆 他  4─  495
バンコマイシン耐性腸球菌の保菌におけるリスク因子の検討
     後藤　志典他  4─  499
病棟専任薬剤師による持参薬に関連する薬学的管理の実態調

査   樋口　則英他  5─  559
薬剤部に返却された注射剤の確認，仕分け作業の効率化に関

する検討   清水　啓道他  5─  565
薬剤師による小児期予防接種教室の有用性−教室受講による

母親の意識変化−   三上　有希他  5─  573
精神科薬物療法における病棟薬剤業務実施による投与量への

影響   四方　佳美他  5─  579
塩酸バンコマイシン注投与開始初期におけるトラフ値と腎機

能障害発現の関連性   村上　礼隆他  5─  585
少量シスプラチン連日投与における先発医薬品と後発医薬品

の腎障害の比較   高橋　 誠 他  5─  589
入院患者の在院日数に対する病棟薬剤業務実施加算算定の影

響   礒野　淳一他  6─  733
薬剤師と看護師の協働によるインスリン自己注射導入指導
     岡村亜紗美他  6─  739
がん化学療法施行患者における客観的な指標を用いた嗅覚異

常の評価    菅 　幸生他  6─  745
血液透析患者の腎性貧血に対するC.E.R.A.の有用性について

−rHuEPOからの切換え投与が病院経営に及ぼす影響をふ
まえて−   古田　和也他  6─  749

病棟専任薬剤師による脂肪乳剤の投与速度に関する適正化
     堀田　栄治他  6─  753

精神科病棟における病棟薬剤業務の評価−専任薬剤師による
処方提案状況と医師の評価−    進 　健司他  6─  759

人工膝関節置換術後におけるエドキサバントシル酸塩水和物
少量投与の有効性および安全性   森﨑　崇文他  7─  849

病棟常駐薬剤師による薬剤関連インシデントの把握・検討が
医療安全に及ぼす影響   船越　幸代他  7─  853

病棟薬剤業務のアウトカム評価−医療安全に関する評価およ
び医師・看護師アンケート調査結果解析−

     大倉　輝明他  7─  859
電子カルテ導入に伴う持参薬鑑別業務の拡大と薬剤師および

看護師による持参薬鑑別不備比較
　   有馬千代子他  7─  865
薬学部実務実習における抗HIV薬模擬服薬体験を取り入れた

HIV実習の評価   井門　敬子他  7─  871
注射用抗菌薬の適正使用に向けた取り組みと緑膿菌薬剤感受

性の推移   新山　哲央他  7─  877
C型慢性肝炎患者に対するインターフェロン療法のSVR規定

因子の探索的検討および糖尿病との関連に関する考察
     植松　卓也他  7─  883
非医療者に対する副作用情報提供文書（重篤副作用疾患別対

応マニュアル《一般の皆様向け》）に用いられている医療
用語の認知状況および理解状況の調査

　   後藤　伸之他  7─  889
ドネペジル塩酸塩口腔内崩壊錠における苦味の比較
　    柏 　宗伸他  7─  897
外来診察に同席する薬剤師が診察前に事前面談することへの

患者アンケート調査   酒井　隆浩他  8─ 1021
授乳婦への個別指導の評価   古賀亜矢子他  8─ 1025
ビンクリスチンとイトラコナゾール内用液の相互作用を回避

するための投与方法の検討   田中　広大他  8─ 1029
女性高尿酸血症患者に対するフェブキソスタットの使用状況

調査   長郷あかね他  8─ 1035
抗がん剤調製時に使用する作業シートの吸着性評価
　   佐藤　淳也他  8─ 1040
オピオイド鎮痛薬による消化器系副作用対策に関する多施設

共同研究（J-RIGID study）のサブ解析−各県における緩
下剤処方状況と評価−   石原　正志他  9─ 1117

実務実習におけるがん化学療法レジメンの構成を学ぶ実習の
試み   岡本　千恵他  9─ 1122

整形外科病棟における多職種協働処方支援体制の構築−処方
設計ツール「指示せん」の導入−   滝 　雪歩他  9─ 1126

5-アミノレブリン酸内用剤の安全な投与方法の工夫と使用実
態調査   中島　寿久他  9─ 1130

ベバシズマブ併用化学療法と非併用化学療法の血液毒性比較
調査−非扁平上皮非小細胞肺がんに対するカルボプラチン
＋ペメトレキセド療法での検討−

　   高武　嘉道他  10─ 1221
病棟薬剤業務を推進することによる薬剤管理指導業務と薬剤

関連インシデントへの影響   田中　恒明他  10─ 1226
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乳がんTC療法におけるデキサメタゾン前日投与の有効性の
検討   玉木　慎也他  10─ 1231

タンドスピロン使用によるベンゾジアゼピン系睡眠薬離脱へ
のアプローチ   伊賀　利恵他  10─ 1235

ソフトウェアを用いたTDM未導入施設における抗MRSA薬初
期投与量の評価   霍間　尚樹他  10─ 1241

薬剤師と医師による定期処方協働入力の試みとその評価
　   山口　洪樹他  11─ 1303
外来診療でのがん治療インフォームドコンセント・レジメン

提供における薬剤師の有用性   伊東真由子他  11─ 1309
入院および外来治療中の統合失調症患者における薬物療法の

比較検討   福山雄卯介他  11─ 1314
がん化学療法における薬剤師のプロトコルに基づく薬物治療

管理   柳田　祐子他  11─ 1319
電子カルテ活用による薬学実務実習教育システムの構築
　   長郷あかね他  11─ 1323
75g経口ブドウ糖負荷試験からみた反応性低血糖発現におけ

る危険因子の検討   岡田　守弘他   11─ 1329
プロトコルに基づいた薬物治療管理（PBPM）を取り入れた

外来化学療法時の薬剤師の取り組み
　   阪田　安彦他  11─ 1333
添付文書記載におけるDEHP溶出の注意喚起の現状調査
　   冨田　隆志他  11─ 1337
患者記入型シートを用いたペメトレキセドナトリウム水和物

の有害事象モニタリング   坂本　健一他  11─ 1341
九州山口地区における病棟薬剤業務の実態調査
　   辻本　 朗 他  11─ 1347
Clostridium difficile Infectionに罹患した患者の治療・除菌に

使用するメトロニダゾール錠の臨床効果に影響を与える要
因の検討   池本　雅章他   11─ 1351

高齢者の長期TPN管理時の血清微量元素値の経時的変化に関
する検討   松田　和也他  12─ 1443

降圧薬服用中の大腸がん患者におけるベバシズマブ誘発高血
圧の解析   岩井　美奈他  12─ 1448

病棟薬剤業務に向けた支援システムの構築と運用
     岡﨑　雅史他  12─ 1453
眼科病棟クリニカルパスにおける術後内服抗菌剤と持参薬の

相互作用に関する調査並びに抗菌剤の変更提案
     矢野　春奈他  12─ 1457
Clostridium difficile infection治療の薬剤選択の標準化による

経済効果の検討   安達　尚哉他  12─ 1461
薬剤服用の妊娠への影響に関する相談事例の解析
　   相澤　佑佳他  12─ 1465
中堅病院での手術室常駐薬剤師配置による取り組みと経済効

果   島田　志美他  12─ 1470
高カロリー輸液に含まれるビタミンKとワルファリンの相互

作用に関する臨床的検討   須田　泰記他  12─ 1475
3 ヵ国語（北京語，韓国語，英語）による外国人患者のため

の用例対訳を用いた薬剤情報提供書作成システムの開発

　   村田　龍宣他  12─ 1480
インスリン使用患者におけるlipohypertrophyに関する調査
　   今井智重子他  12─ 1485
効率的な処方監査に向けた薬剤別検査値印字システムの構築

と評価   佐向美帆子他  12─ 1489

学会報告
2013年（第73回）FIP国際薬学・薬剤師会議
　   折井　孝男他  2─  190
第48回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して
　   見野　靖晃  4─  504
2014年（第74回）FIP国際会議・薬剤師会議に参加して
　   増田　智先  12─ 1493

研修報告
第35回日本病院薬剤師会実務研修会を主催して
　   川添　和義  1─  81
第35回日本病院薬剤師会実務研修会を受講して
　   須藤　大雄  1─  83
平成25年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）を主催して
　   久岡　清子  2─  192
平成25年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）を受講して
　   岸本　 真   2─  195
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

業報告（小林がん学術振興会助成）
　   鍛治園 誠 他  2─  199
治験事務局セミナー 2014を主催して
　   久保田篤司  5─  593
治験事務局セミナー 2014（福岡）を受講して
　   西川　浩子   5─  595
治験事務局セミナー 2014（東京）を受講して
　   地主　 悠   5─  597
病院・大学・薬局薬剤師のための臨床研究セミナー 2013を

主催して   近藤　直樹  5─  601
病院・大学・薬局薬剤師のための臨床研究セミナー 2013（福

岡）を受講して   江口　里加  5─  604
病院・大学・薬局薬剤師のための臨床研究セミナー 2013（東

京）を受講して   花香　淳一  5─  606
平成25年度医薬品安全管理責任者等講習会を主催して
　   渡邉　幸子  6─  765
平成25年度医薬品安全管理責任者等講習会（東京 2 ）を受講

して   平賀　 元   6─  767
第10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─  769
第10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
　   三井　一真  6─  772
第16回CRC養成フォローアップ研修会を主催して
　   石塚　良子  7─  901
第16回CRC養成フォローアップ研修会を受講して
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　   櫻澤　有紀  7─  903
平成26年度日本病院薬剤師会新人研修を主催して
　   石澤　文章  9─ 1134
平成26年度日本病院薬剤師会新人研修を受講して
　   村上　 愛   9─ 1136
平成26年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
　   七種　 均   10─ 1246
平成26年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を受講して
　    原 竜太郎  10─ 1247
平成26年度療養病床委員会セミナーを主催して
　   武藤　浩司  11─ 1357
平成26年度療養病床委員会セミナーを受講して
　   西塚　 亨   11─ 1360
平成26年度医薬品安全管理責任者等講習会を主催して
　   池田　和之  11─ 1362
平成26年度医薬品安全管理責任者等講習会（仙台）を受講し

て   中村　浩規  11─ 1364
第17回CRC養成研修会の開催報告   寺元　 剛   12─ 1497
第17回CRC養成研修会を受講して   浅田　静香  12─ 1499

新薬の紹介
アデノシンA2A受容体拮抗薬　イストラデフィリン錠　（ノウ

リアスト®錠20mg）   川又三太朗  1─  87
遺伝子組み換え型ヒトレプチン製剤　注射用メトレレプチン
（遺伝子組換え）　（メトレレプチン皮下注用11.25㎎「シオ
ノギ」）   溝渕　正浩  2─  207

持効性抗精神病剤　パリペリドンパルミチン酸エステル特効
性懸濁注射液　（ゼプリオン®水懸筋注25mg/50mg/75mg/ 
100mg/150mgシリンジ）   通山かおり  5─  611

炭酸脱水酵素阻害剤/β遮断薬配合緑内障・高眼圧症治療剤   
ブリンゾラミド/チモロールマレイン酸塩配合懸濁性点眼
液　（アゾルガ®配合懸濁性点眼液）

　   松村　 潔   5─  614
抗ウイルス剤　シメプレビルナトリウムカプセル　（ソブリ

アード®カプセル100mg）　   大澤　教子  5─  616
抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体　トラスツズマ

ブ エムタンシン（遺伝子組換え）注　（カドサイラ®点滴
静注用100mg，160mg）   金谷　和充  5─  618

TTR型アミロイドーシス治療薬　タファミジスメグルミンカ
プセル　（ビンダケル®カプセル20mg）

　   輕森　俊之  6─  775
喘息治療配合剤　フルチカゾンプロピオン酸エステル/ホル

モテロールフマル酸塩水和物吸入剤　（フルティフォーム® 

50エアゾール56吸入用，フルティフォーム®125エアゾール
56吸入用）   野中　聡史  6─  779

選択的SGLT2阻害剤− 2 型糖尿病治療剤−　イプラグリフロ
ジンL-プロリン　（スーグラ®錠25mg，50mg）

　   黒﨑　英志  9─ 1138
高リン血症治療剤　クエン酸第二鉄水和物錠　（リオナ®錠

250mg）   杉本　 剛    9─ 1140
可溶性グアニル酸シクラーゼ（sGC）刺激剤　リオシグアト

錠　（アデムパス®錠0.5mg，1.0mg，2.5mg）
　   星野　 洋   10─ 1256
前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤（ホスホジエステラーゼ

5阻害剤）　タダラフィル錠　（ザルティア®錠2.5mg，5mg）
     村上　昌弘  10─ 1258
アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療剤　注

射用デクスラゾキサン　（サビーン®点滴静注用500mg）
　   腰原なおみ  11─ 1371
多発性硬化症治療剤/ヒト化抗ヒトα4インテグリンモノク

ローナル抗体製剤　ナタリズマブ（遺伝子組換え）　（タイ
サブリ®点滴静注300mg）   原田　直純  11─ 1374

前立腺癌治療剤　エンザルタミドカプセル　（イクスタンジ®

カプセル40mg）   前本　琢也  11─ 1376
選択的SGLT2阻害剤− 2 型糖尿病治療剤−　トホグリフロジ

ン水和物錠　（デベルザ®錠20mg）
　   染谷　省吾  11─ 1378
選択的SGLT2阻害剤− 2 型糖尿病治療剤−　ルセオグリフロ

ジン水和物製剤　（ルセフィ ®錠2.5mg， 5 mg）
　   小野　 剛   11─ 1380
持続性癌疼痛治療薬　タペンタドール塩酸塩徐放錠　（タペ

ンタ®錠25mg，50mg，100mg）   藤田　亮介他  11─ 1383
プロスタグランジンI2誘導体製剤　トレプロスチニル・水性

注射液　（トレプロスト®注射液20mg，50mg，100mg，200mg）
　   倉谷　伸治  12─ 1502
SGLT2阻害剤−２型糖尿病治療剤−　カナグリフロジン水和

物　（カナグル®錠100mg）   立花　巨樹   12─ 1504

話題のくすり
パゾパニブ塩酸塩錠   佐野　智望他  1─  91
アカンプロサートカルシウム   上嶋　 綾 他  2─  211
アピキサバン錠   山下　武志  3─  329
持続性エキセナチド注射剤   渥美　義仁  5─  621
トファシチニブ   川人　 豊   6─  783
アコチアミド塩酸塩水和物錠   松枝　 啓   7─  905
イプラグリフロジンL-プロリン錠   辰巳　文則他  9─ 1143
フェンタニルバッカル錠   大坂　 巌   10─ 1250
フェンタニルクエン酸塩舌下錠   和田　紀子他  11─ 1366

新刊紹介
ハイリスク薬チェックシート　第 2 版
　   桒原　 健   1─  99
薬剤師が知っておきたい臨床知識　改訂 4 版
　   木平　健治  2─  165
ここからはじめる！　薬剤師のための臨床推論　意図して病

歴・バイタル・身体所見をとりにいくために
　   平田　純生  5─  564
乳幼児・小児服薬介助ハンドブック
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　   冨家　俊弥  6─  774
つまずくポイントと対策がわかる病棟薬剤業務ハンドブック
　   武田　泰生  10─ 1230
実践　小児薬用量ガイド   石川　洋一  10─ 1249
三輪弁護士がわかりやすく教える　これからの薬剤師業務と

法律   土屋　文人  10─ 1255
薬の影響を考える　臨床検査値ハンドブック　第 2 版
　   井関　 健   11─ 1318
チャートでわかる！　がん外来化学療法のリアル
　   松井　礼子  11─ 1373

Do you know?
ドラッグリポジショニング   渡邉　進士  1─  54
2 種類の脱水   大野　能之  1─  65
POCT   西口　工司  2─  141
樹状細胞ワクチン療法   谷沢　克弥  2─  151
針なし注射器   我妻　恭行  2─  171
シンバイオティクス   樋口　則英   3─  304
TDS   齋藤百枝美  3─  318
マルチキナーゼ阻害剤   谷沢　克弥  3─  328
PROBE試験   大野　能之  4─  465
MCI   齋藤百枝美  5─  558
加齢黄斑変性   横山　晴子  5─  584
ポートフォリオ   藤井　基博  6─  788
Team STEPPS   矢野　良一  6─  788
レミエール症候群   佐伯　康弘  7─  870
Syk阻害薬   西口　工司  7─  900
オレンジプラン   齋藤百枝美  8─  997
NIPT　新型出生前遺伝子検査    濱 　敏弘  8─ 1005
EPR効果   我妻　恭行  9─ 1137
カリウムイオン競合型アシッドブロッカー
　   中村　裕義  9─ 1137
ソモジー効果   佐伯　康弘   10─ 1245
GPR40作動薬   渡邉　進士  10─ 1254
オーソライズド・ジェネリック   渡邉　進士  11─ 1332
デング熱    室 　高広  11─ 1345
学習症   齋藤百枝美   12─ 1488
FISH哲学（フィッシュ哲学）   我妻　恭行  12─ 1495

研究室紹介
臨床薬学教育と臨床研究の両立を目指して
　   矢野　義孝  1─  97
Pharmaco-vigilance情報提供の重みを背負う意識を有する薬

剤師の育成   増田　寛樹  3─  335
製剤学的研究を通じ臨床現場に貢献できる薬剤師の養成を目

指して   重山　昌人  5─  627
地域医療における薬剤師のあるべき姿を目指して
　   吉武　毅人  7─  910
患者・社会から求められる薬剤師教育と臨床研究の両立を目

指して   渡部　一宏  9─ 1149
患者個別の薬物投与設計を目指した医薬品の効果および副作

用の解析   山田　安彦  11─ 1386

病院紹介
チーム医療へのかかわり（集中治療系領域）
　   髙野　秀仁  2─  216
診療・教育・研究を通じて社会に貢献する
　   千崎　康司他  6─  789
特殊領域からはじめた病棟薬剤業務
　   丸谷　善紀他  8─ 1044
健康寿命を延ばすことに貢献する   安長　文隆  10─ 1260
ソフトとハードの充実で存在感のある薬剤師へ
　   川本由加里他  12─ 1506

医薬品・医療機器等安全性情報
No.307   厚生労働省医薬食品局  1─  100
No.308   厚生労働省医薬食品局  2─  219
No.309   厚生労働省医薬食品局  3─  338
No.310   厚生労働省医薬食品局  4─  506
No.311   厚生労働省医薬食品局  5─  630
No.312   厚生労働省医薬食品局  6─  792
No.313   厚生労働省医薬食品局  7─  912
No.314   厚生労働省医薬食品局  9─ 1152
No.315   厚生労働省医薬食品局  10─ 1262
No.316   厚生労働省医薬食品局  11─ 1389
No.317   厚生労働省医薬食品局  12─ 1509

投稿規程
日病薬誌「論文」投稿規定，チェックリスト等
　2─228，4─524，6─804，7─921，8─1048，9─1160，
　10─1272，11─1400，12─1528

後記
平成25年「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト／「論文」

投稿数・掲載数および採択率（平成14〜25年度）
　     6─  801
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─111，2─227，3─343，4─523，5─639，6─803，
　7─920，8─1047，9─1159，10─1271，11─1399，
　12─1527
編集後記／事務局業務担当
　1─112，2─232，3─344，4─528，5─640，6─808，
　7─924，8─1052，9─1164，10─1276，11─1404，
　12─1532

ラジオNIKKEI
「病薬アワー」番組表   協賛／MSD株式会社
　1─110，2─226，3─342，4─522，5─638，6─802，
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　7─919，8─1046，9─1158，10─1270，11─1398，
　12─1526

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
役員候補の選挙に関する状況報告     S2-2
本会が実施する消費税課税対象事業の価格改定について
       S2-3
転勤等の異動にかかる届出ご提出のお願い     S3-1
平成26年度診療報酬改定における主要改定項目     S4-1
役員候補の選挙に関する結果報告     S4-11
江口記念がん優秀論文賞・活動賞の募集について     S4-12
日病薬e-ラーニングのお知らせ     S4-15
平成26年度日本病院薬剤師会新人研修のお知らせ     S4-17
平成26年度診療報酬改定の概要
　   厚生労働省保険局医療課  S5-1
平成26年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）のお知らせ
　   中小病院委員会   S5-36
日病薬e-ラーニングのお知らせ   生涯研修委員会   S5-38
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実践事例（Ver. 2.0）

　   一般社団法人日本病院薬剤師会   S6-1
社会が必要とする薬剤の市販化要望調査について
　   学術第 4 小委員会   S6-2

改正薬剤師法施行への対応について     S7-1
「日本病院薬剤師会雑誌」投稿規定の改訂     S7-2
第17回CRC養成研修会のお知らせ     S7-3
平成26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     S7-5
平成26年度精神科病院委員会セミナーのお知らせ     S8-1
第36回日本病院薬剤師会実務研修会のお知らせ     S8-3
平成26年度日本病院薬剤師会病院薬局協議会／学術フォーラ

ム     S8-5
平成26年12月20日加入　日病薬「薬剤師賠償責任保険」の変

更点について〜加入申込方法の変更〜
      一般社団法人日本病院薬剤師会   S9-1
平成26年度がん薬物療法認定薬剤師の認定試験及び認定申請

について   一般社団法人日本病院薬剤師会   S9-2
医政局長通知　業務の実践事例収集事業へのご協力のお願い
　   一般社団法人日本病院薬剤師会   S10-1
日病薬「薬剤師賠償責任保険」の補償について     S10-2
日病薬「薬剤師賠償責任保険」加入のご案内     S10-3
平成26年度中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）開催のお知

らせ     S10-7
「病院・薬局薬剤師・薬学部臨床系教員のための臨床研究セ

ミナー 2014」開催のお知らせ     S10-9
平成27年度学術小委員会の新規募集について     S11
製造販売後調査とRMPにおける医療機関の現状に関するア

ンケート調査     S11-1
第18回治験事務局セミナー 2014     S11-2
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