
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
年頭のごあいさつ   とかしきなおみ  1─  8
年頭のご挨拶   逢坂　誠二  1─  9
年頭のご挨拶   樋口　俊一  1─  10

巻頭言
薬剤師としてのアイデンティティを大切に

須藤　俊明  2─  129
六波羅蜜   谷口　昌彦  3─  257
時代の要請に応じた薬剤業務の展開

山本康次郎  4─  369
近未来の薬剤師像を見据えた取り組み

橋田　　亨  5─  481
病院薬剤師の業務を可視化するには

髙畑　英信  6─  609
画竜点睛を欠く   仲村スイ子  7─  793
中小病院の新たなstepに向けて   田中　　協  8─  913
視野の広がりに期待する   保科　滋明  9─ 1041
二刀流に挑戦   柏原　宏暢  10─ 1153
薬剤師の今後の在り方を探る   真坂　　亙  11─ 1281
薬剤師の能力を担保する   本間　真人  12─ 1393

活動報告
平成25年度プレアボイド報告の概要

笠原　英城  3─  285
平成26年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告

総務部  6─  613
平成26年度学術委員会学術小委員会報告

薬剤投与における薬剤・医療材料間の相互作用に関する調
査・研究（最終報告）

学術委員会学術第 1 小委員会  9─ 1045
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  9─ 1050
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（最終報告）
学術委員会学術第 3 小委員会  9─ 1053

医療現場に必要な薬剤の市販化に向けた調査・研究（最終
報告）   学術委員会学術第 4 小委員会  9─ 1057

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─ 1060
経管投与患者への安全で適正な薬物投与法に関する調査・

研究（最終報告）
学術委員会学術第 6 小委員会  10─ 1157

医薬品リスク管理計画に向けた病院薬剤師の製造販売後調
査支援に関する検討

学術委員会学術第 7 小委員会  10─ 1163
周術期患者の薬学的管理と手術室における薬剤師業務に関

する調査・研究
学術委員会学術第 8 小委員会  10─ 1169

平成26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  10─ 1173

日病薬のうごき
日病薬病院薬学認定薬剤師制度の開始について

本間　真人  5─  492
アセトアミノフェン製剤特定使用成績調査結果報告書（ダイ

ジェスト版）
一般社団法人日本病院薬剤師会  10─ 1222

受賞報告
第 3 回江口記念がん優秀論文賞を受賞して

鐙屋　舞子  10─ 1226
第 3 回江口記念がん優秀活動賞を受賞して

京都大学医学部附属病院薬剤部
池見　泰明  10─ 1227

日病薬だより
平成26年度第 4 回理事会議事録    2─  133
平成26年度第 5 回理事会開催    2─  156
平成26年度第 5 回理事会議事録    4─  373
平成26年度第 6 回理事会開催    4─  374
平成26年度第 6 回理事会議事録    6─  706
平成27年度第 1 回理事会開催    6─  709
平成27年度第 1 回理事会議事録    8─  917
平成27年度第 2 回理事会開催    8─  919
平成27年度第 2 回理事会議事録    9─ 1064
平成27年度第 3 回理事会開催    9─ 1067
平成27年度第 3 回理事会議事録   12─ 1405
平成27年度第 4 回理事会開催   12─ 1406
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平成26年度地方連絡協議会議事録      2─  135
第50回臨時総会議事録      6─  684
第51回通常総会議事録     10─ 1196
平成27年度事業計画      5─  485
平成27年度予算      5─  487
平成26年度事業報告      8─  931
平成26年度決算報告      8─  944
一般社団法人日本病院薬剤師会平成26年度各部門専門薬剤師

認定者一覧      5─  491
臨床研究倫理審査の申請について
　   臨床研究倫理審査委員会  7─  797
日病薬病院薬学認定薬剤師制度に係る取り扱いについて
（Q&A）   生涯研修委員会  12─ 1397

部・委員会等報告／会務日誌／行事予定
　1─11，2─156，3─261，4─375，5─490，6─709，
　7─803，8─919，9─1067，10─1191，11─1285，
　12─1407

ブロックのページ
日本病院薬剤師会第 5 回東北ブロック学術大会　第70回医薬

品相互作用研究会シンポジウム合同開催      5─  497
第54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─  804
日本病院薬剤師会関東ブロック第45回学術大会
　      7─  805

各病薬だより
第11回福岡県病院薬剤師会　妊婦・授乳婦薬物療法研修会
        2─  179
茨城県病院薬剤師会「こども調剤体験コーナー」のイベント

を開催して   新井　克明  4─  388
第12回福岡県病院薬剤師会　妊婦・授乳婦薬物療法研修会
　      4─  389
第13回福岡県病院薬剤師会周産期医療薬物療法研修会
　      8─  954
富山県病院薬剤師会第66回通常総会
　   工藤　直紀他  9─ 1068

お知らせ
新役員の就任      4─  387
地区新会長      4─  387
地方病薬新会長      8─  953
一般社団法人日本病院薬剤師会　平成27年度がん薬物療法認

定薬剤師，がん専門薬剤師海外派遣事業公募    4─  397
江口記念がん優秀論文賞・活動賞の募集について    4─  399
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱      4─  406
感謝状贈呈・有功会員の委嘱    4─406，6─718，7─806
第50回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成について
        5─  498

平成27年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ
　    6─719，7─807，8─957，9─1070，10─1228
平成27年度学術奨励賞受賞者      7─  803
第 3 回江口記念がん優秀論文賞・活動賞受賞者    7─  803
一般社団法人日本病院薬剤師会　平成27年度がん薬物療法認

定薬剤師，がん専門薬剤師海外派遣事業助成者    7─  806
平成27年度病院薬学特別賞・病院薬学賞並びに功労賞
　       8─  955
JSHPメールニュースへ是非ご登録下さい!!    広報・出版部
　1─11，2─192，3─332，7─828，8─974，9─1059，
　10─1162，11─1292，12─1429
ホームページを飾る写真募集中   広報・出版部
  1─53，3─280，6─767，7─881，8─1018，10─1258，
  11─1307，12─1479
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
  1─83，4─466，5─536，6─765，7─889，9─1056，
  10─1265，11─1292
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─496
論文投稿のご案内   編集委員会
　1─33，2─196，3─296，4─442，5─ 531，7─859，
　8─996，9─1099，10─1244，11─1326，12─1439

「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集
     編集委員会
  9─1117
日病薬e-ラーニングのおすすめ   生涯研修委員会
  2─165，3─262，11─1290，12─1420
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─13，4─389，5─585，8─954，9─1094，11─1304，
　12─1404
新規入会・変更・退会の手続きについて   総務課
  1─70，2─227，4─447，5─556，7─849，8─1021，
  9─1069，11─1379
日病薬会員の会員番号照会について   総務課
　2─237，5─497，11─1364

【告知板】掲載料について   広報・企画課
　3─316，5─498，8─961，11─1364

「薬剤師賠償責任保険」加入のおすすめ   経理課
　2─167，5─499，6─720，7─808
日病薬「薬剤師賠償責任保険」の加入者情報確認についての

お願い   経理課
  9─1063，10─1221，11─1285，12─1419
日病薬「薬剤師賠償責任保険」満期のお知らせ   経理課
  10─1221，11─1285，12─1419

『薬剤師賠償責任保険』加入のご案内
     一般社団法人日本病院薬剤師会
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　11─1286

学会・研究会・研修会案内
主催・共催等／ブロック学術大会／関連学会ほか
　1─12，2─168，3─264，4─390，5─500，6─721，
　7─809，8─958，9─1071，10─1229，11─1293，
　12─1422

告知板
日本薬学会第135年会（神戸） 薬学が拓く，健康と未来
        1─  14
医療薬学41-1号（2015年 1 月発行）収載予定論文    1─  80
医療薬学41-2号（2015年 2 月発行）収載予定論文    2─  186
医療薬学41-3号（2015年 3 月発行）収載予定論文    3─  280
医療薬学41-4号（2015年 4 月発行）収載予定論文    4─  392
医療薬学41-5号（2015年 5 月発行）収載予定論文    5─  502
医療薬学41-6号（2015年 6 月発行）収載予定論文    6─  730
医療薬学41-7号（2015年 7 月発行）収載予定論文    7─  817
医療薬学41-8号（2015年 8 月発行）収載予定論文    8─  964
医療薬学41-9号（2015年 9 月発行）収載予定論文    9─ 1145
医療薬学41-10号（2015年10月発行）収載予定論文   10─ 1248
医療薬学41-11号（2015年11月発行）収載予定論文   11─ 1295
医療薬学41-12号（2015年12月発行）収載予定論文   12─ 1423
第25回日本医療薬学会年会予告⑵      2─  171
第25回日本医療薬学会年会予告⑶      4─  395
第25回日本医療薬学会年会予告⑷      6─  726
第25回日本医療薬学会年会予告⑸      7─  814
第25回日本医療薬学会年会予告⑹      8─  966
第25回日本医療薬学会年会予告⑺      9─ 1078
第25回日本医療薬学会年会予告⑻     10─ 1234
第25回日本医療薬学会年会予告⑼     11─ 1296
日本女性薬剤師会　平成27年度薬剤師継続学習通信教育講座
       4─  392
2015年度東京都女性薬剤師会研修会予定      7─  813
男女共同参画推進事業　2015年日本女性薬剤師会学術講演会   

医療ビッグデータと患者参加型の薬物治療      5─  517
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2015　対象症候『腹痛』      4─  393
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2015　対象症候『腰痛』      9─ 1080
日本アプライド・セラピューティクス学会　第 8 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2015：関節リウマチ』

        4─  393
『第 1 回日本医薬品安全性学会学術大会』「医薬品有害事象 0

への挑戦」の第一歩      4─  394
平成27年度日本臨床腫瘍薬学会がん研究助成      5─  503
一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構主催「第16回受

験者用講習会（平成27年度）」開催のおしらせ    6─  725

一般財団法人島原科学振興会平成27年度研究助成の募集案内
        7─  813
第 4 回日本くすりと糖尿病学会学術集会　ときめかそう “知

閾連携” 〜薬学の知識と技能の共有〜      8─  963
日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会2015      8─  964
一般社団法人日本医療薬学会　第57回医療薬学公開シンポジ

ウム　医療薬学研究の発展に向けて−薬学生への種蒔きか
ら薬剤師での結実へ−      8─  965

一般社団法人日本医療薬学会　第58回医療薬学公開シンポジ
ウム　みんなで支える地域包括ケア　〜チーム医療および
地域連携における薬剤師の役割〜      9─ 1075

一般社団法人日本医療薬学会　第59回医療薬学公開シンポジ
ウム　薬剤師職能将来と期待　〜チーム医療と地域包括ケ
アへの貢献〜      9─ 1076

一般社団法人日本医療薬学会　第60回医療薬学公開シンポジ
ウム医療現場と大学のコラボレーション　〜こうすればい
いんだ，臨床研究〜      9─ 1077

昭和大学薬学部生涯教育セミナー     10─ 1233
日本薬剤師研修センターだより
　1─15，2─170，3─266，4─396，5─504，6─724，
　7─815，8─962，9─1079，10─1232，11─1297，
　12─1424

トピックス
行政からの新たな情報発信ツール「後発医薬品品質情報」と

は  横山　　萌  7─  816

総説
今後の医療と薬剤師が向かう方向性
　   山本　信夫  1─  17
慢性頭痛の診療ガイドライン2013を踏まえた片頭痛の治療
　   伊藤　康男他  2─  172
抗精神病薬減量法のガイドラインに向けて　SCAP法
　   山之内芳雄他  3─  267
前立腺がんの最新薬物療法   平尾　佳彦  4─  401
うつ病と双極性障害の薬物治療の将来的方向性の違いについ

て−DSM-5改訂と国内気分障害治療ガイドラインを考慮
して−  鈴木　利人  5─  509

薬剤経済学からみた薬物療法   池田　俊也  6─  727
病院の経営と薬剤師業務の “見せる化”
　   赤瀬　朋秀  7─  819
トランスポーターがかかわる薬物間相互作用
　   梶原　望渡他  8─  967
C型肝炎薬物治療の変遷   朝比奈靖浩  9─ 1081
臨床研究における最新倫理指針のポイント〜人を対象とする

医学系研究に関する倫理指針〜   小早川雅男  10─ 1235
関節リウマチの薬物治療の新しい考え方
　   大島　至郎  11─ 1299
高齢者における適正な薬物療法管理について
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     秋下　雅弘  12─ 1425

特集
新しい病院機能評価のポイント
　①JCI病院   山内　　拓他  2─  177
　②ISO病院　ISO9001認証取得と病院薬剤部での取り組み
　　   脇屋　義文他  2─  180
　③日本医療機能評価機構   神保　勝也他  2─  187
日本病院薬剤師会雑誌創刊50周年記念座談会　この10年を振

り返って   北田　光一他  3─  271
医薬品リスク管理計画（RMP）と医薬品安全対策

①RMPの概要   磯﨑正季子  5─  515
②RMPを，薬剤師は，どのように活用するか？
     古川　裕之  5─  518
③薬剤師による医薬品リスク管理計画の実践
     中村　敏明  5─  520

在宅医療における薬剤師のかかわり
①病院   大神　修一  8─  971
②保険薬局   岩下　　誠  8─  975

ポリファーマシー
　①ポリファーマシーとは   松原　和夫他  11─ 1305

②ポリファーマシー　医師からの提言
　   宮田　靖志  11─ 1308
③地域連携によるポリファーマシーの削減

　　   吉岡　睦展他  11─ 1312

シリーズ
医学論文を読む〜step by step〜

第 3 回　形容詞・副詞・慣用表現
   　  桑原　　亮他  1─  23
最新診断・治療ガイドラインの解説

①高血圧診療ガイドラインJSH2014について
     島本　和明  3─  281
②がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン2014年版の概

要   余宮きのみ  4─  407
③大腸癌治療ガイドライン2014について

　　   板橋　道朗他  5─  523
④深在性真菌症の診断・治療ガイドライン2014について

　　   髙園　貴弘他  6─  731
臨床試験のデータを臨床現場で活用する方法

①臨床試験の種類と情報   氏原　　淳  7─  823
②臨床試験データの見方と臨床への応用
     越前　宏俊  8─  981
③製薬企業の立場から−臨床に役立つ試験データの見方−
     小宮山　靖  9─ 1087
④非臨床試験データの見方と臨床への応用
     樋坂　章博  10─ 1241

薬学的臨床推論
　①総論   岸田　直樹  12─ 1431

プレアボイド広場
副作用の早期発見が重篤化を回避した事例（がん化学療法よ

り）  澤井　孝夫  5─  505
「2014年度未然回避報告の解析」について
     小林　　仁  7─  826
筋・骨格系の有害事象に薬剤師が早期対応した事例
     高野　賢児  9─ 1091
糖尿病薬における薬学的ケア   大塚　　潔  11─ 1314

論文
治験薬温度管理における温度一元管理システムの導入とその

効果   神田　紘介他  1─  29
入院がん化学療法施行における病棟薬剤師の有用性と課題
     森川　記道他  1─  35
シスプラチンの先発医薬品と後発医薬品による腎障害の比較

検討   口町恵里子他  1─  41
看護師への抗がん剤曝露軽減に向けた取り組み評価
     東恩納　司他  1─  45
薬剤師のためのフィジカルアセスメント講習修了後の実施状

況とその評価   佐藤加代子他  1─  49
病棟薬剤業務の確立に向けた業務分析と支援システムの評価
     森田　靖代他  1─  54
採血指示票作成によるバンコマイシンの適正使用へのアプ

ローチ   石原　義久他  1─  59
術前患者支援センターにおける術前中止薬への関与と評価
     楠本　梨賀他  1─  63
ガレノキサシンの関与が疑われた急性好酸球性肺炎の 1 症例
     出羽　祐基他  1─  67
ホスフルコナゾールにおける負荷投与の適正化に向けた薬剤

部の取り組み   大野凜太郎他  2─  189
mFOLFOX6療法施行患者に対する高アンモニア血症発現の

危険性   山本　秀紀他  2─  193
一次医療圏におけるカルバペネム系抗菌薬の使用量と緑膿菌

耐性率の関係   工藤　香澄他  2─  197
病院薬剤師のフィジカルアセスメント実施に対する医師・看

護師の意識調査−京都市下 6 医療機関における調査−
     髙山　　明他  2─  201
長期実務実習におけるポートフォリオとルーブリックを用い

た形成的評価の実施と到達目標に対する到達状況の調査
     安原　昌宏他  2─  205
開腹結腸がん切除後早期における成分栄養剤ゼリーの有効性
     二神　幸恵他  2─  211
ヘパリン類似物質含有軟膏の塗布におけるエルロチニブ誘発

皮膚障害の発現時期に及ぼす性別の影響
     宗　　村盛他  2─  216
ドセタキセル水和物の先発医薬品から後発医薬品への切り替

えにおける安全性の比較検討   中原　良介他  2─  220
地域医療の向上を目指した院内「薬剤師外来」と「地域薬局」

との情報共有の有用性に関する調査
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     野添　大樹他  3─  289
人工膝関節全置換術後の出血に対するトラネキサム酸を用い

たドレーンクランプ法の有効性   森﨑　崇文他  3─  293
Warfarin服用患者の出血リスク・INRコントロールに影響を

与える要因および出血の季節性に関する検討
     畠山　英司他  3─  297
病院実務実習における模擬体験型治験実習の評価
     吉田　陽子他  3─  301
院内ガイドライン作成による周術期の抗血栓薬の取扱いの標

準化   吉村　友里他  3─  305
胎児に及ぼす薬剤影響の説明と妊婦薬物療法の医薬品情報源

についてのアンケート調査   山田　智史他  3─  311
周術期に血栓リスクがある女性ホルモン剤の添付文書の比較

検討   柴田ゆうか他  3─  317
睡眠薬の服用量と転倒率の関係−ジアゼパム換算による解析

−   小田　真司他  3─  321
MRSA感染症治療プロトコルに基づく薬物治療管理の検討
     中居　　肇他  3─  325
国内の医薬品副作用データベース（JADER）を用いたデータ

マイニングによる抗精神病薬が関連した体重増加の性差お
よび年齢差の解析   畑　　武生他  4─  411

定数配置薬品管理における薬剤師による処方オーダ入力の効
果   隅岡　　瞳他  4─  417

大腸がんにおけるカペシタビンの手足症候群重篤化回避を目
的とした腎機能別内服量に関する検討

     佐々木紀彰他  4─  421
医薬品副作用被害救済制度からみた一般用医薬品が関連した

副作用被害の実態   黒田　裕子他  4─  425
お薬サポートセンターにおける術前中止薬スクリーニングを

通した病棟専任薬剤師の役割   堀内あす香他  4─  429
がん疼痛の薬物療法に関するオピオイド小冊子の作成とその

評価に関する検討   後藤　祐美他  4─  434
終末期がん疼痛患者における強オピオイド製剤の使用状況
     前田　剛司他  4─  439
整形外科領域における術前中止した抗血栓薬の術後再開に関

するリスクマネジメント   眞喜志牧里子他  4─  443
イグラチモドとワルファリンの薬物相互作用が疑われた 1 症

例   細川　晴美他  4─  449
救急搬送後に精神科病棟に入院した薬物過量服用症例の検討
     田代　早紀他  4─  452
小規模病院における病棟薬剤業務の現状調査
     福井佳代子他  4─  457
臨床検査値情報と「ミニ薬歴」を利用した医薬品適正使用へ

の取り組みと評価   山下　博民他  5─  527
ラモトリギンの管理簿を用いた処方管理と皮膚障害発現リス

クの検討   油屋　　恵他  5─  533
実務実習生に対する災害医療演習の取り組みとその評価
     村上（中山）雅裕他  5─  537
医薬品情報検索システムの構築および他職種間での質問内容

の実態調査   平田　敦士他  5─  541
テモゾロミド・放射線併用療法における血小板減少に影響を

及ぼす因子の検討   市江　敏和他  5─  545
薬剤師の関与によるリスペリドン持効性注射投与患者の継続

率の動向に関する調査   五味　和彦他  5─  549
死期がせまった倦怠感を有するがん患者に対するコルチコス

テロイド投与の効果   前田　剛司他  5─  553
外来化学療法室における薬剤師の薬学的ケアの実施とそのア

ウトカムの評価   龍田　涼佑他  5─  557
院内製剤品リファンピシン外用液0.1％の安定性の検討
     白石　洋輔他  5─  562
ケモセーフ®使用による抗がん薬汚染軽減と準備時間短縮
     杉田　一男他  6─  735
がん支持療法薬の指導強化に向けたアンケート調査と薬・薬

連携   池田　　隆他  6─  741
中心静脈栄養法（TPN）施行時に脂肪乳剤が血清アルブミン

値へ与える影響   森住　　誠他  6─  747
病棟薬剤業務による処方確認と相談応需に関する検討
     中村　安孝他  6─  751
ポリ塩化ビニル製点滴ラインに対するニカルジピンの吸着に

関する検討   小原　直紘他  6─  756
院内製剤であるハチアズレ®・プロマック®D・キシロカイン®

含嗽液の化学・放射線療法による口内炎に対する有用性に
関する検討   吉元　公一他  7─  829

ウリナスタチン膣坐剤の赤十字病院での調製状況と使用実態
調査   佐竹　　清他  7─  835

改正薬剤師法におけるシステム導入による外来指導の実際
     関本　裕美他  7─  841
後発医薬品採用促進への取り組みとその評価
     赤木　圭太他  7─  845
睡眠薬の多剤併用処方改善への取り組み
     黒沢　雅広他  7─  851
手術室における薬剤師業務とその評価
     中村　俊貴他  7─  855
薬剤師と看護師との協働による点眼アドヒアランス向上への

取り組み   石塚　友一他  7─  861
悪性リンパ腫化学療法におけるフィルグラスチム先行品と後

続品の有効性の検討   木山　聡子他  7─  867
不眠症に対するプロトコルの作成と適正な薬物療法への取り

組み   川上　尚美他  7─  871
製薬企業発行の抗悪性腫瘍薬剤患者説明用パンフレットの現

状調査   斉藤　真理他  7─  877
使用中止医療用麻薬の現状と再利用についての検討
     ⻆山　政之他  7─  882
タクロリムスの年間費用に及ぼす製剤的要因DDS製剤と患者

側要因CYP3A5遺伝子多型の影響
     加藤正太郎他  8─  985
透析患者におけるバンコマイシンのトラフ値20μg/mL以上

の安全性と有効性の検討   茂野　健司他  8─  989
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精神神経科外来患者への減薬啓発パンフレットを用いた服薬
指導によるベンゾジアゼピン系薬剤の減薬効果

     進　　健司他  8─  993
糖尿病患者の自己注射における皮下出血発現要因に関する検

討   二神　咲子他  8─  997
子宮頸がん化学放射線療法におけるアプレピタントの有効性

に関する後ろ向き研究   二瓶　　哲他  8─ 1001
持参薬薬袋作成による医療安全上の貢献と業務負担軽減に関

する取り組み   渡邉　真一他  8─ 1005
重症腎機能低下患者においてClostridium difficile関連下痢症

に対するメトロニダゾールの減量はアウトカムに影響を与
えるか？   鈴木　大介他  8─ 1009

病棟薬剤師に対する病棟薬剤業務の認識に関する調査−薬剤
管理指導業務との区別化を中心に−

     髙山　　明他  9─ 1095
薬剤師外来での抗血栓薬休薬指導における循環器内科医との

連携   藤吉　正哉他  9─ 1101
胃がん術後S-1補助化学療法の完遂率の調査および薬剤師に

よる投与継続に対する取り組み   石丸　睦美他  9─ 1105
薬学的介入による頭頸部がん患者でのTPF療法における低ナ

トリウム血症の予防効果   山本　圭祐他  9─ 1109
「自動車運転等の禁止等」の記載がある医薬品に対する患者

への説明体制の構築   飛鷹　範明他  10─ 1245
超音波照射による新経管投与法の開発
     松村　久男他  10─ 1249
病棟専任薬剤師による腎機能低下患者への医薬品適正使用推

進の状況調査   樋口　則英他  10─ 1255
進行再発肺がん患者における血清アルブミン値とシスプラチ

ン投与後の腎機能障害との関連性の調査
     三原　由記他  10─ 1259
ダビガトラン投与患者における活性化部分トロンボプラスチ

ン時間（APTT）測定の意義についての一考察
     中筋　美保他  11─ 1317
劇症型悪性高熱症に対するダントロレン治療の経験−ダント

ロレンの緊急使用および調達上の問題点−
     古賀　秀美他  11─ 1323
乳がんFEC療法患者に対する頻回服薬指導の検討
     谷口　　潤他  11─ 1327
低用量ブレンツキシマブ・ベドチン療法により寛解が得られ

た肝機能障害のある高齢の再発・難治性未分化大細胞リン
パ腫の 1 例   祖父江伸匡他  11─ 1331

精神科病棟における処方オーダー代行に関する取り組みとそ
の評価   進　　健司他  11─ 1335

ダプトマイシン治療中に感受性低下を示したMRSAによる感
染性心内膜炎に対してテイコプラニンが奏効した 1 症例

     今井　清隆他  11─ 1339
高用量メトホルミンの糖代謝への効果および体重と乳酸値に

与える影響の検討   清水　祐介他  11─ 1343
リナグリプチン服用患者のHbA1cの推移と治療成績に影響を

与える重要因子の検討   佐々木雄啓他  11─ 1347
患者個別情報に基づいた処方監査の推進−「調剤アシスト

シート」の医療安全に及ぼす効果−
　   川岸　　亨他  12─ 1435
MRSA分離率低下に向けたCDCガイドライン2006の実施と効

果   安原　昌宏他  12─ 1441
アラート機能活用および採用規格見直しによるゾルピデム適

正使用への取り組み   山村　亮太他  12─ 1445
持参薬に関する有害事象回避プログラム開発を目指した多施

設実態調査   今井志乃ぶ他  12─ 1449
実務実習における外来化学療法教育プログラムの実践と患者

とのコミュニケーションを中心とした習得度の評価
　   舘　　知也他  12─ 1455
経口分子標的薬による肺がん化学療法施行患者のQOL評価と

副作用に対する意識調査   郷　真貴子他  12─ 1462

学会報告
2014年（第49回）ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加し

て   八木　達也  3─  330

研修報告
第36回日本病院薬剤師会実務研修会を主催して
     田中　恒明  1─  71
第36回日本病院薬剤師会実務研修会を受講して
     津田　俊平  1─  74
平成26年度精神科病院委員会セミナーを主催して
     中川　将人  1─  76
平成26年度精神科病院委員会セミナーを受講して
     三浦　彰久  1─  78
中小病院薬剤師実践セミナー（大阪）を受講して
     堀切　雅哉  2─  225
第 6 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）
     平出　耕石他  2─  228
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を主催して   渡部　一宏  3─  333
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を受講して   松本　圭司  3─  336
第18回治験事務局セミナー 2014を主催して
     水井　貴詞  4─  462
第18回治験事務局セミナー 2014を受講して
     南　　　智  4─  464
第14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  5─  567
第14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
     徳田　篤志  5─  570
第17回CRC養成フォローアップ研修会を主催して
     石塚　良子  6─  760
第17回CRC養成フォローアップ研修会を受講して
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     林　桂一郎  6─  762
平成26年度薬剤師のための医療情報システム入門講習会を主

催して   池田　和之  6─  764
平成26年度薬剤師のための医療情報システム入門講習会を受

講して   荒木　隆一  6─  766
平成27年度日本病院薬剤師会新人研修を主催して
     塩川　　満  9─ 1114
平成27年度日本病院薬剤師会新人研修を受講して
     齊藤　孝幸  9─ 1116
薬剤師のための臨床研究セミナー 2015を主催して
     寺元　　剛  9─ 1118
薬剤師のための臨床研究セミナー 2015を受講して
     鳥越　一宏  9─ 1120
平成27年度薬剤師のための医療情報システム入門講習会を主

催して   関谷　泰明  10─ 1262
平成27年度薬剤師のための医療情報システム入門講習会を受

講して   外山　　聡  10─ 1263
平成27年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
     兼重　　晋  11─ 1351
平成27年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を受講して
     上村　　豪  11─ 1353
平成27年度療養病床委員会セミナーを主催して
     山田　英俊  11─ 1355
平成27年度療養病床委員会セミナーを受講して
     峰村　　孝  11─ 1357
平成27年度日本病院薬剤師会第37回実務研修会を主催して
     柴山　良彦  11─ 1360
平成27年度日本病院薬剤師会第37回実務研修会を受講して
     安藤　智美  11─ 1362
第18回CRC養成研修会を主催して   鶴丸　雅子  12─ 1467
第18回CRC養成研修会を受講して   岩崎　真実  12─ 1470

新薬の紹介
尋常性乾癬治療剤　カルシポトリオール水和物/ベタメタゾ

ンジプロピオン酸エステル配合剤　（ドボベット®軟膏）
     レオファーマ㈱　小糸和香子  1─  81
抗ウイルス剤/HCV NS5A複製複合体阻害剤　ダクラタスビ

ル塩酸塩錠　（ダクルインザ®錠60mg）
抗ウイルス剤/HCV NS3/4Aプロテアーゼ阻害剤　アスナプ

レビルカプセル　（スンベプラ®カプセル100mg）
     ブリストル・マイヤーズ㈱　野村真理子  1─  84
抗悪性腫瘍剤/ALK阻害剤　アレクチニブ塩酸塩カプセル　
（アレセンサ®カプセル20mg・40mg）

     中外製薬㈱　稲垣　直人  1─  86
爪白癬治療剤　エフィナコナゾール　（クレナフィン®爪外用

液10％）   科研製薬㈱　坂本　　操  1─  88
リンパ脈管筋腫症治療剤（mTOR阻害剤）　シロリムス錠　
（ラパリムス®錠 1 mg） 

    ノーベルファーマ㈱　木田　芳樹  1─  90

ゴーシェ病治療用酵素製剤　ベラグルセラーゼ アルファ（遺
伝子組換え）点滴静注用製剤　（ビプリブ®点滴静注用400
単位）

　   シャイアー・ジャパン㈱　江川　俊介  1─  92
オレキシン受容体拮抗薬−不眠症治療薬−　スボレキサント

錠　（ベルソムラ®錠15mg，20mg）
     MSD株式会社メディカルアフェアーズ
    　西村　晋一  3─  338
未熟児無呼吸発作治療剤　カフェインクエン酸塩注射液・経

口液　（レスピア®静注・経口液60mg）
     ノーベルファーマ株式会社　大西　淳一  4─  468
本態性血小板血症治療剤　アナグレリド塩酸塩水和物カプセ

ル　（アグリリン®カプセル0.5mg）
     シャイアー・ジャパン株式会社
    宮地　就久  5─  572
エチレングリコール・メタノール中毒用剤　ホメピゾール点

滴静注液　（ホメピゾール点滴静注1.5g「タケダ」）
　   武田薬品工業株式会社　間坂　哲哉  5─  574
抗悪性腫瘍剤　注射用ストレプトゾシン　（ザノサー ®点滴

静注用 1 g）
　   ノーベルファーマ株式会社　仲藤　真一  5─  576
抗ウイルス化学療法剤　リルピビリン塩酸塩/テノホビルジ

ソプロキシルフマル酸塩/エムトリシタビン配合錠　（コム
プレラ®配合錠）

　   ヤンセンファーマ株式会社　山崎　由香  5─  578
がん性皮膚潰瘍臭改善薬　メトロニダゾールゲル　（ロゼッ

クス®ゲル0.75％）
　   ガルデルマ株式会社　宮井恵里子  6─  768
カリウムイオン競合型　アシッドブロッカー−プロトンポン

プインヒビター−　ボノプラザンフマル酸塩錠　（タケ
キャブ®錠10mg・20mg）

　   武田薬品工業株式会社　飯田恵美子  6─  770
抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤　ベムラフェニブ錠　（ゼルボラ

フ®錠240mg）
　   中外製薬株式会社　梶原　敦子  7─  887
選択的SGLT2阻害剤− 2 型糖尿病治療剤−　エンパグリフロ

ジン製剤　（ジャディアンス®錠10mg，25mg）
　   日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
    小岩井和樹  7─  890
尋常性ざ瘡治療剤　過酸化ベンゾイル ゲル　（ベピオ®ゲル

2.5％）   マルホ株式会社　菊川　義宣  7─  892
抗悪性腫瘍剤　カバジタキセル アセトン付加物　（ジェブタ

ナ®点滴静注60mg）
     サノフィ株式会社　馬場　　堅  8─ 1014
持効性抗精神病薬　アリピプラゾール水和物持続性注射剤　
（エビリファイ®持続性水懸筋注用300mg，400mg，300mg
シリンジ，400mgシリンジ）　

     大塚製薬株式会社　大西　弘二  8─ 1016
抗ウイルス剤　ソホスブビル製剤　（ソバルディ®錠400mg）
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     ギリアド・サイエンシズ株式会社
    　藤山　直人  9─ 1122
抗ウイルス剤　レジパスビル/ソホスブビル配合錠　（ハーボ

ニー ®配合錠）   ギリアド・サイエンシズ株式会社
    　藤山　直人  10─ 1268
グルコシルセラミド合成酵素阻害薬　エリグルスタット酒石

酸塩　（サデルガ®カプセル100mg）　 
     ジェンザイム・ジャパン株式会社
    　和田　一輝  10─ 1270
チロシンキナーゼ阻害剤/抗線維化剤　ニンテダニブエタン

スルホン酸塩製剤　（オフェブ®カプセル100mg，150mg）
     日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社
    共田　直樹  11─ 1365
外皮用殺菌消毒剤　オラネキシジングルコン酸塩　（オラネ

ジン®消毒液1.5％，オラネジン®液1.5％消毒用アプリケー
タ10mL，25mL）

　   株式会社大塚製薬工場研究開発センター
    竹富　聖人  11─ 1368
低ホスファターゼ症治療剤　アスホターゼ　アルファ（遺伝

子組換え）製剤　（ストレンジック®皮下注 12mg/0.3mL，
18mg/0.45mL，28mg/0.7mL，40mg/ １mL，80mg/0.8mL）

　   アレクシオンファーマ合同会社
    原田　勝也  12─ 1472
デュピュイトラン拘縮治療剤　注射用コラゲナーゼ（クロス

トリジウム　ヒストリチクム）　（ザイヤフレックス®注射
用）   旭化成ファーマ株式会社

    立石　典浩他  12─ 1474
持効型GLP-1受容体作動薬　デュラグルチド（遺伝子組換え）

注射液　（トルリシティ ®皮下注0.75mgアテオス®）
　   日本イーライリリー株式会社
    岩本　紀之他  12─ 1477

話題のくすり
シメプレビルナトリウムカプセル   安部井誠人  1─  95
アファチニブマレイン酸塩製剤   赤松　弘朗他  2─  234
プラスグレル塩酸塩錠   横井　宏佳  3─  340
ダクラタスビル塩酸塩錠とアスナプレビルカプセル
     田中　　篤  4─  470
アビラテロン酢酸エステル   上島　修一他  5─  581
エンザルタミド   溝上　　敦  6─  773
フェノトリンローション   吉住　順子  7─  894
スボレキサント錠   小鳥居　望  9─ 1124
ボノプラザンフマル酸塩   菅野健太郎  11─ 1370
ポマリドミド   小川　吉明  12─ 1480

新刊紹介
改訂総合 2 版　疾患別設問式　薬剤師に必要な患者ケアの知

識   早川　　達  1─  94
精神科の薬と患者ケアQ&A　第 3 版

     武田　泰生  1─  94
添付文書がちゃんと読める統計学
     折井　孝男  4─  438
病院薬剤師業務推進実例集 4 −病棟業務・外来業務のさらな

る展開中小病院の実践事例を中心に−
     赤瀬　朋秀  5─  491
第 8 版　薬効別服薬指導マニュアル
     富岡　佳久  8─ 1008
ここが知りたかった　腎機能チェック　〜薬剤師が処方せん

と検査値から腎機能を評価するコツ〜
     大野　能之  9─ 1090
現場で使える！　医療スタッフのための画像診断と薬物治療
     奥山　　清  10─ 1239
治験に係る保険外併用療養費　解説とQ＆A
     近藤　直樹  11─ 1359
がん患者の精神症状はこう診る　向精神薬はこう使う
     加賀谷　肇  12─ 1448

Do you know?
新規経口抗凝固薬の中和剤   中村　裕義  1─  39
サルコペニア   大野　能之  1─  58
CGA   矢野　良一  2─  210
コンパッショネート・ユース制度（CU制度）
     近藤留美子  2─  215
T-Spot試験   大滝　康一  3─  309
Phenocopy   本間　真人  3─  324
ドパミン 2 （D2）受容体占有率   三輪　高市  4─  467
QALYs   佐伯　康弘  4─  467
Rhoキナーゼ阻害薬とは   中村　裕義  5─  540
減感作療法（アレルゲン免疫療法）
     矢野　貴久  5─  580
人を対象とする医学系研究に関する倫理指針
     板垣　史郎  6─  739
要指導医薬品   大野　能之  6─  763
クロザピン−なぜ必要とされてきたのか−
     三輪　高市  7─  865
メタボロミクス   山本　雅人  7─  886
睫毛貧毛症   大滝　康一  8─  980
PBPM   大野　能之  8─ 1013
傾向スコア   新岡　丈典  9─ 1086
喘息とCOPDのオーバーラップ症候群（ACOS） 
    平　　大樹  9─ 1113
Relative infant dose（RID）   矢野　良一  10─ 1267
増分費用対効果比（ICER）   佐伯　康弘  10─ 1267
STOPP/START   矢野　良一  11─ 1367
細胞性医薬品   中村　裕義  11─ 1378
科学研究費助成事業（科研費：文部科学省/日本学術振興会）
     板垣　史郎  12─ 1454
ケモブレイン   北村　佳久  12─ 1476
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研究室紹介
拓かれた研究室を目指して
     奥羽大学薬学部医療薬学分野早坂研究室
    　早坂　正孝  1─  99
薬物動態・薬効動態を分子レベルから明らかにし，医薬品適

正使用や創薬に貢献する
     九州大学大学院薬学研究院薬物動態学分野
    　家入　一郎  3─  344
人を思いやることができる薬剤師・研究者の育成を目指して
     城西大学薬学部医薬品安全性学研究室
    　金本　郁男  5─  586
地域の医療機関とともに様々な臨床研究を展開
     新潟薬科大学薬学部臨床薬学研究室
    　朝倉　俊成  7─  898
超高齢社会を見据えた薬術創生（皮膚アセスメントなど）を

目指す研究の実践
　   鈴鹿医療科学大学大学院薬学研究科薬学部
　   病態・治療学分野臨床薬理学研究室
　   大井　一弥  9─ 1129
医薬品の適正使用を目指したリバーストランスレーショナル

研究   昭和大学薬学部薬物療法学講座臨床薬学部門
    　山元　俊憲  11─ 1376

病院紹介
基本を身につけた専門性豊かな薬剤師の育成−患者急変時の

対応や死にも立ち会える薬剤師−
     大垣市民病院薬剤部　森　　博美  2─  238
ITを活用した業務の効率化と質の向上
     東北大学病院薬剤部　松浦　正樹  4─  475
患者・家族から “あなたで良かった” といわれるために
     松江生協リハビリテーション病院薬局
    　柳原　美夏他  6─  776
医師確保から，医師・薬剤師確保へ
　   公立学校共済組合北陸中央病院薬剤科
    　守内　　匡  8─ 1019
医療・薬物療法のあるところに薬剤師あり
　   蘇生会総合病院薬剤部　甲斐　絢子他  10─ 1272
安全で心のこもった良質な医療の提供を求めて
　   NTT東日本札幌病院薬剤科　関沢　祐一  12─ 1484

医薬品・医療機器等安全性情報
No.318   厚生労働省医薬食品局   1─  103
No.319   厚生労働省医薬食品局   2─  242
No.320   厚生労働省医薬食品局   3─  347
No.321   厚生労働省医薬食品局   5─  589
No.322   厚生労働省医薬食品局   6─  779
No.323   厚生労働省医薬食品局   7─  900
No.324   厚生労働省医薬食品局   8─ 1023
No.325   厚生労働省医薬食品局   9─ 1132

No.326   厚生労働省医薬食品局   11─ 1380
No.327   厚生労働省医薬食品局   12─ 1487

後発医薬品品質情報
No.2   厚生労働省医薬食品局審査管理課   2─  250
No.3   厚生労働省医薬食品局審査管理課   8─ 1030

投稿規程
日病薬誌「論文」投稿規程，チェックリスト等
　1─124，3─364，7─908（平成27年 7 月 1 日改訂），
　8─1036，9─1148，10─1276，11─1388

後記
平成26年「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト   6─  789
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─123，2─255，3─363，4─479，5─607，6─791，
  7─907，8─1035，9─1147，10─1275，11─1387，
  12─1511
編集後記／事務局業務担当
  1─128，2─256，3─368，4─480，5─608，6─792，
  7─912，8─1040，9─1152，10─1280，11─1392，
  12─1512

ラジオNIKKEI
「病薬アワー」番組表   協賛／ MSD株式会社
  1─122，2─254，3─362，4─478，5─606，6─790，
  7─906，8─1034，9─1146，10─1274，11─1386
  12─1510

とじこみ
日病薬病院薬学認定薬剤師制度の実施について     S1-1
日病薬e-ラーニングのおすすめ     S1-2
第14回放射性医薬品取り扱いガイドライン講習会     S1-4
日本病院薬剤師連盟　平成27年度年会費納入のお願い
       S2-1
学術第 5 小委員会「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」に関するア
ンケート調査のお願い     S2-2

医薬品安全管理責任者が留意すべき点について     S2-3
第17回CRC養成フォローアップ研修会     S2-6
平成26年度日本病院薬剤師会薬剤師のための医療情報システ

ム入門講習会     S2-7
転勤等の異動にかかる届出ご提出のお願い     S3-1
日病薬「薬剤師賠償責任保険」の補償対象の一部拡大につい

て（周知）     S3-2
平成27年度日本病院薬剤師会新人研修のお知らせ
     生涯研修委員会  S4-1
子どもによる医薬品の誤飲防止啓発ポスターの配布について
     日本病院薬剤師会  S5-1
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薬剤師のための臨床研究セミナー 2015
     臨床研究推進委員会  S5-2
平成27年度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  S5-3
平成27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  S5-5
平成27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  S5-7
平成27年度「病院薬剤部門の現状調査」の実施について
       S6-1
平成27年度薬剤師のための医療情報システム入門講習会
       S6-2
臨床研究倫理審査申請受付の開始
     臨床研究倫理審査委員会  S7-1
日病薬病院薬学認定薬剤師制度に係る研修会認定単位等の運

用について   生涯研修委員会  S7-2
「日本病院薬剤師会雑誌」電子的公開に係る著作権処理につ

いて   編集委員会  S7-3
「日本病院薬剤師会雑誌」投稿規程等の改訂

     編集委員会  S7-4
第18回CRC養成研修会のお知らせ
     臨床研究推進委員会  S7-5
第37回日本病院薬剤師会実務研修会のお知らせ
     生涯研修委員会  S8-1
第19回治験事務局セミナー 2015
     臨床研究推進委員会  S8-3
平成27年度中小・精神・療養薬剤師実践セミナー（大阪）開

催のお知らせ   中小病院委員会  S9-1
平成27年度精神科病院委員会セミナーのお知らせ
     精神科病院委員会  S9-3
日本病院薬剤師会雑誌　電子ジャーナル無料閲覧サービス開

始   編集委員会  S9-5
日病薬「薬剤師賠償責任保険」の補償対象について  S10-1
日病薬「薬剤師賠償責任保険」加入のご案内     S10-2
医薬品安全管理責任者へのお願い     S11-1
会長候補，副会長候補，監事候補の選挙について     S11-3
役員候補の選挙に関する公示     S12-1
日病薬認定指導薬剤師の更新申請について     S12-9
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