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望まれる分担と連携のための他職種理解

ギーの現状
………………………………………森川

昭正

7− 811

がん患者の性と生殖…………………渡邊

知映

8− 955

フォーミュラリーの考え方とその必要性：新薬およびジェネ
リック・バイオシミラーの適正使用を推進するために
………………………………………青野

浩直他

炎症性腸疾患治療の最前線…………藤谷

幹浩

9−1113
10−1217

泰司他

言語聴覚士の業務と病院薬剤師との連携に

ついて………………………………内山

量史

12−1467

10−1223

集中治療患者における臓器系統別評価方法の習得
①総論：集中治療室において薬剤師に求められる能力
………………………………………細川

パーキンソン病診療ガイドライン2018について
………………………………………下

③言語聴覚士

康二他

11−1349

尚大

12−1471

直樹

1− 23

②臓器系統別評価1/5：鎮静鎮痛呼吸
………………………………………吉廣

特集
プレアボイド広場

人工知能の臨床応用−血液疾患−
弥穂他

2− 151

静脈栄養療法における薬学的ケアを考える

①地域包括ケアシステムの概要…賀登

浩章

5− 531

感染領域におけるプレアボイド報告「薬物治療効果の向上」

②病院薬剤師の取り組み…………仲井

培雄

5− 534

………………………………………小川

………………………………………阿部

地域包括ケアシステムと薬剤師

③薬局薬剤師の長崎市における取り組み
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（様式 3 ）を考える ………………佐村

優

3− 295

プレアボイド様式 3 「薬物治療効果の向上」症例につきまし

て……………………………………笠原

英城他

5− 544

入院時持参薬確認，初回面談を契機としたプレアボイド報告

薬剤取り違え防止に向けたシステム導入の効果
………………………………………高田

瞳他

3− 313

温志

7− 822

小児急性リンパ性白血病において同種造血幹細胞移植後の急

高齢者糖尿病における薬学的ケア…田尻優吏亜

9−1122

性GVHDに対し，ヒト間葉系幹細胞および経口ベクロメタ

について……………………………高野

ゾン製剤を併用し有効であった 1 症例
………………………………………永田

論文
院外処方せんにおける分割調剤指示の有用性〜分割調剤指示
………………………………………久保川直美他

1−

27

ICUを退室した患者に対するICU担当薬剤師の適切な薬物治
療への貢献…………………………安井

一正他

1−

33

アルツハイマー型認知症患者における認知症治療薬と向精神
………………………………………中村

友喜他

1−

41

人工膝関節置換術術後疼痛に対するNSAIDsと少量トラマドー
ル塩酸塩／アセトアミノフェン配合錠併用療法の有効性お
よび安全性 …………………………森﨑

崇文他

1−

47

フェブキソスタットとアザチオプリンの相互作用による汎血
球減少症の 1 症例…………………畑中由香子他

1−

53

整形外科病棟における薬剤師による薬学的介入実績とその医
療経済効果…………………………勝谷

和馬他

1−

57

国内の有害事象自発報告データベース（JADER）を用いた抗
啓介他

1−

63

へき地巡回診療における薬剤師のかかわりと医療経済効果の
推算…………………………………中川

武史他

1−

69

バーコード認証を用いた抗がん剤調製支援システムの時間的
敦他

2− 161

医師の診察に同席した薬剤師からの処方提案がレナリドミド
治療に与える影響…………………高栁

信子他

2− 167

散薬調剤ロボット（DimeRo）導入による使用調査および効
率的運用の検討……………………田畑

裕和他

2− 175

高齢者におけるSTOPP‑J，Beers，STOPP v2を用いた薬剤使
用状況の調査………………………西垣

和香他

2− 180

経口抗がん薬に対する薬剤師による診察前面談と電話相談の
評価…………………………………川地志緒里他

2− 185

メトホルミン投与例におけるヨード造影剤使用後の腎機能の
変化…………………………………杉原加寿子他

2− 191

切除不能直腸がんに対してFOLFOX4からmFOLFOX6へ変更
知子他

2− 197

プロトコルに基づく薬剤師による処方代行入力導入効果
………………………………………越智

良明他

3− 299

医師からの指示として「残薬調整」をプレ印字した処方せん
の医療経済効果……………………深津

一男他

4− 399

価と服薬管理方法との関連性の検討
直也他

4− 403

医薬品リスク管理計画における患者向けリスク最小化活動の
規定状況に関する調査研究………市江

敏和他

4− 409

ピッキングサポートシステムを監査時に利用することによる
調剤過誤防止対策の効果…………多賀小枝子他

4− 416

ICUから一般病棟転棟後にランソプラゾールによるcollagenous colitisの発症が疑われた 1 例
………………………………………武田

佳子他

4− 423

維持透析患者におけるシナカルセト投与が血清リン濃度に及
ぼす影響……………………………石田

翔他

4− 428

………………………………………松元

一明他

4− 433

院外処方せんへの検査値記載が疑義照会内容と地域の薬物療
法に及ぼす影響……………………野口

亜樹他

5− 547

集中治療センターにおける薬物療法への関与の特徴〜一般病
正也他

5− 553

血管造影室における抗がん剤曝露対策マニュアル導入に対す
る取り組み…………………………佐々木紀彰他

5− 561

切迫流・早産患者におけるリトドリン塩酸塩投与による掻痒
症発現の検討………………………日野光記枝他

5− 566

入院患者の薬剤自己管理のための基準判定チャートの作成と
その活用……………………………尾崎

正和他

5− 571

簡易懸濁法適応時に注入器具が崩壊懸濁・経管栄養チューブ
通過性に与える影響に関する検討
……………………………………村上

雅裕他

5− 577

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌を疑う感染症に対して多職
種連携を通じて感染制御チームの薬剤師が感染症治療およ
び感染対策に貢献できた 1 例……宮﨑

元康他

5− 582

PCSK9阻害薬が著効した家族性高コレステロール血症の 2 症

後高アンモニア血症を来した 1 例
………………………………………古田

………………………………………小林

ミニメンタルステート検査（MMSE）に基づいた認知機能評

棟との比較から〜…………………長水

コストおよび調製エラー回避に関する調査研究
………………………………………和田

4− 393

一包化調剤薬の鑑査業務における刻印錠と両面印字錠の比較

アレルギー薬の鎮静等の有害事象に関する解析
………………………………………能登

千紘他

抗がん薬汚染時におけるスピルキットの使用実態調査

………………………………………芦川

薬の適正使用に関する処方調査

4− 388

心臓血管センターにおける術前患者への休薬管理体制の構築
と評価………………………………神戸

による情報提供の解析と有用であった 1 症例〜

祐子他

祥央他

3− 307

例……………………………………山本

高範他

5− 589

患者自己調節硬膜外鎮痛法における薬剤師指導の効果
………………………………………平田

一耕他

5− 595

未熟児動脈管開存症へのインドメタシン投与が血糖値に与え
る影響とリスク因子に関する調査
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………………………………………大久保

翔他

6− 705

菌血症を呈した超高齢者に対するAntimicrobial Stewardship活動を通じた薬剤師の診療支援
………………………………………高田

啓介他

ゲフィチニブ投与非小細胞肺がん患者における
変異ごとの副作用調査……………今井

孝他

6− 709
遺伝子
6− 717

翔子他

6− 721

院内製剤L‑チロキシンナトリウム注射剤の使用状況調査を
晶一他

6− 729

実務実習における注射無菌調製手技修得のための視聴覚教材
活用効果の検討……………………金子

朋博他

6− 736

C型肝炎直接作用型抗ウイルス薬治療の受診期間に薬剤師の
介入が与えた影響…………………岸川

悦子他

6− 742

睡眠導入剤と転倒率の関係性〜再転倒患者に対するエスゾピ
クロンへの変更の有用性〜………加藤

豊範

6− 749

施設間情報連絡書を用いた情報共有の有用性に関する検討
………………………………………鈴木

亮平他

7− 825

費用効用分析による精神科病棟薬剤業務の薬剤経済学的有用
性評価………………………………村田

篤信他

7− 835

地域医療支援病院の薬剤師による保険薬局薬剤師を対象とし
昌宏他

7− 841

薬剤師の薬学的介入で発見されたスルファメトキサゾール・
トリメトプリムの内服後に生じたアマンタジン中毒の 1 例
………………………………………井出

直仁他

7− 847

病院薬剤師提案型の保険薬局薬剤師による訪問薬剤管理指導
導入の有効性………………………森川

剛他

7− 851

乳がん患者の好中球減少症治療におけるフィルグラスチムの
先行バイオ医薬品とバイオ後続品の有効性・安全性の評価
………………………………………伊勢崎竜也他

7− 857

ランソプラゾールによる脱毛の副作用を認めた 1 症例
………………………………………高橋

雄也他

8− 975

前立腺がんに対するドセタキセル療法後の顆粒球コロニー刺
激因子（G‑CSF）投与中に間質性肺炎を併発した 1 例
………………………………………佐道

紳一他

8− 979

レンバチニブの投与量別における副作用発現状況とrelative
直弥他

8− 983

ペランパネル使用による攻撃性の関連要因の検討
………………………………………益田

彩加他

8− 993

の作成とそれを用いた薬剤師外来の有用性について
豊己他

8− 997

FRAMを用いた電子カルテレジメンオーダシステムにおける
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文章他

9−1126

病棟専任薬剤師を中心とした注射用抗菌薬の用法用量適正化
に関する検討………………………今西嘉生里他

9−1131

る評価………………………………飛田

俊介他

10−1227

前投薬施行下におけるL‑アスパラギナーゼ過敏症の発現調
聡美他

10−1233

ラスブリカーゼ投与後の血清尿酸値測定検体における冷却保
存の必要性…………………………大坪

達弥他

10−1240

外来患者におけるジゴキシン血中濃度モニタリング実施率の
実態調査……………………………山田

智史他

10−1244

ベバシズマブ製剤の使用量請求がもたらす経済性の検討
………………………………………中村

暢彦他

10−1251

抗がん剤曝露対策の推進における費用増加対策と効果の評価
………………………………………上原

友美他

10−1258

病棟薬剤業務によるVCMの急性腎障害防止効果の検討
………………………………………川口

博資他

10−1264

がん化学療法によるB型肝炎再活性化早期発見に向けたプロ
トコルに基づく薬物治療管理の構築と評価
俊明他

10−1270

薬剤師の臨床推論によりステロイド誘発性意識障害が特定さ
れた 1 症例…………………………津曲

恭一他

10−1276

妊娠・授乳に関する薬剤情報提供におけるパンフレットの有
用性に関するアンケート調査研究
………………………………………糸川

知江他

11−1353

保険薬局薬剤師を対象としたアンケート調査に基づく抗微生
物薬耐性対策への啓発活動………尾田

一貴他

11−1359

婦人科がん患者におけるパクリタキセル過敏症発現の予防に
対するアプレピタント併用時のデキサメタゾン投与量の影
響……………………………………松井

頌明他

11−1365

外来患者を対象とした心臓病教室における病院薬剤師の取り
組みと評価…………………………中島亜梨沙他

11−1371

閉鎖式接続器具における段階的評価方法の構築
………………………………………税所

篤行他

11−1377

医薬品副作用データベースにおける情報抽出と解析の自動化
………………………………………地嵜

悠吾他

11−1384

点眼液の混合製剤による術前業務効率化と廃棄薬の削減

外来がん化学療法患者の症状把握を目的とした「治療日誌」
………………………………………福長

8−1006

を目的としたアプリケーションの開発

dose intensityへの影響に関する調査
………………………………………橋本

を与えるリスク因子………………北澤

………………………………………宮﨑

た中心静脈栄養無菌調製研修の確立とその評価
………………………………………安田

武生他

同種造血幹細胞移植時に発現する口腔粘膜炎の重症度に影響

査……………………………………江藤

基にした有効性・安全性の評価
………………………………………吉開

………………………………………畑

持効性抗精神病薬注射剤の注射時疼痛の視覚的評価尺度によ

院内副作用事例収集方法の改善に向けた取り組み
………………………………………天本

がん化学療法運用のリスク分析

………………………………………久保

靖憲他

11−1391

注射用抗がん薬バイアルの複数回使用に伴う無菌調製業務へ
の影響の評価………………………米村

雅人他

11−1396

シスプラチン投与患者における腎障害発生の実態調査と蓄尿
の必要性の評価……………………越川

一誠他

11−1403

地方中核病院における手術室専従薬剤師業務の取り組みとア
ンケート調査結果…………………日江井和英他

12−1475

有他

12−1483

院外処方せん付帯情報を用いた情報連携に関する患者の意識
調査…………………………………久保田康生他

12−1488

閉鎖式接続器具使用による抗がん薬曝露防止の有用性の評価
………………………………………堀

敦雄他

12−1493

「薬剤師外来」の薬剤師の介入によるポリファーマシー回避
への影響……………………………上野

良夫他

12−1499

抗がん薬点滴治療中の男性患者を対象とした排尿姿勢に関す
る実態調査…………………………高山

慎司他

12−1507

非小細胞肺がん患者におけるエルロチニブとワルファリン併
用によるPT‑INRの変動 …………大熊沙代子他

12−1513

唯一他

12−1519

アルブミン懸濁型パクリタキセルの投与量を考慮した新規製
剤規格の必要性の検討……………中井

將人他

12−1524

友亮他

12−1528

ベバシズマブ誘発性高血圧の適正管理に向けた薬剤師の取り
組み…………………………………二瓶

哲他

12−1532

楊太他

12−1538

イプラグリフロジン投与における肝機能検査値改善と体重減

………………………………………三澤

功史他

12−1543

真弓

1−

75

5− 604

………………………………………此松

晶子

5− 606

第24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
………………………………………中川

貴之

5− 608

第24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
………………………………………八島

秀明

5− 610

第20回CRC養成フォローアップ研修会を主催して
………………………………………鶴丸

雅子

6− 755

………………………………………小板橋秀正

6− 758

平成29年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を主催して
………………………………………佐村
………………………………………伴野

優

6− 760

一樹

6− 762

平成30年度日本病院薬剤師会新人研修を主催して
………………………………………田中

恒明

9−1137

………………………………………藤野永莉子

9−1139

臨床研究ベーシックセミナー 2018を主催して
剛

10−1282

臨床研究ベーシックセミナー 2018を受講して

………………………………………川田

敬

（基礎編・東京）を主催して …沖

まみ

10−1285

4− 441

10−1287

美子

10−1289

平成30年度中小病院薬剤師実践セミナーを主催して
………………………………………荒川

研修報告

洋充

平成30年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者等講習会
（基礎編・東京）を受講して …大谷

第52回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して

隆之

11−1409

平成30年度中小病院薬剤師実践セミナーを受講して

平成29年度がん薬物療法認定薬剤師，がん専門薬剤師海外派
遣事業報告
崇，田中

昭彦

平成30年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者等講習会

学会報告
World Congress of Pharmacy and Pharmaceautical Sciences

熊澤

5− 602

平成29年度医療情報システムアドバンス講習会を受講して

………………………………………吉岡

2017に参加して……………………河野

飛馬

平成29年度医療情報システムアドバンス講習会を主催して

………………………………………寺元

少および血糖低下の関連性の検討
………………………………………西村

………………………………………野草

平成30年度日本病院薬剤師会新人研修を受講して

薬剤耐性緑膿菌に関連する臨床的背景因子の検討
………………………………………山田

5− 601

平成29年度中小病院薬剤師実践セミナー（東京）を受講して

医薬品の適応外使用に関する実態調査
………………………………………黑﨑

泰明

第20回CRC養成フォローアップ研修会を受講して

輸液製剤調製時における重量鑑査支援システムの構築
………………………………………新本

………………………………………関谷

平成29年度医療情報システムビギナーズ講習会を受講して

レゴラフェニブにより薬剤性急性膵炎を発症した 1 例
………………………………………近藤

平成29年度医療情報システムビギナーズ講習会を主催して

………………………………………阿登大次郎

11−1411

平成30年度療養病床委員会セミナーを主催して
裕章，宮島

律子，村地

康

2− 203

第21回治験事務局セミナー 2017を主催して
………………………………………黒田

智

3− 318

第21回治験事務局セミナー 2017を受講して
………………………………………松井

………………………………………筒井

由佳

11−1413

平成30年度療養病床委員会セミナーを受講して

謙佳

3− 320

………………………………………南田

祐子

11−1415

第21回CRC養成研修会を主催して …渡邉

達也

12−1548

第21回CRC養成研修会を受講して …槇石

美聡

12−1551

平成29年度精神科病院委員会セミナーを主催して
………………………………………江角

悟

4− 444

平成29年度精神科病院委員会セミナーを受講して
………………………………………松井美由紀

新薬の紹介
抗ヘルペスウイルス剤

4− 446

アメナメビル（アメナリーフ®錠200

mg）……………マルホ株式会社

仲村

英樹

1− 78
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抗悪性腫瘍剤/ VEGF阻害剤

アフリベルセプト ベータ（遺

伝子組換え）製剤（ザルトラップ®点滴静注100/200 mg）
………………サノフィ株式会社
ヤヌスキナーゼ（JAK）阻害剤

田口

朋之

1−

80

………アストラゼネカ株式会社

岡崎

博志

6− 764

完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤

エタネルセ

プト（遺伝子組換え）［エタネルセプト後続1］（エタネル

バリシチニブ（オルミエン

セプトBS皮下注用10 mg「MA」 同皮下注用25 mg「MA」

ト 錠4mg，2mg）……………日本イーライリリー株式会社

同皮下注25 mgシリンジ0.5 mL「MA」同皮下注50 mgシリ

®

石井
PTCL治療薬：抗悪性腫瘍剤

泰子他

1−

83

プララトレキサート（ジフォ

®

ルタ 注射液20 mg）
布沢

裕一他

1−

86

ペマフィブラート錠（パルモディア錠®0.1

mg）…………興和創薬株式会社

山本

選択的DPP‑4阻害剤／ SGLT‑2阻害剤

拓真

2− 205

配合剤−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/カナグリフ
ロジン水和物配合錠（カナリア®配合錠）
…………田辺三菱製薬株式会社
抗悪性腫瘍剤

上田

恭子

10 mg） …セルジーン株式会社

佐野

未貴

2− 210

コレステロール吸収阻害剤/HMG‑CoA

還元酵素阻害剤エゼチミブ/アトルバスタチンカルシウム
水和物配合錠（アトーゼットTM 配合錠LD/HD）
元子

4− 448

アレルギー性疾患治療剤 ルパタジンフマル酸塩錠（ルパフィ
ン®錠10 mg）
田中

真司

4− 451

トキシンBヒトモノクローナル抗体 注

射用ベズロトクスマブ（遺伝子組換え）製剤（ジーンプラ
®

バ 点滴静注

7− 864

抗腫瘍性抗生物質結合抗CD22モノクローナ

製剤（ベスポンサ®点滴静注用1mg）
……………ファイザー株式会社
がん疼痛治療用注射剤

吉野

周太

7− 867

ヒドロモルフォン塩酸塩注（ナルベ

イン®注2mg，20 mg）
胆汁酸トランスポーター阻害剤

細川

貴史

7− 870

エロビキシバット水和物

（グーフィス®錠5mg）
………… EAファーマ株式会社

芦田

大輔

7− 872
®

抗精神病薬 ブレクスピプラゾール（レキサルティ 錠 1 mg，
2 mg）………大塚製薬株式会社

松尾

悟志

7− 875

デュピルマブ（遺伝子組換え）製

剤（デュピクセント®皮下注300 mgシリンジ）
………………サノフィ株式会社
抗インフルエンザウイルス剤

島崎

達也他

バロキサビル

8−1013

マルボキシル

（ゾフルーザ®錠10 mg・20 mg）

………………帝國製薬株式会社
抗

英昭

イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え）

アトピー性皮膚炎治療薬

…………………… MSD株式会社メディカルアフェアーズ
宍戸

ル抗体

森下

………………第一三共株式会社
2− 208

ロミデプシン（イストダックス®点滴静注用

脂質異常症治療薬

………………持田製薬株式会社
抗悪性腫瘍剤

……ムンディファーマ株式会社
高脂血症治療剤

ンジ1.0 mL「MA」同皮下注50 mgペン1.0 mL「MA」
）

……………塩野義製薬株式会社
経口抗真菌剤

小嶋

…………………… MSD株式会社メディカルアフェアーズ

9−1141

加物カプセル（ネイリン®カプセル100 mg）
………………佐藤製薬株式会社

625 mg）

悟史他

ホスラブコナゾール L‑リシンエタノール付

オキサゾリジノン系合成抗菌剤

青木

優人他

9−1144

テジゾリドリン酸エステル

4− 454

（シベクトロ®錠200 mg，シベクトロ®点滴静注用200 mg）

抗ウイルス化学療法剤 グレカプレビル水和物・ピブレンタス

…………………… MSD株式会社メディカルアフェアーズ

黒川

利徳

®

ビル配合剤（マヴィレット 配合錠）
………………アッヴィ合同会社

杉本

原田
義幸

4− 457

シルデナフィルクエン酸塩（レバチオ®錠20 mg，同懸濁用
松本

亜美

配合剤

4− 460

®

ザ 髄注12 mg）…………バイオジェン・ジャパン株式会社
遺伝子組換え単鎖血液凝固第Ⅷ因子製剤

一隆他

12−1553

シタグリプチンリン酸塩水和物/イプラグリフロ

…………………… MSD株式会社メディカルアフェアーズ

脊髄性筋委縮症治療剤 ヌシネルセンナトリウム（スピンラ
荻原

暁子

選択的DPP‑4阻害剤/選択的SGLT2阻害剤

ジン L‑プロリン配合錠（スージャヌ®配合錠）

ドライシロップ900 mg，同ODフィルム20 mg）
……………ファイザー株式会社

2型糖尿病治療剤

4− 462

ロノクトコグ ア

ルファ（遺伝子組換え）（JAN）（エイフスチラ®静注用250

岡山
抗サイトメガロウイルス化学療法剤

優子

12−1556

レテルモビル錠/点滴

静注 （プレバイミス®錠240 mg/点滴静注240 mg）
…………………… MSD株式会社メディカルアフェアーズ
小村

水脈

12−1558

並木

1− 89

智貴他

2− 213

/500/1000/1500/2000/2500/3000）
……… CSLベーリング株式会社

中村

純也他

5− 612

ヒト化抗IL‑5受容体αモノクローナル抗体製剤ベンラリズマ
ブ（遺伝子組み換え）製剤（ファセンラ®皮下注30 mgシ
リンジ）
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話題のくすり
テノホビルアラフェナミドフマル酸塩錠
………………………………………泉
フォロデシン塩酸塩…………………鈴木

………………………………………岩本

卓也

7− 802

ブデソニド……………………………中川

倫夫

3− 322

グアンファシン塩酸塩………………松﨑

秀夫

4− 465

ロミタピドメシル酸塩………………荒井

秀典

5− 615

………………………………………渡邉

雄貴

7− 845

ナルデメジントシル酸塩……………片上

信之

6− 767

保険適用アプリ………………………三輪

高市

8− 974

7− 878

IGRA …………………………………森田

真也

8−1015

ベズロトクスマブ……………………朝岡みなみ他
®

medication regimen complexity index（MRCI）

コムクロ シャンプー ………………梅澤

慶紀他

8−1016

バスケット試験・アンブレラ試験…菅原

英輝

9−1116

オラパリブ……………………………吉田

裕之

9−1147

NBC災害 ………………………………早川

智章

9−1146

サルコペニア…………………………中村

裕義

10−1263

バロキサビル マルボキシル−キャップ依存性エンドヌクレ

CAR‑T細胞（キメラ抗原受容体発現T細胞）療法

アーゼ阻害薬−……………………菅谷

憲夫

10−1291

デュピルマブ…………………………佐伯

秀久

11−1419

………………………………………安

武夫

10−1275

エロビキシバット……………………中島

淳

12−1560

カルシフィラキシス…………………大滝

康一

11−1376

ブロックバスター……………………中村

裕義

11−1390

シャペロン療法………………………室

高広

12−1474

Organ‑on‑a‑chip ……………………山本

雅人

12−1537

新刊紹介
健康食品サプリメント医薬品との相互作用事典2017▶2018
………………………………………望月

眞弓

1−

94
研究室紹介

〈薬ゼミファーマブック〉病院薬剤師業務推進実例集 5
−医療機能に合わせた病棟薬剤業務と薬物療法の最適化中
薬学の歴史

高度な薬学分野の専門知識を活かし医療に貢献できる人材の

孝男

1−

95

養成を目指す……………名古屋市立大学大学院薬学研究科

文人

2− 144

病院薬剤学分野医学研究科臨床薬剤学分野

小病院の実践事例を中心に−……折井
くすり・軟膏・毒物…土屋

木村

健康サポート薬局・かかりつけ薬剤師のための臨床判断ハン
ドブック……………………………石井伊都子

3− 289

………………………………………望月

眞弓

第7巻

医療薬学の実践的な研究を展開し未来の医療に貢献する

6− 748

研究科・薬学部実践薬学分野
中嶋

臨床薬学

幹郎

3− 324

臨床にこだわり疾病予防・薬物治療個別化の方法論を探究す

Ⅲ．チーム医療および地域の保健・医療・福祉への参画
10−1216

る………………………岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

薬剤師のための救急・集中治療領域標準テキス

疾患薬理制御科学分野

…………………………………………井関
改訂第 2 版

1− 96

……長崎大学生命医科学域（薬学系）大学院医歯薬学総合

抗菌薬サークル図データブック第 3 版
スタンダード薬学シリーズⅡ

和哲

ト……………………………………西澤

健
健司

………………………………………荒木
スタンダード薬学シリーズⅡ

隆一

第7巻

有吉

10−1216
11−1344

5− 618

を目指す………………立命館大学薬学部医療薬剤学研究室
桂

臨床薬学

Ⅱ．薬物療法の実践………………石井伊都子

範高

薬物体内動態の変動要因を解明し，個別化投与設計法の確立

薬をもっと使いこなすための添付文書の読み方・活かし方

11−1402

敏也

7− 882

臨床と基礎を直結した橋渡し研究循環，フル稼働中！
……熊本大学大学院生命科学研究部薬剤情報分析学分野／
熊本大学薬学部附属育薬フロンティアセンター

Do you know?
セルフメディケーション税制………中村

裕義

1−

94
95

入江

徹美他

9−1152

薬剤師の職能が拡大・進化する研究を行う，また学生にはこの

PAD（peripheral arterial disease）末梢動脈疾患

研究を通じて問題解決能力を身につけさせることを目指す

………………………………………安

武夫

1−

MTP阻害薬 …………………………大滝

康一

2− 165

腸内フローラ…………………………森田

真也

2− 216

non‑HDL‑C …………………………森田

真也

4− 408

量子コンピューター…………………三輪

高市

4− 453

病院紹介

舌下免疫療法…………………………大滝

康一

5− 536

薬剤師の職能を最大限に発揮できる薬剤部づくり「システム

乱用防止製剤…………………………中村

裕義

5− 588

活用で安全・安心・効率的な薬剤部」を目指して

ブルーブック…………………………武隈

洋

6− 716

…………………地方独立行政法人市立大津市民病院薬剤部

MID‑NET ……………………………嶋田

努

6− 735

transitional care（トランジショナル

ケア）

…………………………兵庫医療大学薬学部臨床薬学研究室
天野

中山

学

英夫

11−1422

2− 217

ひとりひとりの患者に寄り添い，決して諦めることのない医

Vol.54 No.12 2018 日本病院薬剤師会雑誌

1589

療の実践を目指す

№355 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

9−1154

………倉敷医療生活協同組合総合病院水島協同病院薬剤部

№356 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

10−1297

№357 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

11−1425

№358 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

12−1568

李

美淑

4− 469

急性期病院の薬剤師として地域医療への貢献を目指す
………………一般財団法人平成紫川会小倉記念病院薬剤部
入江

利行

6− 772
後発医薬品品質情報

チーム医療のなかの薬剤師業務
…………札幌禎心会病院薬剤部

重成

大介他

8−1021

救急から在宅医療まで，地域の方々の健康を応援します。
……………………………医療法人社団寿量会熊本機能病院
塩津

和則

10−1294

№9 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
………………………………………………………

3− 339

№10 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
………………………………………………………

9−1159

地域の脳・循環器疾患専門病院の薬剤師として医薬品の安全
投稿規定

管理と適正使用に貢献する！
…………………………地方独立行政法人秋田県立病院機構
秋田県立脳血管研究センター
後藤

敏晴

日病薬誌論文投稿規程
…………………………………… 1−100，7−892，9−1164

12−1565
後記
平成30年「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト…12−1591

医薬品・医療機器等安全性情報

日本病院薬剤師会編集および監修の刊行物等のご案内

№349 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

2− 220

№350 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

3− 327

№351 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

4− 471

№352 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

5− 621

№353 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

7− 885

1−104，2−232，3−344，4−480，5−632，6−776，7−896，

№354 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局

8−1024

8−1032，9−1168，10−1304，11−1440，12−1592

1−98，2−230，3−343，4−479，5−631，6−775，7−891，
8−1031，9−1163，10−1303，11−1439
編集後記／事務局業務担当
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