
年頭のごあいさつ
更なる飛翔を願って…………………木平　健治	 1－	 1
つながることが大事です……………森　　和彦	 1－	 7
年頭のご挨拶…………………………松本　　純	 1－	 8
年頭にあたって………………………藤井　基之	 1－	 9
年頭のごあいさつ……………………とかしきなおみ	 1－	 10
年頭のご挨拶…………………………逢坂　誠二	 1－	 11

巻頭言
卒後初期臨床研修の体制整備を考える	
………………………………………山田　清文	 2－	 105
激変する医療環境と病院薬剤師……北澤　英徳	 3－	 249
病棟薬剤師の存在価値………………前田　頼伸	 4－	 369
人の集まる病院薬剤師会を目指して	
………………………………………青山　芳文	 5－	 481
病院薬剤師の将来を考える…………桒原　　健	 6－	 609
薬剤師力を高めるリサーチマインド	
………………………………………松尾　裕彰	 7－	 745
医療の変革と地域医療に想う………清水　孝子	 8－	 905
愛媛県病院薬剤師会が目指すもの…田中　　守	 9－	1041
いま，中小規模の病院薬剤師がすべきこと	
………………………………………樋島　　学	 10－	1201
観光と医療……………………………中村　克徳	 11－	1313
病院薬剤師の未来を想う……………棗　　則明	 12－	1433

重要なお知らせ
第19回CRC養成フォローアップ研修会	
……………………………… 臨床研究推進委員会　　S1-1
平成29年度学術小委員会の新規募集について	
……会長　木平　健治／学術委員会　大森　　栄	 S3-1

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
遣事業公募……………………………………………… S3-2
日病薬ホームページ「会長への手紙」サイトの開設	
……………………………………… 広報・出版部　　S3-4
転勤等の異動にかかる届出ご提出のお願い	
……………………………………………… 総務課　　S3-4

江口記念がん優秀論文賞・活動賞の募集について…… S4-1
第52回ASHPミッドイヤー臨床薬学会議参加助成について	
…………………………………………………………… S5-1
平成29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　S5-2
日本病院薬剤師会主催薬剤師のための臨床研究セミナー

2017開催のお知らせ…………臨床研究推進委員会　　S5-3
平成29年度「病院薬剤部門の現状調査」の実施について	
……………………………………………… 総務部　　S6-1

「プレアボイド報告システム」一部変更のお知らせ	―「報告
者のユーザー登録」および「報告内容の書きかけ保存・
CSVダウンロード」機能の終了―	
…医薬情報委員会・プレアボイド報告評価小委員会	 S6-1

医薬品安全管理責任者へのお願い	
……………………………… 医療安全対策委員会　　S6-2

「地域包括ケアシステム・回復期における病院薬剤師の介入
効果に関する調査」の実施について	
…………………… 学術委員会学術第 4小委員会　　S6-4

平成29年度地域医療連携フォーラムのお知らせ	
………………………… 地域医療検討特別委員会　　S6-5

平成29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　　S6-7

第20回CRC養成研修会のお知らせ	
……………………………… 臨床研究推進委員会　　S7-1

平成30年度診療報酬改定に関する要望書の提出について	
………………………………… 日本病院薬剤師会　　S8-1

改訂薬学教育モデルコア・カリキュラムに準拠した病院実務
実習の評価について	
…………………………………… 薬学教育委員会　　S8-1

第39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　　S8-2

平成29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…………… 学術委員会　　S9-1，S11-7

平成29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　　S9-2

日病薬病院薬学認定薬剤師認定試験の試験日程について（お
知らせ）	…………………………………… 総務課　		S10-1

第21回治験事務局セミナー	2017	
……………………………… 臨床研究推進委員会　		S10-2

日病薬「薬剤師賠償責任保険」の補償対象について（周知）	
……………………………………………… 経理課　		S10-3

『薬剤師賠償責任保険』加入のご案内	…… 経理課　		S10-4
「地域包括ケアシステム・回復期における病院薬剤師の介入
効果に関する調査」へのご協力のお願い	
…………………… 学術委員会学術第 2小委員会　		S10-8

「カリウム製剤投与間違い撲滅キャンペーン」への取り組み
について…………………… 医療安全対策委員会　		S11-1

会長候補，副会長候補，監事候補の選挙について	

総　索　引
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…………………………………… 選挙管理委員会　　S11-2
日病薬病院薬学認定薬剤師の認定申請の受付期間について	
………………………… 生涯研修委員会　　S11-3，S12-11
日病薬認定指導薬剤師の更新申請について	
……………………………………………… 学術課　　S11-4

「個人情報保護法の改正に伴う薬剤師の医療情報の取り扱い
に関する調査・研究」アンケート調査のご協力のお願い	
…………………… 学術委員会学術第 3小委員会　　S11-6
平成29年度日本病院薬剤師会医療情報システムビギナーズ講
習会……………… 医療情報システム特別委員会　　S11-8

平成29年度日本病院薬剤師会医療情報システムアドバンス講
習会……………… 医療情報システム特別委員会　　S11-9
役員候補の選挙に関する公示…… 選挙管理委員会　　S12-1
日本病院薬剤師会ホームページ充実化にむけての会員の皆様
へのお願い………………………… 広報・出版部　　S12-9
第24回放射性医薬品取り扱いガイドライン講習会… S12-12
平成29年度中小病院薬剤師実践セミナーのお知らせ	
……………………………………中小病院委員会　　S12-13

活動報告
平成27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	
………………………………………笠原　英城	 2－	 109
医療機関における「人を対象とする医学系研究に関する倫理
指針」への対応状況と病院薬剤師の臨床研究への関与につ
いて〜第2報〜	
………………………………………近藤　直樹他	 4－	 375
プレアボイド未然回避報告の変遷と傾向	
－薬学的ケアを中心に－	
………………………小林　道也・笠原　英城	 6－	 621
平成28年度「病院薬剤部門の現状調査」集計結果報告	
……………………………………………総務部	 7－	 751
平成28年度学術委員会学術小委員会報告	
ポリファーマシー対策にかかる薬剤師の関与並びに有用性
の調査・研究…学術委員会学術第 1小委員会	 9－	1048

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（最終報告）	
…………………学術委員会学術第 2小委員会	 9－	1053

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（最終報告）	
…………………学術委員会学術第 3小委員会	 9－	1061

地域包括ケアシステムにおける回復期での薬物療法への病院
薬剤師の関与並びに有用性の調査研究	
…………………学術委員会学術第 4小委員会	 9－	1066

日病薬のうごき
ラジオNIKKEI「病薬アワー」放送終了にあたって	
会長　木平　健治／広報・出版部長　武田　泰生	 2－	 113

受賞報告
第 5回江口記念がん優秀論文賞を受賞して	
………………………………………鈴木　賢一	 10－	1213

第 5 回江口記念がん優秀論文賞を受賞して	
………………………………………辻井　聡容	 10－	1215

日病薬だより
平成28年度第 4回理事会議事録………………………	 2－	 115
平成28年度第 5回理事会開催…………………………	 2－	 139
平成28年度第 5回理事会議事録………………………	 4－	 380
平成28年度第 6回理事会開催…………………………	 4－	 381
平成28年度第 6回理事会議事録………………………	 6－	 629
平成29年度第 1回理事会開催…………………………	 6－	 631
平成29年度第 1回理事会議事録………………………	 8－	 912
平成29年度第 2回理事会開催…………………………	 8－	 913
平成29年度第 2回理事会議事録………………………	12－	1451
平成29年度第 3回理事会開催…………………………	12－	1452
平成28年度地方連絡協議会議事録……………………	 2－	 116
第54回臨時総会議事録…………………………………	 5－	 495
第55回通常総会議事録…………………………………	 9－	1069
平成29年度事業計画……………………………………	 5－	 489
平成29年度予算…………………………………………	 5－	 491
平成28年度事業報告……………………………………	 8－	 924
平成28年度決算報告……………………………………	 8－	 936
薬剤師における副作用等報告制度等の認識に関するアンケー
ト調査へのご協力のお願い…………………2－141，3－267

部・委員会等報告／会務日誌／行事予定	
1－13，2－140，3－257，4－381，5－494，6－631，	
7－819，8－914，9－1069，10－1217，11－1325，12－1453

ブロックのページ
第38回日本病院薬剤師会近畿学術大会………………	 1－	 14
日本病院薬剤師会東北ブロック第 7回学術大会　第72回医薬
品相互作用研究会シンポジウム合同開催…………	 4－	 391

日本病院薬剤師会関東ブロック第47回学術大会予告（1）	
…………………………………………………………	 4－	 392

日本病院薬剤師会関東ブロック第47回学術大会予告（2）	
…………………………………………………………	 7－	 820

第56回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会中国四
国支部学術大会開催のご案内………………………	 7－	 821

近畿薬剤師合同学術大会2018予告【1】（第39回日本病院薬剤
師会近畿学術大会・第20回近畿薬剤師学術大会）	 	 9－	1090

近畿薬剤師合同学術大会2018予告【2】（第39回日本病院薬剤
師会近畿学術大会・第20回近畿薬剤師学術大会）	 11－	1328

各病薬だより
茨城県病院薬剤師会「こども調剤体験コーナー 2016」を開
催して………………………………新井　克明　　	 3－	 267

第18回福岡県病院薬剤師会周産期医療薬物療法研修会	
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…………………………………………………………	 6－	 674
第19回福岡県病院薬剤師会周産期医療薬物療法研修会	
…………………………………………………………	10－	1217
富山県病院薬剤師会第68回通常総会を開催	
………………………………………篠田　健一　　	 8－	 946

お知らせ
感謝状贈呈・名誉会員の委嘱…………………4－379，7－819
「周術期患者の薬学的管理と手術室における薬剤師業務の標
準化を目的とした根拠に基づいた業務チェックリスト」に
関するパブリックコメント募集について	
………………………………学術第 3小委員会　　	 4－	 402

平成29年度病院診療所薬剤師研修会のお知らせ	
5－513，6－650，7－823，8－951，9－1092，10－1252
一般社団法人日本病院薬剤師会平成28年度各部門専門薬剤師	
認定者一覧……………………………………………	 5－	 573
第 5 回江口記念がん優秀論文賞・活動賞受賞者……		7－	 822
平成29年度学術奨励賞受賞者………………………… 7－		822
一般社団法人日本病院薬剤師会	平成29年度がん薬物療法認	
定薬剤師，がん専門薬剤師	海外派遣事業助成者…	7－		835
平成29年度日本病院薬剤師会賞・病院薬学賞並びに功労賞	
…………………………………………………………	8－		948
平成29年度都道府県病院薬剤師会新会長……………12－1476
平成29年度地区新会長…………………………………12－1476
平成29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………………学術委員会　　　10－1266

【告知板】掲載料について	………………………………学術課	
1－27，2－154，3－271，4－422，6－664，8－966，	
9－1182，11－1400，12－1478
クローズアップ認定・専門薬剤師パンフレット改訂のお知ら
せ…………………………………………………広報・出版部	
7－		821
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	
1－16，2－206，3－327，6－731，8－992，9－1148，	
10－1214，11－1413，12－1516
JSHPメールニュースへ是非ご登録下さい!!……広報・出版部	
1－16，2－180，3－350，5－568，6－659，7－875，	
8－974，9－1065，10－1265，11－1342，12－1526
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	
4－394，5－525
ホームページを飾る写真募集中…………………広報・出版部	
2－206，3－314，6－686，8－1002，9－1178
日本病院薬剤師会雑誌「論文」投稿数・掲載数および採択率	
（平成14	〜	28年度）	………………………………編集委員会	
6－654
論文投稿のご案内……………………………………編集委員会	
1－66，2－175，3－308，4－427，6－713，7－862，	

8－980，9－1167，10－1239，11－1381，12－1497
「ブロックのページ」「各病薬だより」記事募集…編集委員会	
2－154，3－282，6－724，8－935，12－1504

日病薬会員の会員番号照会について……………………総務課	
1－13，2－196，4－454，6－697，8－955，9－1089，	
11－1336，12－1511

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	
1－13，2－217，3－289，6－717，7－843，8－955，	
9－1060，10－1298，11－1336，12－1483

新規入会・変更・退会の手続きについて………………総務課	
1－95，3－350，4－410，6－697，8－997，9－1185，	
10－1230，11－1395，12－1490

「薬剤師賠償責任保険」加入のおすすめ	………………経理課	
1－15，3－269，6－660，8－986，9－1091

日病薬「薬剤師賠償責任保険」加入者情報確認についてのお
願い………………………………………………………経理課	
9－1108，11－1339

日病薬「薬剤師賠償責任保険」満期のお知らせ………経理課
10－1230，11－1339，12－1476

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	
1－17，2－142，3－270，4－393，5－514，6－651，	
7－824，8－952，9－1093，10－1218，11－1325，12－1477

告知板
日本薬学会第137年会（仙台）「復興と発展，薬学の未来へ」	
…………………………………………………………	 1－	 19

昭和大学薬学部生涯研修プログラム	
………………1－21，5－517，7－827，9－1104，11－1329

薬学共用試験センター設立10周年記念シンポジウム	
…………………………………………………………	 5－	 517

第27回日本医療薬学会年会予告（1）…………………	1－	 22
第27回日本医療薬学会年会予告（2）…………………	2－	 145
第27回日本医療薬学会年会予告（3）…………………	3－	 272
第27回日本医療薬学会年会予告（4）…………………	4－	 455
第27回日本医療薬学会年会予告（5）…………………	5－	 591
第27回日本医療薬学会年会予告（6）…………………	6－	 735
第27回日本医療薬学会年会予告（7）…………………	7－	 828
第27回日本医療薬学会年会予告（8）…………………	8－	 958
第27回日本医療薬学会年会予告（9）…………………	9－	1120
第27回日本医療薬学会年会予告（10）……………	…10－	1221
一般社団法人日本医療薬学会　第65回医療薬学公開シンポジ
ウム………………………………………………………	 8－	 956
一般社団法人日本医療薬学会　第66回医療薬学公開シンポジ
ウム………………………………………………………	 8－	 957
一般社団法人日本医療薬学会　第67回医療薬学公開シンポジ
ウム…………………………………………10－1222，11－1330
一般社団法人日本医療薬学会　第68回医療薬学公開シンポジ
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ウム…………………………………………10－1222，11－1331
日本薬剤師研修センターだより……………… 1－20，2－144

総説
医療ビッグデータと薬剤疫学………川上　浩司	 1－	 23
再生医療等製品………………………大倉　華雪他	 2－	 147
ポリファーマシーに関連する問題と，STOPP	criteriaを活用
した高齢者に対する不適切処方のスクリーニング	
………………………………………木村　丈司他	 3－	 273

「高額医薬品と医療経済」臨床データベースを活用した免疫
チェックポイント阻害薬の実態把握に向けた展望	
………………………………………高橋　　新他	 4－	 395
免疫チェックポイント阻害剤に対する副作用マネジメント	
………………………………………永井　宏樹	 5－	 518
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徐脈および完全房室ブロックが疑われた症例	
………………………………………白石　貴寿他	 11－	1401

簡易懸濁法における腸溶性顆粒のデュロキセチン塩酸塩カプ
セル単剤および塩基性薬剤同時懸濁時の安定性の評価	
………………………………………石山　智絵他	 12－	1485

医薬品リスク管理計画（risk	management	plan：RMP）に
関する病院薬剤師の理解度の要因分析	
………………………………………近藤　智子他	 12－	1491

糖尿病外来患者に対する薬剤師介入の有用性	
………………………………………丹代　恭太他	 12－	1499

新規閉鎖式接続器具「ネオシールド」を用いた抗がん剤飛散
防止についての有用性評価………仲里泰太郎他	 12－	1505
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学会報告
World	Congress	of	Pharmacy	and	Pharmaceutical	Sciences	
2016に参加して……………………渡邊　裕之	 1－	 79
2016年（第51回）ASHPミッドイヤー臨床薬学会議に参加して	
………………………………………木村　丈司	 3－	 315

研修報告
平成28年度医薬品安全管理責任者等講習会（基礎編）を開催
して…………………………………土屋　文人	 1－	 83
平成28年度医薬品安全管理責任者等講習会（基礎編）を受講
して…………………………………髙野　秀仁	 1－	 85
平成28年度薬剤師実践セミナー（大阪）を主催して	
………………………………………渡邉　　学	 1－	 87
平成28年度薬剤師実践セミナー（大阪）を受講して	
………………………………………酒向　　幸	 1－	 89
再生医療等製品CRC研修会を主催して	
………………………………………老本名津子	 2－	 207
再生医療等製品CRC研修会を受講して	
………………………………………大月　　遊	 2－	 209
第20回治験事務局セミナー 2016を主催して	
………………………………………酒井　隆浩	 2－	 211
第20回治験事務局セミナー 2016を受講して	
………………………………………山田　正紀	 2－	 213
平成28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
	 池見　泰明，此松　晶子，篠原　　旭，野田　哲史	2－	215
平成28年度精神科病院委員会セミナーを主催して	
………………………………………江角　　悟	 3－	 319
平成28年度精神科病院委員会セミナーを受講して	
………………………………………中山　繁樹	 3－	 321
平成28年度医薬品安全管理責任者等講習会（福岡）を主催し
て……………………………………古川　裕之	 3－	 323
平成28年度医薬品安全管理責任者等講習会（福岡）を受講し
て……………………………………山本康次郎	 3－	 326
医療機器CRC研修会を主催して	……鶴丸　雅子	 3－	 329
医療機器CRC研修会を受講して	……常田　愛子	 3－	 332
平成28年度医療情報システムビギナーズ講習会を主催して	
………………………………………木下　元一	 5－	 567
平成28年度医療情報システムビギナーズ講習会を受講して	
………………………………………古賀　裕基	 5－	 569
第21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－	 571
第21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	
………………………………………松久　哲章	 5－	 574
平成28年度医療情報システムアドバンス講習会（大阪）を主
催して………………………………岡橋　孝侍	 5－	 576
平成28年度医療情報システムアドバンス講習会（大阪）を受
講して………………………………鵜飼　和宏	 5－	 578
第19回CRC養成フォローアップ研修会を主催して	

………………………………………石塚　良子	 6－	 718
第19回CRC養成フォローアップ研修会を受講して	
………………………………………福重　友理	 6－	 720

国立大学附属病院海外実務研修に参加して	
………………………………………内藤　隆文	 7－	 876

平成29年度日本病院薬剤師会新人研修を主催して	
………………………………………神林　泰行	 8－	1009

平成29年度日本病院薬剤師会新人研修を受講して	
………………………………………西村　友里	 8－	1011

薬剤師のための臨床研究セミナー 2017を主催して	
………………………………………寺元　　剛	 10－	1267

薬剤師のための臨床研究セミナー 2017を受講して	
………………………………………小室　雅人	 10－	1268

平成29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・大阪）を主催して	……渡邉　幸子	 10－	1271
平成29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・大阪）を受講して	……田村　曉識	 10－	1273
平成29年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者等講習会
（東京1）を主催して………………池田　和之	 10－	1276
平成29年度日本病院薬剤師会医薬品安全管理責任者等講習会
（東京1）を受講して………………松村　昌俊	 10－	1278
平成29年度地域医療連携フォーラムを主催して	
………………………………………濱浦　睦雄	 11－	1405

平成29年度地域医療連携フォーラムを受講して	
………………………………………徳村　博子	 11－	1407

平成29年度療養病床委員会セミナーを主催して	
………………………………………有木　寛子	 11－	1409

平成29年度療養病床委員会セミナーを受講して	
………………………………………栗原　康治	 11－	1412

第20回CRC養成研修会を主催して	…酒井　隆浩	 12－	1512
第20回CRC養成研修会を受講して	…藤井　健司	 12－	1515
第39回実務研修会を主催して………下堂薗権洋	 12－	1517
第39回実務研修会を受講して………中山　哲雄	 12－	1520

新薬の紹介
選択的プロスタサイクリン受容体（IP受容体）作動薬セレキ
シパグ錠（ウプトラビⓇ錠	0.2	mg，0.4	mg）	
………………日本新薬株式会社　玉田あゆみ　　 2－ 219

持続性ソマトスタチンアナログ　マイクロスフェア型徐放性
製剤パシレオチドパモ酸塩徐放性製剤（シグニフォーⓇ

LARⓇ筋注用キット20	mg	/	40	mg	/	60	mg）	
………………………………ノバルティスファーマ株式会社	
　　　　　　　　　　　　　　　村上　真美　　 2－	 222

緑内障・高眼圧症治療剤　カルテオロール塩酸塩/ラタノプ
ロスト配合点眼液（ミケルナⓇ配合点眼液）	
………………大塚製薬株式会社　菊地　　覚　　 3－	 334

抗血小板剤／ P2Y12受容体拮抗薬　チカグレロル（ブリリン
タⓇ錠	60	mg・90	mg）	
………アストラゼネカ株式会社　髙田　知江　　 3－	 336
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持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤　デスロ
ラタジン錠（デザレックスⓇ錠	5	mg）	
………………杏林製薬株式会社　大野　啓太	 3－	 338
抗精神病薬　アリピプラゾール，（エビリファイⓇ錠	1	mg）	
………………大塚製薬株式会社　田鳥　祥宏	 3－	 340
抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼインヒビター　ポナチニブ
塩酸塩（アイクルシグⓇ錠	15	mg）	
………………大塚製薬株式会社　吉田　孝寛	 3－	 342
抗悪性腫瘍剤　ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗体　ペ
ムブロリズマブ（遺伝子組換え）（キイトルーダⓇ点滴静
注	20	mg	/	100	mg）	
………………… MSD株式会社　大槻　恵子　　	 3－	 344
ダビガトラン特異的中和剤　イダルシズマブ（遺伝子組換え）
（プリズバインドⓇ静注液	2.5	g）
	 …………………日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	
　　　　　　　　　　　　　　　中山　大輔他	 3－	 346
C型肝炎治療薬：抗ウイルス剤　エルバスビル（エレルサⓇ

錠50	mg）・グラゾプレビル水和物（グラジナⓇ錠50	mg）	
……………………MSD株式会社　宮迫　　功	 4－	 456
遺伝子組換え血液凝固第IX因子アルブミン融合タンパク質製
剤アルブトレペノナコグ	アルファ（遺伝子組換え）（JAN）
（イデルビオンⓇ静注用250/500/1000/2000）	 	
………	CSLベーリング株式会社　中村　純也他	 4－	 458
クローン病治療剤　ゼンタコートⓇカプセル3	mg（ブデソニ
ド腸溶性顆粒充填カプセル）	
………ゼリア新薬工業株式会社　鈴木　千明	 4－	 460
高脂血症治療剤　ロミタピドメシル酸塩（ジャクスタピッドⓇ

カプセル5	mg・10	mg・20	mg）	
………………… AEGERION	PHARMACEUTICALS株式会社
	 　　　　　　　　　　　　　　　山浦　　広	 4－	 462
抗悪性腫瘍剤（ヒト化抗ヒトSLAMF7モノクローナル抗体）
エロツズマブ（遺伝子組換え）製剤（エムプリシティⓇ点
滴静注用300	mg	/	400	mg）	
……………………………ブリストル・マイヤーズ株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　三好　昌史	 4－	 464
2 型糖尿病治療剤　アログリプチン安息香酸塩/メトホルミ
ン塩酸塩配合錠（イニシンクⓇ配合錠）	
…………武田薬品工業株式会社　林　美貴子	 4－	 466
骨粗鬆症治療剤　ゾレドロン酸水和物注射液（リクラストⓇ

点滴静注液5	mg）	
………旭化成ファーマ株式会社　黒田　龍彦他　　	4－	469
胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー /持続性Ca拮抗薬/利
尿薬合剤ミカトリオⓇ配合錠（テルミサルタン/アムロジピ
ンベシル酸塩/ヒドロクロロチアジド配合錠）	
…………………日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社	
　　　　　　　　　　　　　　　西村誠一郎他	 4－	 472
難吸収性リファマイシン系抗菌薬　リファキシミン（リフキ
シマⓇ錠200	mg）	
……………あすか製薬株式会社　佐藤　郁也	 4－	 477

潰瘍性大腸炎治療剤　メサラジン（リアルダⓇ錠1200mg）	
………………持田製薬株式会社　竹田　光宏	 5－	 580

抗ウイルス化学療法剤　テノホビル	アラフェナミドフマル
酸塩錠（ベムリディⓇ錠25	mg）	
……………………………ギリアド・サイエンシズ株式会社	
　　　　　　　　　　　　　　　藤山　直人	 6－	 722

多発性硬化症治療剤　フマル酸ジメチル（テクフィデラⓇカ
プセル120	mg，240	mg）	
……………………………バイオジェン・ジャパン株式会社	
　　　　　　　　　　　　　　　鬼塚　康弘他	 7－	 878

子宮内膜症に伴う疼痛・月経困難症治療剤　ドロスピレノン・
エチニルエストラジオール錠（ヤーズフレックス™配合錠）	
…………バイエル薬品株式会社　山本　茂朋	 7－	 881

抗ウイルス化学療法剤　エムトリシタビン/テノホビル	アラ
フェナミドフマル酸塩配合錠（デシコビⓇ配合錠LT，HT）	
………………鳥居薬品株式会社　岡田　　望	 7－	 884

抗ウイルス化学療法剤　ダルナビル	エタノール付加物/コビ
シスタット配合錠（プレジコビックスⓇ配合錠）	 	
……ヤンセンファーマ株式会社　長谷川孝一	 7－	 886

PDE4阻害剤　アプレミラスト（オテズラⓇ錠10	mg,	20	mg,	
30	mg）…	セルジーン株式会社　藤井　　裕	 8－	1013

注意欠陥/多動性障害治療剤　グアンファシン塩酸塩徐放錠
（インチュニブⓇ錠1	mg,	3	mg）	
……………塩野義製薬株式会社　瀬月内健一	 9－	1168

経口末梢性μオピオイド受容体拮抗薬　ナルデメジントシル
酸塩（スインプロイクⓇ錠0.2	mg）	
……………塩野義製薬株式会社　林　　伸治	 9－	1170

持続性がん疼痛治療剤ヒドロモルフォン塩酸塩徐放錠（ナル
サスⓇ錠2mg, 6mg,	12	mg,	24	mg）	
………………第一三共株式会社　細川　貴史	 9－	1172

血漿分画製剤（静注用人プロトロンビン複合体製剤）乾燥濃
縮人プロトロンビン複合体（生物学的製剤基準）（ケイセ
ントラⓇ静注用500/1000）	
………	CSLベーリング株式会社　鈴木真由美他	 9－	1174

抗悪性腫瘍剤（プロテアソーム阻害剤）イキサゾミブクエン
酸エステルカプセル（ニンラーロⓇカプセル2.3	mg・3	mg・
4	mg）…武田薬品工業株式会社　町田美智子他	 9－	1176

がん疼痛治療剤　ヒドロモルフォン塩酸塩錠（ナルラピドⓇ

錠	1	mg,	2	mg,	4	mg）	
………………第一三共株式会社　細川　貴史	 10－	1280

外用頭部乾癬治療剤/外用合成副腎皮質ホルモン剤　クロベ
タゾールプロピオン酸エステル（コムクロⓇシャンプー0.05
％）……………マルホ株式会社　岸田　百世	 10－	1282

クローン病治療剤（ヒト型抗ヒトIL-12/23p40モノクローナ
ル抗体製剤）：適応追加　ウステキヌマブ（遺伝子組換え）
製剤（ステラーラⓇ皮下注45	mgシリンジ・点滴静注130	mg）	
……ヤンセンファーマ株式会社　川村　志穂	 10－	1284

PTCL治療薬　抗悪性腫瘍剤/PNP阻害剤　フォロデシン塩酸
塩（ムンデシンⓇカプセル100	mg）	
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……ムンディファーマ株式会社　布沢　裕一他	 10－	1286
CXCR4ケモカイン受容体拮抗剤　プレリキサホル（モゾビルⓇ

皮下注24	mg）	
………………サノフィ株式会社　田口　朋之	 10－	1288
潰瘍性大腸炎治療剤（適応追加）　ゴリムマブ　（シンポニーⓇ

皮下注50	mgシリンジ）	
…………田辺三菱製薬株式会社　磯野　有里	 10－	1290

話題のくすり
エボロクマブ…………………………小倉　正恒	 1－	 91
メポリズマブ…………………………大田　　健	 2－	 224
ペランパネル水和物…………………兼子　　直他	 3－	 351
イピリムマブ：悪性黒色腫に対する有効性	
………………………………………藤村　　卓	 4－	 480
カルフィルゾミブ……………………今井　陽一	 5－	 583
セレキシパグ…………………………古川明日香他	 6－	 725
メタコリン塩化物……………………大田　　進	 7－	 889
ラコサミド……………………………兼本　浩祐	 8－	1016
クリサンタスパーゼ…………………板橋　寿和他	 9－	1179
リナクロチド…………………………中島　　淳	 10－	1293
イキサゾミブ　－有効性，安全性，利便性および継続性を考
慮した初の経口プロテアソーム阻害剤－	
………………………………………鈴木　憲史	 11－	1415
アプレミラスト………………………飯塚　　一	 12－	1523

新刊紹介
がん治療の疑問をメーリングリストで解決した件。	
………………………………………大野　能之	 1－	 81
薬の影響を考える臨床検査値ハンドブック第 3版	
………………………………………木村　利美	 9－	1100

Do you know?
STROBE声明	…………………………室　　高広	 1－	 82
ホーソン効果…………………………大野　能之	 1－	 82
ニーマン・ピック病…………………森田　真也	 2－	 160
DOAC	…………………………………中村　裕義	 2－	 191
事業継続計画（business	continuity	plan：BCP）	
………………………………………村井ユリ子	 3－	 355
onco-nephrology	……………………大野　能之	 3－	 355
JADER	…………………………………村井ユリ子	 4－	 468
REIC……………………………………牛尾聡一郎	 4－	 471
Choosing	Wisely	 ……………………矢野　良一	 5－	 566
術中虹彩緊張低下症候群	
（intraoperative	floppy	irissyndrome：IFIS）	
………………………………………大滝　康一	 5－	 582
BiTE（bispecific	T	cell	engager）抗体	
………………………………………安　　武夫	 6－	 692
電子版お薬手帳………………………佐伯　康弘	 6－	 707
健康サポート薬局……………………山本　雅人	 7－	 869

リピッドレスキュー™	………………大滝　康一	 7－	 883
プレシジョン・メディシン…………菅原　英輝	 8－	1020
ゲノム編集……………………………森田　真也	 8－	1020
持続低効率血液透析	
（sustained	low-efficiency	dialysis：SLED）	
………………………………………土岐　浩介	 9－	1136

Fanconi（ファンコニー）症候群	…大滝　康一	 9－	1136
CGA7	 …………………………………室　　高広	 10－	1275
新オレンジプラン……………………三輪　高市	 10－	1292
IPE（interprofessional	education）多職種連携教育	
………………………………………村井ユリ子	 11－	1419

抗スクレロスチン抗体………………中村　裕義	 11－	1419
AKIバイオマーカー　尿中NGAL	 …山本　雅人	 12－	1527
ハインリッヒの法則…………………土岐　浩介	 12－	1527

研究室紹介
調剤現場で発生する問題点を薬剤学的に検証する	
……………帝京平成大学薬学部　山本　佳久	 1－	 96

地域に開かれた薬学部を目指して	
……………………いわき明星大学薬学部臨床薬学教育部門

　　　　　　　　　　　　　　　　村田　　亮	 3－	 356
医療の現場での問題点を解決する研究と多職種連携の医療の
推進を目指す	
…………………………金城学院大学薬学部薬学科医療薬学

	 　　　　　　　　　　　　　　　網岡　克雄	 5－	 588
研究マインドをもち続ける臨床薬剤師の育成	
………………………………福岡大学薬学部実務薬剤学教室

　　　　　　　　　　　　　　　　緒方憲太郎	 7－	 892
「患者のために」〜研究での経験を通じて薬学関連分野で活
躍する人材の輩出を目指して〜	
富山大学大学院医学薬学研究部（薬学）・薬物治療学研究室	
　　　　　　　　　　　　　　　新田　淳美	 9－	1183

薬物動態と薬物間相互作用の個人差要因を科学する
………………………慶應義塾大学薬学部臨床薬物動態学講座
　　　　　　　　　　　　　　　　大谷　壽一	 11－	1420

病院紹介
地域に根差した病院を目指して	
………………市立函館病院薬局　小田桐正彦　　	 2－	 228

チーム医療のなかで薬剤師が果たすべき役割	
………独立行政法人国立病院機構仙台医療センター薬剤部

　　　　　　　　　　　　　　　　小山田光孝　　	 4－	 484
医薬品安全管理に真摯に取り組む!!	
…東京女子医科大学病院薬剤部　深谷　　寛他	 	 6－	 732

医療の質の向上，医療安全の確保を目指したチーム医療の推
進に向けて

　…………釧路赤十字病院薬剤部　千田　泰健　　	 8－	1021
地域医療の拠点として，先進医療と薬・薬連携を推進する	
………三重大学医学部附属病院　岩本　卓也他	 	10－	1299

1548



医療の安心と信頼を支える医薬品適正使用の実践を目指し
て！…………………………福井大学医学部附属病院薬剤部	
　　　　　　　　　　　　　　　後藤　伸之　　	12－	1528

医薬品・医療機器等安全性情報
№339	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	 2－	 230
№340	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	 3－	 359
№341	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	 4－	 487
№342	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	 5－	 592
№343	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	 6－	 736
№344	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	 8－	1024
№345	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	 9－	1186
№346	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	10－	1302
№347	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	11－	1422
№348	 ……………厚生労働省医薬・生活衛生局　　	12－	1531

後発医薬品品質情報
№7	厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課	
…………………………………………………………	 2－	 243
№8	 厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課	
…………………………………………………………	 7－	 895

投稿規程
日病薬誌論文投稿規程	
………………………………………1－98，7－899，8－1035

後記
平成29年「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト…	12－1551
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―247，3―367，4―495，5―607，6―743，7―903，
8―1039，9―1199，10―1311，11―1430，12―1549

編集後記／事務局業務担当	
1－104，2―248，3―368，4―496，5―608，6―744，7―904，
8―1040，9―1200，10―1312，11―1432，12―1552

綴じ込み
医薬品安全管理責任者へのお願い	
……………医療安全対策委員会委員長　土屋　文人　10
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発行年月 刊　行　物　名 定価（円） 出　版　社

’87.２〜’99.１ 漢方製剤の知識（Ⅳ），（Ⅵ）〜（Xi） （各）3,200 薬 事 新 報 社

’97.１ 実例　薬剤管理指導業務 －医薬品の適正使用に向けて－ 2,800 じ ほ う

’97.６ 重大な副作用回避のための服薬指導情報集　１ 2,800 じ ほ う

’98.４ 重大な副作用回避のための服薬指導情報集　２ 2,800 じ ほ う

’98.９ 改訂　解説　薬剤管理指導業務 －その考え方とあり方－ 2,600 じ ほ う

’99.９ 重大な副作用回避のための服薬指導情報集　３ 2,800 じ ほ う

’00. 12 注射薬写真集　CD‒ROM　2001　－医薬品過誤防止のための－ 5,000 じ ほ う
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発行年月 刊　行　物　名 定価（円） 出　版　社

’01. ７ 重大な副作用回避のための服薬指導情報集　４ 3,600 じ ほ う

’02.７ 病診薬局ハンドブック　第５版 2,300 じ ほ う

’03.３ プレアボイド　－薬学的患者ケアの実践とその成果－１ （会員価格）2,520 じ ほ う

’03. 11 療養病床薬剤業務ハンドブック 2,600 医 歯 薬 出 版

’04.１ 疾患別薬剤管理指導ハンドブック 3,000 エルゼビア・ジャパン

’04. 10 薬剤管理指導のためのプロブレムリスト作成の手引き 3,400 じ ほ う

’04. 10 病院薬剤師業務マニュアル　－病院薬剤師業務の標準化に向けて－ 3,300 エルゼビア・ジャパン

’05. 10 疾患別薬剤管理指導ハンドブック　２ 3,000 エルゼビア・ジャパン

’06.３ 注射薬の重大な副作用回避のための情報集 ★（会員価格）3,300 じ ほ う

’06.８ 病院薬剤業務実務実習指導要綱 ★（会員価格）2,400 じ ほ う

’07.４ 病院・薬局実務実習　Ⅰ病院・薬局に共通な薬剤師業務 5,100 東 京 化 学 同 人

’07.４ 病院・薬局実務実習　Ⅱ病院・薬局それぞれに固有な薬剤師業務 4,800 東 京 化 学 同 人

’07.７ 重篤副作用疾患別対応マニュアル　－第１集－ （会員価格）1,440 日本医薬情報センター

’07.９ 治験事務局担当者のためのガイドブック （会員価格）2,550 メ デ ィ カ 出 版

’08.４ CRCとCRAのためのEDCガイドブック （会員価格）2,550 メ デ ィ カ 出 版

’08.７ 重篤副作用疾患別対応マニュアル　－第２集－ （会員価格）1,440 日本医薬情報センター

’09.７ 病		院薬剤師業務推進実例集　－「病院薬剤師のあるべき業務と役割」
の実践に向けて－

★（会員価格）2,900 薬ゼミ情報教育センター

’09.７ 重篤副作用疾患別対応マニュアル　－第３集－  （会員価格）1,440 日本医薬情報センター

’09.８ 補遺版 治験事務局担当者のためのガイドブック 改正GCPに対応するために （会員価格）3,060 メ デ ィ カ 出 版

’09.10 抗がん薬調製マニュアル　第２版 3,800 じ ほ う

’10.７ 重篤副作用疾患別対応マニュアル　－第４集－  （会員価格）1,440 日本医薬情報センター

’11.３ 薬剤師の強化書　精神科薬物療法の管理 3,500 南 山 堂

’11.７ 病		院薬剤師業務推進実例集②薬剤師を活用するチーム医療の
推進に向けて　中小病院の成功事例を中心に

★（会員価格）2,900 薬ゼミ情報教育センター

’11.７ 重篤副作用疾患別対応マニュアル　－第５集－  （会員価格）1,440 日本医薬情報センター

’11.11 医薬品安全管理責任者必携2011 （会員価格）6,000 薬 事 日 報 社

’11.12 薬剤師のための感染制御マニュアル　第３版 （会員価格）4,400 薬 事 日 報 社

’12.４ ベッドサイドの臨床薬学　周術期の薬学管理 3,500 南 山 堂

’13.２ 病		院薬剤師業務推進実例集③薬剤師の病棟業務の推進 ★（会員価格）2,900 薬ゼミ情報教育センター

’13.４ 病院薬局製剤事例集 （会員価格）7,200 薬 事 日 報 社

’14.６ 抗がん薬調製マニュアル　第３版 ★（会員価格）4,050 じ ほ う

’14.12 腎機能低下患者における薬剤業務マニュアル ★（会員価格）3,110 じ ほ う

’15.３ 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

★（会員価格）2,900 薬ゼミ情報教育センター

’17.４ 薬剤師のための感染制御マニュアル　第４版 ★（会員価格）4,860 薬 事 日 報 社

’17.10 臨床薬学　Ⅰ．臨床薬学の基礎および処方箋に基づく調剤 4,000 東 京 化 学 同 人

’17.11 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　中小病院の実践事例を中心に

★（会員価格）2,900 薬ゼミ情報教育センター

発行年月 刊　行　物　名 定価（円） 出　版　社

’04.３ おくすり手帳改訂版（50冊） 3,000 じ ほ う

※お申し込みは各出版社までお願い致します（各価格は税別価格です）。　★印は，税込価格です。
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青山　隆夫	 赤坂　和俊	 赤嶺由美子	 我妻　恭行	 朝倉　俊成	 荒井　國三	
飯原　大稔	 猪川　和朗	 池末　裕明	 池田　義人	 池田　龍二	 池村　健治	
石井伊都子	 石塚　良子	 石原　正志	 石渡　泰芳	 井尻　好雄	 板垣　文雄	
井門　敬子	 伊東　明彦	 伊藤　邦彦	 伊藤　教道	 伊東　弘樹	 伊藤　善規	
井上　和幸	 井上　忠夫	 入江　徹美	 上島　悦子	 上田久美子	 内田　信也	
内田　　豊	 宇野　勝次	 浦野　公彦	 尾家　重治	 大井　一弥	 大島　新司	
大津　史子	 大野　恵子	 大野　能之	 大林　雅彦	 大村　友博	 岡田　直人	
岡安　伸二	 緒方　賢次	 奥村（岩切）智美	 奥山　　清	 長田　孝司	 越智　理香	
笠師久美子	 梶井　節子	 片山　志郎	 加藤　裕久	 角山　香織	 門脇　裕子	
金田　達也	 神村　英利	 仮屋薗博子	 河崎　陽一	 河添　　仁	 河原　昌美	
神田　博仁	 岸川　幸生	 菊池　千草	 京谷庄二郎	 北原　隆志	 木皿　重樹	
桑原　秀徳	 黒山　政一	 黒川　陽介	 倉田なおみ	 倉本　敬二	 駒田富佐夫	
古俵　孝明	 国分　秀也	 小杉　隆祥	 後藤　千寿	 小茂田昌代	 小林　道也	
小林　　亮	 佐々木英久	 佐藤真由美	 佐藤　雄己	 佐伯　康弘	 佐伯　康之	
酒井　正博	 下枝　貞彦	 下堂薗権洋	 篠　　道弘	 城野　博史	 嶋田　修治	
島田　美樹	 白石　　正	 杉浦　宗敏	 杉浦　伸一	 鈴木　彰人	 鈴木　昭夫	
鈴木　常義	 鈴木　正彦	 鈴木　陽介	 関根　祐子	 千﨑　康司	 千堂　年昭	
高根　　浩	 髙橋　　朗	 高橋　弘充	 髙村　徳人	 高柳　理早	 田中　　守	
田中　亮裕	 田辺　公一	 玉井　恭子	 玉木　宏樹	 長南　謙一	 塚本　宏樹	
辻　　泰弘	 土屋　広行	 手嶋　無限	 寺岡　和彦	 寺町ひとみ	 照井　一史	
徳永　　仁	 徳山　尚吾	 富岡　佳久	 冨田　隆志	 冨田　　浩	 外山　　聡	
豊口　禎子	 中川　博雄	 中村　忠博	 中村　敏明	 中村　敏己	 中村　智徳	
中村　暢彦	 永田　将司	 名和　秀起	 新岡　丈典	 西　　圭史	 西　　順也	
新田　敦美	 丹羽　　隆	 沼田千賀子	 橋本　貴尚	 波多江　崇	 花輪　剛久	
原　　景子	 原澤　秀樹	 林　　稔展	 林　　秀樹	 林　　　誠	 樋口　和子	
樋口　則英	 久道　周彦	 廣實　清司	 福岡　憲泰	 福島　昭二	 福田　恵子	
藤田行代志	 藤戸　　博	 藤村　保夫	 細野　浩之	 細見　光一	 本田　義輝	
本間　真人	 槇本　博雄	 増江　俊子	 増田　智先	 間瀬　広樹	 松浦　克彦	
松尾　和廣	 松澤　直樹	 松下　　良	 松原　　肇	 松元　一明	 丸山　修治	
宮村　充彦	 三角　紳博	 三箇山宏樹	 見野　靖晃	 三輪　芳弘	 村木　優一	
室井　延之	 望月　眞弓	 持永早希子	 本屋　敏郎	 森山　雅弘	 矢野　育子	
矢野　貴久	 山田　清文	 山田　成樹	 山田　治美	 山本康次郎	 山本　武人	
山元　俊憲	 吉尾　　隆	 米澤　　淳	 渡部　一宏	 渡邊真知子	 和田　恭一
	 （敬称略・五十音順）

平成29年「日病薬誌」投稿論文審査協力者リスト

「日病薬誌」の編集に際しましては，毎年多くの先生方からピアレビューを通して論文の批判的吟味や
改善に向けたコメントをいただき、感謝申し上げます。平成29年（第53巻）に発行致しました日病薬誌
の編集において，論文審査にご協力をいただいた先生方の中で，本リストにお名前の掲載をご承諾いただ
きました方々は以下の通りです。本誌投稿論文の査読のため，貴重な時間を割いていただき，建設的なご
意見をお寄せいただきましたことに深く感謝致します。
ご査読いただいた先生方には，	会員によるエビデンス構築と学術活動の向上のため，今後ともご協力い
ただきますよう宜しくお願い申し上げます。
	 編集委員会委員長　奥田　真弘
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