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特　集

1月号　消化器治療薬の選び方・使い方
・特集にあたって／古田隆久（1・19）
・PPI抵抗性GERDでの薬物療法と一工夫／竹之内菜菜，岩切勝

彦（1・21）
・H. pylori除菌の薬物療法と一工夫／古田隆久，佐原　秀，市川

仁美，鏡　卓馬（1・25）
・機能性ディスペプシアでの薬物療法と一工夫／山崎尊久，富田

寿彦，三輪洋人（1・33）
・クローン病での薬物療法と一工夫／池谷賢太郎，杉本　健，花

井洋行（1・39）
・潰瘍性大腸炎での薬物療法と一工夫／杉本　健（1・47）
・過敏性腸症候群での薬物療法と一工夫／清水誠治，富岡秀夫，

横溝千尋，上島浩一，福田　亘（1・55）
・慢性便秘症例での薬物療法と一工夫／雪下岳彦，小林弘幸
（1・61）
・上部消化管疾患治療薬の長期投与の問題点と一工夫／木下芳

一，三上博信，沖本英子（1・67）
・下部消化管疾患治療薬の長期投与の問題点と一工夫／加藤孝

征，中島　淳（1・73）
・消化器疾患治療薬の薬物相互作用／細畑圭子（1・77）
・初期救急医療，災害医療で使われる消化器疾患治療薬／吉野篤

人（1・83）

2月号　C型肝炎治療の新たな展開
・特集にあたって／平松直樹（3・441）
・C型肝炎の疫学と自然史／三田英治（3・443）
・C型肝炎に対する抗ウイルス療法の変遷と近未来／四柳　宏
（3・447）
・C型肝炎治療ガイドラインを読み解く／平松直樹（3・453）
・プロテアーゼ阻害薬を併用したインターフェロン療法／森川賢

一，坂本直哉（3・461）
・わが国初のインターフェロン・フリー療法──アスナプレビ

ル・ダクラタスビル／鈴木文孝（3・469）
・第2世代インターフェロン・フリー療法──パリタプレビル・

オムビタスビル／野村秀幸（3・475）
・ソホスブビルを併用したインターフェロン・フリー療法──ソ

ホスブビル・リバビリン，ソホスブビル・レジパスビル／黒崎
雅之，泉　並木（3・481）
・DAAに対する薬剤耐性変異の問題点と対策／飯尾悦子，田中

靖人（3・489）
・DAAの薬物相互作用／古庄憲浩，小川栄一，村田昌之（3・

495）
・C型肝硬変に対する抗ウイルス療法／朝比奈靖浩（3・501）

・ウイルス排除後の肝発癌／福田和人，今井康陽（3・507）

3月号　いまさら聞けない薬物動態Q＆A
・特集にあたって／松元一明（4・637）
1．吸　収
　－ 薬剤師が知っておきたい小腸トランスポーターを教えてくだ

さい／玉井郁巳（4・639）
　－ 食事の影響を受けやすい薬物について教えてください／池谷

　修（4・645）
　－ 吸収過程における薬物相互作用について教えてください／三

原　潔（4・649）
2．分　布
　－ タンパク結合率の臨床的な意義を教えてください／渡邊博

志，丸山　徹（4・653）
　－ 薬効を予測するうえで組織中濃度の考え方を教えてください

／猪川和朗（4・658）
　－ 薬剤師が知っておきたい中枢移行性の高い薬物と低い薬物に

ついて教えてください／立川正憲（4・661）
　－ 胎児移行性の低い薬物について教えてください／登美斉俊

（4・666）
3．代　謝
　－ 見逃してはいけないCYP3Aにおける薬物相互作用を教えて

ください／山折　大（4・670）
　－ 注意したいCYP1A2，2C9，他のCYPにおける薬物相互作用

を教えてください／有吉範高（4・675）
　－ 注意したいCYP2C19，2D6における薬物相互作用を教えてく

ださい／有吉範高（4・680）
　－ 薬剤師が知っておきたい抱合酵素とその基質について教えて

ください／織田進吾，横井　毅（4・685）
　－ 加水分解酵素（エステラーゼなど）の代表的な基質について

教えてください／今井輝子（4・691）
4．排　泄
　－ 薬物が腎排泄されるメカニズムについて教えてください／大

野能之（4・694）
　－ 薬物が胆汁排泄されるメカニズムについて教えてください／

前田和哉（4・700）
5．特殊病態下における薬物動態
　－ 小児患者における薬物動態の考え方について教えてください

／鈴木信也，佐藤　均（4・706）
　－ 肥満患者における薬物動態の考え方について教えてください

／崔　吉道（4・711）
　－ 高齢患者における薬物動態の考え方について教えてください

／松元一明（4・714）
　－ 肝疾患時における薬物動態の考え方について教えてください

／越前宏俊（4・718）
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6 月号　向精神薬処方の最適化──多剤併用を回避せよ！
・特集にあたって／稲田　健（8・1877）
・なぜ多剤併用は問題なのか／多田はるか，高橋由佳，杉山暢宏
（8・1879）
・なぜ多剤併用になってしまうのか──精神科医の処方意図／松

本俊彦（8・1883）
・多剤併用によって生じるリスク──薬物相互作用／鈴木映二
（8・1887）
・多剤併用によって生じるリスク──救急現場での向精神薬過量

服用の現状／上條吉人（8・1891）
・ベンゾジアゼピン受容体作動薬に対する処方抑制施策の国際動

向／奥村泰之（8・1895）
・多剤併用を最適化する基礎知識
　－ 抗精神病薬の減量支援シートの使い方／山之内芳雄（8・

1903）
　－ 抗うつ薬／多田光宏，齋藤篤之，仁王進太郎（8・1907）
　－ 睡眠薬／鈴木正泰，内山　真（8・1913）
　－ 抗不安薬／廣岡孝陽（8・1919）
・多剤併用を防ぐ薬剤師の取り組み
　－ ユーザーに最も身近な相談窓口として／嶋根卓也（8・1924）
　－ BZ系薬の適正使用に向けた院内啓発活動／髙橋結花（8・

1927）
　－ 服薬の継続と社会復帰を目指した患者視点の処方適正化／前

田朋子（8・1931）
　－ 業務効率化に伴う全入院患者を対象とした病棟担当制／宇野

準二（8・1935）
　－ 精神科薬物治療の品質向上を考える──松山記念病院での経

験を通して／梅田賢太（8・1938）

7 月号　日常頻用される検査値を読み解く！
・特集にあたって／松尾収二（9・2051）
・病気・病態と検査
　－ 全身状態をみる検査／宮﨑彩子（9・2053）
　－ 炎症・感染症をみる検査／稲葉　亨（9・2059）
　－ 貧血をみる検査／大西宏明（9・2064）
　－ 出血傾向・血栓症をみる検査／米川　修（9・2069）
　－ 肝臓の異常をみる検査／山﨑正晴（9・2077）
　－ 腎臓の異常をみる検査／古市賢吾，和田隆志（9・2083）
　－ 心不全・急性心筋梗塞をみる検査／正木　充（9・2087）
　－ 電解質異常をみる検査／嶋田昌司（9・2093）
　－ 尿・便からわかること／菊池春人（9・2103）
・習慣・生理学的状態で変わる検査値／河口勝憲（9・2109）
・押さえておきたい薬と検査値の関係／米田孝司（9・2117）
・検体の採取方法によって変わる検査値／畑中徳子（9・2124）

8 月号　目指せ！ ICUにおける薬物治療の標準化
・特集にあたって／中薗健一，前田幹広（11・2465）
・集中治療における薬剤師の役割／前田幹広（11・2467）
・集中治療医からICU薬剤師に送るメッセージ／藤谷茂樹（11・

2471）
・不穏・疼痛・せん妄／吉廣尚大（11・2475）

　－ 腎疾患時における薬物動態の考え方について教えてください
／門脇大介，成田勇樹，平田純生（4・723）

　－ 透析患者における薬物動態の考え方について教えてください
／山本武人（4・727）

　－ SIRS患者における薬物動態の考え方について教えてくださ
い／島本裕子（4・731）

4 月号　ここからはじめるバイタルサイン
・特集にあたって／佐仲雅樹（5・851）
・意　識／佐々木陽典（5・853）
・脈と血圧／佐々木陽典（5・859）
・呼吸とSpO2／佐々木陽典（5・865）
・医師のバイタルサイン──外来で重症疾患を見抜く／佐々木陽

典（5・871）
・看護師のバイタルサイン──病棟で急変を見抜く／進藤亜子
（5・875）
・薬剤師のバイタルサイン──バイタルサインと全身状態／佐仲

雅樹（5・881）
・薬剤師のバイタルサイン──在宅患者の異変をとらえる／轡　

基治（5・887）
・薬剤師のバイタルサイン──薬学教育における試み／三浦　

剛，神谷貞浩，小嶋文良（5・891）

5 月号　薬剤師目線で実践する経口抗がん薬マネジメント
・特集にあたって／遠藤一司（7・1691）
・経口抗がん薬──分類とその特徴について／石川和宏（7・

1693）
・アファチニブの特徴と薬学的管理のポイントは？／浅野裕紀
（7・1701）
・レンバチニブの特徴と薬学的管理のポイントは？／鈴木真也
（7・1705）
・トリフルリジン・チピラシルの特徴と薬学的管理のポイント

は？／秋山加菜（7・1715）
・ニボルマブの特徴と薬学的管理のポイントは？／池見泰明，山

本将太，松原和夫（7・1719）
・がん患者指導管理はどうやって始めればよい？
　－ 薬剤師外来でのがん患者指導管理料3算定への取り組み／川

澄賢司（7・1725）
　－ 薬剤師外来の運用と有用性の評価／小川千晶（7・1731）
　－ 診察前面談における副作用のモニタリングとアセスメント／

組橋由記（7・1737）
・上手くいく薬薬連携のコツは？
　－ FAXを活用した双方向性の情報共有／黒岩勇人，眞継賢一，

上田綾佳，倉橋基尚，濱口良彦（7・1743）
　－ がん化学療法支援ツールの共有による地域の薬薬連携／谷沢

克弥（7・1749）
　－ 情報共有ツールの活用と学習課題を明確化した勉強会／竹内

雅代（7・1755）
　－ 薬局から始める取り組みで外来化学療法のサポートを／笹本

千香子（7・1759）
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　－ 副作用データベースを用いたシグナル検出／上島有加里
（13・2843）

　－ 有害事象自発報告データベースの留意点と医療現場での活用
事例／酒井隆全，大津史子，後藤伸之（13・2849）

　－ 妊婦・授乳婦における副作用情報の収集と活用／八鍬奈穂，
中島　研（13・2853）

　－ ビッグデータ時代の副作用情報の収集と活用／堀　雄史
（13・2859）

・医薬品・医療機器等安全性情報報告制度の活用に関する現状と
課題／小原　拓，眞野成康（13・2863）

11月号　こんなときに使える製剤学
・特集にあたって／深水啓朗，山本佳久（15・3253）
・日本薬局方を臨床現場で活用するポイントは？／深水啓朗
（15・3255）
・粉薬をペースト状にするにはどのくらいの水分量が必要？／山

本佳久（15・3259）
・酸化マグネシウムの錠剤はすべて同じく使える？／遠藤裕司
（15・3265）
・調剤室の照明をLED照明に変えても薬に影響はないか？／山

下修司，井口和弘，杉山　正，寺町ひとみ（15・3269）
・チュアブル錠は本当に噛み砕かなければいけないのか？／佐野

祐子（15・3274）
・内服薬服用の容認性（acceptability）を決定する因子は？／内

田享弘（15・3278）
・ゼリー製剤は臨床でどのようなメリットがあるのか？／井上　

裕（15・3283）
・外用剤でジェネリック医薬品と先発医薬品の同等性評価はどう

行われている？／大谷道輝（15・3287）
・モーラスパップはテープと違うのか？　そもそもパップ剤と

テープ剤の違いは何？／大谷道輝（15・3291）
・貼付剤の使用感はどうやって評価するのか？／菅　大地（15・

3296）
・オピオイドの口腔粘膜吸収剤とは？／屋代涼子，荒井幸子
（15・3299）
・高齢者が使用する外用消炎鎮痛薬にはどの剤形が適している？

／大山勝宏（15・3305）
・皮膚外用剤の薬効は希釈調剤で調節できる？／内野智信（15・

3309）
・坐剤の1/2，2/3本投与とは？　どう分割する？／田山剛崇
（15・3313）
・点眼剤1本は何回滴下できるのか？／池田博昭，二宮昌樹
（15・3317）
・注射剤はどれでも分割使用していいのか？／外石　昇（15・

3321）

12月号　せん妄，こんなときどうする？
・特集にあたって／八田耕太郎（16・3421）
・せん妄とは何か／岸　泰宏（16・3423）
・せん妄のアセスメント／三上克央（16・3428）
・せん妄の基本的な予防と治療・ケア／八田耕太郎（16・3433）
・薬剤性せん妄の予防と治療／吉川明良，和田　健（16・3439）

・ショックに対する昇圧薬・強心薬の使用──敗血症性ショック
を例に／添田　博（11・2481）
・電解質の補正／今井　徹（11・2487）
・重症患者における血糖コントロール／安藝敬生，坂元利彰，若

杉和美（11・2492）
・重症患者における抗菌薬投与量の適正化を目指して／中馬真

幸，鈴木慎一郎（11・2497）
・持続的腎機能代替療法に対する抗菌薬投与量／柴田啓智（11・

2503）
・重症患者における栄養管理／野﨑　歩（11・2509）
・合併症予防──静脈血栓塞栓症とストレス潰瘍／加藤隆寛
（11・2515）
・器官系統別評価の実践／中薗健一（11・2521）

9 月号　薬剤師必携！ 抗菌薬適正使用完全マニュアル
・特集にあたって／笠原　敬（12・2633）
・ASPにおいて求められる薬剤師の役割と業務／村木優一，山崎

大輔，榎屋友幸，森川祥彦，中川裕司，奥田真弘，田辺正樹
（12・2635）
・感染症診療に強くなりたい薬剤師に知ってほしい医師の診断思

考／志水太郎（12・2641）
・薬剤師に知ってほしい微生物検査の見方と考え方／李　相太
（12・2645）
・薬剤師に知ってほしい胸部画像の見方と考え方／倉原　優
（12・2653）
・外来患者に対する抗菌薬の考え方・使い方／岸田直樹（12・

2657）
・入院患者に対する抗菌薬の考え方・使い方／片浪雄一，忽那賢

志（12・2665）
・外科領域における抗菌薬の考え方・使い方／高橋佳子，竹末芳

生（12・2671）
・感染症と間違いやすい非感染性疾患のとらえ方／國松淳和
（12・2681）
・de-escalationの実際と抗菌薬の投与日数の提案方法／橋口　亮
（12・2685）
・抗微生物薬の用法・用量調整完全ガイド／浜田幸宏（12・

2691）
・一般病院でもここまでできる！ ASPの具体的事例／門村将太
（12・2699）

10月号　副作用情報を収集・活用する！
・特集にあたって／眞野成康（13・2813）
・医療安全における副作用情報収集の意義／土屋文人（13・

2815）
・海外における副作用情報の収集と活用／大場延浩（13・2821）
・日本における副作用情報の収集と活用の動き／赤沢　学，野村

香織（13・2825）
・副作用情報の収集から活用まで
　－ 能動的な副作用情報の収集／中川直人，久道周彦，眞野成康

（13・2833）
　－ 薬剤管理指導記録からの副作用情報収集／新沼佑美（13・

2837）
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【病態を正しく見抜く！ 臨床検査値ケースファイル】
特別編〔2〕65歳男性　主訴：胸部の圧迫感，胸焼け／村上純子，

岩川真也，林田和久（1・147）
特別編〔3〕（完）24歳男性　主訴：黄疸，食欲不振，全身倦怠感

／村上純子，太田翔一，岩田健太郎（3・589）

【頑張る薬剤師の挑戦発掘プロジェクト！】
〔16〕『精神科医療の底上げ』のために薬剤師ができること／鈴木

徹士（1・3）
〔17〕診療報酬改定および通知文書からみた，薬剤師に突きつけ

られた医薬品適正使用と地域医療連携を考える／飯田純一
（3・423）

〔18〕地域全体で薬薬連携を推進するには／木本真司（4・615）
〔19〕臨床で必要とされる薬剤師を目指して／佐古守人（5・837）
〔20〕患者さん個々の薬物療法に責任をもてる薬剤師を目指して

／上ノ段友里（7・1677）
〔21〕より良い医療を患者さんに提供するために，臨床研究を行

う／東加奈子（8・1859）
〔22〕専門領域の業務を若手薬剤師育成につなげる／高野尊行

（9・2037）
〔23〕（完）外来がん薬物療法での薬剤師業務──薬剤師外来の開

設を中心に／鹿浦香織（11・2451）

【オチる前に読む！ 感染症治療のピットフォール】
〔10〕細菌性髄膜炎のピットフォール／石坂敏彦（1・119）
〔11〕細菌性腹膜炎のピットフォール／長谷川豊，竹末芳生（3・

575）
〔12〕透析患者の感染症ピットフォール／大八木秀和，竹末芳生

（4・787）
〔13〕カンジダ血症のピットフォール／小泉祐一，竹末芳生（5・

959）
〔14〕術後発熱のピットフォール／高橋佳子，竹末芳生（7・1799）
〔15〕ESBL産生菌のピットフォール／安井友佳子，竹末芳生（8・

1999）
〔16〕（完）バンコマイシン投与時のピットフォール／山下和彦，

竹末芳生（9・2193）

【深読み添付文書】／野村香織
〔10〕副作用にまつわる情報──つくる，つかう（1・141）
〔11〕副作用にまつわる情報──つくる，つかう②（3・563）
〔12〕高齢者における薬物治療──加齢に伴う機能変化と適正使

用（4・803）
〔13〕妊婦・授乳婦における薬物治療──治験の限界（5・970）
〔14〕小児のくすり（7・1795）
〔15〕さまざまな「使用上の注意」（8・1994）
〔16〕TDMも後発医薬品も薬剤師が活躍──薬物動態（9・2177）
〔17〕治験と実臨床のギャップを考える──臨床成績（11・2591）
〔18〕作用機序と薬理作用と個別化医療（12・2743）
〔19〕（完）「くすり」としての情報以外に提供されている情報

（13・2905）

・病棟・ICUで出会うせん妄の治療
　－ 脳器質性疾患におけるせん妄／上村恵一（16・3445）
　－ ICUにおけるせん妄／松井健太郎，西村勝治（16・3451）
　－ 周術期におけるせん妄／武藤仁志，竹内　崇（16・3457）
　－ がん・終末期のせん妄／小川朝生（16・3463）
　－ 認知症に伴うせん妄／小田原俊成（16・3469）
・都立駒込病院における「せん妄ケアプログラム」の導入／野村

優子，木下裕子，武村尊生，赤穂理絵（16・3474）
・せん妄のハイリスク因子およびハイリスク薬に対する薬学的介

入／村川公央，北村佳久，千堂年昭（16・3481）

連　載

【適応外使用の処方せんの読み方】／藤原豊博
〔67〕化学療法による悪心・嘔吐の予防（1・155）
〔68〕自己免疫性肝炎（3・597）
〔69〕家族性大腸腺腫症（4・815）
〔70〕偽痛風（5・985）
〔71〕膵石症（7・1839）
〔72〕原発性胆汁性肝硬変（8・2019）
〔73〕妊婦のトキソプラズマ感染症（9・2131）
〔74〕がん患者の皮膚潰瘍部位の悪臭（11・2597）
〔75〕がん性創傷（12・2777）
〔76〕起立性調節障害（13・2887）
〔77〕咽喉頭異常感症（15・3387）
〔78〕好酸球性食道炎（16・3565）

【知っ得！ 薬剤師業務に活きるIT・アプリ】
〔25〕アプリTIPs／荒　義昭（1・161）
〔26〕Web上での文献抄読会 薬剤師のジャーナルクラブ／石川紗

耶香（3・603）
〔27〕医薬品情報をモバイル化しよう！──データベースアプリ

の活用／木村好伸（4・821）
〔28〕業務に活用！ ユニバーサルデザインなアプリたち／岸　雄

一（5・979）
〔29〕手軽につくろう！ ムービー講座／野村浩子（7・1845）
〔30〕アプリでみる抗HIV治療ガイドライン／若林　進（8・2016）
〔31〕薬速──アプリによる熊本地震の支援活動報告／木村　敦

（9・2216）
〔32〕電子おくすり手帳アプリ最前線／山田仁之（11・2603）
〔33〕災害は突然に！──そのときスタッフ間の相互連絡はでき

ますか？／田中忠宏（12・2783）
〔34〕腎機能の把握に役立つアプリ／飯田優太郎（13・2949）
〔35〕検査値を確認するアプリ／小川博史（15・3384）
〔36〕（完）HIT-Pharmacistが使っているアプリ・アワード！／

若林　進，荒　義昭（16・3559）

【適応拡大クローズアップ】
〔16〕アリピプラゾール水和物／猪川和朗（1・112）
〔17〕ボセンタン水和物／田辺公一（4・752）
〔18〕デュタステリド／渡邉享平（5・922）
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【医薬品の微生物汚染とその対策】／尾家重治
〔1〕マルチドーズ・バイアル剤（7・1787）
〔2〕血液製剤，脂肪乳剤，プロポフォール，ダブルバッグ型の糖・

電解質・アミノ酸液（8・1960）
〔3〕生理食塩液や5％ブドウ糖液などの注射剤（9・2173）
〔4〕フェンタニル注射剤（11・2559）
〔5〕混注（ミキシング）操作（12・2739）
〔6〕経管栄養剤（13・2915）
〔7〕吸入液（15・3367）
〔8〕点眼剤（16・3543）

【モダトレ】
〔1〕胸部X線写真で利尿薬の効果をみる／梶原洋文，一瀬正志

（12・2617/2735）
〔2〕胸部CTで胸水を確認してみる／梶原洋文，一瀬正志（13・

2797/2899）
〔3〕胸部X線写真で心臓の大きさをみてみる／山代栄士，梶原洋

文，一瀬正志（15・3237/3355）
〔4〕グラフトレンドで心拍数の変動をみてみる／梶原洋文，一瀬

正志（16・3403/3539）

【みんなで考える臨床ポリファーマシー】／吉田英人
〔1〕「ポリファーマシー（polypharmacy）」って何？？──「ポ

リファーマシー」の定義・疫学（12・2727）
〔2〕なぜポリファーマシーになるのか？──そのさまざまな要因

（13・2893）
〔3〕ポリファーマシーになると何が起こる？──ポリファーマ

シーの光と影（15・3359）
〔4〕ポリファーマシーと老年症候群について──高齢者の気をつ

けたいあんなところ，こんなところ（16・3531）

【イチから学びたい人のための副作用入門】
〔1〕「有害事象」が「副作用」とよばれるようになるには／小宮

山靖（15・3339）
〔2〕どうやって副作用かどうかを見極める？／小宮山靖（16・

3517）

【3stepで考える！ それって本当に副作用ですか？】
〔1〕高熱，筋強剛，CK高値は抗精神病薬による悪性症候群が原

因か／鈴木信也，小堺有史（15・3344）
〔2〕この嘔吐は化学療法誘発性悪心・嘔吐か／岩井　大，小林ゆ

かり（16・3523）

トピックス

・ガイドライン改訂でこう変わる──骨粗鬆症の治療と薬の使い
方／三浦雅一，佐藤友紀（1・91）
・HIV感染症患者における薬剤師の服薬カウンセリング効果／関

根祐介（1・99）
・これからはじめるアンチバイオグラムの作り方──抗菌薬適正

使用の第一歩／継田雅美，細川泰香，石井美帆（3・513）

【審査報告書の読み方入門講座】／益山光一
〔2〕審査報告書を実際に読んでみる（1・135）
〔3〕審査報告書を実際に読んで活用する（3・569）
〔4〕（完）これからの審査報告書の活用について（4・808）

【海外学会見聞録】
〔2〕がん　ASCO 2013／橋本浩伸（1・131）
〔3〕がん　ASCO-GI 2015／川上和宜（3・559）
〔4〕緩和ケア　EAPC 2015／岡本禎晃（4・799）
〔5〕糖尿病　ADA 2015／堀井剛史（5・975）
〔6〕医療薬学　FIP 2015／東加奈子（7・1791）
〔7〕TDM　IATDMCT 2015／末次王卓（8・1991）
〔8〕（完）医療薬学　ASHP Midyear Clinical Meeting and 

Exhibition／杉田栄樹（9・2212）

【病態生理×臨床推論のクリニカルロジック】／高橋　良
〔1〕腹痛のタイプによって病態がわかるってホント？──腹痛を

訴える患者に出会ったら（前編）（3・531）
〔2〕腹痛のタイプによって病態がわかるってホント？──腹痛を

訴える患者に出会ったら（中編）（4・775）
〔3〕問診によって突然発症かどうかを見極められるってホント？

──腹痛を訴える患者に出会ったら（完結編）（5・931）
〔4〕問診によって危ない頭痛を見極められるってホント？（前

編）（7・1815）
〔5〕問診によって危ない頭痛を見極められるってホント？（後

編）（8・1977）
〔6〕意識障害診療はじめの10秒（9・2155）
〔7〕意識障害を診るためのAIUEOTIPS使いこなし術（11・2569）
〔8〕むくみの基本をトコトン学ぶ（浮腫 前編）（12・2761）
〔9〕むくみの基本をトコトン学ぶ（浮腫 後編）（13・2919）

【漢方薬ききめのめきき】／新井一郎
〔1〕認知症およびその周辺症状に対するエビデンス──釣藤散と

抑肝散，抑肝散加陳皮半夏（3・542）
〔2〕悪心・嘔吐や下痢に対するエビデンス──五苓散，啓脾湯と

半夏瀉心湯（4・759）
〔3〕胃腸虚弱，消化不良などの胃の症状に対するエビデンス──

六君子湯（5・943）
〔4〕イレウスに対するエビデンス──大建中湯（7・1829）
〔5〕便秘，痔，腹痛に対するエビデンス──大黄甘草湯，乙字湯，

きゅう帰膠艾湯，桂枝加芍薬湯（8・1964）
〔6〕消耗性疾患に対するエビデンス①──補中益気湯（9・2183）
〔7〕消耗性疾患に対するエビデンス②──十全大補湯，人参養栄

湯（11・2547）
〔8〕のぼせ・イライラ，肥満に対するエビデンス──黄連解毒

湯，防風通聖散（12・2749）
〔9〕婦人科疾患に対するエビデンス①──桂枝茯苓丸，当帰芍薬

散（13・2935）
〔10〕婦人科疾患に対するエビデンス②──温経湯，温清飲，芎

帰調血飲（15・3373）
〔11〕かぜ症候群，インフルエンザに対するエビデンス①───

─葛根湯，麻黄湯（16・3547）
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・高齢者の安全な薬物療法GL，薬剤師の役割はいかに？／溝神
文博氏（国立長寿医療研究センター薬剤部）（3・435）
・臨床ファーマコメトリクスで変わる処方設計──有効性・副作

用を患者個別に予測する／猪川和朗氏（広島大学大学院医歯薬
保健学研究院臨床薬物治療学 准教授）（4・633）
・救急・集中治療現場へとにかく足を運んでみよう！／峯村純子

氏（昭和大学横浜市北部病院薬局長）（7・1688）
・IPEでチーム医療に必要な臨床能力を育成／石井伊都子氏（千

葉大学医学部附属病院薬剤部 教授・部長）（9・2048）
・抗菌薬TDMガイドラインが改訂──学生レベルから社会人レ

ベルにグレードアップ／高橋佳子氏（兵庫医科大学病院薬剤
部）（11・2462）
・PBPM拡大でチーム医療・地域医療の推進を目指す／佐々木均

氏（日本医療薬学会 会頭/長崎大学病院 教授・薬剤部長）
（12・2629）
・薬局薬剤師のスキルミックスプログラムを開発！／松下　綾氏
（ウエルシア薬局株式会社/筑波大学大学院地域医療教育学）
（13・2809）
・がんの分子標的薬による皮膚障害治療手引き作成に参加／湊川

紘子氏（聖マリアンナ医科大学病院薬剤部）（15・3249）
・GL発刊で広がりを見せ始める“Onco-Nephrology”／門脇大介

氏（熊本大学薬学部臨床薬理学 准教授）（16・3415）

【レポート】
・便秘対策・降圧療法の注意点をレクチャー／第9回日本腎臓病

薬物療法学会 学術集会・総会2015（宮城県仙台市）（1・104）
・精神症状の背景に神経疾患がある可能性も／第28回サイコオン

コロジー学会総会（広島県広島市）（3・511）
・がん専門病院と総合病院，互いの専門性を共有する／がん研有

明病院/東京都済生会中央病院合同勉強会（東京都）（5・898）
・敗血症の薬物治療を器官系統別評価で学ぶ／第2回JSEPTIC薬

剤師部会セミナー（東京都）（8・1865）
・熊本地震での医療活動が報告される／第19回日本臨床救急医学

会総会・学術集会（福島県郡山市）（8・1869）
・進展する外来がんチーム医療と求められるエビデンス構築／日

本臨床腫瘍薬学会学術大会2016（鹿児島県鹿児島市）（8・
1872）
・抗ウイルス薬や抗菌薬などで新たなTDM対象薬を提言／第33

回日本TDM学会・学術大会（栃木県宇都宮市）（9・2130）
・耐性菌対策，抗菌薬の適正使用だけでは限界／第64回日本化学

療法学会総会（兵庫県神戸市）（11・2606）
・抗うつ薬の早期反応性は治療効果の予測因子になりうる／第

112回日本精神神経学会学術総会（千葉県千葉市）（12・2716）
・禁忌理由の妊婦授乳婦への安易な薬剤中止は避けるべき／日本

病院薬剤師会関東ブロック第46回学術大会（千葉県千葉市）
（13・2876）
・輸液管理はDI業務かつ究極のTDM業務／第19回日本注射薬臨

床情報学会（東京都）（15・3325）
・母集団薬物動態解析の手法を学ぶ／2016年度医薬品開発のため

のPopulation Pharmacokinetics/Pharmacodynamicsセミナー
（神奈川県横浜市）（15・3372）

・がん医療に関わる薬剤師に知っておいてほしい感染制御の知識
／小井土啓一（4・739）
・免疫チェックポイント阻害薬の特徴と課題／濵西潤三，万代昌

紀，小西郁生（5・901）
・後発医薬品の数量シェア9割の秘訣を探る／本郷知世，赤木圭

太，加藤一郎（5・909）
・2016年度（平成28年度）診療報酬改定のポイント／川上純一
（7・1765）
・改正個人情報保護法に薬剤師はどう対応すべきか／小枝伸行
（7・1771）
・医療費軽減制度，患者さんに説明できますか？／平賀秀明，秋

本義雄（8・1947）
・感染制御の面から考える最良の調剤環境とは／田中昌代（11・

2527）
・大分県薬剤師会第1班の「熊本地震」災害医療救護活動／加藤

博和（11・2531）
・処方薬と自動車運転の関係を見直す──適切な処方と服薬指導

／一杉正仁（12・2709）
・2016年紫禁城薬剤師国際論壇に参加して／村川公央（12・

2713）
・パニック値とは──現代版パニック値の考察／七崎之利（13・

2871）
・身近なカゼ薬の臨床薬理学／田中敏博（15・3326）

取材記事

【フロントページ】
・メンター制度で新人薬剤師をサポートする／長崎大学病院（長

崎県長崎市）（1・9）
・GLを踏まえ施設環境に応じた抗がん薬曝露対策を／埼玉県立

がんセンター（埼玉県北足立郡）（3・429）
・第25回日本医療薬学会年会が開催（神奈川県横浜市）（4・621）
・日本薬学会136年会が開催（神奈川県横浜市）（7・1683）
・がん疼痛管理における薬剤師外来──評価シートを用いて緩和

ケアを牽引／大阪府済生会野江病院（大阪府大阪市）（9・2043）
・退院後の治療を病院薬剤師はどう支えるか？／洛和会丸太町病

院（京都府京都市）（11・2457）
・もの忘れ外来受診患者を診察室で服薬指導／大分大学医学部附

属病院（大分県由布市）（12・2623）
・再入院回数を減少させた心不全チームの介入とは？／京都社会

事業財団京都桂病院（京都府京都市）（13・2803）
・IDATENで臨床感染症とAMRを存分に学ぶ！（東京都）（15・

3243）
・嚥下障害患者に薬学的にアプローチ／筑波メディカルセンター

病院（茨城県つくば市）（16・3409）

【この人に聞く】
・医療用麻薬の使用率，先進国で最低──認定薬剤師制度設立で

痛みからの解放／鈴木　勉氏（星薬科大学薬物依存研究室 特
任教授・名誉教授／世界保健機関薬物依存性専門委員会 委員）

（1・15）
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・かかりつけ薬剤師にとって必要な臨床判断とは？（前編）／岸
田直樹氏，川添哲嗣氏，持田鉄平氏，徳田安春氏（9・2147）
・かかりつけ薬剤師にとって必要な臨床判断とは？（後編）／岸

田直樹氏，川添哲嗣氏，持田鉄平氏，徳田安春氏（11・2563）
・いま改めて副作用を考える（前編）──意外と知らない？ 副

作用の捉え方と添付文書の限界／大野能之氏，川口　崇氏，岸
田直樹氏，北原加奈之氏，小宮山靖氏，山田和範氏（16・3509）

・オピオイド使用のグレーゾーン“ケミカルコーピング”に関心／
第29回日本サイコオンコロジー学会総会（北海道札幌市）

（16・3488）
・患者の意思決定は揺れることを前提に支援／第64回日本心臓病

学会学術集会（東京都）（16・3500）

その他

【座談会】
・漢方製剤のエビデンスを使いこなす／新井一郎氏，川添和義

氏，篠原久仁子氏，元雄良治氏（5・843）

序　編集にあたり／増田智先（2・177）
【第1章　がん治療に関わるすべての薬剤師が知っておきたい

こと】
1．がん治療の基本／竹中　圭，南　博信（2・187）
2．がん薬物療法の基本／池末裕明，増田智先（2・197）

【第2章　薬物療法のスタンダードとマネジメント】
1．肺がん
－ 標準治療とエビデンス／原谷浩司，中川和彦（2・209）
－ 薬剤師の腕の見せ所／藤井宏典，飯原大稔（2・223）
2．胃がん
－ 標準治療とエビデンス／有山　寛，草場仁志，馬場英司
（2・235）

－ 薬剤師の腕の見せ所／末次王卓（2・242）
3．大腸がん
－ 標準治療とエビデンス／杉山雅彦，沖　英次，前原喜彦
（2・249）

－ 薬剤師の腕の見せ所／秦晃二郎（2・262）
4．乳がん
－ 標準治療とエビデンス／中山美恵，石黒　洋（2・271）
－ 薬剤師の腕の見せ所／河添　仁（2・285）
5．膵がん

－ 標準治療とエビデンス／古瀬純司（2・291）
－ 薬剤師の腕の見せ所／臼井浩明（2・301）
6．前立腺がん・腎細胞がん
－ 標準治療とエビデンス／山﨑俊成，小川　修（2・311）
－ 薬剤師の腕の見せ所／高田慎也（2・321）
7．婦人科がん
－ 標準治療とエビデンス／高橋佳容子，勝俣範之（2・333）
－ 薬剤師の腕の見せ所／今村牧夫（2・345）
8．皮膚がん
－ 標準治療とエビデンス／中村泰大，山本明史（2・353）
－ 薬剤師の腕の見せ所／石川　寛（2・360）
9．造血器腫瘍
－ 標準治療とエビデンス／一戸辰夫（2・371）
－ 薬剤師の腕の見せ所／山本　崇，尾崎淳子（2・381）

【第3章　すべての薬剤師が知っておきたい抗がん薬の薬物 
動態】
1．抗がん薬とトランスポーター／梶原望渡，増田智先（2・

393）
2．抗がん薬と薬物代謝酵素／清水万紀子，山崎浩史（2・

398）

1 月臨時増刊号　臨床の疑問に答えるがん薬物療法アップデート〔Vol.58 No.2〕

序／緒方宏泰（6・1001）
【総　論】
・SOAPによる症例解析／高橋晴美（6・1008）
・臨床で薬物動態情報を活用するための基礎知識／緒方宏泰
（6・1014）

【各論　疾患別症例解析】

●循環器疾患
 1．本態性高血圧症／花井雄貴（6・1024）
 2．心房細動／小川竜一（6・1038）
 3．急性冠症候群［急性期］──ST上昇型急性心筋梗塞／

川名純一（6・1048）
 4．急性冠症候群［二次予防］／神山紀子（6・1064）

4 月臨時増刊号　病棟に行く前に知っておきたいCommon Disease〔Vol.58 No.6〕
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 5．冠攣縮性狭心症／川名純一（6・1077）
 6．心不全［急性］／井出光輝，小川竜一（6・1086）
 7．心不全［慢性］／矢口絢子，高橋晴美（6・1097）
 8．脳梗塞［非心原性］／髙橋雅弘（6・1110）

●呼吸器疾患
 9．気管支喘息［成人］／久保田洋子，佐村　優（6・1119）
10．気管支喘息［小児］／久保田洋子，佐村　優（6・1136）
11．慢性閉塞性肺疾患（COPD）／久保田洋子（6・1155）

●消化器疾患
12．胃潰瘍／林　宏行（6・1164）
13．潰瘍性大腸炎／生城山勝巳（6・1175）
14．C型慢性肝炎／菊川　舞，小川竜一（6・1188）

●腎・泌尿器疾患
15．慢性腎臓病（CKD）／櫻井宏大（6・1197）
16．ネフローゼ症候群／小林綾子（6・1214）

●内分泌代謝疾患
17．脂質異常症／小瀬英司（6・1227）
18．2型糖尿病／金井紀仁，佐村　優（6・1237）

●血液・免疫疾患
19．関節リウマチ／小川ゆかり（6・1252）
20．鉄欠乏性貧血／向山雅士（6・1262）
21．高尿酸血症・痛風／向山雅士（6・1271）

●神経・精神疾患
22．パーキンソン病／金井紀仁（6・1283）
23．成人てんかん／金井紀仁（6・1295）
24．アルツハイマー病／菅沼　豪（6・1308）
25．大うつ病性障害／佐藤康一（6・1318）

26．不眠障害／水野雅恵（6・1329）
27．統合失調症／佐藤康一（6・1341）

●骨・関節疾患
28．骨粗鬆症／金井紀仁（6・1351）

●眼疾患
29．緑内障／久保田洋子，川名純一（6・1364）

●感染症
30．市中肺炎／中薗健一（6・1374）
31．院内肺炎／茂木孝裕（6・1386）
32．細菌性髄膜炎／向山雅士（6・1396）
33．尿路感染症［単純性］／本石寛行，栃倉尚広（6・1409）
34．尿路感染症［複雑性］／本石寛行，栃倉尚広（6・1418）
35．敗血症／堀内　望（6・1428）
36．肺結核／久保田洋子，花井雄貴（6・1444）

●悪性腫瘍
37．初期乳がん／宮本康敬（6・1457）
38．胃がん／小林誠一（6・1469）
39．大腸がん／小林誠一（6・1485）
40．肺がん［SCLC］／大塚英希（6・1505）
41．肺がん［NSCLC］／大塚英希（6・1514）
42．悪性リンパ腫／宮島律子（6・1523）
43．白血病［急性骨髄性］／前　浩史（6・1541）
44．白血病［急性リンパ性］／前　浩史（6・1563）
45．白血病［慢性骨髄性］／前　浩史（6・1583）
46．がん疼痛／神山紀子（6・1599）
47．抗がん薬による悪心・嘔吐／小林誠一（6・1612）
48．発熱性好中球減少症／高野尊行（6・1628）

序　編集にあたり／川合眞一（10・2229）
【第1章　まずはここから ステロイドの基本を知る】

 1．ステロイドの作用機序／田中廣壽（10・2239）
 2．ステロイドの種類と特徴／川合眞一（10・2245）

【第2章　剤形別の特徴と使用時に注意すべきこと】
 1．経口剤／小杉隆祥（10・2253）
 2．注射剤／土井啓員（10・2259）
 3．外用剤／多田公揚（10・2265）
 4．吸入剤／増田信一（10・2271）

【第3章　見逃してはいけないステロイドの副作用と対処法】
 1．禁忌・薬物相互作用／川合眞一（10・2281）
 2．感染症／南木敏宏（10・2287）
 3．骨粗鬆症／宗圓　聰（10・2293）
 4．糖尿病／飯降直男，辻井　悟（10・2299）
 5．脂質異常症・動脈硬化／舟久保ゆう（10・2307）
 6．精神病／佐藤慎二（10・2313）
 7．副腎不全／中尾佳奈子（10・2317）
 8．消化管障害／上原昌晃（10・2323）

 9．白内障・緑内障／松本　直，堀　裕一（10・2327）
【第4章　疾患・病態別にみたステロイドの選び方・使い方】

 1．膠原病（関節リウマチ，SLEなど）／亀田秀人（10・
2335）

 2．呼吸器疾患／鈴木幸男（10・2343）
 3．腎疾患／縄田智子（10・2353）
 4．神経疾患／山脇健盛（10・2365）
 5．アレルギー／田中翔太，増山敬祐（10・2375）
 6．アレルギー性皮膚疾患／中村元信（10・2381）
 7．緩和ケア／余宮きのみ（10・2387）
 8．救命救急疾患／森　智治，佐藤格夫，小池　薫（10・

2395）
【第5章　患者背景別のステロイドの選び方・使い方】

 1．妊婦・授乳婦／後藤美賀子，村島温子（10・2405）
 2．小児／福原大介，楊　國昌（10・2411）
 3．高齢者／細野　治（10・2417）
 4．手術時／田邉真紀人，柳瀬敏彦（10・2425）

7 月増刊号　ステロイド療法のエッセンス〔Vol.58 No.10〕
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序／細井雅之（14・2963）
【第1章　誰もが押さえておきたい治療の基本】

 1．血糖コントロールの意義と個別治療／渥美義仁（14・
2974）

 2．血糖コントロールに用いる臨床検査値の読み方／辻野大
助，西村理明（14・2982）

 3．糖尿病の薬物療法の考え方／吉岡成人（14・2992）
 4．低血糖時の対処法／松久宗英（14・2998）
 5．感染症・シックデイの予防と対処法／奥村佳史，髙森愛

子，清水一紀（14・3005）
 6．患者アドヒアランスを上げる服薬指導のコツ／松本一成
（14・3013）

【第2章　治療薬の薬理と選び方・使い方のコツ】
 1．インスリンとそのアナログ／藤澤智巳，花房俊昭（14・

3020）
 2．SU薬／神山博史，山川　正（14・3032）
 3．速効型インスリン分泌促進薬（グリニド薬）／五十嵐弘

之，内野　泰，弘世貴久（14・3038）
 4．ビグアナイド薬／鈴木克典（14・3046）
 5．インスリン抵抗性改善薬（チアゾリジン薬）／松尾俊

宏，勝野朋幸，小山英則（14・3055）
 6．α -グルコシダーゼ阻害薬／黄川恵慈，長坂昌一郎（14・

3066）
 7．DPP-4阻害薬／佐藤優洋，山田祐一郎（14・3072）
 8．GLP-1受容体作動薬／矢部大介，清野　裕（14・3080）
 9．SGLT2阻害薬／山﨑真裕，福井道明（14・3087）
10．配合剤／清野弘明（14・3095）
11．糖尿病治療でよく使われる漢方薬，患者が好むサプリメ

ントなどとその注意点は？／力武隆浩（14・3102）
12．糖尿病治療薬で注意すべき薬物相互作用は？／武藤達

也，朝倉俊成（14・3110）
【第3章　どうする？　こんなときの治療と血糖コントロール】

 1．血圧・脂質が高い患者の血糖コントロール／中川理友
紀，石垣　泰（14・3118）

 2．糖尿病性腎症の血糖コントロール──2期・3期／宮本　
聡，和田　淳（14・3128）

 3．糖尿病性腎症の血糖コントロール──腎不全期・透析期
／絵本正憲（14・3138）

 4．糖尿病合併がん患者の血糖コントロール／大橋　健
（14・3150）

 5．造血器腫瘍患者の血糖コントロール／藤澤智巳（14・
3161）

 6．高齢糖尿病患者の血糖コントロール／千葉優子，荒木　
厚（14・3171）

 7．妊婦・授乳婦の血糖コントロール／福本まりこ（14・
3178）

 8．睡眠障害と血糖コントロール／山田真介，稲葉雅章
（14・3185）

 9．糖尿病ケトアシドーシスと高血糖高浸透圧症候群／薬師
寺洋介，上野宏樹，細井雅之（14・3197）

10．周術期患者，検査で絶食になる患者の血糖コントロール
／上野宏樹（14・3204）

11．集中治療における血糖コントロール／西田健朗（14・
3212）

12．ステロイド投与患者の血糖コントロール／野見山崇，柳
瀬敏彦（14・3218）

10月臨時増刊号　もう困らない 病棟での血糖コントロール〔Vol.58 No.14〕


