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東部支部長 宮下　忠也

１. 東部支部例会

○平成22年２月24日（水） 場所：三島商工会議所　

情報提供：「ＤＰＰ－４阻害薬ジャヌビア錠について」 万有製薬株式会社

会員報告：「精神・神経科領域における薬剤管理指導業務について｣

国際医療福祉大学熱海病院　薬剤部　渡辺　俊輔 先生

特別講演：「糖尿病網膜症の治療」

国際医療福祉大学熱海病院　眼科　教授　高野　雅彦 先生

○平成22年４月27日（火） 場所：三島商工会議所　　　

情報提供：「シムビコートタービュヘイラーによる新たな喘息治療」アステラス

平成21年度　東部支部会計報告　　前支部長　望月　久司

会員報告：「薬剤師による抗癌剤のナレッジマネジメントの効果」

順天堂大学医学部付属静岡病院　薬剤科　佐藤　聡 先生

特別講演：「喘息治療における吸入薬の役割と指導方法」

講師：国際医療福祉大学熱海病院　呼吸器内科　准教授　星野　誠 先生

○平成22年６月22日（火） 場所：三島商工会議所　　　

情報提供：「静脈栄養における最近の話題」 株式会社大塚製薬工場

会員報告：「ＩＣＵでの薬剤師の取り組みについて」

静岡医療センター薬剤科　福本　康之 先生

特別講演：「ＤＰＣ経営戦略とプレミクスト製剤について」

講師：静岡県立大学教授　並木　徳之 先生

○平成22年８月25日（水）

情報提供：「リコモジュリン点滴静注用12800製品概要説明」

旭化成ファーマ株式会社

会員報告：「アロマターゼ阻害剤による骨密度低下の予防に対する取り組み」

静岡県立静岡がんセンター　薬剤部　梅坪　翔太 先生

特別講演：「血液疾患治療とＤＩＣ」

講師：静岡県立静岡がんセンター　

血液・幹細胞移植科　部長　池田　宇次 先生

○平成22年10月21日（木）

情報提供：「生活習慣病における合併症を考慮した最適な薬剤選択」第一三共㈱

特別講演：「カテーテル治療」

講師：富士市立中央病院　循環器科　副部長　阪本　宏志 先生

支部だより

東部支部事業報告

（２０１０年１月～１２月）
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○平成22年12月９日（木）

情報提供：「糖尿病治療におけるインクレチン関連薬について」小野薬品株式会社

特別講演：「がん化学療法に伴う支持療法」

講師：順天堂大学医学部付属静岡病院　

消化器内科　准教授　飯島　克順 先生

２. 東部支部理事会・評議委員会　平成22年２月27日（火）

場所：三島商工会議所　４階　

内容：次期支部長　他

３. 輸液の研究会　開催場所：沼津市立病院　２階講堂

（応用編）

第10回：平成22年１月12日（火）「脳外科領域における輸液管理」

第11回：平成22年２月15日（月）「心疾患患者の栄養」

第12回：平成22年３月15日（月）「救急領域　ＩＣＵ」

第１回：平成22年４月19日（月）「腎疾患の輸液･栄養管理」

第２回：平成22年５月17日（月）「褥瘡の栄養管理」

第３回：平成22年６月29日（火）「ＣＯＰＤ患者の栄養管理」

第４回：平成22年７月26日（月）「高齢者の栄養管理」

第５回：平成22年８月31日（火）「薬剤と器材」

第６回：平成22年９月21日（火）「肝不全の輸液」

第７回：平成22年10月19日（火）「糖尿病の輸液」

第８回：平成22年11月30日（火）「周術期の輸液と栄養」

第９回：平成22年12月14日（火）「炎症性腸疾患時の輸液・栄養」

（基礎編）

第１回：平成22年９月14日（火）「抹消静脈栄養法」

第２回：平成22年10月12日（火）「中心静脈栄養法」

第３回：平成22年11月９日（火）「経腸栄養法」

４. 静岡県東部オンコロジー勉強会　　　場所：沼津市立病院　２階講堂

○第47回　平成22年１月27日

１．症例紹介「膵頭部がん（中分化管状腺癌）」 ２．症例検討ＳＧＤ

○第48回　平成22年３月24日　

○第49回　平成22年５月26日

１．ミニプレゼン、２．がんと栄養、３．がん化学療法における看護師の視点
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○第50回　平成22年７月21日　

１．海外施設研修報告、２．ミニプレセン（造影剤）、

３．Ｘ線画像の基礎知識と読影

○第51回　平成22年９月22日　

１．胃・肺がん領域の最新情報、２．肺がん領域の最新情報、

３．血液がん領域の最新情報、４．子宮頸がん領域の最新情報

○第52回　平成22年11月17日

１．Ｇ－ＣＳＦ療法、２．制吐剤療法、３．緩和ケア療法（癌性疼痛）

４．緩和ケア（骨転移）、５．抗がん剤ジェネリック

５．岳南臨床薬剤師セミナー（富士･富士宮薬剤師会共催）平成22年５月19日（水）

場所：富士宮市　クリスタルホールパテオン「エメラルド」

一般講演：「ＤＰＣの現況と後発医薬品の選択」

富士宮市立病院薬剤部長　北村　　修 先生

特別講演：「後発医薬品の適正使用と薬剤師への期待」

静岡県立大学　薬学部薬学科（臨床薬剤学分野）教授　賀川　義之 先生
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中部支部長 池谷　延房

１．中部支部 評議委員会　（クーポール会館にて）

○平成22年２月24日（月）17：15～18：15

議題　１．静岡県病院薬剤師会会長の改選選挙について　

２．臨時総会について　　　　　　　　３．その他（支部会活動　等）

○平成22年５月17日（月）17：00～18：30

議題　１．平成20年度　活動・会計報告、 ２．支部例会の運営について

３．支部主催の研究会について、 ４．その他（事業計画等）

２．支部例会（18：45～20：30※若干始まりが早い時も有　会場：クーポール会館にて）

○第９回　平成22年１月27日（水）［当番病院：市立島田市民病院　薬局］

話題紹介　「アバスチン　非小細胞肺がんへの適応拡大について｣

「新型インフルエンザの最新情報」 中外製薬㈱

特別講演　「臨床統計的なデザインと解析」

○第10回　平成22年２月24日（水）［当番病院：清水厚生病院　薬剤科］

情報提供　「製品紹介」 大鵬薬品工業㈱　学術担当

特別講演　「褥瘡の病態から学ぶ外用剤の効果的な使用法」

講師　国立長寿医療センター　副薬剤部長　古田　勝経 先生

○第11回　平成22年３月15日（月）［当番病院：静岡市立清水病院　薬剤科］

情報提供　「選択的DPP―４阻害薬　エクア錠について」

ノバルティスファーマ㈱　学術担当

特別講演　「新しい糖尿病治療の幕開け～DPP―４阻害薬に期待すること～」

講師　静岡県立総合病院　糖尿病・内分泌代謝センター部長　井上　達秀 先生

○第１回　平成22年４月21日（水）［当番病院：社会保険桜ヶ丘総合病院　薬剤部］

製品紹介　「イメンドカプセルの有効性と安全性について」

小野薬品工業㈱　学術担当

会員報告　「与薬カートを用いた与薬管理について」

社会保険桜ヶ丘総合病院　薬剤部　高橋　　努 先生

特別講演　「外来化学療法における薬剤師の役割」

講師：岐阜大学医学部付属病院薬剤部長　伊藤　善規 先生

○第２回　平成22年５月11日（月）

［当番病院：JA静岡厚生連静岡厚生病院　薬剤科］

情報提供　「メラトニン受容体作動薬　ロゼレム錠　製品紹介」

武田薬品工業㈱　学術担当

中部支部事業報告
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会員報告　「当院における医療用麻薬～フェンタニルパッチにおける検討～」

JA静岡厚生連静岡厚生病院　薬剤科　今澤　太学 先生

特別講演　「メラトニンの基礎から臨床まで」

講師：北里大学　精神衛生学教授　田ケ谷　浩邦 先生

○第３回　平成22年６月16日（水）［当番病院：静岡市立静岡病院　薬剤部］

製品紹介　「製品紹介」 アボットジャパン㈱　学術担当

会員報告　「外来化学療法室における薬剤師の取り組み」

静岡市立静岡病院　竹元友佳子 先生

特別講演　「患者さんを救った薬剤師の一言―NSTにおける薬剤師の存在意義―」

講師　医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 神経内科 部長代理　片多　史明 先生

○第４回　平成22年７月21日（水）［当番病院：静岡県立総合病院　薬剤部］

商品紹介　「高親和性　ARB/持続性 Ca拮抗薬配合剤

レザルタス配合錠について」第一三共㈱

会員報告　「静岡県立大学薬学部より12名を受け入れて」

静岡県立総合病院　薬剤部　木村　　緑 先生

特別講演　「ARB/による循環器疾患治療戦略～CCB，利尿薬併用か，増量か」

講師　熊本大学大学院生命科学研究部医学系　生体機能薬理学　

教授　光山　勝慶 先生

○第５回　平成22年８月25日（水）［当番病院：静岡赤十字総合病院　薬剤部］

商品紹介　「微量元素配合　エルネオパ」 大塚製薬工場㈱　学術担当

会員報告　「当院におけるNST活動」

静岡赤十字総合病院　薬剤部　杉山　博信 先生

特別講演　「NSTの観点から見たTPNの適応」

北杜市立甲陽病院　薬剤科　浅川　浩樹 先生

○第６回　平成22年９月25日（水）［当番病院：静岡県立こども病院　薬剤室］

製品紹介　「抗悪性腫瘍剤　アブラキサンの製品紹介」大鵬製薬㈱　学術担当

会員報告　「小児専門病院におけるTDM業務」

静岡県立こども病院　薬剤室　平井　啓太 先生

特別講演　「注射用抗がん剤の取り扱い方法と調製時の注意点

―新規抗がん剤と各種閉鎖式デバイスを含めてー」

講師　埼玉県立がんセンター　薬剤部　主任　中山　季昭 先生

○第７回　平成22年10月27日（水）［当番病院：静岡済生会総合病院　薬剤部］

製品紹介　「リリカカプセル　製品紹介」 ファイザー㈱　学術担当

会員報告　「長期実務実習第１期を終えて・・・」

静岡済生会病院　薬剤部　大石　勝康 先生

特別講演　「神経因性疼痛の臨床　―帯状疱疹後神経痛を中心にー」

講師　水谷痛みのクリニック　理事長兼院長　水谷　彰仁 先生
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○第８回　平成22年11月18日（水）［当番病院：藤枝市立総合病院　薬局］

製品紹介　「HMG-CoA還元酵素阻害薬　リバロ錠　製品紹介」興和創薬㈱

会員報告　「当院の薬品管理」 藤枝市立総合病院　薬局　中山　　勲 先生

特別講演　「心血管病治療の最前線」

講師　福岡大学医学部　心臓・血管内科学　教授　上原　吉就 先生

３． 静岡中部輸液療法研究会

○シリーズ輸液勉強会（19：00～21：00 あざれあにて）

㈱大塚製薬工場　応用開発部

第４回　平成22年１月13日（水） 「栄養管理症例の検討会」

第５回　平成22年２月10日（水） 「肝・腎障害時の輸液」

第１回　平成22年10月６日（水） 「水・電解質と脱水」

第２回　平成22年11月10日（水） 「術後の輸液管理」

○第13回薬剤師セミナー　平成22年７月29日（木）19：00～20：45

特別講演　「薬液の血管外漏出に関する基礎研究～組織障害の特徴と対処方法～」

岩手県立大学　副学長兼教育研究支援部長　武田　利明 先生

４．中部がん化学療法勉強会

○第11回　平成22年２月13日（土）15：00～17：00（ふしみや会議室　９Ｆにて）

製品紹介　「ゾメダ点滴注射液・アフィニトール錠」 ノバルティス　ファーマ㈱

講　　演①「Mohsペースト　～特徴と使用例～」

静岡市立静岡病院　薬剤部　橋本　直弥 先生

②「頭頚部癌にモーズ軟膏を使用した一例」

焼津市立総合病院　薬剤科　平田　淑子 先生

③「根治不能な右下顎扁平上皮癌に対するモーズ軟膏の使用について」

社会保険桜ヶ丘総合病院　薬剤部　藤ヶ谷憲一 先生

特別講演　「皮膚癌の診断・治療と緩和医療としての

Mohsペーストの有用性について」

静岡県立がんセンター　皮膚科　部長　清原 先生

○第12回　平成22年９月４日（土）15：20～17：00（ふしみや貸会議室　９階）

製品紹介　「グリペック錠」 ノバルティス　ファーマ㈱　

講　　演　「抗がん剤暴露対策」

①静岡市立静岡病院　薬剤部　若杉　祐子 先生

②島田市民病院　　　薬剤部　横山　　匠 先生

特別講演　「頭頚部癌化学療法における最新の治療」

静岡県立静岡がんセンター原発不明科　部長　小野澤裕輔 先生
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５．静岡県中部副作用研究会（静岡市立静岡病院　東館11Ｆ Ｃ会議室にて）

○第７回　平成22年２月22日（月）19：00～

製品紹介　　「カデュエット配合錠」 ファイザー㈱　

講　　演　　「菊川市立総合病院における薬剤師業務と副作用への関与について」

菊川市立総合病院　診療技術部長兼薬剤科長　北川　俊朗 先生

○第８回　平成22年10月５日（火）19：00～

製品紹介　　「セレコックス錠」 ファイザー㈱　

症例検討　①「救急外来から脱水の診断で入院してきた悪性症候群患者」

桜ヶ丘総合病院薬剤部　藤ヶ谷憲一 先生

②「ホジキンリンパ腫に対する化学療法により皮疹が疑われる一例」

静岡市立清水病院薬剤科　杉山　弘樹 先生

６．中部がん化学療法勉強会（ふしみや貸会議室　９階）

○第12回　平成22年９月４日（土）15：20～17：00

製品紹介　「グリペック錠」 ノバルティス　ファーマ㈱　

講　　演　「抗がん剤暴露対策」

①静岡市立静岡病院　薬剤部　若杉　祐子 先生

②島田市民病院　　　薬剤部　横山　　匠 先生

特別講演　「頭頚部癌化学療法における最新の治療」

静岡県立静岡がんセンター原発不明科　部長小野澤　裕輔 先生

総合司会　静岡市立清水病院　薬剤科　河合　深春 先生

７．その他

１，中部支部統計勉強会

○第１回　平成22年８月21日（土）13：00～15：30

（静岡市立病院東館11F C会議室）

内　　容　 「静岡県立大学　小菅先生による統計の学習会Ⅰ」

静岡県立大学 薬学部 医薬品情報解析分野 講師 小菅　和仁 先生

○第２回　平成22年９月11日（土）13：00～15：30

（県立総合病院　つつじホール）

内　　容　 「静岡県立大学　小菅先生による統計の学習会Ⅱ」

静岡県立大学薬学部 医薬品情報解析分野 講師 小菅　和仁 先生

２．テルモ研修センター「メディカルプラネックス」での研修会（平成22年10月31日）

フィジカルアセスメント研修（中部支部にてバスをチャーターし実施した。）
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西部支部事業報告
西部支部長 加藤　久長

１．薬局長・理事会（ホテルクラウンパレス浜松）平成22年2月9日（火）19時～21時　

学術情報提供：「認知症治療薬アリセプト」 エーザイ㈱　学術担当　様

特別講演：「6年制病院実務実習のカリキュラムと学生評価」

静岡県立大学薬学部　臨床薬学分野　教授　賀川　義之 先生

議　　題：その他の連絡事項・協議事項

２．理事・評議員会（ホテルクラウンパレス浜松）19時～21時

○平成22年３月４日（木）

情報提供：「ラジカット　点滴静注バッグ30mg」 田辺三菱製薬㈱

議　　題：静岡県病院薬剤師会西部支部平成21年度暫定会計報告　　

静岡県病院薬剤師会役員改選について、静岡県病院薬剤師会総会について

特別講演：「平成22年度診療報酬改定の概要とDPC4の話題」

田辺三菱製薬㈱　東海支店　医薬部　推進課　篠原　隆　

○平成22年４月８日（木）

情報提供：「ビクトーザ皮下注18mg」 ノボノルディスクファーマ㈱

特別講演：「インクレチン関連薬の紹介」

浜松医科大学第二内科　釣谷　大輔 先生

議題：西部支部平成21年度会計報告・事業報告、西部支部平成22年度事業計画　

３．西部支部例会（ホテルクラウンパレス浜松）19時～21時　

○第８回　平成22年1月20日（水）

情報提供：「高選択的ＤＤＰ－４阻害薬ジャヌビア錠について」 万有製薬

会員報告：「当院におけるプレアボイド報告」

聖隷三方原病院　池谷真祐子 先生

特別講演：「糖尿病治療の現状とインクレチン関連薬に対する期待」

浜松医科大学内科学　第二講座　助教　森田　浩 先生

○第９回　平成22年2月18日（木）

情報提供：「コディオ配合錠の話題」ノバルティスファーマ

会員報告：「注射薬オーダリングシステムを活用した安全管理」

磐田市立総合病院　田中　和秀 先生

特別講演：「厳格な血圧管理を目指した降圧薬の使い方」

近畿大学医学部　腎臓・膠原病内科　准教授　有馬　秀二 先生
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○第10回　平成22年3月17日（水）

情報提供：「レミケードの最近の話題」田辺三菱製薬

会員報告：「保険調剤薬局における医療安全対策」

薬局フォーリア将監店　松野　恒夫 先生

特別講演：「関節リウマチ治療の変遷について」

聖隷浜松病院　膠原病リウマチ内科　部長　宮本　俊明 先生　

○第1回　平成22年4月15日（木）

情報提供：「服薬コンプライアンス向上の為に当社ができること」

エルメットエーザイ㈱

会員報告：「当院におけるテイコプラニン治療効果の評価」

掛川市立総合病院　鈴木あゆ美 先生

特別講演：「医療安全に関する最新の話題」

自治医科大学　医療安全対策　教授　長谷川　剛 先生

○第2回　平成22年5月19日（水）

情報提供：「副腎皮質ホルモン製剤 デキサート注射液」富士製薬工業

会員報告：「重症感染症患者における遊離形リネゾリドの血中動態、

薬剤感受性および組織移行性の評価」

浜松医科大学医学部附属病院　薬剤部　八木　達也 先生

特別講演：「医薬品情報の探し方・見つけ方」

名城大学 薬学部　教授　後藤　伸之 先生

○第3回　平成22年6月16日（水）

情報提供 ：「カデュエット配合錠について」 ファイザー

特別講演：「糖尿病患者における包括的リスク管理について」

東京医科大学内科学第三講座　主任教授　小田原雅人 先生

○第4回平成22年7月21日（水）

情報提供：「褥瘡・皮膚潰瘍治療剤　アクトシン軟膏3%」 マルホ

会員報告：特定抗菌薬使用における薬剤師の関与

－より詳細な抗菌薬使用状況の把握を求めて－

磐田市立総合病院　薬剤部　浮田　浩利 先生

特別講演：「外用剤の上手な選び方・使い方」

浜松医科大学医学部附属病院　皮膚科　講師　秦　　まき 先生　

○第5回平成22年9月15日（水）

情報提供：「親和性ＡＲＢ/持続性Ｃａ拮抗薬配合剤

レザルタス配合錠について」第一三共
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会員報告：「有機リン系農薬で中毒症状が遷延した症例」

菊川市立総合病院薬剤部　瀧　　祐介 先生

特別講演：「高血圧ガイドライン2009を活かす高血圧治療」

浜松赤十字病院　副院長　兼循環器内科部長　俵原　　敬 先生

○第６回　平成22年10月21日（水）

情報提供：「エビリファイの最新の知見について」大塚製薬

会員報告：「くも膜下出血後の血管攣縮に対するスタチンの有用性について」

掛川市立総合病院　薬剤室　佐藤誠太郎 先生

特別講演：「静岡県精神科救急・合併症病棟の現状

～抗精神病薬と潜在的副作用について」

聖隷三方原病院　精神科　部長 森本　修三 先生

○第７回　平成22年11月17日（水）

情報提供：「経皮吸収型　持続性癌疼痛治療剤　フェントス テープ」

協和発酵キリン

会員報告：「ワーファリン中止後もPT-INR高値が遷延化した1例」

聖隷三方原病院　薬剤部　佐藤有可子 先生

特別講演：「新しいがん疼痛ガイドラインをふまえたコツ」

聖隷三方原病院　聖隷ホスピス所長　井上　　聡 先生

４．ゆ～はま活動報告（輸液勉強会） （クリエート浜松　５階51会議室にて）

５．がん治療を考える薬剤師の会（ホテルクラウンパレス浜松にて）

○第18回　平成22年2月25日（木）

報告：「抗癌剤の副作用について」パネルディスカッション　　　

アンケート結果報告　　　　　　聖隷三方原病院　猪瀬　善則 先生

施設の現状報告　　　　県西部浜松医療センター　坪井　久美 先生

聖隷三方原病院　猪瀬　善則 先生

開催日 

２月２日 

回 

40

テ　ー　マ 

肝腎要の栄養の基礎 

７月６日 41 水・電解質と輸液 

９月７日 42 末梢静脈栄養 

10月５日 43 中心静脈栄養 

11月２日 44 経腸栄養 

12月７日 45 消化器外科周術期の輸液管理 
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○第19回　平成22年8月26日（木）

報告：「病棟から外来への移行時の服薬指導について」

アンケート結果報告　　　　　　　浜松労災病院　栗田　　優 先生

施設の現状報告　　　　　　　磐田市立総合病院　後藤　敏也 先生

袋井市立袋井市民病院　渥美　　仁 先生　

他パネルディスカッション　　　　　

６．静岡副作用研究会（ホテルクラウンパレス浜松）

○第40回　平成22年3月25日（木）

会員報告とグループディスカッション

「ワーファリン中止後もPT-INR高値が遷延化した1例」

聖隷三方原病院　　佐藤有可子

「ワーファリンとフロリードゲル併用の1例」 薬局フォーリア　 松野　恒夫

「ワーファリン内服患者の栄養摂取状況とPT-INR値の関連について」

浜松労災病院　富岡　謙二

○第41回　平成22年9月22日（水）

会員報告とグループディスカッション

「ジソピラミド除放錠により低血糖をきたした症例」

聖隷浜松病院　薬剤部　安間　保恵

「塩酸プロパフェノン錠による間質性肺炎の可能性」

磐田市立総合病院　薬剤部　田中　和秀

「シデノールによると思われる、再不整脈の１例」

菊川市立総合病院　薬剤部　日下　豊史

７．静岡ファーマシューティカル研究会（静岡ＰＣ研究会）

（ホテルクラウンパレス浜松にて）

○第28回　平成22年6月3日（木）

テーマ：糖尿病領域の服薬指導

一般演題　「メトホルミン内服患者への当院における

ヨード造影剤使用法について」

聖隷浜松病院　薬剤部　中道　秀徳 先生　

特別講演　「糖尿病治療のポイント」

～古き新しき糖尿病薬メトホルミンの最新の話題もふまえて～

富士市立中央病院　代謝一般内科　副部長　谷口　幹太 先生
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○第29回　平成22年10月28日（木）

テーマ：アレルギー領域の服薬指導

一般演題：「当院でのアレルギーカードの発行と活用の取り組みについて」

掛川市立総合病院　薬剤部　山口　　修 先生

特別講演：「皮膚科領域における服薬指導について」―アレルギー疾患を中心に―

聖隷三方原病院　皮膚科　部長　白濱　茂穂 先生

８．遠州薬楽カンファレンス（アクトシティー浜松コングレスセンターにて）

○第31回　平成22年6月2日（水）

テーマ：「がん疼痛緩和ケアへの薬剤師の関わり」

「当院における薬剤師の緩和ケアチームでの活動」

浜松医科大学医学部附属病院　�科　嘉章、堀　雄史、川上　純一

「在宅、外来がん疼痛緩和ケア患者に対する介入」

レモン薬局三方原店　伊藤　譲、前堀　直美、水上有紀子

○第32回　平成22年11月10日（水）

テーマ：「長期実務実習について」

「実務実習の実施と評価　～第１回受入れを終えて～」

聖隷三方原病院　薬剤部　奥村　知香

「第１期の薬局実務実習を終えて」 浜松市薬剤師会　伊藤　　譲

【ブロック活動】

○西ブロック会　平成22年9月13日（月）

県西部浜松医療センター会議室（2号館3階）

講演　「漢方医学の診断法と処方鑑別」 ㈱ツムラ　三浦真也　様

○東ブロック会　平成22年11月4日（木）掛川グランドホテル　　　　　　　　　

講演Ⅰ「医療現場で役立つクレーム対応の基本」

第一三共㈱　東海支店　津田　裕男 様

講演Ⅱ「循環器疾患を合併した高血圧治療について」

菊川市立総合病院　副院長　松本　有司 先生　
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編 集 後 記

平成22年度は記録的な猛暑、大寒波などの異常気象と新型インフルエンザ、口蹄

疫、鳥インフルエンザなどの環境問題に翻弄された一年でした。

薬剤師を取り巻く環境も大きく変化してきて、医療の担い手としての職能を発揮

することを期待され、薬学部６年制の病院実務実習も今年度始まりまました。改善

すべき点は多々あるかと思いますが、今のところ大きな問題もなく推移しています。

今回は病院実務実習を特集に組み、大学，認定指導薬剤師，学生の立場でご感

想・ご報告をお願いいたしました。また、今年度静岡県病院薬剤師会が担当した合

同学術大会2010の実行委員会，事務局の皆さんにもご報告をお願いいたしました。

本特集が会員皆様の今後の活動の参考になれば幸いです。

お忙しい中寄稿して頂いた皆様に陳謝いたします。

編集部　木下　　操

高林　敏弘

西尾　雅行

後藤　誠一
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