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１）一般記事
新年のご挨拶 但馬　重俊　１－３
新春ずいそう
　在日韓国人のお正月 宋　光明子　１－10

　松山城の石垣の上で 中原　　薫　１－10

　大晦日の恒例行事 榊　　康晴　１－11

　どっこいしょ初詣 村松　宏美　１－11

第41回新入局薬剤師研修会開催 野村　剛久　１－15

新入局薬剤師研修会に参加して
西崎真理奈，山下　悠作，　　　
池森　純子，井藤あいな　１－16

第35回中堅薬剤師研修会報告 松村　友和　１－18

第61回小規模病院懇話会報告 南池　由紀　１－21

社会保険制度委員会講習会報告
楽　　真澄，萩原　　愛　２－15

平成24年度第２回精神科病院委員会研修会報告
岩井　礼子　２－21

O.H.P. 親睦ヨガ教室開催報告 佐野　敬子　２－22

第34回日本病院薬剤師会近畿学術大会開催
古角　幸太　３－16

平成24年度日本病院薬剤師会・近畿ブロック会議報告
竹上　　学　３－19

平成24年度第２回精神科病院委員会研修会報告
木本　貴美　４－16

平成25年度小規模病院研修会報告
松本ミユキ　４－18

平成25年度第１回通常代議員会開催
塚崎　陽彦　５－14

第62回小規模病院懇話会報告 小山　典子　６－12

平成25年度第２回通常代議員会開催
塚崎　陽彦　８－13

平成25年度通常総会 小野　　聡　８－15

第８回薬剤業務ワークショップ 川村めぐみ　 ８－49

第８回薬剤業務ワークショップに参加して
上田美由紀，堀内　宏樹，眞部　実穂　８－50

第７回医療安全研修会 中林　真紀　８－52

緑陰随想
　高校野球 林田　佳愛　８－56

　韓国旅行 西藤　晃子　８－56

　夏の過ごしかた 安田公美子　８－57

　プレゼント 黒田　晶子　８－57

第63回小規模病院懇話会報告 山元　秀一　９－15

人事院勧告資料 古角　幸太　９－18

平成25年度第１回精神科病院委員会研修会報告
谷水　知美　10－12

平成25年度麻薬講習会報告 廣畑　和弘　11－17

名誉会員　倉田義昭先生を偲んで

小川　雅史，野村　剛久　11－18

第５回医薬品安全管理責任者交流会
梅永　真弓　12－16

平成24年度（社）大阪府病院薬剤師会
　生涯研修制度の履修状況について

野村　剛久　12－20

クリスマスエッセイ 12－27
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２）論滴
薬学部生の就職戦線に思うこと 永山　勝也　２－３
電子版お薬手帳について考える 栗谷　良孝　３－３
平成版・学問のすすめ「医薬品情報学」

高橋　一栄　４－３
薬物療法は患者の専門性を学び，共に作る時代へ

丹下　悦子　５－３
ソーシャルメディア利用における留意点

松田　孝緒　６－３
薬剤師にマネジメント能力が必要 森朝　紀文　７－３
スポーツにおける公平性と薬剤の適正使用

佐野　雅昭　８－３
認知症の増加ストップを薬剤師が担う

本多　智子　９－３
求む，小規模病院薬剤師 上野山周雄　10－３
魅力ある病院は魅力ある職員によって作られる

野村　真美　11－３
「薬事法」改正に思う 坂上　嘉浩　12－３

３）ずいそう
鉄ちゃん 畑中　勝義　２－４
春のセンバツ編 和泉　　智　３－４
ミュージカル 桒原　　健　４－４
こいのぼり 上森美和子　５－４
週末限定体育会系生活のすすめ 大谷　　司　６－４
ビアガーデン 村井　　扶　７－４
徒然雑感 野村　守弘　９－４
親友のこと 辻井　佳代　10－４
スポーツの秋，食欲の秋，読書の秋，
　芸術の秋，… 田中　義人　11－４
三都物語 平田　敦宏　12－４

４）表紙のことば
パロノセトロン（アロキシ静注） １－２
ランジオロール塩酸塩（コアベータ静注用） ２－２
ダルベポエチン アルファ（ネスプ注射液） ３－２
シダグリプチンリン酸塩水和物
（ジャヌビア錠25mg） ４－２
エドキサバントシル酸塩水和物
（リクシアナ錠） ５－２
ペメトレキセドナトリウム水和物



　（アリムタ注射用） ６－２
デサメサゾンシペシル酸エステル
　（エリザス点鼻粉末） ７－２
イストラデフィリン（ノウリアスト錠） ８－２
テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合
有核型口腔内崩壊錠
　（ティーエスワン配合OD錠） ９－２
シダグリプチンリン酸塩水和物
　（ジャヌビア錠） 10－２
ペルツズマブ（パージェタ点滴静注） 11－２
シベレスタットナトリウム水和物
　（注射用エラスポール） 12－２

５）新薬の顔
（382）パロノセトロン（アロキシ静注） １－４
（383）アナグリプチン（スイニー錠） ２－５
（384）オメガ－３脂肪酸エチル

　（ロトリガ粒状カプセル） ３－５
（385）ロチゴチン（ニュープロパッチ） ４－５
（386）ルビプロストン

　（アミティーザカプセル） ５－５
（387）アピキサバン（エリキュース錠） ６－５
（388）インスリン テグルデク

　（トレシーバ注） ７－５
（389）イストラデフィリン

　（ノウリアスト錠） ８－４
（390）レゴラフェニブ水和物

　（スチバーガ錠） ９－５
（391）デノスマブ（プラリア皮下注） 10－５
（392）ペルツズマブ（パージェタ点滴静注） 11－５
（393）メサドン塩酸塩（メサペイン錠） 12－５

６）病棟活動報告
（69－２）医誠会病院 齋藤　　誠　１－12

（69－３）医誠会病院 木村　一絵　２－12

（70－１）社会医療法人生長会府中病院
禰古奈美江　３－12

（70－２）社会医療法人生長会府中病院
佐塚　有希　４－12

（70－３）社会医療法人生長会府中病院
竹村真理子　５－10

（71－１）社会医療法人愛仁会千船病院
木村　真策　６－10

（71－２）社会医療法人愛仁会千船病院
木村　真策　７－13

（71－３）社会医療法人愛仁会千船病院
木村　真策　８－10

（72－１）大阪府立成人病センター
小森　桂子　９－12

（72－２）大阪府立成人病センター
友井理恵子　10－10

（72－３）大阪府立成人病センター
梅原　聡子　11－11

（73－１）桜橋渡辺病院 三島　裕彦　12－13

７）例会報告・診療所委員会
（360）注意を要する薬疹と治療，

C型慢性肝炎の最新治療 松江由利子　３－23

第54回日常業務なんでも相談会 松阪　智美　４－15

８）ひろば
ガーデニング 江頭　良子　２－23

コアラ 永井　大地　３－28

春の訪れに 阪上　陽一　４－20

ディズニーリゾート 岡本麻理子　５－16

小笠原諸島 山田久美子　６－14

スイーツはいかが 濱津　頼子　７－15

自転車の旅 田川　誠二　９－22

ロンドン案内 駒井　千穂　10－14

軽井沢 川口　博資　11－20

初・ボルダリング 中西　涼子　12－26

９）リレー随筆
カドリール 塩谷　理世　２－23

味噌作り 大田　雄介　３－28

父親としての育児 丸岡　優太　４－20

カメラ 鶴島　克将　５－16

布団太鼓 丸岡　邦啓　６－14

ママ会＋パパ１人 岸田　裕亮　７－15

週１の習い事 安田公美子　９－22

バトン 吉野新太郎　10－14

色覚異常と薬剤師 研谷　丈之　11－20

考える楽しさ 児玉　暁人　12－26

10）遊歩道
①ミス・ミセス
グリーンを上手に取り入れるコツ １－33

仕事のコツ ２－43

女子力 ３－39

防犯・防犯対策＜No. １＞ ４－35

防災対策＜No. ２＞ ５－37

レイアウトのいろいろ ６－35

「信頼される人」の話す力 ７－35

誉めるポイント ８－77

仕事力 ９－41

夢の実現 10－37

ヘルシーレシピのためのワザ 11－31

雑談の基本マナー 12－43

②ぐるめ
鉄板　福山＜創作鉄板料理＞ １－32

骨付鳥　一鶴　心斎橋店＜鶏料理＞ ２－43



イタリア酒場　ボルトーネ ３－39

柿の種＜創作料理＞ ４－35

庵　総本店＜創作和食＞ ５－37

創味（そうみ）＜焼き鳥＞ ６－35

銀座レストラン
　＜大阪ツイン21店＜ビアレストラン＞ ７－35

和源＜日本料理＞ ８－77

ニョッキ梅田店＜イタリアン＞ ９－41

えぽっく＜貝料理専門店＞ 10－37

山勝＜板前創作料理＞ 11－31

華中華～ハービス PLAZA ENT ～
　＜中華料理＞ 12－43

③忘己利他
（９）講談師ただいま24人 １－32

（10）有名な（？）講談師 ２－43

（11）切腹最中の日 ３－39

（12）講談はどこで聴く ４－39

（13）講釈師，大河のアラで ５－37

（14）講釈，講談 ６－35

（15）らくごカフェにて ７－35

（16）ガンダム講談とは… ８－77

（17）もうひとつ… ９－41

（18）本について… 10－37

（19）懐かしい劇場 11－31

（20）これがきっかけ 12－43

④私評
（144）私の本名 １－33

（145）御堂筋 ２－43

（146）花粉症 ３－39

（147）伊丹空港① ４－35

（148）伊丹空港② ５－37

（149）ファストフィッシュ ６－35

（150）五山の送り火 ７－35

（151）いか焼き ８－77

（１）日本酒 ９－41

⑤釣り
　（１）釣り 10－37

　（２）アジ釣り① 11－31

　（３）アジ釣り② 12－43

11）ニューフェイス紹介
９－23　10－15

12）大阪府病院薬剤師会　理事会拡大会議議事録
　　　２－28　３－33　４－25　５－21　６－20

　　　７－19　８－63　９－27　10－21　11－23

　　　12－31

13）大病薬のページ
　　　１－27　２－37　３－36　４－29　５－24

　　　６－25　７－22　８－69　９－31　10－25

　　　11－27　12－34




