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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

　正月と駅伝 小枝　裕香　１－12

　正月の恒例行事 松浦　仁志　１－12

　新年を迎えるにあたって 山下　好彦　１－13

　家族と迎えるお正月 大岩　身衣　１－13

病棟業務活動と実績 大里　恭章　１－14

第44回新入局薬剤師研修会を開催して

野村　剛久　１－17

新入局薬剤師研修会に参加して

大和真希子，水谷　大輝，

高久保佑一，新美沙英子　１－18

社会保険制度委員会研修会報告 富士谷昌典　１－20

第38回中堅薬剤師研修会報告 松村　友和　１－22

第７回医薬品安全管理責任者等交流会

髙尾　知佳　１－23

O.H.P. 親睦会　酒蔵見学会に参加して

白樫明香里　１－26

平成27年度第３回精神科病院委員会研修会報告

宮原　佳希　２－20

小規模病院研修会報告 髙橋　和寛　３－17

第37回日本病院薬剤師会近畿学術大会　兵庫で開催

古角　幸太　４－13

平成27年度日本病院薬剤師会近畿ブロック会議報告

竹上　　学　４－18

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　平成27年度臨時総会 古角　幸太　５－15

平成27年度第５回精神科病院委員会・

　第６回専門薬剤師育成委員会共催講習会報告

野村　久美　５－22

平成28年熊本地震への対応 但馬　重俊　６－８

熊本地震における救護活動記録 山瀬　大雄　６－９

平成28年熊本地震災害義援金のお願い

小林　政彦　６－11

情報通信委員会講習会報告 町谷　安紀　６－13

社会保険制度委員会研修会報告

八代　哲也，野村　真美　７－12

特別寄稿　東先生をしのぶ

　東 敏夫先生を偲んで 佐藤健太郎　８－13

　東 敏夫先生 私が薬剤師である上での親

塚本　幸子　８－13

緑陰随想

　沖縄母娘旅行 山上　聡子　８－14

　初心とあせも 森田有美子　８－14

　夏の思い出 村岡　慧子　８－15

　お盆がくると 松浦　仁志　８－15

会長就任のご挨拶 但馬　重俊　９－３

進化 辻本　栄子　９－４

未来へ；国民の健康な生活を確保する薬剤師

山本　克己　９－４

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　平成28年度通常総会 古角　幸太　９－16

発展・継続 西川　直樹　10－３

安全な医療の担い手として 竹上　　学　10－４

地域で患者さんを支えていくこと

　－病院薬剤師の役割－ 天正　雅美　10－５

平成28年度第１回精神科病院委員会研修会報告

井上　頌子　10－17

第10回医療安全研修会の報告 菊田　裕規　11－13

平成28年度麻薬・薬事講習会報告

土井　敏行　11－16

平成28年度第２回精神科病院委員会研修会報告

宮原　佳希　11－20

平成28年度「府民くすり相談会」開催報告

乾　有希子　11－22

クリスマスエッセイ 11－24
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2）論滴

医療の質を測る－クオリティインディケーター

野村　真美　２－３

ブラックスワンとパラダイムシフト

小林　政彦　３－３

新モデル・コアカリキュラムにおける実務実習

土井　克彦　４－３

診療報酬改定に追われた薬剤師達

上野　達也　５－３

がん10年生存率初集計から考えること

勝浦　正人　６－３



病院薬剤師がかかわる災害時の支援と日頃の備え

坂上　嘉浩　７－３

継続する企業 西川　直樹　８－３

大阪府地域医療構想について 尾上　雅英　11－３

3）ずいそう

まだまだ知らないことばかり 長橋かよ子　２－４

早く４月になぁれ 松岡　智美　３－４

断捨離 山村　典子　４－４

リフレッシュする時間 高寺　章代　５－４

お城散策 木下　　晃　６－４

飽きない 高垣　佳史　７－４

食べ歩きのススメ 上田　要一　９－５

ひと夏の思い出となるのか？ ポケモンGO

萱野勇一郎　10－６

ノケジョ 豊濱　　隆　11－４

４）表紙のことば

インフリキシマブBS点滴静注用「NK」 １－２

オマリグリプチン（マリゼブ錠） ２－２

インフリキシマブ（レミケード点滴静注） ３－２

桜（桜皮） ４－２

甘草（かんぞう） ５－２

九輪草（くりんそう） ６－２

カタクリ ７－２

臭木（くさぎ），臭梧桐（しゅうごどう） ８－２

柘榴，石榴（ざくろ） ９－２

鳥頭，附子（とりかぶと） 10－２

酔芙蓉（すいふよう） 11－２

５）新薬の顔

（415）ポマリドミド（ポマリストカプセル） １－４

（416）ボノプラザンフマル酸塩（タケキャブ錠）

２－５

（417）ヒドロキシクロロキン硫酸塩（プラケニル錠）

２－13

（418）トラベクテジン（ヨンデリス点滴静注）

３－５

（419）ヤケヒョウヒダニエキス原末，コナヒョウヒダ

ニエキス原末（アシテアダニ舌下錠）

４－５

（420）チオトロピウム臭化物水和物／オロダテロール

塩酸塩（スピオルトレスピマット） ５－５

（421）スクロオキシ水酸化鉄

　（ピートルチュアブル錠） ７－５

（422）エボロクマブ（遺伝子組換え）

　（レパーサ皮下注） ８－４

（423）エスフルルビプロフェン・ハッカ油

　（ロコアテープ） ９－６

（424）オシメルチニブメシル酸塩（タグリッソ錠）

10－７

（425）ペランパネル水和物製剤（フィコンパ錠）

11－５

6）病棟活動報告

（80－３）社会医療法人若弘会 若草第一病院

上田　展代　１－10

（81－１）医療法人讃和会 友愛会病院

湊　聖一郎　２－18

（81－２）医療法人讃和会 友愛会病院

湊　聖一郎　３－14

（81－３）医療法人讃和会 友愛会病院

湊　聖一郎　４－11

（82－１）医療法人仁泉会 仁泉会病院

岩前未帆子　５－12

（82－２）医療法人仁泉会 仁泉会病院

岩前未帆子　６－５

（82－３）医療法人仁泉会 仁泉会病院

岩前未帆子　７－９

（83－１）箕面市立病院 仲下知佐子　８－10

（83－２）箕面市立病院 仲下知佐子　９－13

（83－３）箕面市立病院 仲下知佐子　10－14

（84－１）社会医療法人ペガサス　馬場記念病院

松尾　　孟・小原　延章　11－10

7）ひろば

高野山へ行って 上林　麻貴　２－22

旅行と私 角北　美幸　３－19

皆さんはどのようにゴミを捨てますか？

下菊　早紀　４－24

日常，通常，平常 福山裕季子　５－24

市民ランナー２年目 松浦　寛将　６－15

ディズニーで年越し 早田万里子　７－14

久しぶりに 野土香奈惠　９－44



友人の結婚式に参列して 谷本　祐子　10－21

アオリイカ釣り 櫻井　紀宏　11－23

8）リレー随筆

お笑い 山﨑　恭平　２－22

隠岐島　海士町 小角　麻衣　３－19

小さな国際交流 松山　達登　４－24

天津麻婆丼について 吉村　一樹　５－24

新しい趣味を探して 原　枝理佳　６－15

愛犬サブロー 遠藤　美穂　７－14

空はなぜ青いのか？ 村岡佑梨子　９－44

好きこそものの上手なれ 田中　佐季　10－21

ALOHA 吉田　紗理　11－23

９）遊歩道

①故事ことわざシリーズ

故事ことわざシリーズ（16） １－42

故事ことわざシリーズ（17） ２－39

故事ことわざシリーズ（18） ３－33

故事ことわざシリーズ（19） ４－45

故事ことわざシリーズ（20） ５－47

故事ことわざシリーズ（21） ６－35

故事ことわざシリーズ（22） ７－35

故事ことわざシリーズ（23） ８－39

故事ことわざシリーズ（24） ９－60

故事ことわざシリーズ（25） 10－46

故事ことわざシリーズ（26） 11－55

②ぐるめ

アジアンバル フロッグス＜ベトナム料理＞ １－42

神戸串乃家 大丸梅田店＜串揚げ料理＞ ２－39

炭火屋 やちゃぼう＜炭火焼き料理＞ ３－33

宮崎県 塚田農場あべのハルカス店

　＜郷土料理専門店＞ ４－45

クワトロ あべのキューズモール店＜イタリアン＞

５－47

ごま屋ちゅう兵衛 なんばメゾンダイニング店

　＜和食＞ ６－35

ベジ畑カフェ 小町 ７－35

居酒屋 さんぽ（創作和食） ８－39

スパイス&ハーブ スーパードライ

ヒルトンプラザ店 ９－60

つくしんぼう 鶴橋駅前店 10－46

キリンシティ 11－55

③忘己利他

（43）禁演された講談 １－42

（44）赤めだか ２－39

（45）仏果を得ず ３－33

（46）完結編といっていたが… ４－45

（47）DENKI  GROOVE  THE  MOVIE ？

～石野卓球とピエール瀧～ ５－47

（48）古典落語 ６－35

（49）立川流の落語家 ７－35

（50）Super  Size  Me ８－39

（51）立川こしら ９－60

（52）怪盗ルビイ 10－46

（53）竹本義太夫 11－55

④釣り

（26）スズキ釣り② １－42

（27）ワカザギ釣り① ２－39

（28）ワカサギ釣り② ３－33

（29）アカムツ（ノドグロ）① ４－45

（30）アカムツ（ノドグロ）② ５－47

（31）カワハギ釣り① ６－35

（32）カワハギ釣り② ７－35

（33）グッピー① ８－39

（34）鯉釣り① ９－60

（35）鯉釣り② 10－46

（36）鯉釣り③ 11－55

10）ニューフェイス紹介

　　　９－43　10－20

11）大阪府病院薬剤師会　理事会議事録

　　　１－30　２－26　３－24　４－30　5－30

　　　６－21　７－20　８－22　9－47　10－28

　　　11－29

12）大病薬のページ

　　　１－35　２－31　３－30　４－35　５－34

　　　６－25　７－26　８－26　９－51　10－33

　　　11－40


