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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

　新しい年のはじまりに 井上　味波　１－11

　初詣 長谷川紗菜恵　１－11

　元旦の恒例登山 河﨑　尚史　１－12

　仕事で迎えるお正月 段林　正明　１－12

熊本地震での災害派遣薬剤師として参加して

田井　芳香　１－13

特別寄稿　高津先生をしのぶ

　高津周平先生を偲んで 笠原　伸元　１－15

O.H.P. 親睦会　ニプロ iMEP 見学会に参加して

衞藤麻里子　１－16

第45回新入局薬剤師研修会を開催して

野村　剛久　２－14

新入局薬剤師研修会に参加して

原田千菜美，山岡真由美，古市　和大

境　　泰樹，小山真裕佳，中野　剛志

平下　綾香，松平　有加　２－15

平成28年度第３回精神科病院委員会・

　第７回専門薬剤師育成委員会研修会報告

岩井　礼子　４－16

社会保険制度委員会研修会報告 鈴木　　薫　４－19

情報通信委員会講習会報告 九鬼亜衣子　５－15

緑陰随想

　古座川 木下　徳康　８－14

　テニス 中島　慶子　８－14

　2017 夏のはじまり 吉田麻希子　８－15

　ダイビング 藤本　冬佳　８－15

平成29年度第１回精神科病院委員会研修会報告

谷水　知美　10－15

社会保険制度委員会研修会報告 高田　　史　11－16

平成29年度麻薬・薬事講習会報告

中村　　歩　11－18

平成29年度第２回精神科病院委員会研修会報告

髙田　雅人　11－25

クリスマスエッセイ 11－28
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2）論滴

医療情報の標準化 下村　一徳　２－３

歯科用医薬品『リグロス歯科用液キット 600µg／1200µg』

　について一考 上中　清隆　３－３

「医療安全対策委員会」の10年を振り返って

河瀬　留美　４－３

若手薬剤師の輝ける未来に向けて

高橋　一栄　５－３

薬剤師業務における倫理について考える

佐野　雅昭　６－３

リスクコミュニケーション×患者（意思決定）支援

～患者支援推進委員会（旧診療所委員会）～

丹下　悦子　７－３

薬剤耐性（AMR）対策アクションプラン 2016－2020

中村　安孝　８－３

2025年問題とポリファーマシーについて

本多　智子　９－３

生涯研修認定はナンボになるの？

野村　剛久　10－３

診療報酬の改訂に思う 森朝　紀文　11－３

3）ずいそう

あなたの趣味は何ですか？ 小野　　滋　２－４

家庭 成清　裕子　３－４

ファミリーカー 権藤　直人　４－４

同窓会 戸祭　庸子　５－４

ある疑問 澤崎　高志　６－４

ぼんやりの効用 大隅　奈奈　７－４

我が家の隠れ家 石坂　敏彦　９－４

今日この頃 山崎　　肇　10－４



４）表紙のことば

ソシンロウバイ（素心蝋梅） １－２

ケイヒ（桂皮） ２－２

セリバオウレン ３－２

アミガサユリ ４－２

ベニバナトチノキ（紅花栃木） ５－２

センダン（栴檀），オオチ（楝） ６－２

ドクダミ ７－２

コマクサ ８－２

ニラ ９－２

三島柴胡，サイコ（柴胡） 10－２

クリスマスローズ 11－２

５）新薬の顔

（426）アセナピンマレイン酸塩

　（シクレスト舌下錠） １－４

（427）ブロダルマブ（遺伝子組換え）

　（ルミセフ皮下注） ２－５

（428）ラコサミド（ビムパット錠） ３－５

（429）ペムブロリズマブ（遺伝子組換え）

　（キイトルーダ点滴静注） ４－５

（430）チカグレロル（ブリリンタ錠） ５－５

（431）イダルシズマブ（遺伝子組換え）

　（プリズバインド静注液） ６－５

（432）エロツズマブ（遺伝子組換え）

　（エムプリシティ点滴静注用） ７－５

（433）セレキシパグ（ウプトラビ錠） ８－４

（434）リナクロチド（リンゼス錠） ９－５

（435）ナルデメジントシル酸塩

　（スインプロイク錠） 10－５

（436）ヒドロモルフォン塩酸塩（ナルサス錠） 11－４

6）病棟活動報告

（84－２）社会医療法人ペガサス 馬場記念病院

岩本　綾子　１－９

（84－３）社会医療法人ペガサス 馬場記念病院

立石　大樹，中塚恵理子　２－11

（85－１）社会医療法人 景岳会 南大阪病院

木藤　智恵，森田　泰世，森野　　翠　３－９

（85－２）社会医療法人 景岳会 南大阪病院

森澤　祐子，山中　紗季　４－14

（85－３）社会医療法人 景岳会 南大阪病院

辻元　佐織　５－13

（86－１）野崎徳洲会病院

田中こずえ，鈴鹿　隆晃　６－10

（86－２）野崎徳洲会病院

田中こずえ，鈴鹿　隆晃　７－13

（86－３）野崎徳洲会病院

田中こずえ，鈴鹿　隆晃　８－11

（87－１）医療法人 大植会 葛城病院

山村　典子　９－12

（87－２）医療法人 大植会 葛城病院

山村　典子　10－12

（87－３）医療法人 大植会 葛城病院

山村　典子　11－13

7）ひろば

サッカー 有江　宏樹　２－19

やりたいことリスト 藤本　冬佳　３－12

気ままに 武村　菜未　４－21

私のフェス 小林早紀子　５－17

地元散策 中村　瑞穂　６－13

サッカー 向井　雄治　７－17

夏の甲子園 藤本　冬佳　９－16

バドミントン 塩野　朋香　10－18

最近の癒し 児玉　典子　11－27

8）リレー随筆

天使の微笑み 田川知津子　２－19

音楽 森　　幸代　３－12

冬の悩み事 森本　彩乃　４－21

ツツジ 桑原　冴佳　５－17

次は大英博物館 高野　　舞　６－13



さんぽ 池下　智之　７－17

チャレンジ 高久保佑一　９－16

美術館 森井　悠介　10－18

ピーナッツバター 後藤　一馬　11－27

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（27） １－32

故事ことわざシリーズ（28） ２－37

故事ことわざシリーズ（29） ３－25

故事ことわざシリーズ（30） ４－39

故事ことわざシリーズ（31） ５－41

故事ことわざシリーズ（32） ６－31

故事ことわざシリーズ（33） ７－41

故事ことわざシリーズ（34） ８－39

故事ことわざシリーズ（35） ９－37

故事ことわざシリーズ（36） 10－41

故事ことわざシリーズ（37） 11－63

②ぐるめ

KAISUMI vinvin １－32

鶏屋 いちごいちえ 上本町店 ２－37

AKAGANE DINING ３－25

虎連坊 ヒルトンプラザウエスト店 ４－39

J.S. PANCAKE CAFE 天王寺ミオ店 ５－41

結月庵そじ坊 ヒルトンプラザウエスト店 ６－31

BEER & GRILL SUPER "DRY" あべの近鉄 ７－41

焼肉トラジ 大阪ヒルトンプラザウエスト店 ８－39

広東料理 民生 ヒルトンプラザウエスト店 ９－37

PASTA & PANCAKE Ahaaina

　（パスタ＆パンケーキ アハアイナ） 10－41

本串屋物語 オー・エム・ホテル日航ビル 11－63

③忘己利他

（54）シネマ歌舞伎 １－32

（55）母恋くらげ ２－37

（56）超入門！ 落語 THE MOVIE ３－25

（57）人間国宝 桂米朝とその時代 ４－39

（58）ねぼけ ５－41

（59）芸人迷子 ６－31

（60）スプリング，ハズ，カム ７－41

（61）キングアラジンの正体 ８－39

（62）江戸の芸能と大阪の芸能はどう違うか ９－37

（63）お笑い芸人 糖尿病と二人連れ 10－41

（64）ハナ肇の言葉 11－63

④釣り

（37）ベラ① １－32

（38）ベラ② ２－37

（39）変わった魚の名前① ３－25

（40）変わった魚の名前② ４－39

（41）変わった魚の名前③ ５－41

（42）変わった魚の名前④ ６－31

（43）深海ザメ① ７－41

（44）深海魚と地震の関係 ８－39

（45）深海魚の発光 ９－37

（46）深海魚の発光の仕組み 10－41

（47）変わった餌 11－63

10）ニューフェイス紹介

　　　９－15　10－17

11）大阪府病院薬剤師会　理事会議事録

　　　１－20　２－25　３－17　４－27　５－23

　　　６－18　７－22　８－21　９－20　10－22

　　　11－33

12）大病薬のページ

　　　１－26　２－30　３－22　４－31　５－29

　　　６－22　７－28　８－25　９－25　10－27

　　　11－44


