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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

　おふくろの味 今村　鈴羅　１－12

　１年を振り返って 長谷川　翼　１－12

　私の正月 村瀬　大翔　１－13

　我が家の年越し 徳和目篤史　１－13

第46回新入局薬剤師研修会を開催して

野村　剛久　１－14

新入局薬剤師研修会に参加して

柿原　ユキ，坂下　咲希，松廣　祐子，村田　紫織

１－15

第40回中堅薬剤師研修会報告 吉良　俊彦　１－17

O.H.P 親睦会 飛鳥ワイン見学会に参加して

山地　敬子　２－13

平成29年度「府民くすり相談会」開催報告

森　昌彦　３－12

特別寄稿　大西昇先生を偲んで

三輪　芳弘，永山　勝也　３－13

第39回日本病院薬剤師会近畿学術大会 京都で開催

メインテーマ「進め薬剤師！ 医療の真ん中へ社会

の隅々へ」 古角　幸太　６－15

情報通信委員会講習会報告 森井　悠介　６－20

平成29年度第３回精神科病院委員会・第８回専門薬剤

師育成委員会共催研修会報告

立入　頌子　６－21

RMP（医薬品リスク管理計画）の利活用に向けて

竹本　信也　７－５

医薬品安全‘お役立ち情報’（No. １）

　医療事故の再発防止に向けた提言第３号「注射剤に

よるアナフィラキシーに係る死亡事例の分析」を

知っていますか？ 医療安全対策委員会 ７－19

社会保険制度委員会研修会報告 鈴木　薫　７－20

緑陰随想

　日本人の精神 増田早耶香　８－14

　今年も夏がやってくる 澤田　憲明　８－14

フォーラム 宮城　　景　８－15

「プール」 古角　幸太　８－15

会長就任のご挨拶 竹上　　学　９－３

人生100年時代を迎えて－病院薬剤師の役割－

天正　雅美　９－４

副会長就任挨拶 西川　直樹　９－４

副会長就任挨拶 久岡　清子　９－５

平成30年度第１回精神科病院委員会研修会報告

宮原　佳希　10－14 

平成30年度麻薬・薬事講習会報告

　「病院・診療所における麻薬等の取扱いについて

　～事故・違反事例を中心に～ 森本　明美　11－14

平成30年度「府民くすり相談会」開催報告

高橋　正也　11－20

クリスマスエッセイ 11－22

2）論滴

ヘルスケア分野におけるビッグデータの利活用で

　医療が変わる 三箇山宏樹　２－３

小規模病院の課題 上野山周雄　３－３

医療安全と薬剤師に思うこと 永山　勝也　４－３

診療報酬改定の話は苦手ですか？

久岡　清子　５－３

平成30年度診療報酬改定で思うこと

尾上　雅英　６－３

IoT と医療 下村　一徳　７－３

きみの「ありがとう」は，ぼくを変える

小林　政彦　８－３

病院薬剤師業務の合理化へ～機械化？ 非薬剤師の活

用？ アウトソーシング？～ 坂上　嘉浩　９－６

国民医療費の抑制に薬剤師として貢献できることは

　－フォーミュラリーという概念－

山本　智也　10－３

これからの病院薬剤師の方向性は？ 薬薬連携の必要

性は？ －環境・社会の変化を感じ取り，薬剤師業

務の「疑義・調剤・指導」を考えよう！－ 

濱口　良彦　11－３

3）ずいそう

鉄道ファンのすゝめ 小島　一晃　２－４

唐津の海 伊東　　文　３－４

待ち遠しい春を 大里　恭章　４－４



心ドキドキすること 中川早百合　５－４

我が家の自慢 田中恵美子　６－４

救急医療とともに 西本香王里　７－４

ぶどうの名産地 村田　久枝　９－７

テレビの活用 井上　　都　10－４

４）表紙のことば

オオツヅラフジ １－２

フクジュソウ ２－２

エドヒガン ３－２

ヒトリシズカ ４－２

タネツケバナ ５－２

ヨロイグサ ６－２

ジャノヒゲ ７－２

クズ ８－２

ミョウガ ９－２

シュウメイギク 10－２

シャコバサボテン 11－２

５）新薬の顔

（437）イキサゾミブクエン酸エステル

　（ニンラーロカプセル） １－４

（438）アメナメビル（アメナリーフ錠） ２－５

（439）バリシチニブ（オルミエント錠） ３－５

（440）ベズロトクスマブ（遺伝子組換え）

　（ジーンプラバ点滴静注） ４－５

（441）ベリムマブ（遺伝子組換え）

　（ベンリスタ点滴静注用，皮下注オートイン

ジェクター，シリンジ） ５－５

（442）サリルマブ

　（ケブザラ皮下注シリンジ） ６－５

（443）ブテゾニド

　（レクタブル注腸フォーム） ７－９

（444）パルボシクリブ

　（イブランスカプセル） ８－４

（445）ベンラリズマブ（遺伝子組み換え）

　（ファンセラ皮下注シリンジ） ９－８

（446）バロキサビル　マルボキシル

　（ゾフルーザ錠） 10－５

（447）アテゾリズマブ（遺伝子組み換え）

　（テセントリク点滴静注） 11－４

6）病棟活動報告

（88－１）国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院

権藤　直人，東儀　明恵　１－９

（88－２）国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院

村岡佑梨子　２－11

（88－３）国家公務員共済組合連合会 枚方公済病院

新井　貴俊　３－10

（89－１）大阪府済生会吹田病院

中林　真紀　４－11

（89－２）大阪府済生会吹田病院

西口　絵理　５－13

（89－３）大阪府済生会吹田病院

矢間　大貴　６－12

（90－１）大阪府三島救命救急センター

長友真理，西本香王里　７－16

（90－２）大阪府三島救命救急センター

小林亜里紗，長友　真理　８－11

（90－３）大阪府三島救命救急センター

長友　真理，川邨　勇太　９－15

（91－１）医療法人純幸会 関西メディカル病院

伊東　　文　10－12

（91－２）医療法人純幸会 関西メディカル病院

田中　由妃　11－12

7）ひろば

城めぐり 奥薗　春奈　２－14

冬の思い出 森本　智秋　３－14

言葉の由来 藤本　冬佳　４－14

下関 小久保友美　５－16

生音との出逢いで 平田　　藍　６－23

心が動く 赤松　美紀　７－23

趣味悠々 松本　　涼　９－18

20年ぶりの北海道旅行 豕瀬　　諒　10－17

8）リレー随筆

大自然に囲まれて 古原　優也　２－14

花の魅せる表情 季平　綾乃　３－14

季節の移り変わり 木藤真美加　４－14

魅惑の世界，宝塚 舟木　涼子　５－16

私の趣味 坂口奈津子　６－23

エネルギーとなるもの 西辻　麻衣　７－23



テレビゲーム 林　　将平　９－18

実を結ぶには 今井　雄介　10－17

継続すること 青木　　涼　11－21

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（38） １－34

故事ことわざシリーズ（39） ２－31

故事ことわざシリーズ（40） ３－33

故事ことわざシリーズ（41） ４－31

故事ことわざシリーズ（42） ５－43

故事ことわざシリーズ（43） ６－45

故事ことわざシリーズ（44） ７－45

故事ことわざシリーズ（45） ８－39

故事ことわざシリーズ（46） ９－35

故事ことわざシリーズ（47） 10－37

故事ことわざシリーズ（48） 11－21

②ぐるめ

大阪 竹葉亭〈うなぎ・日本料理〉 １－34

新喜楽 ヒルトンプラザイースト店〈天ぷら料理〉

２－31

蘭館珈琲ハウス 大丸梅田店 ３－33

ロービーカフェファシーノ ４－31

甘太郎 新大阪ソーラ21店〈創作料理〉 ５－43

旬魚・串揚げ咲くら〈創作串揚げ〉 ６－45

銀座アスター上本町近鉄賓館〈中華料理〉 ７－45

そばよし 本町店 ８－39

チェディルアン北堀江本店〈タイ料理〉 ９－35

百十 なんばこめじるし店〈もんじゃ焼き〉

10－37

③忘己利他

（65）ひらの寄席 １－34

（66）大事にすること ２－31

（67）時間の無駄のような… ３－33

（68）あゝ人生に涙あり ４－31

（69）チケットのとれない落語家 ５－43

（70）越前屋俵太 ６－45

（71）絶滅危惧職，講談師を生きる ７－45

（72）ドカベン ８－39

（73）東京の噺家さんの独演会 ９－35

（74）南陵忌講談会 10－37

④釣り

（48）クエ① １－34

（49）クエ② ２－31

（50）クエ③ ３－33

（51）アオリイカ① ４－31

（52）アオリイカ② ５－43

（53）アオリイカ③ ６－45

（54）アオリイカ④ ７－45

（55）カレイとヒラメの見分け方 ８－39

（56）イセエビ① ９－35

（57）イセエビ② 10－37

10）ニューフェイス紹介

　　　９－17　10－16　11－49

11）大阪府病院薬剤師会　理事会議事録

　　　１－22　２－20　３－21　４－20　５－22

　　　６－29　７－31　８－22　９－23　10－22

　　　11－25

12）大病薬のページ

　　　１－27　２－24　３－27　４－24　５－28

　　　６－33　７－36　８－27　９－29　10－28

　　　11－36


