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 号－頁
１）一般記事

新年のご挨拶 黒川　信夫　１－３
新春ずいそう
　正月の遊び過去と現在 上野　達也　１－
　悩み事解消法 池本　絵理　１－
　社会人になって初めての正月 衛藤　広士　１－
　実家で迎えるお正月 齋藤友歌里　１－
　こたつとミカンと… 岡本　淳　１－
　お正月の過ごし方 村地　康　１－
第 回中堅薬剤師研修会報告 松村　友和　１－
第 回新入局薬剤師研修会開催 丸田　栄一　１－
新入局薬剤師研修会に参加して
　　　　　　　　　高橋　克之，岩西　雄大， 
 堂前真理子，野中あおい　１－
平成 年度第１回精神科病院委員会
　研修会報告 髙田　雅人　１－
小規模病院委員会・
　高齢者医療対策委員会合同研修会 上野山周雄　２－
名誉会員　元副会長　藤原徳太郎先生ご逝去 ２－
投稿　阪本美代子先生を偲んで
 丹下　悦子，笠谷　幸子　２－
第 回日本病院薬剤師会近畿学術大会開催 古角　幸太　３－
平成 年度日本病院薬剤師会・
　近畿ブロック会議報告 竹上　学　３－
速報　平成 ・ 年度大阪府病院薬剤師会
　役員一覧 ４－
平成 ・ 年度大阪府病院薬剤師会
　支部長・代議員一覧表 ４－
平成 年度第２回精神科病院委員会研修会報告
 岩井　礼子　４－
平成 年度調剤報酬改定等説明会報告 辻本　栄子　４－
第 回小規模病院懇話会報告 田中　礼子　４－
会長就任のご挨拶 但馬　重俊　５－３
平成 年度第１回通常代議員会開催 松村　友和　５－
平成 ・ 年度大阪府病院薬剤師会
　役員一覧 ５－
日病薬生涯研修認定制度実施要綱変更について 丸田　栄一　５－
第９回薬剤管理指導講演会報告 鈴木　薫　５－
第 回小規模病院懇話会報告 小山　典子　５－
副会長就任のご挨拶
 山本　克己，脇條　康哲，上坂　康子　６－３

情報通信委員会講習会報告 白川　康文　６－９
平成 年度大阪府病院薬剤師会
　生涯研修修了報告 丸田　栄一　６－
平成 ・ 年度日本病院薬剤師会代議員の
　お知らせ ７－
平成 年度第２回通常代議員会開催 塚崎　陽彦　７－
第２回医療情報の読み方勉強会報告 丹下　悦子　７－
薬事関係申請・届出の郵送による受付について
 上野　達也　７－
平成 年度通常総会・特別講演会報告 岡本　淳　８－
平成 ・ 年度大阪府病院薬剤師会
　各委員会名簿 ８－
平成 ・ 年度大阪府病院薬剤師会
　支部長・代議員一覧表 ８－
緑陰随想
　はじめての夏 池田真樹子　８－
　夏が来れば思い出す 榊　康晴　８－
　夏といえば，怖い話 松浦　仁志　８－
　夏とサマー 岡本　淳　８－
　暑い夏の過ごし方 中川　佳苗　８－
　暑の記憶 松葉　道子　８－
第５回薬剤業務ワークショップを開催して 丸田　栄一　９－
第５回薬剤業務ワークショップに参加して
　　　　　　　　　村井　里衣，馬場　洋子，
 北居　未稀，齋藤　友美　９－
「府民くすり相談会」宣伝協力のお願い 川口　進一　９－
平成 年度人事院勧告資料 古角　幸太　９－
O.H.P. 親睦会案内 会員委員会　９－
第２回医薬品安全管理責任者交流会報告 植村　由香　 －
薬剤業務実態調査集計結果報告 宮本　雅彦　 －
O.H.P. 親睦会案内（再掲） 会員委員会　 －
薬剤業務実態調査集計結果報告（診療所） 前田　久恵　 －
平成 年度麻薬講習会報告 大石　雅子　 －
平成 年度「府民くすり相談会」開催報告 小椋　千絵　 －
第１回 EBMワークショップ報告 丹下　悦子　 －
平成 年度第１回精神科病院委員会
　研修会報告 谷水　知美　 －
職場紹介 合田さやか　 －
第 回小規模病院懇話会報告 松本ミユキ　 －
クリスマスエッセイ －
O.H.P. NEWS 総索引 －

２）論滴

スポーツファーマシスト制度について 竹上　学　２－３
生涯研修認定制度改定について 丸田　栄一　３－３
平成 年度診療報酬改定について 中村　和徳　４－３
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薬剤部入学者定員割れ 川口　進一　７－３
がん予防ワクチンの開発に思う 上野　達也　８－３
薬害根絶のために薬剤師は何をすべきか
　－薬害根絶デーに寄せて－ 河瀬　留美　９－３
中小病院薬局長達の悩み 久岡　清子　 －３
薬学生実務実習１期目を終えて 永山　勝也　 －３
「医療の質」と「経済性」 前田　頼伸　 －３

３）ずいそう

冬の風物詩 浅井　浩之　２－４
庭木の剪定 大久保善夫　３－４
『近代的アナログ思考？指向？』 宇梶　明起　４－４
禁煙 森　信介　５－４
飛び込み（スポーツ）と薬剤師の微妙な関係
 佐野　雅昭　６－５
私にとってのO.H.P. ニュース 森田　智子　７－４
ゴルフレッスン 三上亜希子　９－４
特別な空気 森本　滿子　 －４
琵琶湖のタナゴ釣り 早川　幸宏　 －４
健康が一番 大野　智子　 －４

４）表紙のことば

リン酸オセルタミビル
　（タミフル®カプセル，ドライシロップ） １－２
アプレピタント
　（イメンド®カプセル，カプセルセット） ２－２
ブロナンセリン（ロナセン®錠，散） ３－２
シタグリプチンリン酸塩水和物（ジャヌビア®錠） ４－２
アリスキレンフマル酸塩（ラジレス®錠） ５－２
レボフロキサシン水和物（クラビット®錠，細粒） ６－２
ラモセトロン塩酸塩（イリボー®錠） ７－２
パロノセトロン塩酸塩（アロキシ®静注） ８－２
エルロチニブ塩酸塩（タルセバ®錠） ９－２
ダルベポエチンアルファ（ネスプ®注射液） －２
スガマデクスナトリウム（ブリディオン®静注） －２
アリスキレンフマル酸塩（ラジレス®錠） －２

５）新薬の顔

（ ）ラパチニブトシル酸塩水和物
　　　（タイケルブ®錠） １－４
（ ）アプレピタント
　　　（イメンド®カプセル，カプセルセット） ２－５
（ ）ビマトプロスト（ルミガン®点眼液） ３－５
（ ）シタグリプチンリン酸塩水和物
　　　（ジャヌビア®錠） ４－５
（ ）アリスキレンフマル酸塩（ラジレス®錠） ５－５

（ ）「新薬の顔」の４年間を振り返って 國正　淳一　６－６
（ ）リラグルチド（ビクトーザ®皮下注） ７－５
（ ）パロノセトロン塩酸塩（アロキシ®静注） ８－４
（ ）パニツムマブ（ベクティビックス®点滴静注） ９－５
（ ）プレガバリン（リリカ®カプセル） －５
（ ）ペラミビル水和物（ラピアクタ®点滴用） －５
（ ）アバタセプト（オレンシア®点滴静注用） －５

６）病棟活動報告

（ －２）八尾徳洲会総合病院
 上能　由起，大里　恭章　１－
（ －３）八尾徳洲会総合病院
 松浦　暢子，大里　恭章　２－
（ －１）大野記念病院 松本真衣子　３－
（ －２）大野記念病院 尾本　和彦　４－
（ －３）大野記念病院
 浦田　元樹，北村　芳子　５－
（ －１）七山病院 本多　智子　６－７
（ －２）七山病院 池内　加代，本多　智子　７－
（ －３）七山病院
 窪利　政三，池内　加代，本多　智子　８－９
（ －１）西淀病院 河瀬　留美　９－
（ －２）西淀病院 土橋　麻里　 －
（ －３）西淀病院 國枝　岬子　 －
（ －１）大阪掖済会病院 上西　温子　 －

７）例会報告・診療所委員会

（ ）狭心症の診断と治療－ up to date －
その１：急性冠症候群の診断と治療～抗血小
板療法を中心に～ 藤川　教子　２－

（ ）狭心症の診断と治療－ up to date －
　　　　その２：～動脈硬化退縮と再発予防を
　　　　めざして～ 大石由佳子　３－
第 回日常業務なんでも相談会 竹崎　典江　４－
（ ）関節リウマチの診断と治療－ up to date －
　　　　～生物学的DMARDs を中心に～
 高田麻依子　５－
（ ）排尿障害の病態と治療
　　　　～前立腺肥大症（BPH）／過活動膀胱（OAB）
　　　　を中心に～ 藤川　教子　７－
（ ）病期に応じた糖尿病治療
　　　　～内服薬からインスリン治療まで～
 山路真理子　８－
（ ）潰瘍性大腸炎の病態と治療
　　　　～大きな進歩を遂げる治療の至適適応～
 松江由利子　９－
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第 回日常業務なんでも相談会 松阪　智美　 －

８）ひろば

ブルーレイ 古角　幸太　２－
駅伝 早川　直子　３－
流れ星 奥本智佳子　４－
浪速のしゃれ言葉 藤波　舞　５－
ラフティング 小門　諒平　６－
沖縄の海 曽我　祐子　７－
ハンバーガー紀行 吉本　幸司　９－
阿波踊り 秋田　侑吾　 －
ひさびさの小学校 木下　徳康　 －
夢の国 八十嶋しづか　 －

９）リレー随筆

屋久島旅行 納田　佳苗　２－
かけがえのないもの 桒名麻衣子　３－
パン派？ 綿本有希子　４－
意外な観光スポット IN ハワイ 小西絵里奈　５－
写経に行こう 北森　翔子　６－
わびさび 駒井　千穂　７－
浴衣で京都観光 伊藤　愛　９－
松山にて 中野　千紘　 －
二世薬剤師 富田江津子　 －
写真 原　明子　 －

）遊歩道

①ミス・ミセス
　祈りの効用 １－
　初対面でのチェックポイント ２－
　ジュエリーの硬度 ３－
　コツを知って広さを演出 ４－
　きき上手になるために ５－
　生活習慣病の改善 ６－
　雑談について ７－
　人づき合い ８－
　発見力 ９－
　じょうぶな心 －
　香りの基礎知識 －
　ファッションを考える －
②ぐるめ
　ナテュラルガーデン（ダイニング＆カフェ） １－
　大山　心斎橋店（博多もつ鍋） ２－
　心斎橋市場　小粋（和食） ３－
　とんかつ・かつれつ粋花KYK ４－
　侘家古歴堂（わびやこれきどう）（鶏料理） ５－

　接方来（せっぽうらい）（京野菜料理） ６－
　グリルキャピタル東洋亭（洋食レストラン） ７－
　アンブロシア（イタリア料理） ８－
　粋・焼肉 鶴兆 なんば CITY 店（焼肉料理） ９－
　酒中花　空心（しゅちゅうかくうしん）（中国料理） －
　ル･コントワール･デュ･グー（炭火焼きフランス料理） －
　きちり喰堂（無国籍料理） －
③花のある風景
　（ ）枝垂れ柳 １－
　（ ）節分草 ２－
　（ ）アザレア ３－
　（ ）花水木 ４－
　（ ）卯の花 ５－
　（ ）アマリリス ６－
　（ ）合歓の花 ７－
　（ ）瑠璃玉薊 ８－
　（ ）秋海棠 ９－
　（ ）白萩 －
　（ ）枯れ蓮 －
　（ ）冬至梅 －
④私評
　（ ）造幣局工場見学 １－
　（ ）アサヒビール工場見学 ２－
　（ ）ヒミツのOSAKA ３－
　（ ）午前十時の映画祭 ４－
　（ ）トリノ・エジプト展 ５－
　（ ）天神橋筋商店街 ６－
　（ ）大阪土産・報告 ７－
　（ ）空の日 ８－
　（ ）フリーカフェ ９－
　（ ）伊勢神宮 －
　（ ）不二家レストラン －
　（ ）国立博物館 －

）ニューフェイス紹介

　　　８－ 　 －

）大阪府病院薬剤師会　理事会拡大会議議事録

　　　２－ 　３－ 　４－ 　５－ 　６－
　　　７－ 　８－ 　９－ 　 － 　 －
　　　 －

）大病薬のページ

　　　１－ 　２－ 　３－ 　４－ 　５－
　　　６－ 　７－ 　８－ 　９－ 　 －
　　　 － 　 －


