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 号－頁

１）一般記事

新年のご挨拶 但馬　重俊　１－３

新春ずいそう

　正月と猫 上野　達也　１－９

　変わりゆくお正月 記村　真衣　１－９

　 年の写真 森　しのぶ　１－

　同窓会 宮本　智子　１－

　いちばんのお正月 石窪　未来　１－

　新年から？ 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

　　　　　　　　　黒田　克美，片山　稔，

 薮野佳小里，山瀬　大雄　１－

第 回中堅薬剤師研修会報告 松村　友和　１－

社会保険制度委員会講習会報告 八尾　祥子　２－

平成 年度第２回精神科病院委員会研修会報告

 窪利　政三　１－

薬剤師半世紀を顧みて 笠原　伸元　２－

笠原先生の旭日双光章のご受章によせて

 佐藤　健太郎　２－

O.H.P. 親睦ヨガ教室に参加して 益田　佑輔　２－

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－

第 回日本病院薬剤師会近畿学術大会開催

 古角　幸太　３－

情報通信委員会講習会報告 町谷　安紀　４－

平成 年度第３回精神科病院委員会研修会報告

 岩井　礼子　４－

東日本大震災における薬剤師ボランティア活動報告

 森　しのぶ　５－

平成 年度小規模病院研修会報告 谷口　伸一　５－

O.H.P 親睦会案内 会員委員会　５－

東日本大震災における救援活動報告

 福田　雄次郎，松村　友和　６－

平成 年度第１回通常代議員会開催 塚崎　陽彦　６－

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－

第 回小規模病院懇話会報告 上野山　周雄　６－

平成 年度第２回通常代議員会開催 

塚崎　陽彦　７－

津波高潮ステーション見学 植村　由香　７－

第３回医療情報の読み方勉強会報告

 丹下　悦子　７－

第 回小規模病院懇話会報告 田中　礼子　７－

第 回薬剤管理指導講演会報告

 薬剤管理指導業務推進実行委員会　７－

平成 年度通常総会・特別講演会報告

 岡本　淳　８－

緑陰随想

　我が家のお盆休み 森田早紀子　８－

　川遊び 西尾　佳代　８－

　“涼”を感じて 笠谷　幸子　８－

　緑のカーテン 松村　友和　８－

　夏の恒例行事 粂　紀衣　８－

　真夏の宿泊訓練 古森　暁子　８－

増井英彦先生を偲んで 脇條　康哲　８－

岩崎智貫先生を偲んで 栗谷　良孝　８－

嗚呼！知性の人　水垣一郎先生を偲ぶ

 土師　久幸　９－

第５回医療安全研修会報告 高尾　知佳　９－

平成 年度第１回精神科病院委員会研修会報告

 高田　雅人　９－

平成 年度O.H.P. 親睦会報告 九鬼亜衣子　９－

「府民くすり相談会」宣伝協力のお願い

 川口　進一　９－

第６回薬剤業務ワークショップを開催して

 丸田　栄一　 －

第６回薬剤業務ワークショップに参加して

　　　　　　　　　　錦本有希子，久原　光一，

 平　祥子，大森　俊治　 －

平成 年度人事院勧告資料 －

元会長 矢内原千鶴子先生を偲んで

 田中　隆，荒川　行生，山本　克己　 －

平成 年度麻薬講習会報告 大石　雅子　 －

平成 年度第２回精神科病院委員会・

第６回専門薬剤師育成委員会講習会（共催）報告

 谷水　知美　 －

平成 年度「府民くすり相談会」開催報告
 小椋　千絵　 －

クリスマスエッセイ －

O.H.P. NEWS 総索引 －
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２）論滴

薬剤師の learning と思考トレーニングを考える

 丹下　悦子　２－３

情報セキュリティ対策と医療情報システム

　安全管理評価制度について 栗谷　良孝　３－３

医薬品安全性情報等管理体制加算業務の展開を

 伊東　一彦　４－３

脆弱な日本のインフラと防災対策 松田　孝緒　５－３

東日本大震災－医療支援「こころのケア」チームに

　参加して 天正　雅美　６－３

災害時に薬剤師の責務を果たせるでしょうか？

 竹内　昌司　７－３

薬剤師の病棟配置の実現を目指して 辻本　栄子　８－３

業務展開と会員増加 佐野　雅昭　９－３

五大疾病に加わった精神疾患 本多　智子　 －３

医療法の一部改正について－病院又は

　診療所における専属薬剤師の配置基準－

 上中　清隆　 －３

新公益法人とは 西川　直樹　 －３

３）ずいそう

いままでの変わらぬ生活の中での電子化社会

 八野　芳巳　２－４

大学から病院への思い 廣谷　芳彦　３－４

自然に感謝 村中　達也　４－４

まだまだ体力勝負です 坂上　嘉浩　５－４

子供とのコミュニケーション手段の一つ

 太田　毅志　６－４

記念日と旅の楽しみ 藤原　琴　７－４

癒しの勧め 中村祐佳里　９－４

私の趣味 河合　実　 －４

医療人としての患者を支える 米田　篤司　 －４

最近のマラソン事情 西川　武司　 －４

４）表紙のことば

トラマドール塩酸塩（トラマール®カプセル） 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

テリパラチド（フォルテオ®皮下注キット） ３－２

パクリタキセル［アルブミン懸濁型］

　（アブラキサン®点滴静注用） ４－２

ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル

　（ロキソニンゲル®） ５－２

ガランタミン臭化水素酸塩

　（レミニール®錠，OD錠，内用液） ６－２

アザシチジン（ビダーザ®注射用） ７－２

テリパラチド（フォルテオ®皮下注キット） ８－２

エドキサバントシル酸塩水和物

　（リクシアナ®錠） ９－２

ダルベポエチンアルファ（ネスプ®注射液） －２

ランジオロール塩酸塩（コアベータ®静注用） －２

ビルダグリプチン（エクア®錠 mg） －２

５）新薬の顔

（ ）トラマドール塩酸塩

　　　（トラマール®カプセル） １－４

（ ）ベンダムイチン塩酸塩

　　　（トレアキシン®点滴静注用） ２－５

（ ）テリパラチド

　　　（フォルテオ®皮下注キット） ３－５

（ ）パクリタキセル［アルブミン懸濁型］

　　　（アブラキサン®点滴静注用） ４－５

（ ）メマンチン塩酸塩（メマリー®錠） ５－５

（ ）ガランタミン臭化水素酸塩

　　　（レミニール®錠，OD錠，内用液） ６－５

（ ）アザシチジン（ビダーザ®注射用） ７－５

（ ）ダビガトランエテキシラートメタンスルホン酸塩

　　　（プラザキサ®カプセル） ８－４

（ ）エドキサバントシル酸塩水和物

　　　（リクシアナ®錠） ９－５

（ ）エスシタロプラムシュウ酸塩

　　　（レクサプロ®錠） －５

（ ）トルバプタン（サムスカ®錠） －５

（ ）リナグリプチン（トラゼンタ®錠） －５

６）病棟活動報告

（ －２）大阪掖済会病院
 松田　麻美，上西　温子　１－

（ －３）大阪掖済会病院 上西　温子　２－

（ －１）大阪府立呼吸器アレルギー医療センター

 左近　美佳　３－

（ －２）大阪府立呼吸器アレルギー医療センター

 嶋津　史恵　４－

（ －３）大阪府立呼吸器アレルギー医療センター

 岩田　浩幸　５－

（ －１）済生会茨木病院 松本　芳信　６－



33O.H.P. news，Vol. ，No.   '
（535）

（ －２）済生会茨木病院 梅井佳代子　７－

（ －３）済生会茨木病院 西塔　志織　８－

（ －１）大阪府立急性期総合医療センター

 的場　美香　９－

（ －２）大阪府立急性期総合医療センター

 天野二愉香　 －

（ －３）大阪府立急性期総合医療センター

 髙木　麻里　 －

（ －１）育和会記念病院 合田さやか　 －

７）例会報告・診療所委員会

（ ）気分障害の診断と病態に応じた治療

 松本　恵子　２－

（ ）不眠症診療のポイント

　　　　～最近の知見や治療を踏まえて～

 佐々木千秋　３－

第 回日常業務なんでも相談会 竹崎　典江　４－

（ ）骨粗鬆症の病態と治療～最新の知見について～

 松江由利子　６－

（ ）ゲノム薬理学から見た抗血栓療法の個別化適正

投与 藤川　教子　７－

（ ）心原性脳塞栓症予防における抗凝固療法の新展開

  松江由利子　８－

（ ）ロコモティブシンドローム

　　　　～超高齢社会に向かって～

  松本　恵子　９－

第 回日常業務なんでも相談会 植村　由香　 －

８）ひろば

再開 神庭　恵　２－

スノーボード 西尾　佳代　３－

身近な数学 古角　幸太　４－

一杯のコーヒー 安田　陽子　５－

オーストラリア旅行 生野　可織　６－

ツイッターについて 野村　晃　７－

癒される場所 谷原　愛加　９－

スキューバダイビング 山口　俊明　 －

ヨガで綺麗に 樋口　智子　 －

１万人の第九 川崎　史子　 －

９）リレー随筆

紅葉狩り 磯田　直子　２－

アメフトは専門職のチームワーク 黒沢　秀夫　３－

誕生日パーティー 小笠原陽子　４－

寝言 地丸　裕美　５－

原発問題について思うこと 高木　尚光　６－

結婚式での余興 富士谷昌典　７－

転機 稲井　恵子　９－

５年連用日記 広渕　倫子　 －

マネジメントのすすめ 川邊　優貴　 －

気ままな旅 舛本　隆浩　 －

）遊歩道

①ミス・ミセス

上手な生き方 １－

話し方 ２－

変化力 ３－

大阪ものしり雑記帳 ４－

仕分け ５－

議論 ６－

しぐさ ７－

気がきく ８－

トマト ９－

心の整理術 －

習慣 －

効果的な祈り方 －

②ぐるめ

燦　OBP ツインタワー店（旬の味） １－

焼肉こうべ心斎橋店 ２－

陶陶居（トウトウキョ）（中国点心） ３－

芦屋デコボコあべのHOOP 店（鍋と創作料理） ４－

Katsui（カツイ）大阪店（洋食） ５－

梅蘭（ばいらん）阿倍野店（上海料理） ６－

叙々苑　ルクア大阪店（焼肉） ７－

野菜フレンチNR（ノール）（フレンチレストラン） ８－

鮨　さえ喜 ９－

PIZZA SALVATORE CUOMO

　（ピッツァ サルバトーレ クオモ） －

心斎橋 個室 和食 Re：庵（リアン） －

ヤサイフレンチ B.P －

③花のある風景

（ ）葉牡丹 １－

（ ）金縷梅（まんさく） ２－

（ ）ひな菊 ３－
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（ ）あらせいとう ４－

（ ）みかんの花 ５－

（ ）夾竹桃 ６－

（ ）萱草の花 ７－

（ ）葛の花 ８－

（ ）貴船菊 ９－

（ ）壇の実（まゆみのみ） －

（ ）柿落葉 －

（ ）冬蔦 －

④私評

（ ） 蓬莱 １－

（ ）海上自衛隊・厨房編 ２－

（ ）甲子園球場① ３－

（ ）甲子園球場② ４－

（ ）甲子園球場③ ５－

（ ）サッカーチャリティーマッチ① ６－

（ ）サッカーチャリティーマッチ② ７－

（ ）AC（旧公共広告機構） ８－

（ ）ジェット風船 ９－

（ ）LCC －

（ ）大阪市下水道科学館 －

（ ）灘の生一本 －

）ニューフェイス紹介

　　　９－ 　 －

）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－ 　 －

　　　 － 　 －


