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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
　お正月のお楽しみ 松葉　道子　１－
　我が家の餅つき大会 中西　晴香　１－
　夜声八町 岡本　　淳　１－
　楽しかったお正月の思い出 松岡　由記　１－
　初笑いはいかがでしょうか 松浦　仁志　１－
　新年のご挨拶 鈴木香菜代　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
 河端　志保，角谷　誠信，　　　
 今仲　　洸，帯金　　静　１－
第 回中堅薬剤師研修会報告 松村　友和　１－
第３回医薬品安全管理責任者交流会報告
 斎藤　和彦　１－
第 回全国診療所薬剤師協議会 松江由利子　１－
第 回小規模病院懇話会報告 小山　典子　１－
薬剤業務実態調査集計結果報告 米田　祥子　２－
第 回薬剤管理指導講演会報告
 合田さやか・奥村　栄子　２－
平成 年度第３回精神科病院委員会研修会報告
 岩井　礼子　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－
情報通信委員会講習会報告 水谷　加奈　３－
第２回 EBMワークショップ報告 松江由利子　３－
情報通信委員会・小規模病院合同研修会報告
 行本　拓史　４－
会長就任のご挨拶－
　『O.H.P. NEWS』 号発刊にあたって
 但馬　重俊　５－３
O.H.P. NEWS の歩みと病院・診療所薬剤師
 土師　久幸　５－４
号への想い

　O.H.P. NEWS 創刊 号を迎えて
 上坂　康子　５－５
　O.H.P. NEWS 号発刊にあたって
 栗谷　良孝　５－５
　 号記念号の発刊にあたり 上野　達也　５－６
　創刊 号に寄せて 塚崎　陽彦　５－６
　広報企画委員会を経験して 島村　圭二　５－６

　熟成の 号 岡本　　淳　５－７
　広報企画委員会に携わって 松村　友和　５－７
各委員会活動報告
　会員委員会 佐野　雅昭　５－
　診療所委員会 丹下　悦子　５－
　小規模病院委員会 久岡　清子　５－
　精神科病院委員会 本多　智子　５－
　学術情報委員会 門脇　裕子　５－
　生涯研修委員会 丸田　栄一　５－
　出版企画委員会 中村　和徳　５－
　社会保険制度委員会 下村　祥子　５－
　薬事制度委員会 室井　政子　５－
　薬剤業務委員会 佐藤　美子　５－
　医療安全対策委員会 河瀬　留美　５－
　広報企画委員会 上野　達也　５－
　公衆衛生委員会 川口　進一　５－
　情報通信委員会 上中　清隆　５－
　薬学生実務実習検討委員会 橋下　寛樹　５－
　専門薬剤師育成委員会　 三箇山宏樹　５－
第 回日本病院薬剤師会近畿学術大会
　大阪で開催 古角　幸太　５－
平成 年度第 回通常代議員会開催
 島村　圭二　５－
副会長就任のご挨拶
 山本　克己・竹内　昌司・天正　雅美　６－３
社会保険制度委員会講習会報告 萩原　　愛　６－
平成 年度第２回通常代議員会開催
 塚崎　陽彦　７－
平成 年度通常総会並びに特別講演会
 小野　　聡　８－
病棟薬剤業務講習会報告 幸前　智子　８－
第 回医療安全研修会 福嶋　　誠　８－
緑陰随想
　手塚治虫展 松浦　仁志　８－
　マリンスポーツ 倉田　直人　８－
　平清盛展に思う 上野　達也　８－
　夏を駆け抜ける 川畑　大輔　８－
平成 年度情報通信委員会講習会報告
 岩城　晶文　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－
第７回薬剤業務ワークショップを開催して
 小林　豊英　９－
第７回薬剤業務ワークショップに参加して
 早田万里子・片山　智章・花房加奈恵　９－
平成 年度人事院勧告資料 　９－
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「府民くすり相談会」宣伝協力のお願い 
 髙橋　一栄　９－
特別寄稿　これまで，そしてこれからの
　薬剤師の仕事とは とかしきなおみ　９－
平成 年度麻薬講習会報告 山内　一恭　 －
第 回小規模病院懇話会報告 田中　礼子　 －
第４回医薬品安全管理責任者交流会報告
 高尾　知佳　 －
平成 年度「府民くすり相談会」開催報告
 小椋　千絵　 －
平成 年度（社）大阪府病院薬剤師会
　生涯研修修了報告 －
クリスマスエッセイ －
O.H.P. NEWS 総索引 －

２）論滴

日本医療薬学会「薬物療法専門薬剤師」
　「同指導薬剤師」の認定制度について
 三箇山宏樹　２－３
国策としての後発医薬品の使用推進について
 竹上　　学　３－３
病棟常駐をしなくては！ 森朝　紀文　４－３
病棟薬剤業務実施加算の新設について
 前田　頼伸　７－３
年生薬剤師国家試験合格率について思う
 川口　進一　８－３
違法ドラッグについて考える 上野　達也　９－３
多職種で取り組む「危険予知トレーニング
　（KYT）」研修のすすめ 河瀬　留美　 －３
病棟薬剤業務と医療機器 中村　和徳　 －３
世紀のお伽噺を作らないために…
 久岡　清子　 －３

３）ずいそう

薬剤師は人気の職業ではあるけれど…
 長井　敏博　２－４
早朝！ 飼い犬の公園散歩 井上　裕敏　３－４
健康なカラダづくりへ 山崎　　肇　４－４
犬のいる生活 山添　　譲　５－
我が家の小さなお客さま 榎並　志保　６－５
青天の霹靂 塚本　幸子　７－４
趣味の養蜂 城野　修男　９－４
ちょっとした仕草 木村　真策　 －４
オリンピズムを観て想ったこと 米田　祥子　 －４
師走の恒例行事 行本　拓史　 －４

４）表紙のことば

エポチエンベータペゴル（ミルセラ注®シリンジ） １－２
ダプトマイシン（キュビシン®静注用） ２－２
パロノセトロン（アロキシ®静注） ３－２
ホスアプレピタントメグルミン
　（プロイメンド®点滴静注用） ４－２
スガマデクスナトリウム（ブリディオン®静注） ５－２
エドキサバントシル酸塩水和物
　（リクシアナ®錠） ６－２
テリパラチド（フォルテオ®皮下注キット） ７－２
デキサメタゾンシペシル酸エステル
　（エリザス®点鼻粉末） ８－２
オマリズマブ（ゾレア®皮下注用） ９－２
テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
　（テネリア®錠） －２
カスポファンギン酢酸塩
　（カンサイダス®点滴静注用） －２
アポモルヒネ塩酸塩水和物
　（アポカイン®皮下注） －２

５）新薬の顔

（ ）ダプトマイシン（キュビシン®静注用） １－４
（ ）エソメプラゾールマグネシウム水和物
　　　（ネキシウム®カプセル） ２－５
（ ）ゴリムマブ（シンポニー®皮下注） ３－５
（ ）ホスアプレピタントメグルミン
　　　（プロイメンド®点滴静注用） ４－５
（ ）オキシコドン塩酸塩水和物注射液
　　　（オキファスト®注） ５－
（ ）デノスマブ（ランマーク®皮下注） ６－６
（ ）カスポファンギン酢酸塩
　　　（カンサイダス®点滴静注用） ７－５
（ ）リバーロキサバン（イグザレルト®錠） ８－４
（ ）クリゾチニブ（ザーコリ®カプセル） ９－５
（ ）テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物
　　　（テネリア®錠） －５
（ ）デガレリクス酢酸塩
　　　（ゴナックス®皮下注用） －５
（ ）アポモルヒネ塩酸塩水和物
　　　（アポカイン®皮下注） －５

６）病棟活動報告

（ －２）育和会記念病院 西谷　有紀　１－
（ －３）育和会記念病院
 古島　彩代・久岡　清子　２－
（ －１）城山病院 中尾ひとみ　３－
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（ －２）城山病院 牧浦　耕平　４－
（ －３）城山病院 西本　侑市　５－
（ －１）関西医科大学附属滝井病院
 安永　浩子・松本　絵麻　６－
（ －２）関西医科大学附属滝井病院
 加藤　　薫・新崎　孝夫　７－
（ －３）関西医科大学附属滝井病院
 中村奈緒美・久保　悦子　８－
（ －１）協和会病院 岩重　道子　９－
（ －２）協和会病院 近藤友里子　 －
（ －３）協和会病院 三輪　寛子　 －
（ －１）医誠会病院 青山　尚美　 －

７）例会報告・診療所委員会

（ ）吸入療法における医薬連携
　　　～COPD，喘息を中心に～
 藤川　教子　２－
（ ）進行非小細胞肺癌への適正な薬物治療
 松江由利子　３－
第 回日常業務なんでも相談会 松阪　智美　４－
（ ）異常蛋白蓄積症としての認知症：
　　　病態生理に基づく治療戦略
 笠谷　幸子　６－
第 回「メンタルストレス関連疾患を考える会」
 松江由利子　７－
（ ）パーキンソン病－病態，診断，治療
 藤川　教子　８－
（ ）心不全の病態・診断・治療
 松江由利子　９－
（ ）CKD最前線～
　　　CKD診療と薬剤師が果たすべき役割
 笠谷　幸子　 －
第３回 EBMワークショップ報告
 松江由利子　 －

８）ひろば

落花生と大豆 町田　尚子　２－
スノーボード 平野　雅予　３－
英会話 上野　理恵　４－
私の弟 中井　亜紀　５－
ベランダのゴーヤ 安田宗一郎　６－
プラネタリウム 武村佐耶佳　７－
私の旅日記 中野えり子　９－
フォレストアドベンチャー 池田　達哉　 －
趣味の秋 杉浦　知佳　 －
ウインタースポーツ 長山　優介　 －

９）リレー随筆

お寺巡り 萩野　訓子　２－
なぜならそこに山があるから 上田美由紀　３－
クリックひとつ 安西千重子　４－
海外脱出のきっかけ 池田　尚美　５－
韓国旅行 徳重　里江　６－
気分は山ガール 寺西由美子　７－
オリンピック 林　　智洋　９－
自転車通勤 浅香　倫子　 －
富士山 金丸　　瞬　 －
情報収集 村田　直司　 －

）遊歩道

①ミス・ミセス
継続は力 １－
若いと言わせるテクニック ２－
メール利用の極意 ３－
「怒り」のつきあい方 ４－
脳へのいい習慣 ５－
今したいオシャレ ６－
気づかい ７－
アクセサリーのお手入れ ８－
聞くテクニック ９－
人生を考える －
「甘いもの」との上手なおつきあい －
日本の料理に合うワイン －

②ぐるめ
暴飲暴食　東遊（創作和風料理） １－
バリラックス　ザ　ガーデン梅田
　（アジアン料理） ２－
揚げ八（串カツ料理） ３－
名家　華中華　イーマ本店
　（創作中華レストラン） ４－
卯乃家　梅田　E－MA店
　（ワインと野菜－創作ダイニング） ５－
菜じ季　Tamba de Samba 北新地店
　（京風イタリアン） ６－
糖朝　なんばダイニングメゾン店
　（香港スイーツレストラン） ７－
ニューミュンヘン南大使館
　（ビアレストラン） ８－
IRORI ダイニング　ゆるり
　なんば千日前店 ９－
与太呂　心斎橋大丸店 －
花古潭　近鉄阿倍野店 －
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町家和食 京の町　梅田店 －

③花のある風景
（ ）曙椿 １－
（ ）紅梅 ２－
（ ）黄水仙 ３－
（ ）勿忘草 ４－

④私評
（ ）携帯カイロ １－
（ ）関西の観光スポット① ２－
（ ）関西の観光スポット② ３－
（ ）ハットダウン工法 ４－
（ ）ネーミングライツ（命名権） ５－
（ ）東京スカイツリー ６－
（ ）チロルチョコ ７－
（ ）大阪城 ８－
（ ）電報 ９－
（ ）食べ方のお作法 －

（ ）マッサージチェア －
（ ）観光都市・京都 －

⑤忘己利他
　　　５－ 　６－ 　７－ 　８－ 　９－
　　　 － 　 － 　 －

）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－ 　 －
　　　 － 　 －


