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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

　海外で迎えるお正月 田邉　沙織　１－22

　友人との恒例行事 長友　孝純　１－22

　お正月の遊び 榊　　康晴　１－23

　初　詣 松本チサ子　１－23

第42回新入局薬剤師研修会開催 野村　剛久　１－16

新入局薬剤師研修会に参加して

大庭　真美，水本あきな，　　　

上田　華世，大歳　麻衣　１－17

第61回小規模病院懇話会報告 南池　由紀　１－21

平成25年度第２回精神科病院委員会研修会報告

岩井　礼子　１－20

平成25年度「府民くすり相談会」開催報告

乾　有希子　１－21

平成25年度第１回社会保険制度委員会講習会報告

野村　真美　２－15

第36回中堅薬剤師研修会報告 松村　友和　２－16

第64回小規模病院懇話会報告 小山　典子　２－18

O.H.P. 親睦会 TBC阪神見学会に参加して

宮崎　宏美　２－21

第35回日本病院薬剤師会近畿学術大会開催

古角　幸太　３－15 

平成25年度日本病院薬剤師会・近畿ブロック会議報告

竹上　　学　３－18 

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　会長就任のご挨拶 但馬　重俊　４－３

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　監事就任のご挨拶

辻本　栄子，藤尾　義重　４－４

一般社団法人への移行について

但馬　重俊　４－５

社団法人大阪府病院薬剤師会

　平成25年度第１回通常代議員会開催

塚崎　陽彦　４－６

社団法人大阪府病院薬剤師会

　平成25年度臨時総会 小野　　聡　４－８

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　副会長就任のご挨拶

山本　克己，竹内　昌司，天正　雅美　５－３

関西電力病院における病棟薬剤業務実施加算

　算定に向けての病棟活動の一例

上田　浩貴　５－15

平成25年度社会保険制度委員会講習会報告

鈴木　　薫　５－18

平成25年度情報通信委員会講習会

牧　　秀美　６－15

東住吉森本病院における病棟薬剤業務内容の

　現状と課題 佐古　守人　７－７

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　平成26年度通常総会 小野　　聡　８－12

第８回医療安全研修会 田中　義人　８－37

平成26年度第１回精神科病院委員会研修会報告

宮原　佳希　８－40

緑陰随想

　学生生活最後の夏休み 粟井明日香　８－42

　花　火 松村　友和　８－42

　ちょっとしたハッピー 松尾　多恵　８－43

　夏・花火 山本　裕香　８－43

病棟薬剤業務活動と実績 寺沢　匡史　９－12

人事院勧告資料 古角　幸太　９－14

第６回医薬品安全管理責任者等交流会

菊田　裕規　11－13

平成26年度麻薬・薬事講習会報告

上野　裕之　11－16

第66回小規模病院懇話会報告 山元　秀一　11－22

第１回実務実習セミナー 小林　豊英　11－24

O.H.P. 親睦会飛鳥ワイン見学会に参加して

西浦　里佳　11－25

クリスマスエッセイ 11－27
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２）論滴

自己研鑽は己の品質管理 野村　剛久　２－３

薬価基準 西川　直樹　３－３

ビッグデータ時代を迎えて 三箇山宏樹　６－３

第99回薬剤師国家試験合格率について

川口　進一　７－３

DPC／PDPS 機能評価係数Ⅱ後発医薬品指数の

　新設に思う 上野　達也　８－３



「他業種から学ぶこと」と「あたりまえ」について

河瀬　留美　９－３

医療現場における教育に思うこと

竹上　　学　10－３

医療事故調査制度について 中村　和徳　11－３

３）ずいそう

単身赴任10年間を振り返り 南橋　　薫　２－４

冬の楽しみ方 福田　　剛　３－４

私の酒歴 長尾　幸一　４－25

ドイツを旅して 門脇　裕子　５－５

同窓会 鈴木　紀子　６－４

旅の思い出 樫葉　利人　７－４

なまはげ 戸祭　庸子　９－４

母の呪縛 梅永　真弓　10－４

高山植物の名前あれこれ 安部　敏生　11－４

４）表紙のことば

ペグヒト化抗ヒト TNFαモノクローナル抗体 Fab' 断

片製剤（シムジア皮下注シリンジ） １－２

シメプレビルナトリウム（ソブリアードカプセル）

２－２

ダルベポエチン アルファ（ネスプ注射液） ３－２

テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物（テネリア錠）

４－２

イプラグリフロジン L－プロリン（スーグラ錠）

５－２

サキサグリプチン水和物（オングリザ錠） ６－２

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合有

核型口腔内崩壊錠（ティーエスワン配合OD錠）

７－２

プラスグレル（エフィエント錠） ８－２

トラスツズマブ エムタンシン遺伝子組換え

　（カドサイラ点滴静注用） ９－２

タペンタドール塩酸塩（タペンタ錠） 10－２

プラスグレル（エフィエント錠） 11－２

５）新薬の顔

（394）フェンタニルクエン酸塩

　（イーフェンバッカル錠） １－４

（395）オキシブチニン塩酸塩

　（ネオキシテープ） ２－５

（396）シメプレビルナトリウム

　（ソブリアードカプセル） ３－５

（397）ビランテロールトリフェニル酢酸塩・

フルチカゾンフランカルボン酸エステル

（レルベアエリプタ） ４－26

（398）イプラグリフロジン L－プロリン

（スーグラ錠）　５－６

（399）ブレンツキシマブベドチン遺伝子組換え

（アドセトリス点滴静注用）　６－５

（400）アファチニブマレイン酸塩（ジオトリフ錠）

８－４

（401）トラスツズマブ エムタンシン遺伝子組換え

　（カドサイラ点滴静注用） ９－５

（402）タペンタドール塩酸塩（タペンタ錠） 10－５

（403）フェノトリン（スミスリンローション） 11－５

６）病棟活動報告

（73－２）桜橋渡辺病院 三島　裕彦　１－13

（73－３）桜橋渡辺病院 三島　裕彦　２－11

（74－１）医療法人みどり会中村病院

岡田　順子　３－11

（74－２）医療法人みどり会中村病院

吉岡　弥穂　４－33

（74－３）医療法人みどり会中村病院

橋岡　礼子　５－13

（75－１）医療法人蒼生会蒼生病院

坂内　雄人　６－12

（75－２）医療法人蒼生会蒼生病院

高橋　智佐　７－５

（75－３）医療法人蒼生会蒼生病院

淺川佐知子　８－10

（76－１）社会医療法人同仁会耳原総合病院

村上とよみ　９－10

（76－２）社会医療法人同仁会耳原総合病院

丸岡　邦啓　10－13

（76－３）社会医療法人同仁会耳原総合病院

松本ミユキ　11－11

７）ひろば

マラソン大会 嶺尾　里奈　２－22

ソチオリンピック 榎本　幸子　３－21

楽器博物館 外間　まみ　４－36

災害訓練に参加して 上田　佳澄　５－20

夏といえば流しそうめん 今中　　良　６－20



作　文 板倉　生佳　７－10

天王寺 小川　和樹　９－18

海外旅行 福山　和樹　10－16

プラモデル 野村　暢彦　11－26

８）リレー随筆

初ものずくしの海外旅行 椎葉　有樹　２－22

笑顔で挨拶 巽　　衣代　３－21

毎年恒例，春の旅行 岩田智津子　４－36

繋がり 河本　尚紀　５－20

美活しませんか？ 高橋　文香　６－20

くつろぎのひととき 丸田　早苗　７－10

薬剤師を目指したきっかけ 水野江利子　９－18

夏の楽しみ 高木　友莉　10－16

日本食が一番！ 岸本　茉希　11－26

９）遊歩道

①ミス・ミセス

心　得 １－34

捨て時の見極め方 ２－39

食　品 ３－33

運のいい人 ４－51

話し方の研究 ５－39

言　葉 ６－39

モノの言い方 ７－31

②故事ことわざシリーズ

（1）自家薬籠中の物 ８－63

（2）二階から目薬 ９－37

（3）酒は百薬の長 10－39

（4）薬も過ぎれば毒となる 11－47

③ぐるめ

なかの家　あべのハルカスダイニング店 １－34

ニュートーキョー　第一生命ビル店 ２－39

個室和食心斎橋禅園＜和食＞ ３－33

黄金の鱗　鶴橋店＜日本料理＞ ４－51

ITALIANBARMilan ＜イタリアンバールミラン＞

５－37

熟成肉専門 但馬屋　心斎橋店 ６－39

屋上ビアガーデン　キラビア ７－31

UNICO 西梅田＜スペイン料理＞ ８－63

京都つる屋茶房＜和風甘味喫茶＞ ９－37

Manzana ＜地中海料理とワイン＞ 10－39

WINE SUMI vin vin 瓶備＜ワインバー＞ 11－47

③忘己利他

（21）新年をむかえて １－34

（22）義理人情ということ ２－39

（23）文藝別冊 ３－33

（24）鼻濁音 ４－51

（25）新しい番組を観て ５－39

（26）こんな近くに寄席が… ６－39

（27）社会人のための文楽入門 ７－35

（28）ゴジラが上映されて ８－63

（29）＜落語的生活ことはじめ＞ ９－37

（30）＜わたしの舞台は舞台裏＞ 10－39

（31）＜ちょっと途中下車で＞ 11－47

④釣り

（4）太刀魚（たちうお）釣り １－34

（5）太刀魚釣り２ ２－39

（6）太刀魚釣り３ ３－33

（7）太刀魚釣り４ ４－51

（8）太刀魚釣り５ ５－39

（9）太刀魚釣り６ ６－39

（10）番外編　蛙つり ７－31

（11）キス釣り１ ８－63

（12）キス釣り２ ９－37

（13）タコ釣り１ 10－39

（14）タコ釣り２ 11－47

10）ニューフェイス紹介

　　　９－17　10－15

11）大阪府病院薬剤師会　理事会拡大会議議事録

　　　２－27　３－26　４－43　５－25　６－26

　　　７－14　８－46　９－24　10－19　11－31

12）大病薬のページ

　　　１－29　２－33　３－29　４－47　５－28

　　　６－31　７－20　８－50　９－29　10－24

　　　11－35


