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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

　実家で過ごすお正月 中村　早織　１－12

　毎年恒例の正月騒動 田畑　竜也　１－12

　１月の楽しみ 髙橋　正也　１－13 

　夜行バスの魅力 山崎　瑞貴　１－13

病棟業務活動と実績 河野　公美子　１－14

第43回新入局薬剤師研修会を開催して

野村　剛久　１－17

新入局薬剤師研修会に参加して

小西　智洋，貝野　裕也，　　　

七瀬　　舞，樽﨑　彩乃　１－18 

社会保険制度委員会研修会報告 鈴木　　薫　１－20

平成26年度第２回精神科病院委員会研修会報告

野村　久美　１－22

平成26年度「府民くすり相談会」開催報告

乾　有希子　１－24

病棟薬剤業務活動と実績 乾　有希子　２－14

第37回中堅薬剤師研修会報告 松村　友和　２－16

病棟薬剤業務活動と実績 瀬名波宏昌　３－16

今一度薬剤師の本分を考えましょう

但馬　重俊　３－30

第36回日本病院薬剤師会近畿学術大会

古角　幸太　４－12 

平成26年度日本病院薬剤師会近畿ブロック会議報告

竹上　　学　４－16 

小規模病院研修会報告 齋藤友歌里　５－16

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　平成26年度臨時総会 古角　幸太　６－11

平成26年度情報通信委員会講習会

木村　智美　６－22

平成26年度第３回精神科病院委員会・

　第６回専門薬剤師育成委員会共催研修会報告

井上　頌子　６－26

第３回専門薬剤師育成委員会

　ワークショップ（緩和ケア）報告 泉川　博子　６－28

病棟薬剤業務活動と実績 森朝　紀文　７－13

緑陰随想

　蜻蛉の滝 木下　徳康　８－11

　新しい夏過ごし方 上橋　和佳　８－11

　私の10年間 早田万里子　８－12

　ピアノの発表会 高松　祐子　８－12

病棟薬剤業務活動と実績 大井　美和　９－12

一般社団法人大阪府病院薬剤師会

　平成27年度通常総会 古角　幸太　９－14

平成27年度人事院勧告資料 古角　幸太　９－38

平成27年度第１回精神科病院委員会研修会報告

岩井　礼子　10－15

特別寄稿　北村知子先生を偲んで

松江由利子，松坂　智美　10－17

第９回医薬安全研修会の報告 中林　真紀　11－14

平成27年度麻薬・薬事講習会報告

塚本　泰彦　11－17

平成27年度「府民くすり相談会」開催報告

柳瀬　昌樹　11－23

クリスマスエッセイ 11－25
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２）論滴

薬学生の就職に思う 永山　勝也　　２－３

未来の薬剤師像への第一歩は中堅・

　若者の力を活用 ～上司は期待している～

濱口　良彦　３－３

薬剤師生涯研修について思う 栗谷　良孝　４－３

大河ドラマ「花燃ゆ」におもうこと

高橋　一栄　５－３

ポリファーマシーと服薬支援

　～対話を再考する～ 丹下　悦子　６－３

社会に貢献する薬剤師をめざして

森朝　紀文　７－３

地域医療構想－はじまる病院改革

松田　孝緒　８－３

マイナンバー制度について 佐野　雅昭　９－３

メンタルヘルスと薬剤師

～一般救急病院と精神科病院とのチーム医療～

本多　智子　10－３

医療環境変革期における小規模病院薬剤師の役割

上野山周雄　11－３



３）ずいそう

ロング・グッドバイ 塚本　泰彦　２－４

文明の利器 臣川　悦子　３－４

少年野球 冨田　由美　４－４

このごろ 百海　有二　５－４

我輩は『おたく』である。それじゃしかたない。

薄田　昌彦　６－４

最近あったサプライズ !! 神原　永長　７－４

絵本 庄野　裕志　９－４

旅と天気 相馬　沙希　10－４

空への好奇心 木下　賢二　11－４

４）表紙のことば

ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

　（ジーラスタ皮下注） １－２

カナグリフロジン水和物（カナグル錠） ２－２

スボレキサント（ベルソムラ錠） ３－２

イプラグリフロジン L－プロリン（スーグラ錠） ４－２

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） ５－２

プラスグレル塩酸塩（エフィエント錠） ６－２

ベムラフェニブ（ゼルボラフ錠） ７－２

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） ８－２

アピキサバン（エリキュース錠） ９－２

エベロリムス（アフィニトール錠・分散錠） 10－２

リバーロキサバン（イグザレルト錠） 11－２

５）新薬の顔

（404）プラスグレル塩酸塩（エフィエント錠） １－４

（405）ニボルマブ（遺伝子組換え）

　（オプジーボ点滴静注） ２－５

（406）ペグフィルグラスチム（遺伝子組換え）

　（ジーラスタ皮下注） ３－５

（407）メトロニダゾール（アネメトロ点滴静注） ４－５

（408）トリフルリジン，チピラシル塩酸塩

　（ロンサーフ配合錠） ５－５

（409）スボレキサント（ベルソムラ錠） ６－５

（410）ベムラフェニブ（ゼルボラフ錠） ７－５

（411）メトロニダゾール（ロゼックスゲル） ８－４

（412）ラムシルマブ（遺伝子組換え）

　（サイラムザ点滴静注液） ９－５

（413）ソホスブビル（ソバルディ錠） 10－５

（414）イピリムマブ（遺伝子組換え）

　（ヤーボイ点滴静注液） 11－５

６）病棟活動報告

（77－１）大阪府済生会野江病院

山田　正実，松村千佳子，高橋　一栄　１－９

（77－２）大阪府済生会野江病院

塩田　智子，高橋　一栄　２－10

（77－３）大阪府済生会野江病院

永井　大地，谷長美菜子，　　　

小森由理子，高橋　一栄　３－13

（78－１）小松病院 薄田　昌彦　４－10

（78－２）小松病院 薄田　昌彦　５－13

（78－３）小松病院 薄田　昌彦　６－19

（79－１）社会医療法人美杉会 佐藤病院

長谷　潤子　７－11

（79－２）社会医療法人美杉会 佐藤病院

長谷　潤子　８－９

（79－３）社会医療法人美杉会 佐藤病院

長谷　潤子　９－10

（80－１）社会医療法人若弘会 若草第一病院

上田　展代　10－12

（80－２）社会医療法人若弘会 若草第一病院

上田　展代　11－11

７）ひろば

ボルダリング会 萩原　彩香　２－18

今年のとある決断 杉本　　崇　３－18

サッカー 横岩　紗耶　４－21

院内クリスマスコンサート 木原　紗菜　５－18

ろくろ体験 高木　友莉　６－30

トレッキング 河端　志保　７－16

アンパンマン 古角　幸太　９－41

～フラを始めて～ 中井優依子　10－19

１人旅 葛本　佳世　11－24

８）リレー随筆

沖縄の天気には要注意 岸　孝行　２－18

「言葉」の伝える力 宮本　朋佳　３－18

水中世界 中尾真理子　４－21

続けられる理由 森住　　誠　５－18

目の紫外線対策 大畠佳菜子　６－30

長者バル 北庄司敦久　７－16



一眼レフ 田中　聡之　９－41

新幹線の楽しみ 児玉　暁人　10－19

チェロのこと 奥家　健司　11－24

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（5） １－40

故事ことわざシリーズ（6） ２－35

故事ことわざシリーズ（7） ３－31

故事ことわざシリーズ（8） ４－35

故事ことわざシリーズ（9） ５－43

故事ことわざシリーズ（10） ６－47

故事ことわざシリーズ（11） ７－41

故事ことわざシリーズ（12） ８－33

故事ことわざシリーズ（13） ９－63

故事ことわざシリーズ（14） 10－41

故事ことわざシリーズ（15） 11－53

②ぐるめ

四季自然喰処たちばな 阿倍野本店＜和食＞ １－40

TANTO TANTO＜イタリアン＞ ２－35

銀座アスター 上本町近鉄賓館＜中国料理＞ ３－31

ぷれじでんと千房 ホテル日航ビル店

＜お好み焼き・鉄板焼き＞ ４－35

BEER & GRILL SUPER “DRY”あべの

　＜ビアレストラン＞ ５－43

心斎橋シーフードダイニング　ポルタ ６－47

ハルカス300ビアガーデン ７－41

OH! MY BEEF! 天満橋＜ステーキハウス＞ ８－33

九州沖縄三昧　ナンクルナイサ　きばいやんせ～

　＜郷土料理＞ ９－63

ALOHA TABLE Waikiki kyobashi

ハワイ・カフェ・アサイー・ハワイアン　10－41

菜彩旬美 冨々 ブリーゼブリーゼ＜和食＞ 11－53

③忘己利他

（32）歴史観の違いか…？ １－40

（33）赤い風船 ２－35

（34）茶臼山 ３－31

（35）蝶の花道 ４－35

（36）落語みゅーじあむ ５－35

（37）亀屋寄席 ６－47

（38）禁演落語 ７－41

（39）寛政の三奇人 ８－33

（40）谷町６丁目で怪談 ９－63

（41）大須演芸場その後 10－41

（42）後見落語 11－53

④釣り

（15）ハマチ釣り① １－40

（16）ハマチ② ２－35

（17）石鯛釣り① ３－31

（18）石鯛釣り② ４－35

（19）イワナ釣り① ５－43

（20）イワナ釣り② ６－47

（21）鮎釣り① ７－41

（22）鮎釣り② ８－33

（23）うなぎ釣り① ９－63

（24）うなぎ釣り② 10－41

（25）スズキ釣り① 11－53

10）ニューフェイス紹介

　　　９－40　10－18

11）大阪府病院薬剤師会　理事会議事録

　　　１－28　２－22　３－22　４－25　５－24

　　　６－35　７－21　８－17　９－46　10－25

　　　11－31

12）大病薬のページ

　　　１－32　２－27　３－26　４－28　５－28

　　　６－39　７－27　８－23　９－51　10－30

　　　11－39


