
 発行は、  ２，３，５，６，８，９，

１１，１２月です。「あいの風ほ

くりく」が発行される月はお休

みをいただきます。 

 次回は平成２９年９月発行を

予定しています。 

北中かわら版 
発行日：平成29年8月29日 

基 本 方 針 
1. 安全には細心の注意を払い、 

 安心の医療に努めます。 

2. 心のふれ合いを大切にし、人 

 権を尊重します。 

3. 情熱と生き甲斐をもち、常に   

 前進を図ります。 

4. 小矢部市の中核病院として急 

 性期と地域医療の共存を果た 

 します。 

5. 公立学校共済組合員や地域の 

 人々の健康管理事業に力を注 

 ぎます。 

6. 健全な経営に努めます。 

平成29年第5号（No.33） 

「北中かわら版」は地域医療連携のための広報誌です 
平成29年第5号（No.33） 

Page 1 

北陸３県主要病院手術・治療実績ランキング（2015年DPCデータより） 

順位 
前回 

病院名 所在地 患者数 
在院 

順位 日数 

1 1  金大附属病院 金沢市 205 23.5 

2 2  石川県立中央病院 金沢市 174 11.9 

3 3  富山県立中央病院 富山市 154 8.6 

4 5  福井県済生会病院 福井市 123 14.5 

5 10  福井赤十字病院 福井市 119 12.4 

6 6  厚生連高岡病院 高岡市 99 16.8 

7 9  金沢医科大病院 内灘町 97 27.0 

8 8  福井大附属病院 永平寺町 92 21.0 

9 4  富大附属病院 富山市 87 22.5 

10 7  福井県立病院 福井市 76 13.5 

11 12  小松市民病院 小松市 67 21.3 

12 13  金沢医療センター 金沢市 56 26.6 

13 11  富山赤十字病院 富山市 53 20.4 

14 23  石川県済生会金沢病院 金沢市 36 13.7 

15 14  富山市民病院 富山市 35 17.8 

16 15  北陸中央病院 小矢部市 31 15.8 

17 20  黒部市民病院 黒部市 29 21.8 

18 17  北陸病院 金沢市 27 16.4 

19 16  公立能登総合病院 七尾市 18 11.2 

20 18  高岡市民病院 高岡市 18 23.4 

21 19  市立敦賀病院 敦賀市 14 39.7 

22 22  富山労災病院 魚津市 13 20.7 

23 －  宝珠記念病院 能美市 11 19.9 

24 －  金沢市立病院 金沢市 10 38.7 

 北陸中央病院は手術患者数31人（富山県内6位）と、富山県内で

は1位の富山県立中央病院の5分の1ですが、病院の規模からすれば

十分多い方ではないでしょうか。また、在院日数15.8日は富山県立

中央病院の8.6日に次いで2位でした。 医王山 トンビ岩 

身近な登山スポット 
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 ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬品）の特許期間が満了した後に、厚生労働省の認可

を得て製造・販売される、新薬と同じ有効成分の医薬品です。新薬と比べて開発にかかるコス

トが格段に安価なので、お薬の価格も安く抑えられています。また、効き目と安全性の決め手

となる有効成分は同一でも、メーカー毎に味の改良や小型化、OD錠（服用後、速やかに溶け

る錠剤）への変更、また錠剤やシートの表示工夫など、違いがあります。  

 また、最近では、「オーソライズド・ジェネリック（AG）」と呼ばれる先発メーカーが認

定したジェネリック医薬品が登場しています。AGは原薬・添加物・製法までが新薬と同じで

すので、更に安心感が高いジェネリック医薬品です。  

オーソライズドジェネリック(AG）について  
                                         薬剤科部長 守内 匡 

新薬との比較 有効成分 原薬 添加物 製法 製造工場 効能効果 

オーソライズド

ジェネリック 
同一 同一 同一 同一 

同一 
同一でない場合もあ

ります 

同一 

再審査対象の適応症を

除く 

一般的な 

ジェネリック 
同一 

異なる場合

がある 

異なる場合

がある 

異なる場合

がある 
異なる場合がある 

異なる場合がある 
再審査・用途特許対象

の適応症を除く 

ＡＧの商品名 ＡＧの会社名 ＡＧの収載年月 先発医薬品名 先発医薬品の会社名 

エスワンタイホウ配合OD錠T20 岡山大鵬薬品 2017年6月 ティーエスワン配合OD錠T20 大鵬薬品工業 

エスワンタイホウ配合OD錠T25 岡山大鵬薬品 2017年6月 ティーエスワン配合OD錠T25 大鵬薬品工業 

オルメサルタンOD錠20mg

「DSEP」 
第一三共エスファ 2017年6月 オルメテックOD錠20mg 第一三共 

クロピドグレル錠25mg「SANIK」 
日医工サノフィ 

－日医工 
2015年6月 プラビックス錠25mg サノフィ 

クロピドグレル錠75mg「SANIK」 
日医工サノフィ 

－日医工 
2015年6月 プラビックス錠75mg サノフィ 

テルミサルタン錠20mg「DSEP」 第一三共エスファ 2017年6月 ミカルディス錠20mg アステラス製薬 

テルミサルタン錠40mg「DSEP」 第一三共エスファ 2017年6月 ミカルディス錠40mg アステラス製薬 

パロキセチン錠10mg「アスペン」 アスペンジャパン 2016年6月 パキシル錠10mg グラクソ・スミスクライン 

フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg

「SANIK」 

日医工サノフィ 

－日医工 
2013年6月 アレグラ錠60mg サノフィ 

モンテルカスト錠10mg「KM」 
キョーリンリメディ

オ－杏林製薬 
2016年6月 

キプレス錠10mg 

シングレア錠10mg 

杏林製薬 

ＭＳＤ 

レバミピド錠100mg「オーツカ」 大塚製薬工場 2017年6月 ムコスタ錠100mg 大塚製薬 

レボフロキサシン錠250mg

「DSEP」 
第一三共エスファ 2014年12月 クラビット錠250mg 第一三共 

 北陸中央病院で最近採用を検討した医薬品を簡単に掲載してみました。これから検討する医

薬品もあるので、すべて採用には至らないかもしれません。ですが、医師の協力が得られやす

いという特徴があります。また、AGではなく、先発医薬品よりも品質の優れたプレミアム

ジェネリックというものも存在するようです。薬剤師としては、品質向上も捨てがたいのです

が、やはり「医師の協力」に重きを置いてしまうのが、本院の採用品目の傾向のようです。  
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画像診断ミニレクチャー 第 ３ 回 

 放射線科医長 永吉 俊朗 

肺内リンパ節（pulmonary lymph node）  

 リ ン パ 系 が発 達し た 中 下 葉（気 管分 岐 部 よ り 下方）の 胸 膜 直 下（胸 壁か ら １ cm

程）に存在する境界明瞭な小結節です。１cm以下の多角形、卵円形腫瘤として描出

されます。肺静脈の延長上に位置する辺縁構造物で、腫瘤と連続する線状陰影（小

葉間隔壁）を伴うことが多いとされています。胸部の良性結節としては最多です。

健診等の単純X-Pで問題となりますが、CTでは典型例の診断は比較的容易です。  

図 4 肺内リンパ節 胸部単純X線写真  

図 1 肺内リンパ節 胸部単純X線CT（肺野条件）  図 2 肺内リンパ節 胸部単純X線CT（縦隔条件）  

図 3 肺内リンパ節 胸部単純X線HRCT（肺野条件）  



  〒932-8503 

富山県小矢部市野寺１２３ 

  電話 0766(67)1150 

  FAX  0766(68)2716 

公立学校共済組合 

北陸中央病院 

北中かわら版 

編集：広報委員会 

Page 4 

発行日：平成29年8月29日 

  ホームページも 

    ご覧ください 

http://
www.kouritu.go.jp/
hospital/hokuriku/ 

 
または 

 

北陸中央病院で 

検索 してください 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症発生動向 

平成29年 第33週 8月14日（月）～8月20日（日） 

 1周1.2キロのコースをたすきリレーし、チームとして制限

時間内の周回数を競います。4時間コースと2時間コースが有

ります。 

 北陸中央病院は第1回大会から連続して4時間コースに参加

しています。また、救護班のお手伝いも第1回大会からさせ

て頂いております。 

 参加チーム数は第1回40チーム、第2回57チーム、第3回90

チームと市民マラソンブームも有り年々増加しています。 

 昨年は北陸中央病院から３チーム参加して40位、41位、61

位でした。 

 今年も清水病院長をはじめ30名ほど参加します。応援よろ

しくお願いします。 

 
《 富山全県の疾病別報告数の割合 》  

この内容は以下のホームページでさらに詳しくご覧いただけます 

アドレス http://www.pref.toyama.jp/branches/1279/kansen/ 

9月3日(日) 10:00 スタート  応援お願いします！！ 

クロスランドおやべ 


