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「Speaker's party(演 者の宴 )」

名誉院長 西  田  敬

余程以前の事、抗癌剤ifosfamideを用

いた実験成績が目に留まったのか、態々、英

国の学会から招請状が舞込んだ事がある。

願つても無い。1甲 つ取り刀で、板付 :成 田、

Heathrow空港へと、飛行機を乗継ぎ、馳

せ参 じた。ロンドンで指定のHotelは

“White House"と云う御大層な名前だが、

こぢんまりした宿。部屋に着くと、名札付の、

歓迎■uit basketが応接台に配置してある。

間違い無い、姦だ。其の儘、案内された中華

レストランでは歓待の船上宴会。テーブルを

見て電番、眼を罰いた。有節1業の芦窪釜の

4合難、密栓の種、大筋に石始がしてぁる。

日本人は己独り、他には居らん。日本酒に対

する面子もあり、大和魂の発揮何処。代表し

て、プシューと云う音と共に(念 を押す、

champagneで はない)アルミキャップを捻

り、開栓。爛酒が眼に滲みたのは、初めての

経験 !乾杯の儀式が終わるや、最寄りの

waiterを呼び寄せ、彼の耳元に、稽、低音

で厳かに囁いた、May l have a glass of

“scotch&water?Please。 斯くして歓迎
とどこお

うたげ の宴会と学会は滞りなく終了。

翌日、恥は掻き捨て。最早、ロンドンに

長居は無用。次の寄航地、Linate空 港

(Milan)へと旅立った。ミラノでは予てより

約束のIstituto Tumori Nationale(国 立

腫瘍研究所)の所長、Profo Di Reを 訪問し

た、イタリア方式の卵巣癌、根治術式を具に

見て、其の儘に掌握せんと目論むもの。弦

でも到来の目的を全職員の面前で披露。ロ

ンドンでの研究会の二番煎じで切り抜けた。

臨時教授なる名札 (name card)が配布さ

れ、身に付ける。途端に、胡散臭げな、職員
め つ    いつぺん

の目付きが一変。擦れ違う毎に"CIAO"と

挨移される。いちいち、"ちやお"と、応ずるが、

板に付かぬ事彩しい。特典は職員食堂は何

を食つても無料。但し、全てcheese臭い。醤

油と沢庵育ちの男には難行、苦行。殆ど、地

獄のガ曽鰤 ら餃子から暢幹の焼■を
噛まずに丸飲みする覚悟でもあれば何とか

為る。只管、忍従。

Duomo Milan

済生会日田病院 (ホームページhttp//sasek江 .hta.dtajD
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||::自 分の尿検査の結果、ご存じですか ?|:11:

腎臓内科医員 隈 部 由 梨

・Aさ んの場合
「毎年健康診断を受けていて腎臓が悪いとは

一度 も言われていません。」健診異常を指摘さ

れて腎臓内科の二次健診 に来たAさ ん。血液

検査で腎機能を表す数字 「クレアチエ ン」が

上昇 してお り、紹介 となったようです。 しか

し、過去の尿検査 を見ていると、尿蛋 白 0尿

潜血の陽性が続 いています。よくよ くお話 を

聞くと 「転勤族で、色々な病院で健診 していま

した。尿検査は子供の頃か らよく陽性になって

いたので、大丈夫だと思っていました。」

・Bさ んの場合
「定年退職までは健診異常はな く健康優良児

で、今 まで何の病気 もあ りませんで した。足

がむ くんできて、病院に行 つた ら腎臓の病気

か もしれないと言われました。退職 してか ら

健診は受けていませんで した。」

Aさ ん、Bさ んのような方は腎臓内科の初診

外来でもよく見かけます。

自営業の方や専業主婦の方、定年退職後の方
は健診を受けていない方 も多 く、健診を受診
していない間に少 しずつ悪 くなっている人が
います。 また、転勤や転職な どで健診が途切
れると、検尿異常な どの情報が引き継がれに

くくな ります。小児期や妊娠出産か ら検尿異
常があっても昔か らだか ら、 と自分で大丈夫
と思 い二次健診 を受診 して いな い方 もいま
す。

尿検査は、健康診断で広 く一般的に行われる
検査です。健康診断では尿試験紙 と呼ばれる
濾紙 に試薬を染み こませた ものを尿に浸 し、
色の濃度で陽性か陰性か判断 します。腎臓で

は血液中の不要物を濾過 し、不要物は尿中に

排泄されます。腎臓が悪 くなると体に必要な

尿蛋白が尿中に漏れ出てきます。検尿異常に

は①血尿のみ②蛋白尿のみ③蛋白尿・血尿の

3つのパターンがあります。いずれの場合も、
「陽性」だけでは判断できず、尿沈澄、尿蛋

白定量など更なる検査が必要となります。①

血尿のみでは無症候性血尿が最も頻度が高

く、悪性腫瘍、結石、尿路感染症など泌尿器

疾患の鑑別が必要となります。②蛋白尿のみ
の場合は、尿蛋白量を測定し、 1日 推定尿蛋

白量が多いかどうかを検査します。尿蛋白は

激しい運動の後や発熱の後、立位負荷でも陽

性となるため、陽性となっても生理的な蛋白

尿の可能性があります。陽性が持続する場合
は、腎炎のみな らず骨髄疾患、糖尿病など

様々な疾患の可能性があります。③蛋白尿・

血尿の場合は、腎臓の糸球体という濾過装置
の疾患の可能性があり、持続する時は腎炎の

可能性を考え腎生検が必要となることもあり

ます。また、女性は月経や軽い膀脱炎などで

も検尿異常が出現しやすく、腎臓病以外でも

陽性になることがあります。①～③の全てに

言えることですが、検尿異常は二次健診で繰
り返し再検することが重要となります。

この他 にも、尿検査ではpH、 ビリル ビ
ン、糖、ケ トン体、ウロビリノーゲン、自血
球などを測定でき、尿からわかる疾患はたく
さんあります。

みなさんは健康診断をきちんと受けていま
すか ?ま た、検査結果をしっか り見ています
か ?ご自分やご家族で尿検査が陽性でないか
一度見てみて下さい。
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ジェネリック医薬品とは

馴部薬剤師財 津 孝 希

ジェネリック医薬品という言葉を聞いたこ

とがある、又は実際に使用されている方は少

なくないと思います。しかし、ジェネリック

医薬品がいつたいどのようなものなのか皆さ

んはご存知でしょうか ?

医薬品には、一般の薬局・ ドラッグス トア

等で販売されている 「一般用医薬品」と、医

療機関で診察を受けて医師か ら処方される

「医療用医薬品」があります。さらに、 「医

療用医薬品」は、先発医薬品と後発医薬品と

に分かれていて、後発医薬品はジェネリック

医薬品とも呼ばれています。

先発医薬品(新 薬)は、医薬品メーカーに

よって独占的に製造・販売できる特許期間等

があります。しかし、その特許期間等が終わ

ると、有効成分や製法等は国民共有の財産と

なり、厚生労働大臣の承認を得れば、他の医

薬品メーカーでも製造・販売することができ

るようになります。先発医薬品の特許等の期

間満了後に販売される医薬品がジェネリック

医薬品です。

先発医薬品(新薬)の 開発には、9～ 17年程

度の長い期間と数百億円もの投資が必要とい

われていますが、ジエネリック医薬品の開発

には、期間が新薬ほどかからず、費用も少な

くすむため、薬の価格も安くなっています。

ジェネリック医薬品を製造販売するために

は、先発医薬品と同様に医薬品医療機器等法

に基づく厚生労働大臣の承認が必要となりま

す。その承認を得るためには、品質、有効性、

安全性が先発医薬品と同等であることを証明

しなければなりません。通常、規格及び試験

方法、安定性試験、生物学的同等性試験の結

果の提出が求められます。

審査機関である独立行政法人医薬品医療機

器総合機構(PMDA)に おいて、提出された試

験結果をもとに、先発医薬品とジェネリック

医薬品とが同レベルの品質、有効性、安全性

を有するかどうかについて厳格な審査を行い、

それらについて先発医薬品と同等であると確

認されたジェネリック医薬品だけが製造販売

承認を得ることができます。

ジェネリック医薬品が先発品と異なる点は

価格だけではなく添加剤も異なります。ジェ

ネリック医薬品の添加剤は必ずしも先発医薬

品と同じとは限りません。

先発医薬品と異なる添加剤を使用する場合

であっても、薬理作用を発揮したり、有効成

分の治療効果を妨げたりするものを使うこと

は認められていません。医薬品として使用前

例のある、安全性が確認されている添加剤の

みが使用されています。

ジェネリック医薬品は、先発医薬品と治療

学的に同等であるものとして製造販売が承認

された医薬品であり、先発医薬品に比べて薬

価が安いにもかかわらず、品質、安全性及び

有効性は先発医薬品と変わりませんので、高

価な先発医薬品と代替可能な医薬品と位置づ

けることができます。

ジェネリック医薬品を使用されたい方は医

師や薬剤師にご相談ください。

(https://ヽvヽvヽV.mhlヽv.go.jp/

seisaku/2012/03/01.htinl)参 考
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ドタター‐紹介
①志 田 憲 彦 (H3141着任)

②脳神経内科部長
③食べること、よく寝ること、少し運動する

こと。
④食べ過ぎない?こ と、太らないこと、出来る
だけ運動すること。

⑤脳や手足の神経、筋肉の病気を診る内科の

え  くち  ひろ  ゆき

①江 口 洋 幸 (H3141着任)

②糖尿病代謝内科部長
③身体を動かす事が好きで、趣味は中高大と
やってきたバスケットボール、筋トレ、口
―ドレーサーです。

④家系に濃厚な糖尿病があり、運動にて身体
を鍛える事によって、生活習慣病を予防 し
ています。

①藤 澤 宏 亘 (H314.1
②腎臓内科医長
③趣味かどうかは分かりませんが、 3人の子
供たちと遊ぶことが今は一番楽 しみです。
特に5歳の長女は最近言動が大人びてきて
面白いです。

④長く寝ることと、朝起きてシャワーを浴び
ること。

⑤ 4月 から済生会 日田病院の腎臓内科に赴任
致 しました。地域の皆様のお役に立てるよ

1藤|:う浴 l[』I~百
:⑤患者さんヘー言⑥開業医の先生万へ  i

一部門です。聞きなれない科と思いますが、宜 し

くお願いします。

⑥久留米大学を卒業後、福岡県、広島県、愛媛県、
山口県、そして初めての大分県 。日田市への赴任
となります。各地で慢性期から急性期疾患に対応
して参りました。地域の先生方との繋がりを大切
にしながら、頑張ります。宜しくお願い致 します。

⑤糖尿病と甲状腺の診療に力を入れます。糖尿病は
早期に加療を行うと、合併症の出現が 10年 先まで
違います。甲状腺は、 日田市初の専門医です。

⑥初めまして、済生会日田病院の常勤となりました
江口と言います。糖尿病は、薬の種類がかなり増
え、患者さんに合ったテーラーメイ ドの治療を提
供させて頂きます。甲状腺は、 日田初の専門医と
して、甲状腺機能異常、甲状腺腫瘍など診療を頑
張ります。

う頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。
令和の時代も健康に生きましょう。

⑥平成22年 に久留米大学医学部を卒業し、今年で医
師10年 目となります。腎病理から不明熱、全身麻
酔下手術まで幅広く従事・修得 してきました。特
に、これまで毎週水曜日のみ行っていた透析関連
手術が、いつでも可能となりましたので、お困り
のことがございましたら、いつでもご連絡くださ
い。宜しくお願い致します。

着任)

【6月・7月の巡回診療日程のお知らせ】

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。
.*鐸康保零証、辱療軍綺者証.(または高齢受給者証|)を持参し|て ください

`
*病院の窓口で現金をお支払しヽしヽただくあと向様に若料きす。

型里聖
=」

診療日 場 所 日寺 間

東羽田高花
6月          7月
ll日の。25日ω、16日の。30日の 高 花

/AN民
館 1 :45～ 3:15

古

一

後 6月 18日の、7月 23日の 古後生活改善センター 1:45～3:15
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済生今日田‐病院の「理含」と「基本方針」
1 

日     
「済生」の心を受け継ぎ、医療と福祉の充実・発展を通 して、安心して暮らせる地域社会の実現に貢献 します。

1.生活困窮者支援事業を推進 します。
2.信頼される救急医療体制を構築します。

:llil[:[:fil』 :[「

「
8][]を][:」 ,「

者本位の医療を実践します。


