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香川県木田郡三木町池戸1750-1 発行人／病院長

横見瀬 裕保

年頭所感
病院長

横見瀬 裕保

2018年の初頭に当たり、
皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
香川大学医学部付属病院は、
昭和58年10月に香川医科大学医学部付属病院として開院し、
平成15
年10月の香川大学との統合を経て、
35年目となりました。本院の基本理念「患者さんの権利を尊重し、
良質な医療を提供するとともに、
医学の教育・研究を推進し医療の発展に寄与する。」のもと、
県下唯一
の大学病院・特定機能病院として地域医療を支えるとともに、
最良・最新の医療の開発、
提供を目指して
きました。また香川県災害拠点病院、
県がん診療連携拠点病院、
エイズ治療拠点病院、
肝疾患診療連携
拠点病院、
認知症疾患医療センターなど、
地域における拠点となって病院機能強化を行ってきました。
平成23年から行ってきた病院の再開発もあと2年となりました。すでに南病棟、
東西病棟、
手術棟は
刷新され、
最先端の医療、
最高の療養環境を患者さんに提供しています。手術室は4室が改修され昨年
6月から合計12室が稼働しています。あとは、
リハビリセンター、
内視鏡診療部（3ベッドから5ベッドに増
床）、
外来化学療法室、
検査部、
放射線部の全面改修が行われ、
各科の外来も刷新されてきました。平成
31年度からすべてが刷新された新生香川大学病院が活動を始めます。
その新しくなった病院で常に高度の最新医療の提供を目指しています。手術支援ロボット、
高精度放
射線治療システム（病巣以外への放射線照射を可能な限り少なくしピンポイントで癌を治療）、
癌の性
質を予測するPET装置、
3.0T-MRI（精密な画像装置）等、
最新の医療機器の整備を行ってきました。血
管造影可能なハイブリッド手術、
MRI可能なナビゲーション手術対応の新手術棟が稼働しています。中
四国最高レベルの手術棟と考えています。
香川大学医学部付属病院は高松市内から離れており、
我々が行っている医療が十分理解されていな
い可能性があります。そこで高松市内で本院が行っている最新医療についての市民公開セミナー（イキ
イキさぬき健康塾―香川大学病院と最新医療）を行っています。すでに31回を数えており、
ケーブルテ
レビへの配信も行っています。場所、
日時などについてはホームページなどに掲載しています。
「いつも
近くにいる香川大学医学部付属病院」を目指ざします。

イルミネーションについて
医療支援室

来院されるかた皆さまの心の安らぎになればと、
病院玄関ホールにクリスマスツリーを、
病院玄関前に
電飾によるイルミネーションを飾っています。
クリスマスツリーは１２月２５日（月）まで、
イルミネーションは翌年１月５日（金）まで点灯しています。
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特定行為看護師２名誕生！
！
看護部

豊嶋 克美

平成２９年度、
大島由紀江皮膚創傷管理認定看護師
（看護師長）
・秋山恭子救急看護認定看護師（副看護師
長）が、
特定行為看護師研修を修了し、
特定行為看護師
として登録されました。
特定行為に係る看護師の研修制度は、医療の高度
化・複雑化が進む中で質が高く安全な医療を提供する
チーム医療の推進策の一環として検討され、
２０１５年１
０月に本研修制度が施行されました。
２０２５年に向け
て、
さらなる在宅医療等の推進を図っていくには、
個別
に熟練した看護師のみでは足りないことから、
医師の判
断を待たずに手順書により、
一定の診療の補助（特定行
為）を行う看護師を養成することを目的としております。
特定行為とは、
診療の補助であって、
看護師が手順書
（横見瀬病院長に研修修了報告に参上、
記念撮影）
により行う場合には、
実践的な理解力、
思考力及び判断
力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされるものとして３８行為（2１区分）です。
大島由紀江さんは、
特定行為区分①創傷管理関連②創部ドレーン管理関連③栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連についてです。
秋山恭子さんは、
特定行為区分①呼吸器（気道確保に係るもの）関連②呼吸器（人工呼吸療法に係
るもの）関連③動脈血液ガス分析関連④栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連⑤循環動態に係る薬
剤投与関連についてです。
今後は、
患者さんに最善のケアを提供するために、
多職種と連携し、
チーム医療の強化を図り、
看護師
の看護実践能力向上のための教育に技量を発揮してくれることを期待します。

第49回社会貢献者表彰受賞報告
手術部

臼杵 尚志

日本社会貢献支援財団より受賞の連
絡を頂き、
11月27日に帝国ホテル東京
で行われた式典に出席してきました。北
アルプスで40年間続けている山岳医療
ボランティア活動と、
国内で同様に活動
する山岳診療所からデータを収集し、
ス
ポーツ庁等の関係機関にその解析結果
を報告していることが評価されたとのこ
とです。今回の授賞式には皇族の方が
出席できなかったことを主催者から残念そうに伝えられましたが、
財団の安倍昭恵会長（首相夫人）、
内
館牧子選考委員長からの御言葉の後、
安倍会長より直々に特大の表彰状を渡されました。受賞者の多
くが団体の受賞であったこともあり、
会場には600名以上の方々が集まり華やかな雰囲気の式典でし
た。共に受賞した方々のお話を伺いますに、
行き場を失った若者を更生に導く活動、
病児や病児の兄弟
に手を差し伸べる活動、
一人の慈善行為が地域の大きな活動につながった話など、
非常に興味深く、
頭
の下がるものばかりでした。日本の医療（世界に名だたる医療保険制度）は医師のボランティア精神に
より成り立っているとも言われ、
現場の過酷さは疑う余地もありませんが、
広く世の中を眺めますと、
「他
の人の為に」と様々な分野で活躍している方々が多くいらっしゃることがよく分かりました。改めて我が
身を振り返る機会と、
より広い視野を与えてくれたひと時であったように思います。
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香川の医療最前線
形成外科

教授

永竿 智久

四国新聞社の記事転載について、ホームページでの公開には
許諾されていないため、転載記事を除きました。

四国新聞

2017年（平成29年）7月28日（金曜日）掲載 （四国新聞に転載について許諾済み）

高松市内で定期的に開催している医療セミナー「イキイキさぬき健康塾」がケーブルメディア四国のコミュニ
ティチャンネルで放送中です。実際にセミナーにご参加いただいた方の振り返りに、
セミナー当日に参加でき
なかった方に、
医療セミナーに興味のある方に、
皆様ぜひご覧ください。
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衆議院選の不在者投票を行いました
企画調査係
１０月２２日（日）に投票が行われた衆議院選挙の不在者投票が本学医学部附
属病院では１０月１９日（木）
９：００から１１：００にかけて病院２階カンファレンス
ルームに臨時の投票所を設けて実施され、
入院患者さんたちが１票を投じました。
不在者投票は、
入院患者や福祉施設に入所している人など投票日に投票所へ
行けない人たちを対象に行うもので入院中の１１５人の患者さんが不在者投票を
希望されました。
また、
投票所まで来られない患者さんも３４人おられたので、
２人１組の３チーム
に分かれて病室に担当者が出向き不在者投票を行いました。

がん患者サロン
がん相談支援センター
がん相談支援センターでは平成29年9月に小児科岡田仁准教授による講演「小児がんについて」を開催しまし
た。小児がんの病状や治療について、
スライドを使って詳しく分かりやすくお話が有りました。また、
小児特有の就
学問題や後遺症、
家族への配慮などについて
も活発に話し合われました。
又、
11月には日本折紙協会香川支部坂本
整子・長江陽子先生により「みんなで楽しく折
紙を」と題した折り紙教室が開かれ、
各々がだ
るまを折りそれを色紙に貼り付けて作品を完
成させました。手先を使い集中して作品をつ
くることが楽しいと参加者から好評でした。

臨床研究に関するご案内
医学部倫理委員会委員長
医薬品等臨床研究審査委員会委員長
香川大学医学部附属病院では、
診療に伴って取得した患者さんの貴重な個人情報を含む記録や尿・血液等の
検査試料、
生検組織（内視鏡検査で検査のために採取した組織等）又は摘出組織等の試料が発生します。
それら記録試料等を本院は、
医療機関としてだけでなく、
教育研究機関として所定の目的に利用させていただ
きたいと思いますので、
患者さんのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
前向き研究（研究を立案、
開始してから新たに生じる事象について調査する研究）に患者さんの情報を利用す
る場合は、
書面により患者さんの同意をいただくことといたします。後向き研究（過去の事象について調査する研
究）の場合は下記URLに示しております。
利用目的の中に同意しがたいものがある場合は、
１階外来ロビー内個人情報相談窓口または各診療科までお申
し出ください。特段のお申し出がない場合は、
上記の利用目的のために患者さんの個人情報を利用することに対
して同意が得られたものとさせていただきます。
臨床研究に関するご案内URL

http://www.med.kagawa-u.ac.jp/hosp/about/rinsyo/

イベントカレンダー H30.1〜2月 予定表
月日

時間

1/11

14:00〜15：10

1/18

14:00〜16:00

1/25

14:00〜15：10

1/28

11:00〜12:00

2/8

14:00〜15：10

2/18

11:00〜12:00

2/22

14:00〜15：10

場所

名称及び内容

担当

：今年から始めようダイエット！
西１階カンファレンスルーム【糖尿病教室】管理栄養士
臨床栄養部
医師：未定
がん患者サロン
がん相談支援センター
西1階カンファレンスルーム 「がん治療時に食事をおいしく食べる工夫〜なにをどう食べたらいいの？〜」
【糖尿病教室】管理栄養士：お菓子とのつきあい方
臨床栄養部
西１階カンファレンスルーム
理学療法士：なぜ運動は体に良いのか
イキイキさぬき健康塾−香川大学病院と最新医療−
総務課
丸亀町レッツホール
「人工股関節 〜筋肉を切らない方法を中心に〜」
【糖尿病教室】管理栄養士：食品交換表を使ってみよう！
臨床栄養部
西１階カンファレンスルーム
医師：未定
イキイキさぬき健康塾−香川大学病院と最新医療−
総務課
丸亀町レッツホール
「知っているといいかもしれない 肺癌の きほん 」
【糖尿病教室】管理栄養士：注意が必要な冬の食べもの
臨床栄養部
西１階カンファレンスルーム
看護師：未定

連絡先
（087）891-2066
（087）891-2473
（087）891-2066
（087）891-2008
（087）891-2066
（087）891-2008
（087）891-2066

編集委員会（50音順）

荒井（検査）、石井（外来）、小野（総務）、笹川（放射線）、日下（副病院長）、田川（管理）、田中（看護）、
藤原（病棟）、芳地（薬剤）、横井（情報）、横山（経営）、吉野（医事） 〔委員長 横見瀬病院長〕
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※この用紙は自然保護のため再生紙を使用しています。

