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イベントカレンダー 2021.5～2021.6月 予定表

6/5 土、6 日 心臓血管外科 （087）891-2186サンポート高松
かがわ国際会議場

第116回・第118回日本循環器学会
中国四国合同地方会

月 日 場 所 名称及び内容 担 当 連絡先

令和３年度採用新研修医　2021年3月29日撮影

編集委員会（50音順） （２０21年4月現在）
阿部（看護）、井町（外来）、木内（検査）、小坂（薬剤）、圖子（管理）、筒井（経営企画）、常森（病棟）、仁尾（医療支援）、
南野（副病院長）、門田（放射線）、横井（医療情報）、横川（総務）、和氣（医事） 〔委員長 田宮病院長〕

香川大学医学部　医療支援課
香川大学医学部附属病院では、地域の皆様に信頼され、安全で満足いただける医療の提供を目指しております。今後
の病院運営の参考とし、患者さんに対するサービス等の充実のためのアンケート調査を令和2年12月に実施しました。
今回のアンケートでは、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大を受け、外来患者さんへのアンケートは
中止させていただき、入院患者さんのみ実施し、155名の方からご回答をいただきました。
入院患者さんには「診療」、「病院職員の言葉遣い・態度」、「病棟病室の施設・設備」に関する36項目の設問につ

いて、「非常に満足（5点）」、「満足（4点）」、「ふつう（3点）」、「やや不満（2点）」、「不満（1点）」を選んでいただき、
全体の平均点は4.07点でした。
本院を選んでいただいた理由は、「他の医療機関からの紹介」が一番多く、次いで「以前から通っている」、「施設・
整備が良い」、「医療水準が高い」をあげていただき、約74％の患者さんが知人等に本院を紹介や推薦してもよい
とのお考えでした。また、100点満点での評価では、88点の評価をいただきました。
「感謝・お褒めの言葉」をいただき、職員一同大変うれしく思うと同時に、数多くいただきました「ご意見・ご要望」
についても真摯に受け止め、更なる改善に取り組んで参りたいと思います。
職員一同、さらに質の高い医療をお届けできるよう鋭意努力して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。

香川大学医学部　医療支援課
令和3年1月29日（金）医学部臨床講義棟1階講義室で、第31回都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー

～化学療法に関する研修会～を開催し、35名の方が参加しました。
本院 がんセンター 奥山 浩之先生による「がんゲノム医療」・消化器外科 隈元 謙介先生による「遺伝性腫瘍」に
関する講演が行われました。
また、2月26日（金）医学部臨床講義棟2階講義室で、第32回都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー～
放射線治療に関する研修会～を開催し、47名の方が参加しました。
本院 放射線部 續木 将人先生による「放射線治療装置の変遷と技術革新の動向」・片山 博貴先生による「高精

度放射線治療に求められる品質管理」に関する講演が行われました。
2回のセミナーともに参加者からの質問も多くあり、大変有意義な研修会となりました。

香川大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター
今春、医科21名、歯科2名の新研修医を本院に迎えました。多職種スタッフのご協力の下、5日間のオリエンテー

ションでは、医療安全をはじめ、医療倫理、メンタルヘルス・医療保険制度・働き方等に関する講義を受講し、また採血
等の実習にも積極的に取り組んでいました。
臨床研修において、厚生労働省が到達目標としている医師としてのプロフェッショナリズムとは、社会的使命と公衆衛
生への寄与、利他的な態度、人間性の尊重、自らを高める姿勢です。新研修医達は、これらの修得を目指し不安と緊張感

を感じながらも、各病棟・診療科での研修をスタートしています。
昨年度から卒後臨床研修制度が大幅な見直しとなり、指導医

だけでなく、看護師スタッフの方々にも、研修医評価を担当して
いただいております。
現代の社会ニーズを踏まえ、地域社会に必要とされる医師育
成に繋がることを使命として、引き続き努めてまいります。つきま
しては、皆様方には研修医育成へのご理解とご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

香川大学医学部附属病院　看護部
令和3年度採用看護職員56名です。6日間のオリエンテーションプログラムを終え、4月9日（金）から部署配属とな

りました。緊張しながらも先輩看護師と共に一生懸命頑張っています。看護師としての誇りと専門職としての自覚を
持ち、信頼される看護師を目指して成長していきたいと思います。皆様、ご指導の程どうぞよろしくお願いいたします。

臨床研究に関するご案内URL　http://www.med.kagawa-u.ac.jp/hosp/about/rinsyo/

香川大学医学部　　　　　倫 理 委 員 会 委 員 長
治験審査委員会委員長

香川大学医学部附属病院　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。

患者満足度調査

都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー

令和３年度　新研修医をよろしくお願いいたします！

令和3年度　新採用看護職員です

臨床研究に関するご案内

患者さんの権利を尊重し、良質・安全な医療を提供するとともに、医学の
教育・研究を推進し、医療の発展に寄与します。

基本
理念

香川県木田郡三木町池戸1750-1 発行人／病院長　田宮　隆
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詳しくはこちら

5月1日より新テーマ放送

イキイキさぬき健康塾は新型コロナウイルスの感染状況を鑑み当分の間、対面での
セミナー開催に代えケーブルテレビ及び医学部附属病院ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでの
配信を実施致します。

５月のテーマ「高齢者のお家でできるスキンケア」
６月のテーマ「生活習慣病と密着した脂肪肝について」予定

香川大学医学部附属病院　小児外科　助教　田中　　彩

子どもの排便状況は消化管や大脳の機能、食事内容などさまざまな要因により変化します。便秘にな
りやすい時期と原因は、乳児期の離乳食開始、幼児期のトイレトレーニング、学童期では入学に伴う環境
の変化や学校での排便の回避などがあります。便が結腸に停滞すると水分が吸収されて硬く大きな便
塊が作られます。排便時の痛みにより排便を我慢することで、便の停滞時間が長くなり、これが繰り返さ
れると「便秘の悪循環」に陥るため、早期に断ち切ることが必要です。
便秘とは、便が滞った、または出にくい状態であり、身体症状が表れ診療が必要な状態を便秘症とい

います。腹痛、腹部膨満、排便時の痛み、出血、排便困難、汚染、失禁などの症状があります。診察の際に
は排便状況や症状、食事の様子などの確認が重要です。以下の項目の2つ以上が1～2か月以上続くこ
ととされます。①1週間で2回以下の排便②週1回の便失禁③便を我慢する姿勢（立って脚をクロスさせ
て排便）や過度の便貯留④痛みを伴う排便、硬い便通⑤直腸の巨大な便貯留⑥トイレが詰まるほどの
大きな便の排泄。
治療では便が詰まっている場合には速やかに除去することが重要で浣腸などを行います。硬くて大き

な便塊の場合は医療機関での除去が必要となります。便が排泄されたら、維持療法を長期間継続する
必要があり、日常生活や食事を見直し、必要に応じて薬物療法を行います。数か月～数年にわたること
もあります。日常生活では便意が生じたら我慢しないことが重要で、学校などのトイレ環境の整備も必
要です。食生活では水分不足に注意し、食物繊維を含むバランスのいい食事や規則正しい食生活が重
要です。できれば毎日、少なくとも週3回以上の排便を維持できるようにします。薬物には種類があり、ラ
イフスタイルや症状によって薬剤や服用方法を主治医と相談してください。「下剤を長期間使用すると
くせになりませんか？」と聞かれますが、そのような証拠はなく、必要な薬物を適切に使用して良い排便
習慣（くせ）を身につけることが重要です。
心も体もすっきりした毎日を過ごしましょう。

毎日新聞「四国健康ナビ」2020年5月12日掲載分

【売店:オアシスプラザ】
　売店オアシスプラザは、食料品、日用雑貨、医療用品・衛生用品などの販売、又FAXやコピー、宅
配便等の取り扱いを行っています。また、地産地消の推進による地域の特産物や農学部産品の販
売、香川大学が中心となって開発した希少糖製品の販売、健康に留意したヘルシー弁当などの販
売も行っています。イベント日には、人気店のパンやスィーツ、骨付鳥の出張販売もしています。
■移動売店
　入院患者さんのために、移動用ワゴン車で各階デイルームへ販売に参ります。
《営業時間》　平　日／7:00～22:00
　　　　　　土・日・祝日／9:00～17:00
　　　　　　12月29日～1月3日／9:00～17:00
《問合せ先》　TEL:087-891-9185（直通）

【食堂:レストランオリーブ】
　レストランオリーブは、明るい日差しがふりそそぎ、四季折々の鮮やかな変化が楽しめるアメリカ
楓に囲まれたレストランです。安心・安全・健康をテーマに、おいしくてカラダに優しいお料理を提供
しています。
《営業時間》　平　日／8:00～16:00（ラストオーダー　15:30）
　　　　　　土曜日／11:00～15:00（ラストオーダー　14:30）
　　　　　　日・祝日・12月29日～1月3日／休業します
《問合せ先》　TEL:087-898-2000（直通）

【喫茶:スターバックスコーヒー香川大学病院店】
　スタ－バックスは、四季折々の景色が一望でき、コーヒーの香りと共に、ゆっくりくつろいで頂け
る空間です。皆さまのお越しをお待ちしています。
《営業時間》　平　日／7:00～20:00
　　　　　　土・日・祝祭日／9:00～18:00
　　　　　　1月1日～1月3日／休業します
《問合せ先》　TEL:087-891-7701（直通）

※記載の営業時間は５月１日現在です。新型コロナウイルスの影響により各店舗の営業時間は通常より変更になっています。

意外と多い！？子どもの便秘売店・サービス等のご案内
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詳しくはこちら

5月1日より新テーマ放送

イキイキさぬき健康塾は新型コロナウイルスの感染状況を鑑み当分の間、対面での
セミナー開催に代えケーブルテレビ及び医学部附属病院ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルでの
配信を実施致します。

５月のテーマ「高齢者のお家でできるスキンケア」
６月のテーマ「生活習慣病と密着した脂肪肝について」予定

香川大学医学部附属病院　小児外科　助教　田中　　彩

子どもの排便状況は消化管や大脳の機能、食事内容などさまざまな要因により変化します。便秘にな
りやすい時期と原因は、乳児期の離乳食開始、幼児期のトイレトレーニング、学童期では入学に伴う環境
の変化や学校での排便の回避などがあります。便が結腸に停滞すると水分が吸収されて硬く大きな便
塊が作られます。排便時の痛みにより排便を我慢することで、便の停滞時間が長くなり、これが繰り返さ
れると「便秘の悪循環」に陥るため、早期に断ち切ることが必要です。
便秘とは、便が滞った、または出にくい状態であり、身体症状が表れ診療が必要な状態を便秘症とい

います。腹痛、腹部膨満、排便時の痛み、出血、排便困難、汚染、失禁などの症状があります。診察の際に
は排便状況や症状、食事の様子などの確認が重要です。以下の項目の2つ以上が1～2か月以上続くこ
ととされます。①1週間で2回以下の排便②週1回の便失禁③便を我慢する姿勢（立って脚をクロスさせ
て排便）や過度の便貯留④痛みを伴う排便、硬い便通⑤直腸の巨大な便貯留⑥トイレが詰まるほどの
大きな便の排泄。
治療では便が詰まっている場合には速やかに除去することが重要で浣腸などを行います。硬くて大き

な便塊の場合は医療機関での除去が必要となります。便が排泄されたら、維持療法を長期間継続する
必要があり、日常生活や食事を見直し、必要に応じて薬物療法を行います。数か月～数年にわたること
もあります。日常生活では便意が生じたら我慢しないことが重要で、学校などのトイレ環境の整備も必
要です。食生活では水分不足に注意し、食物繊維を含むバランスのいい食事や規則正しい食生活が重
要です。できれば毎日、少なくとも週3回以上の排便を維持できるようにします。薬物には種類があり、ラ
イフスタイルや症状によって薬剤や服用方法を主治医と相談してください。「下剤を長期間使用すると
くせになりませんか？」と聞かれますが、そのような証拠はなく、必要な薬物を適切に使用して良い排便
習慣（くせ）を身につけることが重要です。
心も体もすっきりした毎日を過ごしましょう。

毎日新聞「四国健康ナビ」2020年5月12日掲載分

【売店:オアシスプラザ】
　売店オアシスプラザは、食料品、日用雑貨、医療用品・衛生用品などの販売、又FAXやコピー、宅
配便等の取り扱いを行っています。また、地産地消の推進による地域の特産物や農学部産品の販
売、香川大学が中心となって開発した希少糖製品の販売、健康に留意したヘルシー弁当などの販
売も行っています。イベント日には、人気店のパンやスィーツ、骨付鳥の出張販売もしています。
■移動売店
　入院患者さんのために、移動用ワゴン車で各階デイルームへ販売に参ります。
《営業時間》　平　日／7:00～22:00
　　　　　　土・日・祝日／9:00～17:00
　　　　　　12月29日～1月3日／9:00～17:00
《問合せ先》　TEL:087-891-9185（直通）

【食堂:レストランオリーブ】
　レストランオリーブは、明るい日差しがふりそそぎ、四季折々の鮮やかな変化が楽しめるアメリカ
楓に囲まれたレストランです。安心・安全・健康をテーマに、おいしくてカラダに優しいお料理を提供
しています。
《営業時間》　平　日／8:00～16:00（ラストオーダー　15:30）
　　　　　　土曜日／11:00～15:00（ラストオーダー　14:30）
　　　　　　日・祝日・12月29日～1月3日／休業します
《問合せ先》　TEL:087-898-2000（直通）

【喫茶:スターバックスコーヒー香川大学病院店】
　スタ－バックスは、四季折々の景色が一望でき、コーヒーの香りと共に、ゆっくりくつろいで頂け
る空間です。皆さまのお越しをお待ちしています。
《営業時間》　平　日／7:00～20:00
　　　　　　土・日・祝祭日／9:00～18:00
　　　　　　1月1日～1月3日／休業します
《問合せ先》　TEL:087-891-7701（直通）

※記載の営業時間は５月１日現在です。新型コロナウイルスの影響により各店舗の営業時間は通常より変更になっています。

意外と多い！？子どもの便秘売店・サービス等のご案内
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イベントカレンダー 2021.5～2021.6月 予定表

6/5 土、6 日 心臓血管外科 （087）891-2186サンポート高松
かがわ国際会議場

第116回・第118回日本循環器学会
中国四国合同地方会

月 日 場 所 名称及び内容 担 当 連絡先

令和３年度採用新研修医　2021年3月29日撮影

編集委員会（50音順） （２０21年4月現在）
阿部（看護）、井町（外来）、木内（検査）、小坂（薬剤）、圖子（管理）、筒井（経営企画）、常森（病棟）、仁尾（医療支援）、
南野（副病院長）、門田（放射線）、横井（医療情報）、横川（総務）、和氣（医事） 〔委員長 田宮病院長〕

香川大学医学部　医療支援課
香川大学医学部附属病院では、地域の皆様に信頼され、安全で満足いただける医療の提供を目指しております。今後
の病院運営の参考とし、患者さんに対するサービス等の充実のためのアンケート調査を令和2年12月に実施しました。
今回のアンケートでは、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大を受け、外来患者さんへのアンケートは
中止させていただき、入院患者さんのみ実施し、155名の方からご回答をいただきました。
入院患者さんには「診療」、「病院職員の言葉遣い・態度」、「病棟病室の施設・設備」に関する36項目の設問につ

いて、「非常に満足（5点）」、「満足（4点）」、「ふつう（3点）」、「やや不満（2点）」、「不満（1点）」を選んでいただき、
全体の平均点は4.07点でした。
本院を選んでいただいた理由は、「他の医療機関からの紹介」が一番多く、次いで「以前から通っている」、「施設・
整備が良い」、「医療水準が高い」をあげていただき、約74％の患者さんが知人等に本院を紹介や推薦してもよい
とのお考えでした。また、100点満点での評価では、88点の評価をいただきました。
「感謝・お褒めの言葉」をいただき、職員一同大変うれしく思うと同時に、数多くいただきました「ご意見・ご要望」
についても真摯に受け止め、更なる改善に取り組んで参りたいと思います。
職員一同、さらに質の高い医療をお届けできるよう鋭意努力して参りますので、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。

香川大学医学部　医療支援課
令和3年1月29日（金）医学部臨床講義棟1階講義室で、第31回都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー

～化学療法に関する研修会～を開催し、35名の方が参加しました。
本院 がんセンター 奥山 浩之先生による「がんゲノム医療」・消化器外科 隈元 謙介先生による「遺伝性腫瘍」に
関する講演が行われました。
また、2月26日（金）医学部臨床講義棟2階講義室で、第32回都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー～
放射線治療に関する研修会～を開催し、47名の方が参加しました。
本院 放射線部 續木 将人先生による「放射線治療装置の変遷と技術革新の動向」・片山 博貴先生による「高精

度放射線治療に求められる品質管理」に関する講演が行われました。
2回のセミナーともに参加者からの質問も多くあり、大変有意義な研修会となりました。

香川大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター
今春、医科21名、歯科2名の新研修医を本院に迎えました。多職種スタッフのご協力の下、5日間のオリエンテー

ションでは、医療安全をはじめ、医療倫理、メンタルヘルス・医療保険制度・働き方等に関する講義を受講し、また採血
等の実習にも積極的に取り組んでいました。
臨床研修において、厚生労働省が到達目標としている医師としてのプロフェッショナリズムとは、社会的使命と公衆衛
生への寄与、利他的な態度、人間性の尊重、自らを高める姿勢です。新研修医達は、これらの修得を目指し不安と緊張感

を感じながらも、各病棟・診療科での研修をスタートしています。
昨年度から卒後臨床研修制度が大幅な見直しとなり、指導医

だけでなく、看護師スタッフの方々にも、研修医評価を担当して
いただいております。
現代の社会ニーズを踏まえ、地域社会に必要とされる医師育
成に繋がることを使命として、引き続き努めてまいります。つきま
しては、皆様方には研修医育成へのご理解とご支援を賜ります
ようお願い申し上げます。

香川大学医学部附属病院　看護部
令和3年度採用看護職員56名です。6日間のオリエンテーションプログラムを終え、4月9日（金）から部署配属とな

りました。緊張しながらも先輩看護師と共に一生懸命頑張っています。看護師としての誇りと専門職としての自覚を
持ち、信頼される看護師を目指して成長していきたいと思います。皆様、ご指導の程どうぞよろしくお願いいたします。

臨床研究に関するご案内URL　http://www.med.kagawa-u.ac.jp/hosp/about/rinsyo/

香川大学医学部　　　　　倫 理 委 員 会 委 員 長
治験審査委員会委員長

香川大学医学部附属病院　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。

患者満足度調査

都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー

令和３年度　新研修医をよろしくお願いいたします！

令和3年度　新採用看護職員です

臨床研究に関するご案内

患者さんの権利を尊重し、良質・安全な医療を提供するとともに、医学の
教育・研究を推進し、医療の発展に寄与します。

基本
理念

香川県木田郡三木町池戸1750-1 発行人／病院長　田宮　隆

オリーブ 便り live

ews

2021.05.01 No. 443


