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イベントカレンダー 2021.12月 予定表
月 日 時 間 場 所 名称及び内容 担 当 連絡先

編集委員会（50音順） （2021年11月現在）
阿部（看護）、岡内（外来）、金西（副病院長）、亀田（病棟）、木内（検査）、小坂（薬剤）、圖子（管理）、筒井（経営企画）、
仁尾（医療支援）、門田（放射線）、横井（医療情報）、横川（総務）、和氣（医事） 〔委員長 門脇病院長〕

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。

香川大学医学部　総務課
　１０月３１日(日)に投票が行われた衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の不在者投票を、本
学医学部附属病院では１０月２８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し、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１１２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４７人に担当者が２人ずつ３チームに分かれて病室に出向き、
不在者投票を行いました。

香川大学医学部　総務課
　医学の向上、発展に貢献された御霊に対し、追悼と
感謝の意を捧げ、ご冥福をお祈りするため、黙祷や献花
などの慰霊の儀を、１０月２７日（水）に学生及び学内関係
者にて執り行いました。
　また、ご遺族や白菊会会員の皆様に密を避けて参拝
いただくため、教員・職員・学生常駐のもと、３日間の慰
霊塔参拝期間(10月27日～29日)を設けさせていただき、
学内外から350余名の方々に献花いただきました。

香川大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　センター長　安田　真之

　令和４年度から医師になる医学科生らが臨床研修病院を選ぶ「２０２１年度マッチング結果」が、１０月
２８日に公表されました。
　本院のマッチ者数は、MANDEGANプログラム（20名）および小児科プログラム（２名）、あわせて計
22名でした。
　本院への想い・期待を抱いてくれた皆さんが、来春より本院で研修開始予定であることを大変嬉しく
思います。
　令和２年度から、卒後臨床研修制度が大幅に変更となりました。必修診療科での研修期間が増え、新
たに外来診療・チーム医療の実践など必修項目も設定されています。また、医師だけでなく看護師等の
多職種による研修医評価も必要となりました。院内スタッフの皆様には、研修医指導へのご理解とご協
力をお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、病院見学や面接試験などにおいて多くの制約を受けました。
本年度のマッチング結果は、中国四国国立９大学病院の中でもマッチ数は４番目、昨年度と同等の状況
でした。ここ数年は地方国立大学病院では、研修医確保が大変厳しい状況に陥っており、地域医療を担
う医師教育、育成に多大な影響を及ぼすことが危惧されております。今後、多くの医学生からキャリア
アップのファーストステップとして本院が選択される為に、医療の社会的ニーズの変化に対応した研修
を提供することが、さらに重要となると考えています。
　医学部教育センター、臨床教育研修支援部が一気通貫体制で医師養成に臨むだけでなく、病院全体
のムーブメントとして院内スタッフの皆様に研修医教育に関わって頂き、研修医が医師としてのキャリア
アップに夢を持てる大学病院であり続けることが大切と考えます。引き続き研修医育成にお力添えの程
よろしくお願い申し上げます。
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２０２１年度の医師臨床研修マッチング結果について

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。
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詳しくはこちら

12月テーマ　「地域でつなぐ安心・安全な出産　－セミオープンシステム－」
1月テーマ　「『まぶた』のたるみ、治せます」

ケーブルTVで放送中

香川大学医学部附属病院　臨床教育研修支援部　特定行為研修センター
　患者さんへの実技実習の前に、指導医からトレーニング機材を使って実践的な指導を受けました。今年度の

２期生もOSCE（客観的臨床能力試験）や病院での実習に向けて、特定行為実践に必要となる知識、技術、

態度を学び、何度も自主練習を重ねています。病院実習へのご協力を引続きよろしくお願いいたします。

香川大学医学部　管理課
　医学部附属病院の火災避難訓練等を１１月９日（火）に実施

しました。

　昨年度に引き続き今年度も新型コロナウイルス感染防止の

ため、小規模での実施となりましたが、第１部では、各部署から

看護師、事務職員等２０名余りが参加した火災避難

訓練を、第２部では、約４０名が消火栓、水消火器を

使用し実際に操作体験する消火訓練をそれぞれ

実施し、有意義な訓練を行うことができました。

　今回の訓練内容をもとに、有事の際にも対応

できるよう身につけていただきたいと思います。

内分泌代謝内科スタッフ 南病棟7階スタッフ

科長の横顔

座右の銘、ポリシー
　教室のポリシーは、「最新で良質な糖尿病・内分泌代謝専門医療の提供」「独創

的な医学研究の推進と先進医療の開発」「次世代を担う糖尿病・内分泌代謝専

門医の育成」を掲げています。糖尿病・内分泌疾患のいずれもが全身、全臓器に

影響を持つことから、糖尿病・内分泌内科学の専門家であるためには、内科医と

して幅広い知識をもつ医師であることも重要と考えています。今後も教室員個々

人の日々の研鑽により、患者さんに信頼される医療を目指していきます。

診療科紹介
　内分泌代謝内科は平成27年4月から講座再編に伴い新たに誕生した診療科です。

診療内容としては、激増する糖尿病、脂質異常症などの代謝疾患、下垂体、甲状腺、

副腎疾患などの内分泌疾患を守備範囲としています。

師長の横顔

座右の銘、ポリシー
　今までたくさんの人と出会い多くの事を学び成長する機会を与えていただきま

した。困難に直面した時には、話を聞き支えてくださる先輩や同僚の存在に何度も

救われ、自分もそうありたいと思っていました。視野が狭くならないように、相手の

考えや思いに耳を傾け、利他の心に立ち、物事に向き合い判断していけるよう尽力

いたします。

病棟紹介
　南病棟7階は、血液内科、膠原病・リウマチ内科、内分泌代謝内科の病棟です。

骨髄移植や抗癌剤治療、自己免疫疾患に対する薬物療法、糖尿病治療などを目的

とした患者さんが入院されています。慢性期の患者さんは長期間の医療が必要に

なります。看護師は、退院後の生活を見据えた教育や支援を行いながら、患者さんに

寄り添った看護を提供できるように心がけています。

香川大学医学部附属病院
内分泌代謝内科
診療科長　村尾　孝児

香川大学医学部附属病院
南病棟7階　
看護師長　塩入　ひろみ

初期消火訓練

消火器操作訓練

※特定行為研修センターの新しい
　ホームページを開設しました！

https://kagawadai-tokutei.jp/

看護師の特定行為研修 実技実習を行いました

火災避難訓練等の実施について

内分泌代謝内科
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いただくため、教員・職員・学生常駐のもと、３日間の慰
霊塔参拝期間(10月27日～29日)を設けさせていただき、
学内外から350余名の方々に献花いただきました。

香川大学医学部附属病院　卒後臨床研修センター　センター長　安田　真之

　令和４年度から医師になる医学科生らが臨床研修病院を選ぶ「２０２１年度マッチング結果」が、１０月
２８日に公表されました。
　本院のマッチ者数は、MANDEGANプログラム（20名）および小児科プログラム（２名）、あわせて計
22名でした。
　本院への想い・期待を抱いてくれた皆さんが、来春より本院で研修開始予定であることを大変嬉しく
思います。
　令和２年度から、卒後臨床研修制度が大幅に変更となりました。必修診療科での研修期間が増え、新
たに外来診療・チーム医療の実践など必修項目も設定されています。また、医師だけでなく看護師等の
多職種による研修医評価も必要となりました。院内スタッフの皆様には、研修医指導へのご理解とご協
力をお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、病院見学や面接試験などにおいて多くの制約を受けました。
本年度のマッチング結果は、中国四国国立９大学病院の中でもマッチ数は４番目、昨年度と同等の状況
でした。ここ数年は地方国立大学病院では、研修医確保が大変厳しい状況に陥っており、地域医療を担
う医師教育、育成に多大な影響を及ぼすことが危惧されております。今後、多くの医学生からキャリア
アップのファーストステップとして本院が選択される為に、医療の社会的ニーズの変化に対応した研修
を提供することが、さらに重要となると考えています。
　医学部教育センター、臨床教育研修支援部が一気通貫体制で医師養成に臨むだけでなく、病院全体
のムーブメントとして院内スタッフの皆様に研修医教育に関わって頂き、研修医が医師としてのキャリア
アップに夢を持てる大学病院であり続けることが大切と考えます。引き続き研修医育成にお力添えの程
よろしくお願い申し上げます。
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臨床研究に関するご案内

衆議院議員総選挙の不在者投票を行いました

解剖体慰霊行事を開催しました

２０２１年度の医師臨床研修マッチング結果について

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。
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