


Q&Aでわかる
香川大学医学部附属病院の
最新治療

香川大学医学部附属病院長　横見瀬 裕保

　体調を崩して病院にかかったら突然、「がんですね」と言われたら不安になります。そ

んなときの患者さんの疑問、不安にお答えすることを目的に本書を刊行しました。当院の

あらゆる分野の専門医が代表的な疾患、症状についてQ&A （質問とその答え）形式で信頼

のできる診断、治療法について解説します。また当院が得意とする「先進医療」について

も紹介しています。医療情報はインターネットなどに氾濫していますが、その多くは広告、

宣伝であり、場合によっては患者さんに間違った情報を提供しています。本書ではガイド

ラインに従った標準的な治療法を紹介することを原則とし、その上で最新の治療法も紹介

しています。

　当院の特徴は医学部附属病院であるという点です。新しい診断法、治療法を開発して「先

進医療」として行っています。まだ日常診療、一般病院では使用されていない開発中の新

薬（がん、認知症など）の臨床治験を積極的に行っています。がんの悪さ加減、進み具合、

治療効果を調べる PET検査においても一般病院では使用していない独自の薬を当院の医

師たちで作成し、新しい診断法を行っています。

また当院は再開発中です。2014（平成 26）年に新南病棟ができ、讃岐平野が一望できる

素晴らしい療養環境を提供しています。2016 年１月から中四国最高レベルの手術棟が稼働

し、ロボット手術支援システム「ダ・ヴィンチ」手術、MRI 対応ナビゲーション手術、血

管造影対応ハイブリッド手術を行っています。ダ・ヴィンチ手術は前立腺がんだけでなく、

膀胱がん、腎がん、大腸がんにも適応拡大して行っています。

新病棟稼働に伴い、救命救急センターを１階ワンフロアに集約し診断、初期治療、入院

治療を総合的に行っています。新設されたヘリポートは母体・新生児・重症の救急患者の

緊急移送に活躍しています。「どんなときでも救急車を断らない」を目標に日夜、頑張っ

ています。

　当院は開院 30 年以上になりますが、必ずしも香川県民の皆さんに知っていただいて、信

頼していただいて、愛していただいて、選択していただいているとは思っていません。「い

つも近くにいる香川大学病院」をめざして全職員の意識改革を行っています。大学病院と

いっても高い垣根はありません。病気が治るという患者さんの夢をかなえるために全力を

尽くしますので、なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。
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玄関から南病棟を望む

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。

基本方針《目標》
　　　　　１．患者さんの人格と尊厳を重んじ、
　　　　　　　患者さん中心の良質・安全な医療を実践する。

　　　　　２．厳しい倫理観と豊かな人間性を備え、高い能力を持つ医療人を育成し、
　　　　　　　生涯研修の場を提供する。

　　　　　３．先進医療の開発につながる特色ある研究や、
　　　　　　　医薬品及び医療機器の臨床研究を推進する。

　　　　　４．医療・福祉の向上のため、地域医療機関との連携を強め、
　　　　　　　各種支援事業を行うなど地域の中核的役割を果たす。
　
　　　　　５．満足度の高い医療環境の整備に努め、効率よく、
　　　　　　　安定した病院経営を行う。
　

患者さんの権利
すべての患者さんは次の医療に関する権利をもっており、
当院は患者さんの権利を尊重した医療を行います。

　　　　　① 安心して質の高い医療を受ける権利
　　　　　② 医療従事者から納得のゆく説明を受ける権利
　　　　　③ 説明を受けた後に治療方針を選択する権利
　　　　　④ セカンドオピニオン（他の医師の意見）を求める権利
　　　　　⑤ プライバシーが守られる権利
　　　　　⑥ 診断治療を拒否する権利
　　　　　⑦ 臨床教育、臨床研究に参加、拒否する権利
　　　　　⑧ 当院の規則に基づき自分の診療に関する記録などの情報を得る権利

＜キャッチコピー＞

ささえる、つながる、リードする。
香川大学医学部附属病院は、讃岐の丘の恵まれた環境の中で、医療への志と使命を持つ全ての医療スタッフが、
地域・日本国内、そして世界の医療機関ともつながりながら、最新、最善の医療と研究・教育に、ひたむきに
取り組んでいる大学病院であることを表しています。
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