
病院ニュース 第368号 1病院ニュース 第368号4 ※この用紙は自然保護のため再生紙を使用しています。

イベントカレンダー  Ｈ２7．2月～3月 予定表

▲今井田医学部長、臼杵部長、横見瀬病院長、
　田辺事務部長[後列]

▲臼杵手術部長　厚生労働大臣表彰状 ▲受賞報告の様子

伊藤進 名誉教授（元 小児科学講座教授）が、平成26年11月26日に、社会福祉法人「恩賜財団母子愛育会」から
母子保健功労者で、平成26年度健やか親子21全国大会（母子保健家族計画全国大会）にて、表彰されました。これ
までの地域の乳児死亡率の低下などの母子保健分野に尽力されたことが評価されたものです。
恩賜財団母子愛育会は、現在の天皇陛下ご誕生（昭和8年）を機に、昭和天皇より賜った御下賜金を基に、当時ほ

とんど顧みられない状態であった母子の健康と福祉の向上のために設立されました。その事業のひとつが、乳児死
亡率を低下させるために、村ぐるみで取り組む愛育村組織の普及であり、その基礎的な単位組織が愛育班です。愛育
班は班員の家庭訪問・話し合いと・学習を中心とする活動によって、地域保健の推進に多大の貢献をしました。現在の
その愛育活動は全国各地に受け継がれています。
香川県の乳児死亡率は、伊藤教授時代において平均値は全国より優れており、平成19年度には全国で最高水準

を記録し、このたび香川県小児科医の村長的役割の伊藤進名誉教授が表彰されました。そして香川県のこのような
素晴らしい母子保健環境を、これからも継続していきたいと考えています。

小児科学講座　日下　隆

平成２６年１２月１７日（水）１８時３０分から第２４回クリスマス音楽会を開催しました。横見瀬病院長の開会の挨拶に
続き、チターによるアンサンブル、医学部生によるアカペラ、管弦楽団、トリを務めた看護部フレッシュナース合唱隊２９人
は、フレッシュな歌声とキャンドルサービスで会場に感動を届けました。筒井看護部長の挨拶で締めくくった６０分間は
あっという間のひとときでした。
また、２３回目となった職員作品展示を

１２月１５日（月）から１９日（金）の５日間行
いました。見学者から心が温まった、やさ
しい気持ちになった、すてきな作品といっ
た出品者達の励みになるような感想をた
くさんいただきました。

医事課

平成27年2月22日（日） 11:00～12:00　　丸亀町レッツホール 高松市丸亀町1番地1 高松丸亀町壱番街東館４階
講師：眼科 廣岡 一行 准教授　参加費無料、事前申込不要　問合せ先：総務課 電話：０８７－８９１－２００８（平日9時～17時）

手術部

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。

臼杵尚志 手術部長が、厚生労働大臣表彰を受賞しました。これまで、国民健康保険の審査などで長年にわたり尽
力されたことが評価されたものです。
10月20日(月)に表彰式が東京都内であり、12月4日(木)に今井田医学部長、横見瀬病院長のところに受賞の報告

に来られました。

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

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

編集委員会 （50 音順）
荒井（検査）、一條（経営）、岡田（総務）、
加藤（放射線）、白神（麻酔）、中妻（看護）、
濱本（外来）、芳地（薬剤）、松本（看護）、
村上（病棟）、安友（管理）、横井（情報）、
吉野（医事）
〔委員長 横見瀬病院長〕

臼杵手術部長　厚生労働大臣表彰(国民健康保険事業)を受賞臼杵手術部長　厚生労働大臣表彰(国民健康保険事業)を受賞
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－香川大学病院と最新医療－

医療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－

月 日 時 間 場 所 名称及び内容 担 当 連絡先
病院地下１階　カンファレンスルーム 中核病院機能強化支援室18:00～20:15 （087）891-2452第9回都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー　在宅緩和ケアに関する研修2/2 月

臨床講義棟2F 中核病院機能強化支援室(未定） (087）891-2452第7回認知症疾患医療センター研修会3/9 月

臨床講義棟2F 中核病院機能強化支援室(未定） (087）891-2452香川県がん診療連携拠点病院研修セミナー「放射線療法に関する研修会」3/3 火

かがわ国際会議場高松サンポート2-1
シンボルタワー・タワー棟6階 肝炎就労相談窓口13:30～16:00 (087）891-2468肝臓病　市民公開講座3/15 日

三木町文化交流プラザ 耳鼻咽喉科学13:30～16:00 （087）891-2214耳の日記念講演会3/1 日

病院地下１階 患者図書室　オリーブの郷14:00～16:003/20 金 がん相談支援センター （087）891-2473がん患者サロンセミナー

病院地下１階　カンファレンスルーム18:30～20:303/20 金 地域連携室 （087）891-2417平成26年度　退院支援連携の会

病院地下１階　カンファレンスルーム18:00～19:302/20 金 地域連携室 （087）898-2417在宅支援の会～Frogの会～研修会

アルファあなぶきホール小ホール棟5階　
多目的大会議室(玉藻）9：30～16：302/28 土 腫瘍センター （087）891-2075第14回緩和医療に関する集中セミナーin香川

丸亀町レッツホール
高松市丸亀町1番地１高松丸亀町壱番街東館4階11:00～12:002/22 日 総務課 (087)891-2008医療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－「緑内障に対する治療」

病院地下１階 患者図書室　オリーブの郷14：00～15：302/18 水 地域連携室 （087）898-2417肝臓病教室

「緑内障に対する治療」 最近、見える範囲が狭くなったことはないですか？
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▲掘削と平行に基礎工事が進められている手術棟 ▲樹木や庭石が撤去された外来診療棟中庭

病院再開発整備計画第２期工事「外来・中央診療棟他改修その他」として最初に建設される手術棟の工事が9

月下旬から南病棟の南側で始まりました。12月現在、掘削と平行して基礎工事が進められています。手術棟の竣

工予定は平成27年10月。構造は鉄筋コンクリート造、地上４階免震構造で、新たに手術室を８室整備し、平成28

年1月からの運用開始を目指しています。

仮設外来棟は、現有建物の改修時に工事区域となって使用できなくなる外来診療科等の診療スペース確保を

目的に中庭に建設されます。11月下旬に仮設間仕切壁で遮蔽され、窓から見られなくなった中庭では、大型ク

レーンを使って樹木や庭石が撤去、重機が搬入され、廊下の接続部となる壁面が削られています。地上２階建、軽

量鉄骨造の仮設外来棟は、平成27年6月の竣工予定で平成30年度まで仮設外来として利用されます。

病院再開発推進室 四国新聞　2014年(平成26年）5月23日（金曜日）掲載

（四国新聞に転載について許諾済）

頚椎では加齢とともに、関節軟骨が摩耗したり、椎間板の水分が減ったりするなどした結果、骨の配列が悪くなっ

たり、骨棘とよばれる骨の変形が起こったりします。このような頚椎の変形を頚椎症といいます。頚椎症が起こった

結果、骨棘などで脊髄が圧迫されることがあります。

頚椎を通る脊髄である頚髄は頭からの命令を手や脚に伝えたり、手や脚の感覚を脳につたえたりする役割を

担っています。また上手に手指を動かす役割もあります。そのため頚椎症により頚髄が圧迫を受けると手や脚に痺

れを自覚したり、箸やボタンが使いにくくなったり（手指巧緻運動障害）、歩きにくくなったり（歩行障害）することが

あります。このような症状がある場合、頚椎症性脊髄症を疑います。しばしば、脳梗塞などではないかと脳神経外科

を受診して、頭は大丈夫と説明されていることがあります。

神経の通り道である脊柱管が生まれながらに狭い方に発症することが多いのは言うまでもありません。頚椎は

伸展位（のけぞった状態）で狭くなることが多く、高齢の方で、背中が曲がった結果、頚椎を過度に伸展して代償し

ている方にも発症することがあります。

脊髄は圧迫を受けるとダメージを受け、その機能を果たすことができなくなります。軽い症状であれば進行しな

いこともありますが、高度に麻痺が進行した場合、手術を必要とします。

手術は大きく分けて、前から除圧する前方法、後方から除圧する後方法に分けることができます。我々の施設で

は後方法で対処する例が多くあります。手術により得られる効果は、神経の環境を良くすることにより、神経の機能

が回復することです。重要なことは、治療を適切なタイミングで行うことです。脊髄が圧迫を受け続けている場合、

回復が得難い状態になることがあるからです。神経学的診察と画像所見を検討し、診断がつきますので、脊椎脊髄

疾患を専門とする医師に診察を受けることをお奨めします。
毎日新聞「四国健康ナビ」H26.12.23掲載

整形外科 助教　小松原悟史

香川の医療最前線香川の医療最前線手術棟、仮設外来棟の建設着工手術棟、仮設外来棟の建設着工

頚椎症性脊髄症について頚椎症性脊髄症について
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いました。見学者から心が温まった、やさ
しい気持ちになった、すてきな作品といっ
た出品者達の励みになるような感想をた
くさんいただきました。

医事課

平成27年2月22日（日） 11:00～12:00　　丸亀町レッツホール 高松市丸亀町1番地1 高松丸亀町壱番街東館４階
講師：眼科 廣岡 一行 准教授　参加費無料、事前申込不要　問合せ先：総務課 電話：０８７－８９１－２００８（平日9時～17時）

手術部

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。

臼杵尚志 手術部長が、厚生労働大臣表彰を受賞しました。これまで、国民健康保険の審査などで長年にわたり尽
力されたことが評価されたものです。
10月20日(月)に表彰式が東京都内であり、12月4日(木)に今井田医学部長、横見瀬病院長のところに受賞の報告

に来られました。

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

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

編集委員会 （50 音順）
荒井（検査）、一條（経営）、岡田（総務）、
加藤（放射線）、白神（麻酔）、中妻（看護）、
濱本（外来）、芳地（薬剤）、松本（看護）、
村上（病棟）、安友（管理）、横井（情報）、
吉野（医事）
〔委員長 横見瀬病院長〕

臼杵手術部長　厚生労働大臣表彰(国民健康保険事業)を受賞臼杵手術部長　厚生労働大臣表彰(国民健康保険事業)を受賞

臨床研究に関するご案内臨床研究に関するご案内 伊藤 進 名誉教授 恩賜財団母子愛育会から母子保健功労者表彰伊藤 進 名誉教授 恩賜財団母子愛育会から母子保健功労者表彰

冬の院内イベントを開催しました冬の院内イベントを開催しました

医療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－

医療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－

月 日 時 間 場 所 名称及び内容 担 当 連絡先
病院地下１階　カンファレンスルーム 中核病院機能強化支援室18:00～20:15 （087）891-2452第9回都道府県がん診療連携拠点病院研修セミナー　在宅緩和ケアに関する研修2/2 月

臨床講義棟2F 中核病院機能強化支援室(未定） (087）891-2452第7回認知症疾患医療センター研修会3/9 月

臨床講義棟2F 中核病院機能強化支援室(未定） (087）891-2452香川県がん診療連携拠点病院研修セミナー「放射線療法に関する研修会」3/3 火

かがわ国際会議場高松サンポート2-1
シンボルタワー・タワー棟6階 肝炎就労相談窓口13:30～16:00 (087）891-2468肝臓病　市民公開講座3/15 日

三木町文化交流プラザ 耳鼻咽喉科学13:30～16:00 （087）891-2214耳の日記念講演会3/1 日

病院地下１階 患者図書室　オリーブの郷14:00～16:003/20 金 がん相談支援センター （087）891-2473がん患者サロンセミナー

病院地下１階　カンファレンスルーム18:30～20:303/20 金 地域連携室 （087）891-2417平成26年度　退院支援連携の会

病院地下１階　カンファレンスルーム18:00～19:302/20 金 地域連携室 （087）898-2417在宅支援の会～Frogの会～研修会

アルファあなぶきホール小ホール棟5階　
多目的大会議室(玉藻）9：30～16：302/28 土 腫瘍センター （087）891-2075第14回緩和医療に関する集中セミナーin香川

丸亀町レッツホール
高松市丸亀町1番地１高松丸亀町壱番街東館4階11:00～12:002/22 日 総務課 (087)891-2008医療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－「緑内障に対する治療」

病院地下１階 患者図書室　オリーブの郷14：00～15：302/18 水 地域連携室 （087）898-2417肝臓病教室

「緑内障に対する治療」 最近、見える範囲が狭くなったことはないですか？




