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【糖尿病教室】
管理栄養士と医師が話をさせていただきます。
イキイキさぬき健康塾－香川大学病院と最新医療－
「～窓口は便潜血で～早期発見、治る大腸がん」

【糖尿病教室】
管理栄養士と看護師が話をさせていただきます。
イキイキさぬき健康塾－香川大学病院と最新医療－

ロボット手術は素晴らしい！
～手術支援ロボット『ダヴィンチ』による前立腺がん・腎臓がん・膀胱がん手術～

がん患者サロン特別講演
～音楽療法～
【糖尿病教室】

管理栄養士と医師が話をさせていただきます。
【糖尿病教室】

管理栄養士と薬剤師が話をさせていただきます。
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イベントカレンダー H31.2～3月 予定表

西１階カンファレンスルーム

丸亀町レッツホール

西１階カンファレンスルーム

丸亀町レッツホール

臨床講義棟1階

西１階カンファレンスルーム

西１階カンファレンスルーム

病院再開発推進室

　病院再開発整備において、改修工事を行っていた外来診療エリアおよび玄関ホールが１２月に完成し
ました。外来診療エリアでは、１２月２５日より新しいエリアで皮膚科、精神科神経科、外科が診療を開始
し、すべての外来診療エリアの再開発整備が完了しました。
　また、新しい玄関ホールは風除室を大きくし、出入り口を正面ではなく向かって左右にすることにより
西風の吹きつけを少しでも防げるようにしました。
　今後は、正面玄関、外壁、ローターリー周辺の整備を行っていきます。工事期間中は、工事騒音等で大
変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

編集委員会（50音順）
荒井（検査）、大高（医療支援）、加賀宇（総務）、岸野（病棟）、日下（副病院長）、笹川（放射線）、田川（管理）、
田中（看護）、富田（経営）、濱本（外来）、芳地（薬剤）、横井（情報）、吉野（医事）　〔委員長 横見瀬病院長〕

　肝がん撲滅運動の市民公開講座が平成30年10月7日に三木町防災センターにて開催されました。
参加人数は82名であり、多くの皆様にご参加いただきました。
　内容は、「B型肝炎の最新治療」「C型肝炎の最新治療」「非アルコール性脂肪
性肝炎の診断と治療」「肝がん・肝硬変の疫学的動向」「肝硬変の治療」「肝がん
の内科的治療」「肝がんの外科的治療」と幅広い内容でした。
　昨今、肝炎ウイルスを駆除あるいは制御できることが容易になり、肝炎ウイルスに
よる肝がんが減少し、生活習慣病をバックグランドにした肝がんが増加し、進行肝が
んが著増してきています。肝がん治療には、多くのオプションがありご来場いただい
た皆様には、昨今の肝がん治療の進歩に驚嘆したのではないかと思います。
　肝がん撲滅の日まで今後も香川大学医学部附属病院は鋭意努力していく所
存です。

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。

医学部倫理委員会委員長
治験審査委員会委員長
臨床研究審査委員会委員長

香川県肝疾患診療連携拠点病院　事務担当者
日本肝臓学会　肝がん撲滅運動　香川県責任者

香川大学医学部 消化器・神経内科学 教授　正木　勉

外来診療エリアおよび玄関ホールの完成のお知らせ

臨床研究に関するご案内

平成30年度　市民公開講座 日本肝臓学会肝がん撲滅運動の報告

香川県木田郡三木町池戸1750-1 発行人／病院長　横見瀬 裕保
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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
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　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。
　また、今までに開催された医療セミナー イキイキさぬき健康塾をYou Tubeでご覧に
なれます。
香川大学医学部附属病院You Tubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCtdoZ-wYQFrB8R1zcxE85aQ

香川大学医学部附属病院
You Tubeチャンネル

診療科長の横顔

香川大学医学部附属病院 
泌尿器・副腎・腎移植外科 
教授　杉元　幹史

香川大学医学部附属病院
東病棟三階
師長　真鍋恵美

座右の銘、ポリシー
　「誠実で嘘をつかない、ごまかさない」ということが医療者として最も大切な
姿勢だと考えております。また「こちら側のQOLが良くなければ患者さんを含
めた周りの人のQOLを良くすることはできない」というのが私の信条です。
　しかしここ一番の勝負の場面では、「強いものが勝つのではなく、勝ったも
のが強いんだ」という気持ちで、なりふり構わず勝ちを拾いに行くことを心が
けております。
　「すべては患者さんのために」
診療科紹介
　泌尿器科がんと腎移植が診療の2本柱です。県下唯一のアカデミック施設
として医療の進歩に貢献するとともに、高いレベルのエビデンス（証拠）に基
づき、過剰または過小治療にかたよらない世界標準の医療を提供いたします。

泌尿器科　集合写真

師長の横顔

病棟紹介
　泌尿器/副腎/腎移植外科、腎臓内科、整形外科、放射線診断科の病棟で
す。手術、腎臓移植、化学療法、放射線療法、透析導入など先進医療技術を駆
使した治療を受ける方々を対象にしています。様々な状況下での患者さんや
家族の揺れ動く気持ちに寄り添い、退院後を見据えた支援・サポートを心がけ
ケアを提供しています。看護スタッフは既婚者が過半数を占め、新米ママから
孫の世話まで。また、育メンも活躍しています。
　排泄に関する専門の看護師、腹膜透析指導看護師、腎臓病療養指導士、移
植コーディネーターの専門的知識をもつ看護師が関わり、病気の回復・予防、
自己管理ができるよう努めています。明るい空気の中で皆の笑顔がはじける
元気な病棟です。

香川大学医学部附属病院 歯・顎・口腔外科 学内講師　小川　尊明

　歯科インプラント治療は歯を失った場合のブリッジや入れ歯に代わる治療法であり、自分の歯を削ら
なくても良いこと、固定するブリッジも可能で、入れ歯も安定させることから注目され、治療が広まってい
ます。しかし、一般の歯科治療以上に適切な検査や診断、技術が要求され、さらに治療に対する利点と
欠点、リスクなどを十分に理解して頂く必要があります。安全で安心な歯科インプラント治療を受けるた
めに、日本口腔インプラント学会の患者さん向けHP「インプラント治療を正しく理解していただくため
に」（http://min-implant.jp/）の内容を参考にお話ししました。

※第38回イキイキさぬき健康塾（平成30年7月8日開催）の講演内容を要約したものです。

一本歯が無い場合のインプラント治療

上の顎に全く歯が無い場合の
インプラント治療 インプラントを用いて、取り外し可能な義歯を安定させる治療。このような治療を

インプラントオーバーデンチャーによる治療という。
インプラントを用いて義歯を安定させる仕組み（A）と治療例（B）。

図1
図2

図3B図3A

安全で安心な歯科インプラント治療を受けるために泌尿器・副腎・腎移植外科
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よる肝がんが減少し、生活習慣病をバックグランドにした肝がんが増加し、進行肝が
んが著増してきています。肝がん治療には、多くのオプションがありご来場いただい
た皆様には、昨今の肝がん治療の進歩に驚嘆したのではないかと思います。
　肝がん撲滅の日まで今後も香川大学医学部附属病院は鋭意努力していく所
存です。

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。

医学部倫理委員会委員長
治験審査委員会委員長
臨床研究審査委員会委員長

香川県肝疾患診療連携拠点病院　事務担当者
日本肝臓学会　肝がん撲滅運動　香川県責任者

香川大学医学部 消化器・神経内科学 教授　正木　勉

外来診療エリアおよび玄関ホールの完成のお知らせ

臨床研究に関するご案内

平成30年度　市民公開講座 日本肝臓学会肝がん撲滅運動の報告

香川県木田郡三木町池戸1750-1 発行人／病院長　横見瀬 裕保
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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


