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就任のご挨拶
本年1月1日に和田大助院長（現高松市立病院事業管理者・名誉院長）の
後任として着任いたしました六車直樹と申します。どうぞよろしくお願い
申し上げます。
私は当院から数km南西に位置する高松市岡本町で生まれ育ちました。市
内の小中高校を経て徳島大学医学部に進学し、卒業後は消化器内科領域を
専門として診療・研究・教育に従事してまいりました。仏生山は子供の頃
によく訪れることがありましたが、ご存知のように松平家藩主の菩提寺で
ある法然寺の門前町として発展し、昔の佇まいを数多く残している一方
で、現在は旧家屋をリノベーションしたカフェや雑貨店、モダンな温泉施
設などが数々見られ、新旧のバランスが大変魅力的なところと認識を新た
にした次第です。この度、自分の生まれ故郷で医療貢献できる機会を頂戴
しましたことに深く感謝いたしますとともに、職責の重さを実感している
ところでございます。
わが国は本格的な高齢化社会を迎えていますが、当地域における生命の誕生から終わりを迎えるまで
の人々の生涯に関わり、受診される方々が健康で心豊かに生活ができるように支援してまいりたいと思
います。そのミッションを継続的に実現するために、『地域とのつながり』を大切にしてみんなの暮ら
しを支えることができるよう取り組むことが重要と肝に銘じています。
今般の新型コロナウイルス感染症におきまして、当院の位置づけはさらに明確になりました。急性期
病院としての救急医療や手術、外来機能を維持しながら、香川県対処方針に応じたコロナウイルス感染
症のための病床確保ならびに医療提供、ワクチン接種への協力などです。今後も医療関係者の方々にご
不便をおかけすることがないように努めてまいります。
リーディングホスピタルとしての高松市立みんなの病院が地域社会へ果たすための使命を重く受け止
め、病める人々のために人権や生命の尊厳を重視しながら最先端の医療を安全にお届けできるよう精
いっぱい努力してまいりたいと思います。ご指導、ご支援をどうかよろしくお願い申し上げます。
高松市立みんなの病院

院長 六車 直樹

診療科紹介

小児科

2020年初頭から新型コロナウイルス感染症が流
行し、感染予防を皆さんがしっかりされているお
かげか、季節性の感染症は激減しています。全国
的に2020/2021シーズンのインフルエンザの流行は
なく、インフルエンザ脳症の報告も全年齢を通し
て0例でした。2021/2022シーズンですが当科では
まだインフルエンザを確認しておりません。また
夏に流行する小児に多い手足口病やヘルパンギー
ナも昨年秋ごろから初冬に小流行があり季節外れ
で不思議な現象でした。

診療内容
主に感染性疾患を診療しております。専門外来
は渡邊俊之医師のアトピー外来、伊藤弘道医師の
発達外来、杉本真弓医師の食物アレルギー外来を
行っており、藤井が神経外来を行っております。
また週１回、高松赤十字病院の幸山洋子医師に新
生児病棟回診をしていただいております。

小児神経外来について
小児神経外来を少しご紹介致します。無熱性け
いれんや熱性けいれんを繰り返す方、また意識消
失し倒れた、などを主訴に紹介いただくことこと
が多く、てんかんの診断のため血液・尿検査、脳
波検査、頭部画像検査を行います。また、意識減
損し倒れ、脳波検査や頭部MRI/MRA検査を行っても
異常を認めず、起立試験を行い起立性調節障害
だったことも多くあります。特に最近はコロナ禍
で休校となったり、友人との交流が制限されたり
して、環境が大きく変化したことで心に不安定さ
を持つ子供たちが多く、自律神経系の異常を来し
ているのかもしれません。小児でてんかん発作と
紛らわしい疾患を発作型から申しますと、①全身
性強直発作や強直間代発作は熱性けいれんや軽症
胃腸炎関連けいれんや心因発作や急性代謝性障害
やチアノーゼ型憤怒けいれんの長引いたものがあ
ります。②意識消失や脱力発作を示すのは憤怒け
いれん、神経調節性失神、心因性反応の一部、熱
性けいれんの一部、③ぴくぴくさせるのは睡眠時
ミオクローヌス、心因性反応
の一部、④恐怖や徘徊などの
奇妙な動きをするのは夜驚
症、睡眠時遊行症、心因性反
応です。3歳以降の熱性けい
れん児や急性代謝障害の一部
では、てんかん発作波を示す
ことがあり鑑別が必要ですの
でご紹介ください。
(文責 藤井 笑子 )
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看護局紹介

継続教育

看護局では自律した看護職員の育成と看
護の質向上を図るため、生涯教育マニュア
ル に 沿 っ た『継 続 教 育（キ ャ リ ア ラ
ダー）』システムを取り入れています。内
容は、日本看護協会「看護師クリニカルラ
ダ ー」を 基 に し た、看 護 実 践 能 力 と 組 織
ニーズを踏まえたキャリア開発の2つを併せ
もった研修プログラムとなっており、具体
的には看護職員としての「基本姿勢と態
度」「技術的側面」「管理的側面」の3つの
要素に分かれています。この教育のシステ
ムは、看護職員のレベルに合わせ段階的に
設定されており、目標達成を目指すこと
で、専門職として求められる能力開発と社
会人としての成長を支えています。
みんなの病院看護局は、基本理念にある
「生きる力を応援します。」のもと、高い
専門性と豊かな人間性のある看護職員を理
想像とし、地域に貢献できるよう人材育成
に取り組んでいます。

しかし、糖尿病は、慢性疾患であり、生涯に及ぶ
療養生活を余儀なくされてしまうことで、患者や
家族のライフスタイルに大きく左右されてしま
い、療養生活を維持していくことが困難となりま
す。糖尿病チームの目的は、患者やその家族に
対して、療養生活を支える良きパートナーとな
ること、そして医療現場で、糖尿病に関する課
題を明らかにしながら、糖尿病医療の質の向上
を図ることです。現在当院では、糖尿病療養指
導士の資格を持つ看護師、薬剤師、管理栄養士
が在籍しており、医師、検査技師、理学療法士
と協働し、糖尿病チーム会を運営しています。

外来での療養支援では、療養指導やフットケア
など、看護師が外来患者と個別に面談を行い、
療養生活の課題を患者と共に考え、解決策を一
緒に見出しています。また、入院中の患者にお
いては、病棟ラウンドをおこない、治療状況や
今後の方針について、多職種でカンファレンスを
行っています。そして、医療の質の向上を図る
ために、毎月チーム会を開催し、ヒヤリハット
分析や院内研修の企画、運営を行っています。
これからも、地域の病院として、少しでも多
くの糖尿病患者が、健常者と変わらないQOL維持
向上を図るための一助になりたいと考えていま
す。

看護研究発表会の風景

糖尿病チーム

糖尿病チーム会の風景

香川県は、糖尿病死亡率が全国で上位と
なっており、糖尿病発症予防、合併症進展
予防のための療養支援が大きな課題となっ
ています。

PET/CT検査のご案内

外来でのフットケア

◇ご利用ください◇

高松市立みんなの病院では、最新の陽電子放出断層撮影装置（PET）と
X線コンピューター断層撮影装置（CT）一体型の機器によるPET/CT検査の
受付をしています。
どうぞご利用ください。
診療情報提供書（PET/CT検査依頼用）等関係様式は当院ホームページ
からダウンロードできます。

http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp
◆お問い合わせは
TEL：087-813-7171 (代表) 放射線科(核医学) 内線：1700

地域医療・患者支援センターからのご案内
次回開催予定

第 68 回 地域医療連携セミナー
令和４年５月１８日（水）１９時～

日 時

「（仮称）頭部外傷について」
脳神経外科

診療部長

庄野

健児

日本医師会生涯教育制度「外傷」0.5単位取得
※ZOOM参加での取得には、医療機関名と名前の
表示が必要です。

令和４年度

地域医療連携セミナー開催予定

開催日時

担当診療科

第68回

2022年 5月18日（水）

脳神経外科

第69回

2022年 7月20日（水）

消化器内科

第70回

2022年 8月24日（水）

外

第71回

2022年 9月21日（水）

整形外科

第72回

2022年 10月19日（水）

泌尿器科

第73回

2022年 11月16日（水）

呼吸器内科

第74回

2022年 12月21日（水）

耳鼻咽喉科

第75回

2023年 2月22日（水）

循環器内科

科

※セミナーの開催日時・担当診療科は、変更になる場合がございます。最新情報・セミナーの詳細等に
つきましては、当院ホームページよりご確認ください。

みんなの病院 セミナー
http://www.takamatsu-municipal-hospital.jp

FAX予約を
お願いします

患者さんをご紹介いただく際に、地域医療・患者支援センターへ事前にFAX予約をお願いいたします。

受付時間

平日（月～金） 8時30分～18時00分
土曜日 9時30分～13時00分
※土曜日はFAX予約受付のみ

電
話 （087）813-7171（代表）／（087）813-6699（紹介予約専用）
Ｆ Ａ Ｘ （087）813-6799（直通）
0120-834-224（フリーダイヤル
）
※フリーダイヤルは県内固定電話のみ対応しております。

高松市立みんなの病院

〒761-8538

香川県高松市仏生山町甲847番地1

087-813-7171（代表）

