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※時間等、変更になる場合もございますのでご了承ください。背景に色がついている講座は是非、地域の医療機関の皆さまにご参加
いただきたいものとなっております。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。
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高知医療センターの基本理念
医療の主人公は患者さん

１．医療の質の向上
２．患者さんサービスの向上
３．病院経営の効率化

高知医療センターの基本目標

広報誌「にじ」に関するご要望・ご意見をお寄せください。renkei@khsc.or.jp
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　この４月にまごころ相談室に配属されて１ヶ月が過ぎました。初めての医療機関での勤務ということもあって、
まだまだ手探り状態で戸惑いの毎日です。私事ですが、２月に病気療養中だっ
た父親を亡くしました。地域の医療機関では大変お世話になりましたが、主
治医や看護師の方に対して、なんとなくこちらから話しかけづらくて、納得
のいく相談がしきれなかった残念な経験があります。もちろん病院側に問題
があったわけではなく、話しかけると親切にお答えいただきました。おそら
くは自分自身（患者側）が医療の素人なので、専門用語や聴き方がわからなかっ
たことが原因だと思われます。 今後はこの経験も活かしながら、患者さん目
線を忘れることなく、「医療の主人公は患者さん」を肝に銘じ、相談しやすく
丁寧な対応のまごころ窓口であり続けるよう務めてまいりたいと思いますの
で、今後ともよろしくお願いいたします。　　(まごころ相談室長　黒石浩一)

場所　 高知医療センター２F　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター・救命救急センター　電話：088（837）6799　

第 4７回高知医療センター救命救急センター救急症例検討会
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■　最新CT・SOMATOM Definitionが導入されました！ ･････････････････････　P６

■　地域医療連携病院のご紹介（医療法人須崎会 高陵病院）････････････････････　P７

■　高知医療センターニュース Vol.13 ･･･････････････････････････････････････　P７

■　高知医療センターイベント情報　･････････････････････････････････････････　P８

第８回高知医療センター地域医療（内科系）症例報告会
場所　 高知医療センター２F　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター 呼吸器・アレルギー科 土居裕幸　電話：088（837）3000　

高知Stroke セミナー

平成22年度 高知医療センター
初期臨床研修医のご紹介 ････ P２～３　

特集

写真：平成22年度高知医療センター研修医
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第１２回地域医療連携研修会

糖尿病の最近の話題

糖尿病の食事療法が継続するための指導ポイント
　　　　　　　　　　～患者さんの立場になって～

高知医療センター 代謝・内分泌科
　　　　　　　　　　　　　科長 菅野 尚 氏 内容

講演１：頸動脈病変の治療について　 京都医療センター 外科系統括診療部長
　　　　　　　　　　　　　 塚原 徹也 氏 

講演２：脳神経外科医による脊髄脊椎疾患の治療 社会医療法人愛仁会 千船病院
　　　　　 脳神経外科 部長 諏訪 英行 氏 内容

講演３：周術期脳卒中とリハビリテーション 社会医療法人愛仁会 高槻病院
　 リハビリテーション科 副院長 欅 篤 氏 

講師

場所　 高知医療センター２階　くろしおホール

お問い合わせ先：大塚製薬株式会社 高知出張所医薬一課 小塩和喜 電話：088（883）7937
共催：社団法人 日本脳卒中協会 高知県支部、大塚製薬株式会社

※事前申込不要、参加費無料

※事前申込不要、参加費無料

平成２２年度診療報酬改定に伴う研修会
診療報酬請求制度上での機能分化と地域連携 高知医療センター 医療事務担当 滑浦 龍年 氏 内容 講師

場所　 高知医療センター２階　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター 地域医療連携室 電話：088（837）6700

※事前申込不要、参加費無料

※事前申込不要、参加費無料

第１４回（平成２２年度第１回）高知医療センター地域がん診療連携拠点病院公開講座

講演１：最近の胃がん治療～診断と治療の実際～　 高知医療センター 一般外科・乳腺内分泌外科
　　　　　　　　　　　 医長 尾崎 和秀 氏 

講演２：最近の肺がん治療 高知医療センター 呼吸器外科 科長 岡本 卓 氏 
講演３：整形外科で治療するがん 高知医療センター 整形外科 医長 米田 泰史 氏 

講師

場所　 高知はた JA会館　４F大ホール

お問い合わせ先：高知医療センター事務局医事課 電話：088（837）6760　 ※事前申込不要、参加費無料、定員 150名

内容

第１２回高知医療センター外科グループ手術症例検討会
場所　 高知医療センター２F　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター 地域医療連携室　電話：088（837）6700　

※事前申込不要、参加費無料

これが 高知医療センターの
ホームページです！ ･････････ P４～５　

講師

場所　 高知医療センター２F　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター 地域医療連携室 電話：088（837）6700

高知医療センター 栄養局 局長 渡邊 慶子 氏 

※事前申込不要、参加費無料

地域医療センター地域医療連携通信

時間　16：00～ 18：00

時間　17：30～ 19：00

時間　19：00～ 20：30

時間　14：00～ 16：30

時間　19：00～

時間　14：00～

時間　19：00～



①医科　②高知県吾川郡いの町  ③自治医科大学　
④サイクリング、温泉巡り
⑤この 4 月から 2 年間、高知医療センターで初期臨床研
修医を勤めさせていただきます、石田青鳥と申します。我々
医師は国家試験合格後、原則 2年間は各大学病院や民間病
院で研修を行い、一人前の医師となるべく修行させていた
だいております。従いまして名実ともにまだまだ未熟な身
でありますが、高知県の医療に貢献できるよう、不惜身命
の思いで努めようと考える次第です。とくに自治医大出身

の医師は研修終了後、地方中核病院やへき地診療所で勤務することになるので、2
年後、独り立ちできるように有意義な研修にしたいと思っています。院内や院外
でお会いした際は、どうぞよろしくお願いいたします。

平成22年度初期臨床研修医のご紹介 この 4月より、高知医療センターで初期臨床研修を始められたフレッシュ
な研修医をご紹介します！

①歯科　②高知県高知市
③九州歯科大学　④茶道
⑤就職を機に、今年の 4 月
から出身地である高知県に
戻って来ることができて大変
うれしく思います。この研修
期間、広い視野でたくさんの
ことを吸収していきたいと
思っています。ご迷惑をおか

けすることもあると思いますが、よろしくお願いい
たします。

①医科　②高知県
③徳島大学
④国内旅行、自転車
⑤これから皆さま
にお世話になる近
澤庸平です。研修
期間は焦らずにで
きるだけ多くのこ
とを吸収して、一
人前の医師になれ

るよう努力します。どうぞよろしくお願
いいたします。

①医科　②高知県　③徳島大学  ④音楽鑑賞
⑤はじめまして、公文剣斗と申します。4 月から高知
に戻ってきて研修をスタートしました。まだまだわか
らないこと、覚えることがたくさんあります。できな
いことが多く、毎日焦燥を感じて過ごしています。こ
の焦燥を向上心へと変え、いち早く皆さんの役に立て
る医師になれたら良いなと思います。私はあがり症で、
慣れない場ではとても緊張してしまい、つい顔がこわ
ばってしまうかもしれませんが、本心は皆さんと笑顔
で接することができたら良いなと思っています。皆さ

んも笑顔で応えてくれたらとても嬉しく思います。まだまだ未熟者ですが、2
年間の研修を有意義にして、立派な医師になるため一生懸命頑張りますので
温かく見守ってください。今後ともよろしくお願いいたします。

①医科　②高知県生まれ県外育ち
③横浜市立大学　
④よっちょれ、サッカー、家族サービス
⑤27 年前に高知市民病院で生を受け、
鮭のように両親の故郷へ帰ってきまし
た。今までは東京、神奈川、京都で揉
まれてきましたが、ようやく晴れて本
籍のみならず住民票も高知県民になり
ました。感慨深いものがあります。大

好きな高知でこの貴重な時間を 1 秒たりとも無駄にすること
なく、思う存分走り回りたいと思っています。これからは自分
のため、家族のため、医療センターのため、高知のため、日本
のため、世界のために頑張ります。どうぞよろしくお願いいた
します。（追記）ご覧のように、若干ですが調子乗りです。褒
められるのは好きですが、ついつい図に乗ってしますのでどう
ぞ叱ってください。若干へこみますが、負けず嫌いなのでまた
伸びてきます。というよりへこたれません。そして頭はだいぶ
悪いですが、フットワークとノリは軽いです。

①歯科　②東京都  ③日本大学歯学部  ④テニス
⑤私は東京出身で高知に縁もゆかりもありませんが、医療セン
ターで研修がしたくてやってきました。初めは不安な気持ちで
いっぱいでしたが、医療センターの雰囲気、都会とは違う緑に
囲まれた環境、周りには何もないという状況がとても気に入り
ました。そして同期にも恵まれ、医科、歯科関係なく交流でき
るところもとても気に入り、今は楽しい研修生活を送っていま
す。2 年間の研修で多くのことを学び、今後の歯科医師人生に
役立つことを身につけていきたいと思っています。

石田　青鳥（いしだ　せいちょう )

①医科　②高知県高岡郡佐川町  ③岡山大学　
④読書、スポーツ、映画鑑賞
⑤大学を卒業して、生まれ故郷の高知県に帰ってきました。
故郷に戻ってきたからには、医師を志した時の初心を思い
出して一から頑張っていこうと思っています。この研修期
間では、関われることには何でも積極的に関わり、できる
経験はすべてしたいと思っています。また仕事だけではな
く、趣味などの部分も充実させて、人間的にも成長してい
きたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

吉村　由紀（よしむら　ゆき）

①医科　②高知県いの町  ③自治医科大学
④軟式テニス、スポーツ観戦
⑤4 月より医師として高知医療センターに勤
務しております岡聡司です。生まれも育ちも
高知県で、大学は栃木県にある自治医科大学
で 6 年間過ごしましたが、また故郷である高
知に帰ってきました。高知の医療の中心的存
在である医療センターで 2 年間の研修を行え
ることを本当にうれしく思っています。まだ
まだ右も左も分からず、つくづく教科書の上

での医学と実際の医療現場との違いを実感する日々が続いています
が、そのなかでスタッフの皆様や患者さんの皆様から一つ一つ教えて
いただくことが多く、毎日が非常に充実しています。医師として、社
会人として、2 年間で多くのことを学び取り、少しでも早く皆様のお
役に立てればと思っております。また、自治医大出身ということもあ
り、高知の皆様を地域から支えられるように医師としてのしっかりと
した基盤を作っていきたいです。どうかよろしくお願いいたします。

岡　聡司（おか　さとし）

①医科　②高知県
③宮崎大学
④スポーツ観戦
⑤4 月より高知医療
センターで研修医と
して就職しました、
北岡彩子といいま
す。今は目前の業務
をこなすのに精一杯
で、一日一日がとて

も速く過ぎていくように感じます。この 2 年
間で少しでも多くのことを吸収し、高知県の
医療に貢献できる医師になりたいと思いま
す。まだまだわからないことだらけで皆さま
にご迷惑をおかけすることもあるかと思いま
すが、日々努力していきたいと思いますので
よろしくお願いします。

北岡　彩子（きたおか　あやこ）

近澤　庸平（ちかざわ　ようへい） 森木　麻実子（もりき　まみこ）公文　剣斗（くもん　けんと）

伴　正海（ばん　まさうみ） ①医科　②高知県
③自治医科大学　④剣道
⑤本年 4 月から研修医とし
て高知医療センターで初期臨
床研修をさせていただいてお
ります、安井渉と申します。
医師になってまだ短い期間で
すので、多くの方にご迷惑を
かけつつ、ご指導いただいて

いる毎日です。自分は自治医科大学卒業なので、研
修医としての 2 年間が終わると地域の第一線で働く
こととなります。そのためには、経験不足を補うた
めの幅広い知識と技能を身につけなければならない
ので、この 2 年間の研修期間の間にできるだけ多く
のことを学んでいきたいと思います。まだ不慣れな
部分もあり、知識不足な面もありますが、少しでも
早く患者さんのお役に立てるように一歩一歩前進し
て行こうと思っていますので、ご指導の程よろしく
お願いいたします。

安井　渉（やすい　わたる）

①医科　②高知県  ③北里大学  
④バドミントン、バレー、観劇、旅行、雑貨めぐり
⑤今年の 4 月から高知医療センターで研修をさせていただく藤
原瑛世です。研修が始まってもわからないことばかりで、先生
方からいろいろな方々にご迷惑をかけっぱなしですが、この医
療センターで一日一日、いろいろなことを積極的に学んで成長
していきたいと思います。まだまだご迷惑をおかけすることが
多々あると思いますが、必死に頑張ります。少しでも患者さん
のお役に立つことができるよう、日々精進していきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

藤原　瑛世（ふじわら　てるよ）

山下　絵美子（やました　えみこ）

はじめまして！
よろしくお願いします！

①所属　②出身地　③出身大学　④趣味・特技　⑤自己紹介

①歯科　②高知県 ③大阪歯科大学  
④ピアノ、ゴルフ
⑤4 月から高知に帰ってまいりました、
田村舞です。3 月まで大阪で働き、ま
だまだいろんなことを学びたいと思い、
この度、医療センター 1 年目としてお
世話になることになりました。患者さ
んを思いやれる治療ができるような歯
科医を目指し、日々先生方を見習って

いこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

田村　舞（たむら　まい）
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①医科　②高知県吾川郡いの町  ③自治医科大学　
④サイクリング、温泉巡り
⑤この 4 月から 2 年間、高知医療センターで初期臨床研
修医を勤めさせていただきます、石田青鳥と申します。我々
医師は国家試験合格後、原則 2年間は各大学病院や民間病
院で研修を行い、一人前の医師となるべく修行させていた
だいております。従いまして名実ともにまだまだ未熟な身
でありますが、高知県の医療に貢献できるよう、不惜身命
の思いで努めようと考える次第です。とくに自治医大出身

の医師は研修終了後、地方中核病院やへき地診療所で勤務することになるので、2
年後、独り立ちできるように有意義な研修にしたいと思っています。院内や院外
でお会いした際は、どうぞよろしくお願いいたします。

平成22年度初期臨床研修医のご紹介 この 4月より、高知医療センターで初期臨床研修を始められたフレッシュ
な研修医をご紹介します！

①歯科　②高知県高知市
③九州歯科大学　④茶道
⑤就職を機に、今年の 4 月
から出身地である高知県に
戻って来ることができて大変
うれしく思います。この研修
期間、広い視野でたくさんの
ことを吸収していきたいと
思っています。ご迷惑をおか

けすることもあると思いますが、よろしくお願いい
たします。
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③徳島大学
④国内旅行、自転車
⑤これから皆さま
にお世話になる近
澤庸平です。研修
期間は焦らずにで
きるだけ多くのこ
とを吸収して、一
人前の医師になれ

るよう努力します。どうぞよろしくお願
いいたします。

①医科　②高知県　③徳島大学  ④音楽鑑賞
⑤はじめまして、公文剣斗と申します。4 月から高知
に戻ってきて研修をスタートしました。まだまだわか
らないこと、覚えることがたくさんあります。できな
いことが多く、毎日焦燥を感じて過ごしています。こ
の焦燥を向上心へと変え、いち早く皆さんの役に立て
る医師になれたら良いなと思います。私はあがり症で、
慣れない場ではとても緊張してしまい、つい顔がこわ
ばってしまうかもしれませんが、本心は皆さんと笑顔
で接することができたら良いなと思っています。皆さ

んも笑顔で応えてくれたらとても嬉しく思います。まだまだ未熟者ですが、2
年間の研修を有意義にして、立派な医師になるため一生懸命頑張りますので
温かく見守ってください。今後ともよろしくお願いいたします。

①医科　②高知県生まれ県外育ち
③横浜市立大学　
④よっちょれ、サッカー、家族サービス
⑤27 年前に高知市民病院で生を受け、
鮭のように両親の故郷へ帰ってきまし
た。今までは東京、神奈川、京都で揉
まれてきましたが、ようやく晴れて本
籍のみならず住民票も高知県民になり
ました。感慨深いものがあります。大

好きな高知でこの貴重な時間を 1 秒たりとも無駄にすること
なく、思う存分走り回りたいと思っています。これからは自分
のため、家族のため、医療センターのため、高知のため、日本
のため、世界のために頑張ります。どうぞよろしくお願いいた
します。（追記）ご覧のように、若干ですが調子乗りです。褒
められるのは好きですが、ついつい図に乗ってしますのでどう
ぞ叱ってください。若干へこみますが、負けず嫌いなのでまた
伸びてきます。というよりへこたれません。そして頭はだいぶ
悪いですが、フットワークとノリは軽いです。

①歯科　②東京都  ③日本大学歯学部  ④テニス
⑤私は東京出身で高知に縁もゆかりもありませんが、医療セン
ターで研修がしたくてやってきました。初めは不安な気持ちで
いっぱいでしたが、医療センターの雰囲気、都会とは違う緑に
囲まれた環境、周りには何もないという状況がとても気に入り
ました。そして同期にも恵まれ、医科、歯科関係なく交流でき
るところもとても気に入り、今は楽しい研修生活を送っていま
す。2 年間の研修で多くのことを学び、今後の歯科医師人生に
役立つことを身につけていきたいと思っています。

石田　青鳥（いしだ　せいちょう )

①医科　②高知県高岡郡佐川町  ③岡山大学　
④読書、スポーツ、映画鑑賞
⑤大学を卒業して、生まれ故郷の高知県に帰ってきました。
故郷に戻ってきたからには、医師を志した時の初心を思い
出して一から頑張っていこうと思っています。この研修期
間では、関われることには何でも積極的に関わり、できる
経験はすべてしたいと思っています。また仕事だけではな
く、趣味などの部分も充実させて、人間的にも成長してい
きたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。

吉村　由紀（よしむら　ゆき）

①医科　②高知県いの町  ③自治医科大学
④軟式テニス、スポーツ観戦
⑤4 月より医師として高知医療センターに勤
務しております岡聡司です。生まれも育ちも
高知県で、大学は栃木県にある自治医科大学
で 6 年間過ごしましたが、また故郷である高
知に帰ってきました。高知の医療の中心的存
在である医療センターで 2 年間の研修を行え
ることを本当にうれしく思っています。まだ
まだ右も左も分からず、つくづく教科書の上

での医学と実際の医療現場との違いを実感する日々が続いています
が、そのなかでスタッフの皆様や患者さんの皆様から一つ一つ教えて
いただくことが多く、毎日が非常に充実しています。医師として、社
会人として、2 年間で多くのことを学び取り、少しでも早く皆様のお
役に立てればと思っております。また、自治医大出身ということもあ
り、高知の皆様を地域から支えられるように医師としてのしっかりと
した基盤を作っていきたいです。どうかよろしくお願いいたします。

岡　聡司（おか　さとし）

①医科　②高知県
③宮崎大学  
④スポーツ観戦
⑤4 月より高知医療
センターで研修医と
して就職しました、
北岡彩子といいま
す。今は目前の業務
をこなすのに精一杯
で、一日一日がとて

も速く過ぎていくように感じます。この 2 年
間で少しでも多くのことを吸収し、高知県の
医療に貢献できる医師になりたいと思いま
す。まだまだわからないことだらけで皆さま
にご迷惑をおかけすることもあるかと思いま
すが、日々努力していきたいと思いますので
よろしくお願いします。

北岡　彩子（きたおか　あやこ）

近澤　庸平（ちかざわ　ようへい） 森木　麻実子（もりき　まみこ）公文　剣斗（くもん　けんと）

伴　正海（ばん　まさうみ） ①医科　②高知県
③自治医科大学　④剣道
⑤本年 4 月から研修医とし
て高知医療センターで初期臨
床研修をさせていただいてお
ります、安井渉と申します。
医師になってまだ短い期間で
すので、多くの方にご迷惑を
かけつつ、ご指導いただいて

いる毎日です。自分は自治医科大学卒業なので、研
修医としての 2 年間が終わると地域の第一線で働く
こととなります。そのためには、経験不足を補うた
めの幅広い知識と技能を身につけなければならない
ので、この 2 年間の研修期間の間にできるだけ多く
のことを学んでいきたいと思います。まだ不慣れな
部分もあり、知識不足な面もありますが、少しでも
早く患者さんのお役に立てるように一歩一歩前進し
て行こうと思っていますので、ご指導の程よろしく
お願いいたします。

安井　渉（やすい　わたる）

①医科　②高知県  ③北里大学
④バドミントン、バレー、観劇、旅行、雑貨めぐり
⑤今年の 4 月から高知医療センターで研修をさせていただく藤
原瑛世です。研修が始まってもわからないことばかりで、先生
方からいろいろな方々にご迷惑をかけっぱなしですが、この医
療センターで一日一日、いろいろなことを積極的に学んで成長
していきたいと思います。まだまだご迷惑をおかけすることが
多々あると思いますが、必死に頑張ります。少しでも患者さん
のお役に立つことができるよう、日々精進していきたいと思い
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

藤原　瑛世（ふじわら　てるよ）

山下　絵美子（やました　えみこ）

はじめまして！
よろしくお願いします！

①所属　②出身地　③出身大学　④趣味・特技　⑤自己紹介

①歯科　②高知県 ③大阪歯科大学
④ピアノ、ゴルフ
⑤4 月から高知に帰ってまいりました、
田村舞です。3 月まで大阪で働き、ま
だまだいろんなことを学びたいと思い、
この度、医療センター 1 年目としてお
世話になることになりました。患者さ
んを思いやれる治療ができるような歯
科医を目指し、日々先生方を見習って

いこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

田村　舞（たむら　まい）
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これが高知医療センターの

　　　　ホームページ
　高知医療センターでは、インターネット上にホームページ（以下 HP）を開設し、本院からのさま
ざまな情報の発信基地としてきました。しかし、今回の「にじ」のアンケートでも、先生方の中で
本院HPをご覧になっておられる方はまだ数％で、開院以来、増加の兆しが見られません。インター
ネット HP は、言うまでもなく、24 時間、365 日、いつでもどこからでも、しかも瞬時に大量の情
報に接することが可能です。この有用性のために本院としては、HP 内容の更新・維持にそれなりの
努力を傾けてきたつもりですし、今後もその予定です。そこで本号では、先生方に本院 HP をもっ
ともっとご利用いただくために、まず本院HPの現状を「にじ」誌上でご紹介することといたしました。

●本院HPでは、現在、以下の情報がいつでもご覧いただけます！
高知医療センターの医療方針、基本理
念、基本目標ほか、所在地、地図、代
表 電 話 番 号、FAX 番 号、e-mail 
address、ホームページURLなど　
→　【トップページ】

１

「がんセンター」の最新情報をご覧
いただけますし、さらに本院の緩
和ケアチーム、外来化学療法の情
報ほか、院外のさまざまな「がん」
関係の学会、研究機関、診療施設
のホームページ、治療法、患者さ
ん向け相談窓口、情報源へもリン
クできます  →  【トップページ】⇒
【組織体制】⇒【５つのセンター機
能】⇒【がんセンター】

１４

トップページ

１

3

すべての診療科について、その概要、医師名、
外来名、専門外来名、外来診療担当医の予定表
などがご覧いただけます　
→　【トップページ】⇒【診療科紹介】

５

５４

２

最新の外来休診情報をご覧いただけます　
→　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】
⇒【診療予定表・休診情報】

４

１３

通常の病院ではできない、高知医療センターブ
ランドの医療のリストです　
→  【トップページ】⇒【スペシャルな医療】

１０

１０

看護局のポリシーや看護師のキャリアアップ援
助の実際を詳しく、そしてわかりやすく見てい
ただけます　
→  【トップページ】⇒【看護局紹介】

６

医師向け、一般向けの職員執筆による出版物を
カラーでご覧いただけます　
→　【トップページ】⇒【関連出版物】

１１

１３

６

患者さん向けに準備しました本院紹介のためのカラー版リーフレット
（アクセスマップ、来院方法、外来受付時間など）をダウンロード、
プリントすることができます　→　【トップページ】⇒【地域医療セン
ター】⇒【紹介で来院される患者さんのための資料】

１９

１４

初期臨床研修医の募集要項、専攻研修医（後期
臨床研修医の募集要項）、臨床研修歯科医の募集
要項、関連する見学の申し込み要項・お問い合
わせ先などの情報がご覧いただけます　
→  【トップページ】⇒【臨床研修医募集】

７

７

高知医療センターで行っている治験に関する情
報がご覧いただけます  →  【トップページ】⇒
【臨床試験管理センター】

８

８

企業団議会の現在の議員名簿、これまでの議事
録などがご覧いただけます　
→  【トップページ】⇒【企業団議会】

９

９

１１

高知医療センターのご質問・ご要望・苦情・情報提供など、メッセージはここからお受けします　
→　【トップページ】⇒【お問い合わせ先・ご意見】１２

高知医療センターの患者さんの個
人情報保護方針、医療安全の指針、
院内感染防止のための指針の全容
がご覧いただけます　
→　【トップページ】

２
高知医療センターの施設案内（外来、
入院フロア）、許可病床、施設基準、
平均在院日数などがご覧いただけま
す　→　【トップトページ】⇒【施設
案内】＆【概要】

３

１５

がんセンター、循環器病センター、地域医療センター、救命救急センター、総合周産期母子医療センターの各センターホームペー
ジをご覧いただけます　→　【トップページ】⇒【組織体制】⇒【５つのセンター機能】１３

１９

２０

２１

１５ 「地域医療センター」の最新情報をご覧いただけます
→  【トップページ】⇒【地域医療センター】１５

地域医療連携室の最新情報をご覧いただけます。診療申込書・ＣＴ依
頼書・ＭＲＩ依頼書・核医学検査依頼書のダウンロード、プリントが
可能です　→　【トップページ】⇒【地域医療センター】⇒【地域医療連
携室のご紹介＆患者さんのご紹介手順について】

１６

開放病床の実際のご利用につき、ご来院いただく前のポイント、カル
テを見ていただける時間帯、電子カルテ閲覧のサポート体制などの予
備知識をご覧いただけます　→　【トップページ】⇒【地域医療セン
ター】⇒【開放病床のご利用・共同指導について】

１７

医学雑誌の閲覧、文献コピー、文献検索など、本院の図書室である「な
るほどライブラリ」の利用方法がご覧いただけます　→　【トップペー
ジ】⇒【地域医療センター】⇒【なるほどライブラリのご利用方法につい
て】

１８

１６

１８
１７

まごころ窓口の業務内容、セカンドオピニオン相談外来、がん相
談窓口についてご覧いただけます　→　【トップページ】⇒【地域
医療センター】⇒【まごころ窓口のご案内】

２２

２２

23

２３

高知医療センターから「地域の皆様へ」、救命救急センターの実績一覧、本誌「にじ」のバックナンバー、なっとくパスに
ついて、画像 Viewer・動画 Viewer のマニュアル、地域医療連携室のご案内、診療科のご案内、外来診療のご案内、入
院のご案内、救命救急センターのご案内、研修会のご案内、治療成績・手術件数、診療予定票をご覧いただけます
→  【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】

２３

救命救急センターの実績一覧をご覧いただけます
→　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【救命救急セ
ンター実績報告】

２４

２４

本誌「にじ」の、創刊号以来のすべてのバックナンバーをご覧
いただけます →　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】
⇒【地域医療連携通信（にじ）】

２５

２５

２７

２６ ※ここをクイックするとご覧いただけます

本院の画像診断部門で撮影した画像（一般画像・X-TV・MRI・
核医学検査・血管撮影）を CD でお送りしたとき、これをご覧
いただくための画像 Viewer ソフトである e-File Lite の簡易
マニュアルをご覧いただけます →　【トップページ】⇒【地域
医療機関の皆様へ】⇒【画像Viewer soft マニュアル】

２８

２８

２９

３２

３０

３１

なるほど～

１６

高知医療センターが主催・共催する研修会の年間スケジュール、個々
の研修会・講演会用ポスターをお手元でご覧いただけます
→　【トップページ】⇒【地域医療センター】⇒【研修会のご案内】

２０

２１ 高知医療センター地域医療連携通信「にじ」、地域医療センター
便り「ほし」、Hospital Information「そら」を最新号からバッ
クナンバーまでご覧いただけます 　→　【トップページ】⇒【地域
医療センター】⇒【広報誌・パンフレット】

安全・安心の医療、質の高い医療を目指した「高知医療センター・
医療の質の指標」の公表です　
→  【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【地域医療連携
通信（にじ）】⇒【第 32、33 号に 2007 年（度）実績を掲載；
第45，47号に 2007年（度）実績を掲載】

２６

なっとくパスについてご覧いただけます　→　【トップトペー
ジ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【なっとくパス】

２７

本院の画像診断部門で撮影した動画をご覧いただくための簡易
マニュアルをご覧いただけます → 【トップページ】⇒【地域医
療機関の皆様へ】⇒【動画Viewer soft マニュアル】

２９

救急患者発生・母体搬送の必要が生じた場合など、本院の救命
救急センターのご利用方法についてご覧いただけます
→　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【救命救急セ
ンターのご案内】

３２

高知医療センターの外来診療の流れや受付票、基本カードなど
についての説明をご覧いただけます　→ 【トップページ】⇒【地
域医療機関の皆様へ】⇒【外来診療のご案内】

３０

高知医療センターの入院のご案内をご覧いただけます
→ 【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【外来診療のご
案内】

３１

３２

高知医療センターの最新の診療予定表をご覧いただけ、また、
ダウンロード、プリントすることができます　→ 【トップペー
ジ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【地域医療連携室のご案内】

３３

３３

です !!

１５
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これが高知医療センターの

ホームページ
　高知医療センターでは、インターネット上にホームページ（以下 HP）を開設し、本院からのさま
ざまな情報の発信基地としてきました。しかし、今回の「にじ」のアンケートでも、先生方の中で
本院HPをご覧になっておられる方はまだ数％で、開院以来、増加の兆しが見られません。インター
ネット HP は、言うまでもなく、24 時間、365 日、いつでもどこからでも、しかも瞬時に大量の情
報に接することが可能です。この有用性のために本院としては、HP 内容の更新・維持にそれなりの
努力を傾けてきたつもりですし、今後もその予定です。そこで本号では、先生方に本院 HP をもっ
ともっとご利用いただくために、まず本院HPの現状を「にじ」誌上でご紹介することといたしました。

●本院HPでは、現在、以下の情報がいつでもご覧いただけます！
高知医療センターの医療方針、基本理
念、基本目標ほか、所在地、地図、代
表 電 話 番 号、FAX 番 号、e-mail 
address、ホームページURLなど
→　【トップページ】

１

「がんセンター」の最新情報をご覧
いただけますし、さらに本院の緩
和ケアチーム、外来化学療法の情
報ほか、院外のさまざまな「がん」
関係の学会、研究機関、診療施設
のホームページ、治療法、患者さ
ん向け相談窓口、情報源へもリン
クできます  →  【トップページ】⇒
【組織体制】⇒【５つのセンター機
能】⇒【がんセンター】

１４

トップページ

１

3

すべての診療科について、その概要、医師名、
外来名、専門外来名、外来診療担当医の予定表
などがご覧いただけます
→　【トップページ】⇒【診療科紹介】

５

５４

２

最新の外来休診情報をご覧いただけます
→　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】
⇒【診療予定表・休診情報】

４

１３

通常の病院ではできない、高知医療センターブ
ランドの医療のリストです　
→  【トップページ】⇒【スペシャルな医療】

１０

１０

看護局のポリシーや看護師のキャリアアップ援
助の実際を詳しく、そしてわかりやすく見てい
ただけます　
→  【トップページ】⇒【看護局紹介】

６

医師向け、一般向けの職員執筆による出版物を
カラーでご覧いただけます
→　【トップページ】⇒【関連出版物】

１１

１３

６

患者さん向けに準備しました本院紹介のためのカラー版リーフレット
（アクセスマップ、来院方法、外来受付時間など）をダウンロード、
プリントすることができます　→　【トップページ】⇒【地域医療セン
ター】⇒【紹介で来院される患者さんのための資料】

１９

１４

初期臨床研修医の募集要項、専攻研修医（後期
臨床研修医の募集要項）、臨床研修歯科医の募集
要項、関連する見学の申し込み要項・お問い合
わせ先などの情報がご覧いただけます　
→  【トップページ】⇒【臨床研修医募集】

７

７

高知医療センターで行っている治験に関する情
報がご覧いただけます → 【トップページ】⇒
【臨床試験管理センター】

８

８

企業団議会の現在の議員名簿、これまでの議事
録などがご覧いただけます
→  【トップページ】⇒【企業団議会】

９

９

１１

高知医療センターのご質問・ご要望・苦情・情報提供など、メッセージはここからお受けします　
→　【トップページ】⇒【お問い合わせ先・ご意見】１２

高知医療センターの患者さんの個
人情報保護方針、医療安全の指針、
院内感染防止のための指針の全容
がご覧いただけます　
→　【トップページ】

２
高知医療センターの施設案内（外来、
入院フロア）、許可病床、施設基準、
平均在院日数などがご覧いただけま
す　→　【トップトページ】⇒【施設
案内】＆【概要】

３

１５

がんセンター、循環器病センター、地域医療センター、救命救急センター、総合周産期母子医療センターの各センターホームペー
ジをご覧いただけます →　【トップページ】⇒【組織体制】⇒【５つのセンター機能】１３

１９

２０

２１

１５ 「地域医療センター」の最新情報をご覧いただけます
→  【トップページ】⇒【地域医療センター】１５

地域医療連携室の最新情報をご覧いただけます。診療申込書・ＣＴ依
頼書・ＭＲＩ依頼書・核医学検査依頼書のダウンロード、プリントが
可能です　→　【トップページ】⇒【地域医療センター】⇒【地域医療連
携室のご紹介＆患者さんのご紹介手順について】

１６

開放病床の実際のご利用につき、ご来院いただく前のポイント、カル
テを見ていただける時間帯、電子カルテ閲覧のサポート体制などの予
備知識をご覧いただけます　→　【トップページ】⇒【地域医療セン
ター】⇒【開放病床のご利用・共同指導について】

１７

医学雑誌の閲覧、文献コピー、文献検索など、本院の図書室である「な
るほどライブラリ」の利用方法がご覧いただけます　→　【トップペー
ジ】⇒【地域医療センター】⇒【なるほどライブラリのご利用方法につい
て】

１８

１６

１８
１７

まごころ窓口の業務内容、セカンドオピニオン相談外来、がん相
談窓口についてご覧いただけます　→　【トップページ】⇒【地域
医療センター】⇒【まごころ窓口のご案内】

２２

２２

23

２３

高知医療センターから「地域の皆様へ」、救命救急センターの実績一覧、本誌「にじ」のバックナンバー、なっとくパスに
ついて、画像 Viewer・動画 Viewer のマニュアル、地域医療連携室のご案内、診療科のご案内、外来診療のご案内、入
院のご案内、救命救急センターのご案内、研修会のご案内、治療成績・手術件数、診療予定票をご覧いただけます
→  【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】

２３

救命救急センターの実績一覧をご覧いただけます　
→　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【救命救急セ
ンター実績報告】

２４

２４

本誌「にじ」の、創刊号以来のすべてのバックナンバーをご覧
いただけます  →　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】
⇒【地域医療連携通信（にじ）】

２５

２５

２７

２６ ※ここをクイックするとご覧いただけます

本院の画像診断部門で撮影した画像（一般画像・X-TV・MRI・
核医学検査・血管撮影）を CD でお送りしたとき、これをご覧
いただくための画像 Viewer ソフトである e-File Lite の簡易
マニュアルをご覧いただけます　→　【トップページ】⇒【地域
医療機関の皆様へ】⇒【画像Viewer soft マニュアル】

２８

２８

２９

３２

３０

３１

なるほど～

１６

高知医療センターが主催・共催する研修会の年間スケジュール、個々
の研修会・講演会用ポスターをお手元でご覧いただけます　
→　【トップページ】⇒【地域医療センター】⇒【研修会のご案内】

２０

２１ 高知医療センター地域医療連携通信「にじ」、地域医療センター
便り「ほし」、Hospital Information「そら」を最新号からバッ
クナンバーまでご覧いただけます 　→　【トップページ】⇒【地域
医療センター】⇒【広報誌・パンフレット】

安全・安心の医療、質の高い医療を目指した「高知医療センター・
医療の質の指標」の公表です　
→  【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【地域医療連携
通信（にじ）】⇒【第 32、33 号に 2007 年（度）実績を掲載；
第45，47号に 2007年（度）実績を掲載】

２６

なっとくパスについてご覧いただけます　→　【トップトペー
ジ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【なっとくパス】

２７

本院の画像診断部門で撮影した動画をご覧いただくための簡易
マニュアルをご覧いただけます　→ 【トップページ】⇒【地域医
療機関の皆様へ】⇒【動画Viewer soft マニュアル】

２９

救急患者発生・母体搬送の必要が生じた場合など、本院の救命
救急センターのご利用方法についてご覧いただけます
→　【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【救命救急セ
ンターのご案内】

３２

高知医療センターの外来診療の流れや受付票、基本カードなど
についての説明をご覧いただけます　→ 【トップページ】⇒【地
域医療機関の皆様へ】⇒【外来診療のご案内】

３０

高知医療センターの入院のご案内をご覧いただけます　
→ 【トップページ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【外来診療のご
案内】

３１

３２

高知医療センターの最新の診療予定表をご覧いただけ、また、
ダウンロード、プリントすることができます　→ 【トップペー
ジ】⇒【地域医療機関の皆様へ】⇒【地域医療連携室のご案内】

３３

３３

です !!

１５
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　次に、心臓 CT 検査について紹介します。この
検査は、心臓の栄養血管である冠動脈を画像化す
るものです。冠動脈 CT と呼ばれることもありま
す。心臓 CT 検査の最大の利点は、カテーテルを
体内に入れることなく、外来にて冠動脈の情報を
得ることができることです。動脈硬化による石灰
化（非常に血管が硬くなりカルシウム塩が沈着す
ること）や、急性心筋梗塞の原因となるプラーク
（血管内に沈着するコレステロール）の有無や状
態を確認することができます。
　この検査は約 20 分程度の検査時間で、造影剤
を腕の静脈から注射して、冠動脈に造影剤が到達
した時点で CT 撮影を開始します。従来なら 30
秒近く息を止めていた時間も、この SOMATOM
　Definition では 10 秒程度に収まるようになっ

ています。検査される方にはとっても優しい装置です。
しかし、不整脈のある方、冠動脈に石灰化がある方、10
秒程度の息止めができない方は、冠動脈が明瞭に撮影で
きない場合があります。そして、画像処理に時間がかか
るため、検査結果は後日になりますのでご了承ください。
その他、被ばく線量の低減や、より細かな画像データ
（0.3mm スライスデータ）が得られることにより、他の
部位の検査においても今までの CT に比べ、より細かで
繊細な画像を提供できるようになりました。

（文章：断層画像撮影科 科長　福岡修二）

　医療法人須崎会高陵病院は、昭和 40 年 4 月に開院し、長い歴
史と実績で信頼を得ています。病床数は一般病床 26 床、医療療
養型病床 104 床、介護型病床 58 床の合計 188 床です。須崎地
区の数少ない病院として地域医療の充実に貢献され、患者さんの
立場にたって地域の実情を踏まえた病院を目指して日々活動され
ています。今回は北川素理事長・院長、廣瀬邦彦理事・副院長、
藤戸啓朗常務理事・事務長、事務長代理の松岡功さん、竹下節子
看護部長、医療相談員の佐竹由理さんにお話しを伺いました。
（高陵：高陵病院、高知：高知医療センター）

高知：貴院が現在、力をいれていることはどのようなことですか？
高陵：高幡地区の医療機関や行政機関、施設などと連携を図りつつ、
患者さまにとって安心して地域で暮らせるシステムづくりに取り組
んでいます。また当院では、短期間正社員制度の導入により、子育
て世代の看護師がキャリアを中断することなく働き続けられるよう
支援をするとともに、患者さま・ご家族に寄り添う看護の実践を目
標に日々活動しています。

高知：地域との連携について課題や思うことなど、ご意見はござ
いますか？
高陵：高齢者が安心して過ごせるような、また、それを支えるご
家族も安心できるような医療と看護サービスの質の向上が永遠の
課題であるように思います。当院は地域での生活と急性期医療と
の橋渡しの役割を担っていますので、今後ますます必要性が求め
られるのではないかと思っています。

高知：貴院での介護支援についてお聞かせいただけますか？
高陵：現在、リハビリスタッフ数は十分とは言えませんが、介護
支援リハビリの充実のため、PT（理学療法士）、ST（言語聴覚士）

〒785－0014　高知県須崎市横町 1－28
電話：0889（42）2485 
FAX：0889（40）0125
（診療科）
内科、外科、消化器外科、循環器内科、心臓血管外科、
整形外科、リハビリテーション科、放射線科、泌尿器科、
皮膚科

など、リハビリスタッフを増員の予定です。

高知：貴院が今後、力を入れていきたいことはどのようなこと
ですか？
高陵：今後も患者さまが住み慣れた地域で、安心できる医療を提
供していけるよう地域の関係機関とも連携を図っていきます。

高知：最後に医療センターとの連携についてご意見をお聞かせ
ください。
高陵：外来診療予約の流れや受診がとてもスムーズです。また、
専門分野が多岐にわたっており、私たち地域医療に携わる医療
従事者にとって大きな安心となっています。今後も地域医療だ
けでは担えないような高度な医療を提供していただくことで、
当院としてはスムーズに連携を図り、地域で暮らす人々の生活
医療を支えていく一つの柱でありたいと思います。

ご多忙の中、取材にご協力いただきありがとうございました。

地域医療連携病院のご紹介 Vol.53

医療法人須崎会　高陵病院

研修会の様子

写真左上から、佐竹由理さん、竹下節子看護部長、松岡功さん
写真下左から、廣瀬邦彦理事・副院長さん、北川素理事長・院長、

藤戸啓朗常務理事・事務長

最新 CT・SOMATOM Definition
　　　　　　　　　　　　が導入されました！

　平成 22 年 4 月に CT 装置の更新に伴い、1 階画像診
断部門にシーメンス社の SOMATOM　Definition を新
規導入しましたのでご紹介します。
  新規導入 CT 装置の大きな特徴は、デュアルソース
（Dual　Source）CT( 図 1）で、通常CT装置は 1管球
を搭載し撮影を行っているのに対し、2 管球の搭載方式
となっています。この方式により、時間分解能が各段に
向上しました。時間分解能が向上するということは、よ
り素早く写真が撮影できるようになるということです。
例えば、カメラで走っている子供を撮影すると写真はぶ
れてしまいますが、カメラのシャッ
タースピードをより速くし、素早く撮
影すると、ぶれの少ない鮮明な写真
が撮影できます。この利点を利用し、
動きの速い心臓撮影をより鮮明に撮
影できるようになりました。

写真：右から、松坂聡医師、放射線技師の福岡修二さん、
廣瀬泰久さん、保川幸稔さん、岡林宏さん

２

３ 　　　　　　　　　5 月 22 日（土）に、高知医療センター２F のくろしおホールにて、第 11 回地域医療連携
　　　　　　　　研修会が行われました。演題は「最近の肺炎の治療について～高知医療センターの症例を中
　　　　　　　心に～」呼吸器科・アレルギー科の土居裕幸先生と「地
域連携における口腔ケア」歯科口腔外科の立本行宏先生の 2 題でした。
天候の悪いなか、154 名の方々にお越しいただき、大盛況のうちに終了
いたしました。
　次回、第 12 回地域医療連携研修会は、7 月 24 日（土）の 14 時から
開催予定です。テーマは「糖尿病・食事療法」で、「糖尿病の最近の話題」
代謝内分泌科の菅野尚先生と、「糖尿病の食事療法が継続するための指
導ポイント」栄養局の渡邊慶子先生の講演となっております。入場無料
で事前申込も不要ですので、お気軽にお越しください。

１

４

第 11 回地域医療連携研修会が行われました。
NEWS

Vol.13

にじ  JUNE6



次に、心臓 CT 検査について紹介します。この
検査は、心臓の栄養血管である冠動脈を画像化す
るものです。冠動脈 CT と呼ばれることもありま
す。心臓 CT 検査の最大の利点は、カテーテルを
体内に入れることなく、外来にて冠動脈の情報を
得ることができることです。動脈硬化による石灰
化（非常に血管が硬くなりカルシウム塩が沈着す
ること）や、急性心筋梗塞の原因となるプラーク
（血管内に沈着するコレステロール）の有無や状
態を確認することができます。
この検査は約 20 分程度の検査時間で、造影剤
を腕の静脈から注射して、冠動脈に造影剤が到達
した時点で CT 撮影を開始します。従来なら 30
秒近く息を止めていた時間も、この SOMATOM
Definition では 10 秒程度に収まるようになっ

ています。検査される方にはとっても優しい装置です。
しかし、不整脈のある方、冠動脈に石灰化がある方、10
秒程度の息止めができない方は、冠動脈が明瞭に撮影で
きない場合があります。そして、画像処理に時間がかか
るため、検査結果は後日になりますのでご了承ください。
その他、被ばく線量の低減や、より細かな画像データ
（0.3mm スライスデータ）が得られることにより、他の
部位の検査においても今までの CT に比べ、より細かで
繊細な画像を提供できるようになりました。

（文章：断層画像撮影科 科長　福岡修二）

　医療法人須崎会高陵病院は、昭和 40 年 4 月に開院し、長い歴
史と実績で信頼を得ています。病床数は一般病床 26 床、医療療
養型病床 104 床、介護型病床 58 床の合計 188 床です。須崎地
区の数少ない病院として地域医療の充実に貢献され、患者さんの
立場にたって地域の実情を踏まえた病院を目指して日々活動され
ています。今回は北川素理事長・院長、廣瀬邦彦理事・副院長、
藤戸啓朗常務理事・事務長、事務長代理の松岡功さん、竹下節子
看護部長、医療相談員の佐竹由理さんにお話しを伺いました。
（高陵：高陵病院、高知：高知医療センター）

高知：貴院が現在、力をいれていることはどのようなことですか？
高陵：高幡地区の医療機関や行政機関、施設などと連携を図りつつ、
患者さまにとって安心して地域で暮らせるシステムづくりに取り組
んでいます。また当院では、短期間正社員制度の導入により、子育
て世代の看護師がキャリアを中断することなく働き続けられるよう
支援をするとともに、患者さま・ご家族に寄り添う看護の実践を目
標に日々活動しています。

高知：地域との連携について課題や思うことなど、ご意見はござ
いますか？
高陵：高齢者が安心して過ごせるような、また、それを支えるご
家族も安心できるような医療と看護サービスの質の向上が永遠の
課題であるように思います。当院は地域での生活と急性期医療と
の橋渡しの役割を担っていますので、今後ますます必要性が求め
られるのではないかと思っています。

高知：貴院での介護支援についてお聞かせいただけますか？
高陵：現在、リハビリスタッフ数は十分とは言えませんが、介護
支援リハビリの充実のため、PT（理学療法士）、ST（言語聴覚士）

〒785－0014　高知県須崎市横町 1－28
電話：0889（42）2485 
FAX：0889（40）0125
（診療科）
内科、外科、消化器外科、循環器内科、心臓血管外科、
整形外科、リハビリテーション科、放射線科、泌尿器科、
皮膚科

など、リハビリスタッフを増員の予定です。

高知：貴院が今後、力を入れていきたいことはどのようなこと
ですか？
高陵：今後も患者さまが住み慣れた地域で、安心できる医療を提
供していけるよう地域の関係機関とも連携を図っていきます。

高知：最後に医療センターとの連携についてご意見をお聞かせ
ください。
高陵：外来診療予約の流れや受診がとてもスムーズです。また、
専門分野が多岐にわたっており、私たち地域医療に携わる医療
従事者にとって大きな安心となっています。今後も地域医療だ
けでは担えないような高度な医療を提供していただくことで、
当院としてはスムーズに連携を図り、地域で暮らす人々の生活
医療を支えていく一つの柱でありたいと思います。

ご多忙の中、取材にご協力いただきありがとうございました。

地域医療連携病院のご紹介 Vol.53

 医療法人須崎会　高陵病院

研修会の様子

写真左上から、佐竹由理さん、竹下節子看護部長、松岡功さん
写真下左から、廣瀬邦彦理事・副院長さん、北川素理事長・院長、

藤戸啓朗常務理事・事務長

最新 CT・SOMATOM Definition
　　　　　　　　　　　　が導入されました！

平成 22 年 4 月に CT 装置の更新に伴い、1 階画像診
断部門にシーメンス社の SOMATOM　Definition を新
規導入しましたのでご紹介します。
新規導入 CT 装置の大きな特徴は、デュアルソース

（Dual　Source）CT( 図 1）で、通常CT装置は 1管球
を搭載し撮影を行っているのに対し、2 管球の搭載方式
となっています。この方式により、時間分解能が各段に
向上しました。時間分解能が向上するということは、よ
り素早く写真が撮影できるようになるということです。
例えば、カメラで走っている子供を撮影すると写真はぶ
れてしまいますが、カメラのシャッ
タースピードをより速くし、素早く撮
影すると、ぶれの少ない鮮明な写真
が撮影できます。この利点を利用し、
動きの速い心臓撮影をより鮮明に撮
影できるようになりました。

写真：右から、松坂聡医師、放射線技師の福岡修二さん、
廣瀬泰久さん、保川幸稔さん、岡林宏さん

２

３ 　　　　　　　　　5 月 22 日（土）に、高知医療センター２F のくろしおホールにて、第 11 回地域医療連携
　　　　　　　　研修会が行われました。演題は「最近の肺炎の治療について～高知医療センターの症例を中
　　　　　　　心に～」呼吸器科・アレルギー科の土居裕幸先生と「地
域連携における口腔ケア」歯科口腔外科の立本行宏先生の 2 題でした。
天候の悪いなか、154 名の方々にお越しいただき、大盛況のうちに終了
いたしました。
　次回、第 12 回地域医療連携研修会は、7 月 24 日（土）の 14 時から
開催予定です。テーマは「糖尿病・食事療法」で、「糖尿病の最近の話題」
代謝内分泌科の菅野尚先生と、「糖尿病の食事療法が継続するための指
導ポイント」栄養局の渡邊慶子先生の講演となっております。入場無料
で事前申込も不要ですので、お気軽にお越しください。

１

４

第 11 回地域医療連携研修会が行われました。
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〒781-8555　高知県高知市池2125-1

ＴＥＬ：088（837）3000（代）

※時間等、変更になる場合もございますのでご了承ください。背景に色がついている講座は是非、地域の医療機関の皆さまにご参加
いただきたいものとなっております。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

午前8時30分～正午
午後1時～午後4時30分

（休診日）
土・日・祝日

月～金の
午前8時30分～午後5時は
地域医療連携室で承ります

ＴＥＬ：088(837)6700
ＦＡＸ：088(837)6701

左記以外は
救命救急センター
外来受付で承ります

ＴＥＬ：088(837)6799
ＦＡＸ：088(837)6798

お願い：上記電話番号は、医療施設からの専用電話です。一般の方からの各種お問い合わせにつき
ましては、高知医療センター代表番号へお電話していただきますようご配慮をお願いいたします。

◆ 外来診療時間 ◆ ◆ 診療予約受付 ◆

にじ

高知医療センターの基本理念
医療の主人公は患者さん

１．医療の質の向上
２．患者さんサービスの向上
３．病院経営の効率化

高知医療センターの基本目標

広報誌「にじ」に関するご要望・ご意見をお寄せください。renkei@khsc.or.jp
Kochi Health Sciences Center Home Page : http://www2.khsc.or.jp/

日　  曜　　 ６月～　　
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　この４月にまごころ相談室に配属されて１ヶ月が過ぎました。初めての医療機関での勤務ということもあって、
まだまだ手探り状態で戸惑いの毎日です。私事ですが、２月に病気療養中だっ
た父親を亡くしました。地域の医療機関では大変お世話になりましたが、主
治医や看護師の方に対して、なんとなくこちらから話しかけづらくて、納得
のいく相談がしきれなかった残念な経験があります。もちろん病院側に問題
があったわけではなく、話しかけると親切にお答えいただきました。おそら
くは自分自身（患者側）が医療の素人なので、専門用語や聴き方がわからなかっ
たことが原因だと思われます。 今後はこの経験も活かしながら、患者さん目
線を忘れることなく、「医療の主人公は患者さん」を肝に銘じ、相談しやすく
丁寧な対応のまごころ窓口であり続けるよう務めてまいりたいと思いますの
で、今後ともよろしくお願いいたします。　　(まごころ相談室長　黒石浩一)

場所　 高知医療センター２F　くろしおホール　　　　  　 　　　　 
お問い合わせ先：高知医療センター・救命救急センター　

第 4７回高知医療センター救命救急センター救急症例検討会

7/

■　最新CT・SOMATOM Definitionが導入されました！ ･････････････････････　P６

■　地域医療連携病院のご紹介（医療法人須崎会 高陵病院）････････････････････　P７

■　高知医療センターニュース Vol.13 ･･･････････････････････････････････････　P７

■　高知医療センターイベント情報　･････････････････････････････････････････　P８

第８回高知医療センター地域医療（内科系）症例報告会
場所　 高知医療センター２F　くろしおホール　　　　  　 　　　　 
お問い合わせ先：高知医療センター 呼吸器・アレルギー科 土居裕幸　電話：088（837）3000　

高知Stroke セミナー

平成22年度 高知医療センター
初期臨床研修医のご紹介 ････ P２～３　

特集

写真：平成22年度高知医療センター研修医
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第１２回地域医療連携研修会

糖尿病の最近の話題

糖尿病の食事療法が継続するための指導ポイント
　　　　　　　　　　～患者さんの立場になって～

高知医療センター 代謝・内分泌科
　　　　　　　　　　　　　科長 菅野 尚 氏 内容

講演１：頸動脈病変の治療について　 京都医療センター 外科系統括診療部長
　　　　　　　　　　　　　 塚原 徹也 氏 

講演２：脳神経外科医による脊髄脊椎疾患の治療 社会医療法人愛仁会 千船病院
　　　　　 脳神経外科 部長 諏訪 英行 氏 内容

講演３：周術期脳卒中とリハビリテーション 社会医療法人愛仁会 高槻病院
　 リハビリテーション科 副院長 欅 篤 氏 

講師

場所　 高知医療センター２階　くろしおホール

お問い合わせ先：大塚製薬株式会社 高知出張所医薬一課 小塩和喜 電話：088（883）7937
共催：社団法人 日本脳卒中協会 高知県支部、大塚製薬株式会社

※事前申込不要、参加費無料

※事前申込不要、参加費無料

平成２２年度診療報酬改定に伴う研修会
診療報酬請求制度上での機能分化と地域連携 高知医療センター 医療事務担当 滑浦 龍年 氏 内容 講師

場所　 高知医療センター２階　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター 地域医療連携室

※事前申込不要、参加費無料

※事前申込不要、参加費無料

第１４回（平成２２年度第１回）高知医療センター地域がん診療連携拠点病院公開講座

講演１：最近の胃がん治療～診断と治療の実際～　 高知医療センター 一般外科・乳腺内分泌外科
　　　　　　　　　　　 医長 尾崎 和秀 氏 

講演２：最近の肺がん治療 高知医療センター 呼吸器外科 科長 岡本 卓 氏 
講演３：整形外科で治療するがん 高知医療センター 整形外科 医長 米田 泰史 氏 

講師

場所　 高知はた JA会館　４F大ホール

お問い合わせ先：高知医療センター事務局医事課 電話：088（837）6760　 ※事前申込不要、参加費無料、定員 150名

内容

第１２回高知医療センター外科グループ手術症例検討会
場所　 高知医療センター２F　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター 地域医療連携室　

※事前申込不要、参加費無料

これが 高知医療センターの
ホームページです！ ･････････ P４～５　

講師

場所　 高知医療センター２F　くろしおホール
お問い合わせ先：高知医療センター 地域医療連携室 

高知医療センター 栄養局 局長 渡邊 慶子 氏 

※事前申込不要、参加費無料

地域医療センター地域医療連携通信

時間　16：00～ 18：00

時間　17：30～ 19：00

時間　19：00～ 20：30

時間　14：00～ 16：30

時間　19：00～

時間　14：00～

時間　19：00～
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