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婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡手術は1987年Dargentによって最初に報告
され、1992年にはChildersらが子宮体がんに対して初めて腹腔鏡手術を導
入し、さらに1992年Nezhatらが腹腔鏡下広汎子宮全摘術を提唱していま
す。その後、海外では数多くの報告がなされています。
近年、子宮頸がん・子宮体がんにおける腹腔鏡下手術が保険適用となり、術
数も増加しています。今回は、山川義寛副院長に産婦人科における腹腔鏡下
手術について、お話を伺いました。

患者の皆様の権利を尊重します
本院では“生命の尊重と人間愛”を基本理念に、患者の皆さんと
協同して最良の医療を提供できるよう以下の権利を尊重します。
1．平等で最善の医療を受ける権利
2．個人の尊厳が守られる権利
3．説明にもとづき医療行為を選択する権利
4．診療情報を得る権利
5．プライバシーが守られる権利

Hospitality こころのこもった接遇

Excellent 良質な医療で健全経営

Amenity 快適な療養環境

Relationship 人材を育成しよりよい人間関係

Trust  地域との信頼関係の構築

【題字について】

腹腔鏡下
手術
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「患者様への侵襲をできるだけ軽くする」
腹
ふ く く う

腔鏡
きょ う

下
か

手
し ゅ じ ゅ つ

術を第一選択肢として考えています
この10年間、様々な領域において腹腔鏡下手術は増
加傾向にあります。腹部外科はもちろんのこと、産婦
人科領域でも大幅に増加しています。
当院産婦人科には日本産婦人科内視鏡学会技術認定
医が4名おり、富山県内ではもっとも多い人数となっ
ています。また、婦人科腫瘍専門医1名、がん治療認
定医2名が在籍し、各学会のガイドラインに従って手
術を行っています。
年間で約130～160件の腹腔鏡手術を実施し、良性
腹腔内疾患の約90％、悪性疾患でも約50％は腹腔鏡
下手術です。
当院における腹腔鏡手術の推移（10年間）と婦人科
手術件数の推移（5年間）は次のとおりです。

図1　当院における腹腔鏡下手術の推移（10年間）

子宮筋腫など良性疾患に対する子宮術全摘術も、全
腹腔鏡下子宮摘出術の頻度が増加し、卵巣チョコレー
ト嚢胞や子宮外妊娠（異所性妊娠）では100％腹腔鏡下
手術で実施しています。他の病院にはない大きな強み

となっています。
また、制度的背景の変化では、悪性腫瘍領域において、
2014年4月には早期子宮体がんの腹腔鏡下手術が、
2018年4月には子宮頸がんに対する腹腔鏡下広汎子宮
全摘術が、医療保険適応となりました。

悪性疾患に対する腹腔鏡手術
代表的なものとして、子宮頸がん、子宮体がんがあ

ります。この10年はやはり増加傾向にあり、2016年
には全国で18,000件を超えています。

図2　婦人科手術件数の推移（5年間）

図3　子宮頸がん・子宮体がんの推移（全国）

子宮体がんについて
子宮体がん治療ガイドライン2018年度版によれば、
腹腔鏡下手術の適応は
ア．子宮内膜異型増殖症やⅠ期子宮体がんのうち、低
リスク群に推奨

イ．術前評価でⅠ・Ⅱ期子宮体がんのうち、中・高リ
スク群が疑われる場合にも考慮

ウ．進行性子宮体がんに対しては奨められない
とされています。全国的にみると、子宮体がんⅠA
期における腹腔鏡下手術の施行症例は1／3を超えて
います。
当院での子宮体がんの腹腔鏡下手術は、2014年4月

より子宮体がんの腹腔鏡下手術が保険適応となり、昨
年末までに腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術を受けた子宮体
がんが34例あります。これをリンパ節廓清未施行例と
骨盤リンパ節廓清施行例の2群に分け、開腹術で行っ
た症例を対照として比較検討したのが、次の表になり
ます。

 全腹腔鏡下子宮全摘術TLH　  補助下腟式子宮全摘術LAVH
 筋腫核出術LM&LAM　  付属器摘出術SO
 卵巣腫瘍摘出術　  異所性妊娠
 TLRH　  その他の癌
 その他
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すべての項目の比較結果については触れませんが、
例えば、リンパ節廓清未施行の場合、入院日数の範囲
の結果は、腹腔鏡下手術が8－20日に対し開腹手術で
は10－66日になっています。出血量と輸血例でも、
腹腔鏡下手術と開腹手術を比較すると大きな違いがみ
えてきます。骨盤リンパ節廓清施行例の場合にも同様
の傾向をみることができます。

子宮頸がんについて
子宮頸がんは若年化が進み、20～30代での罹患が

目立ちます。
子宮頸がんは婦人科悪性腫瘍のなかではもっとも多

くなっています。初期がんに対してはLEEPを用いた

表1　リンパ節廓清未施行例の治療成績

表2　骨盤リンパ節廓清施行例の治療成績

円錐切除術で妊孕性の温存が可能になっていますが、
妊孕性の温存ができない早期子宮頸がんに対して、腹
腔鏡下手術がおこなわれます。なお、2018年4月より
ⅠA2期～ⅠB1期に対して腹腔鏡下広汎子宮全摘術が
保険適応となっています。
当院での子宮頸がんの腹腔鏡下手術は、院内倫理委
員会の承認を得て、十分なインフォームド・コンセン
トのもと、2012年より実施しています。

表3　腹腔鏡下広汎子宮全摘術の治療成績

患者様の早期復帰を目指して
腹腔鏡下手術の大きな特徴は「患者様への侵襲をで

きるだけ軽くする」ことにあります。出血量が少なく身
体にかかるダメージが小さいので回復が早く、早期の
退院、日常生活への復帰につながります。
また、内視鏡を用いることで術野を拡大してみるこ

とができ「見える範囲が広がり、かつ鮮明さ」が確保で
きるため（実績・技術が伴うことで）より安全性が高ま
ります。
今後も、地域の医療職に対して、勉強会などを通じ
症例などを含め情報の提供を継続的に行っていきます。
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本院は、高岡市の姉妹都市・アメリカ合衆国イン
ディアナ州フォートウェーン市にあるパーク

ビュー病院と医療交流を行っています。この交流は、
高岡市とフォートウェーン市の姉妹都市提携35周年を
契機に平成25年から開始しました。交流は交互に訪問
を行っており、今回は5月13日から3日間の日程で交
流団を迎えました。

今回の医療交流では、女性のがんをテーマとし、婦
人科がん、乳がんを中心に意見交換、医療の現場見学
が行われました。
日本とアメリカでの医療制度は異なりますが、医療
分野で目指す治療は同じであり、この医療交流の取り
組みを、本院の医療の質と向上につなげていきます。

パークビュー病院から医療交流団を迎えて

薮下院長と握手する医療交流団団長のシャルマ医師 グッドリッチ医師による婦人科がん治療についての講演

呉西地区の眼科治療の拠点的病院として

現在、初診における紹介患者様と一般の患者
様は、およそ7：3の割合です。疾患別では

白内障がもっとも多く、ついで糖尿病網膜症関連、
眼底出血などです。眼瞼、斜視、涙道など広い範
囲の疾患を網羅する体制が整っており、年間700
件近い手術を行っています。当院は、「呉西地区の
眼科治療の拠点的病院」をめざして診療にあたっ

眼科

加
か

藤
と う

　剛
つよし

主任部長

ており、高岡市のほか、氷見市、小矢部市、砺波市、
射水市のクリニックから紹介状をいただいていま
す。
「高岡市民病院にお願いしておけば大丈夫」とい
う信頼をいただけるように努め、紹介患者様の
95％はこの病院で診断・治療を完結して、もとの
クリニックへ逆紹介させていただいています。逆
紹介状は担当した医師本人が、クリニックの先生
方のお顔を思い浮かべながら、治療内容や検査
データをつけて、「読みやすく、ていねいに、でき
るだけ早く」書いています。
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2019年６月１日 地域医療支援病院に承認されました

本院は、急性期病院としての機能に特化し、
また「地域がん診療連携拠点病院」として高

度ながん医療を提供することを目指して、これま
でがん診療体制を強化してきました。平成28年度
「包括的がん医療センター」
の開設、昨年度は放射線
治療システム（リニアック）
を更新、そして今年度は「手
術支援ロボット“ダ・ヴィ
ンチ”」を導入することが
決定しました。これは県内
では4番目、高岡医療圏で
は初の導入となります。
ダ・ヴィンチ導入により切
れ目ない診療体制、外科
療法、放射線治療、化学
療法などのがんの集学的
治療の充実が図られます。
導入後は、装置の調整

やダ・ヴィンチを扱う医師、

看護師らによる施術に必要な教育・訓練を十分行
い、確かな技術で安全で確実に手術が行われるよ
う本稼働に向け準備してまいります。

高岡市民病院はこれまで高岡医療圏における
「地域完結型医療」を推進し、地域全体で医

療の質の向上と効率化を図り、医療資源の有効活
用を目的として連携の強化を図ってきました。
『地域医療支援病院』の承認を受けたことにより、
紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利
用の実施等を通じ、第一線で地域医療を担う「か
かりつけ医」の皆様を支援すること再確認し、今
後も、地域の医療機関と連携・協力しながら医療
の質とサービス向上に努め、患者さん中心の安全
で安心、納得の医療を提供し、皆様から信頼され
る病院として地域医療に貢献してまいります。

今秋、
高岡医療圏で初めて

“ダ・ヴィンチ”（手術
支援ロボット）
導入決定！！
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連携医療機関の紹介
西田内科クリニック

診療時間 月 火 水 木 金 土
9:00～12:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
15:00～18:00 ○ ○ ー ○ ○ ー
診療科目：内科、消化器内科、内視鏡内科
休診日：水曜日・土曜日午後、日曜日、祝日

西田泰之院長は、これまで市内の大きい
病院で消化器内科を中心に15年勤務さ

れたあと、あいの風鉄道の新駅「高岡やぶな
み駅」のすぐ前、新興住宅街として今後発展
が予想される木津地内で“もっと住民に寄り

西田 泰之
院 長

〒933-0857
富山県高岡市木津2285
TEL.0766-95-5088

添えるクリニックを”と5月に開業されました。
診療においては、患者さん一人ひとりの話をお聴きして、ずっと
継続して診ていかなければならないと考え、「今は“ゆっくり”と患
者さんと向き合い、勤務医時代にはできなかった診療をやっていま
す。」とご自身のやりたかった医療を実現されました。
一般内科、専門である内視鏡をメインとした検診などの予防医療を行

うとともに、今後は在宅医療にも取り組みたいと熱く抱負を語られます。

専門外来を紹介
します。

患者様は「関節が痛い人、関節に不具合がある人」
です。関節の部位を絞らず、診察、治療をお

こなっています。また、人工関節の手術後、定期的
なチェックのために訪れる方もいらっしゃいます。
原則として患者様の希望や生活を伺い、それにあっ

た治療の提案をしています。例えば、お茶やお花を
たしなむ人には、術後も趣味を継続していただける
よう、正座ができるような機種・手術手技を用いた
手術をおこないます。
昔とは違い、リハビリも術後早期に開始しますの

で、人工股関節術では2週間、人工膝関節術では3
週間程度で退院が可能となります。
手術することで痛みから解放されたり、行動範囲

が広がったりします。人生100年時代ですから80歳

の方でも決して遅いということはありません。日常
生活や体操指導などもおこなっていますので、痛み
がなかなか改善しない方などはぜひお気軽に来院し
てください。

整形外科

藤
ふ じ た

田 雄
ゆうすけ

介
主任部長

関節外来
整形外科

受付時間
毎週月曜日　8：30～11：30
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