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９月７日に手術支援ロボット“ダ・ヴィンチ”を導入しま
した。手術支援ロボットは人気テレビドラマなどを通じ
て知られていますが、どのような手術に適用され、患者
さんにとってどのようなメリットがあるのかなど詳細に
ついてはあまり知られていません。今回、林典宏泌尿器
科主任部長に、ダ・ヴィンチの特徴や病院での今後の展
開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】
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手術支援ロボット
“ダ・ヴィンチ”
導入！
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手術支援ロボット“ダ・ヴィンチ”で拡がる
医療の安全性と可能性

手術支援ロボット
“ダ・ヴィンチ”とは何か

簡単にいってしまえば、これまでの内視鏡下手術に
ロボットの機能を組み合わせた術式、ということにな
ります。ダ・ヴィンチは3つの機器で構成されています。
術者（手術を担当する医師）は患者さんから離れた位置
に置かれたサージョンコンソールにおいて、内視鏡カ
メラにより3Dで映し出される術野を見ながら、ペイ
シェントカートのアームに取り付けた鉗子を操作しま
す。術者の動きは忠実にロボットに伝わり、手術器具
を動かすのです。
この術者と同じ映像を術者以外の医師などがリアル
タイムで把握するための機器がビジョンカートです。
これら、ロボットの多様な機能をもって術者をサポー

トするシステムが“ダ・ヴィンチ”です。
ダ・ヴィンチは、2018年3月末までに全世界で
4528台を販売しており、日本での導入台数は約300台
になるといわれ、多くの病院で導入されています。
2012年4月には前立腺悪性腫瘍手術での使用が、
2016年4月には腎悪性腫瘍手術での使用が保険適用と
なりました。2018年度の診療報酬改定では12術式で
のロボット支援手術が保険適用となるなど（表1）、も
はや“最先端の”とか、“次世代の”というものではあ
りません。これまで高岡市内の病院での導入は遅れて
いました。当院の患者さんのなかにも「ロボット支援手
術」を希望されたケースもあり、他の病院をご紹介させ
ていただいていました。今回、“ダ・ヴィンチ”の導入
は高岡市民・圏域の方にとって、非常に意義の大きい
ものだと思います。

手術名

胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術
胸腔鏡下良性縦隔腫瘍手術
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 1　部分切除

2　区域切除

3　肺葉切除または1肺葉を超えるもの

胸腔鏡下食道悪性腫瘍手術
注：有茎腸管移植を併せて行った場合は、7,500点を加
算する

1　頸部、胸部、腹部の操作によるもの

2　胸部、腹部の操作によるもの

胸腔鏡下弁形成術 1　1弁のもの

2　2弁のもの

腹腔鏡下胃切除術
注：有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加
算する

1　単純切除術

2　悪性腫瘍手術

腹腔鏡下噴門側胃切除術
注：有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加
算する

1　単純切除術

2　悪性腫瘍手術

腹腔鏡下胃全摘術
注：有茎腸管移植を併せて行った場合は、5,000点を加
算する

1　単純全摘術

2　悪性腫瘍手術

腹腔鏡下直腸切除・切断術注：1及び2につい
ては、人工肛門造設術を併せて実施した場合は、人工
肛門造設加算として、3,470点を所定点数に加算する

1　切除術

2　低位前方切除術

3　切断術

腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術
（＊術前症例登録外）

1　 全摘（腸管等を利用して尿路変更を行わないもの）

2　 全摘（回腸又は結腸導管を利用して尿路変更を行うもの）

3　 全摘（代用膀胱を利用して尿路変更を行うもの）

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
腹腔鏡下膣式子宮全摘術

（日本内視鏡外科学会　平成30 年4 月24 日通知を元に作成）

表1：2018年度診療報酬改定により保険適用されたロボット支援手術

ビジョンカート／術中の内視鏡カメラの画
質を最適にするための処理装置。術者と音
声コミュニケーションをとることもできる。
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手術支援ロボット“ダ・ヴィンチ”で拡がる
医療の安全性と可能性

低侵襲の手術で、
さらに患者負担は軽減される

開業医の方や患者さんにとって、最も関心が高いの
は「ロボット支援手術を導入するメリット」についてだ
と思います。まず挙げられるのが、患者さんの回復が
早いということです。
この術式では、皮膚を切開する傷口が、内視鏡カメ
ラや鉗子を挿入する箇所だけになるため、開腹手術と
比較すると出血量が極めて少なくてすみます。術中に
輸血が行われた例はほとんどありません。また、傷口
が小さいので術後の疼痛も少なくてすみます。従来の
内視鏡手術に比べても低侵襲の手術といえます。
一方、医師側にとっても、座って行う術式のため肉
体的な負担が軽減されるほか、手ぶれを防止し、突発
的な動きを制御する機能が医師にかかる精神的なスト
レスを軽減します。
カメラ画像が最大15倍拡大できたり、多関節のアー

ムが難しい部位へのアプローチを可能にするなど、術
者はより確実な手術を行うことができるといえます。 ペイシェントカート／3本の鉗子を取り付けるアームと内視鏡カメラを取り付け

るアームからなり、手術中は滅菌ドレープをかぶせて使用する。

市民病院における今後の展開
泌尿器科では「前立腺がん」の手術で大きく貢献でき

ると考えています。
また、婦人科においても子宮体がん、子宮筋腫など
の良性腫瘍の手術が保険収載され、これらの領域でで
きるだけ早く実践できるよう進めています。近い将来
には、複数の科の様々な手術が行えるよう、院内の体
制強化、人材の教育に努めてまいります。
年内の使用開始を目指しています。

サージョンコンソール／術者が手術を行うコックピット。手足を使って機器をコ
ントロールするため術者は座った姿勢で操作を行う。

表2　患者さんにとっての術式の違い

開腹手術 内視鏡手術 ロボット支援手術

出血量 多い 少ない 少ない

傷口 大きい 小さい 小さい

手術時間 短い 長い 短い

術後の疼痛 強い 少ない 少ない

入院期間 普通 短い 短い

泌尿器科

林
はやし

　典
のりひろ

宏
主任部長
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地域の医療機関の皆さまには、本院の施設（図書室、
研究室、会議室）をご利用いただくことができま

す。希望される方は「施設利用申請書」に必要事項を記
入して、本院の地域医療部へFAXしてください。

地域医療支援病院としての院内施設の共同利用について

図書室

多職種チームで取り組む“摂食嚥下の対応”
歯科口腔外科

初診患者全体の40％が紹介患者です。多くは
高岡市・射水市の歯科クリニックからの紹

介ですが、内科や耳鼻咽喉科のクリニックからの
紹介もあります。
心疾患や脳血管障害、透析、糖尿病などを有す

る患者さんに対する観血処置、また口腔粘膜疾患、
口腔腫瘍の検査診断および治療など、対応が困難
な場合には、当院にご紹介をいただければと思い
ます。また、下顎骨関節突起骨折の外科的治療も
積極的に行っています。
当院では歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、摂食嚥下
認定看護師、管理栄養士による院内横断での「摂
食嚥下」に関する取組みをスタートしました。総合
病院の利点を活かし、多職種チームで患者さんを
全人的に捉えることで、さらによい治療が提供で
きると考えています。
紹介患者さんで長期にわたり治療が必要な場合

などには、経過報告の手紙を書かせていただいて
います。紹介状は分かりやすく書くことは当然と

歯科口腔外科

篠
し の は ら

原 治
は る ゆ き

征
部長

して、患者さんに対して「治療内容等をどのような
表現で説明をしたか」についても書くようにしてい
ます。また、内科医など、歯科医以外からの紹介
の場合には、歯科の専門的な表現を避けて書くよ
うにしています。
院内の他の診療科から患者さんが紹介された場
合、診察の結果、長期にわたる歯科治療や補綴処
置が必要なときには、患者さんの希望や住所地な
どから、地域の歯科クリニック様へご紹介させて
いただくようにしています。

〈図書室〉
利 用
時 間

月曜日～金曜日（休日を除く）
8時30分から20時まで

設 備 蔵書　約2,000冊
テーブル 6　いす 21

〈実習・研究室、第3会議室、第4会議室〉

利 用
時 間

月曜日～金曜日（休日を除く）
原則として17時30分から20時まで

設 備

実習・研究室 テーブル1　いす （1～2人）

第3 会議室 テーブル 4　いす 12

第4 会議室 テーブル 6　 いす 18

※「施設利用申請書」は市民病院ホームページから
 ダウンロードできます。
➡  https://www.med-takaoka.jp/
講義室（収容定員100名）の利用についても
ご相談に応じます。
お問合せ先　高岡市民病院　地域医療部

TEL：0766-23-0204（内線2296）
FAX：0766-23-0237
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2019年7月4日 医療連携懇話会を開催しました
高岡市民病院と地域医療機関等との連携強化

を図ることを目的に、7月4日、第8回目と
なる「医療連携懇話会」を高岡商工ビルで行いまし
た。当日は地域の医師44名を中心に、院内からの
参加者もあわせ総勢100名を超える参加がありま
した。
堀川外科主任部長の病院紹介に続き、金沢大学
循環器内科学分野　高村雅之教授の基調講演、後
半は懇親会で連携を深めました。
お忙しい中ご参加いただいた皆さまには心より
感謝申し上げます。
本院は本年6月に地域医療支援病院として承認

乳腺外来では、増加の一途にある乳がんの検診
や早期診断を主に行います。

おみえになる患者さんは「乳房の違和感や自覚症
状をもっておられる人」がほとんどです。また、検診
の結果をもってみえるケースもあります。
患者さんは、違和感や自覚症状とともに不安を抱

えておられると思います。外来では患者さんのその
不安としっかりと向き合うために、充分に時間をか
けて、お話を伺うようにしています。また、検査結
果をできるだけ早く提供できる体制を整えています。
針生検（組織診）の結果を1週間程度でお伝えしてい
ます。結果が出るまでのストレスも少なくできたら
と考えております。
医師以外にも、乳がん認定看護師などの専門的な
対応のできるスタッフがそろっています。さらに、

当 院 に は ハ ッ
ピーリボンという
乳がん患者会も
活動しています。
乳房のことで心
配なことがあっ
たり、しこりや違
和感などを感じたときは、お気軽にご連絡ください
（予約制です）。

外科

福
ふくしま

島  亘
わたる

がん診療担当局長

乳腺外来
外科 外科

飯
い い だ

田 優
ゆ り か

理香
医長

専門外来を紹介
します。

を受け、高岡医療圏における地域包括ケアシステムの
一翼を担うため、より一層地域の医療機関の皆さまと
の紹介、逆紹介の推進に取り組んでまいります。

受付時間：毎週木曜日 14～16時
担当医師：第1・3・5週 福島医師
 ：第2・4週 飯田医師
連絡先：☎0766-23-0204（代） 外科外来
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