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特集
－Feature－

機器を新しく更新！
当院ロボット支援手術導入からのあゆみ

1. 小さな傷口のまま、治療できる範囲が広く
2017年7月
• 手術支援ロボット「ダビンチSi」を導入
• ロボット支援下前立腺がん手術を開始

2017年11月
• ロボット支援下腎がん手術を開始

2018年5月
• ロボット支援下膀胱がん手術を開始

2018年8月
• ロボット支援下直腸がん手術を開始

2020年11月
• ロボット支援下胃がん手術を開始

2022年2月
•「ダビンチXi」に更新

2021年7月
• 婦人科領域にて良性腫瘍疾患に対する
 　使用を開始

従来のSiと同様に小さな

傷口のままで治療範囲が

広くなるため、腎膀胱手

術など広い範囲の臓器に

対し、手術が行いやすく

なりました。

2. 手術に合わせたツールが豊富

ロボット支援手術で医師

の手の代わりになる鉗子

のバリエーションが豊富

になり、それぞれの手術

により適したものを使用

できるようになりました。

新しくなった
ダビンチは
ココがすごい！

当院ロボット支援手術のあゆみ

ダビンチXiの可動域

ダビンチSiの
可動域

　2022年2月よりダビンチの新しい機種であるダビンチXiによる手術を開始しています。
そこで今回は当院のダビンチ導入から現在にいたるまでのあゆみをお伝えします。

かんし
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詳細は当院ホームページ
ロボット手術センターをご覧ください▶

ロボット手術センター長 兼
前立腺局所療法センター長

【資格】
• da Vinci surgical system
 　術者認定取得
• 泌尿器ロボット支援手術
　 プロクター認定医（前立腺、膀胱）
• 日本泌尿器科学会 専門医・指導医
• 日本超音波医学会 専門医・指導医
• がん治療認定医

鴨井 和実

　当院に手術支援ロボット「ダビンチ」が導入されて

から約5年が経過し、各科での手術件数も順調に増

加してきました。これまで安全にロボット手術が施

行できたのは、麻酔科を含む各科の協力や、看護師、

臨床工学技士を含むチーム医療を推進してきた成果

と考えています。

　さらに本年2月より最新のダビンチであるXiが導

入されました。この機器は従来のSiと比較して手術

器具を動かすアームが細いために他のアームとの干

渉（ぶつかること）が少なく、手術器具を動かせる範

囲が広がったことにより、これまでよりも広い範囲

の手術ができるようになりました。

　また、腸を安全に切断するステイプラーという器

具をダビンチの自由に動かせる手で用いることがで

きるようになり、いままで難しかった腸の手術が簡

単になりました。この手技は胃がんや大腸がんで用

いられるとともに、泌尿器科領域でも膀胱を摘出し

た後に行う腸による新しい膀胱の作成に用いられる

ようになりました。これらの手術では、従来腸を一

旦体の外に出して行っていた手技がすべて体のなか

でできるようになり、術後の回復が早くなるという

利点があります。

　さらに本年の4月からは診療報酬改定によりさら

にロボット手術の保険適応が増えました。泌尿器科

では従来腹腔鏡で行われていた腎臓の摘出手術や、

腎臓と尿管を両方摘出する手術がロボット手術で行

えるようになりました。これらロボット手術の適応

拡大によって、安全かつ確実で回復の早い治療をよ

り多くの患者さんにお届けできるようになります。

当院で実施可能なロボット支援手術と実績
（2017年7月～2022年3月時点）

【泌尿器科】

Message メッセージ

前立腺がん
（腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術）

※2017年7月開始

243例

腎臓がん
（腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術） 

※2017年11月開始

41例

【外科】

直腸がん
（腹腔鏡下直腸切除・切断術）

※2018年8月開始

62例

【婦人科】

子宮筋腫などの良性腫瘍や
前がん病変

（腹腔鏡下膣式子宮全摘術）　

※2021年7月開始

12例

胃がん
（腹腔鏡下胃切除術、腹腔鏡下噴門
　側胃切除術、腹腔鏡下胃全的術）

　※2020年11月開始

32例

膀胱がん
（腹腔鏡下膀胱悪性腫瘍手術）

※2018年5月開始

25例
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リハビリ通信

【理学療法士】
　一言でいうならば動作の専門家です。寝返る、起き上がる、立ち上がる、歩くなどの日常生活を行

う上で基本となる動作の改善を目指します。関節可動域の拡大、筋力強化、麻痺の回復、痛みの軽減

など運動機能に直接働きかける治療法から、動作練習、歩行練習などの能力向上を目指す治療法ま

で、動作改善に必要な技術を用いて、日常生活の自立を目指します。

　主に病院、クリニック、介護保険関連施設等で働いています。近年

は、高齢者の介護予防、フレイル予防、健康増進、メタボリックシン

ドロームなどの生活習慣病に対する指導、スポーツ現場、産業分野

など活躍の場が広がっています。

【作業療法士】
　作業を通して身体と心のリハビリテーションを行う専門職です。

　リハビリテーション専門職の中で、唯一心の障害に対するアプローチが可能です。食事や入浴のよ

うなセルフケアや仕事や趣味の活動のような日常生活に関わる全ての動作を「作業」と呼び、病気や

けがなどによって日常生活に支障をきたしている人々へ治療をおこない、自立支援や社会復帰の手

助けをすることで患者さんの生活を豊かにするサポートをするのが作業療法士の仕事です。

　身体的なリハビリテーションだけでなく精神的なリハビリテーション

も含まれています。不安な気持ちでいる患者さんの心の支えとなり、社

会復帰の後押しをします。主に総合病院、精神病院や介護施設、教育や

保健、職業関連領域など様々な場所で活躍しています。

【言語聴覚士】
　話す、聞く、食べる、のスペシャリストです。言語聴覚士は言葉によるコミュニケーションに問題が

ある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。また、摂

食・嚥下の問題にも専門的に対応します。ことばによるコミュニケーションの問題は脳卒中後の失語

症、聴覚障害、ことばの発達の遅れ、声や発音の障害など多岐に渡り、小児から高齢者まで幅広く現

れます。言語聴覚士はこのような問題の本質や発現メカニズムを明らかにし、対処法を見出すため

に検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言、その他の援助を

行います。

　また、食べ物の飲み込みがうまくいかず、口からこぼれてしまったり、

むせてしまったりする人の原因を調べ、対処を行います。主に医療機関、

介護や福祉の現場で活躍しています。

　全ての専門職は国家資格であり、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士になるためには養成課
程を持つ専門学校や3年制の短大、4年制の大学を卒業後、国家試験に合格することが必要です。

リハビリテーション技術科　理学療法士　武内　剛士

リハビリテーションに関する3つの専門職について
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インタビュー　済生会滋賀県病院×遊墨漫画家 南 久美子さん

ニュース　骨粗鬆症外来は紹介状なしでも受診できるようになりました

グッドポイント　リハビリテーション科

「桜」：いにしえより人々は散りゆく桜に人生をたとえて来ましたが、果たして満開の時期だけ
が人生の最盛期といえるのでしょうか？
華やかさはありませんが、豊かな緑をたたえた『葉桜』の時期も、大切に大切に過ごし
たいものですね。

　2005年（平成17年）1月から発行を続けてきた当院の病院機関誌「かけはし」がおかげさまで

創刊200号を迎えました。

＜編集担当者より＞

　「かけはし」という名前の由来には、患者さんをはじめ地域のみなさんと当院をつなぐ“かけはし”として、

心温まる医療への思いを込めています。

　今後も、皆さんのお役に立つ情報や当院のお知らせについて、わかりやすく楽しい病院機関誌づくりに取

り組んでいきます！

新棟（現在の病院）が竣工したことをき
っかけに、地域へよりわかりやすく必
要な情報を発信するためなでしこ通
信「かけはし」の制作を始めました。

2005年1月

ご愛読者
の皆さん

へ

「かけはし」第1号が発行

前回のリニューアルから10年の節目に
デザインを大きく変更。表紙は毎号遊
墨漫画家の南久美子先生に患者さんが
笑顔になったり、ホッとできるようなイ
ラストをお願いしています。

2019年4月

「かけはし」再リニューアル

コンセプトはそのままに、レイアウトや
デザインをリニューアル！2013年には
創刊100号を迎え、「救急と救命医療
を取り巻く環境」と題し湖南消防局と
当院の対談記事を掲載しました。

2009年4月

「かけはし」リニューアル

当院病院機関誌かけはし

創刊200号達成！
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①大学卒年　②専門分野　③趣味
④自己PR　⑤抱負

ご 意 見 に お 答 え し ま す

形成外科　専攻医

田中　大基
たなか だいき

①2019年卒

②形成外科

③旅行、車、キャンプ

④コロナ前には北極の世界最北の町に行きました。コロナがおさまったら

南極を目指します！

⑤丁寧な診療を心がけ、患者さんに信頼される医師を目指します。

新任医師紹介

【ご意見】
　退院のとき、予想より高くて多少焦りました。2～3日前に予告として「○万～○万円くらいになりそう
です」みたいな紙がもらえればよかったかなと思いました。

【回　答】
　入院費の請求に関し、ご不安な気持ちにさせてしまい、申し訳ございません。入院費については、退院
前に概算金額をお伝えすることが可能です。（入院が決定したタイミングでも可能です）1階会計窓口も
しくは病棟スタッフステーションまでお声がけください。
　また、保険者での事前の手続きが必要となりますが、「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口へご
提示いただくと、窓口での支払額が軽減される制度があります。該当される方へは入院中に事務担当者
からご説明しておりますので是非ご利用ください。

【ご意見】
　駐車場について。満車で待っていてゲートが開いて入っても、どこが空いているのか探しながら運転す
るので危ないです。誘導係が必要ではないでしょうか？

【回　答】
　駐車場の誘導係の配置については、定期的な駐車場運営管理業者と協議をしておりますので、今後の
運営管理へのご意見として挙げさせていただきます。ご意見をいただき、ありがとうございました。

　当院では、ご意見箱を通してみなさんの声を聞き、苦情等の全体を把握するとともに、
今後の事業改善に活かしています。

ご意見箱は1階から3階の各外来フロアおよび

各病棟に1箇所ずつ設置しています。
外来 2階フロア 病棟 7階西病棟ラウンジ
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病院での出来事や最新情報をお知らせ

News ＆ Topics

　救命救急センターの充実段階評価とは、救命救急センターの充実度
を評価することにより、個々の救命救急センターの機能の強化、質の向
上を促し、もって全国の救急医療体制強化を図ることを目的として1999
年から厚生労働省が毎年実施しているものです。2018年からは新しい
評価基準と充実段階が設定され、S, A, B, Cの4区分での評価となり、
毎年厳しい見直しが行われています。
　このような中で、当院は前年から引き続き2021年も「Ｓ」評価を取得
しています。
　これからも高度･急性期医療を担う救命救急センターとして、24時間
365日体制で救急医療を提供し、地域医療に貢献していきます。

救命救急センター充実段階評価にて『S』評価を取得しています

FAXをご利用の方へ　～FAX置き場に丸いすを設置しました～

　歯みがきで口腔内の細菌数を減らす

ことは、むし歯や歯周病を予防するだ

けでなく、ウイルス感染症を予防するこ

とにつながります。

　しかし、歯みがき中は口から飛沫が

出やすく、特に職場など不特定多数の

方が洗面所を使用したり、マスクを外し

た状態で密集することが多い場所では

注意が必要です。

　調剤薬局などに院外処方せんをFAX

するためにご利用いただいている患者さ

んの「座ってゆっくりFAXを送信したい」

というご意見から、1階FAX置き場に丸

いすを設置いたしました。是非ご利用く

ださい。

歯みがきの時も要注意！新型コロナウイルス感染対策に気をつけよう！

歯みがき中に気をつけましょう！
• 口を閉じて歯みがき

• 歯みがきしながら動き回らない

• 口をゆすぐときはそっと吐き出す　　　　　　　　　　　　など

歯みがきをする環境を整えましょう！
• 洗面所の換気をよくする

• 1度に多くの人が利用しない

• 使用後は洗面台や鏡をアルコール消毒

• 蛇口は素手で触れずにペーパータオルを使用する　　　　　など

1F

救命救急センター充実段階評価について
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188907_00005.html
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まちの診療所紹介

　この度、ご縁があり、南草津駅前のはっとり小児科を引き継いで、今年4月に南草
津こどもクリニックとして新しく開院いたしました。
　病気はもちろん、ワクチン、健診、成長発達でのお悩みの時も、ぜひご来院くださ
い。アレルギーの相談や心臓の専門外来も行っておりますので、お気軽にご相談く
ださい。
　医師を始め、子育て経験のあるスタッフも多く、お子様、ご家族の目線で安心して
受診して頂けるよう心がけています。インターネット、お電話での完全予約制とする
ことで、待ち時間などのストレスの少ない受診を目指しています。地域の一員として、
お子様の心身ともに健やかな成長をサポートさせていただくことが、私たちの目標
であり、願いです。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

火 水 木 金 土
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▲

午　前
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診療時間 月

医療法人みらい

南草津こどもクリニック草津市

院長　髙田　亜希子 先生

滋賀県草津市野路1丁目6-5 サンコート南草津1F
（南草津野村病院同ビルの１階です）
ＴＥＬ.077-561-3800
【診療科目】
　小児科

【診療時間】
　月～土曜日　〈午前〉  9：10～12：00
　　　　　　　〈午後〉14：00～17：00
　　　　　　　〈夕診〉17：00～19：00

【休診日】
　木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日

【治療のご案内】
といやまこどもクリニック（フレンドマート志津東草津店敷地内）とは、同じ医療法
人グループであり、地域の皆様のお役にたてるよう、協力体制を整えています。

　草津・栗東・守山エリアで、在宅医療・訪問診療を中心に行うクリニ
ックを2022年6月に開院しました。その人らしさを大切に、一人ひとり
に寄り添いながら、在宅ケアに必要な医療サービスを提供させていた
だきます。　
　当院は、「在宅療養支援診療所」といって、在宅医療、訪問診療に注
力しています。
　当院から半径6キロメートル圏内のご自宅や施設の利用者に対して、
定期的な訪問診療を行います。利用者に対しては、24時間365日、緊
急時の対応も行いますので、まずはご相談ください。

栗東市 あおあお在宅クリニック
院長　後藤　裕文 先生

滋賀県栗東市中沢2丁目11-10-1Ｆ
TEL.077-599-3070

【診療科目】
　在宅診療・訪問診療・緩和ケア

【受付時間】
　在宅診療・訪問診療　9：00～17：00

【休診日】
　土曜日・日曜日・祝日

1．ご相談
　（お電話またはメールフォームからお気軽にお問い合せください）
2．初回面談
　（ご来院いただくか、または訪問にて、費用や契約等の説明を行います）
3．訪問診療の開始

診 療 開 始まで の 流 れ

●：一般小児科（担当 院長 髙田 亜希子先生）
★：健診・予防接種・非感染外来（担当 院長 髙田 亜希子先生）
▲：一般小児科・心臓外来（担当 服部 政憲先生）

南草津こどもクリニック

「かかりつけ医」は患者さんやご家族が、身近に日常的な治療及び健康管理について相談できるお医者さんです。
体調の変化で気になることを気軽に相談できる関係性を築くことで、病気の早期発見や予防につながります。
自宅や職場の近くにかかりつけ医をもっていただくことをお勧めします。

かかりつけ医をもちましょう

あおあお在宅クリニック

発行元　社会福祉法人 恩賜
財団 済生会滋賀県病院

〒520-3046　滋賀県栗東市大橋二丁目4番1号
TEL （077）552-1221（代）　URL https://www.saiseikai-shiga.jp/

かけはしNo.200　2022年6月病院理念
私たちは、済生会の「救療済生」の精神に基づき、安全で質の高い医療
の提供と、心温まるサービスを実践し、地域の皆様の安心と幸せな未来
へ貢献します。


