
【A. 診療体制】
　2018 年 4 月より、瀬戸親部長、島崇医長、町岡一顕副
医長、武澤雄太副医長、神島泰樹後期研修医の 5 名で泌
尿器科診療を行なっています。また月曜、木曜は金沢大学
附属病院より派遣の野原隆弘医師が診療・手術に携わって
います。外来診察は従来通り平日午前のみで、別表のごと
く 2 診ないし 3 診体制です。午後は、検査・処置や説明・
同意に充てています。手術は人員が増えたため、月曜日か
ら金曜日まで毎日行なっており、火曜日は自科麻酔のみ行っ
ています。午前は病棟担当医が経尿道的手術や陰嚢内手術
を、午後からはチームでロボット手術や腹腔鏡下・腹腔鏡補
助小切開手術（ミニマム創手術）などを行います。膀胱全
摘除術や生体腎移植術など大きな手術が入れば午前から開
始します。
　手術に人員が取られる日や時間帯はあらかじめご紹介を制限させていただいたり、救命救急センター医に急患の診
察を依頼したりしています。ご紹介の際は、前もって地域連携室を通して予約を行って下さいますようよろしくお願いい
たします。また、火曜午後にはセカンドオピニオン外来も行っていますのでこの場合も地域連携室を通じて予約をお願
いいたします。

【B. 診療内容】
　ここ数年間に手術室で行なわれた手術のうち主なものの内訳、および前立腺癌に対する強度変調放射線治療数

（IMRT）を年度別に掲げましたので御覧下さい。最近ではロボット補助下手術が増えていますが、従来通りミニマム創
手術、開腹手術に関しても行っています。また、腎移植の件数も昨年は多く、生体腎移植だけでなく、臓器提供による
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春寒の候、皆様にはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
今月の各部・各診療科の紹介は、泌尿器科と心臓血管外科です。

泌尿器科スタッフ
後列左より　良峰看護師、藤澤看護師、神島医師、武澤副医長
前列左より　島医長、瀬戸部長、町岡副医長

月 火 水 木 金
午前（初診・再来）
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献腎移植術も施行しており、成績としても移植後の個体生存率、腎生着率は良好です。

【C. 最近の話題】
　当院に最新鋭の手術支援ロボット da Vinci ( ダヴィンチ )Xi が 2016 年末に導入され、当科では、2017 年 1 月
より前立腺癌に対してロボット支援下前立腺全摘術（Robot Assisted Laparoscopic Prostatectomy, RALP）を
開始しました。また、2017 年 12 月よりロボット支援下腎部分切除術（Robot Assisted Partial Nephrectomy, 
RAPN）も開始いたしましたので、ここでは RAPN の紹介をいたします。
　ロボット（Intuitive Surgical 社 da Vinci Xi Surgical System：ダヴィンチシステム）は、腹腔鏡手術を支援す
る手術支援ロボットです。腹部に腹腔鏡ポート（小さな穴）を設置し、ペイシェントカート（図１）のロボットアー
ムを取り付けます。そこからロボット用鉗子と 内視鏡を挿入しサージョンコンソール（図２）と呼ばれる操作ボッ
クスの中で内視鏡画像を見ながら操作して手術をします。ロボットが勝手に手術を行うわけではありません。

　ロボット支援手術の特徴として、内視鏡が 3D であるため、立体的かつ拡大視野で手術が行えるようになりました。
また、ロボット用鉗子には関節がついており、様々な動きに対応しております。その結果通常の腹腔鏡手術よりも
術中の手術操作が容易になり、複雑な縫合操作も容易に行えるようになりました。それらの結果、術後の機能温存
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表 1　術式別件数 年度別

図１　ペイシェントカート 図２　サージョンコンソール
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【A. 診療体制】
　現在の心臓血管外科のスタッフは６人で、別表の如く
外来診療と手術を行っています。診療所からの患者さ
んのご紹介は、外来日に予診枠を設けて受け入れてお
りますので、地域連携室を通じて予約して頂きたく存じ
ます。
　

【B. 診療内容】
　診療内容は、先天性心疾患、弁膜症、虚血性心疾患、大血管疾患、末梢動脈疾患等と多岐にわたっています。当院は
富山市の三次救急も担っており、急性冠症候群に対する冠動脈バイパス手術、急性大動脈解離や大動脈瘤破裂、更には
外傷性大動脈損傷など心臓・血管疾患の緊急治療を数多く行っています。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

心臓血管外科

ハートチームカンファレンスでの心臓血管外科スタッフ
左より　谷副医長、村田部長、中垣医師、上田部長、大高医長、外川医長

月 火 水 木 金
午前１診 上　田 外　川 上　田 村　田 大　高

午前２診 大　高 村　田 外　川

備考 手術日　月・火・水・木

を達成しやすいこと（確実性、機能性）、手術時間短縮や出血量の減少、傷口のより縮小化（低侵襲性、効率性）が
メリットとしてあげられます。
　RAPN は 7cm 以下の腎細胞癌が適応となりますが、良い適応は腫瘍径 4cm 以下の小径腎癌です。症例によって
経腹腔アプローチと経後腹膜腔アプローチを使い分けており、5-7個のポートを作成して手術を行っています。（図３）
腎動脈を確保して温阻血したうえで、エコーで確認しながら腫瘍を核出します。腫瘍が尿路に近い場合には尿管カ
テーテルを術前に挿入し、修復を確実に行っています。当科では図４に示すような 4cm を超える嚢胞性腎癌（図は
55mm）の場合であっても、RAPN で腫瘍を核出することができており、4cm を超える腫瘍の場合でも症例をよく
検討したうえでロボット手術を施行可能と考えています。2018 年 8 月までの当院における RAPN20 例の成績をま
とめてみると、手術時間は平均 205 ± 40 分でした。術後の腎機能低下は 5-10％とわずかでした。従来のミニマム
創手術と比べて視認性、操作性、低侵襲性、確実性に優れていると実感しており、実際に合併症も認めず良好な手
術成績が得られております。

　引き続き、先生方よりご厚誼を賜りますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。
（文責：武澤）

図３　当院の手術風景 図４　4cmを超える嚢胞性腎癌



　当科で平成 30 年に施行した総手術件数は 406 例で、開設以来、初めて400 例を越えました。そのうち日本胸部外
科学会学術調査に基づく心臓・大血管手術症例数は 184 例でした。過去 5 年間の疾患別の手術件数を別表（表 1）に記
載いたします。

　TAVI（Transcatheter Aortic Valve Implantation 経カテーテル大動脈弁治療）続報
　前回循環器内科から紹介があったように、当院では 2016 年秋にハ
イブリッド手術室が稼働し、TAVI 施設認定を取得後、2018 年 8 月か
らTAVI が導入されました。2018 年には 9 例施行しています。全例
80 歳以上で、最高齢は 97 歳でした。死亡例はありませんが、いろい
ろ勉強させていただいています。症例を紹介します。

　症例は 80 歳代の女性です。2016 年頃より狭心痛が出現し、重症
大動脈弁狭窄症を指摘されていましたが、高齢を理由に経過観察となっ
ていました。2018 年に心不全のため循環器内科入院となり、心不全
治療後に精査（造影 CT 検査、心臓カテーテル検査、経食道超音波検査）
が行われ、Frailty も評価されました。当院ハートチームにて検討し外
科的大動脈弁置換術は高リスクと考えられ、TAVI の適応と判断しまし
た。
　入院継続のまま、１２月某日 TF（経大腿動脈的）-TAVI を行いました。
全身麻酔管理下に右大腿動脈をメインアプローチとして左室内にカ
テーテルを進めましたが、大動脈弁を通過させた頃から、血圧が６０-
７０/ 程しかなくなりました。麻酔科医が昇圧剤を増量させても反応が
乏しく、手術の続行が危ぶまれました…。
　術者の外川が叫びました「PCPS を組んでくれ！」。待機していた臨
床工学技士が迅速に PCPS（経皮的心肺補助装置、Percutaneous 
cardiopulmonary support）回路を組み立て、10 分後には充填を完了させました。同時に術野では左大腿動・静脈
に送血管・脱血管が挿入され、回路に接続、PCPS が開始されました。PCPS 導入後、血圧は 100-130/と改善し、手
技を続けることができました。
　右室 Rapid Pacing下に、折りたたまれていたTAVI 弁（SAPIEN3 23mm）をバルーンで拡張させ留置しました。圧較
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2018 2017 2016 2015 2014

先天性心疾患 31 29 18 26 36

弁膜症
開心術

TAVI
48 53 60 48 40

9

虚血性心疾患 (OPCAB 等 ) 34 39 44 46 25

胸部大動脈瘤
人工血管置換術

ステントグラフト内挿術
38 37 29 26 14

20 28 33 30 22

その他心臓手術 4 5 2 2 3

小　　計 184 191 186 178 140

腹部大動脈瘤
人工血管置換術

ステントグラフト内挿術
9 3 3 1 9

51 41 46 39 33

その他（末梢血管・内シャント等） 162 155 134 129 109

総計 406 390 369 347 291

表 1　過去 5 年間の疾患別の手術件数

画像２　人工弁 Sapien　3画像１　TAVI

画像 3　術中透視画像



差は 74mmHg →17mmHgと改善し、PCPS は手術中に離脱可能でした。手術時間は 2 時間 16 分でした。
　この日はもう1例 TAVI を行う必要があったため、この患者さんは集中治療部に術後管理をお願いしました。夕方に抜
管され、翌日には一般病棟へ帰室しました。低侵襲な治療であっても患者さんは長期入院の超高齢です。寝たきりになら
れては意味がないので、心リハ指導士（理学療法士、看護師）による積極的なリハビリが始まりました。術後経過は良好
で 14 日後に退院されました…。TAVI 中に血行動態が破綻し、PCPS 補助を要した重症大動脈弁狭窄症の一例でした。
　このように TAVI は総力戦です。TAVI 入院は心臓血管外科で受け入れてはいますが、循環器内科、麻酔科、集中治療部、
看護師、臨床工学士、理学療法士…らによる、プロ集団「ハートチーム」が、手術適応から手術、周術期管理にわたりバ
ランスよく機能することにより安定した治療となっています。
　精査入院は循環器内科にお願いしていますので、高齢者の息切れ・心雑音の患者さんは、ぜひ富山県立中央病院　循
環器内科にご紹介ください。種々精査の後、外科的大動脈弁置換術（SAVR）、TAVI、または他弁膜症治療の適否を、ハー
トチームで判断させていただきたいと思います。
　今後もより良い医療を地域住民様にお届けできるよう、スタッフ一同精進したいと思います。

（文責：上田）
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第18回　在宅緩和ケア懇話会開催報告
　平成 30年12月4日 (木 )18 時より、当院 5階ホールで病院・地域の医療者、介護関係者が集まり、在宅緩和ケア
懇話会を開催しました。今回は、院内36名、院外28名、計 64名の参加があり、事例報告会とグループワークを行なっ
たので報告します。

　NPO法人富山型ディサービスふるさとのあかり代表　山田紀子氏より、年齢・病気・障害を超えて地域で支える取り
組みについてミニレクチャーがありました。患者は、長年同施設のサービスを利用し信頼をよせ、「ふるさとのあかり」も
患者の生活背景をよく知り支えてきた立場でした。本人と医療・介護・福祉関係者が何度も話しあうことで、本人が安心
し納得することで、がん治療の選択・生活サービスの再構築につながる事を学びました。
　がん治療の進歩と共に、治療の選択肢は増えています。今後、認知症や単身・高齢者世帯がますます増加しますが、
今回の学びから「その人」の持つが意思決定する力を引き出すヒントになればと思います。
　次回は6月頃に開催する予定です。皆さん、是非ご参加ください。

（文責：緩和ケアセンター　川部）

【病院・地域での取組みについて、感想】
・患者自身が意思決定できない場合は、患者・家族・関わる
関係者で話し合って意思決定を行なっている。
・病状説明時はわかりやすく説明し、意思決定につなげるよ
う心がけている。
・本人に寄り添っていく中で、ポロッと本音が出て意思決定
につながったりする。
・生活面における意思決定支援は、本人に情報提供を行な
い周囲も納得できるように関わっている。

【発表事例から学んだこと】
・意思決定支援にも、多職種連携が重要だとわかった。

・医療、介護、福祉の協働や連携について知ることができ
た、顔の見える関係が重要。

・苦痛症状が強いとき意思決定は難しい。症状コントロール
すると気持ちも落ち着き、意思決定する力が出てくる。

・患者自身の意思を引き出せるような関わりが必要である。

【事例報告】
　60歳代男性　A氏　膀胱癌
　軽度精神発達遅滞あり障害者サービスを受けていました。親類は高齢のため支援
が不可能。
　膀胱癌再発し、手術・抗がん剤治療を提案されましたが、がん性疼痛や不安から
食欲不振や体力低下があり治療方針が決めれない状態でした。
　A氏と関わる関係者が何度も話し合い、治療方針やサービス内容を決定しました。

【グループワーク】
　「治療や生活の仕方における意思決定支援への取り組み」
　～病院や地域での取り組みについて意見交換～
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がん診療に関する相談支援センター
　ホームページアドレス　http://www.tch.pref.toyama.jp/
地域連携室（医療機関向け）電話076−424−1531／内線3177
　メールアドレス　chiikirenkei@pref.toyama.lg.jp
医療相談室（患者・ご家族向け）電話076−424−1531／内線9130・9307
　メールアドレス　kango@pref.toyama.lg.jp

「地域連携室だより」の送付を希望されない
場合は下記までご連絡下さい。

富山県立中央病院　地域連携室
　代表電話　076（424）1531／内線3177
　予約専用　076（491）7160
　Ｆ　Ａ　Ｘ　076（491）7109

　平成 30 年度が、いよいよ残り1ヵ月余となりました。年度末の何かと慌ただしい
日々をお過ごしではと思います。この度、連携医療機関紹介リーフレットの作成にあた
り、県内医療機関の皆様方には、お忙しい中ご協力いただき感謝申し上げます。只今、
設置に向けて準備をすすめております。今後、内容の変更等がありましたら、いつでも
ご連絡下さい。まだまだ寒い日が続いていますが、梅の開花の便りも届き、春はもうそ
こに来ているようです。

（地域連携室　山口）

3月の外来診療に関する医師不在日は、下記のとおりです。
（不在日につきましては、代わりの医師が対応いたします。）

2
科　　名 医　師　名 不　　在　　日 科　　名 医　師　名 不　　在　　日

内 科 丸山(美)医師 29日(金) 皮 膚 科 八田医師 15日(金)
精 神 科 永井医師 19日(火)、20日(水) 眼 科 山田医師 27日(水)

外 科
清水医師 14日(木)

放射線診断科
阿保医師 8日(金)

加治医師 1日(金) 齊藤医師 14日(木)午後
脳神経外科 青木医師 22日(金) 放射線治療科 豊嶋医師 1日(金)

産 婦 人 科
舟本医師 4日(月)～8日(金)、11日(月)、19日(火)、

20日(水)、22日(金)、28日(木)、29日(金) 歯科口腔外科
小島歯科医師 8日(金)

※5日(火)初診は、都合により受付を10時までとさせて
いただきます。谷村医師 22日(金) 

中島医師 13日(水) 

編集後記

★第101回　漢方症例検討会
　日 時：平成31年3月15日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院 外来診療棟1階 11会議室

★糖尿病療養指導のための講習会
　日 時：平成31年3月22日（金）17時30分から
　場 所：富山県立中央病院　外来診療棟３階 35会議室
　講 義：「妊娠と耐糖能異常・その管理」
　問題演習：「血糖コントロールに影響する薬剤」
　事例から学び実践へ：「糖尿病腎症患者への療養指導のポイント」

小児科病診連携症例検討会
　日 時：平成31年3月28日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院 中央病棟B 1階会議室

連携談話会・症例検討会のご案内1

★…医療機関スタッフの方々の公開学習の場と
　　しています。お気軽にご参加ください。

看 護 部 の 紹 介

薬 剤 部 の 紹 介

栄養管理科の 紹介

★第63回　富山県立中央病院歯科口腔外科病診連携症例検討会
　日 時：平成31年3月1日（金）19時から
　場 所：富山県立中央病院 外来診療棟3階 35会議室

★第121回　富山県立中央病院消化器キャンサーボード
　日 時：平成31年3月7日（木）18時から
　場 所：富山県立中央病院5階ホール

★中央病院病診連携談話会
　日 時：平成31年3月11日（月）19時から
　場 所：富山県立中央病院5階ホール

富山県皮膚科病診連携症例検討会（二木会）
　日 時：平成31年3月14日（木）19時から
　場 所：富山県立中央病院 中央病棟B 1階会議室


