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あけましておめでとうございます

医療法人社団美心会 理事長 黒澤 功 

日頃より、黒沢病院ならびに医療法人社団美心会グループに対しまし

て格別のご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

当法人は「良質な総合医療サービスの提供」を経営理念とし、予防医

療（人間ドック・健診）フィットネスクラブのヴァレオプロ（天然温

泉付き・医療費控除の医学的運動施設）、急性期医療、老健、介護付き

有料老人ホーム、特別養護老人ホーム等に加え便利屋（ベンリーくろ

さわ）を整え、国が推進する地域包括ケアシステムを完成させました。

一日でも在宅で暮らせる日を延ばし、救急車で来た人に対して、家に

帰れない人はその回復状態によりそれぞれの施設において一連で診る

ことにより、本人・家族が安心して生活できるようにいたしました。

急性期病院としては、脳卒中センターは、専門医が 24 時間 365 日常駐しホットライン体制を整

え、迅速かつ適切な治療の実現に努めています。2019 年には脳疾患の救急車受入台数は県内で

最も多く 700 台以上であり、全体の救急受入は 2700 台以上（※）でした。ｔ-PA も年間 45 件実

施し、脳梗塞の超急性期治療に貢献しています。（※群馬県統合型医療情報システムより）

泌尿器科においては、腹腔鏡手術の充実を図り、腎癌、前立腺癌、腎盂・尿管癌、副腎腫瘍な

ど全ての泌尿器科的手術に対応しています。更に今年は、群馬県では本格的に行われていない

尿失禁に対して仙骨神経刺激法（SNM）を開始し、骨盤臓器脱に対する腹腔鏡手術も予定して

おります。（次頁参照）

今後は、医師を始めスタッフの充実、外国の看護大学と連携し優秀な外国人看護師を採用し、

日本で介護士をしてもらいながら日本の看護学校にて教育し日本の看護師の資格を取らせたい

と考えています。

多職種が連携し“ワンチーム”で地域医療の充実の為に努力いたします。より充実した体制を

整え当グループが更に皆様のお役に立てるように頑張ります。

今後のご指導、ご協力をお願い申し上げます。
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当院では、 難治性過活動膀胱の患者さんには SNM、 腹圧性尿失禁 （咳やくしゃみ、 重い物を持つな

ど腹圧がかかったときに漏れる） の患者さんにはスリング手術 （TVT、 TOT） を行っています。 手術に

関心のある尿失禁の患者さんがいらっしゃいましたら、失禁のタイプを評価し、適応があれば積極的に行っ

ておりますので、 ご相談いただければと思います。

　過活動膀胱は “急に尿意を催し、 我慢できない （尿意切迫感）”、 “トイレが近い （頻尿）”、 “夜中に

何度もトイレに起きる （夜間頻尿）”、 “我慢ができずに尿が漏れる （切迫性尿失禁）” などの症状を示す

病気です。 過活動膀胱の治療は、 行動療法 （尿意を少しだけ我慢する、 骨盤底筋体操をおこなう） や

薬物療法が第一選択としておこなわれます。 これらの治療をおこなっても症状が良くならない場合を難治

性過活動膀胱といいます。

　仙骨神経刺激療法 （SNM） は、 排泄に関係する神経に持続的に電気刺激を与え、 過活動膀胱や便

失禁の改善を図る治療法です （図 1）。 欧米では 20 年程前から実施されており、 日本でも 2014 年 4 月

から便失禁に対して保険適応となり、 今回 2017 年 9 月に難治性過活動膀胱に対して新たに保険適応と

なりました。

　SNM は、 第一段階でリード埋め込み術をおこない、 体外に装着する機器を用いて一定期間 （1-2 週間）

電気刺激をおこない、 十分な治療効果が得られ

るかを確認します。 効果が認められた場合には、

体内植込み型の刺激装置を臀部に植込み治療

を継続します。 無効の場合には、 リードを抜去

します。 試験刺激で有効性を確認できること、

無効であった場合でもリードを抜去することで元

の状態に戻れることが、 SNM の利点です。

　欧米を中心に数々の臨床試験がおこなわれ、 その効果が証明されています。 米国でおこなわれた臨

床試験では、治療開始3ヶ月の時点で、1日の尿失禁回数が約4割の患者さんで0回になりました。また、

約 8 割の患者さんで手術前の半分以下に減少しました。 頻尿の患者さんでは、 約 7 割の方が 8 回未

満の通常排尿回数となりました。 また、 5 年間の長期成績も報告されており、 切迫性尿失禁患者さんの

1 日失禁回数が術前 9.6 回から術後 5 年で 3.9 回に減少しており、 切迫性尿失禁患者さんの約 70% で

効果が持続しています （図 2）。

1. 難治性過活動膀胱に伴う尿失禁に対して、仙骨神経刺激療法を開始しました

SNMとは？適応患者は？

当院泌尿器科における手術の報告

SNMの治療効果は？

さいごに

図 1 SNMの概要

図 2　SNMの成績
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　当院では 2018 年度より泌尿器科の腹腔鏡手術を開始し、 約１年半の間に前立腺癌 （前立腺全摘）

26 例、 腎癌 19 例 （腎摘除術 ： 12 例、 腎部分切除術７例）、 尿管癌 （腎尿管全摘） 2 例と多くの腹

腔鏡手術を問題なく行うことができました。 また、 高度の前立腺肥大症に対するホルミウムレーザー前

立腺核出術 （HoLEP） の件数も非常に多くなっております。 日頃から患者様を御紹介頂き、 ありがと

うございます。

　今までは泌尿器科の悪性腫瘍を中心に腹腔鏡手術を行ってきましたが、新たに骨盤臓器脱（子宮脱、

膀胱脱など） に対する腹腔鏡下仙骨膣固定術 （Laparoscopic SacroColpopexy : LSC） を開始する予

定です。

　女性の骨盤内臓器 （膀胱、 子宮、 直腸、 小腸など） が、 膣から膣壁ごと脱出する疾患です。 脱

出する臓器によって膀胱脱、 子宮脱、 直腸脱などと呼ばれます （図 1）。 主な症状として 「股間に何

か触れる」 「股間にピンポン玉のようなものがある感じ」 などと訴える方が多く、 さらに重症になると排尿

障害、 水腎症、 びらん、 出血をきたします。 原因として経膣分娩、 閉経、 肥満、 便秘などの要因

から骨盤底を支える構造に破綻をきたして生じると考えられています。 頻度は非常に多く、 お産を経験

した女性の３人に１人と言われています。

2．当院泌尿器科の腹腔鏡手術

3．骨盤臓器脱について

図１骨盤臓器脱
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　骨盤臓器脱に対する手術療法として本邦では 2016 年に保険収載された比較的新しい手術が腹腔鏡

下仙骨膣固定術 （以下 LSC） です。 膣と膀胱、 膣と直腸の間を剥離し、 膣前後を覆うようにメッシュ

を留置します。 膣を本来の位置に引き上げるようにメッシュを仙骨に固定し骨盤臓器脱を改善する手術

です （図 3）。

　一般的には子宮を部分切除することが多いですが、 子宮を温存する術式も可能です。 従来は開腹

手術が必要であったため手術の侵襲が高いことが問題でしたが、 腹腔鏡手術でおこなうことが可能とな

り侵襲が低く （図 2）、 欧米では骨盤臓器脱の手術としてゴールデンスタンダートとなっています。

　LSC は有効性が高く、 ほぼ全てのタイプの骨盤臓器脱が治療可能であり、 再発率が非常に低いこと

などのメリットがあります。 一方、 腹腔鏡手術の中でも手術手技が複雑であり施行出来る施設は限られ

ています。 群馬県内の病院の泌尿器科ではほとんどおこなわれていない状況です。 この度、 当院で

は LSC 手術の実績に優れる日本大学医学部泌尿器科と連携し、LSC 手術を開始することになりました。

　骨盤臓器脱にお悩みの患者様がおりましたら黒沢病院　泌尿器科に御紹介頂ければ幸いです。 ま

たその他の泌尿器科疾患に対する治療も引き続き誠心誠意おこなって参ります。 今後ともよろしくお願

いいたします。

　日々の連携のなかで、 お気づきの点等ございまし

たらご指導いただければ幸いです。 皆様に必要とさ

れる病院を目指し、 スタッフ一丸となり地域医療に

貢献出来るよう努力して参ります。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

4．腹腔鏡下仙骨膣固定術（Laparoscopic SacroColpopexy : LSC）

≪地域医療連携センター≫

センター長

外来連携

係長

MSW

看護師

事務

大森 重宏（黒沢病院副院長）

加庭 博文

渡辺 加代子

目黒 翔子　伊藤 隆晃

小林 有希　金坂 美朋　池田 愛

木村 敦

地域医療連携センターのご案内

 
 図 2　LSC の手術創 図 3　膣前後に挿入したメッシュを仙骨に固定します

 

 

医療法人社団美心会 
黒沢病院・黒沢病院附属ヘルスパーククリニック くろさわ地域医療連携室だより　1月号



「くろさわ地域医療連携だより」の送付の必要性がない場合にはお手数ですが、下記に医療機関名をご記入

いただき、ＦＡＸにてご連絡ください。送付を中止させていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所　　　　　　　　　市　　　　　　　　町　　　　医療機関名　　　　　　　　　　　　　　

黒沢病院
〒370-1203　高崎市矢中町 187

TEL：027-352-1166　FAX：027-352-7925

黒沢病院附属ヘルスパーククリニック
〒370-1203　高崎市矢中町 188

TEL：027-352-1111　FAX：027-353-1188

外来診療予定表
受付時間7:00～18:00　診療時間　午前：9:00～13:00　午後：15:00～18:00 2020年1月1日～

診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

黒　澤 曲 黒　澤 小　倉 伊　藤 伊　藤

伊　藤 古谷/馬場 小　倉 馬　場 曲 小倉/曲

大　木 大　木 古　谷

小　倉 曲 伊　藤 小　倉 曲 古谷／大木

曲(排尿機能・予約制） 古　谷

中　島 中　島 大　森 中　島 中　島 小倉丈

木　幡

大　森 武　山 大　森 脳神経外科医師 大森/小倉/木幡脳神経外科医師

平　木 平　木 矢部（一般外科） 菊地(乳腺) 田　口 平　木

田口(11時30分まで) 栗原(乳腺・予約制) (第1・3・5水　10時まで） (11時30分まで) (11時30分まで)

伊部(呼吸器　第2・3・火） 出津（血管）
(11時30分まで) （第2・4水　１０時３０分まで）

平　木 遠藤敬 平木(第２・４水） 平　木 栗原(乳腺・予約制) 平　木

栗原(乳腺・予約制) (乳腺･予約制) 矢部（乳腺　第２・４水）
(第1,3金) 栗原(乳腺・予約制)

矢部（一般外科） 矢部（一般外科）

佐藤裕(循環器) 石　井 佐藤裕 11時まで 佐藤裕(循環器) 町田（予約制） 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 石　井 太田(12時まで) 松　本
上　野 上　野 錦戸(11時 30分まで) 松　本 高橋(循環器) 浅　香

直田（循環器） 浅　香 (12時まで) 山口(睡眠時 第１土）

(12時まで) 内科医師 内科医師
佐藤裕(循環器) 佐藤裕(循環器) 町　田 高　橋伸 上　野 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 堀口（肝臓） 内科医師 松　本
(一般・睡眠時） 太　田 浅香（17時まで）

前野(睡眠時 第4土）

中村(整形･形成外科) 整形外科医師(第1土)

手術の為11時30分まで

牧口(整形･形成外科第４水） 米本(第2,3,5土)

中島（第4土）

整形外科医師

午前 神山(12時まで) 神山(11時～12時まで) 神山(12時まで) 神山(12時まで) 神山(11時～12時まで)

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前

午後 浅野目 浅野目 浅野目 浅野目

小　林充 河   内 小　林充 小　林充 河　内 小　林充

葭　葉 河　内 栗　原祐 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第2・4金) 齊　藤

代田（第２水のみ）

小　林充 河内(16時～18時） 小　林充 小　林充 河内(16時～18時） 小　林充

葭　葉 代田（第２水のみ） 手術日（第２・４） ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第2・4金) 齊　藤

　

午後

泌尿器科

午前

脳神経外科
(脳卒中）

午後

整形外科

皮膚科

午後

内 科

外 科

午前

午前

午後

午前

午前

午後

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

木幡(脳血管）


