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手術支援ロボット
「ダヴィンチ Xⅰ」のご紹介

　平素より大変お世話になっております。 今月は当院で導入しました手術支援ロボット 「ダヴィンチ Xi」 に

ついてご紹介いたします。 泌尿器科の手術の向上を目指し、 地域の患者様 ・ 先生方のお役に立てるよう

さらに努力して参ります。

　このたび黒沢病院において手術支援ロボット 「da Vinci ダヴィンチ Xi」 を 2022 年 3 月に導入し、 腹腔

鏡 ・ ロボット手術センターを立ち上げました。 泌尿器科における前立腺癌、 腎癌に対する 「ロボット支援 腹

腔鏡下手術」 を 2022 年 6 月から開始しました。

　当院泌尿器科では 2018 年度から腹腔鏡手術を開始し、 前立腺癌や腎癌などに対する腹腔鏡手術を現

在までに 150 件以上施行してきました。 ロボット支援下手術は腹腔鏡手術をさらに発展させたもので、 従

来の腹腔鏡手術と同様に手術の傷が小さく、 出血が少ない等、 患者さんの身体に負担が少ない特徴をも

ちながら、 手術支援ロボットを医師が操作することでさらに繊細な手術を行うことが可能です。 そのため通

常の腹腔鏡手術と比較しても術後合併症の軽減や手術時間の短縮などのメリットがあります。

　日本でのロボット支援手術は、 2012 年から前立腺癌に対する 「ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術」

が最初の保険適応となり、 2016 年からは腎癌に対する 「ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術」 が保険適

応に追加され、 泌尿器科の手術を中心に普及してきました。 現在では泌尿器科以外の手術も含め、 手術

適応が広がっています。

　手術支援ロボットはインテュイティブサージカル社のダヴィンチがシェアのほとんどを占めており、 当院に

導入されたダヴィンチ Xi はその中でも最新、 最上位機種となります。

手術支援ロボット「da Vinci ダヴィンチ Xⅰ」を導入しました！
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　ロボット支援下手術を行うために医師、 手術室看護師、 臨

床工学技士による手術チームを結成し、 担当医師達は所定の

トレーニングを修了することでライセンスを取得しています。 ま

た保険診療としてロボット支援下手術を行うためには所定の手

術件数を経験していることなどの施設基準を満たす必要があり

ます。 当院は前立腺癌および腎癌に対するロボット支援下手

術の施設基準を取得しております。

　手術支援ロボットの導入により、 今まで以上に質の高い前立腺癌、 腎癌の手術を患者さんに提供できる

ようになりました。 今後はさらに手術適応疾患を増やしていく予定です。

　前立腺癌 （PSA 高値などの疑い症例も含め） や腎腫瘍の患者さんについて当院へ引き続き御紹介いた

だければ幸いです。

　セカンドオピニオンとは、 患者様が現在の病気について、 主治医以外の医師から意見を聞くことです。

なお、 セカンドオピニオンでは病気の 「相談」 に限りますので 「検査 ・ 治療」 等はおこないません。 完全

予約制ですので、 事前にお申し込みください。

【担当医】

　伊藤 一人…膀胱癌、 腎盂 ・ 尿管癌、 前立腺癌の手術、 放射線、 薬物療法

　古谷 洋介…腎癌 （腎腫瘍） の手術、 薬物療法、 腹腔鏡手術 （前立腺癌 ・ 腎腫瘍）、 前立腺肥大症手術等

【対象者】

　（1） 患者様ご本人 （相談）

　※やむを得ずご本人様が来院できない場合には、 ご家族だけでも対象としますが、 患者様との続柄が確認で　　

　きる書類 （保険証コピーなど） と患者様本人の同意書が必要です。

　※患者様が未成年者の場合は、 ご相談者との続柄を示す書類 （健康保険証） などが必要です。

　（2） 癌の場合には、 患者様へ告知されている方

　（3） 相談に必要な資料が揃えられる方

【対象とならない方】

　（1） 主治医に対する不満、 医療過誤及び裁判係争中に関する相談の場合

　（2） 医療費の内容、 医療給付に関わる相談の場合

　（3） 死亡した患者様を対象とする場合

　（4） 主治医が了解していない場合

　（5） 必要な資料 （情報提供書 ・ 検査データ ・ レントゲンフィルムなど） をお持ちでない場合

　（6） 予約外の場合

【必要書類】

　（1） 現在治療を受けている医師が作成した診療情報提供書 （紹介状）

　（2） レントゲン、 CT、 MRI （CD-R） などの資料

　（3） 病理診断結果

　※資料は個人情報保護 （紛失防止） のため、 郵送 ・ 宅急便などによる送付は受付けしておりません。

　（4） 申込書 （電話でお申し込みの方のみ）

　（5） 同意書 （ご相談者がご本人以外の場合は同意書を必ずお持ちください）

【費用】　

　1 回につき 33,000 円 （税込） ※全額自費になります。 保険証は適応されません。

　（1） 電話、 または 1F 外来受付窓口にてお申込ください。

　（2） お申込受付後、 医師と相談の上、 相談日時を決定いたします。

　※お申込から相談日時の決定まで 7 日～ 10 日程度の日数がかかります。 相談内容によってはお断りする場合も

　　　ございます。

　TEL　027-352-1111（代表）受付時間　9：00 ～ 18：00

セカンドオピニオンのご紹介

泌尿器科　腹腔鏡部長　古谷洋介
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「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 2022年9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

大　森 武　山 脳神経外科医師 塚　越 脳神経外科医師 脳神経外科医師

平　木 平　木 尾   澤 田口(11時まで) 平　木

田口(11時まで) 呼吸器(10時30まで)
(第1・3・5　11時まで）

尾　澤
永島(第1・3・5） 出津（血管）
成澤(第2・4） （第2・4　１０時３０分まで）

平　木 尾　澤 平木(第２・４） 平　木 尾澤（第２・４・５） 平　木

尾　澤

高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器) 山　岸 佐藤裕(循環器)

松　本 浅　香 太　田 太　田 松　本 松　本

矢島（予約のみ） 井　上 錦戸(第１のみ11時 30分まで) 白川(11時30分まで） 町田（予約制１２時まで） 前野(睡眠時 第2）

浅　香 阿　部 高橋(循環器) 内科医師
矢島（予約のみ） (11時まで)

山　岸 佐藤裕(循環器) 高　橋徹 山　岸 高　橋徹 佐藤裕(循環器)

町　田 松　本 町　田 矢　島 上　野 松　本
(一般・睡眠時） 太　田 堀口（肝臓） 浅香（17時まで）

矢島（予約のみ） 矢　島 矢島（予約のみ） 齋　藤

午前 尾　澤 菊地(10時30分まで)

午後 遠藤敬(予約制) 尾澤(第1・3) 尾　澤

形成（11時30分まで） 牧口(第４）
正田（第1）

櫻井（第2）

長谷川（第３）

森（第4・5）

岡邨 松　尾 米本(第1,3,5)

岡邨(第2,4)

須藤 松　尾 整形外科医師

井上（予約制11時まで） 金（予約制11時まで）

午後 遠藤(美容皮膚科･予約制)

午前 浅野目(12時～） 岸（予約のみ） 酒　井 浅野目(12時～）

午後 浅野目 岸 酒　井 浅野目 浅野目 岸（第1,3,5）酒井（第2・4）

小　林充 河   内 小　林充 小　林充 河　内 小　林充

佐　藤 河　内 葭　葉 齊　藤 田　中

代田（第２のみ） ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4)

小　林充 河内(16時～18時） 小　林充 小　林充 齊　藤 小　林充

佐　藤 代田（第２のみ） 手術日 ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄ重原(第4) 田　中

　

午前

脳神経外科
(脳卒中）

午前

午後

整形外科
午前

形成外科 午前のみ

午前

乳腺外科

婦人科

歯科･口腔外科

午前

午後

午前

皮膚科

午後

泌尿器科

午前

外 科

午後

午後

午後

内 科


