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『平行棒』
　私たち理学療法士は、外傷や病気等で歩行困難と
なった患者さんに対し、歩行ができるようになるため
の指導を行っている。歩行練習には色々な器具が必要
であるが、そのひとつが平行棒である。最近では病室
内でリハビリテーションを開始することが増え、より実
用的にトレーニングができる歩行器を使用することが
多くなっているが、リハビリテーション室で行う平行棒
でのトレーニングは、一般的に見かけるリハビリテー
ションの一場面であろう。
　平行棒はそれ以外にも、歩行の基礎となる筋力やバ
ランスのトレーニングを行うときにも使われる。平行棒
でトレーニングする利点として、立つ・歩くといった動
作の細かいところを修正できることや、転倒予防など
の安全面に配慮できる点がある。歩行能力が改善して

くれば、歩行自
立に向かって杖
歩行や独歩と歩
行レベルを上げ
ていくことが可
能となる。
　人は立ったり
歩いたりするこ
とで、一定水準
の生活を営むことができる。歩行困難となった患者さ
んにとって、歩くための支えとなる平行棒は、日常生活
や社会復帰に向けた第一歩を踏み出すために欠かす
ことのできないものである。

（文　理学療法士主査　松井　道浩）

「感染管理の知識と技術で療養を支えます。」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～感染管理認定看護師～

感染管理係　係長　後藤　恵

　私は病院を訪れる全ての方々が、病院の中で感
染症にかからないように活動をしています。直接患
者さんにお目にかかる機会は少なく、「縁の下の力
持ち」として皆様の療養を支えています。
　今の季節に流行するインフルエンザ対策のため、
病院内に貼ってあるポスター（写真）は私が作りま
した。インフルエンザは病気療養中などの体力の無
い方がかかると命にかかわることもあります。その
ため、流行の様子で面会などの制限も行います。そ
の時期を見極めるのも私の仕事の一つです。患者
さんが安心して療養できる環境作りのため、毎年ご
協力いただいています。
　私が感染管理認定看護師の知識・技術を修得し
ようと思った理由を少しお話しします。皆さん、ナイ
チンゲールをご存じですか。ナイチンゲールは「疫学
の母」と言われる1850年代の看護師です。彼女は
「患者さんの回復を妨げないように空気や水、温度

を整え、そして
適切な食べ物
を供給しましょ
う」と活動し、
戦争中の病院
で感染症が原
因で亡くなる兵
隊さんを10分
の1に減らしました。そんなナイチンゲールに魅せら
れて看護師となり、感染管理を志すようになりまし
た。
　感染管理は地域すべての病院が協力して行う必
要があると考えています。近隣病院にも同じ感染管
理認定看護師を志す仲間ができ、いろいろお話を
する機会が増えています。この輪を少しずつ広げ、
夢は「院内感染ゼロの伊勢崎地域！」です。皆さん、
ご協力をお願いします。

病院長　小林　幹男年頭挨拶

　明けましておめでとうございます。

　昨年は手術支援ロボット（ダヴィンチ）を用いた前立

腺摘出の手術が開始されました。そして、産婦人科（卵

巣腫瘍摘出術）と心臓血管外科（僧帽弁形成術）でも

内視鏡手術が加わり、ほぼ全科で内視鏡手術が行わ

れるようになりました。今後も患者さんの身体的負担の

少ない、安心安全な医療を積極的に推進していきたいと考えています。

　また、診療報酬の改定と医療法の改正があり、今後の当病院の方向性につ

いては「継続して急性期医療を行う」という方針を決定しました。

　医療の高度化、専門化が進む中、一つの医療機関で医療を完結する時代か

ら、地域全体で医療を完結する時代となっています。当病院では、地域の中核

病院として、他の医療機関と相互に円滑な連携を図り、機能や特徴を効果的に

活用する地域連携の強化を推進しているところです。そこで、今年は患者さんの

入退院の窓口となる支援センターの移設拡充を行い、一層のサービス向上を図

りたいと考えています。

　また、救急医療にも重点を置き、「救急車を断らない」を合言葉に院内体制の

充実を図っていきます。

　今年も職員一同、頑張りますのでよろしくお願いします。
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ロボット本体

手術の様子（右手奥が術者（医師））

３次元の立体画像 コントローラー

開腹手術の創部 ロボット手術の創部

泌尿器科主任診療部長　竹澤　 豊

低侵襲で回復が早い先進手術

　泌尿器科では、患者さんの体に負担が少な
い治療の一環として、腹腔鏡手術を積極的に
行ってきましたが、このたび、最新鋭の手術支
援ロボットのダヴィンチを導入しました。ロボッ
トといっても、人のような形をしていたり、医師
の代わりに手術を自動で行ったりするわけで
はありません。手術を行うのはあくまで医師で
す。医師がロボットを遠隔操作して手術を行い
ます。 ダヴィンチは、ロボット本体と操作台、
助手用のモニターなどで構成され、ロボット本
体には３本のアームと１本のカメラが装着され
ています。術者（医師）はケーブルでつながっ
た操作台のコントローラーで中に映し出される
３次元の立体画像を見ながらアームを操り、
患部の切除や縫合を行います。助手は患者さ
んの横にいて手術補助をします。
　ダヴィンチ手術は患者さんに負担の少ない
腹腔鏡手術の精度をさらに上げる先進手術
です。従来の腹腔鏡手術に比べて３次元の立
体画像が見られることと鉗子類の自由度が高
いことの利点があります。そのため、より繊細

な手術を行うことが可能になりました。ダヴィ
ンチ手術は、腹腔鏡手術と同様に患者さんの
体に小さな穴を開けて行います。開腹手術に
比べて傷口が小さいため、手術中の出血量が
少ない、手術後の疼痛が軽減できる、合併症
リスクの軽減ができるといったメリットがあり
ます。従来の腹腔鏡手術では習得が非常に困

難だった尿道と膀胱の吻合などもダヴィンチ手
術では、とてもスムーズに行うことができます。
　前立腺がん手術の合併症として、尿失禁、
性機能障害があります。従来は、がんをきれい
に摘除することと排尿機能、性機能を温存す
ることの両立は非常に困難な課題でしたが、
ダヴィンチを用いることで患者さんの生活の
質を低下させるそれらの合併症の制御ができ
るようになりました。
　現在は前立腺がん手術にのみ保険適用の
承認がされていますが、今後は、腎臓がん手
術、胃がん手術などへの保険適用拡大が期待
されます。

　従来の開腹手術、腹腔鏡手術に比べ以下のような
特長を有します。
１）安全性：合併症リスクの軽減、出血量の減少
２）確実性：良好な治療成績
３）機能温存：尿失禁からの早期回復
４）低侵襲：痛みの軽減、早期の社会復帰

10倍のズームが可能な内視鏡カ
メラによって、より精密な手術が
可能になります。

フットペダルで切り替えるこ
とによって、2本のコントロー
ラーでロボット本体の3本の
アームと1本のカメラを操作し
ます。また、手ぶれ補正機能
によって正確に操作すること
ができます。

手術支援ロボット　ダヴィンチ導入
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