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泌尿�科で⾏っている早期の前立�がんの

�療には、⼿��援ロボット「ダヴィン

チ」を使⽤しています。これは、ロボット

を⽤いることによる�らかなデメリットが

なく、有�性が�立された�療��の１つ

です。ダヴィンチがどんな�械なのか、ど

んなメリットがあるかは中の��をご�く

ださい。



⼿��援ロボット「ダヴィンチ」で
�者に�り�う�療を

内��カメラと�間の⼿の�の４�

のアームが�わっています。アーム

は�間の⼿よりよりはるかに回�

し、指の��となる��が柔�な動

きをすることで、��や⾎�、��

がひしめき�う体内でも�野が�が

り、従来��だった狭い範囲や�い

箇�にもアプローチできます。また

�師の動きを��に再現しますが、

⼿�れ�⽌��や動きを�⼩する�

�がついていて、より��な⼿技が

可�となっています。

Iロボットアーム

 腹�の⼿�をするとき、⼤きく�け

るとお腹を開いて��アプローチする

開腹⼿�とお腹に⼩さな�を�か�あ

けカメラを使ってお腹の中をモニター

で映しその映�を⾒ながら⾏う腹��

⼿�があります。「ダヴィンチ」は、

この腹��⼿�をサポートするロボッ

トです。

 当�では、2018年に��され、現在

まで�科、泌尿�科、��科での�例

が⾏われてきました。ロボットに⼿�

されると�えると�し怖いという�も

いらっしゃるかもしれませんが、�械

が⾃動的に動くのではなく、�師がコ

ンソールと呼ばれる操作�に�り、３

Ｄの��モニターを⾒ながら、ロボッ

トアームを操作し⼿�を��します。

  ダヴィンチの��は⼿⾸�上の可動

域と柔�でズレのない�かさを持ち、

�間の⼿と同じように�かな動きを可

�にします。

カメラで映しだされた

映�は鮮�な３Ｄ��

で、�⼤もできます。

主��だけでなく、チ

ームで情�を共有でき

るため、よりスムーズ

な��をとることがで

きます。

I��モニター

�械の前に�師が�り

��でアームを操作し

ます。�時間の立ちっ

ぱなしや�理な体�を

�いられることがな

く、�体的な負担が軽

減され、��な⼿技を

⾏うことができます。

Iコンソール

��から２年を

�えて
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 �科では�腸がんに�してロボット⼿�を⾏ってきま

した。�腸がんに�しての腹��⼿�や開腹⼿�に�べ

てのロボット⼿�のメリットはふたつあると�えていま

す。⼀つは肛⾨温�ができる可�性が�い点です。�腸

がんというとすぐに�⼯肛⾨というイメージがあるので

はと思います。�かに、がんが肛⾨�くになればなるほ

ど�⼯肛⾨となる可�性が�くなります。ダヴィンチ⼿

�では、狭い⾻�内ではロボットの�性を⼗�発揮で

き、⾻���くまで操作ができることからより�くの�

者さんに肛⾨温�が可�となり得ます。もうひとつはロ

ボット⼿�の�が腹��⼿�や開腹⼿�に�べ�尿�

�、性����が減らせる点です。�腸のすぐ�に�在

する⾻����（そう）と�って�尿や性��を司って

いる��の束があります。下�の�腸がん⼿�の�には

その��の束を�らざるを得ません。ロボット⼿�では

��の先�が540度回�させられることから�切な⾓度

で左右の��の束に�って⼿�が可�で��の��が減

らせているからと�えています。すべての�腸がん�者

さんに��になるわけではありませんが、��も研�を

つんで、よりよい�療を提供していきたいと�えていま

す。

 �科��兼中央⼿���  

池永 照史郎⼀期 

⽇��科��専⾨�・指��、⽇�消���科��専⾨�・指

��、⽇�消���科��消��がん�科�療���、⽇�が

ん�療����構がん�療���、Certificate of da Vinci

System Training As a Console Surgeon、⽇�DMAT�員

 ダヴィンチ⼿�の��に�い�師と同�にダヴィンチトレーニングを受けた看�師が��、

間��助を⾏っております。ダヴィンチ⼿�では頭を20度から25度�くした体�で⼿�を⾏

います。⼿�看�で気を付けている事は、��な体�のため��発⽣を�ぐためのポジショニ

ングや��なスポンジを⽤い、��発⽣の予�をしております。また⼿�を受けるという事

は、ほとんどの�者さんにとって未知で不�なものです。そのような漠�とした不�を理�

し、�者が��して⼿�を受けられるよう、⼿��スタッフが�前の�問を��して良�な�

頼��を築くための�⼒をしています。��と��が提供できるよう、なおかつ円滑に⼿�が

�⾏されるように�掛け、⼿�看�を提供していきます。

 �年、�療技�や��受�率の向上に�い�気の発⾒

率が��しています。もし、⼿�を受けなければならな

いような�気を�告された場�⼤きなショックを受け、

��の⽣活のこと、��のこと、仕事のことなどたくさ

んの不�と戦わなければなりません。そのような中で、

�気と向き�い、�療へ�むとき、��の��や��が

�わっている都�の��や専⾨��のほうがよりよい�

療が受けられるのではないかと思い�かべるかもしれま

せん。しかし、わざわざ�くまで⾏き、�れない⼟地で

�療することは�体的だけではなく、精�的・金�的に

も⼤きな負担を�います。

 昔からこの地域に�む�々が�く�う三沢��にこの

�先���を��でき、�の�い�療を提供できること

は地域�療を担う��として�常に⼤きな⼀�であると

�えています。�状を�正に��し、どのような�療が

よいかを��・提�しこれからも�者さんに�り�って

まいります。

 よって、これまでの腹��⼿�では�しいとされてきた

⾻���（前立�、�腸、��）の⼿�をより正�に⾏う

ことができます。さらに、��した�野が�保される為、

より��な⼿技が可�となり、�中・��の�併�の軽減

につながっていると�えます。

※��は、⽶粒を1粒ずつ挟むことができ、さらにそこへ��を書くこ

とができるほどの、�常に精�な操作が可�です。

〜�体のケアから�のケアまで⼿��看�師の��な��〜



 ��告⽰��である当�は、予��者さんで��する�

来��時や�療スタッフが�ない�間・休⽇なども�む24

時間365⽇���者の受け�れを⾏っています。��前に

看�師が「��度��（トリアージ）」を⾏い、優先順�

をつけて��することは�者さんの⽣�の予�や�療�の

��復�率を�めるために�常に重�となっています。そ

こで、「トリアージナース」の��を�しお�えできれば

と思います。

 トリアージとは「�別する」という�味であり、�者さ

んに��に��する看�師は、すぐに�師の��が必�な

のか、待�できるのか��し、待�できるのであれば場�

や時間の��をするという��があります。この��は、

⽇���看���の指�を基に、�⼀��の重��、�染

性��の有�、�状の主�な�えの��、⾃覚�状の問

�、バイタルサイン測�、他覚�⾒などのいくつもの情�

を��したうえで、��的にJTASという��度���援

システムの5��で決�されます。��⾞で��されてき

た�者さんだからといって必ずしもすぐに�療をしなけれ

ばならないというわけではありません。⾃�⽤⾞や独�で

来�された�者さんでも��度・重�度が�いことが�在

するため、来���に�わらず�員に��度��を⾏って

います。また、⼩児は�状の�えが��ではなかったり、

��の未�性から��が�く重��しやすいため、��・

�識、呼�状�、末梢��の３つの指標により��に��

しています。

 �者さんが�じている�状との相�や⾒た⽬だけでわか

るものではないので、トリアージする看�師には�い��

の知識、�者さんやその��との�いコミュニケーション

�⼒、他�種との���⼒、また時間とともに�状が��

する可�性がありますので�切に再�価する��⼒が必�

となります。

 なんらかの不�があって来�しているときに体�する待

ち時間は決して�快な時間ではありません。��・�療�

�まで��な��を⾏いスタッフ間での�異のない��が

できるよう、知識を共有し「��な��の徴�や�状を予

測」できる看�師として、「��と��」を提供できるよ

う�めていきたいと思います。

 �気やケガは、⽇にちや時間を�ぶことなくやってきま

す。⼤切に思う�が��、体�不良となった場�どんな思

いになるでしょうか。�は思います「�よりも先に��し

て�しい」「とにかく早くなんとかして�しい」と。しか

し、�もが同じ思いをしていたとして、来�した順�に�

�を受けることが当�だとしていたらどうなるのでしょう

か…。それは、⼤切に思う�を失ってしまうかもしれない

ことに。なぜなら、��な��を⽰�する徴�や�状があ

る�より��が�わない��の�が優先されることで助け

られるはずの�の�療が⼿�れになってしまうかもしれな

いからです。このようなことを回�するために、�師の�

�前問�を��するトリアージナースが�在します。

 

���来の��み

〜⼀�ひとりが�切な�療が受けられるように〜

J T A Sの��度��

蘇⽣（�ちに�療・��が必�）

���⽌、重��傷、��持�、�度な�識��、重篤な呼�

��など

��（10��内に��が必�）

��性��、�しい頭�・腹�、中等度の�識��、�うつ、⾃

傷⾏為など

���（30��内に��が必�）

�状のない�⾎圧、���の状�、�形のある���傷、中等度

の頭�・腹�、活動期��など

���（1時間�内に��が必�）

尿路�染�、��を必�とする�傷、不穏状�など

���（2時間�内に��が必�）

軽度のアレルギー��、��を�しない�傷、処�、�査希�な

ど

レベル 1

レベル2

レベル3

レベル4

レベル5

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

⽇���看����� トリアージナース  酒井 ��

トリアージ・��度��



 当�は「良�な�療を提供する��」「�頼される��」「やさしい��」をスローガンとして、事業�理者をはじめ

スタッフ⼀同、��な����に�めております。この先も地域�療を担う��としてより良い����の�金とするた

めふるさと��（ふるさとまちづくり�附金）を募ります。�くの��のご�援を賜りますようお願い申し上げます。

 ふるさと��（ふるさとまちづくり�附金）を活⽤し、三沢��のために100,000円�上のご�附をいただいた�には�

�の�として、ご了�をいただいた場�のみ、ご��をホームページ�び�内掲⽰�、また、当�の���へ掲�させて

いただきます。

 9⽉下旬、�戸・��岸�の��で有�な⼤��堂のキッチンカーがやってき

て「しおてば」が��われました。�同��ファンライブの三井代�からは「コ

ロナ�の中で�療従事者を�援したいと思いました。�年はイベントが�くない

中、このようなスタイルで提供することでお�り気�を味わってもらい活気づ

き、これからインフルエンザの流⾏などでますます⼤�になる時期を乗り切って

いただきたいと思います。」とエールをいただきました。休�中や��が�わっ

たスタッフからは、おいしいと笑�がこぼれリラックスしたひと時を�ごすこと

ができました。ありがとうございました。

使⽤⽤�

〇�者さんへのサービス向上       「����の��・アメニティーの��を�りサービスの向上に�めます。」

〇�師�び�療スタッフのキャリアアップ 「�療の�度�に��できる�師�び�療スタッフの�成に��みます。」

〇��の�療・�先��療の提供     「��の�療を提供するため、�先�の�療��の��を��します。」

�任�師のご�� 3�の�たな�師が�任されましたのでご��いたします。

�療科

①�・��

②�味

 �技

③�負

キッチンカーからエール

TOPICSTOPICS

①�� �⽮ 晶�

②バドミントン

③三沢���です。いつも�

るく、周りの�々とのつなが

りを⼤切に⽇々精�していき

ます。

①�� マニワ ケイイチロウ

②�味�サイクリング、ドライブ

   ��・エスニック料理

 �技�⽇��

③�国からの�者�にも�切に��

いたします。

①�� ⽇下 �

②ゲーム・YOUTUBE�賞

③三沢�の�療に貢�でき

るように��ります。

ふるさと��（ふるさとまちづくり�附金）を募っています

 お  �み��

 ①インターネットによる�附は、ふるさと��サイト「さとふる」でお申�みいただき、使�「３」をご�択ください。

 ②インターネットによらない�附は、三沢�のホームページより「三沢�ふるさとまちづくり�附金申�書」をダウン

  ロードしていただき三沢��������へ郵�・ＦＡＸ・メール・��持�にてご提�ください。

 お問�せ先�三沢�立三沢���事� （内1010）

  �科 �形�科 泌尿�科
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 �型コロナウイルスの�内蔓�を�ぐため、発�、⾵��状が�くなど�型コロナ

ウイルス�染�の疑いのある�は事前にお電�にて受���についてご相�下さい。

また、�内に�る�はすべての�へマスクの�⽤と⼿の消�をお願いしております。

�⼝に���型の体温�を��していますので、�温し、�があった場�はスタッフ

にお申しつけ下さい。ご不便をおかけして申し�ございませんが、ご理�とご協⼒を

お願いいたします。また、下�についてもご留�下さい。

⾯�を制�しています

 ���療を⾏っている�者さんは、重��するリ

スクが�いため、�則⾯�を禁⽌しています。

 ただし、�状��、���時、⼿�・�査等によ

り��から�頼があった場�や⼩児など付き�いが

必�な場�、��時や�末期など�師の�可がでた

場�はこの�りではありません。�型コロナウイル

ス�染���者と����歴がある�、体�不良の

�はご�慮いただき、�時間・���での⾯�をお

願いいたします。

 ��の�が�まるイベント等の開�を⾒�わせお

ります。

 ��さんを��とした����や�期��のお�

さんを��とした�内��につきましては個別に�

�させていただきます。

 ハートフルコンサートや�内�開��につきまし

ては、再開の⽬�が立ち��、ホームページ等でお

知らせいたしますのでご��ください。

 

 三沢�立三沢��

 〠033-0022
⻘��三沢�⼤�三沢��⼝164�地65�

電�    ���0176-53-2161（代�）
ＦＡＸ���0176-53-2173

http://www.hospital.misawa.aomori.jp

�型コロナウイルス�染��策に�するお願い

イベント等の中⽌について


