
藤⽥医科⼤学 岡崎医療センター 外科

勝野秀稔、守瀬善⼀、菊地健司、遠藤智美、越智隆之、 

松尾⼀勲、鈴⽊和光、安岡宏展、中野裕⼦

当科の診療実績と特徴



本⽇の講演内容

医局員のご紹介

当科の診療実績について

当科の特徴について



開院初年度（2020）スタッフ



2021年度スタッフ

役職 卒業年度
  守瀬善⼀（肝胆膵） 病院⻑・教授 昭和62年

  勝野秀稔（下部） 准教授 平成8年

  菊地健⼀（上部） 准教授 平成14年

  遠藤智美 助教 平成15年

  越智隆之 助教 平成21年

  松尾⼀勲 助教 平成23年

  鈴⽊和光 助教 平成24年

  安岡宏展 助教 平成26年

  中野裕⼦ 助教 平成28年
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疾患別⼿術件数 
(2020年度)

第２位  ⿏径ヘルニア 112例   

第３位  胆⽯・胆嚢炎   97例

第４位  ⾍垂炎      50例

第１位  ⼤腸癌    140例   

第５位  胃癌       49例



悪性疾患⼿術件数 
(2020年度)

⼤腸癌  140例 （直腸 60例）   

胃癌     49例   

⾷道癌    7例   

膵癌     16例   

肝癌     14例   
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   施設基準

１．ロボット⽀援下腹腔鏡直腸切除・切断術を術者として10例以上  
  実施した経験を有する常勤の医師が１名以上配置されている

３．外科⼜は消化器外科、消化器内科、放射線科及び⿇酔科を標榜している保険医療機関である 
４．外科⼜は消化器外科について専⾨の知識及び５年以上の経験を有する常勤の医師が２名以上 
 （１名以上が、外科⼜は消化器外科について10年以上の経験）を有する 
５．緊急⼿術が実施可能な体制が整備されている 
６．常勤の臨床⼯学技⼠が１名以上配置されている 
７．当該療養に⽤いる機器について、適切に保守管理がなされている 
８．実施患者につき、関連学会と連携し⼿術適応等の治療⽅針の決定及び術後の管理等を⾏っている 
９．関係学会から⽰されている指針に基づき、当該⼿術が適切に実施されている

２．直腸切除・切断術⼜は腹腔鏡下直腸切除・切断術 (ロボット⼿術を含む)を 
  合計年間30例以上(うち腹腔鏡下⼿術(ロボット⼿術を含む)を年間10例以上)

内視鏡⼿術⽤⽀援機器を⽤いる直腸癌⼿術
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領域別特徴（上部消化管）
  ロボット⼿術の現状

•  ⾷道亜全摘 
•  幽⾨側胃切除 
•  噴⾨側胃切除 
•  胃全摘

保険収載   実施可能  

•  幽⾨側胃切除 
•  噴⾨側胃切除 
•  胃全摘



領域別特徴（上部消化管）
 当院での⾷道癌⼿術

 ● 胃管は細径胃管で胸⾻後経路 
 ● 頸部で吻合 

 ● Ce, Ut, Mtに局在している症例 
       Ltの進⾏癌 
  

3領域郭清

胸腔鏡と腹腔鏡を併⽤して⼿術実施



領域別特徴（上部消化管）
  ロボット⽀援下胃切除

2009.1〜 藤⽥保健衛⽣⼤学病院にて胃切除を開始 

2014-2017 先進医療Bによる単アームによる 
                   prospective studyを藤⽥保健衛⽣⼤学主導 
                 （国内15施設参加)で施⾏ 

 → この結果、2018年4⽉に12術式が新たに保険収載 



岡崎医療センターでのロボット⽀援胃切除術 

      2002.3   北海道⼤学医学部 卒業  
  2013.4   内視鏡⼿術を学ぶため  北海道から藤⽥保健衛⽣⼤学へ 
  2014.10-  北海道の恵佑会札幌病院  
                            (理事⻑含め3⼈チームで約300例の⾷道癌⼿術を経験） 
                (2015.4 内視鏡外科技術認定医取得（胃）) 
  2016.4〜  藤⽥保健衛⽣⼤学  
                           (2020.1 ロボット⽀援⼿術胃切除でプロクター取得) 
  2020.4〜  藤⽥医科⼤学岡崎医療センター

2021.1.4〜 開始 ! 
菊地健司が担当させていただいております

    略歴



腹腔鏡下⼿術と⽐べてロボットのやりやすい点

腹腔鏡⼿術（患者右側から図)



腹腔鏡下⼿術と⽐べてロボットのやりやすい点

腹腔鏡⼿術（患者右側から図)



腹腔鏡下⼿術と⽐べてロボットのやりやすい点



40歳代  175cm、118Kg  BMI 38.5

症例提⽰

⼿術時間：7時間10分 
出⾎量 ：74g 
合併症 ：特記事項なし 
⼊院⽇数：第12病⽇退院

ロボット⽀援下幽⾨側胃切除 D2





ロボット⼿術をオススメする患者さん

•噴⾨側胃切除ができそうな患者さん 

 (逆流防⽌機能をもった⾷道残胃吻合が施⾏可能です） 

•太っている患者さん 

 (腹腔鏡⼿術でも開腹⼿術でも⼤変です。。。）

•進⾏癌の患者さん 

 (膵上縁の郭清を背側⽅向に深く掘りこむことが可能です） 



領域別特徴（下部消化管）

腫瘍

炎症性疾患 機能疾患

大腸癌

GIST

悪性リンパ腫

NET

クローン病

潰瘍性大腸炎

大腸憩室炎

直腸脱

痔疾患

排便障害



⼤腸癌

結腸癌    直腸癌    

腹腔鏡⼿術 ロボット⽀援下⼿術

April 2022



演者のロボット⼿術執⼑件数
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クローン病に対するKono-S吻合



 

第３仙骨孔より経皮的に 

刺激電極を留置

仙骨神経叢を持続刺激

便失禁を改善する 

可逆的な手術療法

便失禁に対する仙⾻神経刺激療法

便失禁診療ガイドライン 
   推奨度Ａ



領域別特徴（肝胆膵）

ほぼ全例に腹腔鏡下⼿術を適応 合併症低減・⼊院期間1/2に

１．肝腫瘍-肝切除術（腹腔鏡下、脈管再建が必要な症例を除く） 
 ・肝細胞癌 
 ・転移性肝癌（⼤腸癌、胃癌など） 
 ・肝内胆管症 
 ・その他の肝腫瘍 
２．肝内結⽯症（腹腔鏡下肝切除術） 
３．肝嚢胞（腹腔鏡下開窓術）

  肝疾患



領域別特徴（肝胆膵）

1.  肝⾨部胆管癌（開腹拡⼤肝葉切除・胆道切除再建） 

2.  胆嚢癌（脈管再建が必要ない症例は腹腔鏡下） 

3.  中下部胆管癌（開腹膵頭⼗⼆指腸切除） 

4.  胆⽯症（腹腔鏡下胆嚢摘出・総胆管切開切⽯）

  胆道疾患

胆摘から拡⼤肝・胆道切除再建まで 
内科と協働して緊急にも対応可能



領域別特徴（肝胆膵）

１．膵頭部腫瘍－開腹膵頭⼗⼆指腸切除 

２．膵体尾部腫瘍－膵体尾部切除、低悪性例では腹腔鏡下 

（３．⼗⼆指腸乳頭部癌－開腹膵頭⼗⼆指腸切除） 

  膵疾患

切除と化学療法を駆使して⼿術適応を拡⼤、切除後予後を延⻑ 
（膵癌・神経内分泌腫瘍・粘液産⽣性嚢胞腫瘍・膵炎など）



国産ロボット



Institution of Medicaroid Intelligence 
Laboratory Nagoya(MIL)



遠隔⼿術

10GB 光回線  





圏内の先⽣⽅へメッセージ

「体に優しく質の⾼い外科治療」を実現するために 
  全ての消化器疾患に対応できる体制を構築しています。

藤⽥医科⼤学病院群で研鑽を積み、各種治療に熟練した 
国内外トップレベルの外科医が治療を⾏っています。

併存疾患に関する治療経過・服薬履歴等を詳細に 
お知らせいただけると円滑な⼿術計画が可能となります。 
ご協⼒の程、何卒宜しくお願い申し上げます。



ご清聴ありがとうございました。




