
- 新年のあいさつ -

日本泌尿器科学会理事長

藤澤 正人

みなさま、あけましておめでとうございます。穏やかな新

年をお迎えになられたことと存じます。

さて、Newsletter for Next-Urogenerationの第２号が発行

されました。

本Newsletterは、泌尿器科の魅力を医学生、研修医の方々

にアピールし、未来の優秀な泌尿器科医がひとりでも多く増

えてくれることを願って発行されています。非常に著名な名

誉教授の先生、あるいは現役の教授の先生から研修を始めら

れたばかりの若い泌尿器科医の先生まで幅広い層の方々に寄

稿して頂いております。今回も、まさに、今若い医師が気に

なっている専門医のこと、長年、泌尿器科医として働いてこ

られた経験を通して若い人たちに伝えたい熱いメッセージ、

泌尿器科医療現場での話題、また、最近増えている女性医師

が泌尿器科医としてどのようなキャリアアップ形成を進めて

いくことができるかなどこれから泌尿器科医を目指そうとし

ている方々にとって非常に参考になる内容になっていると思

います。

泌尿器科は、超高齢化がますます進んでいく社会の中で非

常に重要な領域となってまいります。腎、尿路、生殖器等に

発症するすべての分野の疾患を診断・治療することができ、

内科的要素と外科的要素がうまく融合した診療科であり、個

人にあったさまざまなキャリアアップ形成を進めることがで

きる非常に魅力ある診療科です。

是非、読んで参考にしていただきひとりでも多く方が泌尿

器科の門戸叩いて頂けることを期待しています。

サマースクール2016報告

教育委員長 松原 昭郎（広島大学）

日本泌尿器科学会が主催する初の医学生、初期研修医

向けサマースクールが昨年7月30日～31日にインテュイ

ティブサージカル東京トレーニングセンターと晴海グラ

ンドホテルで開催されました。泌尿器科に興味を持つ新

進気鋭の若者77名（男性62名、女性15名、学生7名、初

期研修医70名）が全国から集い、泌尿器科の先端的医療

と手術手技を体験しました。

泌尿器科学会理事長挨拶の後、まず取り組んだのは、

腹腔鏡鉗子てドラ゙イホッ゙クス内にツムツムとドミノを積

み上げるチーム対抗競技です。ツムツムの愛くるしい姿

からは簡単そうに見えるのですが、これが意外に難しく、

「キャー」、「ウヮー」、「ヤッター」など大騒ぎで競

技が進み、上手くいったチームではハイタッチが現れる

など、出だしから大変な盛り上がりとなりました。

その後、全国から駆けつけた15名の泌尿器科名医から

泌尿器科最先端医療や泌尿器科の魅力について説明を受

け、腹腔鏡手術、ロボット手術、結石砕石術を一通り体

験、迎えたのが懇親会です。美味しい料理と全国主任教

授から送って頂いた数え切れないほどの各地の銘酒に緊

張感は一気にほぐれ、泌尿器科を目指す全国の仲間と大

はしゃぎで打ち解けた時間を過ごしました。ほろ酔い気

分も手伝ってチーム対抗泌尿器○×クイズゲームで盛り

上がりは最高潮に達し、2次会では深夜まで熟練医や若

手泌尿器科医と会話が弾みました（図1）。

図1 チーム対抗泌尿器○×クイズゲームでの一場面

二日目は、泌尿器手術の醍醐味である腹腔鏡下縫合・

結紮術とダビンチ手術ハンドリング操作の個人戦です。

腹腔鏡下縫合・結紮術は、左右の手に腹腔鏡用持針器を

持って臓器モテル゙に針糸を通し、結びをつくる操作です。

緩みのない結び目を作るのは初心者にとって至難の業で
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すが、日本泌尿器内視鏡学会理事長の名指導のもと、参

加者一人一人が星 飛雄馬の目になって取り組みました。

その結果、2時間半の実習が終わる頃には「ヤッター」

の歓声が挙がり、高得点の参加者続出で、この上ない達

成感と充実感が得られた様子でした（図2）。

図2 寺地先生によるデモンストレーション

ダビンチ手術は、コンソールボックスに座った執刀医

が数メートル離れた場所にある4本のアームでできた手

術ロボットを遠隔操作して、直径1 cm程の輪ゴムをクネ

クネと折り曲がった針金の端から端まで移動させるプロ

グラムで得点を競いました。輪ゴムが針金に引っかかり、

イライラ感タップリの内容でしたが、直ぐに要領を掴み、

1回目から満点を取る強者も現れました。競技終了後は、

多くの参加者が「楽しかった〜」「存分に堪能できた〜」

と大喜びで語っていました。もちろん、参加者だけでな

く主催者側も大満足、充実感タップリの2日間でした。

次回は、本年2月と7月に予定しています。泌尿器科に

興味のある先生は是非ご参加下さい。

2017年4月から泌尿器科専攻医
（後期研修医）を目指される方
へのご案内

専門医制度審議会委員長

原 勲（和歌山県立医科大学）

2016年度までは泌尿器科専門医の取得を目指される後

期研修医の先生は後期研修を開始された年の4月から5月

末までに泌尿器科の専門研修開始宣言を行い、4年間の

研修期間中に学会の定める単位を取得した後に、専門医

試験に合格すれば専門医を取得できるシステムになって

いました。

2017年度からは日本専門医機構（以下機構と略す）が

主体となり、基本19領域の学会においては機構が認定し

た専門研修プログラムに則った研修が必修化される予定

でした。専門研修プログラムとは大学病院のような施設

が基幹施設となり、関連病院が連携施設となって研修施

設群を構成します。専攻医の先生は研修施設群の中の複

数の施設をローテートしながら4年間で研修を進めてい

くようなシステムです。基幹施設として専門研修プログ

ラムを実施したい施設（主には全国の大学病院や大学病

院に準じる規模の大きい病院）はそれぞれの特色を出し

た専門研修プログラムを立案し申請しました。日本泌尿

器科学会では学会で1次審査を行い2016年3月末に95のプ

ログラムを認可、機構の2次審査を経たのち2016年7月か

ら公表を行う予定でした。

ところが2016年6月に、地域医療への強い懸念のため2

017年の開始に関しては一斉に開始するのではなく学会

の準備状況に応じて試行するとの方針に変更されました。

泌尿器科学会としては2016年8月5日に声明文を発表し、

2017年度については泌尿器科を選択する場合、専門研修

プログラムに則った研修を行うことを決定しました。た

だし、機構が主体となるのではなく日本泌尿器科学会が

主体となってプログラムを運用することとしました。学

会で認可された95のプログラムに関しては日本泌尿器科

学会のホームページ（https://www.urol.or.jp/top.htm

l）に掲載されていますので参照してください。したがっ

て泌尿器科専門医を目指す専攻医はいずれかの専門研修

プログラムに属することが条件となります。ただし、学

会として運用しますので研修中の4年間に求められる単

位は機構が求める単位でなく従来の学会基準に則った単

位が求められます（詳しくは日本泌尿器科学会のホーム

ページを見ていただければわかりますが、学会の基準は

機構の求める基準と比較してかなり緩めの基準となって

います）。また機構は各プログラムの専攻医の上限募集

数を制限していましたが、2017年度については学会での

運用となったため専攻医の上限数は撤廃されています。

2018年度からは機構の基準での運用が予定されています

が、他領域の進捗状況との兼ね合いもありいまだ不透明

な点が多々あります。

2017年に専攻医として専門とする診療領域を決められ

るようとする先生にとっては極めて迷惑なこの1年となっ

たわけですが、以上のような経緯を踏まえて泌尿器科専

門医としての一歩を踏み出していただければと思います。
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世界に誇る業績

私とアンドロロジー（andrology）

社会福祉法人愛染橋病院 名誉院長

大阪大学名誉教授 奥山 明彦

はじめに：助手（助教）として医局に帰り、研究生活開

始が1975年であり，2010年に大学生活を終えました。研

究テーマはアンドロロジー。定義すると「男性生殖器の

発生、分化、機能、病理に関する総合科学」また「男性

科学」、「泌尿器科内分泌学」とも呼ばれます。耳慣れ

ない用語ですが、不妊症やアンチ-エイジングなど熟年

男性のQOLが主要課題で前立腺がんなども対象になりま

す。「少子化と高齢化に幅広く対応する分野」です。

なぜ泌尿器科を？ アンドロロジー？：外科系専門医を

志望。恩師の園田孝夫教授は本邦での腎臓移植のパイオ

ニアで弱冠36歳で教授就任。若い教授を慕い腎移植を

「志して」泌尿器科を選びました。しかし縁とは不思議

なものです。関連病院の勤務先でアンドロロジーを専攻

する講師に誘われました。

臨床に明け暮れる不毛の毎日：教授の方針はあくまで診

療重視。助手は研修医を指導しながらの病棟勤務、当時

は大学院や留学制度もなく、研究は休日、祝日に限定さ

れます。当然ながら研究方法も簡単なものになります。

当初の2年は成果なく終りました。指導を受けた講師も

大学を去り一人で寂しく研究を続けることになりました。

失敗は成功の母：他大学の優れた研究を手本にしました。

「追試」です。性腺刺激ホルモンに対する男性ホルモン

（テストステロン）の反応パターンを各種疾患について

検討し、医学博士と学会賞を頂く幸運に恵まれました。

1980年に入ると現在の分子生物学や細胞遺伝学的手法が

順次導入され、細胞間や細胞内調節機構が注目された時

代でした。細胞や器官培養が試行され、精子形成の至適

温度が摂氏31度であることを確認したのもこの頃です。

共同研究者は終生の友：終生の友になる共同研究者に恵

まれました。性腺刺激ホルモンや男性ホルモン受容体の

研究を進めました。男性ホルモンを産生する精巣ライデッ

ヒ細胞に男性ホルモン受容体が存在する不思議な現象

（細胞内調節）、精巣内のレニンーアンギオテンシン系

を精索静脈瘤の手術から発見しました。日々の診療は研

究テーマの宝庫です。

教授として：泌尿器科の診療・研究領域はがん、排尿、

移植など多岐に亘ります。研究と診療とは「互いに高め

合う」関係です。また医局の研究グループには「協力と

競争」が必要です。モデル動物を作成したり、生物学/

獣医畜産学の成果がそのまま診療に応用できる時代にな

りました。不妊モデル動物精子の微細構造異常に特定す

る遺伝子やiPS細胞などです。診療面では、高度の精子

形成障害の精巣にある僅かな精子を抽出して卵に注入し

て受精させる精巣内精子抽出術TESE/卵細胞質内精子注

入術ICSIの充実を図りました。これにより不妊症の診療

が様変わりしました。誕生するベビーは年間２万人と言

われます。しかし、多胎や未熟児など解決すべき課題も

抱えています（図1,2,3）。

図1 精巣内精子抽出術：無精子症の精巣を切開、僅かでも精

子の存在が期待できる部位を切除(手術用顕微鏡下)
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図2 切除組織から精子を探す：見つけた！

図3 卵細胞質内精子注入術：抽出精子を卵の細胞質に注入

アンチ-エイジングで世界に飛躍を：アンチ-エイジング

に視点をあて、熟年男性のQOLが課題です。米国Marylan

d州BaltimoreにあるJohns Hopkins大学は医学部の総合

評価で10年近く頂点にあり、世界の泌尿器科、アンドロ

ロジーを100年以上に亘ってリードしてきました。大阪

大学の初代教授は1917-1919年に留学して世界のトップ

レベルの泌尿器科学を持ち帰りました。90年近く経過し

て再び研究、診療の交流が始まっています（図4,5）。

図4 大阪大学泌尿器科初代の佐谷有吉教授とJohns Hopkins大

学泌尿器科Marbarger Institute(写真右のビルに病室、手術室、

研究室,医局、図書室があり、各科が独立していましたが,写真

左後方の新しいビルの様に中央化がすすんでいます）

図5 佐谷有吉教授の留学から90年経て：Marbarger Institute

の図書室にて、肖像画は当時の指導教授のH.H.Young先生

若い世代へのメッセージ：泌尿器科は内視鏡やロボット

手術を含む外科学の一分野ですが、腎臓、膀胱、前立腺、

精巣の疾患を内科的な視点からも診療します。泌尿器科

を専攻してアンドロロジーに取り組む若い世代に期待し

ています。

泌尿器科における内視鏡外科手術の
技術分析と評価

国際泌尿器内視鏡学会 前理事長

泌尿器腹腔鏡技術認定制度委員会初代委員長

松田 公志（関西医科大学）

病気の治療法として手術は最も有効な方法の一つです

が、患者さんにとっては侵襲の大きいことが問題です。

できるだけ楽な、侵襲の小さい手術法の開発は、現代外

科学の主要なテーマです。低侵襲で手術を行う最も有効

な手段は、内視鏡手術です。泌尿器科では、膀胱鏡や尿

管鏡など、以前から多くの病気が内視鏡で治療されてき

ました。1990年には、腹腔鏡手術が泌尿器科に導入され、

これまで大きな創から開放手術で行われていた多くの手

術が、今では侵襲の小さい腹腔鏡手術に移行しています。

さらに、手術支援ロボット ダ・ビンチも開発、導入さ

れ、本邦では唯一泌尿器科の前立腺全摘除術と腎部分切

除術で、ダ・ビンチの使用が認められています。泌尿器

科は、ロボット支援手術でも、すべての外科系診療科の

先陣を切っています。

このような腹腔鏡やロボット支援手術では、これまで

の開放手術とは全く異なる技術が求められます。多くの

患者さんに安全な低侵襲手術を届けるためには、術者が

十分な技術を持っていることが不可欠であり、そのため
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には一人一人の術者の技術評価が求められます。

１．手術の各要素の分析・評価

手術は、剥離、止血、切開縫合など、いくつかの要素

によって成り立っています。これらの要素の各々につい

て、最も適切な方法を明らかにし、外科医の技術を細か

く評価できれば、手術技術の習得に役立つと考えられま

す。そこで、わたくしたちはまず剥離について検討して

みました。

剥離は、組織に力を加えて、組織と組織を離す操作、

例えば脂肪組織と血管を分ける操作と言えます。そこで、

腹腔鏡手術の鉗子先端に加わる圧の大きさと方向を測定

し、熟練者と初心者とを比較してみました。その結果、

初心者は水平方向と垂直方向の両方に同時に力を加え、

徐々に両方の力を増加させるのに対し、熟練者はまず垂

直に力を加えて引っ掛かりを作り、引き続いて水平方向

にだけ力を加えて脂肪組織と血管を分けるように剥離し

ていることがわかりました（1）。また、糸を結紮する

操作の分析では、熟練者は横方向だけに力を加えている

のに、初心者は結紮点を上に引き上げるような力を加え

やすいことも分かりました（図1）。さらに、手術操作

の際に外科医が自分の体をどのように使っているかを分

析するために、体の各部位にマーカーを装着して分析し

ています（図2）。

図1 剥離操作の分析による熟練者と初心者の比較

初心者は水平力と垂直力を同時に徐々に強めているのに対し、

熟練者はまず垂直方向に力を加えあとから水平方向に力を加え

て剥離している。

このように、手術の各要素の分析と評価や外科医の体

の正しい使い方の理解は、若手外科医の技術習得に役立

つと期待されます。

図2 手術操作における体の使い方の分析

からだの各部位にマーカーを付けて、最も適切な体の動きを調

べることができます。写真は泌尿器科の尿管鏡手術での術者の

動きを調べているところです。

２．泌尿器腹腔鏡技術認定制度

手術手技は、最終的には一つの手術全体を総合的に評

価しなければなりません。そのために、泌尿器科では、

2004年に泌尿器腹腔鏡技術認定制度を開始しました。こ

の制度は、術者として行った腹腔鏡手術のビデオを学会

に提出し、2名の審査委員がビデオを審査、評価し、十

分な技術を持つ術者を認定する制度です（2）。ビデオ

の評価は、申請者と審査委員をブラインドにして行って

おり、100％公平な審査となっています。これまでに、

全国で延べ2303名の泌尿器科医がこの制度に申請し、13

31名が認定されました（合格率57.8％）。現在は、泌尿

器科の各研修施設では、泌尿器腹腔鏡手術の教育体制を

整備しており、若い泌尿器科医は、技術認定を取得する

ことを目指してトレーニングに励んでいます。

このような、手術技術をビデオによって直接評価、認

定する制度は、世界に類がありません。その点で、わが

国の泌尿器科は、安全でレベルの高い腹腔鏡手術が国全

体に普及している世界唯一の国と言えましょう。実際に、

技術認定取得後5年目の先生方の手術成績を調査しまし

たが、世界の名だたる病院の成績と遜色ないものでした

（3）。この技術認定制度が、安全な泌尿器腹腔鏡手術

の普及に寄与していることが示されたのです。

わが国の泌尿器科は、低侵襲の腹腔鏡手術、さらにロ

ボット支援手術を安全に全国に普及させるために、さま

ざまな取り組みを行っています。その体制と成果は、国

際泌尿器内視鏡学会からも高い評価を受けています。未

来を担う若い先生方が、このように整備された泌尿器科

の内視鏡手術教育体制の下で技術を磨き、世界的な術者

として飛躍されることを期待しています。
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1) Yoshida K, et al. Surg Endosc. 2013;27:2193

2）Matsuda T, et al. J Urol 2006;176:2168

3) Habuchi T, et al.. Surg Endosc. 2012;26:1656

やりたい気持ちさえあれば、願いは
叶う

新潟大学大学院医歯学総合研究科

腎泌尿器病態学分野

中川 由紀

私は、子供の時から外科医になりたかったのですが、

親族には医師はだれもいなく、外科医になる手段も分か

らず、漠然と医学部をめざして目の前の勉強をこなして

きました。医学部に入り、ポリクリの最後に腎移植を見

た時に，「これがやりたい。」という思いがこみ上げて

来たのを今でも覚えています。結婚願望はあまりなかっ

たのですが、女性として産まれたからにはどうしても自

分の子供を産み育てたいという想いはありました。当時

女性医師の割合は８％の時代、まして外科医で子供を産

み育て、さらに第一線で仕事をすることは不可能と言わ

れていました。女子医学生しかいない東京女子医科大学

でさえも、女性外科医で、第一線で仕事をし、子供を産

み育てている人はいませんでした。６年生の時、いろん

な先生方に話しを聞きましたが、移植外科医を続けて子

供を持てる確信は得られませんでした。子供を産み育て、

移植外科医は継続できないのか，学生時代すごく悩んだ

事を記憶しています。結局、自分で出した答は、とりあ

えずやりたい事をやろう、そしてやってみて駄目だった

らその時考えようと思い、東京女子医科大学 第三外科

故太田和夫教授のもと、６年間の外科研修（腎不全外

科、移植、泌尿器科、透析医療の研修システム）に入局

しました。移植医療は本当に面白く、勉強すれば勉強す

るほど限りなく奥が深く、臓器不全患者は予想もしえな

い合併症や術後経過があり、目の当たりにする度に勉強

の機会はどんどん広がりました。緊急の処置、手術の多

さには限りなく，プライベートな時間など全くもてない、

またそれが楽しく仕方ない日々でした。

そんな中、人生の転機となる新潟大学との出会いがあ

りました。主人の父母が市内に在住していたこと、高橋

前教授が新潟大学泌尿器科で腎移植を立ちあげたことか

ら、新潟へ行けば移植医療を続けて子供を産めるという

思いだけで、新潟への移住を決意しました。幸い高橋前

教授、齋藤准教授、冨田現教授という素晴らしい指導者

にも恵まれ、新潟大学に来て博士号も取得させていただ

きました。更に大学院の間に男児を２人産む事ができま

した。子育ても理解のある夫と義理の両親の協力もあり

生後２ヶ月からの保育園生活もスタートできました。国

内外の学会も全て乳児の時代から子供を連れて参加し，

現地で両親と合流しホテルで子供を見てもらい学会に参

加しました。両親の都合が付かない時、学会で託児所施

設はなかった当時は，自分でホテルの託児室を予め予約

し、子供のおむつから食料をすべて予めホテルの送って

おき，一人で二人の子供を連れての移動にはできる限り

身軽にして移動しました。こうやって仕事をする母親が

子供との時間を持つために学会に連れて行き、少しでも

時間を有効に使いました。

腎不全の人が移植をすることで元気になり性格まで変

わる。それを診るのが嬉しくて移植外科医になり、環境

は変わって２５年たった今でも大好きな移植医療に携わ

り、大好きな子供に囲まれています。

どんな形でも継続する事が大切です。それには理解あ

る指導者と仲間、家族の協力が必要です。環境は待って

いればできるものではなく、自分で造って行くことも大

切です。幸い私は、素晴らしい指導者、仲間に恵まれ平

成26年度の文部科学大臣表彰「科学技術賞・理解増進部

門」を「地域医療機関を中心とした献腎移植の普及啓発」

で受賞できました。医学生・研修医の皆さん、まずはど

んな困難があっても自分のやりたい道を選びましょう。

やりたい気持ちさえ思い続けていれば、願いは叶います。

 

平成26年度の文部科学大臣表彰「科学技術賞・理解増進部門」

授賞式

左から齋藤和英 新潟大学医歯学総合病院泌尿器科 准教授

中川由紀 新潟大学医歯学総合病院泌尿器科 病院講師

髙橋公太 公益財団法人新潟県臓器移植推進財団 理事長

秋山政人 公益財団法人新潟県臓器移植推進財団 臓器移植コー

ディネーター
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◆◆編集後記◆◆

Newsletter第1号を発刊した頃は熊本地震直後で日本

中が元気のない雰囲気でしたが、第2号発刊の編集作業

をしている2016年12月は巷ではクリスマスムード一色で

PPAPなる楽曲？で怪しげな芸人が注目されており例年の

年の瀬の様に華やいだ感じもします。医学部生・初期研

修医を対象としたNewsletterですが聞くところによると、

臨床実習の医学部生に紙ベースで配布している大学もあ

るようで、少なからず医学部生や初期研修医の目にも触

れているのではないかと思います。第2号では7/30-31に

初めて開催されたサマースクールの様子を教育委員長松

原昭郎広島大学教授に紹介して頂きました。参加者の中

から泌尿器科医が誕生すること間違いなしの有意義な研

修であったようです。また初期研修医の先生方が最も気

にされている後期研修プログラムについて専門医制度審

議会委員長原勲和歌山県立医科大学教授に解説していた

だきました。制度の移行期に該当される先生方は混乱す

ることなく対応されることを願っております。次に世界

に誇る業績というテーマでアンドロロジーの第一人者で

ある奥山明彦大阪大学名誉教授にその学問的魅力と将来

性について述べていただきました。また泌腹腔鏡手術の

先駆者である松田公志関西医科大学教授には腹腔鏡手術

やロボット支援手術の本邦での発展の軌跡を述べていた

だき、そのレベルが世界水準で広く国内に普及している

ことがお分かり頂けたのではないでしょうか。そして女

性泌尿器科医の先駆者である新潟大学中川由紀先生に女

性泌尿器科医としてアカデミックキャリアを積まれたご

自身のご経験を語っていただきました。すでに女性泌尿

器科医はなくてはならない存在であり、学会をリードし

ていく女性医師が多数いらっしゃいます。女子学生や女

性の初期研修医の方々が躊躇することなく泌尿器科を専

攻されることを願っています。

最後にNewsletterの発刊にご尽力いただきました実務

委員各位（小原航、高橋さゆり、笠原隆、石田昇平

、北川育秀、柑本康夫、稲元輝生、亭島淳、高橋正幸、

工藤浩也 敬称略）とご執筆いただいた先生方に感謝申

し上げます。 （野村威雄）
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