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平成25年 新年おめでとうございます。

会員の皆様におかれましても新たな意気込み

で新年を迎えられたと思います。今年も会員の

皆様のご健勝とご活躍をお祈りいたします。

今年の札幌の総会におきまして「ＪＵＡ保険

委員長」の斎藤忠則先生が「保険教育プログラ

ム」として、泌尿器科保険医に向けて「知って

おきたい保険診療」の講演を予定しております

のでご期待下さい。

昨年の保険改定で厚生労働省中医協でのシン

東京泌尿器科医会会長　吉 田 英 機



寒中お見舞い申し上げます。本年もよろしく

お願いいたします。年頭に当たり、一言ご挨拶

申し上げます。相変わらず医療業界には冷たい

風が吹いています。日本の経済状態全体が厳し

い状態に置かれていますので、やむを得ないと

思いますが、そのような時には、地道な活動を

心がけ、幹を硬く太くし、風雨に強い体質とな

る時なのかとも思います。社会に目を転ずれば、

民主党から自民党に政権が戻り、かつて民主党

に期待し裏切られたことの裏返しのように、社

会全体が安部政権に異常な期待をしているよう

に思われます。何とか今の閉塞感を打破したい

と思う国民の気持ちの現れでしょうか？　安部

総理も前回の失敗を繰り返さないようにと、

少々強気な政策が目に付きます。ただ、我々は

政権とは関係なく、与えられたことを一歩ずつ

確実に行ってしていくしかありません。医療が

人の集まりで構成されている以上、その歩みは

ゆっくりではありますが、確実に進むことが必

要だと思います。

これから医療界においては、医療情報の共有

化などのインフラが整備されると思います。個

クタンクとしての「医療技術評価分科会」の政

令５期10年を全うし、会長を辞任し、東京基

金の医療顧問も辞任しました。これは私自身が

審査委員長時代に「審査委員の定年を原則70

歳とする」決定を東京から断行したその「張本

人」として自ら決めました。後任としては昭和

大学泌尿器科准教授の冨士先生にお願いしてお

ります。斎藤先生と協力して「適正な審査」を

行う事が期待されますのでご安心下さい。

私の厚生労働省での活動はそのほとんどを斎

藤先生に移管しましたので来年の「保険改定」

の要望は「東京泌尿器科医会」を通じてお寄せ

下さい。さらに「ＪＵＡの本間理事長」とは

「ＪＵＡ」と「日本臨床泌尿器科医会」と「車

の両輪」として泌尿器科泌尿器科保険事業に協

力して活動することが決まっています。

また、今年から東京泌尿器科医会として東京

都内の大学で「泌尿器科保険診療の手引き」と

して小川肇事務局長が検討しておりますのでそ

の際にはご協力頂けるようよろしくお願いし、

新年のご挨拶とさせていただきます。
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年頭所感

副会長　長 倉 和 彦

日時：平成 25年３月９日（土） 午後５時 15分～午後7時 30分
場所：京王プラザホテル　42階　「富士」

1 講演「前立腺内アンドロゲン環境からみた去勢抵抗性前立腺癌の
今後の治療戦略」新潟大学大学院医歯学総合研究科 機能再建医学講座

腎泌尿器病態学分野　准教授　西 山 　 勉 先生

2 総　会

3 特別講演「泌尿器科領域におけるロボット支援手術の現況と展望」

東京女子医科大学泌尿器科　主任教授　田 邉 一 成 先生

4「保険診療のＱ＆A」 東京臨海病院　副院長　斎 藤 忠 則 先生

第 36回 東京泌尿器科医会学術集会・総会のお知らせ



人情報であることを理由にあるいは利権もあっ

て、共有化を阻もうとする力が働くかも知れま

せんが、いずれは通る道だと思います。その際

には、標準に準じた医療を行うこと、あるいは

少なくとも標準医療を理解した上で個人に合わ

せてアレンジし、それが誰にでも分かるように

説明し、理解を得て、一定以上の質を持った医

療を行うことが今以上に求められます。現在、

各種の診療ガイドラインが出ていますが、残念

ながら、意見の集約のみに留まっているものも

散見されます。誰にでも利用できて、誰にでも

使用可能なガイドラインを作り、それに沿った

診療が求められると思います。我々もその一翼

を担う必要があると思います。かつては良い医

師が行うと良い医療であると思われていたもの

が、これからは良い医療を行う医師が良い医師

であるということになります。

東京泌尿器科医会は、臨床泌尿器科学の社会

的地位の向上、泌尿器科医の資質を高め、親睦

を図ること目標として地道に活動しています。

本会が、泌尿器科臨床の地力を向上させる一助

ができたら何よりです。それには、多くの泌尿

器科医に参加していただく必要があります。会

員の先生がたには、お知り合いに本会に未入会

の先生がおられましたら、是非入会していただ

くようお勧め下さいるよう改めてお願い申し上

げます。

先生がたの益々のご発展を祈念致します。

昨年は診療報酬改訂があり泌尿器科領域では

ロボット支援手術に点数がつきましたが、クリ

ニックの先生方にとっては（愛煙家の先生を除

けばですが）大きな変化のない改訂だったので

はないでしょうか。

さて、昨年末にiPS細胞の研究で山中伸弥教

授がノーベル医学生理学賞を受賞するという大

きなニュースがありました。成熟細胞が時を遡

るように若返って万能細胞になってしまうなど

とは皆考えも及ばない、常識を覆すことであり

ます。あのジョージ・ルーカスでさえルーク・

スカイウォーカーの怪我を治すのにiPS細胞を

使うことは思いつかなかったぐらいですから。

将来iPS細胞によって何度も新しい心臓を手に

入れることができるようになったらヒトの死は

心臓死ではなく脳死だということにもなりかね

ません。生命倫理だけでなく生死の概念や定義

までも変えてしまうかもしれない発明です。神

の領域に足を踏み入れてしまった感さえありま

す。果たしてiPS細胞の臨床応用によって医学、

医療はどのように発展し、どんなことができる

ようになるのでしょう。文科省の工程表によれ

ば今年度～来年度にも網膜の臨床研究を開始、

2019年以降には膵臓β細胞の臨床研究を開始

するとのことです。そして政府は10年間で

1,100億円の研究援助をすると発表しました。

ちなみにこの金額は東京の社会保険支払基金が

一ヶ月に支払う診療報酬とほぼ同額です。iPS
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新春雑感

副会長　長谷川　潤



（4） 2013. 2 No. 46東京泌尿器科医会ニュース

細胞由来の再生腎臓によって透析患者さんが透

析から開放されたり、膀胱摘出後の患者さんが

再生膀胱によって自然な排尿を得られる日が一

日も早く来てほしいのですが、わずか1,100億

円では心許ない限りです。様々な企業がiPS細

胞に関連した技術の開発に参画しているようで

すが、是非ともオールジャパンで研究を進めて

行ってほしいものです。

日本人を標的にしたとしか思えない人質事件

や故障続きのB787、新年早々日本も辛いこと

だらけですが、安倍首相にも山中ファクターな

らぬ安倍ファクターを見つけてもらい日本を再

生してもらいたいものです。

明けましておめでとうございます。

新春を迎えて、会員の皆様にとりましてより

良き年になりますようにお祈り申し上げます。

年頭に当たり昨年を振り返ってみました。ロ

ンドンオリンピックでの日本選手の大活躍や山

中伸弥教授のノーベル賞受賞などが思い起こさ

れます。診療報酬の改訂もありましたがその内

容はほとんど変わりなく、なんとなく抑揚の少

ない一年であったように感じられます。ある新

聞にも「蜃気楼」のような2012年と評されて

いましたが、なぜでしょうか？　私が歳をとっ

たせいだけでもないと思います。長期にわたる

景気の低迷、なかなか復旧されない被災地、何

も決められない政治等も原因の一つと思われま

す。積極的選択ではないものの、新政権には今

年こそは、今度こそはと期待してみたいと考え

ています。

東京泌尿器科医会の目的は泌尿器科医を守

り、正当な泌尿器科医療環境の改善向上に務め

ることです。その活動は、年二回の学術集会、

年三回刊行される医会ニュースを通じ、学会で

は取り上げにくい課題、診療報酬請求に重きを

置いています。診療報酬請求、中でもレセプト

の作成は、医療機関における事務の中で最も重

要なものの一つであり、審査・支払を行う側か

らも適正かつ的確なレセプトの作成が求められ

ています。しかし、これらに必要な知識が医学

生や医師に対して十分に教育がされているとは

言えないのが現状です。これまでも医会では学

術集会の中で、診療報酬請求の情報を公開して

きましたが、近々医会の新事業として若い泌尿

器科医師を対象に診療報酬請求に関する教育の

場を持ちたいと準備を進めています。

東京泌尿器科医会に一層のご理解とご協力を

お願い申し上げます。

東京泌尿器科医会では只今新規入会のお誘いを

行っています。

都内で開業ないし勤務する泌尿器科関連医師の

方で、入会を希望される方は下記にお申込み下

さい。

〒 140 ｰ0004 品川区南品川 3－6－51
小川クリニック　小川　肇

TEL.（03）5460 ｰ 1188 FAX.（03）5460 ｰ 1195

入会のお誘い

新春を迎えて

総務担当　小 川 　 肇



１．平成24年度版（第９版）の「保険診療

の手引き」が発刊され、すでに会員の皆

様のお手元に届いていると思います。療

養担当規則、傷病名記載上の注意、基本

診療料、特掲診療料請求上の注意など多

義にわたる大作です。ご活用下さい。

２．平成25年２月３日（日）大阪にて平成

25年度第一回理事会が開催され、本年度

の活動予定、規約の変更、支部化などに

ついて審議されました。

平成25年度 活動予定

①　平成25年度総会・講演会

４月28日（日）第101回日本泌尿器

科学会総会　第14会場（札幌）

②　第101回日本泌尿器科学会総会卒後

教育プログラム（札幌）

オフィスウロロジー　在宅医療

開催日、会場未発表

③　第10回臨床検討会

11月３日（日）シーガイアコンベン

ションセンター（宮崎）

（文責：小川　肇）
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東京泌尿器科医会ニュース編集部では医会ニュ

ースを充実させるため会員の皆様の投稿やご要望

を歓迎いたします。今後の医会の方向や泌尿器科

における保険診療上の問題点、疑問等いろいろな

話題提供でも結構です（匿名掲載の場合はその旨

ご連絡下さい）。

投稿される方は下記へお送り下さい。

〒 140 ｰ0004 品川区南品川 3－6－51
小川クリニック　小川　肇

TEL.（03）5460 ｰ 1188 FAX.（03）5460 ｰ 1195

投稿のお願い
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その12

仲田クリニック　仲田浄治郎

陰部の皮膚疾患の３回目になります。皮膚科

を受診するべきか、泌尿器科を受診するべきか、

患者さん自身も迷う境界領域だと思います。診

療日記として述べてみます。

10月○○日

30歳台の男性。陰茎部痛、排尿痛のため受

診しました。他院に受診して、フロモックスと

ソレトンで加療しておりましたが、改善せず受

診しました。包皮にはびらんがみられ、一部裂

けてかなり痛そうです。亀頭部には３～４mm

の潰瘍状になっておりました。検尿では、尿沈

査で白血球６～８みられ軽度の膿尿の所見でし

た。尿検査ではクラミジアは陰性でした。性器

ヘルペスでも尿道部痛がみられますので、尿道

炎、性器ヘルペスの診断でバルトレックス　２

ｇ／2×とビブラマイシン（100）２T／2×で４

日間処方。ゲンタシン軟膏を２次感染予防で加

療しました。４日後には鎮痛剤なしで経過をみ

ましたがほぼ改善し、初期感染であったためさ

らにバルトレックスとビブラマイシンを３日間

追加処方しました。ほぼ完治し、再発がみられ

ることがあることを説明して終了しました。性

器ヘルペスの診断が非常に困難な時もありま

す。皮膚のびらんが完治したら、相手に絶対に

感染をさせないですむのか質問に窮する時もあ

ります。皮膚科の性器ヘルペスを特に専門にし

ている先生に依頼することがあります。

11月△△日

20歳台の男性。仮性包茎がみられます。そ

の包皮の部分にあたる亀頭部に発赤がみられる

とのことで受診しました。他院でリンデロン

VG軟膏を処方され、改善せず、ついでニゾラ

ールクリームで治療。それでも改善しないため

当院を受診しました。おそらく亀頭皮膚炎とし

て加療して改善せずカンジダ症として治療した

が発赤は続いたのだと思います。リンデロン

VG軟膏もニゾラールクリームも代表的な治療

薬であり、それ以上となると他に治療はあるの

でしょうか。私は、外陰部炎としてゲンタシン

軟膏を処方し、さらに大学病院の皮膚科の教授

に依頼しました。その結果は刺激性皮膚炎で、

炎症が強いときはエキザルベ、普段はワセリン

による保護で症状は軽快すると思われますと丁

寧な文章で御指導して頂きました。エキザルベ

は、名前はよく聞きますが、正確には、皮膚潰

瘍治療薬の範疇に入り、混合死菌浮遊液とヒド

ロコルチゾンが配合し含有されております。

同じような仮性包茎で同じような患者さんが

受診したので早速、真菌症の検査をして真菌、

カンジダのないことは確認しながらエキザルベ

を処方してみましたが、その患者さんは包皮が

ふけのようにおち、なかなか改善しません。ス

テロイドの弱いロコイド軟膏に変更して経過を

みております。私の経験では、仮性包茎の手術

をするとそのあと発赤、かゆみの症状がとれる

と思っているのですが、患者さんがそのために、

わざわざ手術を希望するケースは少なく、治療

に苦慮する場合があります。性交渉のあと、あ

るいは入浴時によく清潔にするということも大

切だと思います。

12月××日

70歳台の男性。陰茎振子部のびらんが主訴

で受診しました。痛み、かゆみはありません。

直径10ｍｍ位です。やや膿状になっていたの

でゲンタシン軟膏を処方しました。１週間後に

再診。まったく改善しておりません。この患者

さんは前立腺がんで放射線治療をした既往のあ

る患者さんでした。陰茎には放射線はあたらな

いと思われますし、しかも右側だけなのです。

ただし陰茎の根部に近いのです。私は、皮膚潰

瘍治療薬のサトウザルベを処方してみました。

見事に１週間くらいで治りました。血流障害、

おそらく放射線の影響もあったのかもしれませ

ん。サトウザルベは、局所の分泌物の減少作用

があり、外傷、熱傷、皮膚疾患のびらんなどに

適応があるとのことです。患者さんからとても

感謝され、一瞬ですが医師になってよかったと

思いました。

Office Urology
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― 小旅行 ―

先日、日光に行きまし

た。実に40年ぶりです。

東京から日帰りです。東

北自動車道で宇都宮まで

行き、さらに日光へと行

くのですが高速道路があるので３時間くらい

で着きます。11月に行ったのですが、宇都宮

から日光までの高速道路での並木道はきれい

です。さらに紅葉が見事に真っ赤でとても美

しい、の一言でした。

私の長年の夢が、中禅寺湖から華厳の滝が

一望できる、よく写真にも載っている展望台

に行きたかったのです。中禅寺湖を目指して

上り専用の第２いろは坂を通り、さらにロー

プウエイで展望台まで行きますと写真のとお

り素晴らしい景色をみることができます。こ

の展望台は日光で一番といわれるところだそ

うですが、名前が明智平展望台と言います。

パンフレットによると「明智平という名前は、

天海僧正がつけたものといわれていますが、

実はこの天海僧正とは明智光秀のこと。山崎

の合戦で比叡山に逃げ、天海を名のるように

なった光秀が昔の自分の名前をどこかに残し

ておきたくて、日光で一番眺めのよい場所に

「明智平」と命名したと伝えられています。」。

明智というと関西のイメージが強いと思うの

ですが、いろいろあるものですね。

中禅寺湖から、さらに行きますと、戦場ヶ

原、尾瀬ヶ原につながります。戦場ヶ原は、

中禅寺湖から15分くらいなので行きました。

海抜が1315ｍなので11月でも少々寒いです。

戦場ヶ原というと、昔、戦国時代に戦いでも

あったのかと思うのですが、湿原地帯で、と

ても戦えるような場所ではありません。そこ

でまた日光大観というパンフレットをみると

「太古の昔、男体の神と赤城の神とが争った

神戦の古戦場の伝説を今に伝え、まことにそ

の名は、懐古的情趣豊かに詩情があふれてい

る」。62歳になってわかったのですが、戦場

ヶ原は神様にまつわる話だったのだと知りま

した。

さて家を８時に出発してもう２時です。昼

食をとって、あと夕方５時まで２時間、日光

山輪王寺に行きました。とても大きなお寺で

すね。２日くらいかけないと周りきれないほ

どです。766年に創建し、820年に弘法大師

が来山し、「二荒」を「日光」と改称したと。

やはり日光という言葉のほうが、やさしさ、

安心感がありますね。現在、大規模な改修工

事をしているのですが、左甚五郎作の眠り猫

と鳴龍を見ることができました。40年前、自

由に龍の頭部の下に立って拍手をすると金鈴

のような妙音を響かせるというので面白がっ

て手をたたいて響くのを楽しんだことを覚え

ております。20年くらい前より、一般の人が

手をたたくのは中止してお坊さんが説明し、

響くのを聞かせて下さるようになりました。

やはりその響きは印象に残るものです。そこ

で鈴のお守りを買ったのですが、幸せが逃げ

ないように、鈴が割れていないように作られ

ているとのことでした。私のカバンの中に、

大事にしまっております。

家に着いたのは夜９時ごろでしたが、紅葉

もみたし、中禅寺湖と展望台にも行くことが

できたし、鳴龍の響きも聞けて楽しい一日で

した。

（仲田 浄治郎）

Coffee Break
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今まで紹介のお店、少し高級で手がとどかな

いかなという勤務医の先生方はおられませんで

したか？　今回は気軽に入れてお手頃なお店を

紹介します。イタリア料理・パスタのお店トラ

ットリアQです。

東急東横線の祐天寺の駅を降りて左手（西口

方向）に進み、小学校の前を通り、閑静な住宅

街を進んでいきます。坂をおりて左手に曲がっ

たところにこの店があります。駅からはほんの

2～3分です。赤い屋根のお店ですが周囲の街

並みに溶け込んでちょっと分かりにくい感じも

うけます。

店中に入ると15～20名くらいでいっぱいに

なりそうな広さですが、カウンターあり、テー

ブル席あり、個室ありでその日の気分で食事が

できます。店内は木調の多い落ち着いた雰囲気

です。ひとりでも、友達同士でも、家族づれで

も気軽に入ってもらえるようにとの店長みずか

らの心配りで設計されたそうです。

お昼はランチ、夜はコースで楽しめます。店

長のおすすめはウニのクリームソースパスタで

す。イタリア料理界の巨匠からの直伝だそうで、

テレビでも紹介されたそうです。また、六白黒

豚骨付きロースの炭火焼は店長のこだわり一品

です。ボリュームのある美瑛豚を一気に焼きあ

げた脂身の甘さとジューシーさが特徴です。で

も、何を食べようか迷ってしまったら店長おす

すめコースなんていうのもあり、おまかせでき

ます。お値段は5,000～6,000円で充分お腹いっ

ぱいになれると思います。

店長のあたたかい気持がつたわってくるお店

です。是非、みなさんも気軽に立ち寄れる本格

イタリア料理のお店に行ってみてください。

（相澤　卓）

トラットリアQ
http://www.trattoria-q.com/

東京都目黒区五本木1-29-1 ピアッツァU 1F

電話 03（6452）2939

ランチ 11：30～14：00（L.O. 14：00）

ディナー 17：00～21：00（L.O. 21：00）

2013年もどうぞよろし

くお願いいたします。

衆議院選挙は自民党の圧勝で政権交代

し、第二次安倍内閣は金融政策でまずまず

の滑り出しとなり、支持率も高く安定して

います。先の参議院選挙次第ですが、一党

支配となり医療福祉の政策がどうなってい

くのか見守らないといけません。医療崩壊

を防ぐためには医療界が団結して意見を発

信していくことが大切です。

広報部では皆様の様々なご意見を医会ニ

ュースで発信したいと思いますので、どん

どん投稿してください。 (Ｔ.Ｈ.)

編集後記

賛助会員
旭化成ファーマ株式会社／あすか製薬株式会社／アステラス製薬株式会社／アストラゼネカ株式
会社／エーザイ株式会社／大塚製薬株式会社／小野薬品工業株式会社／科研製薬株式会社／キッ
セイ薬品工業株式会社／杏林製薬株式会社／グラクソ・スミスクライン株式会社／シェリング・
プラウ株式会社／塩野義製薬株式会社／大鵬薬品工業株式会社／武田薬品工業株式会社／第一三
共株式会社／中外製薬株式会社／株式会社ツムラ／帝人ファーマ株式会社／日本新薬株式会社／
日本化薬株式会社／ファイザー株式会社／扶桑薬品工業株式会社　　　　　　　　　　（50音順）
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