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No.52

平成 27年の新年を迎え皆様に新年のお祝い
を申し上げます。
昨年は各地で爆弾低気圧による大雪で毎日の

診療にも大きな影響をお受けになった方も多か

ったと推測いたします。心よりお見舞い申し上
げます。
昨年は消費税が８％となりそれを補塡すると

言っていた医療保険の増額はほとんど実行され

東京泌尿器科医会会長　吉 田 英 機

年頭所感年頭所感

謹賀新年



ず大変ご苦労されていると思います。10％への
導入は８か月延長されましたが、その間医療費
は２％増額される保証はなく税金のしわよせが
医療費に重くのしかかる事態が予想されます。
以前からの厚生労働省の技官は「医療費が削減
されても開業の先生方には自己努力でなんとか
乗り切ってきましたよ」と言っていますが、そ
の努力もそろそろ限界にきているのではないか
と心配されます。実際には薬品、注射器、ガー
ゼなど個々に消費税がかかりますが、これらは
医療行為において患者にとっては食料品と同じ
様に生活必需品と解釈されますので日本医師会
にはこれらの医薬品や医療器具にも「低減税
率」の中に加えて欲しいと提言しているのです
が、その理由が良く分かりませんが反対する勢
力があると聞いております。各医師会を通じて
声を大きくする必要があると思います。どうも
TPPとの関連がありそうです。
さて我々東京泌尿器科医会も本年で創立 20

周年を迎えることになりました。本年３月７日
（土）に京王プラザホテルにて開催します。創立
者の初代会長の町田豊平先生には「東京泌尿器
科医会の歩み」について、特別講演として福井
大学の横山修先生には「Male LUTS、最近の

話題」を、元日本経済新聞論説委員で医療保険
に詳しい渡辺俊介先生には「今後の医療情勢に
ついて」のご講演をお願いしております。多数
の皆様の参加をよろしくお願いします。
本年の秋には役員改正が行われますが、会長

の私自身病弱で会長職を全うすることが困難で
すので新しく若い会長を選出していただくよう
にお願いしております。短い会長職で何も貢献
することが出来ませんでしたことをここにお詫
び申し上げます。
創立 20周年を機に新しい執行部に皆様の絶

大なる支援と協力をお願いし新年のご挨拶とさ
せて頂きます。

あけましておめでとうございます。昨年は首
都圏の大雪に始まり、広島の土砂災害、御嶽山
の噴火、長野北部地震、年末の爆弾低気圧など、
大きな自然災害が多かった年でしたが、会員の
皆様にはお元気で新年をお迎えのこととお喜び
申し上げます。
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新年のご挨拶
副会長　長谷川　潤

日　時：平成 27年３月7日（土） 17：00∼
場　所：京王プラザホテル（会場は後日ご案内します）

1．講演『東京泌尿器科医会の歩み』
東京泌尿器科医会初代会長　町 田 豊 平 先生

2．講演『Male LUTS、最近の話題』
福井大学医学部附属病院副院長
泌尿器科学講座教授　横 山 　 修 先生

3．講演『今後の医療情勢について』
国際医療福祉大学大学院教授
東京女子医科大学客員教授

元日本経済新聞論説委員　渡 辺 俊 介 先生

（平成 26年度総会は今回 20周年記念大会のため、9月の第 41回学術集会のときに開催いたします）

第40回東京泌尿器科医会学術講演会（20周年記念大会）の
お知らせ



さて、「21世紀の資本」の影響なのか「アベ
ノミクス解散」のせいなのか、最近マスコミな
どで盛んに経済格差拡大の話題が取り上げられ
ていて、昨年の流行語大賞には「トリクルダウ
ン」もノミネートされたようです。富裕層や大
企業などが儲かればその富は溢れてトリクルダ
ウン（滴り落ちる）して貧困層や下請け企業は
そのおこぼれに与れるという理屈で、シャンパ
ンタワーに例えられています。しかし、実際の
シャンパンタワーではほんの少しでも土台が傾
いたりしているとすべてのグラスにシャンパン
は行き渡りませんし、そもそも吝嗇な富裕層は
シャンパンが溢れるなんて勿体ないことを黙っ
て見ているわけはなく、より大きなグラス、い
やバケツを用意するに決まっています。シャン
パンタワーのように自然に富がトリクルダウン
するなんて誰が考えてもヘンな話だと思うので
すが、案の定、経済協力開発機構（OECD）は
トリクルダウンなど起きていなくて経済格差は
拡大したと否定的な報告をしました。
シャンパンタワーではないですが、すべての

人が同じ大きさのグラスで同じシャンパンを飲
めるのが日本の健康保険制度の基本です。経済
格差がどんどん拡大し、景気は低迷、消費増税
は先送りになり、医療、社会保障を手当てする
財源が厳しいため、介護報酬は下がり、さらに
は「患者申出療養」など混合診療の拡大と、受
けられる医療にも格差の拡大が懸念されます。
すべての人が同じグラスで同じシャンパンが飲
めるように健康保険制度を堅持してもらいたい
と願っています。

新年あけましておめでとうございます。一昨
年は、2020年の東京オリンピック開催決定に
日本中が盛り上がりました。くしくも、昨年は
東京オリンピック開催、新幹線開業から 50年
目でした。50年前は、日本の再生を現実にす
べく、夢と希望を胸に日本中の人々が懸命に働
いていました。
私自身、医療に携わって 40年近くが経ちま

した。現在、泌尿器科医としての仕事が夢や希
望の対象ではなく、重い足かせのように感じる
ことがしばしばあります。年を重ねて、一医師
としての限界を感じることも理由の一つでしょ
う。ただ、医療業界や社会に閉塞感やストレス
を感じることの方が、おそらく大きな理由だと
思います。
これから医師の立場はどのように変わってい

くのでしょう？　インターネットなどにより、
あらゆる情報が速やかに伝達され、良くも悪く
も医療の内容を一人一人が知ることができるよ
うになりました。誰でも医師や病院を選択でき
ます。これからは、医療情報の共有化によって、
医療の標準化あるいは画一化やコンビニ化が一
層進み、私たちもそれに対応することが求めら
れます。医療は、次第にショッピングと同じ感
覚で選ばれる対象になりました。当然、医療を
受ける側には権利の意識がより鮮明になります。
かつては、医師が権威を持ち、医師の裁量と持
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年頭に当たって
副会長　長 倉 和 彦



っている知識で医療を行うことができました。
これからは、その時代に対応した有効で安全性
の高い医療が標準とされ、それを常に行わない
と医療自体が続けられなくなることになります。
患者の権利が強く主張されている時代ですが、

医療に携わる者の権利や働く場所を守るために
も、私たちは自らが学び、必要に応じて主張し
なくてはなりません。本会は、泌尿器科医の社
会的地位の確立・向上、泌尿器科医としての資
質の向上を目指しています。泌尿器科臨床医に
求められる知識を得られる場として、本会が役
立つことを心から願っています。これからも、
皆様が参加することが有意義と感じられる医会
の運営を心がけたいと思いますので、よろしく
ご指導の程お願いいたします。

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。
消費税増税延期を争点（？）としての年末の

衆議院総選挙を終え、強く大きな寒波とともに
2015年がやってきました。2014年春の診療報
酬改定は泌尿器科医にとっては大きな影響はな
いと思っていましたが、次第に収支決算書の数
字が悪くなることによって、3％の増税がボデ
ィブローのように響いてきた 1年でした。再増
税延期が決定と同時に社会保障に関する費用の
減額も決まり、すでに介護報酬引き下げの方針

が発表されましたが、当然今後医療費にもその
波が来ると考えられます。
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さらに年 1回の保険診
療講習会（Tokyo Urological Association）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、医療機関
さらに泌尿器科医の収入を直接左右します。泌
尿器科医の生活を守るためには、組織化し泌尿
器科医の要求をまとめ、訴えていく組織が必要
であり、これが泌尿器科医会です。
東京泌尿器科医会も発足して今年で 20年が

経過しました。3月 7日（土）には 20周年の記
念講演会、祝賀パーティーを予定しております。
皆様の参加をお待ちしております。
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。
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新春を迎えて
総務担当　小 川 　 肇

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
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第11回 臨床検討会開催

2014年 11月 2日（日）に第 11回臨床検討会
（会長：佐藤和宏　船岡今野病院院長）が宮城
県仙台市の江陽グランドホテルで開催されまし
た。（日本臨床泌尿器科医会、宮城県泌尿器科
医会、アステラス製薬株式会社共催）
午前中は佐藤会長の開会宣言の後、基調講演

として本年度から会長に就任された宮崎良春先
生の「日本臨床泌尿器科医会のあゆみ」と佐藤
会長の「東日本大震災と宮城県医師会の活動に
ついて」の 2題の講演が行われた。
山口　脩先生のランチョンセミナーをはさん

で、午後からは 19題の一般演題が発表され、
東京からは仲田浄治郎先生より日常行っている
往診の尿道カテーテル症例の現状が報告された。
医会が開催する臨床検討会の特徴である泌尿器
科疾患だけにこだわらない様々な内容の発表の
後、荒井陽一先生（東北大学大学院医学系研究
科　泌尿器科学分野教授）の「前立腺癌内分泌
療法のふしぎ：新たなエビデンス構築に向け
て」と題された特別講演が行われた。
翌日 11月 3日は恒例となったバスツアー。

塩釜港から松島港への遊覧船に乗船、震災で風

景が多少変化したところがあるそうですが、穏
やかな船旅を楽しむことができた。田里津庵
（松島）での豪華な昼食の後、被災地の一つ名
取市閖上地区を視察させていただいた。800人
以上の方がなくなったこの地域も、がれきはす
でにきれいに片付けられており、海に近い同地
域は建物を再び建てることはできないため、多
くの建物の基礎だけが残っている異様な景色で
した。それでも所々に民家が残っており、残っ
た家もあるんだとホッとしてバスが近づいた時
によく見てみると、その建物は外枠だけが残っ
ているだけで、中身は何も残っていない外枠だ
けの建物でした。このように残っている建物は
住んでいた住民がすべてなくなってしまったた
めにまだ処分ができないので残っているとのガ
イドさんの説明に愕然。閖上湊神社から参加者
全員で合掌し帰路につきました。
佐藤会長は「被災当時の映像を見るとまだま

だ目頭が熱くなる。自分は PTSDだ。」と話さ
れていました。被災地を案内してくれたガイド
さんの声は終始小声で、所々でつまり嗚咽交じ
りでした。復興、復興と叫ばれていますが、体
験された方々の心からの復興にはまだまだ時間
がかかると痛感させられました。

（文責：小川　肇）

日本臨床泌尿器科医会だより

病院めぐり

NTT東日本関東病院

当院は JR山手線の内側にあり、五反田駅か
ら徒歩圏の閑静な住宅街の中にあります。約１
万坪余りの敷地内にはちょっとした庭園があり、
その中にはタニタ食堂もあります。当院は、電
気通信省関東逓信病院として昭和 26年 12月に
開設されました。翌年には電気通信省が廃止さ
れ、病院は日本電信電話公社直属となりました。

昭和 60年には NTTとして民営化され、さらに
平成 11年の NTTの再編成により NTT東日本
関東病院に改称されました。初代の佐々貫之院
長以来、落合慈之前院長の後を私が 8代目とし
て平成 26年 7月から継ぎました。一方泌尿器
科部長は初代が大越正秋先生、次いで生亀芳雄
先生、小川秀弥先生、そして亀山と続いており



ます。当院は長い間の職域病院から昭和 61年
にようやく一般開放されました。そうした経緯
から、周辺地域医師会の先生方とは特に地域の
医療連携に心血を注いでまいりました。地域が
ん診療連携拠点病院、東京都災害拠点病院、産
科病棟、精神科病棟、緩和ケア病棟、二次救急、
SCU／CCU等で地域の皆さまに貢献しており
ます。また年間 15, 000人受診可能な予防医学
センターを併設しております。
医療の質と安全の確保という面においては、

国際医療機能評価（JCI）の審査を 2度更新し
ました。今後は患者満足度に直結するよう、ま
た職員満足度に裏打ちされたものになるよう、
次の審査に向けて新たな取り組みを始めたとこ
ろです。
泌尿器科診療においては、すべての領域にお

いて、高度の治療が提供できております。腎温
存手術、大静脈内進展腎癌の手術、HoLEP、腹
腔鏡・後腹膜鏡下での腎手術をはじめ、その他

開創手術の多くは手術の基本として若手医師に
しっかりと指導しております。他院の腫瘍内科
医を招聘し科内に腫瘍外来を設け、分子標的薬
の適切な投与法、副作用対策、治験情報などを
提供しております。また、前立腺センターを設
置し、今後も増加が予測される前立腺疾患の需
要増に応えていくところであります。今後とも、
当院が皆様のお役に立てればと念じております。

（院長／泌尿器科部長兼務　亀山周二）
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̶ ちゃんちゃんこ ̶

仲田クリニック　仲田 浄治郎

平成 27年、今年で私は 65歳になります。
いつの間にかという気持ちです。65歳になる
と高齢者の仲間入りとなりますが、自分として
は高齢者と言われたくないと思っております。
しかし一方では、この 12月になって、特にこ
の冬は寒いのか体がやたらと冷えます。やはり
年のせいなのかなと思い、ヒートテックを買っ
てみたのですが、それでも外出していても、家
の中でも寒いのです。家の中ではセーターを着
て、そして夜寝る時も暖房を入れたりしている
のですが。そんな時に武蔵小山の商店街に行く
用事がありました。年末でとても人が混み合っ

ていました。ちゃんちゃんこを専門に売ってい
る店がありました。店頭品は 3，600円です。
この位の値段ならば買ってみようかなと思い店
に入っていきました。その店主は「店の奥にも
同じ値段で色違いがありま…」というところで、
「どのような物が希望ですか。」と言葉を改めて
きました。私は、「軽くてとにかく暖かい物が
欲しいのです。」と答えると「久留米産の手織
りで良い物があります。」。値札をみると１万円
です。さらに良い物は軽くて、１万８千円です。
中間が１万２千円でした。３枚試着し、また気
に入ればもっと良い物にすればと思い、とりあ
えず１万円の品物を買いました。家に帰り、ち
ゃんちゃんこは 2，000円から 3，000円位かな
と思ったのですが、１万円。確かに物は良いの
ですが、なぜ 3，600円から、話が変わってし
まったのか不思議に思っていました。私はお金
持ちそうにも見えないと思うのですが。一緒に

Office Urology
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いた家族にそのことを言ったら、「たぶんコー
トをみて店の人は話を変えたのでしょう。」と。
私が着ていたのがカシミヤのコートだったから
かもしれません。でもこのちゃんちゃんこは、
家の中では実に快適で気分は最高です。ちなみ
にこの文章を書いてみて国語辞典を開いてみる
と『ちゃんちゃんこ』は、「子供用の袖なし羽
織」。『羽織』をみると「着物の上に着る、丈の
短い上着」。『どてら（褞袍）』を調べてみると、
「綿を入れた広袖の着物。防寒用、または寝具

用にする。」とあります。『半纏（はんてん）』
は、「羽織に似ているが、襟の折り返しや胸ひ
もがない丈の短い上着」と書いてありました。
私の買ったのは、この『半纏』になるのでしょ
う。
加齢とともに、皮膚も筋肉も肉体のすべてが、

そして動作も頭の回転も変わってきます。年に
逆らわず、でも患者さんの相談にのれるような
医師になりたいと思います。

佐々木クリニック
泌尿器科・小児泌尿器科

白柳慶之 先生
はじめまして。平成

26年10月２日に小平
市花小金井に泌尿器
科・小児泌尿器科クリ
ニックを開業いたしま
した白

��

柳
���

慶之
����

と申し
ます。私は東京都立西
高等学校卒業、1994
年信州大学医学部を卒
業いたしました。東京女子医科大学泌尿器科
に入局し、大学院では東京女子医科大学先端
生命医科学研究所にて膀胱の再生医工学につ
いて培養細胞シートを用いた膀胱再生の研究
を行い、博士号をいただきました。その後、
カリフォルニア大学サンフランシスコ校に留
学する機会を得て小児泌尿器科と出会い、
2006∼14年は神奈川県立こども医療センタ
ーで小児泌尿器科を専門として診療して参り
ました。
小平市花小金井は私の家内（旧姓：佐々木）
が耳鼻科クリニックを二代目として開業して

おり、今回は泌尿器科クリニックを別診療所
として併設する形で開業いたしました。診療
内容では、一般泌尿器科の疾患に加え、小児
泌尿器科疾患とその治療後のフォローアップ
に力を注ぎたいと考えております。小児泌尿
器科領域の疾患は手術治療が主になります
が、手術後も成人期までフォローが必要な患
者さん（キャリーオーバー症例）も少なくあ
りません。また、二分脊椎症、小児の昼間尿
失禁、夜尿症などを専門に診療できるクリニ
ックはとても少ないのが現状です。赤ちゃん
からお年寄りまで尿路のことを気軽に相談で
きるクリニックを目指して努力していきたい
と思います。また、近隣の機関病院（公立昭
和病院、都立小児総合病院医療センターなど）
との病診連携をおこない、少しでも患者さん
や勤務医の先生がたの負担軽減に役立ちたい
と思っております。
開業を決意してからは、趣味の機会は減っ

てしまったのですが、生活が落ち着いたおり
には、好きなゴルフとチェロの演奏を再開し
たいと思っています。末筆ですが、このよう
な新規開業紹介の機会を頂き、誠にありがと
うございました。 若輩者ではありますが、本
会の諸先輩方には 今後ともご指導ご鞭撻のほ
どどうぞよろしくお願いいたします。

新規開業紹介



今回は台東区谷中の焼き鳥屋「和味（なごみ）」
を紹介いたします。最近TVの散策で谷根千が
よく取り上げられます。谷根千は谷中、根津、
千駄木のお寺の多い地区で下町として紹介され
ています。中でも谷中は戦争でも焼け残った古
いお寺が沢山残っています。

JR日暮里駅から谷中銀座方面に徒歩2～3分
でNHKテレビ小説でも舞台となった夕焼けだん
だんがあります。階段を下ると昭和の香りのする
谷中商店街に入りその中央左側に位置します。
さて、和味店内に入ると右にカウンターと左

の段に横並びのテーブル席。奥に小上がりの個室
がありさらに座敷席があり８席が掘りごたつに
なりますから、予約のときには掘りごたつ席を
頼んでおくと楽です。飲み物は豊富で日本酒は
黒龍石田屋／仁左衛門、焼酎は村尾／薩摩茶屋／
佐藤白黒と貴重なお酒が取り揃えてあります。
鶏肉は種田店長のこだわりで、自然のまま育

てた地鶏で宮城の山奥で 180日飼育の「尾鈴山
鶏」と栃木の山奥で 120日飼育の「錦鶏」を使
用しています。焼き鳥は普通のものから珍しい
ものとして鶏冠やつなぎなどがあり、その時に
店長が認めた極物には極皮、極ボンジリ、極筋
などがあり絶品です。予約の時に頼んでおかな
いとなくなります。
冬メニューでは、鳥シャブ（要予約）、下仁

田ネギコースはお勧めです。食後の〆は鶏がら
スープの素らーめんです。メタボに悪そうです

が、塩味の鶏がらスープが良く絡む細い縮れ麺
はとても美味です。
谷根千散策と合わせて焼き鳥和味（正月以外

年中無休17：00～）で楽しんでみてはいかがで
しょうか。　　　　　　　 （細部高英）

http://nagomi.hanamizake.com/
電話 03-3821-5972

焼き鳥

和味
nagomi
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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）

年末の選挙では自民党の
圧勝でした。消費税増税が

先送りになることで医療費の財源がなくな
り、次回の診療報酬改定ではさらに厳しい
状況と噂されています。昨年の改定では泌
尿器科分野ではあまり大きな影響がなかっ
たと言われていますが、皆様はいかがでし
たでしょうか。厚労省では大病院は「７対
１病床」減らしへ、診療所は「24時間対応
の主治医機能」強化という方向で動いてい
るようで、ますます厳しい時代になってき
そうです。今年はよい年でありますように。

（相澤　卓）

編集後記
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