
平成 28 年 2 月 13 日
（土）京王プラザホテルに
てアステラス製薬株式会社
共催のもと第 42回東京泌
尿器科医会学術集会・総会
が開催された。会員賛助会
員計 75名の出席があり、
盛会となった。長谷川道彦
理事の総合司会で開会し、まずは講演Ⅰとして
アステラス製薬招待講演で榎本　裕理事座長の
もと、東京大学大学院医学系研究科コンチネン
ス医学講座特任教授　井川靖彦先生による「過
活動膀胱に対する薬物療法―β３作動薬の位置
づけ―」としてご講演いただいた。2015年改
訂の OAB診断治療ガイドラインに基づく抗コ
リン剤とβ3作動薬の効果と副作用などを詳し
く紹介され日常診療に役立つ内容であった。次
に平成 27年度東京泌尿器科医会総会が開催さ
れ、長倉和彦会長から総会開会にあたって会長
挨拶のあと、柴山太郎総務から、平成 27年度
事業報告と平成 28年度事業計画、新役員人
事、遠山　顕総務から平成 27年度会計報告、
小川 肇幹事より会計監査報告があり、全会一
致で了承を経て総会を終了した。

つづいて講演Ⅱに移り、桶川隆嗣理事座長の
もと東北大学大学院医学系研究科･泌尿器科学
分野主任教授　荒井陽一先生による「限局性前
立腺癌の診療 Update」としてご講演いただい
た。前立腺限局癌に対する内分泌療法の意義、
内分泌療法におけるMetabolic synd.について、
また高齢者における根治的前立腺全摘出術の意
義について、国内外のデータをもとに詳しくご
説明いただいた。毎回恒例の保険診療の Q&A
では新保険担当理事になられた昭和大学泌尿器
科　富士幸蔵先生より会員からの 8個の質問に
対しわかりやすくご説明いただいた。
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2015年 4月に、過活動膀
胱（OAB）の診療ガイドラ
イン第 2版が発刊された。
初版発刊から 10年ぶりの改
訂であった。この 10年の間
に、多くのエビデンスが追
加されたが、その中でも最
も特筆すべき点は、2011年 9月に、本邦で創
薬・開発された世界初のβ3作動薬（ミラベグ
ロン）が新規作用機序の OAB治療薬として登
場したことである。新ガイドラインでは、β3
作動薬は、女性の OABに対しては、抗コリン
薬と並んで推奨グレード Aで第一選択薬とし
て位置付けられている。その有効性は多くの抗

コリン薬と同等で、口内乾燥や便秘の副作用は
有意に少ないことが示されている。抗コリン薬
抵抗性の OABに対しても、β3作動薬に変更
することにより、抗コリン薬特有の有害事象の
軽減が期待され（レベル１）、OAB症状の改
善が認められる可能性がある（レベル２）。難
治例に対するβ3作動薬（ミラベグロン）とソ
リフェナシンとの併用療法はその有効性と安全
性が実証されており（レベル２）、推奨される
（B）が、他の抗コリン薬との併用については
報告がない。前立腺肥大症に伴う男性 OABに
対しては、第 1選択薬としてα1遮断薬（グレ
ード B）もしくは PDE5阻害薬（グレード B）
が推奨されるが、α1遮断薬単独で効果不十分
な場合に、抗コリン薬（グレード A）または
β3作動薬（グレード C1）の追加併用が推奨
される。

【日時】平成28年 8月27日（土） 17：15〜
【場所】京王プラザホテル本館42階「富士」の間

東京都新宿区西新宿2-2-1 TEL：03-3344-0111
（交　通）JR・私鉄・地下鉄各線新宿駅西口より徒歩5分、都営大江戸線都庁前駅B1出口すぐ
（参加費）1,000円

講演 1.「LUTS：新しい視点からの考察（仮）」
山梨大学大学院総合研究部　泌尿器科学講師　三 井 貴 彦 先生

講演 2.「新専門医制度の概要」
日本泌尿器科学会専門医制度委員長　　
和歌山県立医科大学泌尿器科教授　　　原 　 勲 先生

講演 3.「保険診療のQ&A」　 日本大学医学部附属板橋病院　山 口 健 哉 先生

第43回東京泌尿器科医会学術集会のお知らせ

過活動膀胱に対する薬物療法
―β３作動薬の位置づけ―

東京大学大学院医学系研究科■
コンチネンス医学講座特任教授

井 川 靖 彦 先生

講演 1
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国立がんセンターがん情
報サービスによれば、2015
年の男性癌のトップは前立
腺癌と予想されている。特
に限局性前立腺癌の増加が
見込まれる。そこで、限局
性前立腺癌の診療を行う上
で、3つの話題を提供したい。第一に限局癌に
対する内分泌療法（以下、androgen depriva-
tion therapy: ADT）の意義である。進行癌治
療の第一選択は勿論 ADTであるが、限局癌に
対する ADTの意義は必ずしも明らかではない。
最近の複数の大規模研究では、一次 ADTは限
局癌の生存率改善に寄与しないことが報告され
ている。2015年の EAUガイドラインでは、低
∼中リスク癌（無症状の）に対しては、ADT
は用いるべきではない、とされている（推奨グ
レード A）。一方、本邦では T1/2の早期癌でも
高い割合で ADTが行われている現状がある。
限局癌の一次 ADTは、エンドポイント不明の
まま長期投与となるケースが多いと思われる。
エビデンスにもとづいた慎重な適応決定が望ま
れる。

第二の話題は ADTとmetabolic healthであ
る。比較的早期の病期から ADTが開始される
ことの多い昨今、その投与は長期化しやすい。
ADTの長期的影響への配慮が求められる。東
北地区のMichinoku Japan Urological Cancer
Study Group（MJUCSG）（弘前大、秋田大、
宮城県立がんセンター、東北大）にて、ADT
の影響について前向き研究を行った。ADT開
始一年後では、腹囲、体重は上昇し、内臓脂肪、
皮下脂肪の増加が顕著であった。一方、腸腰筋
などの筋肉量は、CTの面積測定にて約８％も
減少していた。これらから、ADTによって
sarcopenic obesityの病態がが推察された。骨
折・転倒などのリスク軽減のために ADT開始
と共に生活指導が重要と思われる。
最後の話題は高齢者における根治手術の適応

の問題である。前立腺癌は急増しているが、特
に 70 歳以上の高齢者層の増加が著しい。
PIVOT 研究、SPCG-4研究などから、期待余
命１０年以下や併存症の多い症例では、侵襲の
大きい根治手術のメリットは少ないことが示さ
れている。一方、高齢者の前立腺癌の生物学的
悪性度については一定の見解はない。
MJUCSGの前立腺全摘データベースでは、７
０歳以上と未満のグループでは予後に差を認め
なかった。今後は、高齢者の健康状態をより客
観的に評価する方法の確立が望まれる。

特別講演

限局性前立腺癌の診療Update

東北大学大学院医学系研究科
･泌尿器科学分野主任教授

荒 井 陽 一 先生

講演 2
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保険診療の ＆Ｑ A

昭和大学
泌尿器科准教授
富 士 幸 蔵 先生
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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。

〒134ｰ0084 江戸川区東葛西6-1-17-2F
柴山泌尿器科・内科クリニック　柴山太郎
TEL.（03）5675-7223 FAX（03）5676-4501

入会のお誘い
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副会長　長谷川　潤

平成 27年 12月 7日に平成 27年度忘年会が
南国酒家で行われました。
協議事項はありませんでした。
平成 28年 2月 1日に平成 27年度第 3回幹事

会が興和（株）東京支店にて開催されました。
「他科の先生方に知らせたい各科のトピック
ス」では内科から「慢性閉塞性肺疾患」「手術
により治療可能な認知症」「健康食品による健
康被害事例報告のお願い」のプレゼンテーショ
ンがありました。
平成 28年 4月 4日に平成 28年度第 1回幹事

会が興和（株）東京支店にて開催されました。

１）自民党参議院比例区（全国区）支部長自
見はなこ氏から選挙協力の依頼がありま
した。

２）「他科の先生方に知らせたい各科のトピ
ックス」では精神科から「精神科の現
状」と題して東京精神神経科診療所協会

の近況報告、労働衛生におけるストレス
チェック制度の導入、関連学会の動向に
ついてプレゼンテーションがありました。

３）東京内科医会より平成 28年度診療報酬
改定とその問題点についての解説があり
ました。

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。

〒134ｰ0084 江戸川区東葛西6-1-17-2F
柴山泌尿器科・内科クリニック　柴山太郎
TEL.（03）5675-7223 FAX（03）5676-4501

投稿のお願い



このたび広報担当役員の
末席に加えていただいた簗
田周一（やなだ）と申しま
す。私は昭和 63年に東京
慈恵会医科大学を卒業し、
平成 21年より中野区で開
業しております。小学生の
頃から育った土地での開業でもあり、近隣に住
む、色々な臨床分野の患者さんが受診され、
日々患者さんから学ぶ毎日です。
推薦いただいた広報担当役員の細部先生は、

出身医局の先輩でもあり、広報の仕事が円滑に

進むよう補佐してまいりたいと思います。
東京泌尿器科医会は、慈恵医大の前々教授、

町田豊平先生と縁が深い医会ですが、先生は私
が卒業後研修医になった際の主任教授で、泌尿
器科医となるための薫陶を受けた恩師でありま
す。開業前は神奈川県勤務で、あまり当医会の
学術集会に出席する機会がなかったのですが、
役員に加えていただいたからには、広報の仕事
が円滑に進むよう、微弱ながら尽力したいと思
いますので、よろしくお願いいたします。

新理事挨拶

やなだクリニック

簗 田 周 一
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平成 28年４月 24日（日）に第 104回日本泌
尿器科学会総会中の仙台国際センターにて全国
泌尿器科保険審査委員懇談会が開催されました。
全国の審査基準の統一化のために各審査員から
提出された問題点について熱心に討議されまし
た。この検討結果をもとに「保険診療の手引
き」が改定され年内には会員に配られる予定で
す。
同会場ではその後第 19回総会と講演会が開

催されました。講演会は厚生労働省・企画官
真鍋　馨先生の「平成 28年度診療報酬改定に
ついて」で、今回の改定の生の現場に立ち会っ
た立場からのお話を聞くことができました。

先立って行われた第２回役員会で東京泌尿器
科医会長倉和彦会長の日本泌尿器科医会理事へ
の就任が承認され、そのまま総会でも承認され
ました。これで東京からは吉田英機名誉会長、
斎藤忠則常務理事、山口健哉理事、小川　肇に
続いて５人目の役員となりました。
日本臨床泌尿器科医会は来年設立 20周年を

迎えます。平成 29年６月３日（土）東京の明
治記念館にて記念式典を準備中です。詳細は追
ってお知らせしますが、日本臨床泌尿器科医会
会員以外の東京泌尿器科医会会員の先生にも参
加していただけるように考えております。

幹事　小 川 　 肇



Ⅰ 平成 27年度事業報告
1. 学術集会を 2回開催した。
第 41回（27.9.5.）
第 42回（28.2.13.）

2. 第 3回泌尿器科医師保険講習会を開催し
た。（27.11.14）

3. 東京泌尿器科医会ニュースを 2 号（53
号,54号）発行した。

4. 理事会を 3回開催し（6/25. 9/24.11/26.）あ
と 1回開催する（3/24）。

5. 東京都各科医会協議会に総会を含め５回
の幹事会に参加した。

6. 本会の学術集会参加会員に日泌専門医研
修単位３単位、および日医生涯教育制度
の２単位を与えた。

7. 現在、正会員 212名、名誉会員 5名、賛助
会員 23社である。

Ⅱ 平成 28年度事業計画
1. 総会を１回開催する。
2. 学術集会を２回開催する。（43回、44回）
3. 東京泌尿器科医会ニュースを 2回発行する。
4. 日本泌尿器科学会専門医制度、日本医師
会の生涯教育制度への参加を継続する。

5. 東京都各科医会協議会に参加し、各科医
会協議会運営に協力する。

6. 泌尿器科に関係する学術集会、公開講座
などを後援する。

7. 泌尿器科医師保険講習会を継続し、第 4
回を開催する（7月 2日）。

8. 以上のほか、本会の目的を達成するため
に必要な事業を行う。
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平成27年度 総会報告

東京泌尿器科医会役員
会　長　　長倉　和彦
副会長　　長谷川　潤　　細部　高英
総　務　　柴山　太郎　　長谷川道彦　　古平喜一郎
学　術　　中澤　速和　　巴　ひかる　　赤倉功一郎　　中島　耕一　　桶川　隆嗣
保　険　　斎藤　忠則　　長谷川倫男　　山口　健哉　　富士　幸蔵
広　報　　細部　高英（兼任）中村　　聡　　村上　幸人　　簗田　周一（新）
会　計　　遠坂　　顕　　榎本　　裕
監　事　　小川　　肇　　山本　史郎

平成 27年度東京泌尿器科医会収入決算書
平成 27年 1月 1日∼12月 31日



ここ数年、台東区谷中と文京区根津、千駄木
の頭文字をとって下町「谷根千」として TVな
どで紹介され根津神社のつつじ祭りの時期など
は歩道を歩くのも大変なほどにぎわいます。今
回はその谷根千の鰻懐石「吉里（きり）」を紹
介します。
場所は千代田線千駄木駅を出ると不忍通りの

団子坂下の交差点に出ます。信号を渡り谷中方
面三崎坂に向かい 1つ目の信号を左によみせ通
りにはいりすぐの右手です。
木造一戸建てで古民家を改装して谷中らしい

情緒ある建物です。店内は 60名の掘り炬燵形
式と椅子席で半個室にもなっております。
鰻はつまみでもお重でも、注文してから 30

分以上かかるのでお店の予約の時に頼むのがよ

ろしいです。
鰻の白焼きと
かば焼きは関
東風と関西風
が選べます。
肉厚でとても
美味しくいた
だけます。ま
たつまみでお
すすめなのが
鰻の串焼き 9
種です。肝の
お吸い物はよくありますが、この鰻のパーツご
との 9種類はお酒が進みます。
お酒はワイン、焼酎もありますが、日本酒の

種類も豊富で、黒龍が数種類あり楽しませても
らえます。
鰻のほかにも、お造りやせいろ蒸ししゃぶも

人気のおつまみです。
お近くにお出かけの際には、鰻を楽しまれて

はいかがでしょうか。 （細部高英）

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）

私事で申し訳ありません。先日、新潟にトレッキングに行ってまいりまし
た。毎年大学の同期と新潟の山に登っています。上越新幹線の越後湯沢駅も、

以前は直江兼続が生まれ育った土地として賑わいがありましたが、今年は人が少なく、駅近く
でも開いていない店舗が多く閑散としていました。泌尿器科学会で訪れる都市ではあまり実感
できない、人口の減少を実感いたしました。人口の減少していく都市では、少ない医療機関に
患者さんが集中し、医療機関側も疲弊していくし、高齢化が進めば在宅医療の負担も増えそう
などと、自分がその場で医療を担っていた場合どのように対処していくか、勿論、一人では対
処できない問題をボーとした頭で考えながら山道を歩いた一日でした。　　　　　　（S.Y.）

編集後記
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