
平成 28年 8月 27日（土）京王プラザホテル
にて第 43回東京泌尿器科医会学術集会が開催
された。会員 59名、賛助会員 5名、計 64名の
参加者であった。古平喜一郎理事による総合司
会で開会宣言の後、中村　聡理事座長のもと、
山梨大学大学院総合研究部泌尿器科学講師　三

井貴彦先生により「LUTS；新しい視点からの
考察」として LUTSに中枢神経系の関与や時
計遺伝子の関与などの最新の知見を伺った。続
いて特別講演は、中島耕一理事座長のもと、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　勲先生より、「新
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第43回東京泌尿器科医会学術集会開催

【日時】平成29年 2月25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.「前立腺がんにおける骨マネージメント」
群馬大学大学院医学系研究科　泌尿器科学教授　鈴 木 和 浩 先生

講演 2.「泌尿器科医のためのアトラスで見る　これが梅毒だ」
宮本町中央診療所　院長　　
日本性感染症学会代議員　尾 上 泰 彦 先生

講演 3.「保険診療のQ&A」 昭和大学　泌尿器科准教授　冨 士 幸 蔵 先生

平成28年度総会を開催します。

第44回東京泌尿器科医会学術集会・総会のお知らせ



超高齢化社会到来に向け
て、平均寿命だけでなく健
康寿命を延ばそうという動
きが厚生労働省中心に出さ
れている。健康寿命という
視点から LUTSの位置付け
を考えると、LUTSは高齢
化社会において明らかに増加する疾患である。
本日は LUTSの新しい概念を 2つ紹介する。
その一つが「LUTSにおける中枢神経の関

与」である。最近話題となっている「かくれ脳
梗塞」は下部尿路症状が先行。特に前頭葉病変
では LUTS優位となる事が知られている。尿
意切迫感の中でも排尿反射と中枢神経の関与に
注目してみると、Urgency発症の仕方は電球
の Switchに似ており、排尿反射の Switchが
突然 ONになり、排尿反射が起こり始めてい
る状態  （Premature Voiding Reflex）とも考え
られ、大脳による抑制が限界に達すると（我慢

できなくなると）排尿筋の不随意収縮が起こり、
切迫性尿失禁に至ると考えられる。
膀胱知覚の Functional Brain Imagingをする

ために PETや f-MRIを利用して、脳が膀胱知
覚を感ずる部位を同定する研究がここ数年で行
われ、セロトニン量が排尿反射に相関している
事が分ってきた。現在中枢神経をターゲットに
した治療として SNRIの検討がされているとこ
ろである。
もう一つの新しい概念が「LUTSにおける

時計遺伝子の関与」である。生体内の概日リズ
ム（サーカディアンリズム）が疾患の発症と時
間に深く関わる事は既に知られているが、夜間
頻尿においても関連が注目されている。活動
期／睡眠期での膀胱容量の変化・夜間頻尿患者
の睡眠時の膀胱容量が低下する点、腎の AQP2、
ENaC、AVPRに概日リズムの存在する点、膀
胱平滑筋 Cx43の時計遺伝子による制御が夜尿
症や夜間頻尿といった排尿リズムに影響する点、
高齢者におけるメラトニン夜間分泌量が少ない
と夜間頻尿を呈する事などからも関与の存在が
裏付けできる。時計遺伝子を制御する薬剤が夜
間頻尿の治療に繋がる可能性もある。

LUTS治療の発展にはまだまだ新規治療開
発が必要であり多くの課題があるが、未知なも
のが多い程面白いと感じている。

LUTS：新しい視点からの考察

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 1
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専門医制度の概要」と題して新専門医制度の動
向と今後の方針など現在わかっていることを中
心にお話しいただいた。会場からの活発な質疑
応答があった。
最後に日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科

分野准教授　山口健哉先生より保険診療の
Q&Aにて、会員からの 12の質問に丁寧にご
回答いただいた。
情報交換会では長倉会長の挨拶で始まり、会

員の交流で盛会となった。

名誉会員と承認された先生方（順不動）

鈴木日出和先生　　秋元　成太先生　　矢嶋　暎夫先生
小川　秀彌先生　　吉田　英樹先生　　　　　　　　■



従来の学会主導の専門医
制度が大きく変わることに
なります。その骨子として
は 2点あります。
まず、新しく泌尿器科専

門医の取得を目指す場合、
2017年 4月からは専門医機
構が認めた専門研修プログラムに則った研修を
行うことが義務化され、全国でプログラムの準
備が進められてきました。日本泌尿器科学会で
は学会で 1次審査を行い 95のプログラムを認
可、学会の 2次審査を経たのち公表を行う予定
でしたが、2016年 6月に日本医師会や厚生労
働省から、地域医療への強い懸念のため 2017
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な
りました。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年度の運用に関す
る指針を示しました。これによりますと 2017
年は専門研修プログラムを学会として運用しま
す。泌尿器科専門医を目指す専攻医はどこかの
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の単位でな
く従来の学会基準となります。また機構が定め
ようとしていた専攻医の上限数は撤廃されてい
ます。また 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。
もう一点は更新基準の変更です。2016年 4

月から 2020年 4月の更新にあたる先生は日本
専門医機構の示す基準および従来の学会の示す
基準のどちらかを選択することが可能ですが、

2021年 4月の更新からはすべて機構の示す基
準で更新する予定となっていました。実際
2016年 4月の更新に関しては全更新者数 1560
名の約 5%に相当する 80名の方が機構の基準で
残りの 1480名が学会の基準に則って更新され
ました。更新に関しましても新専門性制度の導
入が混迷を続ける中、2017年の更新に関して
は機構による更新はせずに、学会基準での更新
のみを受け付ける旨を 2016年 8月 5日の声明
文で明らかにしています。2018年からの更新
方法については現段階では明らかにされていま
せんが、開始時期の遅れはあるものの最終的に
は機構での更新基準に統一されるものと思われ
ます。今までは学会に参加するだけで更新基準
を満たすことが可能でしたが、機構の示す基準
では学会に参加するだけでは無理で、領域講習
と呼ばれる現在の卒後教育プログラムのような
ものを受講していただく必要があります。また
泌尿器科に関することだけではなく、医療安全
や感染対策、医療倫理など共通講習と呼ばれる
ものも受けていただく必要があります。また 5
年間で泌尿器科領域講習に関しては最低で 20
時間、共通講習に関しては 5-10時間の講習を
受けていただく必要があります。今までの卒後
教育プログラムだけでは会員の皆様に十分な講
習の機会を持っていただくことは困難なため大
幅なプログラムの増設や e learning systemな
どを構築している最中です。
新しい専門医制度についてはいまだ不透明な

点が多々ありますので正確な情報を共有してお
くことが重要です。

特別講演

新専門医制度の概要−問題点と
展望

日本泌尿器科学会専門医制度審議会委員長
和歌山県立医科大学泌尿器科教授

原  勲 先生

講演 2
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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。

〒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
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保険診療の ＆Ｑ A

日本大学医学部
泌尿器科学系

泌尿器科学分野准教授
山 口 健 哉 先生
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副会長　長谷川　潤

平成 28年度定時総会（通算 28回）が平成
28年 7月 4日に南国酒家にて開催され、平成
27年度事業報告、会計報告、平成 28年度事業
計画、予算案が承認されました。
平成 27年度に行われた主な協議事項は平成

26年度に引き続いて「他科の先生方に知らせ
たい各科のトピックス」を中心に行われました。
平成 27年度は産婦人科、整形外科、耳鼻咽喉
科、小児科、内科の各医会よりプレゼンテーシ
ョンが行われ、その要旨は東京都医師会雑誌に
掲載されました。
平成 28年度の事業計画は 27年度に引き続き

「他科の先生方に知らせたい各科のトピック
ス」を行う予定です。

平成 28年度第 2回幹事会が平成 28年 10月
3日に興和（株）東京支店にて開催されました。
１）「他科の先生方に知らせたい各科のトピッ
クス」では泌尿器科から「男性と女性の
排尿障害」と題して本会の学術担当役員、
巴ひかる先生にご講演いただきました。

２）平成 28年 4月の診療報酬改定の及ぼした
影響について各科から報告がありました。

３）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への感謝の挨拶
がありました。

４）本会の規約の一部改正について承認され
ました。具体的には幹事会の開催回数が
年２回から年３回に、年会費が 60,000
円から 80,000円に改正されました。

５）一般社団法人日本放射線科専門医会理事
長、井田正博先生より発言があり、現在
休会中の関東放射線科医会にかわり、日
本放射線科専門医会の東京または関東ブ
ロックから本会への参加を打診されまし
た。賛成多数で参加が承認されました。
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平成 28年 7月 9日（土）から 10日（日）に
第 13回臨床検討会（会長： 岩澤晶彦　岩澤ク
リニック院長　札幌市）が札幌市内の京王プラ
ザ札幌で開催されました（共催：日本臨床泌尿
器科医会　北海道泌尿器科医会　札幌市泌尿器
科医会）。 今回は第 16回日本 Men’s Health医
学会（会長：三樹会病院院長　佐藤嘉一先生）
との合同開催となりました。今回のメインテー
マは「男、一生面倒見ます泌尿器科」で、全国
から 30題の一般演題が集まりました。例年通
り内容は多枝にわたっており、他学会では味わ
えない内容も多くみられました。その後、教育
セミナー（座長：北海道大学　大学院医学研究
科腎泌尿器外科学分野教授　篠原信雄先生）と
して、札幌医科大学医学部　泌尿器科学講座教
授　舛森直哉先生による「男性の夜間頻尿の疫
学と治療 update」および、宮の沢腎泌尿器科
クリニック院長　小林信也先生による「女性の
夜間頻尿―当院における F-V chart解析と治療
経験―」の講演があり、夜間頻尿治療の最新知
識を御教示いただきました。 先だって開かれ

た役員会で、山口秋人副会長から第 29回日本
老年泌尿器科学会（会長：山口秋人　原三信病
院副院長）が成功裏に終了したことが報告され
ました。また日本臨床泌尿器科医会設立 20周
年記念式典を 2017年 6月 3日に東京で開催、
このため第 14 回臨床検討会は 2018 年埼玉県で
開催（会長：賀屋　仁　川口市立医療センター
院長　川口市）、2017年の総会も日本泌尿器科
学会総会開催中の鹿児島で開催されることが承
認されました。

理事　山 口 健 哉

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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日本臨床泌尿器科医会は平成 29年に設立 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開催いたします。今回は東京での開催でもあり日本臨床泌尿器科医会未
入会の東京泌尿器科医会会員の先生にも参加していただけます。日常の一般泌尿器科診療の質と社
会的評価の向上、保険診療の充実と経済的社会基盤の強化、充実を目的に活動する全国組織の医会
の記念式典に多くの先生方の参集をお待ちしております。

記

日本臨床泌尿器科医会創立二十周年記念式典・講演会のご案内

日　時：平成 29年 6月 3日（土）午後 4：30∼
場　所：明治記念館　　2階　冨士の間

東京都港区元赤坂 2-2-23
電話　03-3403-1171（代表）

参加費：1万円

内　容：1. 学術講演会
「間質性膀胱炎の病態−診断・治療への展開」
東京大学大学院医学系研究科泌尿器科学　教授　本間　之夫先生

1. 記念式典
会長挨拶　　日本臨床泌尿器科医会　　会長　宮崎　良春
来賓挨拶　　公益社団法人日本医師会　会長　横倉　義武先生
功労者表彰　日本臨床泌尿器科医会　前会長　吉田　英機先生

1. 記念講演
一般社団法人日本泌尿器科学会　理事長　藤澤　正人先生

1. 祝賀会
来賓挨拶　　参議院議員　羽生田　たかし先生（予定）

参議院議員　自　見　はなこ先生（予定）

幹事　小 川 　 肇

日本臨床泌尿器科医会からのお知らせ
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理事　長谷川道彦

東京都で感染症発生動向調査事業の一環とし
て行われている東京都医師会感染予防対策委員
会は年 6回、2か月毎に開催されており、東京
泌尿器科医会として出席している。一類感染症
から五類感染症、新型インフルエンザなどの全
症例の届出が義務付けられている疾患や定点報
告対象の疾患の月別発生状況の報告を受け解析
評価の上、都民や医療機関に情報提供を行って
いる。ジカ熱やMERS等の発症は、いち早く
報告され対策の対象となっていたが、泌尿器科
医が直接関連する感染症は通常少ない状況であ
った。2015年の秋より梅毒並びに性器クラミ
ジアが急増しており、私ども泌尿器科医も十分
に認識し対応することが感染予防の観点からも
必要となっている。特に梅毒は、泌尿器科に初
期感染の段階で受診される可能性があり早い段
階で認識され治療をすることで感染の蔓延を防
ぐ役割を担っている。戦後には年間 20万人を
超える患者数がいたが、ペニシリンにより激変
しており診察する機会が減少し、教科書レベル
の知識のみで初期硬結や硬性下疳等の症状を実
際見る機会がなくなっているのが現状であると
思われる。しかし、1999年から 2012年は年間
500例から 800例で推移していたが、2015年に
は 2697例と前年比 1.6倍となっており、2016
年 1月から 3月でも昨年同期の 2倍と急増して
おり東京に至っては 2.4倍の数になっている。
特に若年女性の数が 20歳から 24歳をピークに
764例と激増していると報告されている。理由
としては、出会いの機会や口腔性交、肛門性交
などの多様化した性交渉によるものなのか現在、
東京都では新宿保健所管内で背景調査を進めて
いる。
梅毒を引き起こす病原体は梅毒トレポネーマ

で一般に皮膚や粘膜の小さい傷から侵入するこ
とから感染し、血行性に全身に散布されさまざ
まな症状を引き起こす全身性感染症として認識
されている。胎盤を介して感染したものを先天
梅毒と呼びそれ以外を後天梅毒と呼ぶ。感染症
法では、五類感染症で全例を都道府県知事に 7
日以内に届出することが義務付けられている。
症状は、第 1期梅毒の段階では感染 3週間後か
ら初期硬結を生じるが、今までこの段階では梅
毒血清反応が陰性になることが多かったが、
FTA-ABSでは 1週間後でも検出されるように
なっている。3か月以上経過して第２期梅毒と
なるとバラ疹や梅毒性乾癬の皮膚症状が中心と
なり、泌尿器科を受診される機会は少なくなる
と思われる。治療は第 1期の段階では、ペニシ
リンが第一選択で 2-4週間の投与を要する。治
療効果判定は RPRで 16R.U.未満になることを
確認する。（下がるまで薬を投与する必要はな
い。）6か月後の判定で 16R.U.未満とならない
場合は、再感染であると考え再治療を行い、ま
た HIV感染の有無を調べる必要がある。女性
の増加に対しては泌尿器科医が直接対応する機
会はないと思われるが、男性を初期の段階で発
見し、パートナーとともに治療を行うことが蔓
延を防ぐ重要な一翼を担っており、周知をお願
いしたい。

東京都医師会感染予防検討委員会からの報告
梅毒に注意
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東京医科歯科大学泌尿器科学教室（現在、大
学院腎泌尿器外科学教室）は 1960年に開設さ
れた 50年以上の歴史ある教室です。初代落合

京一郎教授、第二代横川正之教授、第三代大島
博幸教授、第四代木原和徳教授を経て、2016
年 8月より藤井が第五代教授として教室を担当

教室めぐり 東京医科歯科大学泌尿器科学教室
東京医科歯科大学大学院　腎泌尿器外科学教室教授　藤 井 靖 久

3D ヘッドマウントディスプレイと教室員

Tokyo Urological Association 
〜泌尿器科医師保険診療講習会〜

開催報告

平成 28年 7月 2日（土）京王プラザホテル
にて東京泌尿器科医会とアステラス製薬共催の
もと、Tokyo Urological Association ∼泌尿器
科医師保険診療講習会∼が開催されました。

講演１「今夜は前立腺がんを語りましょう
か。」
がん研究会有明病院泌尿器科担当副部長　湯

浅　健先生による前立腺がんについての最新知
見をお話しいただき、stageD の前立腺がんで
は即時に抗男性ホルモン療法を開始しても転移
進行後に開始しても生命予後には差がない、な
どのわれわれ泌尿器科医には興味満載のお話し
を伺いました。

講演 2「明日から活用できる保険診療の基礎知
識∼平成 28年 4月診療報酬改定を含めて∼」
賛育会病院　泌尿器科部長　斎藤　忠則先生

により、文字通りの保険診療の基礎的事項から
排尿技術指導料の新設、自己導尿の特殊カテー
テルの加算、ナイトバルーンが算定可能となっ
たこと、処方箋は原則 30日投与となるなど 4
月から改定となった新診療報酬の主な改正点か
ら保険診療に関する皆様からのご質問に至るま
で詳しくお話しいただきました。
今回は医師、医療事務など計 77名の方々に

ご参加いただき盛会となりました。来年度も継
続して開催していく予定ですので皆様のご参加
をお待ちしております。

総務　柴 山 太 郎



させていただいております。
ご存じのように泌尿器科学は幅広い領

域を扱っている学問ですが、当教室では
先代の木原教授時代から、悪性腫瘍
（癌）に特に焦点をあて、患者さんと社
会に貢献する High quality, Affordable
costの医療の開発・実践を最重要課題に
してきました。具体的には、泌尿器科の
三大癌（腎癌、尿路上皮癌、前立腺癌）
および副腎腫瘍を対象としたガスレス・
シングルポート・ロボサージャン手術、
筋層浸潤膀胱癌に対する低用量化学放射
線療法や胱部分切除を組み込んだ膀胱温
存療法、腎癌に対する無阻血腎部分切除、
進行腎癌に対するインターフェロン新規併用療
法（I-CCA療法）、前立腺癌に対する全ての性
機能が温存可能な前立腺部分小線源治療など多
くのオリジナルな治療を開発、実践し、その有
用性を示してきました。これらの成果は、毎年、
欧州泌尿器科学会、米国泌尿器科学会などの国
際学会、国際学術雑誌で発表しています。
ロボサージャン手術について少し詳しく述べま
すと、本手術は、当教室で開発したもので、ミ
ニマム創内視鏡下手術（腹腔鏡下小切開手術）
の先端型であり、術者を高機能化・ロボット化
（＝ロボサージャン）して、CO2ガス不使用、
単孔にて行う泌尿器科低侵襲手術です。手術参
加者全員が 3Dヘッドマウントディスプレイを
装着し、眼前に鮮明な立体画像を見ながら手術
を行います。最近、内視鏡操作ロボット
（EMARO®）を導入しました。本手術はほとん
どが国産技術に基づいたもので、国産の低侵襲

手術として日本から世界に広げていきたいと願
っています。
教室では、国際的に活躍できる泌尿器科医師

を養成することを教育の主目標としており、多
くのやる気のある若手医師が毎年入局していま
す。教室員は毎年必ず最低一つは国際学会およ
び国際誌での発表を行うように奨励しています。
また毎週の手術カンファレンスは英語で行い、
少しでも英語を使う環境づくりをしています。
最高の医療、研究を遂行することを暗黙の了解
としていますので、カンファレンスでは卒業年
に関係なく率直な意見が飛び交います。このよ
うなフランクな雰囲気は藤井が研修医時代から
のもので、教室のよき伝統と思われます。
教室の関連施設として、がん研有明病院、が
ん・感染症センター都立駒込病院、埼玉県立が
んセンター、国立がん研究センター東病院とい
う４つの癌センターを有し、また他の病院も地
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3D



鎌田泌尿器科皮ふ科クリニック
池田良一 先生

10 年間勤務した厚生中
央病院を退職し、2016年 4
月 4日に蒲田泌尿器科皮ふ
科クリニックを開院させて
いただきました。52 歳と
いうタイミングでの高齢開
業になりますが、今が最後
のチャンスであると考えました。出身大学は千
葉大学で、平成 2年卒になります。蒲田の地は、
実は私の生まれ故郷です。小中高大と千葉で育
っていますが、5歳までは蒲田に住んでいまし
た。記憶は断片的ですが、以前の家の周辺を歩
くと懐かしい気分になります。
当院は蒲田駅東口から徒歩 5分ほどのところ

にあります。飲食店街の中にあるビジネスホテ
ルが入ったビルの 2階にあり、隣には内科クリ
ニックがあります。繁華街に位置するために
34坪の小さな区画で診療を行っており、エコ
ー・膀胱鏡はありますがレントゲンはありませ
ん。スタッフは総勢 7人で、受付 2人・看護師
1人態勢のシフトを組んでいます。オープニン
グスタッフには大変恵まれ、毎日楽しく仕事が
できています。東邦大学医療センター大森病院
まで徒歩 15分くらいなので、紹介先はほとん
ど東邦大学になります。
専門分野は女性泌尿器科です。腹圧性尿失禁

の患者さんで手術を希望する方には、日帰りで
局所麻酔のみで TOT手術を行っています。手

術時間は 10-15分程度で、終了後はすぐに歩い
て帰っていただきます。4月から 10月までの 7
か月間で 4例の TOT手術を施行しました。開
業後にも好きな手術が細々とながらできるのは、
やりがいがあってとても楽しいです。
趣味はマラソンと競技スキーです。東京マラ

ソンには 2015、2016年と 2年連続で出場し、
完走しています。大学時代はスキー部に所属し
ており、現在も年 1回の OB戦でレースをする
のが楽しみとなっています。
東京泌尿器科医会の先生方には今後もお世話

になることが多いかと存じます。どうぞよろし
くお願いいたします。

五反田みんなのクリニック
首藤直樹 先生

はじめまして、平成 28
年 4月 15日に品川区東五
反田に「五反田みんなのク
リニック」を開院させてい
ただきました、首藤直樹と
申します。よろしくお願い
申し上げます。
平成 14年昭和大学医学部を卒業し同大学泌

尿器科学教室へ入局、同時に同大学院にも所属
し、前立腺癌の内分泌治療の有効性と予後因子
に関する検討で医学博士をいただきました。昭
和大学病院、独立行政法人災害医療センターを
経て、平成 20年よりＮＴＴ東日本関東病院で
勤務しておりました。自分は JR山手線の大崎
駅近くの品川区北品川に生まれ育ち、幼稚園は
目黒駅近く、小学校は越境で港区に通い、大学
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新規開業紹介

域の中核病院であり、悪性腫瘍のみならず尿路
結石や前立腺肥大症などの先端治療、地域医療
を積極的に行っています。今後は、関連施設以
外にも国内外の一流施設（米国 Cleveland
clinic、国立がん研究センター中央病院、亀田
総合病院など）とのタイアップを強化し教室の

診療をさらに発展させたいと考えます。日頃は、
近隣のみならず遠方からも多くのご紹介をいた
だき、ありがとうございます。今後も引き続き
諸先生方からのご指導、ご鞭撻を何卒よろしく
お願い申し上げます。



は品川区旗の台、自動車学校も大崎駅すぐ近く
の教習所（現在は閉所）、仕事も昭和大と
NTT東日本関東病院での勤務が長く、ずっと
品川区界隈で過ごしてまいりました。歯科では
ありますが父も母も開業していたこともあり、
子供のころから自分もいつかは地元で開業と漠
然と思っていました。今回、様々なご縁もあり
勤務していたNTT東日本関東病院の目と鼻の
先の場所を拝借することが出来、開業を決心い
たしました。現在は、自分の住んでいたマンシ
ョンの方や、小学校時代の友人のご両親なども
偶然受診されることもあり、懐かしい話をした
りと診療を通じて地域の方と交流が図れ開業に
踏み切って良かったと感じております。品川
区・城南地区での勤務が長かったことから泌尿
器科に限らず顔の見える病診連携・診診連携が
出来、当院の強みになっていると考えておりま
す。
最後になりますが、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
輩者ですが、地域医療に貢献出来る様精進して
まいります。本会の諸先輩方には今後のご指導
ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

こだいら泌尿器科
古平喜一郎 先生

はじめまして、昨年 10月
5日に世田谷区野沢（最寄は
東急東横線学芸大学駅）でこ
だいら泌尿器科を開業した、
古平喜一郎と申します。開業
と同時になりましたが、僭越
ながら歴史ある東京泌尿器科
医会の役員を仰せつかりました。昨年号に自己
紹介が先に発行されましたので、1年経ってか
らですがクリニック紹介をさせていただきます。
開業した地は、父が 40年小児科で開業して

いた場所になります。私はクリニックのある場
所で育ち、自転車通学できる昭和大学医学部に
入学し、平成 9年に卒業、同年慶應義塾大学泌
尿器科学教室に入局いたしました。その後いく

つかの関連病院に勤務し、昨年まで埼玉医科大
学国際医療センターの泌尿器腫瘍科で泌尿器が
んの治療中心に診療を行っていましたが、地元
での診療を希望して開業することにいたしまし
た。先代が小児科であり、大胆にも泌尿器科に
変更したため、地域の患者さんも驚いたかと思
います。私が通っていた小学校も以前に比べて
クラスの数が減り、地域の高齢化も進んでいる
ことから、科の選択は間違っていないと信じて
おりましたが、開業後はかなり低調でした。よ
く考えてみると、立地条件は駅から徒歩 12分、
世田谷区と目黒区との境で医師会の影響力も一
部、先代から引き継ぐ患者もゼロ、レントゲン
も内視鏡もないので検診もできずと、段々負の
要素しか気にならなくなりました。今年に入っ
てからは近隣で新聞沙汰の事件が起こり、家族
で厄払いに行くことになりました。このように、
開業しばらくは患者さんが来ない日もある中で、
泌尿器科単科開業の難しさを痛感して一年が経
ちました。
当院の特徴は、一人ひとりに時間をかける割

には、尿検査や会計は早く、院内処方優先で、
患者さん寄りを売りにしています。それでも一
年経って漸く受診者数が増えてくる気配を感じ
ている今日この頃です。ただ、勤務医時間で取
られていた病院の庶務・医局の心配などがなく
なり、外来診療の余裕ができたことは精神的に
大分楽になったと思っています。また、開業し
てから昼ご飯は連日両親宅へ行き、他愛もない
話しをしておりますが、これも親孝行になって
いるようです。余裕ができましたら、東京の近
代建築めぐりや春夏秋冬の植物観察を趣味にし
たいと考えております。
これからはクリニックの特色を出しながら、

地域連携が進むように努力する必要がありそう
です。本業も然りですが、泌尿器科医会総務で
の業務も滞りなく勤め上げていく所存でござい
ますので、今後とも何卒よろしくお願いいたし
ます。
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●物故会員●
藤豊　一先生
松島正浩先生
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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）

泌尿器科の多くの先生方が肉がお好きかと思い
ます。そこで、先生方の肉欲を満たしてくれるの
が、神楽坂　肉専門ダイニング 29-TWENTY
NINE-。とにかく肉を堪能したい！そんな肉好き
の為のレストランです。肉食女子や肉食男子が夜
な夜な集う肉料理中心のカリフォルニアダイニン
グで、牛・豚・鶏は勿論、羊や鹿うさぎに至るま
で、色んな肉を、部位を、肉を愛するシェフが色
んな形で生まれ変わらせます。
場所は神楽坂、毘沙門天裏にあります。東京メ
トロ有楽町線・東西線・南北線、都営地下鉄大江
戸線飯田橋駅Ｂ３出口から出たら右に曲がって緩
い坂道を上がり、左側の毘沙門天と東京三菱ＵＦ
Ｊ銀行の間の道に左折。クネクネ道を道なりに進
み、右に大きく曲がり突き当りを左に曲がって、
すぐ左にあるフルール フィオーレ横の道を右折。
上り坂を少し上った左の一軒家レストランです。
お店は一階と二階があって二階にバーカウンター
もあります。内装はダークブラウンの落ち着いた
家具に、壁には牛などのシルエットイラスト。店
名と相まって「肉、たべるぞー！」という気分を
盛り上げてくれます。窓際席は、目の前のお店の
電飾も見えて、夜はちょっとムーディーに。カジ
ュアルなデートや女子会にもおすすめです。
コースの例「お肉を愛するシェフが、お肉好きの
ために腕を振舞うお肉堪能コース」
■アミューズ：大山鶏のレバーパテ、こちらは無
難に美味しいと言ったところ。
■前菜シャルキュトリ盛り合わせ

エゾ豚のポークリエット・生ハム（サンダニエ
ーレ）・岩中豚のポルケッタ
■バーニャカウダ：三浦野菜の温製バーニャカウダ
■パスタ：厳選お肉のラグーソース
■お肉料理：ドライエイジングポークを含めたお
肉三種グリル盛り合わせ
ラルポーク（スペイン産ドライエイジングポー
ク）・黒毛和牛・仔羊肉
■デザート盛り合わせ
■コーヒー　又は　紅茶
ドリンクも豊富で、ワインはボトルで 3500円
から 15000円くらいで多種あります。飲み放題も
可能です。
たまには焼肉屋ではなく小洒落た店で肉とワイ
ンを満喫したい!!という方、お近くにお出かけの
際には、ぜひお試しください。

神楽坂

肉専門ダイニング29
-TWENTY NINE-

ＴＥＬ・予約　03-6265-0929
ＵＲＬ　https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13124374/

米国の話題となった大統領
選は、日本では評判の悪いホ

テル王のドナルド・トランプ氏がヒラリー・
クリントンに競り勝ちました。選挙前の言動
ではかなり過激で今後米国経済がどのように
なり、日本にどんな影響があるか心配です。
東京都も小池都知事の就任直後から 4年後に
控えた五輪と、築地移転問題など難題が山積
みのようです。
医会も長倉会長になり 1年半が経過しまし

た。今後も会の発展にご協力お願いいたしま
す。　　　　　　　　　 　　　  （細部高英）
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