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はじめに

筆者が泌尿器科医になって２００５年３月で丸４０年に

なる。筆者が泌尿器科医になった昭和４０年は皮膚泌

尿器科から泌尿器科が分離独立した３８年からちょう

ど２年後である。云い換えれば慶應において泌尿器

科がスタートして現在に至るまでその泌尿器科学の

進歩・発展と共に歩んできたということになるの

で，多少の独断と偏見を交えてその泌尿器科の進

歩・発展を辿ってみたい。

１９６０年代の泌尿器科学―皮膚泌尿器科からの脱皮

（図１）

１０年ごとに区切ってみるが，１９６０年代の泌尿器科

は皮膚泌尿器科学から脱皮したばかりで，疾患群も

主なものは淋病と結核だけであった。手術といえ

ば，結核性の副睾丸炎や結核性の腎疾患で，一番多

かったのは副睾丸摘出術，まれに単純腎摘出術で

あった。それに前立腺核出術が加わった程度であ

る。泌尿器科はもともと腹膜の外側にある臓器を扱

うということで，後腹膜外科といわれており，それ

が１９６０年代の特徴といえる。

研究面からみると，レニン・アンギオテンシン・

アルドステロン系というのがいわれ始めた頃であ

る。

すなわち Goldblatt が腎血管性高血圧の概念を確

立したレニン・アンギオテンシン・アルドステロン

系の実験系がある。片側腎が正常で対側腎の血管が

狭窄をおこすとなぜか高血圧が起こる。ところが，

狭窄した血管を結紮して血流をゼロにしてしまう

と，また血圧が正常化する。この時の血圧を上げる

物質がレニン・アンギオテンシン・アルドステロン

であり，高血圧を外科的手術で治すということに大

変興味を持ち泌尿器科を志向した。

図２は筆者の実例であるが，左の腎動脈が少し狭

窄している。患者は２０代の若い女性で，高血圧で発

見されて泌尿器科にまわってきたのだが，前述の

Goldblatt の理論でいえば，この腎臓を摘出してし

まえば血圧は正常化する。しかし，せっかくある腎

臓を捨てるのはもったいない。血管の狭い部分を広

げ，そして血流を正常化すればやはり血圧も正常化

する。そこでこの時筆者が施行した手術は，腎臓移

植のテクニックを応用した自家腎移植である。腎動

脈の狭くなった部分を避けて，良い血管のところで

切り離し，一旦取りだした腎臓を腸骨窩に移植す

る。その結果，血流が正常化して血圧が元に戻る。

このような治療を積極的に行い，十数例集めて報告

した。これは当時では比較的新しい治療方法であっ

た。

１９７０年代の泌尿器科学―近代泌尿器科学の幕開け

（図３）

１９７０年代は，近代泌尿器科学の幕開けと云える。

これまでの泌尿器科学は後腹膜臓器に限られた外科
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手術であったが，初めて腹膜の中にまでメスを加え

て腸管を利用した代用膀胱や形成手術を始めたのが

１９７０年代である。また今でこそ腹腔鏡下手術や内視

鏡手術が盛んに行われているが，内視鏡下手術の始

まりは泌尿器科手術の TUR-P（Trans Urethral Re-

section of Prostate）すなわち内視鏡下で前立腺を電

気メスで削り取るという手術である。この TUR-P

の手技が確立したのは１９７０年代に入ってからであ

り，現在，飛躍的に普及している内視鏡手術の嚆矢

である。

また慢性腎不全の治療方法には血液浄化法と腎移

植の２つがあるが，そのいずれも１９６０年代には実験

レベルだったものが，１９７０年代に入ってようやく臨

床応用が可能になり，確立した治療法として認知さ

れた。

研究面では１９６０年代には感染症が主流であった

が，１９７０年代に腫瘍学，臓器移植と変わってきた。

図４は TUR-P に使う内視鏡である。尿道の方か

ら器械を入れ，先端の電気メスになっているループ

を前後に動かし，組織を丹念に削り取ってくる。実

際には CCD カメラにつないで体の中の映像をテレ

ビ画面に映し出し，術者はそれを見ながら手術操作

をする（図５）。

図６は実際の内視鏡像である。本来尿道は大きく

開いていなければならないが，左右から前立腺がせ

り出してきてそれをふさいでいる。ふさいでいるこ

の組織を丹念に少しずつ削り取って，大きな穴をあ

ける。つまりトンネル工事をするようなことをし

て，尿の通り道を広げる（図７）。ただしこの手術を

するのは良性の前立腺肥大症であって，前立腺癌に

対しては原則こういう治療はなされない。

慢性腎不全の治療には，血液浄化法と腎臓移植が

図１ １９６０年代の泌尿器科学
図２ 左腎動脈狭窄による高血圧症に対して行った自家腎

移植術

図３ １９７０年代の泌尿器科学 図４ 手術用内視鏡

畠：泌尿器科学の過去・現在・未来１０４
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あるが，筆者は元々腎臓外科を目指して泌尿器科に

なったので，これもサブ・スペシャリティとして当

初からやってきた。人工腎臓でいえば最初に開発さ

れたのがコルフ型のドラム式であり，それが平板

型，フォロファイバー型（中空糸線）と進化してき

た。今は１００％フォロファイバー型であるが，筆者

は大きなドラム缶に自分で透析液を入れて，透析膜

も自分で巻きながら治療するという初期の時代から

経験してきた。当時と比べると今は格段に進歩して

使いやすくなっている。我が国における血液透析の

現況を見てみると，年間約２万人の慢性腎不全患者

が新規に透析導入されている。一方約１万人が亡く

なっており，実質１万人強の透析患者が年々増え続

けている。それがまた日本の医療費を逼迫させてい

る。一患者が年間５００万円，現在２０万人を超える数

なので，単純計算で１兆円超の医療費がかかってい

る。一つの疾患で１兆円かかっているというのは他

にないので，透析医療というのは医療経済面からは

大変悪者扱いされている。

図８は透析の原理である。腕に動脈と静脈を皮下

で吻合する AV シャントというものをつくり，そ

のシャントの動脈側から血液を引いてきて，ポンプ

でまわしながらフォロファイバー（中空糸線）の透析

器を通してきれいにした血液を，静脈側に返す。こ

れが人工腎臓の原理で，今は操作が非常にやりやす

くなっている。

図９は東歯学会で学生の講義に使用したスライド

である。腎不全は様々な症状を呈するが，なかでも

口腔症状，口腔内粘膜の蒼白化，腎性骨異栄養症に

図５ TUR-P 術中写真 図６ 前立腺肥大症の内視鏡像（術前）

図７ 前立腺肥大症の内視鏡像（術後）

図８ 血液透析の原理

歯科学報 Vol．１０５，No．２（２００５） １０５
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よる口腔内症状などは特徴的なもので歯科医が最初

に腎不全を発見した事例もあり，口腔症状との関連

性について学生に話した。

腎臓移植では，移植する腎臓を腸骨窩という骨盤

腔に入れて腎動脈は内腸骨動脈に，そして静脈は外

腸骨静脈に吻合する（図１０）。体外に取り出した腎臓

は中の血液を脱血するために冷却水で灌流する。同

時に常温で放置しておくと，どんどん機能が落ちて

くるため，氷水の中で操作をすることでクーリング

によって保護する。そして血管吻合が終わり，血液

が再開すると灌流によって真っ白になった腎表面の

色が再びきれいなピンク色に戻る。

図１１は腎移植した後の経過表で，尿量が移植前は

０に近かったものが移植したその日に十リットル以

上も出るような利尿期となる。血清クレアチニンは

腎機能障害の指標であるが，この症例は移植前１２．３

mg/dl だったが移植後数日にして正常値に戻っ

た。時々クレアチン値が上がるのは拒絶反応を意味

する。腎移植とは非常にドラマティックな治療で，

それまで一滴も出なかった尿が手術を介してその直

後から尿が出始め，数日の間に腎機能が正常化する

という治療である。そのためには免疫抑制剤を大量

に使わなければならず，それによる重篤な副作用も

あるので決してやさしい治療とは言えないが，最近

免疫抑制剤もだいぶ開発が進み，良い薬が出てきて

おり腎移植で不幸な転帰をとるという症例はあまり

見られなくなった。

１９８０年代の泌尿器科学―近代泌尿器科学の成熟期

（図１２）

仮に近代泌尿器科学を内視鏡手術と腸管利用手術

であると定義すると，１９８０年代はその成熟期にあた

図９ 腎不全にみられる口腔症状

図１０ 腎臓移植

図１２ １９８０年代の泌尿器科学

図１１ 腎移植術後経過表

畠：泌尿器科学の過去・現在・未来１０６
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る。内視鏡手術に関して言えば，最初は TUR-P す

なわち前立腺の内視鏡手術だけだったものが，引き

続いて腎臓の結石を背中の方から内視鏡下に砕石す

る手術の PNL（Percutaneous Nephro-lithotripsy），

あるいは経尿道的に尿管結石を砕石，摘出してくる

TUL（Trans-urethral Lithotripsy），それから内視鏡

とは多少異なるが，Extracorporeal Shock Wave Li-

thotripsy（ESWL 体外衝撃波）で石を砕く治療も開

発された。これらを総称して Endourology という。

Endourology の普及にともなって，QOL（Quality of

life，生活の質）と MIT（Minimally Invasive Treat-

ment，低侵襲性手術）というのが時代のキーワード

になった。一方 MIT に対極する言葉で，医療技術

の進歩にともないそれまでは適応とされていなかっ

た進行癌にも手術のメスが加わるようになり拡大手

術という言葉もでてきた。拡大手術を可能にしたの

が腸管利用手術である。そして腎移植では夢の薬と

いわれたサイクロスポリンが１９８０年代に開発され

た。

図１３は PNL の実例だが右の腎臓に大きな石があ

る。この患者の背中から腎臓に直達式で内視鏡を挿

入し，CCD カメラにつないだテレビ画面で，腎内

にある結石の映像を見ながら超音波プローブで砕石

する。

すなわち背中から直接腎臓に穴をあけてそこから

スコープをいれて画像を見ながら超音波で砕くので

ある（図１４）。この方法では，腎から尿管を通って尿

管の上部にある結石まで砕くことができる。手術と

いうのは２度３度と繰り返すと難しくなってしまう

ものだが，内視鏡の手術というのは再手術がかえっ

てやりやすくなるという利点があり，そういった意

味でもすばらしい技術である。TUL とは，これと

は逆に尿道の方から内視鏡を入れて石を砕く。細い

尿管鏡を尿道から膀胱，さらには尿管へと挿入し

て，結石の有無を視認したり，別なルートから超音

図１４ PNL の原理図

図１３ PNL の術中写真

図１６ １９９０年代の泌尿器科学

図１５ ESWLの本体

歯科学報 Vol．１０５，No．２（２００５） １０７
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波プローブを入れて石を細かく砕いて摘出してく

る。

図１５は ESWL 体外衝撃波の本体である。ドイツ

の軍隊で開発した技術で，潜水艦の中にいる人間を

外から超音波で殺戮し，船をまるごと手に入れよう

という発想から生まれたようである。体の外から超

音波をあてて，中の石を砕くなど正直言って当時の

筆者には信じられませんでしたけど，実際に使って

みると，確かに有効な治療であり，自分でも驚いた

記憶がある。ESWL は，C アームという透視型レ

ントゲンを２方向からあてて石の位置を立体的に把

握し，そこに超音波のパワーを集約させて石を砕く

という方法である。

１９９０年代の泌尿器科学―手術革命と分子遺伝学

（図１６）

１９９０年代の泌尿器科学は，手術革命と分子遺伝学

に代表される。手術革命，すなわち高度先進医療の

開発で，その代表が腹腔鏡下手術である。泌尿器科

でも副腎摘出と腎臓摘出術が腹腔鏡下でできるよう

になった。また生活様式の西洋化と腫瘍マーカーの

PSA という有力な検査方法が開発されたというこ

とと相まって，前立腺癌の症例数が急増してきたの

が１９９０年代である。一方，分子遺伝学のほうも研究

レベルから臨床レベルへと進歩してきた。

腹腔鏡下手術では今までの手術器具に比べて非常

に長いものを使用する（図１７）。手術手技の基本は同

じだが，腹部に数カ所の穴をあけて腹腔鏡と手術器

具を挿入し，腹腔内の像をテレビ画面上で見ながら

中で操作する。泌尿器科領域の中で腹腔鏡下手術の

最も良い適応は副腎摘出術である。

２１世紀の泌尿器科学

（図１８）

いよいよ２０００年に入り２１世紀の泌尿器科学は，将

来どのようになっていくのだろうか。泌尿器科に限

らず日本の医療全体に云えることだが，内視鏡手術

におけるロボットの導入や形成手術が盛んに行われ

るようになるであろう。今までは悪いものを摘出す

ることが手術の本流だったのが，これからは取り出

すだけではなくて形成する，あるいは再生していく

という考えが強まる可能性が高い。また遺伝子診断

治療の普及による診療体系の変化，ヒトゲノムの解

析とゲノミック医療など，今後進歩発展していくも

のと思われる。

市川総合病院の診療実績

筆者が平成４年６月に市川総合病院に泌尿器科を

開設して十数年，現在に至っているがその間の実績

について述べる。

平成４年というと１９９２年であり，まさに１９９０年代

の近代泌尿器科学の成熟期にあたる時に赴任し，手

術革命，腹腔鏡下手術に代表される泌尿器科の実践

を目指してスタートした。

当院の手術患者数を年代的・年齢別に見てみる

と，泌尿器科というのはある種老年科という意味も

あってお年寄りが多いが，３０～４０代の若い年代にも

ピークがあり二層性を示している（図１９）。これは当

図１８ ２１世紀の泌尿器科学

図１７ 腹腔鏡下手術器具

畠：泌尿器科学の過去・現在・未来１０８
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院が男性不妊の治療にも積極的に取り組んでいる為

で，その関係で若い人もいる二層性になっており，

それが特徴の一つになっている。

手術件数を疾患別で見ると，腫瘍が一番多くて

３５．３％をしめる。悪性腫瘍の手術には腎臓，尿管，

膀胱，前立腺，精巣その他がある（図２０）。特徴的な

ことは，１９９０年代になって生活様式が西洋化したこ

とから前立腺癌が増えはじめた。当院でも１９９６，７

年頃から増加の傾向が現れ，前立腺癌全摘術症例数

が，それまで多かった膀胱全摘手術数を抜いた。そ

して，２００２，３年頃から前立腺検診が始まり，前立

腺疾患が急増した。腎臓の手術について見ると腹腔

鏡下腎臓摘出術を１９９４年に始めている。これは全国

的にみても早く，千葉県下では一番早く手掛けてい

る。TUR-Bt，内視鏡下膀胱腫瘍切除術は常に多い

が，開腹して膀胱を全摘するという手術は１９９６，７

年から減りはじめ，かわって前立腺全摘術が増えて

きた。さらに副腎疾患について云えば，腹腔鏡下手

術の最も良い適応であると考えている。従来の開腹

による副腎摘出術は非常に難しい，難易度の高い手

術だったものが腹腔鏡下手術を導入することによっ

てむしろ易しい手術に変わった。これも１９９３年に始

めており，千葉県下で一番早く，また母校の慶應に

も負けないぐらいの早い時期に始めている。

最近の前立腺癌治療

最近の話題として，年々増え続けている前立腺癌

の診断と治療について述べる。

前立腺疾患は非常にポピュラーな病気で，６０歳以

上の男子の検診成績を見ると１００人中１／３の３３人に軽

い肥大症があり，約１／１０の９人には治療を必要とす

る前立腺肥大症があり，１％に前立腺癌がある（図

２１）。前立腺疾患は加齢にともない増加する病気で

あるが，前立腺肥大症と前立腺癌は全く異なる病態

である。前立腺肥大症は良性疾患で para urethral

gland（傍尿道腺）という内腺が肥大してくる病気で

ある。内腺が肥大することによって固有の前立腺が

圧迫されて被膜みたいに薄くなったものを外腺とい

う。一方前立腺癌では内腺は正常であるが，この外

腺が癌化してくる疾患で全く病理体系が異なる。前

立腺肥大症の手術は TUR-P といって内視鏡下で肥

大した組織を削り取る手術であるが，これはあくま

でも内腺だけを削り取る手術であり外腺は残る。癌

ができるのは外腺であるから，たとえ前立腺肥大症

での TUR-P を受けた患者であっても，将来，他の

人と同じような確率で癌ができる。つまり，一度

TUR－P 前立腺肥大症の手術を受けたからといっ

て将来癌ができなくなるということではない。

前立腺癌の診断方法は３つあり，①直腸から指で

前立腺癌の堅さを触れて癌の存在を見る直腸診，②

直腸から超音波プローブをいれて前立腺の内部構造

をみて診断する経直腸的エコー，③ PSA という腫

瘍マーカーの測定がある。この３つを組み合わせれ

ば９０％以上の正診率を得られるといわれている。当

初は集団検診でも PSA 腫瘍マーカー，直腸診そし

て経直腸的エコーこの３つを組み合わせて行ってい

たが，一番簡便なのは PSA 測定であり，採血をす

るだけでよい。直腸診，経直腸的エコーは共に大変

な作業を必要とするものであるが，幸いなことに

PSA 測定の精度が上がってきたため，現在集団検

診は PSA 測定だけで十分診断できる時代になって

図２０ 市川総合病院の悪性腫瘍統計

図１９ 市川総合病院の手術統計
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いる。一度 PSA の高値によって癌の可能性がでた

場合，つぎに経直腸的超音波で前立腺を視認しなが

ら細い針を左右３カ所ぐらいずつ穿刺して組織を取

り，組織学的に診断するという前立腺生検を行う。

当院でも市川市医師会と共同で２００３年４月から

PSA による集団検診を始め，陽性の患者さんの生

検依頼を当院で引き受けるようになり，前立腺生検

数が増加した（図２２，２３）。一方，集団検診ではなく

一般外来に来る患者さんの中から発見される前立腺

癌もある。両者を比較してみると集団検診の PSA

で見つかる症例には早期癌が多くて進行癌は非常に

少ない。これに対して通常外来で見つかる症例には

初期癌が少なくて進行癌が多いという逆の傾向にあ

る。早期癌が見つかるという点で集団検診の意義は

大きい。

前立腺癌の治療法には大別して①手術療法，②放

射線療法，③薬物療法，④その他がある。前立腺癌

は手術をしなくても生命予後に関して云えば比較的

良好な疾患である。すなわち７～８年のスパンでみ

ると，手術しても薬剤だけでも生命予後には差がな

いとの統計もあり，７６歳以上であれば１０年生きたと

して８０，９０歳になっており，前立腺癌が直接死因と

なることよりも他因死が多くなるだろうと予想され

るので，あえて手術をしなくてもよいというのがコ

ンセンサスである。そこで積極的に手術をすすめる

のは７５歳以下にしている。ただし，高齢になればな

るほど個人差が大きくなり calendar age ではなく

て physical age で判断する必要もある。もちろん

８０歳近くても希望があれば手術をする。

前立腺癌の手術症例は２００２年あたりまでは少な

図２２ 市川総合病院における前立腺生検－１

図２１ わが国の前立腺疾患

図２３ 市川総合病院における前立腺生検－２ 図２４ 市川総合病院の前立腺全摘術
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かったのが２００３年から急速に伸びてきた。２００４年に

はこのままいくと３０例を超えることは間違いないと

思われる（図２４）。手術の実測生存率は non-specific

death を除いて cause-specific に限ってみると８年

生存率が８４．３％と非常に良い成績である（図２５）。

前立腺癌の治療は何も手術だけではなく，発生機

序を考えたいろいろな方法が開発されている。前立

腺癌はなぜできるのか。大脳視床下部から LH-RH

が分泌されるとその刺激で松果体から，LH（性腺刺

激ホルモン）あるいは ACTH（副腎皮質刺激ホルモ

ン）が出る。LH の刺激で精巣から，ACTH の刺激

で副腎から，それぞれ男性ホルモン（テストステロ

ン）が産生される。テストステロンは前立腺にいっ

て，５α－リダクターゼを介してデヒドロテストス

テロンとなり，癌化が起きる（図２６）。こういう流れ

の中でどこをブロックしても癌の治療につながる。

視床下部からの LH-RH 分泌をブロックするのが

LH-RH アゴニストの注射療法である。また両側の

精巣を摘出してしまえばテストステロンの産生はな

くなるので除睾術は強力な療法になる。しかし，副

腎は精巣と違って両方とも取ることはできない。も

し両側の副腎摘出を行うと副腎不全となり，そのま

まではで生きられなくなるので副腎由来のテストス

テロンに対しての薬物療法が必要となる。このテス

トステロンを直接の標的とした治療には中和療法が

ある。つまり男性ホルモンに対して女性ホルモンを

使って中和してしまうという治療法である。ただこ

の場合は女性化や凝固能亢進など様々な副作用があ

るため最近はあまり使われていない。現在も行われ

ている薬物療法には精巣内でテストステロンからデ

ヒドロテストテロンに変換するときに必要な５α－

リダクターゼをブロックするというもの。あるい

は，活性型テストステロンが前立腺組織に作用する

ところの受容体をブロックする阻害薬の服用などが

主流である。

前立腺癌の手術療法というのは，その標的だけを

摘出するという局所療法であるが，放射線治療も局

所療法という意味では同じである。その代表的な放

射線療法の１つに重粒子線照射がある。東京歯科大

学と種々の共同研究を行っている稲毛にある放射線

医学研究所で筆者らも前立腺癌に対する重粒子線治

療の治験を行っている。この特徴は非常に有効な治

療でなおかつ副作用が少ないことである。従来の li-

nac では皮膚を通して放射線をターゲットまで送る

過程で有効放射線量はだんだん減衰してしまう。し

たがって，ターゲットに一定濃度の放射線を集約さ

せるには，その何倍もの高濃度の線量が必要となり

相当な皮膚障害がおきる。重粒子線の場合は皮膚を

すり抜け，深部にあるターゲットに線量を集積させ

ることが可能である。そのため linac と同じかそれ

以上の治療効果をあげつつ，皮膚障害を減らすこと

ができる。同時に前立腺の周囲にある尿道や直腸な

ど正常組織への被爆による有害事象を減らすことが

できるというすばらしい放射腺照射療法である。

さらに最近注目されているのが小線源照射療法で

ある。肛門から超音波プローブを入れて前立腺組織

のエコー像を視認しながらたくさん穴のあいたパネ

図２６ 前立腺癌の発生機序

図２５ 前立腺全摘術の実測生存率
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ルを装着し，そのそれぞれの穴から目的の部位に針

先を送り込んで，その針の先から放射性物質を内蔵

した小さな金属の筒を注入して埋め込む。図２７は実

際に埋め込んだ像である。放射性物質にはヨードが

使えるようになり１～２日の入院ですむようになっ

た。これもまたすばらしい治療法の１つであり新聞

などでもベストの治療法であるかのような論調で報

道されており，治療を希望する患者が増えている。

しかしこれにも問題がないわけではない。例えば埋

め込むことによる周囲への放射線影響である。小線

源治療を受けた患者がお孫さんをちゃんと膝にだっ

こできるのだろうか，あるいは生活を共にしていい

のだろうか。またアットランダムに埋め込むためな

かなか癌がどこにあるのかが特定できないという欠

点がある。本来であれば癌だけに集中して治療すれ

ばいいのだが，現実には前立腺全体を照射すること

になる。なおかつ前立腺被膜をこえて侵潤していた

場合は，小線源照射の単独治療では不十分である。

このように適応の制限もあるのだがそうした難しい

面は全く報道されないので現場は混乱させられると

いう現実がある。

まとめ

以上泌尿器科学の歴史を含め，当院における治療

成績につき述べた。今から３０年ほど前，東大の内科

学教授で当時診断学の神様として尊敬を集めていた

沖中重雄先生が，リタイアした後を振り返ってみる

と本当に自分の診断が正しかったのは８０％足らずで

あり，２０～３０％は誤診だったということを告白され

ている。筆者も４０年間振り返ってみると誤診はおろ

か，治療が思うようにいかなくて患者にいろいろつ

らい思いをさせたこともあった。さだめし今なら医

事紛争の火種になったかもしれない事例も全くな

かったとは云えない。昔は古き良き時代で，たとえ

誤診や医療ミスがあったとしても，重篤な結末に至

るほどのものでなければ医療の恩恵を受けるために

支払う代価と考えて，これを許容し，ひろく医療界

の進歩・発展に協力するという風土にあった。これ

からの若い先生というのは本当に大変である。何か

あるとすぐ訴えるとか言い出すし，患者自身はじめ

から疑いの目を持ってかかってくるケースがしばし

ばみられる。また，蔓延する医療不信の中，一方で

は医療費の問題がある。国民総医療費が３０兆円を超

えたということで，政府はなんとか削減をしようと

しているが，GDP 比からみると日本は約７．８％で，

アメリカは約１３．５％だから約半分にすぎない。ほぼ

アメリカの半分の医療費で世界の最長寿国を築き，

平均寿命は女性８４歳，男性７７歳である。単なる寿命

年齢だけでなく健康年齢も世界一で，さらに小児の

死亡率は約３．８％と世界一低い。これだけ医療の成

果が上がっているにもかかわらず，一方では経費削

減ということで行政は規制を強化しようとする。し

たがって医療不信と医療費削減という二つの大きな

束縛の中でこれからの若い先生方が研鑽を積んでい

くのは本当に大変だろうと想像できる。自分はちょ

うどいい時期に幕引きができて幸いだと思ってい

る。ただ今の世の中の在り方が正しいとは思ってい

ない。かつてのパターナリズムという父権主義で医

者があまりにも横暴（？）だったということの反動

で，逆に患者の権利主張ばかりが，過剰に表出して

きているというのが現在の姿ではなかろうか。これ

は極めて不自然であり，国民にとっても良いことで

はないので，いずれまた修正されて，良い時代が来

るものと期待したい。

本稿は第２７８回東京歯科大学学会総会（平成１６年１０月１７日，
千葉）において特別講演したものである。

図２７ 小線源照射療法
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