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泌尿器科とは

診療科としての泌尿器科は外科系の一領域とさ
れ，腎臓，尿管，膀胱といった尿路系に前立腺，精
巣，陰茎といった男性生殖器を扱うことは知られて
いると思うが，これに副腎，副甲状腺といった内分
泌臓器までをカバーする。ただし，陰嚢や陰茎でも
表面の皮膚の範囲は皮膚科となる。また，カウン
ターパートの腎臓内科が腎炎や代謝疾患のみを診療
するため，癌や結石のみならず感染症や膀胱機能不
全などの薬物療法も行う。さらには境界領域として
腎不全に対する透析療法，産婦人科のカウンター
パートとしての男性不妊までが泌尿器科の診療範囲
となる。そして，外科領域だけをとってみても，悪
性腫瘍外科，移植外科，血管外科，内分泌外科と多
岐にわたる。こうした中で，内視鏡治療を中心とす
る低侵襲治療が外科的，内科的両面から積極的に行
われており，泌尿器科のかなりの部分を占めてい
る。従来からの経尿道的な内視鏡治療に体外・経皮
的な治療，腹腔鏡手術が加わり，機器やエネルギー
の開発から著しい進歩を見せている。もはや単なる
低侵襲にとどまっていては魅力的な医療とはなら
ず，「＋α」のキーワードが必要となっている。こ
れまでにその確立，開発に関わった泌尿器科低侵襲
治療に関して個別に解説するとともに新たな方向へ
のロジックも論じてみたい。

泌尿器科低侵襲治療

１．Endourology
内視鏡とか内部といった意味のEndo-に泌尿器科

のUrology を組み合わせた造語である。尿道とい
う natural orifice を利用した前立腺肥大症手術の経
尿道的前立腺切除術（TUR-P），膀胱癌手術の経尿
道的膀胱腫瘍切除術（TUR-BT）を始め，尿路結石治
療の経尿道的結石破砕術（TUL），経皮的結石破砕術
（PNL）が含まる。これにドイツで潜水艦攻撃装置か
ら開発された体外衝撃波結石破砕術（ESWL），そし
て腹腔鏡手術といったものも加わり，（大きな）皮切
を回避し，疼痛軽減・低侵襲治療としてEndourol-
ogy という泌尿器科の一つの専門領域として広く行
われている。ここで対象が良性疾患であった場合，
医者と患者で考え方の多少の違いが生じてくる。医
者側は多少侵襲的でも根治治療を選択したいと考え
るが，患者側は根治の可能性があれば，なるべく痛
くなく簡便と考えられる治療をとりあえず求めてく
る。もちろん病態による適応は存在するだろうが，
患者目線の選択を優先し，根治性と機能温存，そし
て安全性が加味されれば絶対的な選択肢となる。こ
れが数多い疾患で適用できれば一大ヒット治療とな
ると考える。
次項から泌尿器科腹腔鏡下手術と経尿道的前立腺

肥大症手術で筆者が関わってきた低侵襲と「＋α」
を解説する。
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２．泌尿器科腹腔鏡手術
１９９０年代初頭より痛くない手術として腹腔鏡手術
が急速に広まった。泌尿器科では精索静脈瘤や骨盤
内リンパ節郭清など比較的簡単と考えられる手術か
ら始まったが，本格的には副腎腫瘍に対する腹腔鏡
下副腎摘除術からとなろう。同手術はその初例から
本邦を中心に確立され１，２），疼痛軽減，出血量減少，
入院期間短縮といったいわゆる低侵襲性が明らかに
された。術式の確立に加え，機器開発も進み長いと
言われていた手術時間までもが開放手術より短くな
り完全に副腎腫瘍に対する標準術式となった３）。さ
らに，技術習得が進み，１９９０年代末からは，摘除の
みの副腎腫瘍，腎臓癌に加え，縫合によるリペアを
必要とする膀胱癌，前立腺癌にまで腹腔鏡手術の適
応は拡大していった（表１）。尿路変更も必要とし長
時間手術となる腹腔鏡下膀胱全摘除術では疼痛軽
減，出血量減少に創感染軽減効果も加わり，入院期
間の短縮効果がより確実となるなど開放手術に比べ
て格段の低侵襲性を示した４）。腹腔鏡下前立腺全摘
除術ではフランスで開発されたオリジナルの経腹膜
到達法から５），本邦において経腹膜と腹膜外の複合
到達法，腹腔内臓器が邪魔にならず，頭低位をあま
り必要とせず，腹腔内臓器の損傷，腸閉塞などを回
避できる腹膜外到達法へと進化した。筆者は腹膜外
到達法の確立に貢献することができ，本邦の腹腔鏡
下前立腺全摘除術ではほとんどが腹膜外到達法に
なっている６）。この腹腔鏡下前立腺全摘除術では従
来の低侵襲性（表２）に加え，拡大視精密操作の恩恵

から膀胱尿道吻合不全の回避から尿道カテーテル留
置期間の短縮，PSA非再発率に見る癌治療効果向
上の可能性まで示された（図１）。本手術は良好な成
績を示すものの技術的難易度が比較的高く，ハイボ
リュームセンターに症例が集中したことで，筆者な
どはその恩恵にあずかり，膨大な症例を経験するこ
とができた。
２０００年代末からは泌尿器科腹腔鏡手術の方向性は
多様化してくる。２０００年代初頭に筆者が本邦初の
da Vinci システムによるロボット補助腹腔鏡下前立
腺全摘除術を施行したものが２０１２年度に保険適用に
なった７）。触覚の欠如から最善の手術が出来ないと
考え筆者は従来の腹腔鏡下手術に戻したが，ロボッ
ト補助腹腔鏡下手術は技術的難易度が比較的低くこ
れまで腹腔鏡手術ができなかった施設にまで広が
り，本邦と韓国を中心に da Vinci システムの導入
競争が始まった。症例の集中がなくなり，導入，ラ
ンニングコストの問題が議論されているが，本邦で
は腹腔鏡下前立腺全摘除術ならびに２０１６年度に保険
適用になった腎癌部分切除術では da Vinci システ
ムによるロボット補助腹腔鏡下手術が優勢となって
いる。しかし，強度変調放射線治療（IMRT）や密封
小線源療法（Brachy therapy）といった放射線治療
が前立腺癌治療の選択肢にかなりの割合で占め，本
邦で小径腎癌に保険適用のある凍結療法（図２）８）は
グローバルには前立腺癌治療，さらにはその局所療
法に導入されており，QALYなどの費用対効果の
議論，導入や医療費削減も検討される中で今後の動
向が注目される。当院でも本年度中に IMRTと腎
癌凍結療法の導入が予定されており，凍結療法によ
る前立腺癌局所療法も視野に入っている中で，一般

表１ 泌尿器科腹腔鏡手術の自験例（開始年）

・腹腔鏡下骨盤内リンパ節隔清（１９９２～）
・腹腔鏡下精索静脈瘤結紮術（１９９２～）
・腹腔鏡下単純腎摘除術（１９９２～）
・腹腔鏡下副腎摘除術（１９９２～）
・腹腔鏡下膀胱膀胱憩室切除術（１９９３～）
・腹腔鏡下腎嚢胞開窓術（１９９５～）
・後腹膜鏡下副腎摘除術（１９９５～）
・内視鏡下腎盂形成術（１９９６～）
・内視鏡下腎尿管全摘術（１９９７～）
・内視鏡下根治的腎摘除術（１９９７～）
・内視鏡下腎部分切除術（１９９７～）
・腹腔鏡下膀胱全摘除術（２０００～）
・腹腔鏡下前立腺全摘除術（２０００～）
・腹腔鏡下ドナー腎摘出術（２００３～）

表２ 前立腺全摘除術における低侵襲性の比較

腹腔鏡手術 開放手術

・輸血率 ＜０．５％ ５－４０％

・鎮痛剤使用（回） ０．５±０．８（０～５）
（３２％） １．６±１．１

・歩行開始 １日 １．６±０．５

・尿道カテーテル ３日（中央値）
（平均４．２日） １３．３±５．５

・術後入院期間 ５日（中央値）
（平均６．２日） １８．８±４．６
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的なロボット補助手術と同等以上の成績を示し９），
病院収益上コストパフォーマンスに優れる腹腔鏡下
前立腺全摘除術を継続しない手はないと思われる。
ロボットによらない腹腔鏡下手術ではさらなる低

侵襲手術への進化が続いている。技術的難易度がや
や高いとされているが，腹腔鏡に熟練した術者では
臍内の小切開のみで多チャンネルポートを留置して
行う単孔式腹腔鏡手術が確立されており，その安全
性，信頼性も報告されている１０，１１）。副腎，腎臓，前
立腺，尿膜管遺残などの摘除術や腎盂尿管移行部狭
窄症のリペアなどで行われており，摘出物の小さい
副腎や尿膜管遺残などでは術後に傷が全く見えない
という＋αとしての整容性の高さは秀逸であり（図
３），さらなる疼痛軽減も期待されている。また，
２mmや３mmといった細径鉗子などの機器開発

が進み，摘出臓器の大きい腎臓ではNeedle-scopic
surgery や Reduced port surgery といったものの
開発が進み，摘出創をビキニラインより下にするこ
とで，疼痛軽減効果と共に整容性の向上も果たして
いる。また，単孔式腹腔鏡手術から操作角が広がっ
たことで通常の腹腔鏡手術と同等の難易度に近いと
ころまで必要な技術レベルを引き下げてきたことで
医療サイドのメリットも大きいと考えている。生体
腎移植における腹腔鏡下ドナー腎採取術に本手術を
取り入れたところ，手術を受ける腎提供者の恩恵と
同時に腎臓をもらうレシピエントのストレス軽減効
果にもつながっており，当院での生体腎移植数増加
効果も期待される。図４に従来の腹腔鏡手術，臍部
単孔式腹腔鏡手術，細径化腹腔鏡下手術の傷の変遷
を示すので見比べて欲しい。
３．経尿道的前立腺肥大症手術－経尿道的バイポー
ラ前立腺核出術（Transurethral enucleateion with
bipolar：TUEB）の開発
前立腺肥大症の手術は開放手術から経尿道的前立

腺切除術（TUR-P）に移行し，ほぼ一世紀に渡り標
準手術となってきた。Natural orifice を利用した低
侵襲手術で非常に有効な治療である。しかし，従来
はモノポーラーと糖質灌流液を利用し，大きな前立
腺肥大症で手術時間が延長すると，蓄積した出血量
と血液塩分濃度の低下からショック状態を引き起こ
す可能性があり，TUR症候群などと言う手術名が
ついた合併症が存在する。そのため大きな前立腺肥
大症では施設によっては安全のため未だに開放手術

図１ 根治的前立腺全摘除術における PSA非再発率の比較

図２ 腹腔鏡下腎癌凍結療法
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が選択されることがある。
一方，前立腺肥大症は薬物療法の進化も著しく，

αブロッカー，抗コリン剤，５α還元酵素阻害剤な
どが次々と開発され中等度までの前立腺肥大症に有
効性を示したが，根治に至るものではなく，手術適
応になる患者の高齢化と前立腺肥大症の巨大化につ
ながっている。結果としてTUR症候群のリスクを
高めることになり，１９９０年代から新しい経尿道手術
が模索されてきた。当初，安全性のみに焦点をあて
た組織凝固型の治療が開発されたが，治療効果が
不十分であり，筆者もプロスタスコープⓇ（アステム

テック／武井医科）１２，１３）などという治療器の開発に従
事したがエネルギー源の急速な進歩により消えて
いった。近年，蒸散型レーザーや電気メスのバイ
ポーラプラズマカイネティクスの進歩から生理食塩
水灌流液が利用可能となり，より安全でTURと同
等以上の有効性を確保する手術が確立されてきた。
根治性，安全性に共に優れた核出術とより安全性に
シフトした蒸散術と言われる治療である。高齢での
再発リスクを避けるべく，筆者はホロミウムレー
ザーを利用した核出術に取り組んだ。指で剥がす開
放手術での核出術の有用性を感じつつ，レーザーの

図３ 単孔式腹腔鏡下副腎摘除術の術後臍創部

図４ 腹腔鏡下ドナー腎採取術の術後創
（左；従来の腹腔鏡手術後，中；単孔式腹腔鏡手術後，右；Reduced port 手術後）
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止血能や手術時間の延長が問題視される中で，学会
のライブ手術を見ている時に思いついたアイデアを
メーカーに伝えたところ，後にTUEB（Transure-
thral enucleation with bipolar）電極と命名された電
極が作られてきた（図５）。ミカンを内側から穿れば
潰れて汁が漏れてしまうが，指で皮と房の間を剥が
せば，皮も房も傷つけずに分けることが出来るとの
核出術の考えである（図６）。剥がすためにはエネル
ギーはいらず，止血のためだけに凝固という理想的
なエネルギーが使用できるわけで，切除術では残り
がちな肥大腺腫をまるごとなくすことも出来る。ま
た，泌尿器科領域では膀胱腫瘍や小さな前立腺肥大
症に切除術は有効であり，この内視鏡の電極を交換
するだけで核出術が可能となり，高額なレーザーエ
ネルギー機器への初期投資も消耗品もいらなくな
る。まさに，低侵襲に根治性，安全性，QALYの
概念も加味できるわけである。
以前作成したプロスタスコープで術式の詳細を提

示しなかったことで広まらなかった失敗もあり，術
式の詳細をつめ発表し検討してきた１４，１５）。結果，術
前に超音波で計測した前立腺内腺のほぼ完全除去と
いう状態から良好な治療効果の継続が達成され，輸
血，永久尿失禁など切除術や他の核出術で見られる
合併症も回避されるようになった。
現在，多くの本邦大学病院から開業医の先生方に

まで導入していただき１６－１８），ロシアやインドなどに
も普及がはかられている。ヨーロッパや中国語圏で

は多少異なる電極で同じような手術が行われている
が，それらとあわせてバイポーラ核出術として，
ヨーロッパ泌尿器科学会のガイドラインにも記載さ
れるようになり，巨大な前立腺肥大症手術では，第
１選択手術の一つとして取り上げられるようになっ
た。低侵襲に＋αが多い手術であり，今後，さらな
る普及，定着が達成されれば外科医冥利に尽きると
考えている。

おわりに

筆者の個人的な考えを述べれば，将来は手術では
ない低侵襲治療，現時点で考えられるのは凍結療法
などの切らないアブレーション治療，究極には昔テ
レビで見たスタートレックなどという SF宇宙ドラ
マの体外から機械をかざすだけで診断，治療が簡単
に行えるようになることが理想だろう。患者目線で
「痛くなく簡単に」が求めるところなのだが，今の
da Vinci 手術などは外科医の技術習得を楽にしただ
けで，通常の腹腔鏡手術と比べて，低侵襲はもちろ
ん＋αのメリットも見えてこないところが非常に歯
がゆい。高コストにロボットまで導入するなら手で
できないような手術や格段の低侵襲，そして＋αを
期待したい。研究開発は常に必要と考えるが，国民
皆保険で医療費削減が日々言われる中，医者もそろ
そろコストとかQALYといったものも配慮すべき図５ 経尿道内視鏡とTUEB電極

図６ 切除術と核出術のイメージ
（慶應義塾大学病院泌尿器科ホームページより）
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時代だろう。もちろん患者目線に立った低侵襲は大
前提で，根治性と安全性は必須，整容性も捨てがた
い（図７）。いずれにせよ医療の進歩は飽くなきもの
と考えているわけだが。

本論文の要旨は第３０３回東京歯科大学学会（２０１７年６月３
日，東京）における特別講演で発表した。
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