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昭 和42年3月

随 想

定 年 所 感

京都大学教授 稲 田 務

私は昭和3年 に京大を卒業して松尾内科に入局し,副 手か ら大学院に入り,主 論文 「腎

臓障碍時における肝臓ならびに諸臓器の組織呼吸について」により学位を受け,昭 和9年

に皮膚科泌尿器科に転じた.そ の理由は,私 が腎臓に興味を持ち,内 科的腎疾患のみなら

ず,泌 尿器科的のそれ も研究したいと思ったことである.松 尾教授 もこの考えに賛成せら

れて,今 後は一人の医者が腎疾患の一般を取 り扱って,従 来からの横割りの専門以外に,

縦割 りの腎臓専門の科を作るのは必要であるとせ られた.当 時は皮科と泌尿器科 とは分離

しておらず,松 本教授が教室主任であり,井 上助教授が泌尿器科を受け持っていられた.

私はとりあえず見学生 となったが,こ れでは実際の診療を行なうことが出来ないので,内

科を離れて皮泌科に入局し,新 入局者と全 く同じように,一 年生として皮泌科の診療に当

たり,宿 直 も普通に行なった.昭 和13年 に井上先生は教授にな られ,泌 尿器科を担当せら

れたが,教 室はまだ独立 しなかった.そ のうちに私は泌尿器科に専念し,興 味が湧いて来

た.そ のわけは,膀 胱鏡やX線 検査を駆使して正確な診断を付けることが出来,専 門的技

術や手術等によって積極的に治療を行なうことが出来 るためである.こ の点は,内 科 と大

いに異なると思われた.井 上教授には厳 しく錬えられたが,毎 日の診療が面白 くて,内 科

へ帰ることを忘れ,こ ちらに根が生えてしまった.井 上教授は17年 に退官せられ,18年 に

柳原先生が教授 となられ,私 は19年 に助教授になった.こ の頃は戦争中で,教 室員も数名

であった.私 も軍医予備員を志願 して,25日 間入営 して衛生軍曹になった.数 え歳42才 で

あった.教 育要員 というためか,召 集はなかった.柳 原教授は22年 に退官せ られた.私 は

25年 に教授になり泌尿器科を担当した.こ の時か ら教室がはっきりと独立した.

今から思えば,当 時の本邦泌尿器科学界は旧態依然たるものであった.大 学の講座 も総

合病院の診療科 も,独 立 しているものは極めて少な く,皮 科と共存しており,専 門家も少

なく,学 会も微々たるものであった.対 象 となる疾患 も,淋 疾,腎 結核,膀 胱石等が主で

あり,検 査法,治 療法もこれに準ずる程度であった.

この間の社会状勢は戦後の状態から復興するのに長い日時を要し,健 康保険制度に悩ま

され,概 究者や勤務医は低い生活費に苦んだ.

泌尿器科学の発展を計るためには,先 ず講座の独立,更 に大病院における診療科の設置

が重要と考え,関 係者はそのために大いに努力し,今 日では,大 学にて未だ講座の独立を

見ないのは唯一つだけで,こ れも既に独立が決定 している.こ れと共に専門医制度も今後

の重要課題で,わ れわれはその実現に努力している.
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医学全般の進歩 と欧米泌尿器科学の発展に伴って,本 邦の泌尿器科は最近10年 間におい

て劃期的の進展を遂げた.そ の一々を具体的に述べるにはおよばぬが,例 えば腎不全は従

来は内科にて取 り扱われてお り,泌 尿器科は無関心であったが,近 年は,先 ず急性腎不全

を人工腎や腹膜灌流法等によって治療 し,更 に慢性腎不全に対して泌尿器科において積極

的に加療するに至った.こ れにょって思うのは,私 が内科か ら泌尿器科に転ずる時のこと

である.前 述のように,一 人の医老が腎疾患を広 く取 り扱 うということが,30年 を経た今

日,漸 く腎不全の治療 とい う点か ら実現 したことは,私 にとって感慨深いものがある.

日本腎臓学会にては,従 来は泌尿器科は極めて僅かの部分を占めるに過 ぎなかったが,

最近は重要な役割りを演じ,特 に腎不全の治療にては最も大きな意義を有するに至 った.

日本不妊学会にては,以 前は殆ど全部が婦人科であるようであったが,そ の後,不 妊の

原因が男性にあることが意外に多いことが判明してから,こ の学会においても泌尿器科は

重要な部分を占めるようになった.

化学療法,内 分泌,癌,奇 形等の領域にても泌尿器科を無視して論ずることは出来な く

なっている.

以上のことか ら,泌 尿器科においては本来の領域を深 く堀 り下げてゆ くと共に,他 科 と

の関連によって領域を拡大 し,内 容を深めてゆかねぱな らぬ.こ のように医学の形態や内

容は刻々と変わるが,研 究者や医師の心がけの中には,変 ってはならぬ ものがあると思 う.

昔の泌尿器科は淋疾患老を対象にして開業することが出来たが,今 は泌尿器科の小さな

看板をかけて開業することは不可能である.大 規模な装置を備えて複雑な診療を行ない,

その多 くは大きな手術を必要 とする.こ れらは個人開業では無理で,大 病院の充分な設備

と人手 とを必要とする.し かしこのような診療施設を数多 く作ることは困難であるか ら,

かなりの人口のある都市に重点的に,内 容の充実した専門的な診療機関を,セ ソターのよ

うに設置することになろ う.個 人開業 も不可能ではないが,充 分な規模が必要である.

昭和30年 に 「泌尿器科紀要」が発行せられてから発展を続けて来たが,こ れは貴重な論

文を発表 して頂いた人々の御後援の賜物であり,教 室員の献身的尽力による.編 集者 とし

て感謝の至 りであると共に,斯 学の発達に大きな寄与をさせて 頂き得た喜びも甚大であ

る.本 誌に独特な 「巻頭文」も多彩である.と っておきの,あ るいは,か くし芸の ような

名交を寄せて頂いたのは有難かった.編 集後記において,私 は忌揮のない意見を吐いた.

その功罪については諸家の御批判に倹ちたい.

医学界には重大問題が山積している.イ ソターソ,無 給医局員,大 学院制度 な どがあ

る.イ ンターン問題の紛糾が解決するためには政治家 や役人が,こ の問題 の本質 を考え

て,熱 意を以って事に当たると共に大学当事者も身を捨てる程の熱意 と実行力が必要であ

る,他 の問題も同じことであろう.

いよいよ私にも定年が来た.わ れわれが学生時代に習った先生達は年寄 りに見えていた

が,60才 以下であったか ら,現在の私は,そ れよりも3才 以上多いおけである.少 年時代を

思えば遠い昔であり,また,昨 日のようでもある,医 者になってからも長い ようでもあり,

短いようでもある.しか し事実は63才 になっている,世の中や人生のことが判っているかと

いえば,何 も判っていないようでもあり,何だか今頃になって少し目が覚めて来たような気

もする.これか ら,し たいことがあるようにも思える.いずれにしても孔子の心境には程遠

い.定 年の覚悟は出来たであろうか 一抹の淋 しさをも覚えない といえば嘘になる.し か

し,これか らの晩年に托す楽 しさも確かにある,総体的には静かな心境 といえるようである.

教室内外の皆様に永年の御厚誼を深謝する.




