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対談シリーズ 5 第90回日本泌尿器科学会総会

村井 勝

(慶慮義塾大学教授 第90回日本泌尿器科学会会長)

小 JII 修

(京都大学教授 泌尿器科紀要編集委員長)

小J11 :昨年からついに新しい世紀が始まりました。し

かし，予想もしなかった悲惨なテロリズムによって，

21世紀の幕開けはわれわれが期待したものとは大きく

かけ離れたものになってしまったように思います。今

日は第90回日本泌尿器科学会総会を主催される慶応大

学の村井勝先生に，そのような世情を払拭するような

活気と希望にあふれた総会をお願いするという意味も

込めてお話をお聞きしたいと思います。

まず今回の総会のテーマと理念ということからお話

をお伺いしたいと思います。

村井:今年は2002年で，もう21世紀の 2年目に入りま

す。昨年世の中はすべてまだ新しい世紀のスタートと

いうことで r新世紀は， 21世紀は……」というス

ローガンを定めることに心が奪われていた感じだ‘った

と思うのです。そこで，今年こそはしっかりと目標に

向かつて行動する時期じゃないかなと思っています。

よくいわれることですが， 21世紀というのは，基礎

的な学問を臨床へ上手に応用して，しかもエピデンス

を出しながらやっていくことが目指されるのではない

かと考えています。したがって総会のメインテーマは

「叡知と実践」というものにいたしました。英語で言

うと .'wisdomand practice'.ということになるので

しょうか。この言葉は，私どもの初代の医学部長，北

里柴三郎の理念にも通じる言葉です。まず，北里先生

がドイツ留学から帰国し多少不遇のときに福沢諭吉が

私財を出して伝染病研究所というのをつくらせて北里

先生をサポートしました。1916年に慶藤義塾大学に医

学部ができた時はもう福沢諭吉は亡くなっていたので

すけれども，北里柴三郎が医学部長に就任し，これか

らは基礎と臨床の境をなくして進まなければいけな

い，いい換えれば知識と共にその実践が大事であると

いうようなことを目標にされたといいます。これは福

沢諭吉の「実学」にも通じるもので，そこで今回の学

会では「泌尿器科学における叡知と実践」ということ

をテーマといたしました。

INII :叡知というのはいい言葉ですね。 21世紀におい

ては，理性的でバランスの取れた知恵が必要になって

くることは間違いないと思います。

村井:おっしゃる通りだと思います。

会場は国際東京フォーラムです。なるべく多くの人

に参加していただいて，デイスカッションを十分でき

るようにと思っております。また，昨年と同様に臨床

泌尿器科医会との協力も進め，学会の最後の日に時間

をとろうと考えています。また，泌尿器科で開業され

ている先生方が興味をも って参加していただける企画

を作る予定もあり，現在いろいろ交渉しているところ

です。

小JlI:招請講演，教育講演などの特別企画に関してな

にか考えておられることはありますか。

村井:まず招請講演ですけれども， Cleveland Clinic 

の Dr.Hestonを演者としてお迎えしようと考えてい

ます。彼は Ph.D.で PSMAの発見者の l人でもあ

ります。われわれの教室の者が留学していたというよ

うな関係もありましたので，彼に遺伝子治療，特に前

立腺癌の遺伝子治療に関する基礎的なことをお話しし

ていただこうと思います。もう l人決まっているの

は， Cornell U niversityの Dr.Vaughanです。来年

米国泌尿器科学会が100年を迎えるそうですけれども，

アメリカが100年たったというので，会長の Dr.

Vaughanをお迎えしようと企画しています。もう l

人，ヨーロッパから若手の人を考えていますが，テロ

の関係でしょうか，まだファイナルの承諾がいただけ

ていません。特別講演は 3人の先生方にお願いしてお

ります。先生には「泌尿器科分子腫蕩学」について星

長清隆教授には「献腎移植」についてご講演いただき

ます。もう l人は教室の丸茂助教授が「加齢と EDJ

について発表いたします。

次に教育講演ですが，ヒトゲノム解析の国際研究グ
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ループのメンバーで，日本側の指導的立場を演じられ

た清水信義教授にお願いしてあります。清水先生には

「ヒトゲノム解析と21世紀の医学」ということで，泌

尿器科医にレクチャーをしていただこうと思っており

ます。それからもう l人は，東京大学医科学研究所の

御子柴克彦教授にお願いしております。御子柴先生は

発生 分化がご専門ですが r細胞内情報伝達におけ

るカルシウムの機能」というタイトルで少し新しいと

ころを教えていただくということになってます。

また昨年守殻先生がされたように，会長特別企画と

いう形のものも考えています。まず第一部で日本泌尿

器科学会の90年の歴史を私どもの先々代の教授であっ

た大越正秋先生に振り返っていただくということにし

ました。第二部では泌尿器科のサブスベシャリテ

ィー，例えば小児泌尿器科，腎移植を中心とした腎不

全， Female urology， Andrologyなどに関するもの

を企画しています。私はこれからの泌尿器科医は境界

領域というのを頑張って守って行かなければだんだん

泌尿器科の範囲が狭くなるのではないかという危機感

をもっています。そこで，ある程度エスタブリッシュ

された先生に，現状と今後の夢のようなもの，特に若

い人に対する期待というか，方向性のようなものを示

していただこうと，思っております。

小111:是非活気あふれる学会にしていただきたいと思

います。

さて，村井先生は昨年までJ必尿器科学会の理事長を

されておられ，日本の泌尿器科の発展のために大変な

尽力をされました。そのご経験をふまえて「我が国の

泌尿器科の国際化」ということに関して少しご意見を

伺いたいと思います。

医学における国際化の意義に関してはいろいろな観

点が考えられますが，私はそのなかでも「標準化」が

第一にくるのではとないか思っています。地域地域で

人を取り巻く医療環境は大きく異なってはいるでしょ

うが，いろいろな国々との交流を介して標準的な治療

法や検査法が明らかにされていくことは大切なことで

す。もう一つの意義は，各国の才能を持ち寄ることに

よって，高度な医療技術の開発や最先端の医学的知識

の蓄積を行うことではないかと考えています。先生は

国際化ということに関して，今の日本の泌尿器科の現

状に対してどのようなお考えをお持ちなのかお聞かせ

いただけませんか。

村井:第一に国際化ということを意識すること自体，

国際化ができていないことの証拠なのかもしれないと

思うのです。まだわれわれの前には大きなバリアがあ

るようで，もしもそういうバリアがなくなれば，人々

の健康の維持増進に役立つこと，すなわち先生が今い

われたような良い治療を標準化したものを取り入れる

とか，あるいは標準化に参画できるとか，そしてより

新しいものを取り入れていけるということができるの

ではと思っています。

そういう意味からいうと，日本の泌尿器科学会に

は，これまでの理事長経験者を中心に先輩の先生方が

国際性という問題に真剣に取り組んでバリアを低くし

ていただきました。そして，最近は先生を含め多くの

若手の泌尿器科医が国際的に活躍をしているし，将来

に関しては大いに期待しています。さらに申し上げれ

ば，日本も developingcountryの泌尿器あるいは泌

尿器科医に対するサポートも活発にできればと願って

います。

小111:標準化ということに関しては，かなりいい線ま

で、行っているのではないでしょうか。例えば副腎の腹

腔鏡手術などは，日本から発信した標準治療といって

も過言でないものだと思いますし，逆に前立腺の腹腔

鏡手術というような新しい治療も，今はどんどん若い

人が実際にフランスへ行って学んでこられるような時

代になっています。またそれを標準治療として確立で

きるかどうかの検証にも参加できる状況にあります。

村井:私たち泌尿器科医の準備状態は非常に良くなっ

てきたと思うのですが，もう l点重要な視点がありま

す。これはわれわれの方にも大いに責任があるのかも

しれませんけれども，社会の理解というか，一般のか

たにおける医学研究や標準化に対する認識の差です。

臨床試験に対する理解などが良い例かもしれません0

tj¥Jll:医療を受けられる患者さん側も国際化が必要だ

ということですね。
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村井:そうです。少しいい過ぎかもしれませんが・

..， 
P 

小JlI:今までの日本の泌尿器科学は欧米にキャッチ

アップしようという姿勢できたと思うのですけれど

も，もう一方ではアジアの中での日本の立場というの

があると思います。アジアの泌尿器科というと学会と

してはアジア泌尿器科学会 (UAA)ですが，アジア

の一員としての日本の国際化ということに関しては，

先生には何かお考えはありますかp

村井 :UAAに関しては，熊i宰先生が第一回の総会を

福岡で主催されて始まったのですが，アジアにおける

泌尿器科学を大きく育てるために，日本が呼びかけ

て，そして基本的には日本がリーダーシップを取るか

たちで始まったと理解しています。その後，アジア全

般にわたってみんなが参画するように順調に発展して

きているのですが，その中でさきほとeのバリアの lつ

だといえますが，要するに言葉の障害があって，シン

ガポールなど英語圏の国が大きな発言権を持つように

なってきています。しかし，何といっても日本は

7，000人の泌尿器科医がいますので，やはり良い意味

でのリーダーシップを持ってアジアをリードしていく

必要があるのではと思っています。ただリーダーシッ

プというのは学会を運営していくだけではなくて，あ

る程度いろいろなサポートーそれはお金でなくていい

と思うのですけれども，いろいろ教育研修をすると

か，あるいはセミナーを開くとか，あるいは新しい技

術を提供するとかというような，そういう協力をして

いくことによって，おのずとリーダーシップが発婦で

きる形にしていく必要があると思います。

小JlI:そうですね。アジアという地域は，ある程度共

通の文化土壌はあるのだけれども，使う言葉が非常に

多様であるということが大きな問題だと思います。し

かし，アジアの地域性を考慮した，受け入れられやす

い標準医療というものを提案するとか，そういうこと

には日本も貢献できると思うのですけれども。

村井:どうしても欧米に目が移ってしまう。日本も欧

米に目が向きがちですが，アジアの国々もそういうと

ころがありますね。だからもう少し先生がいわれたよ

うに，アジア人として欧米人とは違ういろいろな特色

が当然あるわけで，そういうところも考えていければ

いいと思いますね。

小JlI:それと，人事交流を含めた教育努力というのは

国際化・標準化という目標への近道かもしれないと

思っているのですが，先生のところはアジアからの留

学生を受け入れておられますか。

村井:私が教室を主宰するようになって中固から 3人

が l年交代で来ました。あと韓国，台湾からの泌尿器

科医の短期間の研修を受け入れています。

小JlI:われわれもできるだけ人事交流を深めるように

努力しているのですが，そういう地道な努力がアジア

における日本の国際化への近道のような気がしていま

す。

村井・いままでお話したように，学会運営を取り仕切

るということではなくて，物理的にも精神的にもバリ

アをなくして，自由に行き来して意見交換できるとい

うようなことを目標にしたいと思っています。そし

て，アジアの中では B本が人数の上からも，あるいは

これまでの歴史からも真の意味でのリーダーにならな

ければいけないと思います。それから国際泌尿器科学

会 (SIU)を中心とした外国との関係，そしてもう lつ

は InternationalConsultation on Urological Disease 

(ICUD)を中心とする泌尿器科医療の国際標準化に

積極的に参加する必要があると思います。また公的な

他にも，いろいろな国際会議，研究会を利用し，ある

いは個人のレベルでも国際化を推進していっていただ

きたいと思います。

日本I必尿器科学会としては，できるだけ多くの会員

に国際交流に関する的確な情報を伝えていく必要があ

ると思います。また，これまではごく選ばれた人だけ

が他国の泌尿器科と交流していた感じがありますけれ

ども，もっとすそ野を広げた交流ができるようになれ

ばさらに良い方向へ向くのではと思います。それには

会員全員に国際化の重要性に関して認識していただ

き，また国際化への参加機会を平等にもってもらうよ

う配慮することが必要でしょう。ともかく過剰に意識

しないで進めるようにできれば良いですね。

小111:国際化というのは政治や経済などいろいろ複雑

な要素がかかわってくると思います。じっくり時間を

かけて理想の方向を模索しながら舵をとっていく必要

がありますね。

今年の総会と泌尿器科の国際化に関してお聞きしま

したが，これからも益々ご活躍頂きますようお願いい

たします。どうも先生，今日は本当に長い間ありがと

うございました。




