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泌尿器科疾患の もたらす国家 ・社会的損失

についての二,三 の意見

京都大学医学部泌尿器科学教室(主 任:吉 田 修教授)

吉 田 修

PREVENTION OF UROLOGICAL DISEASES CAN BE 

         A NATIONAL BENEFIT

Osamu YOSHIDA 

From the Department of Urology,  Faculty of Medicine, Kyoto University 

(Director: Prof. 0. Yoshida)

   Early detection of urological cancers by means of mass screening would be beneficial to the 
nation, as can be seen in the advances in the detection of stomach and lung cancers. Medical stu-
dents in Japan today should be studying the economics of medicine, that is, how to prevent cancer 
instead of studying economics to become prosperous after opening their own offices. This view should 
not be confined to our nation, but should be directed toward all of mankind in the whole world.
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標題 のシ ンポジ ウムに発言 の機会が与 えられた の

は,会 長渡辺教授か らこのテーマでや りた いとの話が

でた時に,わ た くしは即座 に 賛成 した ので あ ります

が,賛 成 したのだか ら協力 もしろ とい うことだ と思い

ます.司 会の友吉教授 に総括的発Aと は何を しゃべれ

ば よいのですか,と お尋ね しました ら何で もよいか ら

しゃぺれ とい うことであ ります.考 えてみれば総括的

発言は これは司会者がや るべ きことであ ります.お 言

葉 に甘 えて まとまりのない ことを申 し上げ ます.

私は,過 去V`い て 〔国家的損失〕あるいはその反

対 の 〔国益〕 といった言葉に出会 って 〔は っと〕 した

ことが二回あ ります,

一度は1975年 頃だ った と思いますが
,ワ シン トンの

日本大使館に勤務 してい る外 交官 と話を してい るとき

に,彼 が しば しば国益 とい う言 葉を使 った時です.当

時 まだ学園紛争 の続いていた頃で,radica1な 学 生 と

話 し合い とい うか,団 交 とい うかをす る機会が多か っ

たわけです.そ のときに,も しも 〔そ んな ことは国益

に反するか ら反対だ,駄 目だ〕 な どといお うも の な

ら,〔 帝国主義者〕 よばわ りを され るのは必定であ っ

た と思い ます.そ の ような頃 に,国 益 とい う外交官 の

言葉にはっとな ったのであ ります,

少 し大袈裟にいえぽ,「 自分には 日本 とい う国が あ

り,日 本 とい う国の共 同体の中に 生 き ている のだ.」

とい う当然のことを思 い起 こしたのであ ります.お 恥

ずか しい話 です.

もう一度は,こ れは渡辺教授が熱心にや っておられ

る経直腸 的超音波断層法に よる前立腺癌の集団検診を

「ア メリカで こそや るべ きだ」 と,詳 しい ことは記憶

してお りませ んが,ア メ リカの行政関係の人に説 いた

ところ,「 前立腺癌は老人に多い,し たが ってnatio・

naldamageが 少ないか らや らない」 とい った とい

うこ とを聞いた時で あ ります.疾 患 の もた らすna-

tionaldamageと い う言葉 も大変impressiveで,

ず 一 と頭 に残 ってお りました.

こ うい った ことか ら,わ た くしも疾患 の経済学につ

いて関係 した書籍あ るいは論 文に 目を通す ようにな っ

たのであ ります.こ の ような次第 で,渡 辺教授 の企画

に即座に賛成 した とい うわ けです.

それぞれの シンポ ジス トか ら大変有用 なお話を うか

がxま した。教え られ,考 えさせ られ るところが多 々

あ りま した、気付いた ことを一つだけ申 し上げ ます.

本 日の発表 の中で 数字が た くさ ん出て ま い りまし

た・た とえば,集 団検診をや って早 期癌を発 見 し治癒

させる とどの くらい国家に利 益を もた らすか,と いっ

た ことです・ ここで気にな りますのは,そ の算出の過
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程でい くつか の仮定的要素が挿入 され,最 終的に得 ら

れる数字が膨張す ることであ ります.こ れはある程度

仕方のないこ とですが,少 な くとも同 じ方法で他の癌

について も算 出し比較する ことが必要ではなか ったか

と思います.た とえば 「前立腺癌 を検診で早期に発見

し治癒 させた場合,一 例では この位 の利益を もた らす

か ら,日 本全体 ではこ うな る.こ れ を胃癌,肺 癌,あ

るいはその他の癌 と比較す ると こ うな る.」 とい った

ことをや って欲 しか った と思い ます.そ うでない と,

泌尿器科 とい う社会 の中だけの議論 になって しまい ま

す.

次にこの テーマについて の私の コメン トを二つだけ

言わせてもらいます.

まず,「 日本の医者 ほ ど教育を受けて い る時,あ る

いは大学にい る時 は,経 済の ことは無関心 で,開 業 し

た途端に猛烈に経済 に関心を もつのは世界 に例をみな

い.」 といわれてお ります.医 学教育の なか に医療経

済学を取 り入れなけれぽ ならない,と 思います.そ し
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てそ のことに よ り,予 防医学の重要性が認 識され る,

癌を 例に取 るな らば,一 次予防 とよばれ る原因対 策,

そ して二次予防である早期発見対策の重要性が認識 さ

れ ると思 うのであ ります.

も う一点はつ ぎの点です.あ る文化人類 学者 がこの

ように言 った ことがあ ります。 「われわれ人間 はかつ

ては一つの小 さな共同体 の中で十分生 きられた。た と

えぽ歴 史的に見れば 〔藩〕 であ ります それ が今や,

日本 と言 う国家,つ いには,世 界 とかかわ らずV=FW生

きていけない状況にある.国 家の レベルか ら地球 の レ

ベルにな りつつあ る.つ ま り人間 とい う種 の レベルで

ある.本 当は種の レベルを越 えて,生 物 全体 の レベル

にまで戻 るのが理 想である.」

私 は,現 在は国家的損失Y`つ いて先ず論 じるのはよ

いが,さ らには種の レベル,言 葉を換 え て言 うな ら

ば,世 界とのかかわ りにおける問題 として考 えなけれ

ばな らない と思い ます.

(1987年3月13日 受付)




