
公⽴藤⽥総合病院 泌尿器科 村⽊修 ⽒
更新⽇：2011年11⽉1⽇ ⽕曜⽇

公⽴藤⽥総合病院は伊達郡国⾒町に位置し、先進医療を⾏う泌尿器科がある。 “患者さん
中⼼の医療”に取り組む科⻑・村⽊修先⽣の話しを伺い、泌尿器科のイメージが⼀新し、
気軽に⾜を運べる病院と感じた

JR東北本線藤⽥駅から徒歩12分の好⽴地に位置する⽇本医療機能
評価機構Ver.5 認定「公⽴藤⽥総合病院」。前⽴腺ガンの治療
は、若い早期ガンであれば前⽴腺全摘術の⼿術を⾏い、その⼊院
期間が2週間程度必要だ。公⽴藤⽥総合病院ではこうした前⽴腺ガ
ンに対する先進治療法「HIFU：ハイフ」（※1）をいち早く導⼊
することにより⼊院期間を3泊4⽇で⾏う存在として知られてい
る。公⽴藤⽥総合病院（院⻑・堀川哲男）には、国⾒町、桑折
町、伊達市（旧・梁川町）からの患者さんの他に、県内各地はも
ちろんのこと県外から来られる患者さんもいるのだとか。働き盛
りの40代から症状が現れ始めるという前⽴腺の病。体に負担が少
ない⼿術を⼼がけ、症状に合わせた様々な治療法を⽤意している
という⼼強い専⾨医・村⽊修先⽣に話を伺った。

(取材⽇2011年07⽉01⽇)   インタビュアー：阿部眞⼀郎

泌尿器科について
来院される患者さんに多い症状は

男性も⼥性も最も多い症状としては、尿が出にくいといった排尿障害・排尿困難や尿が近いといった頻尿などの症状です。あ
とは、町の検診がありますので、⾎尿です。それから最近では前⽴腺ガンの腫瘍マーカー、PSA（前⽴腺特異抗原）(※2)が⾼
いということで受診される⽅が多いですね。それと、私共は尿路結⽯の治療も積極的にやっていますので、尿路結⽯の痛みが
ある⽅も多いです。

抵抗感を持たず、泌尿器科に積極的に

⼀般に泌尿器科というと診察を受けに⾏くことに抵抗感を持つ患者さんがいると聞きます。しかし、私共の病院は昭和58年に
福島県⽴医⼤から伊達智徳先⽣が初代の泌尿器科科⻑として赴任されてから、しっかりと泌尿器科のシステムを確⽴してきま
したので、藤⽥病院泌尿器科といえば抵抗なく皆さんが来てくださっているほうだと思います。いわゆる都市部ではないにも
かかわらず、かなり患者さんがおいでになるということは、当病院の名前が浸透しているのだと思います。しかし、⼀⽅で
は、まだまだ受診したがらない⼈は多いのも確かです。とにかく⼤切な事なので恥ずかしがらずに来ていただくのが予防・早
期発⾒や早期治療には⼀番なのですが、多くの⽅が受診されていないみたいです。例えば、⾼齢者の⽅も含め男性の場合は、
奥さんが洗濯時、下着に⾎尿の痕があることに気付いて「あなた病院に⾏きなさいよ」、「早く⾏きなさいよ」などと受診を
勧めても、なかなか旦那さんが「痛くもないからいい」と、受診されない⽅はけっこう多いみたいです。しかし、専⾨医の⽴
場からみて、このような時は、奥さんの⾔うとおり早めに受診するようにしていただいたほうが良いと思います。私たちはこ
うしたことの改善も含め、定期的にこの近辺で市⺠公開講座等を毎年最低1回〜2回ぐらい⾏い、“ぜひ泌尿器科を気楽に受診
してください”と積極的にアピールしています。しかし、まだまだ受診したがらないというか⼆の⾜を踏む⼈は多いようです。

また、⼥性の場合ですが、泌尿器科では、⼥性だからといって内診が絶対必要ということはありません。⼥性の疾患で⼀番多
いのは膀胱炎とか頻尿・尿失禁ですので、こうした⽅に最初に内診することはありません。例外として、腹圧性尿失禁それか
ら膀胱脱、直腸脱等の⾻盤内臓脱出症候群という病気の時に内診をして確認することはあります。このように⾮常に限られた
病気の⽅で、⼿術が必要だという⽅には内診で確認することはあります。

遠⽅からこられる患者さんも多く

私共の病院は、来院者で⼀番多いのが福島県北地区です。また、隣の宮城県⽩⽯市・丸森・⾓⽥・蔵王といった宮城県南地区
には、泌尿器科開業医が⼀軒あるだけなので、そちらからもたくさんの患者さんたちがお⾒えになっています。さらに、県内
の遠⽅地からいえば相⾺地区、いわき地区、郡⼭地区のほうからも定期的に通っている⽅もいます。

私たちは、いろいろな特殊な治療も⾏っていますので、そういうことを患者さん⽅に知っていただけるとまだまだ来ていただ
く地区が広がっていくのではないかと思います。

どのような症状のときに泌尿器科を受診するとよいですか？

排尿時に痛みや違和感があったり、尿の⾊がいつもと違う、トイレの回数が増えた、尿もれがあるなど、尿に関してお困りの
ことがあれば、泌尿器科を受診して下さい。尿に⾎が混じったときは、放っておかないことです。特に注意して頂きたいの
が、痛みのない⾎尿です。痛みもなく、1⽇だけで⾎尿が⽌まってしまうと、何でもなかったと放置してしまいがちですが、痛
みのない⾎尿の⽅が悪性であることが多いので、安易に⾃⼰判断をせずに、必ず専⾨医の診断を受けてください。

痛みを伴わない⾎尿

検診で⾒つかるような、尿潜⾎というものはほとんどの場合、治療の対象となるような病気ではないことが多いのですが、⼀
度は泌尿器科を受診していただいた⽅が安⼼です。しかし、排尿をしていて⾚い尿が出た、いわゆる⾁眼的⾎尿というんです
が、そういうのが出たときは早めに来ていただかないといけないです。そうした⾁眼的⾎尿、特に痛みがないような場合は、
膀胱ガンなどが存在していることがかなり多いです。⾎尿が1⽇2⽇で簡単に⽌まってしまうので、本⼈は⼤丈夫と思い、その
ままにしておくことが多いようです。それが半年後とか⼀年後にまた出たけど⽌まるということがくりかえされ、⼀年以上
たってようやく受診し、膀胱の中を診てみたら⼿のつけられないような膀胱ガンだったとかあります。痛みのない⾎尿は⾮常
に危険です。それは即受診していただいたほうが良いですね。

前⽴腺肥⼤症の診療と⾔えば、薬による⻑期的な治療が多く、⻑い間、
病院に通っているのにあまり改善されないという悩みを持っていらっ
しゃる⽅が多い病というイメージがありますが？ 前⽴腺肥⼤症の治療



には、様々な治療法があるそうですね。
前⽴腺肥⼤症の診療は、⻑期的なものが多いのでしょうか

前⽴腺肥⼤症(※3)という疾患に関してはα1（アルファワン）遮断剤(※4)という薬で、⾮常によく排尿状態がコントロールさ
れるようになりました。尿もよく出るようになるので、⻑くこの薬を飲むようになります。だけど、だんだんと効き⽬が悪く
なってくる⽅が出てくるんですね。なぜなら、前⽴腺肥⼤症というのは年齢とともに前⽴線が少しずつ⼤きくなってくるため
にα1遮断剤だけでは不⼗分になるんです。次にどうするかというと、今までだったらやはり⼿術です。しかし、最近では前⽴
腺を縮⼩させる薬を併⽤してみるという選択肢が出てきました。それは泌尿器科医がきちんと判断します。その肥⼤した前⽴
腺を⼩さくする薬に関して、⼀般の内科の先⽣には、この薬は前⽴腺ガンを⾒落としてしまう危険性があるので、専⾨医が処
⽅しますから、まだ使わないでくださいとお願いしています。前⽴腺ガンのスクリーニングに有効とされている⾎清PSA値が
減少するためだからです。

前⽴腺肥⼤症で代表的な治療法は

前⽴腺肥⼤症の治療は症状を緩和するためのα1遮断剤、これが第⼀番です。それで不⼗分であれば、⼿術または先ほど⾔いま
したように前⽴腺を縮⼩させる薬があります。これら3つが代表的な治療⽅法です。この中の治療法で⼿術に関しては、経尿道
的前⽴腺切除術(けいにょうどうてきぜんりつせんせつじょじゅつ、Trans-urethral resection of the prostate: TUR-P,
TURP)(※5)が世界的標準・ゴールドスタンダードです。それと最近では、TUR-Pから発展した経尿道的前⽴腺核出術(けい
にょうどうてきぜんりつせんかくしゅつじゅつ、TUEB：チューブ)(※6)という⼿術⽅法も出てきていますが、それはまだまだ
⼀般的ではありません。また、おなかを切る開腹⼿術もありますが、体に対する負担がちょっと⼤きいということであまり⼀
般的ではありません。

前⽴腺ガンについて

前⽴腺ガンは統計上も間違いなく増えています。平成12年4⽉に
福島県⽴⼤学からこの病院に移ってきて診療していますが、ちょ
うどその年に国⾒町でPSA検診を始めました。翌年に伊達町、今
の伊達市の伊達地区、さらにその翌年には桑折町、さらに数年遅
れて霊⼭、そして広域合併後に伊達市になってからは、伊達市全
域で前⽴腺ガンPSA検診を始めました。ここ3年ぐらいのデータを
⾒ると、右肩上がりで増えていた前⽴腺ガン患者さんの数がプラ
トー(※7)というか、いわゆる頭打ちになりやや低下傾向気味に
なってきました。これはおそらく、PSA検診が順調に進んで、今
までPSA検診を受けていなかった⼈たちが検診を受けることによ
り、⼀気に前⽴腺ガンが⾒つかったということだったんでしょ
う。その⼈たちがほぼ毎年⼀定のレベルで⾒つかる推移になり、
通常の発⽣率に近づいてきているんだろうと考えています。この近辺のPSA検診は福島県内で最も早い時期に始まりました。
だから県内ではこの地区がかなり早い時期から前⽴腺全摘術の件数が急に増えました。福島市に関していいますと、3年か4年
前からPSA検診がはじまりましたので、今、福島市の前⽴腺ガン患者さんの件数はおそらく右肩上がりで増えてきているとこ
ろだと思います。この傾向は今後5、6年は続き、そのあと、少し下がってきて、ある⼀定レベルで新規の患者さんが⾒つかっ
ていくというような感じになるのではないかと思います。伊達地区は福島市よりも早い時期にそのピークがあって、安定した
発⽣率にきっと近づいているんだろうと思います。それでも、10年前、20年前に⽐べれば前⽴腺ガン患者さんの数は⽇本で増
えているのはまちがいないと⾔えます。とにかく、前⽴腺ガンの予防、早期発⾒の観点からPSA検診を受けておくことは⼤切
だということです。この地区でもPSA検診をずっと昔から実施していますが、なぜか、PSA検診のチャンスを逃している⼈が
いるんです。逃している⼈に限って⾒つかったときには進⾏ガンで⼤変な状況になっているんですね。そうした患者さんに
「なぜそこの地区は検診を実施していたのに受けないでいたんですか」と聞くと、「健康だと思っていたから受けなかった」
とおっしゃる⽅が多いです。PSA検診によるガンの早期発⾒で全ての⽅が必ず⼿術をしなければならないということではない
ので、進⾏ガンにならないためにも、また、ちょっと転移していても早い時期に発⾒することによって苦しまずに治療できま
すのでPSA検診を数年に⼀度ずつは受けてほしいと思います。

泌尿器の内視鏡や前⽴腺ガン検査である前⽴腺⽣検は痛いのではというイメージがありますが？

まず前⽴腺⽣検、これは前⽴腺にガンがあるかどうかを⾒るのに⾮常に重要な検査なのでガンを疑った場合にはこの検査をや
らなくてはいけません。私共のところでは、なるべく前⽴腺⽣検のときの痛み・不快感を抑えるために仙⾻硬膜外⿇酔（せん
こつこうまくがいますい）(※8)というのを併⽤しながら検査をしています。その⿇酔は肛⾨周囲の違和感を抑えることはでき
るのですが触っている感じとか押される感じとかは残るので、そういう不快感は若⼲あるかもしれません。しかし、⿇酔なし
でやると痛いので、少しでも楽にできるようにということで仙⾻硬膜外⿇酔をやっております。また、腰椎⿇酔でやる⽅法も
ありますが、そうするとちょっと⼤掛かりになってしまいます。それは、⼀晩安静とか、⾷事も制限され、⿇酔そのものの負
担が⼤きくなってしまいますので、私共の病院では仙⾻硬膜外⿇酔の⽅を積極的に⾏っています。

それと内視鏡検査に関しては、私共のところはまだ硬性鏡という内視鏡でおこなっています。なぜかというと、いつも⼿術を
念頭に置いて検査をしますので、⼿術の時に使う硬性鏡のイメージでみなくてはいけないからです。痛みを取るためには内視
鏡の時、軟性鏡という柔らかいカメラを使ってみることも可能ですが、うちの病院ではまだそれは導⼊しておりません。軟性
鏡も必要ですが、光の波⻑を調節して病変部を明らかにする新しい内視鏡を導⼊して、膀胱ガンの病変を⾒逃さないようにし
たいと考えています。

前⽴腺ガンと先進的医療HIFU（ハイフ）療法

前⽴腺ガンは、男性のガンとして最も増加が著しいガンですが、早期の発⾒ができれば
怖くない病気です。私共の病院では、HIFUという強⼒超⾳波を使った⽅法でも前⽴腺
ガンの治療を⾏っています。この治療はまだ限られた病院でしか受けられない保険適⽤
外の最新治療ですが、当病院では、2009年の1⽉から⾃費診療の形で現在までに50例
以上の治療を⾏っています。この治療件数についてですが、保険適⽤だったらもっと
HIFU療法の件数は増えるのではないかと思います。なぜなら、⾝体に負担のかからな
いHIFU療法のほうが良いだろうなという⽅が結構いらっしゃるからです。⾃費診療と
いうことで「⼿術にしてほしい」「別の治療にしてほしい」と仰る場合があります。こ
うした⽅々も保険適⽤なら受けていたケースもあるはずです。⼀応うちの病院で先進的
医療というふうに⾔っておりますが、先進医療にはまだ認定されておりません。現在、



メーカーがその機械を厚⽣労働省に認可してほしいと申請しています。そちらで認可されれば、おそらく数カ⽉で先進医療が
認定されると思います。そうすると、⼿術代に関しては⾃費診療ですけが、それ以外の⼊院費とかそういうものに関しては保
険が適⽤になり、⼀層、HIFU療法を受けやすくなります。今はそうした制約があっても、わざわざ東京まで⾏かないで、地⽅
にいながらガンの検査や治療ができる時代です。前⽴腺ガンが⼼配になったら、早めに専⾨医を訪ねてほしいと思います。

なお、私共の病院では患者さまに効率的なようにとHIFU療法を3泊4⽇ということでお願いしております。この3泊4⽇の内容
は、1⽇⽬に⼊院し、2⽇⽬で全⾝⿇酔とHIFU療法を⾏います。そして、4⽇⽬に退院ということで⾏っております。

⾝体に対する負担が楽に

HIFU療法による⾝体に対する負担ということで全体的にいいますと、この治療を低侵襲治療(※9)と⾔っていますが、そこで
勘違いしていただくと困るのは、低侵襲ということは副作⽤・合併症がないということではありません。どんな治療であって
も副作⽤・合併症はありうるものだと思ってください。この低侵襲という⾔葉の意味はその治療を⾏うにあたって、例えば、
前⽴腺全摘術において「あなたは合併症がこれだけありますから、全⾝⿇酔やお腹を切ること、その他に術後のことを考える
と前⽴腺全摘術はちょっと難しいですよ」「飲んでいるお薬がこれこれこうなので、おなか切るのは無理ですよ」等という場
合があったとします。こうした場合であっても、「HIFU療法ならば全⾝⿇酔をかけますが、⾝体への負担を低く抑えますか
ら、そういう積極的な治療はできますよ」と⾔える治療で、“⾝体への負担を低く抑える”という意味で低侵襲なんです。それ
では⼿術後の⾝体に対する負担はどうかということですね。⼿術そのものの負担は明らかにHIFUのほうが少ないです。それ
で、⼿術後の回復そのものもお腹を切って⼿術やることに⽐べれば軽いです。ただし、HIFUをやったあと数カ⽉から半年ぐら
いまでの間に気をつけていただかなくてはいけないのは排尿困難・頻尿、それと尿道狭窄（にょうどうきょうさく）等が起き
てくるということです。その時期が過ぎれば、排尿の状態はだんだん落ち着いてきます。こういうことがあるので決して合併
症がない治療ではないということだけはわかっていただきたいと思います。それはいつも⼗分に患者さんに説明しておりま
す。ただ、HIFUは術後の経過がやはり楽なので、早い時期から仕事に復帰できますので、仕事のために選ぶ若い⽅が多いです
ね。

それと、勃起障害に関して、確かに前⽴腺全摘術に⽐べてHIFUでは勃起神経を温存できそうな⼈は残しておきますのでかなり
回避することはできます。それでも、回避できるのは全例ではありません。特に、ガンの広がりがひどいと思われる⼈は前⽴
腺の広い範囲をHIFUで照射し、焼いていますので勃起障害がおこる場合はあります。

このようにHIFUは私のところで結構成績が良いので選択肢の⼀つとして⾮常に良いと思います。治療法として私はいい治療法
だろうと思っていますが、残念なことに現在は⾃費診療なので積極的にお勧めしていません。

今後の展望としてのHIFUはピンポイントで前⽴腺がんを治療できる可能性も出てくるでしょう。

前⽴腺ガンの位置が⼀部に限定される症例では、超⾳波を前⽴腺全体に照射するのではなく、部分的に照射することで、前⽴
腺の正常組織を温存でき、それこそ勃起機能を温存できる可能性がありますし、治療が短時間で済みます。また、排尿障害等
が起こりにくい利点等があるので、このように部分的に焦点を当てるような治療であるフォーカルセラピー（Focal therapy）
をやるにはHIFUが⼀番適切だろうと考えられております。これはHIFUをやっている⼈たちみんなに共通している意識なので
す。そういう意味ではこれはさらに発展していく可能性が⾮常に⾼い治療だと思います。

ただし、これをより⼀層、発展させるためにはガンの位置を正確に把握する必要があります。前⽴腺ガンそのものは局在を
はっきりさせるというのは⾮常に難しいので、前⽴腺全摘術といってガンが⼀か所でも⾒つかった場合には基本的に前⽴腺を
全部取ってしまうという⼿術になります。とにかく、現在は技術的にガンが限局しているとか、局在しているのかということ
をはっきりさせる⽅法がまだ確⽴していないので、もう少し画像診断とかが進歩してくれると、おそらくそれと連動させて、
フォーカルセラピーがもっと積極的にできるようになっていくと思います。

診療する際、⼼掛けていること

泌尿器科には前⽴腺ガン・膀胱ガン・腎ガン、腎盂ガン、精巣ガ
ン等といったガンの患者さんが⼤変多いので、私は緩和医療も
やっております。そこでまず、⼼掛けていることは、きちんと説
明する時間を設けるということです。特に、ガンの患者さんに対
しての最初の説明というのは、⾮常に重要なので、だいたい⼀⼈
当たり1時間から2時間ぐらいかけじっくりと説明をするようにし
ております。そうすることによって、そのあとの経過がいろいろ
変ったことがあっても、患者さんの家族の⽅も⽐較的受け⼊れや
すいようです。最初にきちんと説明する時間を設けてないと、
後々お互いに「どうしたんだろう」という事になると思いますか
ら。

このほかには、泌尿器科受診に際して、敷居を⾼くしたくないと思っています。具体的に何をやっているのかというと、例え
ば、市⺠公開講座等で“私たちが、こうやって、ここで診療していますよ”という事を市⺠の⽅々に知っていただきたいなと思
い、あちらこちらと場所を変えながら出前式で地域の⼈と接するように⼼がけております。

⾃分⾃⾝の異常を早期発⾒するには

まず男性の場合は、前⽴腺肥⼤症、前⽴腺ガンというものが⼀番問題になるかと思うんですね。だから「おしっこの出⽅が
ちょっと最近良くないな」「ちょっと夜中回数多いな」「時間かかるな」と思うようなときは泌尿器科に来てください。それ
が最初⼤変でしたら、かかりつけの先⽣に相談していただいても結構です。とにかく、何となくおしっこが出にくいとかとい
う時は素直にかかりつけの先⽣に相談してみてください。あとはPSA検診受けてください。それから、⼥性の場合は、やはり
頻尿や尿失禁が問題になるかと思います。これも、かかりつけの先⽣に相談していただければ良いと思います。泌尿器科に来
ていただくのも⼤切ですが、私たちは病診連携で近辺の先⽣⽅とはよく連絡取り合っていますから、かかりつけの先⽣に相談
していただければ、すぐ紹介してくださいます。

今後の展望について

私共のところは1987年に東北地⽅で⼀番最初に尿路結⽯に対する体外衝撃波結⽯破砕術(ESWL)(※10)というのを導⼊してい
ます。それ以来から尿路結⽯に対して体外衝撃波、それから最近では内視鏡⼿術を積極的にやっておりますので、それをさら
に発展させていきたいと思っています。それから、先ほどから出ております前⽴腺ガンの治療に対してはHIFU療法が保険適⽤
になれば⼀番良いのですけが、適⽤にならなくても、重要な⼀つの選択肢として患者さんが希望されれば今後も積極的に続け
ていきたいと思っています。そして、できればQOLを保つようなフォーカルセラピーというものに対しても積極的に取り組ん
でいけたら良いなあと考えております。あとは、ドクターの体制で、現在は常勤医が私を含めて2⼈、それから⾮常勤の先⽣1



⼈でやってるんですが、常勤医を最低3⼈くらいにして、もっときめ細かくやっていけるようにしたいなと今のところは考えて
おります。

全国から集まって治療を受けに

もともと、体外衝撃波結⽯破砕術(ESWL)というのは患者さんが全国から集まって治療を受けに、私共の病院に来ておられまし
たし、HIFUにしても他の治療にしても是⾮、全国どこからでもおいでいただきたいと思います。実際、県外からも紹介がされ
ていますし、いつでも⼤丈夫です。

間質性膀胱炎について

最後に間質性膀胱炎についてお話します。今はもう各施設でもできるようになってきている膀胱⽔圧拡張術（ぼうこうすいあ
つかくちょうじゅつ）(※11)を東北地⽅で最初に先進治療の認定を受けたのは、私共のところの病院です。実はこれに関係す
る間質性膀胱炎(かんしつせいぼうこうえん)(※12)という病気は、隠された病気で、患者さんは⾮常に苦しんでいるんです
が、なかなか診断に⾄らないことが多い病気なのです。この病気の症状は、おしっこが近いとか、痛いとかといった、なんか
変な症状なのです。このような症状のため相談しても「よくわからない」「精神的な問題」等と⾔われることが多く、治療を
始めても「おかしいな」「どこ⾏っても治らないな」「薬をもらっているんだけどなんか治らないな」ということのため、精
神的に落ち込んでしまう⽅々がたくさんいらっしゃいます。ところがよく調べてみると、おしっこが膀胱にたまってくると痛
みが出てそれ以上我慢していると出⾎してくるといった特殊な病気だったのです。私たちはそういう⽅に対して積極的に診断
をつけて、膀胱⽔圧拡張術（ぼうこうすいあつかくちょうじゅつ）というのをやっております。福島県でその⼿術が保険適⽤
になったのは私共の病院が最初です。このため私共の病院で研修を積んだ先⽣が⼤学に戻ったことにより、福島県⽴医⼤付属
病院が今、膀胱⽔圧拡張術の保険適⽤と認可されています。その後、その先⽣が太⽥⻄ノ内病院に移られ、そちらの病院も認
可されるようになり、現在は県内3つの病院が膀胱⽔圧拡張術を保険でできるようになっています。このようにどんどん広がっ
ていってほしいと思っています。間質性膀胱炎は、なんというか隅に追いやられていた、泌尿器科医の間でもなかなか認知さ
れていない疾患ですね。とにかく、なんか変だなと思った時には専⾨医を受診されることをおすすめいたします。

 

※連載・医療⼈では、語り⼿の⼈柄を感じてもらうために、話し⾔葉を使った談話体にしております。

⽤語説明  

※１： HIFU ハイフ                                 読んでいた場所に戻る

HIFUは前⽴腺癌に対する、低侵襲で積極的な新しい治療法です。⾼齢者の⽅や抗凝固剤を服⽤している⽅でも治療が可能で、
尿失禁や勃起障害の発⽣頻度も低く抑えられます。

近年増加している前⽴腺癌の治療は、若い早期癌の⽅であれば前⽴腺全摘術が原則です。

しかし、前⽴腺全摘術は、⼊院期間が2〜3週間必要で、術後の尿失禁や勃起障害が問題と

なります。また、抗凝固剤（⾎液をサラサラにする薬）を休薬できない⽅や、⾼齢者の⽅は、

早期癌であってもホルモン療法や放射線治療が適応になります。

■ HIFU療法の詳しい説明 ： http://www.fujita-hp.jp/syoukai/senshin_iryou.html

※２： PSA（前⽴腺特異抗原）                             読んでいた場所に戻る

PSAは前⽴腺細胞で特異的に産⽣される分泌蛋⽩です。正常の前⽴腺細胞でも作られていますが、前⽴腺組織が壊れていない
ので⾎液中に漏れ出ることが少ないのです。⼀⽅、前⽴腺癌になると癌細胞は正常細胞に⽐べて壊れやすいために癌細胞から
分泌されたPSAは⾎中に漏れやすくなります。このため癌病巣が⼤きくなるにつれて⾎中PSA濃度は⾼値となります。

※３： 前⽴腺肥⼤症                                  読んでいた場所に戻る

おもに加齢、精巣から分泌されるホルモンの影響が原因になって、前⽴腺と呼ばれる男性特有の器官が増殖・肥⼤する病気。
前⽴腺は、膀胱の下で尿道を取り囲むように存在しているため、ここが肥⼤することで尿の回数が多くなる、尿の勢いが弱く
なる、尿が出づらいなどの症状があらわれます。50歳以降の男性に多く、⾼齢化に伴って患者数が増加しています。

※４： α1（アルファワン）遮断剤                            読んでいた場所に戻る

膀胱頸部と前⽴腺部尿道の括約筋は、α1受容体という神経受容体を介して収縮します。前⽴腺肥⼤症患者さんでは、この括約
筋収縮がより強くなって、排尿困難が引き起こされます。α1遮断薬を投与すると、この指令がα1受容体に届くのが妨げられる
ため、平滑筋がゆるんで尿道が広くなり、排尿の問題が改善されます。効果が現れるのが⽐較的早く、効き⽬も⻑く続くた
め、前⽴腺肥⼤症を治療する標準的な薬として使⽤されています。副作⽤として、起⽴性低⾎圧やめまいなどが現れることが
ありますが、現在市販されている薬では、ほとんど起こりません。

※５： 経尿道的前⽴腺切除術(けいにょうどうてきぜんりつせんせつじょじゅつ)       読んでいた場所に戻る

Trans-urethral resection of the prostate: (TUR-P, TURP)

70年以上前から⾏われている⼿術で現在世界的に最も多く施⾏されているgold standard(世界標準)術式です。尿道から内視
鏡を挿⼊し、内視鏡で前⽴腺の患部を観察しながら、内視鏡の先端についている電気メスで肥⼤した患部を切り落とす⽅法で
す。

※６： 経尿道的前⽴腺核出術(けいにょうどうてきぜんりつせんかくしゅつじゅつ)TUEB：チューブ 読んでいた場所に戻る

腰椎⿇酔（いわゆる下半⾝⿇酔）で⾏う内視鏡⼿術です。経尿道的前⽴腺核出術（TUEB）は尿道から内視鏡を挿⼊して前⽴腺
を観察しながら、アーク放電という電気的な⼒を利⽤した電気メスを⽤いて前⽴腺肥⼤症の部分を核出します（ミカンの内側
をそのままくりぬく感じです）。核出した前⽴腺は膀胱の中で特殊な機械で細切して体外に取り出します。

※７： プラトー Plateau                               読んでいた場所に戻る

英語。⾼原・⼤地を意味する⾔葉で、変化の幅が少なくなり、⼀定状態になることです。

※８： 仙⾻硬膜外⿇酔（せんこつこうまくがいますい）                  読んでいた場所に戻る



腰椎⿇酔と同じように、仙⾻部に細い針を刺しておこなう⿇酔法が仙⾻硬膜外⿇酔です。腰椎⿇酔よりも、浅部へ多く⿇酔薬
を注⼊します。腰椎⿇酔とくらべると技術的にややむずかしいこと、⿇酔効果が安定しにくいことが⽋点ですが、⿇酔が切れ
るのも早いので⽇帰り⼿術で使われます。

※９： 低侵襲治療（ていしんしゅうちりょう）                      読んでいた場所に戻る

患者への⾝体的負担が少ない治療のことで、診療科⽬に関わらず、技術的進歩が加速している医療分野です。そのため、より
専⾨性の⾼い治療技術が要求されることも確かです。

※１０： 体外衝撃波結⽯破砕術(ESWL)                         読んでいた場所に戻る

おなかを切らずに体の外から衝撃波発⽣装置*1で結⽯を壊す治療法です。体への負担や合併症の頻度も低く、結⽯療法として
は第1選択肢です。ドイツで開発され、⽇本では1984年から治療が開始されました。1988年からは健康保険の適⽤にもなっ
ています。

※１１： 膀胱⽔圧拡張術(ぼうこうすいあつかくちょうじゅつ)               読んでいた場所に戻る

間質性膀胱炎の診断と治療に、現在最も有⽤なのが 『膀胱⽔圧拡張術』 です。 腰椎⿇酔で膀胱内に⽣理⾷塩⽔を注⽔して、
膀胱を拡張・排⽔することで、 粘膜の変化や出⾎の様⼦から間質性膀胱炎を診断します。 また同時に痛みをやわらげて、膀
胱容量を増加するという治療効果があります。

【 厚⽣労働省はこの⽅法を先進医療として指定していましたが、 平成22年4⽉より保険収載されましたので、3割負担の⽅
で 32,000円程度の負担が減少することになります。 】

※１２： 間質性膀胱炎（かんしつせいぼうこうえん）                  読んでいた場所に戻る

細菌による膀胱炎とは異なり、 膀胱の粘膜の下にある間質といわれる部分の炎症で起こる疾患です。 原因はまだ明らかに
なっていませんが、頻尿 ・尿意切迫感 ・（蓄尿時） 膀胱部痛などの症状が強く、 医療機関を受診しても、通常の治療でなか
なか治らないため、慢性膀胱炎であるとか、 婦⼈科の病気だから⼦宮を摘除しなさいとか、時によると神経症だとかの扱いを
受けてきた疾患です。
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