
でしょうか。
　小林　その絶対値だけでがんの診断
はできませんので。ただ、手術前に腫
瘍マーカーが高い症例に関しては、術
後治療後の経過観察においてその推移
を見ることは非常に重要だと思います。
　山内　値としてかなり高いから、こ
れはがんに違いない、とまでは言えな
いのでしょうか。
　小林　1,000を超えるような値が出て
きた場合には極めてがんの可能性が高
くなると思います。ただ、そういった
極めて高値を示す場合にも、がんでな
いこともまれにあるので、やはり注意
が必要だと思います。
　山内　最後に治療がらみの話になり
ますが、一応、良性・悪性に分かれる
といっても、大きさも重要で、最後は
手術のようですが、これは非常にデリ
ケートな問題で、摘出するかしないの
か。卵巣は２個あるといっても、なか
なか悩むところが多いと思うのですが、
いかがでしょう。
　小林　先ほども少しお話ししたよう
に、サイズとして５～６㎝を超えるよ
うなものに関しては、実際取ってみる
と、がんが混じっていることもありま

すので、そういった場合には手術を勧
めます。そのときには超音波とかMRI
とか、あるいは腫瘍マーカー、そうい
った検査結果を総合的に判断します。
特に問題になるのは若い女性で、妊娠、
出産を希望されているような方は、２
つあるものを１つ取っても機能として
は変わらないのですけれども、そうは
いっても、妊娠には少し不利になるの
で、なるべく残してあげたい、そうい
う手術をしたいということはあります。
十分その辺を検討して、まず良性に間
違いないということであれば、残す手
術を選択することになると思います。
　山内　最近よく行われている、念の
ために腹腔鏡でどこか組織をかじり取
るとか、そういったことはあまりされ
ないのでしょうか。
　小林　本当に診断のためだけに中を
のぞいて組織を取る、非常に進行した
がんなのだけれども、どうも原発巣が
はっきりしないという場合には行うこ
とはあるかもしれません。しかし基本
的に、例えばのう腫の一部の生検とい
うのはがんの場合には禁忌になってい
ますので、診断としてはいたしません。
　山内　ありがとうございました。

順天堂大学泌尿器科准教授
和久本　芳　彰

（聞き手　山内俊一）

　尿路感染症の尿細菌培養についてご教示ください。
　検体として当然、抗菌薬の使用前の尿（早朝尿）が望ましいでしょうが、外
来では、抗菌薬を経口あるいは点滴注射などですでに使用している患者さんを
診ることがよくあります。そのような患者さんでは、細菌培養はやっても無駄
でしょうか。何か他に策はありますでしょうか。

＜大分県開業医＞

尿細菌培養

　山内　外来では抗菌薬をすでに使用
している患者さんを診ることがありま
すが、そういった例での細菌培養は無
駄でしょうかという質問です。これは
現実問題としては非常によくある話か
と思われますが、この場合は死んでし
まった菌を見ることになってしまうと
考えてよいでしょうか。
　和久本　そうですね。結果としては
陰性という回答になるかと思いますが、
これが必ずしも無駄になるわけでもあ
りません。
　陰性でも症状が残っている場合もあ
りますし、またその症状が軽くなって
いる、もしくは消失しているのか、か
えって悪くなっているのかで治療と効

果の判断は変わります。また培養検査
は絶対ではありません。
　いずれにしろ、抗菌薬投与の前後で
尿検査を行うことが望ましいのですが、
その際はできれば沈渣をみていただけ
ればと思います。ただ一般のクリニッ
クでは、その場で結果を得ることは難
しいことが多いと思いますので、定性
検査に頼ることになります。症状、尿
検査の結果、培養の結果を合わせて総
合的に判断をしていきます。
　また原因となる菌が耐性菌であった
り、たまたま処方した抗菌薬に感受性
がない場合には、培養検査の結果も陽
性で返ってくることがありますので、
抗菌薬投与後であっても尿培養は出し
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耐性菌だけが残ってしまっていること
があると考えてもよいですか。
　和久本　複数の起因菌でということ
であれば、そういうことになるかと思
いますが、おそらくそういう時には、
耐性菌が一番強く症状を引き起こして
いるものと考えています。
　山内　そういう意味でも行ってみて
もいいかということになりますね。
　和久本　そうですね。現場で実際に
判断するときに、仮に患者さんの症状
がどんどん軽快してきていて、（私ども
泌尿器科医は必ず尿検査をしますの
で）尿がきれいであれば、多分尿培養
は出してもだめだろう、もしくはその
必要はないだろうと。で、患者さんに
は“もうしばらくこのまま様子を見ら
れたらいかがですか”とお話しします。
ただ、患者さんの多くはとにかく薬を
欲しがるので、きちんとした説明は必
要ですね。
　山内　これは内科レベルではしばし
ばある話で、慢性化してしまうケース
があります。来院のたびごとに白血球
が出ているケースがあり、しばしば抗
菌薬も使ってしまいますが、こういっ
た例に対してはどういった対応が正し
いのでしょうか。
　和久本　おそらく白血球が出ている
という、いわゆる膿尿ですね。ただそ
れだけでは、泌尿器科医はあまり薬は
出さないと思います。
　山内　具体的に症状か何かが出て、

ということでしょうか。
　和久本　慢性化したものが、明らか
に急性の増悪を示しているような状況
の場合ですね。患者さんがたいへん辛
い思いをしている、たとえばものすご
い頻尿と尿意切迫で寝る間もないとか、
排尿痛がひどくてたいへんというよう
な時には抗菌薬の使用を当然考慮しま
すけれども、比較的軽い症状と判断さ
れる場合は極力抗菌薬は使わずに、飲
水励行とともに、症状そのものに対す
る対症治療的な薬を使っていることが
多いです。そして、このような時こそ
尿培養を提出して、結果を待ってから
判断したほうがいいのではないでしょ
うか。
　山内　毎月毎月、白血球が尿の中に
見られるという方の原因ですが、これ
にはどういうものがあるのでしょうか。
　和久本　私の経験から話しますと、
特に女性の場合はきちっと採尿ができ
ていない場合が多くて、どうしても初
期尿を取ってしまうことが多いですね。
検査で尿が取れないと不安なのだそう
ですが、そうすると、最初の尿にはど
うしても尿道周囲の皮膚や膣からの血
球成分や細菌が混ざってしまう、いわ
ゆるコンタミネーションですね。その
場合は、尿沈渣で扁平上皮がたくさん
見られたり、細菌の数と白血球の数が
どう見ても不釣り合いであったりとい
うことが起きてきます。ですので、“最
初から尿を取ったでしょ”という話か

ていただいてよいと考えます。
　山内　一応行っても構わないという
ことですね。
　和久本　はい。
　山内　普通は陰性として返ってきて
しまうし、あと白血球などもわからな
くなってしまうのでしょうか。
　和久本　確かに抗菌薬投与後の培養
検査では、症状の有無にかかわらず結
果が陰性で返ってきてしまうことが多
いです。また尿検査でも白血球数の程
度も修飾されてしまうことが考えられ
ます。たとえば、抗菌薬投与後の白血
球数が中途半端に陽性を示した場合な
ど、治療前はもっとひどい膿尿であっ
たのか、もともとあまり汚れていなか
ったのか、治癒過程にあるのか処方の
効果が不十分なのか、判断は難しくな
ってしまいます。
　ただ培養検査の結果、処方の抗菌薬
に感受性がない耐性菌とされている場
合も、実際のところ使ってみると、あ
る程度は効いていることがけっこうあ
るとされています。そういったギャッ
プがどのようにして生じているのかは、
明確にはわかっていないようです。
　ですから実臨床の場では、結局尿検
査と患者さんの症状から、培養を取っ
たほうがいいのか、あるいは多分無駄
かというのを、その場で判断している
ことがほとんどです。
　山内　実際になかなか治らないとい
うことから、あわてて培養しようとい

うケースが多いかと思われるのですが、
抗菌薬を使ってしまった後、何日ぐら
い置いたらよいのでしょうか。
　和久本　最低３日間は置いていただ
いたほうがよいと思います。どうして
も抗菌薬の影響が残りますので。ただ、
先生がおっしゃったような、なかなか
治らないケースは、その時点で培養を
出していただいてもいいと思うのです。
おそらく尿検査でも十分膿尿が残って
いることが考えられますし。
　山内　抗菌薬を使った直後の尿であ
れば、抗菌薬でいろいろな菌がなくな
ってしまうから、残った菌だけを見て
しまうこともあるのですね。
　和久本　あります。
　山内　したがって、起炎菌がはっき
りしないこともあるのでしょうか。
　和久本　単純性の尿路感染でしたら、
たいがい単一の細菌で起こってくるの
で、残っていればおそらく耐性菌であ
る可能性が高くなります。慢性感染や
その急性増悪の場合は、主となる菌の
ほかに、病原性を持たないような弱毒
菌も併せて検出されてくることがあり
ます。たとえば、培養の結果、３種類
の菌が検出されたとして、そのうち２
種が抗菌薬で淘汰されるとします。そ
れらが占めていた敷地にひとつ残った
菌がどんどん広がってきますので、こ
れを捕まえることができる可能性があ
ります。
　山内　耐性菌の問題も出てきますね。
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耐性菌だけが残ってしまっていること
があると考えてもよいですか。
　和久本　複数の起因菌でということ
であれば、そういうことになるかと思
いますが、おそらくそういう時には、
耐性菌が一番強く症状を引き起こして
いるものと考えています。
　山内　そういう意味でも行ってみて
もいいかということになりますね。
　和久本　そうですね。現場で実際に
判断するときに、仮に患者さんの症状
がどんどん軽快してきていて、（私ども
泌尿器科医は必ず尿検査をしますの
で）尿がきれいであれば、多分尿培養
は出してもだめだろう、もしくはその
必要はないだろうと。で、患者さんに
は“もうしばらくこのまま様子を見ら
れたらいかがですか”とお話しします。
ただ、患者さんの多くはとにかく薬を
欲しがるので、きちんとした説明は必
要ですね。
　山内　これは内科レベルではしばし
ばある話で、慢性化してしまうケース
があります。来院のたびごとに白血球
が出ているケースがあり、しばしば抗
菌薬も使ってしまいますが、こういっ
た例に対してはどういった対応が正し
いのでしょうか。
　和久本　おそらく白血球が出ている
という、いわゆる膿尿ですね。ただそ
れだけでは、泌尿器科医はあまり薬は
出さないと思います。
　山内　具体的に症状か何かが出て、

ということでしょうか。
　和久本　慢性化したものが、明らか
に急性の増悪を示しているような状況
の場合ですね。患者さんがたいへん辛
い思いをしている、たとえばものすご
い頻尿と尿意切迫で寝る間もないとか、
排尿痛がひどくてたいへんというよう
な時には抗菌薬の使用を当然考慮しま
すけれども、比較的軽い症状と判断さ
れる場合は極力抗菌薬は使わずに、飲
水励行とともに、症状そのものに対す
る対症治療的な薬を使っていることが
多いです。そして、このような時こそ
尿培養を提出して、結果を待ってから
判断したほうがいいのではないでしょ
うか。
　山内　毎月毎月、白血球が尿の中に
見られるという方の原因ですが、これ
にはどういうものがあるのでしょうか。
　和久本　私の経験から話しますと、
特に女性の場合はきちっと採尿ができ
ていない場合が多くて、どうしても初
期尿を取ってしまうことが多いですね。
検査で尿が取れないと不安なのだそう
ですが、そうすると、最初の尿にはど
うしても尿道周囲の皮膚や膣からの血
球成分や細菌が混ざってしまう、いわ
ゆるコンタミネーションですね。その
場合は、尿沈渣で扁平上皮がたくさん
見られたり、細菌の数と白血球の数が
どう見ても不釣り合いであったりとい
うことが起きてきます。ですので、“最
初から尿を取ったでしょ”という話か

ていただいてよいと考えます。
　山内　一応行っても構わないという
ことですね。
　和久本　はい。
　山内　普通は陰性として返ってきて
しまうし、あと白血球などもわからな
くなってしまうのでしょうか。
　和久本　確かに抗菌薬投与後の培養
検査では、症状の有無にかかわらず結
果が陰性で返ってきてしまうことが多
いです。また尿検査でも白血球数の程
度も修飾されてしまうことが考えられ
ます。たとえば、抗菌薬投与後の白血
球数が中途半端に陽性を示した場合な
ど、治療前はもっとひどい膿尿であっ
たのか、もともとあまり汚れていなか
ったのか、治癒過程にあるのか処方の
効果が不十分なのか、判断は難しくな
ってしまいます。
　ただ培養検査の結果、処方の抗菌薬
に感受性がない耐性菌とされている場
合も、実際のところ使ってみると、あ
る程度は効いていることがけっこうあ
るとされています。そういったギャッ
プがどのようにして生じているのかは、
明確にはわかっていないようです。
　ですから実臨床の場では、結局尿検
査と患者さんの症状から、培養を取っ
たほうがいいのか、あるいは多分無駄
かというのを、その場で判断している
ことがほとんどです。
　山内　実際になかなか治らないとい
うことから、あわてて培養しようとい

うケースが多いかと思われるのですが、
抗菌薬を使ってしまった後、何日ぐら
い置いたらよいのでしょうか。
　和久本　最低３日間は置いていただ
いたほうがよいと思います。どうして
も抗菌薬の影響が残りますので。ただ、
先生がおっしゃったような、なかなか
治らないケースは、その時点で培養を
出していただいてもいいと思うのです。
おそらく尿検査でも十分膿尿が残って
いることが考えられますし。
　山内　抗菌薬を使った直後の尿であ
れば、抗菌薬でいろいろな菌がなくな
ってしまうから、残った菌だけを見て
しまうこともあるのですね。
　和久本　あります。
　山内　したがって、起炎菌がはっき
りしないこともあるのでしょうか。
　和久本　単純性の尿路感染でしたら、
たいがい単一の細菌で起こってくるの
で、残っていればおそらく耐性菌であ
る可能性が高くなります。慢性感染や
その急性増悪の場合は、主となる菌の
ほかに、病原性を持たないような弱毒
菌も併せて検出されてくることがあり
ます。たとえば、培養の結果、３種類
の菌が検出されたとして、そのうち２
種が抗菌薬で淘汰されるとします。そ
れらが占めていた敷地にひとつ残った
菌がどんどん広がってきますので、こ
れを捕まえることができる可能性があ
ります。
　山内　耐性菌の問題も出てきますね。
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ばならないので、患者さんに負担を与
えます。お腹の上から超音波で膀胱を
見て、なにも映らなければ尿はほとん
ど出切っていることになるわけです。
また膀胱が映る場合は、膀胱と思われ
る部分の縦・横・奥行きを測って、全
部を掛け合わせて２で割ると、それが
だいたいの膀胱の容積、つまり残尿量
になります。
　山内　いったん排尿して、超音波で
見て、それで残尿の有無を見ていく。
むしろ治療としては抗菌薬を使うより
も、残尿対策として有効と考えてよい
でしょうか。
　和久本　そうですね。長期的に見る
と、残尿が処理できないと反復感染も
しくは慢性化していくもとになるし、
残尿量を知ることで感染予防の治療を
採用することが可能になります。さら
に考えるのであれば、残尿は結石の成
因となるし、長期の間には神経因性膀
胱とか憩室のような膀胱の変形をきた
す原因にもなります。これでさらに汚
れが溜まるようになっていくので、い
つまでも感染から解除されなくなって
しまいます。ですからCTスキャンや
超音波は、二次的検査としてもよく行
っています。あと、尿流測定という検
査も頻繁に行っています。
　山内　通常の残尿ですと、治療とし
てはどのようなものが考えられるので
しょうか。
　和久本　残尿の程度にもよりますが、

だいたいはαブロッカーを最初に使っ
て、通り道を広げてあげるのです。膀
胱自体の緊張度が弱い方、要するに収
縮力が弱い方であれば、コリン作動薬
を使って少し排尿圧を補助してあげる
と改善が得られることが多いです。
　山内　病原菌を探すこと以外に、病
態をしっかり見つめていくのが大事な
のですね。
　和久本　そうです。膀胱炎などに対
する短期的な治療と、原因治療を含め
た長期的な解決策との両方にわたって
考えていかなければならないと思いま
す。
　山内　病原菌としては大腸菌が圧倒
的に多いと考えてよいのでしょうか。
　和久本　そうですね。急性の場合は
全体の80％ぐらいとされています。慢
性感染ですと20％ぐらいに落ちます。
　山内　最近は少し耐性菌も増えてき
ているのですか。
　和久本　そうですね。かなり増えて
きています。特にキノロン剤の効かな
い菌が頻繁に見られるようになってき
ています。
　山内　最後ですが、最近は介護老人
保健施設のようなところから、当日、
病院ではなかなか尿が出ないからと、
尿を持参される場合がありますが、こ
の場合の注意点はいかがでしょう。
　和久本　難しいところですけれども、
前日とかではなく、少なくとも朝取っ
てきたものをお持ちくださいというこ

ら、汚染と感染の違いを説明したうえ
で、中間尿を取ることが大事であると
して、“膀胱炎とは限らないですよ”
という話の進め方になります。
　山内　そうしますと、普通、ルーチ
ンでは定性だけのことが多いのですが、
定量も一緒にやるのが一つの方策とい
うことでしょうか。
　和久本　できたら沈渣を調べていた
だきたいですが、提出しても何日か後
に結果が戻ってくるのではあまり意味
がありません。そういうところでは私
も定性検査だけで患者さんの診察をし
ています。
　山内　それ以外に白血球が出続ける
場合はどういった病態が考えられます
か。
　和久本　代表的なものは石だと思い
ます。尿路結石ですね。どうしても異
物反応として、上部下部尿路から出て
きます。悪性腫瘍では出ないとはいい
ませんが、あまり見られないと思いま
す。一方、何をどう治療してもよくな
らない膀胱炎症状があって、膿尿や血
尿がなかなか取れないときには、間質
性膀胱炎のような特殊なタイプの炎症
も考えなくてはいけませんし、また膀
胱上皮内癌ではよく見られる症状なの
で、注意が必要です。
　山内　そこまでの病態でもなくて、
例えば残尿があるというようなケース
などはどうなのでしょう。
　和久本　残尿があると、どうしても

尿が汚れてくるケースが多いのです。
わざわざそこを狙って細菌が侵入して
いくわけではないのですが、普段であ
れば菌が膀胱内で増殖しても、排尿と
ともに洗い流されていくのです。尿が
残れば排尿とともにはけ切ることが難
しくなるため、慢性感染の因子のひと
つとなっていきます。あとは尿中の塩
類や結晶成分との関係で多少の汚れが
出るものとされています。
　山内　残尿でどうして白血球が尿の
中に出てくるのかが、いま一つわかり
にくいのですが。
　和久本　残尿があることで、たとえ
ば膀胱結石などが生じやすくなるし、
入り込んだ細菌がなかなかwash outで
きないことから、なんとなくいつも膿
尿を呈している方も多いですね。
　山内　そうしますと、残尿の検査は
やはり大事になってくるのですね。
　和久本　そうですね。いろいろな理
由で泌尿器科を初診される患者さんを
はじめ、日常わりと頻繁に残尿の測定
は行いますね。特に何度も膀胱炎を起
こす方ですと、カギとなる検査のひと
つです。
　山内　非専門医でも、超音波がある
ようなところでは、残尿の検査が簡単
にできるものなのでしょうか。
　和久本　簡単です。正確な測定では
ないのですけれども。もちろん正確な
ほうがいいのですが、それだとカテー
テルによる導尿をいちいち行わなけれ
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ばならないので、患者さんに負担を与
えます。お腹の上から超音波で膀胱を
見て、なにも映らなければ尿はほとん
ど出切っていることになるわけです。
また膀胱が映る場合は、膀胱と思われ
る部分の縦・横・奥行きを測って、全
部を掛け合わせて２で割ると、それが
だいたいの膀胱の容積、つまり残尿量
になります。
　山内　いったん排尿して、超音波で
見て、それで残尿の有無を見ていく。
むしろ治療としては抗菌薬を使うより
も、残尿対策として有効と考えてよい
でしょうか。
　和久本　そうですね。長期的に見る
と、残尿が処理できないと反復感染も
しくは慢性化していくもとになるし、
残尿量を知ることで感染予防の治療を
採用することが可能になります。さら
に考えるのであれば、残尿は結石の成
因となるし、長期の間には神経因性膀
胱とか憩室のような膀胱の変形をきた
す原因にもなります。これでさらに汚
れが溜まるようになっていくので、い
つまでも感染から解除されなくなって
しまいます。ですからCTスキャンや
超音波は、二次的検査としてもよく行
っています。あと、尿流測定という検
査も頻繁に行っています。
　山内　通常の残尿ですと、治療とし
てはどのようなものが考えられるので
しょうか。
　和久本　残尿の程度にもよりますが、

だいたいはαブロッカーを最初に使っ
て、通り道を広げてあげるのです。膀
胱自体の緊張度が弱い方、要するに収
縮力が弱い方であれば、コリン作動薬
を使って少し排尿圧を補助してあげる
と改善が得られることが多いです。
　山内　病原菌を探すこと以外に、病
態をしっかり見つめていくのが大事な
のですね。
　和久本　そうです。膀胱炎などに対
する短期的な治療と、原因治療を含め
た長期的な解決策との両方にわたって
考えていかなければならないと思いま
す。
　山内　病原菌としては大腸菌が圧倒
的に多いと考えてよいのでしょうか。
　和久本　そうですね。急性の場合は
全体の80％ぐらいとされています。慢
性感染ですと20％ぐらいに落ちます。
　山内　最近は少し耐性菌も増えてき
ているのですか。
　和久本　そうですね。かなり増えて
きています。特にキノロン剤の効かな
い菌が頻繁に見られるようになってき
ています。
　山内　最後ですが、最近は介護老人
保健施設のようなところから、当日、
病院ではなかなか尿が出ないからと、
尿を持参される場合がありますが、こ
の場合の注意点はいかがでしょう。
　和久本　難しいところですけれども、
前日とかではなく、少なくとも朝取っ
てきたものをお持ちくださいというこ

ら、汚染と感染の違いを説明したうえ
で、中間尿を取ることが大事であると
して、“膀胱炎とは限らないですよ”
という話の進め方になります。
　山内　そうしますと、普通、ルーチ
ンでは定性だけのことが多いのですが、
定量も一緒にやるのが一つの方策とい
うことでしょうか。
　和久本　できたら沈渣を調べていた
だきたいですが、提出しても何日か後
に結果が戻ってくるのではあまり意味
がありません。そういうところでは私
も定性検査だけで患者さんの診察をし
ています。
　山内　それ以外に白血球が出続ける
場合はどういった病態が考えられます
か。
　和久本　代表的なものは石だと思い
ます。尿路結石ですね。どうしても異
物反応として、上部下部尿路から出て
きます。悪性腫瘍では出ないとはいい
ませんが、あまり見られないと思いま
す。一方、何をどう治療してもよくな
らない膀胱炎症状があって、膿尿や血
尿がなかなか取れないときには、間質
性膀胱炎のような特殊なタイプの炎症
も考えなくてはいけませんし、また膀
胱上皮内癌ではよく見られる症状なの
で、注意が必要です。
　山内　そこまでの病態でもなくて、
例えば残尿があるというようなケース
などはどうなのでしょう。
　和久本　残尿があると、どうしても

尿が汚れてくるケースが多いのです。
わざわざそこを狙って細菌が侵入して
いくわけではないのですが、普段であ
れば菌が膀胱内で増殖しても、排尿と
ともに洗い流されていくのです。尿が
残れば排尿とともにはけ切ることが難
しくなるため、慢性感染の因子のひと
つとなっていきます。あとは尿中の塩
類や結晶成分との関係で多少の汚れが
出るものとされています。
　山内　残尿でどうして白血球が尿の
中に出てくるのかが、いま一つわかり
にくいのですが。
　和久本　残尿があることで、たとえ
ば膀胱結石などが生じやすくなるし、
入り込んだ細菌がなかなかwash outで
きないことから、なんとなくいつも膿
尿を呈している方も多いですね。
　山内　そうしますと、残尿の検査は
やはり大事になってくるのですね。
　和久本　そうですね。いろいろな理
由で泌尿器科を初診される患者さんを
はじめ、日常わりと頻繁に残尿の測定
は行いますね。特に何度も膀胱炎を起
こす方ですと、カギとなる検査のひと
つです。
　山内　非専門医でも、超音波がある
ようなところでは、残尿の検査が簡単
にできるものなのでしょうか。
　和久本　簡単です。正確な測定では
ないのですけれども。もちろん正確な
ほうがいいのですが、それだとカテー
テルによる導尿をいちいち行わなけれ
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とですね。あまり時間をおいてしまう
と成分が変性してしまうし、完全に密
閉した状態でお持ちいただけることに
はなりませんので、時間とともに細菌
などが入り込んできます。ですから、
いらしたときにはすごく汚れた尿にな
っていることが多いです。
　山内　朝一番の尿を、それも可能な
限り中間尿的なものを取っていただく。

　和久本　そうですね。特に高齢の方
だとなかなかたいへんだと思いますが、
できたら中間尿で。どうしても正確な
状況が知りたいということであれば、
カテーテル採尿となるので、それは病
院にお越しいただいてからでいいと思
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅲ）

慶應義塾大学外科学教授
北　川　雄　光

（聞き手　大西　真）

次世代のがん医療提供体制に向けて

　大西　北川先生、次世代のがん医療
提供体制に向けてという、ちょっと大
きなタイトルなのですが、その辺に関
してうかがいたいと思います。
　先生は慶應大学病院の腫瘍センター
で仕事をされていますが、センターの
特徴といいますか、設立の経緯から教
えていただけますか。
　北川　最初に、腫瘍センターという
組織をつくる前に、包括先進医療セン
ターという組織をつくって、がん患者
さんの外来化学療法を始めたのがきっ
かけです。当時、がん患者さんの化学
療法を入院ではなくて外来でやりまし
ょうという国全体の動きもありました
ので、それに向けて、より安全な外来
化学療法センターとして設立し、2009
年から正式に腫瘍センターが発足しま
した。
　大西　外来で集約的にいろいろな患
者さんの化学療法を行うことから立ち
上がったのですね。
　北川　最初は部門として外来化学療
法部門というのができたのですが、そ

れに加えて放射線治療部門、それから
内視鏡治療や低侵襲手術を行う低侵襲
療法研究開発部門、リハビリテーショ
ン部門、緩和医療部門と、がん治療に
関連する様々な部門を設立しそこに集
約しました。
　大西　普通ですと外来化学療法に特
化したようなところも多いと思うので
すけれども、関連分野を集約したので
すね。
　北川　そうです。今あるフロアでは、
がん患者さんの化学療法を行う場合に
治療前の口腔ケアを開始します。歯
科・口腔ケアとか、あるいは術後の患
者さんのリハビリテーションとか、疼
痛の緩和とか、あるいはサイコオンコ
ロジーのような心のケアをする外来が
化学療法センターの中に設置してある
ので、患者さんは我々の腫瘍センター
にいらっしゃると、自分の悩みすべて
に対応できる仕組みになっています。
　大西　2009年にできてからいろいろ
発展してきたと思うのですけれども、
これまでの取り組みについて教えてい
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