
□点 鐘

□ロータリーソング：それでこそロータリー

□ゲスト：かわの医院 院長 川野 亮様

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２７名 □欠席者： ６名

□メイク： ０名 □出席率：８４．３７％

□結婚記念日 …荒谷

□配偶者誕生日…吉岡(亨)

副幹事 木村 安伸

・第１４回女性ロータリアンの集い

日 時 ４月３０日(日)

場 所 リーガロイヤルホテル広島

登録料 ５，５００円

・第１０期RLI2710分科会研修パート２ご案内

日 時 ４月８日(日)

場 所 広島ＹＭＣＡ国際文化センター

登録料 ８，０００円

・吉原久司ガバナーエレクトを囲む会2018-19年度会

長幹事懇談会ご案内

日 時 ４月６日(金)

場 所 ホテルいんのしま

登録料 １０，０００円

・「クラブ細則・スマイル等変更提案」資料配布

３月２６日迄に質問・意見等事務局へご連絡下さい。

３月２７日戦略委員会開催、３月２９日例会で質疑応

答、４月５日理事会に変更案提出、４月１９日例会で

臨時総会を開催し変更案について審議致します。

会長 鴨宮 弘宜

本日はがん予防啓発推進委

員会事業です。

まず初めに本日のゲストを

改めてご紹介申し上げます。

かわの医院 院長 川野 亮

様です。ようこそおいでい

ただきました。会員を代表

し歓迎申し上げます。川野

先生には、後ほど卓話をお願いすることになっていま

す。宜しくお願い致します。

本日は、戦略委員会の資料説明等ございますので手短

にお話させて頂きます。

先日は、三原ロータリークラブ主催のIMに参加してま

いりました。ヤマトホールディング代表取締役会長、

木川様の講演では、一歩も二歩も先の時代を読み取り

ながら、常に成長と挑戦し続ける企業としての取り組

みに胸を熱くし、改革を進める大切さを学び、また最

後のメッセージビデオでは現場職員とお客様の触れ合

いのやり取りに、涙する会員もいるなど多くの感動を

頂きました。

またイラン出身の高松南ロータリークラブパスト会長

のマスウド・ソバハニ様には、ユーモアあふれる楽し

い話の中にも困難に負けず、憎まずお陰様での精神で

生き抜かれ、社会から偏見をなくし平和の世界を願う

お話に笑いと感動を頂きました。また懇親会ではバン

ド生演奏や東北復興支援と銘打った銘酒を頂くなど充

実したIMとなりました。このようなご縁を頂いたこと

に感謝し、今後の活動等に活かしていけたらと願って

おります。時間もございますので、このあたりで失礼

いたします。

ご清聴ありがとうございました。

事務局／〒725-0026竹原市中央4丁目8－2第１おおぎビル102号
TEL／0846-22-7570 FAX／0846-22-7651
E-mail／rc-take@estate.ocn.ne.jp
http:www.takehara-rc.com

例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ３月２９日 次週のプログラム ４月５日

会長エレクト研修セミナー報告
誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

【 ２０１８年 ３月１５日 第２６０５回 例会記録 】

会 長 鴨宮 弘宜
会長エレクト 板場 英行
副 会 長 宮本 和彦
幹 事 井上 盛文
副 幹 事 木村 安伸
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 山根 積
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副 Ｓ Ａ Ａ 西岡 一道
直 前 会 長 菅 義尚
管 理 運 営 尾野 剛章
会 員 組 織 三好 静子
奉 仕 宮本 和彦
広 報 久藤 孝仁
Ｒ財団米山 大成 義彦
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「乳がんQ and A ー男性にもある乳がんー」

医療法人かわの医院

院長 川野 亮 様

ご紹介頂きました川野で

ございます。直ぐそこで

開業しております。乳腺

と甲状腺を主にしており

ますが、どんな患者さん

が来られても対応できる

ようにしております。本日はこのような機会を与

えて頂き有難うございます。先日、広島大学名誉

教授の田原先生からお手紙を頂きました。がん予

防の普及推進に取り組んでおられるということを

お聞きしました。今回はがん検診の現状も合わせ

てお話しさせて頂こうと思います。

本日の内容ですけれども、「男性乳がん」「女性

乳がん」「がん検診について」ということでお話

しさせて頂きます。

皆さん、平仮名で書く「がん」と、漢字で書く

「癌」についてお考えになったことがありますで

しょうか。実はちょっと意味が違います。

腫瘍という言葉がありますが、『腫瘍』は、体を

構成する細胞が進行性にふえたものと定義されて

います。

『悪性腫瘍（がん）』は、異常な細胞が周りに広

がったり、別の臓器へ移ったりして、臓器や生命

に重大な影響を与える腫瘍と定義されています。

ではこの漢字の『癌』は、身体や臓器の表面等を

構成する細胞(上皮細胞)から出来る腫瘍、悪性腫

瘍が『癌』です。『肉腫』は骨や筋肉などを構成

する細胞からできる腫瘍の悪性腫瘍のことです。

ですから、『癌』と『肉腫』を合わせたものが

『がん』です。

がんという言葉ですが、欧米はカニをイメージし

ています。カルチノーマでギリシャ語のカニとい

う意味です。カニの足が体から出るように四方八

方に血管が延びるということでカルチノーマです。

日本では、がん、硬いもの、岩のごとく固いとい

う意味です。華岡青洲が世界で初めて全身麻酔で

乳がんの手術をしました。

本題に入りますが、男性は乳がんになります。な

るということをご存知ですか。男性乳がん・男子

乳がんと言われます。なぜ出来るかということで

すが、乳房の構造ですが、男性には乳汁を作る部

分はありませんが、その乳汁を運ぶ管はあります。

実は乳がんというのは、お乳を運ぶ管の細胞が、

がん化することで起きるというこです。というこ

とは男性にも管がありますので、その管を元に乳

がんが出来るということで男性の乳がん・男子乳

がんもあるということです。

男性の乳房の病気はその他にご存知ですか。

思春期乳房肥大症、女性化乳房症、乳がんです。

腫れてきたとしても全てが乳がんではないという

ことをご理解下さい。

最近乳がんが増えていますので、男性の乳がんも

少し増えている傾向があります。殆どがシコリで

発見されます。危険因子としては放射線をあびた

ことがある、女性ホルモンを使っていた、肝硬変、

家族歴、遺伝子の異常等です。ということで男性

にも乳がんはありますよということです。

では女性の乳がんはどんな病気でしょう。乳房に

ある乳腺に発生する悪性腫瘍、がんです。この場

合は肉腫も全て入ります。原因がはっきりわかっ

ていません。乳がんの症状としては、シコリが殆

どです。ここで重要なのは、時々痛みを訴えられ

る方もありますが、痛みを訴えられる方は殆どお

られません。乳がんはシコリが症状になることを

理解してください。「シコリ」という字は「痼」

と書きます。ですからシコリと感じてなくても固

い所には異常があるかもしれません。自分で判断

するのではなくて固い所には用心ということです。

ルーブル美術館に所蔵されている絵です。何か気

付くことはありますか。影が出来ています。影が

出来るということはへこみ、えくぼがあるという

ことです。乳がんは進行してくるとシコリが皮膚

を巻き込んで、えくぼが出来ます。ということは、

かなり進行した状態です。この方見てもらうと痛

そうにしていますか、していないですよね。

しこりが出来て進行して皮膚まで浸潤しても痛み

がないんですね。多くの乳がんは殆ど痛みがあり

ません。だから皆さん我慢されるんです。

がんが痛いというのは間違いではありません。乳

がんは命にかかわるものです。乳管から外に出て

血管とかリンパに出て、いろんな臓器に転位を起

こし、臓器不全で死に至るというがんの進行によ

り死亡に繋がります。

骨に転位しますと骨が溶けてしまいます。骨が溶

けると骨痛が起きて骨が痛みます。これががんに
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よる痛みです。お腹の中のリンパ腺に転位すると、

その近くにある神経が押さえられ、それによって

痛みが出ます。これががんの痛みです。

がんがあるだけで痛む場合は殆どありません。そ

れが進行した状態で見つかり、ある日突然あなた

は末期がんです、と言われる由縁です。ですから

痛いのががんだとは思わないでください。

皆さん検診は受けられていると思いますが、がん

細胞は常にからだの中にできています。それを免

疫の力で駆逐しています。

がんがあるから痛いのではなくて、痛いのはがん

がいろんなところで悪さをしているということを

知っていただければと思います。

乳がんが脳に転位したら脳外科に行くのですかと

言われることがありますが、細胞は乳がんの細胞

なので乳がんの治療をしないと根本的な治療が出

来ない可能性があります。

女性の乳がんは現時点で１２人に一人の生涯罹患

率です。亡くなる方は１万人を越えています。な

りやす方は、リスクファクターを考えますと、肥

満、アルコール摂取量、喫煙、運動不足、糖尿病。

乳がんに特異的なものはホルモン補充療法、妊娠・

出産、授乳歴、月経歴、こういうものも乳がんの

危険因子として考えられています。

では、乳がん検診はどこで受ければ良いかですが、

乳がん検診の基本はマンモグラフィです。検診マ

ンモグラフィ読影認定医師、検診マンモグラフィ

撮影認定診療放射線技師・医師、マンモグラフィ

検診画像認定施設、この三つが揃い検査環境が整っ

た施設で受けてください。

乳がんは遺伝しますか、と言われますが、一般的

に乳がんは食生活などの環境因子の影響が複雑に

関与して発症していると考えられます。90～95％

は遺伝以外の環境因子が主に関与しています。5～

10％は遺伝的に乳がんを発症しやすい体質を持っ

ていると考えられています。

検診と健診をご存知でしょうか。

検診とは、病気にかかっているかどうかを調べる

為に診察・検査など行うこと。健診とは、健康診

断の略。疾病の有無、体格・身体の栄養・発育の

状況などを医師が診断すること。

がん検診は「検診」です。がん検診のメリットは、

救命効果があり、早期のがんを発見でき、がん以

外の病気も見つけることができ、治療に結び付け

られ、安心して生活が出来ます。ただデメリット

もあります。がん検診の判定・診断が100％正しい

わけではありません。検査によっては身体に負担

がかかってしまうことがありますが、トータルす

るとメリットの方が大きいと思いますので是非検

査を受けて下さい。

がん検診の啓発が大切です。私は健康です、とい

う方に是非検診を受けて頂きたい。二次検診を受

けることも大切です。早期のがんが見つかった場

合は積極的に治療をして下さい。

是非がん検診を受けて頂いて、皆様も周りの方に

もがん検診を勧めて頂ければと思います。

ご清聴ありがとうございました。

□日 時 平成３０年３月１５日(木)

□場 所 大広苑

□議 題

①瀬戸田ロータリークラブ５０周年御祝 承認

３０，０００円

②台湾地震義捐金の件 承認

会員１，０００円×３３名＝３３，０００円

竹原ロータリークラブ基金＝１７，０００円

計５０，０００円 台湾羅東扶輪社へ送金する

③ソロプチミスト竹原チャリティ茶会御祝 承認

日時４月１日（日）スマイル助成金より１万円

＜他クラブ例会変更＞

４/３(火)三原→花見例会：千光寺山荘

４/11(水)広島空港→花見例会：乗越造園

４/18(水)広島空港→4月22日（日）

沼田川クリーンキャンペーン

５/１(火)三原→休会：定款第8条 第1節

５/２(水)広島空港→休会：定款第8条 第1節

５/30(水)広島空港→休会：定款第8条 第1節

６/23(水)広島空港→23(土)：最終夜間例会

６/26(火)三原→最終例会

６/27(水)広島空港→休会 ：定款第8条 第1節

４/４(水),４/18(水),５/２(水),５/16(水),５/30,

(水)６/６(水),６/20(水)瀬戸田→休会

６/27(水)瀬戸田→最終例会：筒井旅館

ホワイトデー

男性会員の皆様よりホワイトデーのお返し(お肉)をご

用意しましたのでお受取り下さい。

親睦委員長 尾野剛章

四つのテスト １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか


