
□点 鐘

□ロータリーソング：４つのテスト

□ゲスト：2710地区がん予防推進委員長

藤村 欣吾様（広島中央ＲＣ）

□会員数：３３名（免除者：４名）

□出席者：２４名 □欠席者： ６名

□メイク： ３名 □出席率：８４．３８％

□会員誕生日 佐渡 文武 吉本きよ子

□結婚記念日 菅 義尚 吉本きよ子

福本 博之 井上 盛文

□配偶者誕生日 佐藤 守幸 鴨宮 弘宜

板場 英行

□事業所創立 吉本きよ子 堀越 賢二

小坂 啓子 永瀧 英一

会長 鴨宮 弘宜

本日は、がん予防啓発推進委員

会の事業のため、例会時間等を

変更させて頂きました。

その事業の出前講座に講師とし

て来訪いただきました。本日の

ゲスト、広島中央RC 2710地区

がん予防推進委員長 藤村欣吾

様です。ようこそ竹原RCへ、会員を代表し心より歓迎

申し上げます。

本日の例会は、がん予防啓発推進委員会事業として、

この後忠海高校において出前講座を開催いたします。

藤村様には、ご講師としてご講演をお願いすることに

なっております。何卒宜しくお願い致します。

２２日(日）の賀茂川清掃、また一昨日の忠海高校を

もって、豊田、竹原、忠海高校の挨拶運動が全て終了

致しました。ご出席頂いた皆様有難うございました。

また本日、次年度役員及び委員会構成について発表が

ございます。いよいよ次年度の骨格が見え、活動計画

も進むものと思います。

板場次年度会長を筆頭にどうぞ、充実したロータリー

ライフになりますよう皆様のご協力をよろしくお願い

致します。

□次年度幹事 尾野剛章

遅くなりましたが本日次年度委員

会構成をお配りしております。宜

しくお願い致します。

□がん予防啓発推進委員会 委員長 板場 英行

本委員会の今年度活動は、がんの

最新情報とがんと運動というテー

マ、川野先生から男性にもある乳

がん、本日は高校生に対する出前

講座ということで、藤村先生にお

越しいただきました。藤村先生は

現在広島県の安田女子大学の看護

学部教授・学部長、並びに今年度

から大学院看護学科研究長を兼任されており、看護師

養成教育に携われております。現在2710地区のがん予

防推進の第一人者として各高校に出前講座をされてい

ます。
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例会日／毎週木曜日12：30～13：30

本日のプログラム ５月１０日 次週のプログラム ５月１７日

誕生祝・各会員各記念日祝
誕生月該当者会員卓話

地区研修・協議会報告

【 ２０１８年 ４月２６日 第２６１０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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●藤村欣吾様御挨拶

只今ご紹介頂きました安田

女子大学の藤村でございま

す。広島中央ロータリーク

ラブへ所属しております。

昨年、田原パストガバナー

が、がん予防推進委員会を

立ち上げられました。

日本の死亡率が高いがんを

何とかしたい、田原先生ご自身ががん研究に携わっ

ておられ、私も大学時代ご一緒に教えて頂いた仲

でございますので、お引き受けしました。少しで

も皆様方に、がんに対する関心を持って頂いて、

がんにならない、幸せな人生を一日でも長く送っ

て頂きたいという思いで始めたことでございます。

私は医学部の学生教育・研究をやっておりました。

血液学ですから、最初入局した時には、白血病の

患者さんが来られたら、７日で亡くなるからしっ

かりと家族にご説明しろといわれたのが今でも頭

に残っています。それから随分と白血病の治療は

進歩しました。五年生存率は５割を超えるという

時代になっています。覚醒の感があるなと思いま

す。そういう病気ばかりを扱っていたので、日頃

ゆっくりといろんな勉強する機会がありませんで

した。

ロータリークラブへ入りやっと他の医学の勉強を

することが出来、薬学へ行って始めて血液以外の

内科の事を勉強することができるようになり、今

度は看護師の教育をするようになり、看護師さん

の立場からどうやって患者さんを診るかという看

護師さんから教わっています。

まだまだ教えるというよりは習っているのが現状

でございます。本日は高校生へ向けてどのように

出来るか分かりませんが、一人でも煙草の道に入

らないようにお話ししたいと思っております。

今後ともよろしくお願い致します。

●４月２６日(木)１４時より大広苑に於いて例会

を行い、場所を移動して１５時２５分～１６時１

５分まで忠海高等学校４階視聴覚教室に於いて３

年生を対象に『がん予防出前講座』を開催しまし

た。

□演題 「高校生に対するがん予防啓発

―喫煙のがんに及ぼす影響、禁煙のすすめ―」

□役割

・全体進行 忠海高校３学年主任

・進 行 保健委員

・講師紹介 保健委員

・謝 辞 保健委員

□竹原ＲＣ会員１４名出席（事務局含）

“がんにかからないために今から心がけること”

がんと煙草

―煙草の害について―

『がんとはどんなものでしょうか？』

私たちの体は約６０兆個の細胞で構成されていま

す。これらの細胞は一定の速度で分裂・増殖し、

病気による細胞の数的減少を補い、あるいは、組

織や臓器の成長や加齢に応じて細胞の数を維持し

ています。すなわち正常の細胞増殖には制御機構

が働いています。

この細胞増殖にかかわる制御機構が破たんし、自

分勝手に細胞が増殖し続ける病変が腫瘍です（自

律的な細胞増殖といいます）。

『がんはどうして起こるのでしょうか？』

言い換えれば細胞増殖のアクセルが常にオンの状

態になっているか（がん遺伝子の活性化）、ブレー

キが故障し細胞増殖を止められず、細胞が増殖し

続ける状態です（がん抑制遺伝子の不活化）。な

ぜこのようなことが起こるのか詳細は不明です。

“がん”は長い年月を経て発症するものです。正

常細胞にがんを引き起こすような刺激が作用する

と（たとえば発がん物質）、細胞核の遺伝子に変

異が誘発されその結果変異細胞ができます（イニ

シエーション）。その後この細胞内の変化を固定

化し増殖が促進する段階（プロモーション）があ
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＜プロフィール＞

広島大学大学院医学研究科修了 医学博士

広島大学原爆放射能医学研究所 臨床部門「内科」で

主に血液の病気の患者さんの治療、研究を行う（白血病、

骨髄腫、貧血、出血性疾患など）この間米国カルフォル

ニア大学サンフランシスコ校で留学

広島大学医学部 教授（1996年）

総合薬学科で病態薬物治療薬講座、血液腫瘍科を担当

薬剤師教育、血液凝固特に血小板の機能解析に従事

広島中央ロータリークラブ入会(1997年)

広島大学教授 退任(2005年) 以後広島大学名誉教授

広島国際大学 薬学部特任教授(2005年)

薬剤師教育に従事

安田女子大学 看護学部教授・学部長(2014年)

大学院看護学科研究科長兼任(2018年)

看護師養成教育に従事



ります。さらにこの細胞の悪性化、自律性増殖が

進み成長する段階（プログレッション）を経て

“がん”と診断されるようになります。すなわち

がん細胞はいくつかの遺伝子異常が時を経ながら

累積した結果生まれることになり（多段階説）、

１個の細胞が“がん化”し症状を示し、目で明ら

かになるには平均１０～２０年の期間が必要とさ

れています。

『日本の“がん”とういう病気の現状はどうでしょ

うか？』

日本人の死亡原因の第1位はがんです。もう30年以

上前から1位の座を占めています。昨年は約100万

人の人ががんにかかりました。人口100万都市で生

活する住民すべてががんになったことになります。

また約40万人に方が何らかのがんで亡くなられま

した。40万人都市が1つ無くなったことになります。

しかし“がん”は不治の病ではありません。早期

に発見すれば90%以上が治癒する時代になって来ま

した。

『がんになる原因はあるでしょうか？』

確実な原因は少ないのですが、現在ではがんにな

りやすい危険因子として喫煙、飲酒、ウイルスな

どの感染症、バランスの良い食事、肥満、運動不

足、などが明らかとなっています。この中で喫煙

が全体のがんの約３０％の原因と言われています。

これらは日常の生活習慣が大切であることを示し

ており、生活習慣に注意することは“がん”に限

らず、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習慣

病の発症を減らすことにもなります。

『これから煙草による健康障害について考えてみ

ようと思います。』

喫煙によってかかりやすくなる病気は、呼吸器の

病気（慢性閉塞性肺疾患など）、循環器の病気

（心筋梗塞、脳卒中、末梢動脈硬化症など）、が

ん（肺がん、咽頭がん、食道がん、胃がん、すい

臓がん、膀胱がん など）、そのほか骨粗鬆症な

ども起こりやすくなります。煙草はがんをはじめ

としていろいろな臓器を傷害し命を縮め、日常生

活を不自由なものにし、幸せな人生を暗転させま

す。すなわち喫煙者自身が不幸になるのみならず、

周囲の同僚、家族にも多大な迷惑をかけることに

なります。

『煙草の何が良くないのでしょうか？』

煙草の煙の中には4000種以上の化学物質が含まれ

ており、そのうち200種類以上が有害物質です。中

でも ニコチン、タール、一酸化炭素が問題とさ

れています。ニコチンは煙草がやめられなくなる

原因（依存症）の原因であると共に血管を硬くす

る（動脈硬化）原因となります。タールは“がん”

の原因となる発がん物質を含んでいます。一酸化

炭素は赤血球の酸素の運搬能力を低下させ、息切

れの原因となります。

『煙草の煙には2種類あります』

主流煙は煙草を吸う人が吸い込む煙を言います。

副流煙は煙草の先から立ち上る煙（周囲に拡散す

る）のことを言います。そして周囲の人がこの副

流煙を吸い込むことを受動喫煙と言います。

『煙草は吸う人が害を受け、周囲の煙草を吸わな

い人には無害なのでしょうか？』

それには主流煙と副流煙に含まれる有害物質の程

度を比較してみると副流煙の方が主流煙に比して

数倍から数十倍ニコチン、タール、一酸化炭素な

どの含有量が多いことが判りました。

その結果煙草を吸わない周囲の人も煙草による健

康障害を受けやすくなります。すなわち受動喫煙

が“がん”や呼吸器障害や生活習慣病の原因にな

ることが明らかにされています。

このことから煙草を吸う人は周囲の人に迷惑にな

らないように、煙をまき散らさないところで吸う

マナーが必要です。また周囲の人も煙草の煙を避

ける努力をする必要があります。

副流煙を避ける努力や社会のシステム作りが大切

です。

『日本の喫煙率はどのようになっていますか？』

４～５年前のデータでは男女合わせて約２０％の

人が喫煙しています（喫煙率２０％）。このうち

未成年者の喫煙率は年々減少していますが、それ

でも中学生では男子2.5％、女子1.5％、高校生で

は男子7.1％、女子3.5％と未成年者の喫煙が結構

な数あることに驚きます。喫煙を始めた動機は判

りませんが動機が何であれ。

『若年者に対する煙草の害について』

煙草は成人以降に発症する記述した害に加え、若

年者には成長期に喫煙すると身長の伸びが悪くなっ

たり、脳の血流が低下したり、運動時の持久力が

低下したり、妊娠時の喫煙は流産率を高めます。

喫煙開始年齢が若い人ほど肺がんになる率が高く、

若い人の６０歳時の肺がん発症率は１４倍高くな

ります。若い人の喫煙ほど成人になってからのが

んをはじめとする生活習慣病の発症リスクが高く

なります。若い時期に煙草を吸い始めるほど、禁

煙ができにくくなります。つまりニコチン依存症

になりやすくなります。従って喫煙を誘われても

断る勇気をもつことが大切です。

以上本日は煙草の害を中心にお話ししました。ま

とめとして、

１．がんは日本人の死亡原因第１位で、年々増加

しています。

２．がんは働き盛りの人から発病し始めるために

社会的損失が大きくなります。

３．がんになりにくくすることができますし、健

康診断で早期にがんを見つけることができれば完

治することが多くなっています。
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４．がんになりにくい生活をしましょう

５．それにはがんの原因で最も多い喫煙を吸わな

いようにしましょう

６．また周囲から立ち上る煙草の煙を吸わないよ

うにしましょう

７．煙草はがんのみならず、肺障害による呼吸困

難、動脈硬化を促進し脳血管障害（脳卒中など）、

心血管障害（心筋梗塞など）、骨折などを起こし

やすくします

８．煙草を吸う誘惑を振り切り豊かな、楽しい、

幸せな、健康な生活をめざしましょう

●生徒代表謝辞

今日はお忙しい中がん予防の講演会を開いて頂き

有難うございました。自分はがんとは何かという

ことについて漠然としか分かっていなかったので

すが、今日の講演でとても自分にとって身近なも

のだと分かりました。喫煙＝肺がん、だけでなく

て、慢性閉塞性肺疾患やその他の害が沢山あると

いうことが分かり怖いなと思いました。受動喫煙

の怖さは聞いてはいましたが実際数字になってい

るのをパワーポイントで見て、たばこの煙に気を

付けていきたと思いました。

これからの人生は長いので、この「がん予防新12

か条」を守って、健康な人生を送りたいと思いま

す。今日はお忙しい中講演を有難うございました。

□日 時 平成３０年４月１６日(月)

□場 所 クラブ事務所

□出席者 １０名

□議 題

①次年度委員会構成の件 承認

②ロータリーテーマ幕購入の件 承認

③ロータリー手帳購入の件 希望者のみ 承認

④４クラブ合同例会日程の件 承認

日時 平成３１年２月７日（木）

場所 大広苑

●忠海高校（出席者：９名）

市川、久藤、木村、夜船、鴨宮、堀越、小坂、宮本、

西岡会員

＜忠海高校での挨拶運動 ４月２５日(水)＞

がん予防“新１２か条”

１．たばこは吸わない

２．他人のたばこの煙をできるだけ避ける

３．お酒はほどほどに

４．バランスのとれた食生活

５．塩辛い食品は控えめに

６．野菜や果物は不足にならないように

７．適度に運動

８．適切な体重維持

９．ウイルスや細菌の感染予防と治療

１０．定期的ながん検診を受ける

１１．身体の異常に気付いたら、すぐに受診

１２．正しいがん情報でがんを知る
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