
□点 鐘

□ロータリーソング：我等の生業

□ビジター：西条ＲＣ 金好 康隆様

□会員数：３２名（免除者：４名）

□出席者：２５名 □欠席者： ５名

□メイク： ２名 □出席率：８７．１％

□会員誕生日 夜船 正昭

□結婚記念日 市川 重雄 堀越 賢二

三好 静子 西岡 一道

□事業所創立 大森 寛 市川 重雄

□特別スマイル

・本日７０代最後のバースディを迎えました。一年

後には八十路に入りますが楽しみながら「健康長

寿」を目指して暮らします。 （木村安伸）

・９月２６日マツダスタジアムで最高の試合を見て

カープの三連覇達成を目の前で見て帰りました。

今度は日本一です。 （市川重雄）

・カープ優勝おめでとう。菅会員、ジャイアンツが

３位になることを祈ってます。 （尾野剛章）

・カープの優勝を祝して （宮本和彦）

幹事 尾野 剛章

・第二回竹原市キャリアスタートウィーク実行委員

会案内

日時 １１月１日(木）

場所 たけはら美術館

・９月末でクールビズは終了です。

・平成３０年７月西日本豪雨災害寄付金、東広島へ

１０月２日、竹原市へ１０月９日にお届けして参

ります。

会長 板場 英行

９月下旬となり秋の気配を強く

感じる時候となりました。夏か

ら秋への季節の変わり目、体調

管理に注意したいところです。

今週末は大型台風２４号の動向

が懸念されます。

先週のガバナー公式訪問、無事

に終了し休心です。フォーラム

に出席されました会員各位に深謝します。ガバナー

卓話では、ガバナー信条「輝こうロータリーふたた

び」、基本目的「仲間を増やそう、すべてはそこか

ら始まる」を基軸とした運営方針に加え、ロータリー

への熱い思いと情熱を拝聴しました。フォ―ラムで

は、提出しました5点の事項について、懇切丁寧な

回答・説明を頂きました。詳細は週報をご一読くだ

さい。

昨日、広島東洋カープが３年連続リーグ優勝を飾り、

２７年ぶりの地元胴上げに歓喜した会員も多かった

かと思います。次はＣＳ，日本シリーズを勝ち抜き

３４年ぶりの日本一の胴上げを見たいものです。

本日は、がん予防啓発推進委員会の担当例会です。

宮本委員長よろしくお願いします。

医療関連として再生医療に関する話題提供を本日の

会長の時間テーマとして話させていただきます。再

生医療は、細胞や組織を再生し失われた人体機能そ
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【 ２０１８年９月２７日 第２６２９回 例会記録 】

会 長 板場 英行
会長エレクト 宮本 和彦
副 会 長 久藤 孝仁
幹 事 尾野 剛章
副 幹 事 吉本きよ子
会 計 田中 幸俊
Ｓ Ａ Ａ 三好 静子

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

副 Ｓ Ａ Ａ 高橋 靖彦
直 前 会 長 鴨宮 弘宜
管 理 運 営 山根 積
会 員 組 織 荒谷 隆文
奉 仕 西岡 一道
広 報 市川 重雄
Ｒ財団米山 小坂 啓子

発行日 ２０１８年１０月４日 NO.１０

（身近な情報を投稿してください）

『先ずアップ そこから始め 出席者』
『１円の 値上げもガンと 聞き入れず』
『投攻守 少し焦らして 三連覇』 金澤節生

『月より団子 昔の話』
（若いお母さん なんで月見に団子を食べるのか）

『お彼岸て秋分の日ではないの』
『現代の親 日本の良き伝統がなくなりつつある』

市川重雄



のものを回復させるという、従来の医療とは全く異

なるアプローチです。再生医療は、脊髄損傷や脳梗

塞後の麻痺の改善、難病の治療法など、これまで有

効な治療法のなかった疾患・障害の治療ができるよ

う平成２６年９月に、世界で初めてiPS細胞を用い

た移植手術が行われ着実に成果を上げています。

厚生労働省は再生医療を、①患者の体外で人工的に

培養した幹細胞を患者の体内に移植することで、損

傷した臓器や組織を再生し失われた人体機能を回復

させる医療 ②患者の体外において幹細胞から人工

的に構築した組織を患者の体内に移植することで、

損傷した臓器や組織を再生し失われた人体機能を回

復させる医療と定義づけています。再生医療は、国

民の期待が高い一方、新しい医療であり、安全性の

確保と迅速提供の必要があります。厚生労働省は、

平成２６年１1月に「再生医療等の安全性の確保等

に関する法律」を施行し、再生医療の安全性確保に

関する手続きや細胞培養加工の外部委託ルール等を

定め、基礎研究から臨床段階までの一貫した研究開

発助成を行い、iPS細胞を用いた研究に対する支援

など、再生医療の実用化を推進する取組みを実施し

ています。

その中で、８月１日の朝日新聞に、京都大学でヒト

のiPS細胞（人工多能性幹細胞）から作った神経細

胞を神経難病のパーキンソン病患者の脳に移植する

世界初の臨床試験（治験）を始めたという記事が載っ

ていました。治験には患者７人が参加予定で年内に

開始する予定です。iPS細胞を使った治験は、目の

難病や心臓病患者に対する臨床研究が先行していま

すが、全国で１６万人が罹患しているパーキンソン

病の治療法確立に向けた一日も早い実用化を期待し

たい。

がん予防啓発推進委員会

委員長 宮本 和彦

「がん」は日本人の死因第１位

を占めており、日本人の２人の

１人が一生のうち一度はかかる

といわれている身近な病気です。

すい臓がんは、早期発見が難し

く、悪性度も高いため、治療の難しいがんで、死亡

率が徐々に上がってきている重大な病気です。

ガン死亡数 １位 ２位 ３位 ４位 ５位

男性 肺 胃 大腸 肝臓 すい臓

女性 大腸 肺 すい臓 胃 乳房

男女全体 肺 大腸 胃 すい臓 肝臓

◆すい臓がん：すい臓は胃の裏側、体の奥に位置し

ています。超音波が届きにくいこと、直接内視鏡を

挿入できない為、一般的な検査では小さながんを見

つけにくいのです。初期のすい臓がんでは殆ど症状

が現れません。進行してくると、腹痛、食欲低下、

体重減少、腰痛、背部痛、黄疸などの症状が現れ始

めます。

すい臓がんの危険因子（複数の因子が重なっている

場合には注意が必要）

・喫煙…非喫煙者の１．７倍発症する危険性が高い。

禁煙後１０年以上経過しても危険性は高い。

・大量の飲酒…すい臓がんの原因の一つでもある慢

性すい炎の発症にもつながる。

・肥満…２０歳代にＢＭＩ３０以上だった男性は、

危険性が約３.５倍高まる。

・慢性すい炎・糖尿病がある。

・遺伝…親、兄弟姉妹に２人以上、すい臓がんを発

症した人がいる場合（家族性すい癌）

すい臓がんは非常に手ごわい相手です。がん予防の

為の「生活習慣の見直し」や「早期発見のための努

力」が大切です。早期発見の難しいすい臓がんです

が、人間ドックの際の超音波検査が発見のきっかけ

になります。人間ドック検査ですい臓の精密検査を

すすめられたら必ず受診し、ＣＴ検査などを受けま

しょう。体調の変化を感じたら放置せずに受診、検

査を受けましょう。

≪禁煙・飲酒・運動で適正体重の維持≫

≪生活習慣の見直し≫

禁煙：がん予防の第一歩

飲酒：毎日飲む人は１日一合までに

適正体重の維持（ＢＭＩ＝体重÷（身長m×身長m））

男性：ＢＭＩ２１～２７ 女性：２１～２５になる

ように体重の管理をする

◆肺がん：日本人のがん死亡の原因として最も多い

がんです。比較的進行が速い。

◆大腸がん：盲腸から直腸までの大腸にできるがん

です。日本で近年増加傾向です。原因は食生活の欧

米化と言われています。

◆乳がん：女性のがんとして最も頻度の高いがんで、

４０～５０才という比較的若い年齢に多いがんとし

て知られています。

交通事故を防ぐためには安全運転が重要になります。

大腸がんにおいては生活習慣の改善が安全運転にあ

たります。安全運転が交通事故を防ぐように生活習

慣の改善が大腸がんの発生を防ぎます。また、どれ

だけ安全に注意しても交通事故が起きてしまうこと

もありますが、そんな場合に被害を拡大させないの

がシートベルトです。このシートベルトががん検診

にあたります。早期発見でがんの死亡を防ぐわけで

す。生活習慣の改善とがん検診でがんを防いで頂け

ればと思います。

□親睦活動委員会 委員長 山根 積

・納涼例会収支報告

・月見例会開催案内

１０月１１日(木)18時30分より瀬戸内ゴルフリゾー

トで開催します。登録料会員5,000円配偶者3,000円

です。多数ご参加下さい。

・親睦旅行例会参加のお願いです。皆様奮ってご参

加をお願い致します。

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


