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2018～2019年度 テーマ    「インスピレーションになろう」　̶ BE THE INSPIRATION ̶
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　佐賀ハイマットでは、治療開始後これまでの5
年余の間に3,200名の患者さんを治療しました。
福岡県51％、佐賀県16％に次いで、長崎県が8
％となっています。疾患別内訳では、前立腺が
ん（65％）、肝がん（10％）、肺がん（8％）、膵
がん（6％）、頭頸部がん（5％）、骨軟部腫瘍
（2％）、その他（4％）となっています。その他
には、食道がん、子宮がん、骨盤腔内腫瘍など
が含まれます。昨年度は、放医研と並んでわが
国の粒子線（陽子線と重粒子線）治療施設の中
で最も多い患者さんを治療しました。
　重粒子線がん治療の特徴は、周囲の正常組織
にはあまり障害を加えずに、深部のがん組織の
みを抉り取るように殺すことができることで
す。つまり、手術をせずに、身体に痛みや傷を
加えることなく、がん組織を除くことができま
す。質量が重い炭素イオンを直径20メートルの
加速器で光の70％の速度に加速し、それをがん
病巣に当てますが、エネルギーは深部のがん病
巣で最大となり、その後急速に減衰するので、
周囲の正常組織、とくに免疫機能に影響を与え
ることが少ないのが長所です。エネルギー自体
もエックス線や陽子線よりも強く、照射回数を
それらの半分あるいは1/3以下に少なくできます
ので、患者さんにとっては負担を大幅に減らす
ことができます。
　2年前の骨軟部腫瘍に次いで、本年4月から前
立腺がんと頭頸部がんが新たに保険適用にな
り、誰でも数万円の費用で受けられる身近な治
療法となりました。近い将来には、すべてのが
んが保険適用になるものと期待しています。
　佐賀ハイマットでは、できるだけ多くの患者
さんに当施設を選んでいただき、最高の最先端
治療を提供したいと職員一同頑張っております
ので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。

『�重粒子線がん治療の現況とこれから』

　�国際重粒子線がん治療財団　理事長
　佐賀県医療顧問　中川原　章�様
　　
　本日は、伝統と誇りある佐世
保RCの卓話にお招きいただきまして、誠にあり
がとうございました。
　1980年以降、がんはわが国の死亡率第1位と
なり、大きな社会的課題となっています。現在
では、年間約100万人ががんに罹っており、2人
に1人、特に男性では3人に2人が生涯の中でが
んに罹る時代になっています。一方で、治療法
の開発も目覚ましく、本年のノーベル医学生理
学賞を受賞された本庶 佑先生が開発された画期
的な免疫療法など、一人ひとりに合ったがん治
療法の開発が進んだため、現在では3人に2人が
助かる時代となり、がん経験者は年間60万人ず
つ増加しています。これは、何と島根県の人口
に相当します。
　そのような中、佐賀国際重粒子線がん治療財
団が運営する九州国際重粒子線がん治療センタ
ー（佐賀ハイマット）が、平成25年8月に治療
を開始しました。国内では、放医研（千葉）、兵
庫県立粒子線医療センター、群馬大学重粒子線
医学センターに次いで４番目の治療施設として
開業しましたが、昨年、神奈川県立がんセンタ
ー、今年、大阪国際がんセンターに新設され、
来年には山形大学医学部に７番目の重粒子線が
ん治療施設が出来る予定です。海外でも、韓
国、台湾、中国、米国に日本企業による設置が
予定されており、いよいよ国際的な展開の段階
に入ります。
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２．RI第2740地区�ガバナー� 福田　金治さん
　ガバナー事務所 年末年始休業のお知らせ
　　日程／2018年12月28日㈮〜2019年1月4日㈮

３．2018-2019年度�ガバナーエレクト事務所
　年末年始休業のお知らせ
　　日程／2018年12月29日㈯〜2019年1月6日㈰

４．地区ローターアクト委員会
� 委員長　西畑栄一郎さん
　　地区ローターアクト　�代表　樋口　太助さん
　　ホスト鹿島RAC�IM研修会
� 実行委員長　塚口　昌平さん
　 ローターアクト「インターシティーミーティ

ング」のご案内
　　日時／2019年1月20日㈰　9:30〜受付開始
　　会場／ 高津原コミュニティセンターかんらん 

（鹿島市）
　　登録料／2,000円　※当日徴収
　　登録締め切り／2019年1月11日㈮まで

５．北松浦RC� 会長　横山　成人さん
　　50周年記念事業実行委員会
� 委員長　西田　耕也さん
　創立50周年記念式典・祝賀会ご案内
　　日程／2019年2月16日㈯
　　記念式典
　　　時刻／開式 15:45（受付15:00〜）
　　　会場／江迎地区文化会館 インフィニタス
　　祝賀会
　　　時刻／開会 18:30（受付18:00〜）
　　　会場／サンパーク吉井
　　　登録料／10,000円
　　　登録締め切り／1月15日㈫

６．大村RC
　「週報No.18〜21」が届きました。

親睦活動委員会� 福田　金吾
　去る12月15日㈯の忘年家族会
に多数のご参加をいただき、誠
にありがとうございました。ま
た富くじには、多くのご協賛を
いただき、大変盛り上がりまし
た。親睦活動委員会一同、感謝
申しあげます。約1ヵ月後の来年1月23日㈬に
は、長寿祈願祭が控えております。
　こちらにつきましても、多数のご出席のほ
ど、よろしくお願いいたします。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○卓話者
　国際重粒子線がん治療財団　理事長
　佐賀県医療顧問 中川原　章 様

� 会長　古賀　　巖
　先週末の忘年家族会には、多
数のご出席を戴きありがとうご
ざいました。
　また、親睦活動委員会の皆さ
んにおかれましては、今年度の
メインイベントでしたので、準
備から当日の進行運営まで、大
変ご苦労様でした。ありがとうございました。
　ところで、本日3336回例会は、今年最後の例
会です。しかも、本年度 第24回目の例会です。
本年度の例会は、48回を予定しておりますの
で、ちょうど半分となりました。毎週の例会や
理事会を、皆様のお力をお借りしながら必死に
なって運営して参りましたので、やっと半分を
迎えることが出来たという感じであります。
　新年早々の1月10日㈭からは、台南RCの65周
年式典にも19名で参加をして参りますし、来週
と1月2日㈬をお休みして、1月9日㈬の例会か
ら、また新たな気持ちで後半を務めたいと考え
ております。どうかよろしくお願いいたします。
　さて、本年最後の本日の卓話は、佐賀国際重
粒子線がん治療財団 理事長 中川原 章様の卓話
です。
　昔は、親や親戚や家族ががんにかかっていた
らかかりやすいとか、がんにかかる割合が、10
人に1人とか言われていたのが、3人に1人と言
われ、最近では2人に1人と言われていました
が、先週聞いた話によれば３人に２人となって
いるそうです。
　大久保利博 幹事も早期とはいえ、今日から入
院され手術をされるそうですので、確かに、身
近な人がたくさん「がん」になられていて心配
ばかりであります。
　避けて通れない話題でありますので、本日は
特に拝聴したいお話であります。

� 副幹事　廣瀬　章博
１．一般社団法人�ロータリーの友事務所
� 委員長･代表理事　片山　主水さん
　 「2017-18年度 ロータリーの友事務所事業報

告」が届いております。

会　長　挨　拶

幹 事 報 告

例会記録

委員会報告
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○（公）ロータリー米山記念奨学会
　田中丸善保さんへ米山功労者第8回マルチプル
感謝状を伝達いたしました。

� 出席・例会委員会　川添　秀則
○出席100％表彰
　増本　一也さん（25回）、納所　佳民さん（11回）
　坂元　　崇さん（6回）、松尾　　貴さん（5回）

� 親睦活動委員会　長浜　陽介
○結婚記念月のお祝い
　吉田　英樹・真代　さん ご夫妻（3日）
　池田　　豊・秀子　さん ご夫妻（4日）
　吉澤　俊介・陽子　さん ご夫妻（6日）
　中島　祥一・和子　さん ご夫妻（8日）
　松尾　慶一・富士子さん ご夫妻（9日）
　古賀　久貴・由樹　さん ご夫妻（9日）
　山縣　義道・良子　さん ご夫妻（13日）

� 親睦活動委員会　谷川　辰巳
古賀　　巖�会長、廣瀬　章博�副幹事
平尾　幸一さん、德川　晃尚さん
黒木　政純さん、山下　尚登さん
　佐賀国際重粒子線がん治療財団 理事長 中川原 
章 様の卓話に期待してニコニコします。

増本　一也さん、坂元　　崇さん
　出席100％表彰ありがとうございます。

池田　　豊さん、松尾　慶一さん
山縣　義道さん
　結婚記念月のお祝いありがとうございます。

慶　　　祝

その他の報告

ニコニコボックス 本日合計 　11,000 円

 累　　計 557,000 円

◇

ニコニコボックス

2019年1月
＊例会卓話者予定＊ 

1月９日　クラブ協議会

1月16日　クラブ協議会

1月23日　会員卓話　　　　椎山　　昇さん
 　　　　　　（ 九十九島ベイサイド ホテル＆リゾート
　　　　　　  フラッグス　取締役総支配人）

＊地区大会 慰労会の開催について＊ 

日時／2019年1月19日㈯　18:30〜
会場／九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス
バスの時間／
17:40発 十八銀行駅前支店前、17:45発 京町永田ビル前 
17:50発 島瀬町野村證券前、17:55発 松浦町永代ハウス前 

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／2019年1月22日㈫ 　16:05〜
会場／西海学園高等学校 記念館1F 2年4組教室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日程／2019年1月15日㈫　 18:30〜
会場／長崎国際大学

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。
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クラブ会報委員会 委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　長浜　陽介 ・ 萩原多恵士 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　橋詰　文雄 ・ 安部　雅隆 　　

（今週の担当：安部　雅隆、カメラ担当：萩原多恵士［例会］、筒井　和彦［忘年家族会］）

とき: 2018年12月15日㈯18:30〜　　ところ:玉屋7階文化ホール

開会の挨拶
古賀 巖 会長

万 歳
木村 公康

会長エレクト

司 会
谷川 辰巳さん

抽選会MC
福田 金吾さん手に手つないで

（ソングリーダー：黒木 政純さん）

乾杯
加納洋二郎

会長ノミニー


