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本日の出席率８６.０４％：会員数４７名・出席２８名・欠席１０名・出席規定免除会員９名・ビジター０名

前々回の修正出席率８５.７１％：出席２７名・メークアップ５名・出席規定免除会員出席４名

　先週１０日 （水），１１日 （木） は、

国際ロータリー第３６６１地区釜山

蓮山ロータリークラブの創立２８周

年記念式典に、 姉妹クラブとして

出席するため、 四元国際奉仕委

員長はじめ総勢１０名で訪韓しまし

た。 空港では崔　湧哲会長はじめ

会員の皆さんに、 歓迎の横断幕と

花束で出迎えて頂きました。 釜山蓮山ロータリークラブ事務局で

の会議では、 １９９２年３月の姉妹クラブ締結以来、 共同で奉仕

プロジェクトに取り組み、 親睦を重ね、 友情を深めてきた歴史を

大事にして、 文化交流を続けること、 １０月の創立２９周年式典

での来日等を確認し会いました。 政治的な問題を個人に置き換

えることなく、 信条、 文化など多様性を認め合って、 寛容の精

神で包括しながらロータリーの活動を継続することが、 国際間の

親善、 理解、 平和を推進して行くことになると思います。
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”アットホーム” 中央で良かった！

１．来信
　　　■ガバナーエレクト事務所

　　　　 ・ ガバナーエレクト地区方針他

　　　　　クラブ協議会日程 8 月29日 （木）

　　　　　ガバナー公式訪問 9 月12日 （木）

　　　■佐世保南ロータリークラブ

　　　　 ・ 第 2 回佐世保市内８ＲＣ会長幹事会のご案内

　　　　　　日時　５月１４日 （火） １８：３０～　

　　　　　　場所　九十九島ベイサイドホテル＆リゾート フラッグス

　　　■平戸ロータリークラブ

　　　　 ・ IM 意見書について

奉仕プロジェクト　岡田 文俊委員長
奉仕活動の一貫でＮＰＯ１００年の森佐世保が相浦の新工業団

地で植樹活動を行いますので案内します。 新しい工業団地を

見る事が出来ますので、 ご興味のある方はどうぞお出かけくだ

さい。 尚、 当日は陸自も開設記念日イベントがあり戦闘機も飛

んでくるそうです。

崎元 英伸会長・野村 和義副会長・芥川 圭一郎幹事
４月６日、ＩＭへご参加いただいたメンバーの皆様、 ありがとう

ございました。 空調設備が故障で寒い会場でしたが大丈夫

でしたでしょうか？そして、 １０日～１１日、 姉妹クラブ釜山蓮

山ＲＣへご訪問いただいたメンバーの皆様、 大変お疲れ様

でした。 本日は職業奉仕委員会担当の例会です。 糸瀬委

員長を始めとしますメンバーの皆様、 よろしくお願いします。

４月　６日　古川　直記・敏子　 　ご夫妻
４月１３日　池永　隆司・智恵子　 ご夫妻
４月２０日　香月　章彦・貴子　　 ご夫妻
４月２３日　前田　眞澄・ひとみ　 ご夫妻
４月２９日　西村　浩輝・雅子　　 ご夫妻
４月２９日　山瀧　正久・秋子　　 ご夫妻
４月２９日　宮﨑　宗長・可苗　　 ご夫妻

昭和２４年４月　１日　指山　康二 君
昭和３４年４月　７日　宮﨑　祐輔 君
昭和３５年４月１５日   前田　眞澄 君
昭和３９年４月１７日　香月　章彦 君
平成   元年４月１８日　松田　啓伸 君



第1343回　平成31年4月18日号　P2 .

西村 浩輝君
スポーツウェルネス吹矢協会の佐世保中央支部として令和元

年５月１日付で発足いたします。 スポーツウェルネス吹矢呼

吸法による健康効果、 集中力を高めます。 興味ある方は体

験してください。 ありがとうございます。

指山 康二君
いよいよ後３日で日曜日です。 崎元会長のスローガン 「アット

ホーム中央で良かった」 を皆様で実現しましょう。 大変厳し

い戦いです。 皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 くれ

ぐれも、 「崎元」 と書かないでください。 追伸、 私の誕生祝

ありがとうございます。

岡田 文俊君
奉仕の一貫で４月２８日相浦新工業団地での植樹祭の案内

をします。 よろしくお願いします。

四元 清安君
４月１０日～１１日釜山蓮山 RC 公式訪問参加の皆様、 お疲

れ様でした。

池永 隆司君
結婚記念日のお祝いありがとうございました。 おかげで気づく

ことができました。

宮﨑 祐輔君
誕生日の御祝いありがとうございます。 数字の６で始まる年齢

の記入にまだ慣れていません。

前田 眞澄君
今年で５９歳になりました。 お正月におみくじをひいたのです

が、 大吉だったんですが、 病気をするは、 仕事をするは、

トラブルがあるはで、 あまり良い年ではありません。 これを機

に後半の年、 いい年にしていきたいですね。

香月 章彦君
誕生日のお祝い、 結婚記念のお祝いありがとうございます。

ついに四捨五入も切り上げ大台になる年齢になりました。 結

婚も２４年目を迎えます。

本日の合計　　　　  　14,000 円

本年度の累計　　　  654,000 円

佐賀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　

重粒子線がん治療の現状とこれから

　本日は、 伝統と誇りある佐世保中央ロータリークラブの卓話に

お招きいただきまして誠にありがとうございます。 重粒子線がん

治療の話の前に、 がんの話を少しだけしたいと思います。 １個

のがん細胞が１〜３cmに成長するには約２０年かかると言われて

いますが、 それはがんの種類によって異なっており、 例えば悪

性度の高い膵がん等は数年で大きくなる一方、 前立腺がん等は

逆に３０〜４０年かかると言われています。 がんの成長は加速度

的ですので、 早期発見が重要です。

　ところで、 現在、 日本人の２人に１人ががんに罹患する時代に

なりましたが、 不治の病であったがんが、 この３０年間で急速に

治癒率が上がり、 今ではがんになっても３人に２人は助かる時代

になりました。 これは、 従来の手術や放射線治療に加え、 抗が

ん剤 （約２５年程前から）、分子標的治療薬 （約１５年程前から）、

免疫チェックポイント阻害剤 （約５年程前から） 等が次々と開発

され、 加速度的に治療法が進歩してきたからです。 もちろん、

放射線治療も例外ではなく、 その最先端技術として主にわが国

で開発されたのが重粒子線がん治療であります。

　重粒子線治療では、 炭素イオンを円形加速器で光の約７０％

に加速させ、 体の深部にあるがん組織に当てて、 それを抉り取

るように殺してしまいます。 従来の放射線治療と異なり、 深部の

がん組織だけを殺しますので、 周りの正常組織にはほとんど障

害が残らず、 免疫機能も落ちないのが特徴です。 そのため、

将来は免疫療法との併用に大きな期待が持たれています。

　現在わが国には６施設あり、 来年には山形大学に７番目が開

設予定です。 佐賀ハイマットはわが国で４番目に開設された重

粒子線がん治療施設ですが、 ６年前から治療を始め、 これまで

に３５００名以上の患者さんを治療しました。 対象疾患は、 前立

腺がん （６６％）、肝がん （１０％）、肺がん （９％）、膵がん （６％）、

頭頸部がん （５％）、 骨軟部腫瘍 （２％） の他に、 食道がん、

腎がん、 婦人科腫瘍なども含まれます。

　平成２８年度から骨軟部腫瘍、 平成３０年度から前立腺がん、

頭頸部がんが保険適用となり、 この１年間で治療患者数が約１５

０％に増加しました。 治療費が低額に設定されたために経営的

には厳しい状況ですが、 患者さんにとっては誰でも約１０万円以

下で重粒子線治療を受けることができ、大変な朗報となりました。

今後さらに保険適用が拡大されることが予想されます。

　わが国の重粒子線がん治療の良さは、 次第に海外でも評価さ

れるようになってきており、 すでに韓国、 中国、 台湾、 米国な

どでも設置が検討されています。 　　　　

　佐賀ハイマットは、 これからも皆様に心と体に優しい最先端治

療を提供すべく頑張っていきますので、 どうぞご支援のほどよろ

しくお願い致します。

ＳＡＡ： 西村 浩輝君

次回例会／４月２５日　１２:３０～
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