
 

 

 

 

 

 

 

第 2019 回例会 

平成 31 年 12 月 16 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

「会員卓話」倉橋 利徳 君 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 27 名 

出席率 65.85 ％ 前回修正出席率 75.61 ％ 

 

４．会長スピ-チ       会長 寺下  卓 君 

前回は欠席させていただき、

重光副会長にスピーチをお願

いしました。有難うございまし

た。 

12 月も半分が過ぎました。今

年も後わずかです。 

次回例会は臨時変更して、夜

間例会で「クリスマス例会」と

させていただきます。プレゼン

ト交換など、親睦活動委員会のみなさん。宜しく

お願いします。 

本日の会員卓話は、健康シリーズとして、倉橋ク

リニックの倉橋先生にお願いしています。宜しくお

願いします。 

 

５．幹事報告                 幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

新宮ＲＣ    1 月８日（水）→1 月 8 日（水） 
18:30～ ニューパレスホテル 

（新春夜間例会） 
 海南西ＲＣ   1 月 16（木）→1 月 16 日（木） 

19:00～ 「木曽路」和歌山市北出島 
（新年例会） 

○休会のお知らせ 
新宮ＲＣ   12 月 25 日（水） 

 1 月  1 日（水） 

 

 

 

６．委員会報告 

○米山記念奨学会委員長     角谷 太基 君 

米山月間を含め、米山記念奨学会

へのご理解とご寄付を頂戴し、あり

がとうございました。なお、月間が

終わりましてもご寄付の受付は引

き続き行っておりますので、宜しく

お願いします。 

○ロータリー財団委員長     花田 宗弘 君 

ロータリー財団につきましても、月

間中、多くのご寄付を頂戴し、あり

がとうございました。なお、月間が

終わりましても米山同様、受付は引

き続き行っておりますので、宜しく

お願いします。 

 

７．会員卓話               倉橋 利徳 君 

「胃がん、大腸がんで亡くならい

ために」 

がんが一番の死因は、男性の死

因別では、1 位 肺がん、２位 胃

がん、３位 大腸がん。女性の死

因別では、1位 大腸がん、２位 肺

がん、３位 胃がんです。 

胃がん 

科学的根拠に基づく胃がん検診 

１）胃がん検診の方法 

胃がんの死亡率を減少させることが科学的

に認められ、胃がん検診として推奨できる

検診方法は「胃部Ｘ線検査」または「胃内

視鏡検査」です。 

２）胃がん検診の対象年齢 

胃がん検診が推奨される年齢は50歳以上の

健常者です。 

３）胃がん検診の検診間隔 

2 年に 1 度定期的に受診することが推奨さ

れています。 

胃がんとピロリ菌の関係 

ピロリ菌を除菌することで胃がんの予防につな

がることが示唆された。ピロリ菌除菌後にも癌の

発生は認めるので、定期的な検査は必要である。 
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ピロリ菌除菌について 

当院での除菌成功率 

■一次除菌 ４８５/５９４ ８１．６％ 

■二次除菌 ９７/１０７  ９０．６％ 

ラベプラゾール群 

■一次除菌 ８９/１２５ ７１．２％ 

■二次除菌 ２１/２５  ８４．０％ 

エソメプラゾール群 

■一次除菌 ２２１/２７４ ８０．６％ 

■二次除菌 ５０/５５   ９０．９％ 

P-CAB 群 

■一次除菌 １７４/１９３ ９０．１％ 

■二次除菌 ２６/２７   ９６．２％ 

当院における薬剤別、除菌率の比較 

ラベプラゾール エソメプラゾール P-CAB  

■一次除菌 71.2％   80.6%   90.1％    

■二次除菌 ８4.0％   90.9％    96.2％ 

ピロリ除菌は P-CAB でして下さい。 

胃がんの 98％はピロリ菌感染によるもの 

できるだけ早い時期にピロリ菌感染の有無を調

べ、陽性であれば除菌治療する。除菌治療した人

は、胃がん早期発見のため定期的に内視鏡検査を

することが重要です。 

大腸がん 

科学的根拠に基づく大腸がん検診 

１）大腸がん検診の方法 

大腸がんの死亡率を減少させることが科学

的に認められ、大腸がん検診として推奨で

きる検診方法は「便潜血検査」です。 

２）大腸がん検診の対象年齢 

大腸がん検診が推奨される年齢は40歳以上

の健常者です。 

３）大腸がん検診の検診間隔 

毎年定期的に受診することが推奨されてい

ます。 

大腸がん検診の有効性 

過去１年間に大腸がん検診を受けた人は受けな

かった人に比べ大腸がんによる死亡率が約７０％

低下する。 

※厚生労働省研究班による多目的コホート研究

からの成果報告（２００７年）より。 

大腸がん検診問題点 

受診者数は増加してきたがそれでも対象人口の

約２０％足らずである。精件受診率（推定値）は

６０％以下と他の検診より１０－２０％以上低い。 

大腸ポリープと大腸がんの関係 

４０歳になったら大腸内視鏡検査をうける。大

腸ポリープがあればすべて切除する。ポリープが

なくても大腸がん早

期発見のため定期的

に大腸内視鏡検査を

することが重要です。

内視鏡検査をしてい

れば、胃がん、大腸

がんで亡くならい。    くらはしクリニック 

８．閉会点鐘 

次回例会 

第 2020 回 例会 12 月 23 日（月） 

海南商工会議所４F 19:00～ 

クリスマス例会 

 

 
 
 

魚谷 幸司 君  倉橋さん、本日、よろしくお願

いします。 
寺下  卓 君  前回は欠席してすみませんで

した。 
 
 

 

 

難民支援に尽力した 6 名を表彰 
 
世界的な難民問題をテーマとした国連でのロ

ータリーデーにおいて、「Rotary People of 
Action: Connectors Beyond Borders（世界を変

える行動人：国境を越えてつなぐ人）」としてロ

ータリーファミリーの 6 名のメンバーが表彰さ

れます。 
ニューヨークの国連本部で毎年開催され、今年

は 11 月 9 日に行われる「国連でのロータリーデ

ー」は、平和に対するロータリーと国連の共通の

ビジョンに焦点を当てるイベントです。ロータリ

ーと国連の協力関係の長い歴史の中で、ロータリ

アンはこれまで、戦争や飢餓、災害で苦しむ人び

とを支援してきました。 
現在、世界の難民数は戦後最大に達しています。

今回表彰された 6 名（ロータリアン 5 名、ロー

タリー平和フェロー1 名）は、難民問題に対して

地域社会に根ざした解決策を提案し、率先して行

動してきました。 
○ベルント・フィッシャー：ベルリン・ロータリ

ークラブ（ドイツ） 
○ルシエンヌ・ヘイワース：ロータリー平和フェ

ロー（ウプサラ大学／2015-17 年） 
○イルガ・カランカク-スプレーン：モンテレー・

キャナリィロウ・ロータリークラブ（米国カリフ

ォルニア州） 
○ハシナ・ラフマーン：ダッカ・マーベリックス・

ロータリークラブ（バングラデシュ） 
○エース・ロビン：マタラム・ロンボク・ロータ

リークラブ（インドネシア・マタラム） 
○ヴァンデルレイ・リマ・サンタナ：ボア・ビス

タ-カサリ・ロータリークラブ（ブラジル・ロラ

イマ） 

クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 


