
 

 

第６９９回例会 
通巻６６７号

平成２４年２月２日 ２０１１～２０１２年度Ｎｏ．２７ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

本日の例会 （第 699 回例会） 

2012 年 2 月 2 日(木)18 時 30 分 

場所：ホテル第一堺 3 階 

 

開会点鐘開会点鐘開会点鐘開会点鐘            吉川 美幸 会長    

国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱    オーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリア国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱国歌斉唱    

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「奉仕奉仕奉仕奉仕のののの理想理想理想理想」」」」    

おおおお客様客様客様客様のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

各種各種各種各種おおおお祝祝祝祝いいいい 

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間                        吉川 美幸 会長 

出席報告出席報告出席報告出席報告        中井 崇嗣 副 SAA 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告         田辺 弘樹 幹事 

クラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラムクラブフォーラム 

SAASAASAASAA 報告報告報告報告                            河野 強 副 SAA 

閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘閉会点鐘                            吉川 美幸 会長 

 

次回の例会予告 （第 700 回例会） 

2012 年 2 月 9 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 3 階      

卓話 岡田 正一 会員 

 

次々回の例会予告（第 701 回例会） 

2012 年 2 月 16 日(木)18 時 30 分  

場所：ホテル第一堺 3 階      

卓話 辻野 美智子 会員 

 

1 月 26 日 お客様のご紹介 

ガバナーエレクト     北中 登一 様 

青少年ライラ委員長 堺フラワーRC 仲峯 豊 様 

長期派遣交換奨学生 エレン・メイ・ブルックス様 

本日のクラブフォーラムは 

「新世代 インターアクトについて」 

 

お客様： エレン・メイ・ブルックスさん 

 

第 8 回定例理事役員会 17：00～ 

第 2 回次年度理事役員会 19：40～ 

 

2 月 各種お祝い 

会員誕生日 細川 浩二 

ご家族お誕生日 向井 卓 様 中井 香織 様 

会員記念日 米田 眞理子 吉川 美幸 

向井 利之 小林 雄志  

創業記念日 三村 文男 細川 浩二 中井 崇嗣 



 

 

例会例会例会例会のののの記録記録記録記録    ((((第第第第698698698698 回例会回例会回例会回例会))))                                                                                ････････････････････････    1111月月月月26262626日日日日････････････････････････ 

 

[[[[唱和唱和唱和唱和]]]]    

   Reach Within to Embrace Humanity 

「こころの中を見つめよう 博愛を広げるために」 

    

ロータリソングロータリソングロータリソングロータリソング斉唱斉唱斉唱斉唱    「「「「堺堺堺堺フェニックスフェニックスフェニックスフェニックスＲＣＲＣＲＣＲＣのののの歌歌歌歌」」」」                ソングリーダー 向井 利之 親睦委員長 

 

こんにちは！エレン・メイ・ブルックスです。 

家族は私のことをエリーと呼びます。 

私は、パースの町から 30 分ほどのカス

アリナというところに住んでいます。 

私は交換留学生として、新しい人に

出会ったり異文化を体験したり人との

交流を持続させ、会う人に影響を与える

ような存在になることを望みます。自分が自立することを学び、貴

重なスキルを身につけ、世界情勢などについて人ともっと自信を持

って話すことができるようになりたいです。どうぞよろしくお願い

します。楽しみにしています！ 

 

ロータリーファミリーの皆様 こんにちは 

娘のエリーについて紹介します。年の離れた姉が2人います。とて

もしっかりした性格で、優しく、ユーモアのセンスがあります。演

劇が好きで、3歳から舞台に立ち、まるで天使のように歌います！ 

彼女にとってとても有意義な経験になると思います。彼女自身が視

野を広げ、自分でしっかりやっていくことを学ぶことになるでしょ

う。お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

Pam Brookes 

    

会長会長会長会長のののの時間時間時間時間        吉川  美幸 会長 

 

先日は、ＲＬＩの参加、お疲れ様でした。 

私は、残念な事に、今回は行けませんでした

が、昨年２回参加させて頂き、大変、勉強に

なりました。 

特に昨年は、会長エレクトだった事もあり、

いつもにも増して身が入り、頑張った記憶があります。 

今日は、病院にとって、一年に１度、重たい気分になって少し緊張

する、保健所による、立ち入り検査がありました。 

中井先生や、小野先生には、お分かり頂けると思いますが、学年末

テストが終わった様な気分でホットしています。 

日頃、キチンとすべき事をしていたら、すべて合格じゃないのか、

と思われるでしょうが、やはり現実は、嫌なものです。 

 

 

 

 

例えていえば、車を運転していて、違反もしていないので、パトカ

ーや、お巡りさんをみたら、ちょっとドキドキするって感じに似て

いるかもしれません。以前は、医療監視と言っていましたが、最近

は、立ち入り検査と言われています。立ち入り検査って、どんな事

をするのかと言いますと、１年に１度、保健所が、皆さんの健康を

守るべき病院が、医療法に違反をしていないか、安全に医療を提供

できる環境にあるかという事を見に来ます。特に、医療従事者の人

数は厳しく調べます。 

私達は、実際に働いている事がわかる様に、原本の免許証、勤務

表、タイムカード、社会保険証番号や、健康診断結果表や、アリと

あらゆるするものを出して、証明します。後は、感染対策や、医療

事故委員会とか、廃棄物委員会等など、安全に医療を提供出来る環

境かどうかは、色々な委員会の議事録等、膨大な書類を確認されま

す。それで、少しでも、改善しないといけない事があると、文書な

り、口頭指導をうける事になりますので、各部署、例えば、医局、

看護部、薬剤部、もろもろ、いろんな部署が、自分達が指導を受け

ないように、必死で、構えています。そんな訳で、この所、書類等

の見直しなどをしていて、皆少しピリピリしていました。 

保健所は、皆さんの見えない所で、健康を守る為に大切な役割り

をしています。勿論、吉川病院は、無事に何も指導をうける事はな

く終わりました。 

本来なら、ほっとして、皆で、打ち上げと行きたいところですが、

私は、今日ロータリーですので、ここに来ています。 

そんなこんなで、今野会員が入院されておられると言うのに、な

かなかお見舞いに伺えていませんでした。皆さん、行かれたと聞い

ています。大分回復されておられ、喜んでおられた事と思います。 

私は、行けませんでしたので、お花だけでも送らせて頂こうと思い

ましたが、もしやと病院に電話をして聞いてみると、やはりお花は

ダメと言う事でした。 

最近、病院のお見舞いにお花を禁止する病院が増えています。 

禁止している病院の事務長さんに、どうして禁止しているのか聞い

てみました。しかし、実際の所、明確な理由はわかりませんでした。 

その病院の事務長さんが、理由について再度調べて下さいました。 

ＣＤＣという、感染対策のガイドラインがあります。 

米国疾病予防管理センターが出している、感染予防のガイドライン



 

 

です。そのガイドラインにも、お花は感染源になる事は証明されて

いない、と書かれている様ですし、日本院内感染の報告でも、お花

から、感染した報告は無い様です。では、どうして禁止する病院が

増えているのでしょうか。おかしい事ですが、日本独自の、右へ習

え方式なのでしょうか。ともかく、お見舞いに、お花はダメという

傾向は、全国に広がっている様です。 

しかし、感染の危険性があるという事で、お花を全てやめるとは、

寂しい限りです。病気の方の心が、癒される事も、大切な効果だと

思います。やわらかい匂いの、手間のあまりかからないお花は、持

って行きたい所ですが、禁止している病院が多いので、行かれる時

は、聞いてからの方がいいと思います。 

でも、他に考えてみると、私達の周りにも、沢山ありました。 

危ないからと言って、全ての、市営の公園から、ジャングルジムや、

ブランコが無くなったり、汚いからと言って、お砂場をなくしたり

して、私達の子供の時に遊んだ遊具が消えていってます。 

こんな事もあります。病院では、ナースキャップは、感染の原因

になるからと、全国から、看護婦さんの象徴の、ナースキャップが

消えつつあります。これには、賛否両論、様々な意見が出ました。 

帽子は感染源にもなりえますが、では、白衣は清潔で、感染源に

ならないのか、髪は、清潔なのかと反対意見も多くありましたが、

現在の、かもしれないことは、排除しようという傾向に押し切られ

てしまいました。私自身は、ナースキャップをかぶり、看護師とし

て周りから認識される事で、気持ちもきりっとし、プロとしての心

構えも出来ていた事もあるのにと残念でした。 

話は脱線してしまいましたが、今野会員さえよければ、来週の火

曜日にでも、お見舞いに伺うつもりですので、ご一緒頂けるかたは、

連絡下さい。ともあれ、今野会員が、一日も早く、退院されて、例

会に出席して頂けます事をお待ちしています。 

以上で、会長の挨拶と致します。 

 

出席報告出席報告出席報告出席報告                                担当  中井 崇嗣 副 SAA 

    

幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告                                                    田辺 弘樹 幹事 

本日の配布物は、貝山 香純会員の名簿の追加をお願いします。   

地区大会事務所から地区大会リーフレットが届きました。地区大会、

RI 会長代理晩餐会、記念ゴルフ大会、ご参加の出席を次週伺いし

ます。下半期会費諸経費納入の方へ領収書のお渡し。ライラ出席者

へ業務内容と配置のお願い。 

ジャパンナイト、日本人親善朝食会出席ご確認。ＲＬＩ研修セミナ

ー出席確認。３月１０日ＩＭ８組出席の確認。互輪会参加のご案内。

新世代プログラムにおける緊急医療チームのボランティアお願い。 

近隣クラブ例会変更の案内 

堺北西南西ＲＣ１月３１日（火）→１月２９日(日)福井県小浜市「花椿」 

堺泉ケ丘ＲＣ2月21日(火)→同日 職場見学会 

堺東ＲＣ2月21日(火)→2月22日(水)18:30～「天兆閣別館」 

堺おおいずみＲＣ2月8日(水)→2月9日(木)12：00～大阪府立大学 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告          

奉仕プロジェクト委員会      中野 一郎 委員長 

2012年RI国際大会5月6～9日 

クラブ１５周年を記念して、大勢のメンバーで

国際大会出席をしましょう。地区から「日本人親

善朝食会」「本会議登録」「ジャパンナイト」の案内

が着ております。お申込みとお支払いのとりまとめ

をクラブで致します。次週の例会でご参加の方に詳細をお渡しいたし

ますので、確認下さい。人数分の入場券はクラブ宛に届くことになりま

す。 

 

親睦友好クラブ委員会          向井 利之 委員長 

エレンさんようこそおいでくださいました。昨

日（1月25日）18歳のお誕生日おめでとうござ

います。クラブより花束をお渡しします。 

上田先生とご相談し、歌がお上手なエレンさん

と一緒に例会終了後カラオケに行くことになり

ました。ご都合の良い方はご一緒にいかがでしょうか。 

 

新世代奉仕委員会          中井 昭宏 副委員長 

２月４日・５日で開催されます。青少年・ライ

ラ研修セミナーに、地区ライラ委員会より応援

要請が来ております。当クラブはコホストクラ

ブとして担当が決まっております。ご協力お願

いします。    

「ＲＹＬＡ「ＲＹＬＡ「ＲＹＬＡ「ＲＹＬＡ研修研修研修研修セミナーセミナーセミナーセミナーでのでのでのでの業務内容業務内容業務内容業務内容およびおよびおよびおよび役員配置役員配置役員配置役員配置」」」」 

☆☆☆☆はははは堺堺堺堺フェニックスフェニックスフェニックスフェニックスＲＣＲＣＲＣＲＣのののの担当責任者担当責任者担当責任者担当責任者ですですですです 

２月４日（土）ＡＭ８：４５に羽衣青少年センターに集合 

羽衣青少年センター内 案内・受付 

☆吉川美幸会長・石田得子会長エレクト・田辺弘樹幹事 

事務・会計・登録受付・備品用具・場内設営等 

☆京谷知明・上田俊夫・小野晃範・岡田正一・酒井 誠 

ＲＹＬＡ救護担当☆中井昭宏・中井崇嗣・貝山香純 

 ２月５日（日）ＡＭ７：００に羽衣青少年センターに集合 

事務・会計・登録受付・備品用具・場内設営等 

☆向井利之・上田俊夫・小野晃範・石田得子・松本美和子 

ＲＹＬＡ救護担当☆中井昭宏・中井崇嗣・貝山香純 

 会員の皆様のご協力を、よろしくお願いいたします。 

 

RID2640 RID2640 RID2640 RID2640 緊急医療体制委員会緊急医療体制委員会緊急医療体制委員会緊急医療体制委員会    中井中井中井中井    昭宏昭宏昭宏昭宏    委員長委員長委員長委員長    

今後、地区内の新世代プログラムを開催するに当たって、緊急医療

体制委員会を確立しておきたいと存じます。各クラブで医療の資格

のある方で、本委員としてご支援賜れる方を公募したいと存じます。 

在籍者      ２７名 出席者    ２０名 

出席計算会員   ２４名 欠席者     ６名 

出席免除者     ５名 免除出席者    1名 

先々週修正出席率  ６３．０％ 出席率   ７７．８ ％ 



 

 

卓卓卓卓    話話話話                                      小野 晃範 

私私私私のののの職業職業職業職業    

｢｢｢｢子宮頸子宮頸子宮頸子宮頸がんがんがんがん予防予防予防予防    ＨＰＶＨＰＶＨＰＶＨＰＶワクチンワクチンワクチンワクチン｣｣｣｣  

 

私は昭和 47 年に父の後を継い

で堺市東区日置荘西町で開業し

今年で 38 年目になります。35

年間お産をしてまいり取り上げ

た赤ちゃんは約１万2~3千人。

当時のママさんは今 60～70 才

になられ、そのお孫さんも今は

中学生位になり診察にお見えになられていますので

都合親子3代を診ている地域のホームドクターです。 

また長年不妊治療にも努力してきました。昭和 62 年

日本生殖学会が国内において体外受精実施にゴーサ

インを出した翌年、1988年にはオーストラリア、メル

ボルンのMonash 大学で、1989年には本場英国のケン

ブリッジにある Bourn  Hall Clinic に行き

R.G.Edwardの下で最先端の技術を習得しました。国内

で最初に診療所での体外受精を成功させ新聞報道さ

れた時の感動は今も忘れることはありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長年不妊に悩まれたご夫婦が子宝に恵まれた幸せな

ご一家の写真入りの年賀状を毎年お正月にいただき

婦人科医をして良かったと感慨を新たにしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化社会とは女性化社会の到来を意味します。景気

低迷した昨今の社会の状況でｷｬﾘｱｰｳｰﾏﾝや仕事と子育

てと多くの女性の皆さんは一生懸命生きておられま

す。職場や家庭の悩み事などいろんなことを話されま

す。診察の半分はその話に真剣に耳を傾ける事だと思 

 

っています。患者さんの嬉し涙、悲しい涙に毎日のよ

うに触れてジェンダー(性差)の意識は日本社会では

まだまだ未熟であることを感じています。 

年代の古いご婦人は痛みや悩みがあっても婦人科の

門は中々くぐりにくく、思いあぐねてやっと来られて

いることが多く、診察の後、思い切って来て良かった

と明るい顔で帰って行かれると一日嬉しい気分で過

ごせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの４つのテストとは慈悲の心を養うこと

に他ならず自分では「ダンマ診察」と称しています。

また産婦人科開業医はいわば女性の健康のゲートキ

ーパー（門番）と心得、気苦労はあっても患者さんに

よって生かされている事を痛感する毎日です。 

産婦人科医療は大きく分けると腫瘍、周産期医療、生

殖医療、思春期、更年期、高齢婦人のヘルスケアとな

り婦人科医の役割は重要かつ広範囲に及びます。 

今日はその中で「婦人のがん」について少しお話しさ

せていただきます。 

● かつて中高年の病気とされた子宮頸がんは近年

20～30 代で急増しております。この年齢層は出

産・育児など生殖行動のピークにあたる大切な時

期にあたります。 
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日本における年代別子宮頸癌罹患率
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その原因は近年性経験の若年化傾向が頸がんの早期

発症に関連しているといわれております。したがって

疫学的にもセックスデビューする以前の若い女性へ

の４価のHPVワクチン接種は子宮頚がんの予防と尖形

コンジローマにきわめて有効であることが確認され

ています。 

R.G. Edward（2010年ノーベル医学生理学賞受賞）と 

1989年 Canbridge Bourn Hallにて 



 

 

 

 

●子宮頸がんはヒトパピローマウィルスによる性感

染を通じて一定期間後に発症することが判明してお

ります。（１９８３年ハラルド・ツア・ハウゼン・独） 

これによって子宮頸がんの原因は、ほぼ 100％がこの

HPVというウイルス（ほとんどが16型18型の２種類）

の感染であることが明らかになりました。 

このHPVはヒトにのみ感染するウイルスで１００種類

もあり、セックスによって感染しすべての女性の約

80％が一生に一度は感染するため、ほぼすべての女性

が子宮頸がんになる可能性を持っていることになり

ます。しかしこれら

HPV は感染しても大部

分は消失します。しか

し免疫機能が働かず、

ウイルスが排除されず

に感染が持続された場

合に、その１～３割に

子宮頸部に細胞の異形

成が起こり、さらにその１割以下が子宮頸がんへと発

展してゆきます。ＨＰＶ感染者の約 0.1％が子宮頚が

んになると考えられています。また感染から発癌まで

宮頸がんのまでは通常５年～数十年かかるといわれ

ています。 

 

● 尖形コンジローマ：HPV6型、11型 

発がんはしない性感染症と言われるもの

で、男女の性器や外陰部に鶏冠状の疣、

まれに口唇・口腔内に乳頭状腫瘍が出来

再発を繰り返します。 

 

          

 

● ワクチン接種：３回筋肉注射（初回・１又は２カ

月・６ヵ月）、費用は約５万円（14750円×３＋管理料

等）と高額のため普及は容易ではなく公的助成が求め

られております。 

堺市では平成23年6月から中学校１年～高校１年（１

３才～１６才の４年間）、無料接種が開始されており、

現在のところ対象者の５８%が受けておられます。（グ

ラフ３） 

 

● 問題点： 普及にあたっては費用もさることなが

ら、若年者の性にかかわる問題であるため「性の

健康教育」としてとらえる視点を抜きにしては普

及過程でさまざまな障害を抱え込むおそれが考

えられ、また青少年のみならず親世代および学校

等関係者においても十分な理解が必要であると

考えられています。 

 

● 子宮がん検診の現状と啓蒙 

昭和５５（１９８０）年度から老人保健法に基づく市

町村の保健事業として堺市でも、がん検診制度として

実施されてきました。平成１４年度からは健康増進法

に基づく事業として継続されてきたお陰で、子宮頚が

んは 50 歳以上ではこの 20 年間で減少して来ました。

しかし最近の受診率は先進諸外国に比べ20数%と少な

く、特に 20 歳代の受診率の少ないことが危惧されて

います。（グラフ３、４） 

 

 

● 結論：ＨＰＶワクチンの子宮がん予防効果は約

70％です。しかし従来から実施されている上述した健

康推進法による子宮がん細胞診（20歳以上・隔年・500

円）の2本立てによってほぼ１００％子宮頚がんが予

防可能であり、同時に性感染症である尖形コンジロー

マをほぼ１００%予防することができます。（グラフ４） 

 

  

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（グラフ３） 

（グラフ４） 



 

 

ニコニコ報告        担当  中井 崇嗣 副 SAA 

 

エレンさんようこそおいで下さいました。日本語がとっても上

手でびっくりしました。今日は北中ガバナーエレクトや米田パスト

ガバナーからプレゼントを頂き、“ほこほこ”しています。ありが

とうございました。             吉川 美幸 会長 

北中エレクト様、エレンさんようこそ！小野先生、卓話ご苦労

様です。                 片木 修  直前会長 

北中ガバナーエレクト国際協議会お疲れ様でした。仲峯様、エ

リン様ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりお楽しみ下さい。 

石田 得子 会長エレクト 

北中ガバナーエレクト国際協議会お疲れ様でした。お土産有難

うございます。エレン日本へようこそ。和泉高校でしっかり勉強し

て日本語をマスターして下さい。      上田 俊夫会員 

北中ガバナーエレクト次年度ご指導宜しくお願い致します。小

野先生卓話楽しみに聴かせて頂きます。仲峯さんようこそ。 

岡田 正一会員 

北中エレクトお帰りなさい。エレンさん日本を楽しんで下さい。

本日卓話御静聴ありがとうございました。  小野 晃範会員 

エレンさん日本へようこそ！この１年が人生で１番思い出に

残る年にしよう。日本の素晴らしさをしっかり学んで下さい。 

京谷 知明会員 

小野先生、卓話を楽しみにしております。片岡 富美子会員 

小野先生、卓話ご無理言いました。ありがとうございます。 

中井 昭宏会員 

小野先生、今日の卓話よろしくお願いします。三村文男会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

1111月月月月28282828日日日日 R R R R財団研修財団研修財団研修財団研修セミナーセミナーセミナーセミナー    

(米田 眞理子直前ガバナー、上田 俊夫次期地区代

表幹事、石田 得子会長エレクト、京谷 知明次期

財団委員長、向井 利之次期幹事、中井 昭宏地区

幹事が参加) 

堺フェニックス RC から多数参加され、皆

様と熱心に勉強をいたしました。 

2013 年から「未来の夢計画」に移行され

ますので、それに向けてクラブの準備が必

要です。   （米田 眞理子直前ガバナー記）    

 

1111月月月月29.3029.3029.3029.30日米山学生京都研修日米山学生京都研修日米山学生京都研修日米山学生京都研修        

(京谷 知明地区雑誌広報委員長撮影) 

 

2222月月月月----3333月月月月    例会日例会日例会日例会日（（（（いずれもいずれもいずれもいずれも火曜日火曜日火曜日火曜日））））    

初芝立命館初芝立命館初芝立命館初芝立命館インターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブインターアクトクラブ    

    

平成２３年１１月１５日 中井崇嗣 

平成２３年１２月１３日 岡田正一 

平成２４年 １月２４日 吉川美幸・岡田正一 

平成２４年 １月３１日 中野一郎・向井利之 

平成２４年 ２月 ７日 田辺弘樹・河野 強 

平成２４年 ２月１４日 上田俊夫・石田得子・

松本美和子 

平成２４年 ２月２１日 田辺弘樹・辻野美智子 

平成２４年 ３月１３日 岡田正一 

 

例会時間 １７：３０～１８：２０ 

例会場  初芝立命館中学校高等学校 1 号館5 階

(エレベーターをご利用下さい)  

例会プログラム 

①開会・点鐘 ②ソング（君が代・ＩＡＣの歌）斉唱 ③お客様

紹介 ④ＩＡＣ会長あいさつ ⑤ＩＡＣ代表生徒卓話⑥各報告

連絡 ⑦閉会・点鐘 懇親会 

 

初芝立命館高校インターアクトクラブ活動の支援

をお願いします。ペットボトルキャップを集めて

頂きますようにお願いします。 

インターアクトの例会への出席をしていただける

会員様には感謝を、そして今からでもご都合があ

えば事務局までご一報下さい。 

堺フェニックス全員で新世代奉仕をしましょう。 

 


