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本日　３月１日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　会員スピーチ
　　　 「私の履歴書」

須賀　昌彦 会員

次週　３月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知市水道事業の災害対策について」

高知市上下水道局長 澤村　素志 氏
高知市上下水道局水道整備課長 中田　智久 氏

第2566回　例会報告／令和５年２月15日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「春よ来い」
◇来訪ロータリアン及びお客様（敬称略）
　高知南ＲＣ　　菅沼成文 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
　先週は高知南クラブの
お世話でＩ.Ｍ.が開催さ
れました。出席された方
は皆様感じたと思います
が、大変立派な進行で、

なおかつ、各クラブの発表者も前もってしっ
かりした原稿を作られて、内容も私個人的に
はとても素晴らしいと思いました。
　ただ、１カ所だけ、出席された方が誤解さ
れるかなと思う箇所があったので、少しお話
させて頂きます。
　ある発表者が、「自分の事業を譲渡して、
職業的な身分がなくなったことで、会員身分
の喪失を心配していたが、たまたま2019年の
規定審議会でこのことに関する変更があり、
職業がなくなっても会員の資格が維持できる
ようになって良かったという趣旨の話があり
ました。規定審議会を反映させた定款の変更
の結果、社会奉仕活動に意欲のある人であれ
ば必ずしも職業を持たなくてもロータリーの
会員身分を得ることができるように変更なっ
たということを言われていたと思います。し
かしこの変更は、新規に会員身分を得るには、
以前は職業を持っていないと入会資格がなか

ったが、定款の変更の結果必ずしも職業を持
っていなくても社会に奉仕する意欲のある成
人であれば入会資格があるということになっ
たという趣旨の変更です。
　以前も今も、かつて入会時に職業をもって
入会した会員であればその後、年齢的なもの
や何らかの事情で職を失っても、ロータリー
には在籍できる」というのが正しい解釈です
ので、この発表者はもとより何の心配もな
かったということです。
　2001年から2016年までの定款の中では、１
業種１名という決まりが1業種５名までに変
更された、云々ということがありますが、誤
解を生じやすいところは、職業分類の中の制
限（当時）で、１業種５名までという制限が
あったときに、「引退した会員は、その職業
分類に属する会員総数に含めてはならない」
という文言がありました。引退したら職業分
類からは外される。つまり、ある業種が５名
満杯だったところ１名の枠が空くという意味
を、引退したら基本的にロータリーを辞めな
ければいけないと誤解しやすい文章になって
いるので、誤解が生じたのかなと思ったこと
でした。　
　蛇足ですが、元々違う職を持って入会した
のちその身分を保ちながら途中で選挙に出て、
議員や市長を務めている人は対象ではないの
ですが、選挙で選ばれる政治家は、かつては
公職についている人という表現で、ロータリ
ーに入れないという制限事項が2016年に定款

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

の条項に職業分類がなくなるまではずっとあ
りましたが、この制限事項も自動的に撤廃さ
れています。
　そのようなことで、ロータリーにおいてル
ール事というのは実に面倒なことだと思いま
すが、クラブ運営やクラブライフを送るうえ
で誤解が生じたりするのは嫌なことです。ル
ールの変更等を押さえておくことも必要だな
と、その辺のことをお話させていただきまし
た。
◇会　長　報　告
・２月11日に開催されたＩ.Ｍ.のお礼が届い
ています。

◇幹　事　報　告
・ロータリー手帳の購入案内がきています。
希望者はチェックをお願いします。
・レターボックスに地区大会の案内が来てい
ます。参加に関しては理事会で協議の上、
ご連絡します。
・地区概況の訂正をレターボックスに入れて
います。
・ガバナー月信が届いています。ファイルを
ご覧ください。
・水曜会から観梅会へのお礼として５万円を
頂きました。周年記念事業特別会計に入れ
ます。

　我々のところは、旧帝国大学と比しても、
こういうことはやってないんじゃないかとい
う非常に大きな取り組みをしています。前々
の学長だった相良先生が提唱した先端医療学
推進センターです。
　高知大学医学部は40年前、1976年に準備室
を設置して始まりましたが、40年も経ちまし
たので、もう一人前かなと私自身は思ってい
ます。その中で、どうも医師養成に偏った風
潮があって、いろんな研究の成果をただ使う
だけの大学になってはいけないと。もちろん、
地域医療を支えるために創られた医科大学で
すので、高知県の医療には責任を持っていき
ますが、国立大学ですので、目の前の患者さ
んに対して最善の医療をすることが世界に対
して福音を発することにつながると、私は強
く信じています。そして、学生たちには２年
生から６年生まで教室に所属させて、我々が
日夜、頭を悩ませている問題を投げかけて研
究をさせるという教育をしています。
　この中で、私がリーダーを務めているのが
エコチル班、全国で10万人の子どもを追跡す

る調査です。高知でも7,000人を追跡してい
ます。これは環境因子が子どもの健康にどの
ような影響を与えるかを調べています。また、
相良先生が始めた研究で、臍帯血を使っての
脳性マヒに対する治療で、国内で初めて６例
に臨床研究を行い成功しています。これを日
本全国に広げるべく努力をしているところで
す。小児科の藤枝教授と産婦人科の前田教授
が中心になって行っています。
　創薬基盤研究は、薬理学の斎藤教授を中心
に様々な協力体制で行っています。農林、海
洋、あるいは海洋コアセンターといった非常
に面白いリソースを持っている者たちと共に、
特に泌尿器科系、アルツハイマー治療薬の開
発を、会社も創りながら行っています。
　神経アルツハイマー治療薬は、麻生教授が
中心になって独創的な研究を行い、高知から
新しいアルツハイマー治療薬が世に出るので
はないかと期待しています。
　看護も教育も非常に熱心で、我々は南海ト
ラフの危機に直面していますが、医学生も併
せての防災教育を進めています。看護のコー

スには保健師コースを分けて設置をしており、
予防医学的な教育を現地に赴いて行っていま
す。皆さま方の会社の健康を守る産業保健師
もこの中から出てくるに違いないと思います。
　地域のさまざまなリソースと連携した共同
研究講座、馬路村のユズを使った健康食品も
医学的なエビデンスがあるかどうかを確かめ
ながら進めているところです。
歯科口腔外科では、ヤマキンさんと一緒にソ
フトウェアを使っての義歯を、何度も手作業
で修正しなければいけなかったものを、精度
の高い形状でつくっていくといった技術を活
用しています。
　私の出身の岡山大学は国際保健のかなり強
いところでしたが、高知でも国際的な活動を
している小林先生がいらっしゃって一緒に取
り組んでいるのが、国際ロータリー財団の支
援を受けてのブラジルへの高度医療技術の支
援です。ブラジルでは日本の外科医の手術の
手技を見て、とても感動していました。そし
て、ブラジルから３名の外科医を招いて実地
の研修をし、向こうでも彼らに手術をさせて
指導するといったことをしています。その後、
国立国際医療研究センターからも３年間の事
業費をいただいて、内視鏡の診断治療及び腹
腔鏡の治療について研修してまいりました。
この中に、私が創設した認定ＮＰＯ法人「ブ
リッジ」もサポートをしています。
　当時、マットグロッソ・ド・スル州にはＥ
ＳＤができる医師はいませんでしたが、厚労
省の外国人臨床修練制度を使って高知大に招
いたエドワルダ医師が最初の術者として成功
しました。講習の内容はオンラインでつくっ
ており、それを医師が見て実地の研修を受け
ます。また、最近、ブラジルからポジェリオ
医師が外国人臨床修練制度を使って来日し、
こちらで実際に医療を行う許可を得て、３週
間研修をしてＥＳＤを胃でも大腸でも成功し

ました。南ＲＣの夜間例会にも来ていただき
ました。こうした内容について、冊子を作っ
て現地に配布しています。
　ＰＥＴ－ＣＴ検診を日本で初めて行ったの
が、私の前任地である福井大学です。元々は
ＰＥＴの画像しかなかったものを、ＣＴの画
像と足し合わせることによって場所がはっき
り分かるようになりました。この検査は、Ｆ
ＤＧ（陽電子放出するフッ素を付けたブドウ
糖類似物）の静脈注射により、特定臓器では
なく、一度でほぼ全身を検査できます。ここ
にブドウ糖が居ますよ、という合図を送って
くれたところが色が付くという仕組みになっ
ています。何でブドウ糖かというと、がん細
胞というのは非常に大食いで、ブドウ糖が集
まってきてそこが光るということです。光っ
ているということは、古い影ではなくてアク
ティブな、今も大食漢のがん細胞だというこ
とになります。そういうものを見つけるのが
ＰＥＴ検診です。
　通常、我々は肺の症状があるとか咳がある
などいろんな情報を集めて、胸の写真を撮る
とかＣＴを撮ることになりますが、ＰＥＴ検
診は全身の画像を撮って症状があるなしに関
わらず、見せていただきます。放射線医、特
に核医学に精通している医師が読影しますの
で、しらみつぶしに見ることができるという
点で他の検診と違うわけです。
　検査の前日には運動をしないでください。
活発に活動して細胞が壊れたりすると、そこ
を修復しようと一生懸命ブドウ糖を摂取して、
そこが光ってしまいます。当日は、ご飯を食
べてくると投与したブドウ糖以外のブドウ糖
が全身に行き渡っている状況になり、検査の
邪魔になります。糖尿病の方も検査に影響が
出ます。
　皆さんの中でも何かあれば、ご相談いただ
けたらと思います。

•菅沼成文（高知南ＲＣ）　お車代をニコニ
コへ。
•浦田健治　菅沼様、実にためになるお話を

Ｉ.Ｍ.にご参加いただいた皆さま、有意義な
１日だったと伺いました。ご参加ありがとう
ございました。私は急遽欠席となり、竹村会
員に代役をお願いし、快く引き受けていただ
き感謝申し上げます。
•𠮷永光男　先週、Ｉ.Ｍ.発表、中西副幹事
ご苦労様でした。浦田会長も、内容が一番良
かったとほめてました。
•森田倫光　猿田先生から素敵なネクタイを
頂きました。本日着用していますが、高級な
品は良いですね。ありがとうございます。
•前田　博　Ｉ.Ｍ.欠席のお詫び。
•福岡満喜子　先日のＩ.Ｍ.お疲れ様でし
た。中西さん、発表立派でした。良く勉強さ
れていると感じました。ネームプレート持ち
帰りお詫び。
•高橋典子　中西さん、いつもワイン会セッ
ティングありがとうございます。先週、ワイ

いただきありがとうございました。
•鬼田知明　菅沼さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。親睦委員会の皆さ
ま、先週の観梅夜間例会後の懇親会では、大
いに盛り上げていただき、とても楽しい１日
でした。ありがとうございました。先週の

ン会２次会のおつりをニコニコに！
•沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。長期欠席のお詫びも兼ねて。
•今西　博　妻の誕生日記念品ありがとうご
ざいます。妻も毎年楽しみに待っているよう
です。
•松﨑郷輔　入会記念日、結婚記念日のお品
をいただきました。ありがとうございます。
また、久々の出席なのでニコニコいたします。
•西森親睦委員会長　先週、２月８日観梅例
会でのバザー（オークション）の売上金額で
す。今回は、ウクライナへの発電機あるいは
トルコ南部地震の救済基金に寄付いたします。
たくさんの寄付ありがとうございます。一旦
ニコニコに入れます。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　２名
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「皆様の健康を守る
　　　　　　　　先進医療」

◇ゲストスピーチ 高知大学医学部 教授  菅沼　成文 氏（高知南ＲＣ）

　我々のところは、旧帝国大学と比しても、
こういうことはやってないんじゃないかとい
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す。皆さま方の会社の健康を守る産業保健師
もこの中から出てくるに違いないと思います。
　地域のさまざまなリソースと連携した共同
研究講座、馬路村のユズを使った健康食品も
医学的なエビデンスがあるかどうかを確かめ
ながら進めているところです。
歯科口腔外科では、ヤマキンさんと一緒にソ
フトウェアを使っての義歯を、何度も手作業
で修正しなければいけなかったものを、精度
の高い形状でつくっていくといった技術を活
用しています。
　私の出身の岡山大学は国際保健のかなり強
いところでしたが、高知でも国際的な活動を
している小林先生がいらっしゃって一緒に取
り組んでいるのが、国際ロータリー財団の支
援を受けてのブラジルへの高度医療技術の支
援です。ブラジルでは日本の外科医の手術の
手技を見て、とても感動していました。そし
て、ブラジルから３名の外科医を招いて実地
の研修をし、向こうでも彼らに手術をさせて
指導するといったことをしています。その後、
国立国際医療研究センターからも３年間の事
業費をいただいて、内視鏡の診断治療及び腹
腔鏡の治療について研修してまいりました。
この中に、私が創設した認定ＮＰＯ法人「ブ
リッジ」もサポートをしています。
　当時、マットグロッソ・ド・スル州にはＥ
ＳＤができる医師はいませんでしたが、厚労
省の外国人臨床修練制度を使って高知大に招
いたエドワルダ医師が最初の術者として成功
しました。講習の内容はオンラインでつくっ
ており、それを医師が見て実地の研修を受け
ます。また、最近、ブラジルからポジェリオ
医師が外国人臨床修練制度を使って来日し、
こちらで実際に医療を行う許可を得て、３週
間研修をしてＥＳＤを胃でも大腸でも成功し

ました。南ＲＣの夜間例会にも来ていただき
ました。こうした内容について、冊子を作っ
て現地に配布しています。
　ＰＥＴ－ＣＴ検診を日本で初めて行ったの
が、私の前任地である福井大学です。元々は
ＰＥＴの画像しかなかったものを、ＣＴの画
像と足し合わせることによって場所がはっき
り分かるようになりました。この検査は、Ｆ
ＤＧ（陽電子放出するフッ素を付けたブドウ
糖類似物）の静脈注射により、特定臓器では
なく、一度でほぼ全身を検査できます。ここ
にブドウ糖が居ますよ、という合図を送って
くれたところが色が付くという仕組みになっ
ています。何でブドウ糖かというと、がん細
胞というのは非常に大食いで、ブドウ糖が集
まってきてそこが光るということです。光っ
ているということは、古い影ではなくてアク
ティブな、今も大食漢のがん細胞だというこ
とになります。そういうものを見つけるのが
ＰＥＴ検診です。
　通常、我々は肺の症状があるとか咳がある
などいろんな情報を集めて、胸の写真を撮る
とかＣＴを撮ることになりますが、ＰＥＴ検
診は全身の画像を撮って症状があるなしに関
わらず、見せていただきます。放射線医、特
に核医学に精通している医師が読影しますの
で、しらみつぶしに見ることができるという
点で他の検診と違うわけです。
　検査の前日には運動をしないでください。
活発に活動して細胞が壊れたりすると、そこ
を修復しようと一生懸命ブドウ糖を摂取して、
そこが光ってしまいます。当日は、ご飯を食
べてくると投与したブドウ糖以外のブドウ糖
が全身に行き渡っている状況になり、検査の
邪魔になります。糖尿病の方も検査に影響が
出ます。
　皆さんの中でも何かあれば、ご相談いただ
けたらと思います。

•菅沼成文（高知南ＲＣ）　お車代をニコニ
コへ。
•浦田健治　菅沼様、実にためになるお話を

Ｉ.Ｍ.にご参加いただいた皆さま、有意義な
１日だったと伺いました。ご参加ありがとう
ございました。私は急遽欠席となり、竹村会
員に代役をお願いし、快く引き受けていただ
き感謝申し上げます。
•𠮷永光男　先週、Ｉ.Ｍ.発表、中西副幹事
ご苦労様でした。浦田会長も、内容が一番良
かったとほめてました。
•森田倫光　猿田先生から素敵なネクタイを
頂きました。本日着用していますが、高級な
品は良いですね。ありがとうございます。
•前田　博　Ｉ.Ｍ.欠席のお詫び。
•福岡満喜子　先日のＩ.Ｍ.お疲れ様でし
た。中西さん、発表立派でした。良く勉強さ
れていると感じました。ネームプレート持ち
帰りお詫び。
•高橋典子　中西さん、いつもワイン会セッ
ティングありがとうございます。先週、ワイ

いただきありがとうございました。
•鬼田知明　菅沼さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。親睦委員会の皆さ
ま、先週の観梅夜間例会後の懇親会では、大
いに盛り上げていただき、とても楽しい１日
でした。ありがとうございました。先週の

ン会２次会のおつりをニコニコに！
•沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。長期欠席のお詫びも兼ねて。
•今西　博　妻の誕生日記念品ありがとうご
ざいます。妻も毎年楽しみに待っているよう
です。
•松﨑郷輔　入会記念日、結婚記念日のお品
をいただきました。ありがとうございます。
また、久々の出席なのでニコニコいたします。
•西森親睦委員会長　先週、２月８日観梅例
会でのバザー（オークション）の売上金額で
す。今回は、ウクライナへの発電機あるいは
トルコ南部地震の救済基金に寄付いたします。
たくさんの寄付ありがとうございます。一旦
ニコニコに入れます。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　２名



◇ロータリーソング
  「春よ来い」
◇来訪ロータリアン及びお客様（敬称略）
　高知南ＲＣ　　菅沼成文 氏
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
　先週は高知南クラブの
お世話でＩ.Ｍ.が開催さ
れました。出席された方
は皆様感じたと思います
が、大変立派な進行で、

なおかつ、各クラブの発表者も前もってしっ
かりした原稿を作られて、内容も私個人的に
はとても素晴らしいと思いました。
　ただ、１カ所だけ、出席された方が誤解さ
れるかなと思う箇所があったので、少しお話
させて頂きます。
　ある発表者が、「自分の事業を譲渡して、
職業的な身分がなくなったことで、会員身分
の喪失を心配していたが、たまたま2019年の
規定審議会でこのことに関する変更があり、
職業がなくなっても会員の資格が維持できる
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分類に属する会員総数に含めてはならない」
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　ただ、１カ所だけ、出席された方が誤解さ
れるかなと思う箇所があったので、少しお話
させて頂きます。
　ある発表者が、「自分の事業を譲渡して、
職業的な身分がなくなったことで、会員身分
の喪失を心配していたが、たまたま2019年の
規定審議会でこのことに関する変更があり、
職業がなくなっても会員の資格が維持できる
ようになって良かったという趣旨の話があり
ました。規定審議会を反映させた定款の変更
の結果、社会奉仕活動に意欲のある人であれ
ば必ずしも職業を持たなくてもロータリーの
会員身分を得ることができるように変更なっ
たということを言われていたと思います。し
かしこの変更は、新規に会員身分を得るには、
以前は職業を持っていないと入会資格がなか

ったが、定款の変更の結果必ずしも職業を持
っていなくても社会に奉仕する意欲のある成
人であれば入会資格があるということになっ
たという趣旨の変更です。
　以前も今も、かつて入会時に職業をもって
入会した会員であればその後、年齢的なもの
や何らかの事情で職を失っても、ロータリー
には在籍できる」というのが正しい解釈です
ので、この発表者はもとより何の心配もな
かったということです。
　2001年から2016年までの定款の中では、１
業種１名という決まりが1業種５名までに変
更された、云々ということがありますが、誤
解を生じやすいところは、職業分類の中の制
限（当時）で、１業種５名までという制限が
あったときに、「引退した会員は、その職業
分類に属する会員総数に含めてはならない」
という文言がありました。引退したら職業分
類からは外される。つまり、ある業種が５名
満杯だったところ１名の枠が空くという意味
を、引退したら基本的にロータリーを辞めな
ければいけないと誤解しやすい文章になって
いるので、誤解が生じたのかなと思ったこと
でした。　
　蛇足ですが、元々違う職を持って入会した
のちその身分を保ちながら途中で選挙に出て、
議員や市長を務めている人は対象ではないの
ですが、選挙で選ばれる政治家は、かつては
公職についている人という表現で、ロータリ
ーに入れないという制限事項が2016年に定款

●会長／浦田健治　●幹事／鬼田知明　●雑誌会報委員／森田倫光・松本隆之・土居祐三
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
884,180円
167,826円
1,052,006円

7,617円
200円
7,817円

891,797円
168,026円
1,059,823円

チビニコ 合　計

２月15日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
・情報集会
　３月14日㈫～16日㈭　18：30～（得月樓）
３月15日㈬　ロータリー休日
３月29日㈬　役員会
４月５日㈬　例会変更
　　　　　　６日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　　（高知中央ＲＣ・城西館）
４月12日㈬　定例理事会

４月19日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　　　　　　　　　　（得月樓）
４月26日㈬　役員会
５月３日㈬　休会（国民の祝日）
５月10日㈬　定例理事会
　　　　　　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）
５月17日㈬　ロータリー休日
５月24日㈬　役員会
５月31日㈬　ロータリー休日

の条項に職業分類がなくなるまではずっとあ
りましたが、この制限事項も自動的に撤廃さ
れています。
　そのようなことで、ロータリーにおいてル
ール事というのは実に面倒なことだと思いま
すが、クラブ運営やクラブライフを送るうえ
で誤解が生じたりするのは嫌なことです。ル
ールの変更等を押さえておくことも必要だな
と、その辺のことをお話させていただきまし
た。
◇会　長　報　告
・２月11日に開催されたＩ.Ｍ.のお礼が届い
ています。

◇幹　事　報　告
・ロータリー手帳の購入案内がきています。
希望者はチェックをお願いします。
・レターボックスに地区大会の案内が来てい
ます。参加に関しては理事会で協議の上、
ご連絡します。
・地区概況の訂正をレターボックスに入れて
います。
・ガバナー月信が届いています。ファイルを
ご覧ください。
・水曜会から観梅会へのお礼として５万円を
頂きました。周年記念事業特別会計に入れ
ます。

● 出席率報告 ●

２月15日
２月１日

総数
－5 54
－7 54

出席
41
41

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

75.93％
75.93％

出席率
95.92％
100％

6
6

　我々のところは、旧帝国大学と比しても、
こういうことはやってないんじゃないかとい
う非常に大きな取り組みをしています。前々
の学長だった相良先生が提唱した先端医療学
推進センターです。
　高知大学医学部は40年前、1976年に準備室
を設置して始まりましたが、40年も経ちまし
たので、もう一人前かなと私自身は思ってい
ます。その中で、どうも医師養成に偏った風
潮があって、いろんな研究の成果をただ使う
だけの大学になってはいけないと。もちろん、
地域医療を支えるために創られた医科大学で
すので、高知県の医療には責任を持っていき
ますが、国立大学ですので、目の前の患者さ
んに対して最善の医療をすることが世界に対
して福音を発することにつながると、私は強
く信じています。そして、学生たちには２年
生から６年生まで教室に所属させて、我々が
日夜、頭を悩ませている問題を投げかけて研
究をさせるという教育をしています。
　この中で、私がリーダーを務めているのが
エコチル班、全国で10万人の子どもを追跡す

る調査です。高知でも7,000人を追跡してい
ます。これは環境因子が子どもの健康にどの
ような影響を与えるかを調べています。また、
相良先生が始めた研究で、臍帯血を使っての
脳性マヒに対する治療で、国内で初めて６例
に臨床研究を行い成功しています。これを日
本全国に広げるべく努力をしているところで
す。小児科の藤枝教授と産婦人科の前田教授
が中心になって行っています。
　創薬基盤研究は、薬理学の斎藤教授を中心
に様々な協力体制で行っています。農林、海
洋、あるいは海洋コアセンターといった非常
に面白いリソースを持っている者たちと共に、
特に泌尿器科系、アルツハイマー治療薬の開
発を、会社も創りながら行っています。
　神経アルツハイマー治療薬は、麻生教授が
中心になって独創的な研究を行い、高知から
新しいアルツハイマー治療薬が世に出るので
はないかと期待しています。
　看護も教育も非常に熱心で、我々は南海ト
ラフの危機に直面していますが、医学生も併
せての防災教育を進めています。看護のコー

スには保健師コースを分けて設置をしており、
予防医学的な教育を現地に赴いて行っていま
す。皆さま方の会社の健康を守る産業保健師
もこの中から出てくるに違いないと思います。
　地域のさまざまなリソースと連携した共同
研究講座、馬路村のユズを使った健康食品も
医学的なエビデンスがあるかどうかを確かめ
ながら進めているところです。
歯科口腔外科では、ヤマキンさんと一緒にソ
フトウェアを使っての義歯を、何度も手作業
で修正しなければいけなかったものを、精度
の高い形状でつくっていくといった技術を活
用しています。
　私の出身の岡山大学は国際保健のかなり強
いところでしたが、高知でも国際的な活動を
している小林先生がいらっしゃって一緒に取
り組んでいるのが、国際ロータリー財団の支
援を受けてのブラジルへの高度医療技術の支
援です。ブラジルでは日本の外科医の手術の
手技を見て、とても感動していました。そし
て、ブラジルから３名の外科医を招いて実地
の研修をし、向こうでも彼らに手術をさせて
指導するといったことをしています。その後、
国立国際医療研究センターからも３年間の事
業費をいただいて、内視鏡の診断治療及び腹
腔鏡の治療について研修してまいりました。
この中に、私が創設した認定ＮＰＯ法人「ブ
リッジ」もサポートをしています。
　当時、マットグロッソ・ド・スル州にはＥ
ＳＤができる医師はいませんでしたが、厚労
省の外国人臨床修練制度を使って高知大に招
いたエドワルダ医師が最初の術者として成功
しました。講習の内容はオンラインでつくっ
ており、それを医師が見て実地の研修を受け
ます。また、最近、ブラジルからポジェリオ
医師が外国人臨床修練制度を使って来日し、
こちらで実際に医療を行う許可を得て、３週
間研修をしてＥＳＤを胃でも大腸でも成功し

ました。南ＲＣの夜間例会にも来ていただき
ました。こうした内容について、冊子を作っ
て現地に配布しています。
　ＰＥＴ－ＣＴ検診を日本で初めて行ったの
が、私の前任地である福井大学です。元々は
ＰＥＴの画像しかなかったものを、ＣＴの画
像と足し合わせることによって場所がはっき
り分かるようになりました。この検査は、Ｆ
ＤＧ（陽電子放出するフッ素を付けたブドウ
糖類似物）の静脈注射により、特定臓器では
なく、一度でほぼ全身を検査できます。ここ
にブドウ糖が居ますよ、という合図を送って
くれたところが色が付くという仕組みになっ
ています。何でブドウ糖かというと、がん細
胞というのは非常に大食いで、ブドウ糖が集
まってきてそこが光るということです。光っ
ているということは、古い影ではなくてアク
ティブな、今も大食漢のがん細胞だというこ
とになります。そういうものを見つけるのが
ＰＥＴ検診です。
　通常、我々は肺の症状があるとか咳がある
などいろんな情報を集めて、胸の写真を撮る
とかＣＴを撮ることになりますが、ＰＥＴ検
診は全身の画像を撮って症状があるなしに関
わらず、見せていただきます。放射線医、特
に核医学に精通している医師が読影しますの
で、しらみつぶしに見ることができるという
点で他の検診と違うわけです。
　検査の前日には運動をしないでください。
活発に活動して細胞が壊れたりすると、そこ
を修復しようと一生懸命ブドウ糖を摂取して、
そこが光ってしまいます。当日は、ご飯を食
べてくると投与したブドウ糖以外のブドウ糖
が全身に行き渡っている状況になり、検査の
邪魔になります。糖尿病の方も検査に影響が
出ます。
　皆さんの中でも何かあれば、ご相談いただ
けたらと思います。

•菅沼成文（高知南ＲＣ）　お車代をニコニ
コへ。
•浦田健治　菅沼様、実にためになるお話を

Ｉ.Ｍ.にご参加いただいた皆さま、有意義な
１日だったと伺いました。ご参加ありがとう
ございました。私は急遽欠席となり、竹村会
員に代役をお願いし、快く引き受けていただ
き感謝申し上げます。
•𠮷永光男　先週、Ｉ.Ｍ.発表、中西副幹事
ご苦労様でした。浦田会長も、内容が一番良
かったとほめてました。
•森田倫光　猿田先生から素敵なネクタイを
頂きました。本日着用していますが、高級な
品は良いですね。ありがとうございます。
•前田　博　Ｉ.Ｍ.欠席のお詫び。
•福岡満喜子　先日のＩ.Ｍ.お疲れ様でし
た。中西さん、発表立派でした。良く勉強さ
れていると感じました。ネームプレート持ち
帰りお詫び。
•高橋典子　中西さん、いつもワイン会セッ
ティングありがとうございます。先週、ワイ

いただきありがとうございました。
•鬼田知明　菅沼さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。親睦委員会の皆さ
ま、先週の観梅夜間例会後の懇親会では、大
いに盛り上げていただき、とても楽しい１日
でした。ありがとうございました。先週の

ン会２次会のおつりをニコニコに！
•沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
いました。長期欠席のお詫びも兼ねて。
•今西　博　妻の誕生日記念品ありがとうご
ざいます。妻も毎年楽しみに待っているよう
です。
•松﨑郷輔　入会記念日、結婚記念日のお品
をいただきました。ありがとうございます。
また、久々の出席なのでニコニコいたします。
•西森親睦委員会長　先週、２月８日観梅例
会でのバザー（オークション）の売上金額で
す。今回は、ウクライナへの発電機あるいは
トルコ南部地震の救済基金に寄付いたします。
たくさんの寄付ありがとうございます。一旦
ニコニコに入れます。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　２名
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