
八雲  流川店 2016年１月８日第 884回

新年夜間例会

広島サンプラザ 2016年１月18日第 885回
会長時間

会長　佐伯　敬男

卓　話

インフルエンザにかからない
ために

　今川　　勝　会員

広島サンプラザ 2016年１月25日第 886回
会長時間

パスト会長　大藤　良治

卓　話

高精度放射線治療の現状と展望
広島大学  大学院医歯薬保健学研究院

応用生命科学部門  放射線腫瘍学  教授
広島がん高精度放射線治療センター  センター長

　永田　靖　様

　近年の科学技術の進歩は、従
来からの放射線治療に大きな変
革をもたらしました。特に画像
診断技術の進歩によって病気の
形状をより正確にとらえられる
ことが可能となりました。ま
たコンピュータ技術の進歩に
より、体内に照射された放射線のより正確な線量
を計算することが可能となりました。一方では機
械工学の進歩により、病変近傍に正確に線量を集
中することが可能となり、原体照射、３次元照射、
呼吸同期照射などの種々の最新照射技術が編み出
されてきました。そのために、「切らずにがんを治
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す放射線治療」の意義が高まってきております。
　本日は、これらの高精度放射線治療技術の進歩、
特に肺癌や肝癌に対する定位放射線照射（ピンポ
イント照射）、前立腺癌や頭頸部癌に対する強度変
調放射線治療（IMRT）、最新の種々の画像誘導放
射線治療装置を中心に、平成27年10月１日に広島
駅新幹線口（通称エキキタ）に開業しました広島
県立広島がん高
精度放射線治療
センター（通称
ハイプラック）の
紹介を含めて概
説させていただ
きます。

広島サンプラザ 2016年２月１日第 887回
会長時間

平和と紛争予防と 
紛争解決月間に因んで

会長　佐伯　敬男
　皆さんこんにちは、会長の
佐伯です今月は、平和と紛争
予防と紛争解決月間について
の話ですが今日はその方面に
専門の先生が来られておられ
ますので卓話の時間にしっか
り受講したいと思いますので
よろしくお願いします。
　話は変わりますが、先月は芸能界で日本中いな
海外にもニュースになり三週間ぐらいは騒がれま
したが、最終的には誤解により双方の意見が合わ
なかったとのことで事務所とマネージャが和解し
たとのことで収まった様子ですが、この誤解につ
いては、私個人においても年齢と共に目も遠視に
なり耳も遠くなり時折誤解されたりまた受けたり
しますが、これも個人個人ならば話し合いをして
行けば解決することもできます、しかしこの輪が
大きくなり国同士となりますと単に誤解論では済
まされず紛争になることもあるのではないかと思
います。
　この誤解について、最近東京大学先端科学技術
センター教授西成勝裕先生が誤解学について本を
出されています、先生は言われていますこれまで

「渋滞学」「無駄学」を経て、今回「誤解学」に至っ
たのですが「渋滞学」「無駄学」を通して感じたこ
とは渋滞も無駄もその背景には「渋滞を避けるた
めには車間距離を開けないで走るほうがよい、余
裕を取ることは、貴重な時間を無駄に使っている」
といった誤解があるとゆうことです、又ネット上
の匿名の相手に反論は不利なのでとても悔しさを
感じたことがあります、このように「ほんとうは
違うのに」という誤解を解消したい感情は誰もが
一度は抱いたことがあると思います。
　これが人間同士であればコミュニケーションの
中で誤解が生じる場合はたくさんあると思います
がその原因は自分にある場合と相手にある場合が
ありますいずれにしても誤解を避けるためにはコ
ミュニケーションの際に「省略」と「先入観」が
誤解を避けるヒントになると言われておられてい
ます、それにしても誤解を生じたときは長い時間
のスケールで見て「損をして得を取る」精神でしっ
かり対話をして解決の方向
へ行くようにすることが大
事なことだと思っておりま
す。
　なにかまとまらない話に
なりましたが誤解を生じな
いようにしてください。

卓　話

海上保安庁と海上保安大学校の 
概要

海上保安大学校  校長 

　菊井　大蔵　様
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中国醸造（株） 2016年２月８日第 888回

職場訪問例会
中国醸造株式会社

廿日市市桜尾1丁目12番１号

広島サンプラザ 2016年２月15日第 889回
会長時間

会長　佐伯　敬男

卓　話

国土交通行政をめぐる 
最近の動向について

国土交通省中国地方整備局長 

　丸山　隆英　様

　

広島サンプラザ 2016年２月22日第 890回
会長時間

パスト会長　永井　勝康

卓　話

感染症の話題
第21代県立広島病院  院長
広島県感染症・疾病管理センター  センター長
広島県医師会  副会長  

　桑原　正雄　様

広島サンプラザ 2016年２月29日第 891回
会長時間

パスト会長　 
河内　正晴
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卓　話

アジア競技大会（広島）の裏話
RI2710地区AG（2014-15）．広島東南RC 

　神辺　眞之　様

　1993年10月に第12回アジア競
技大会が広島でありました。
　その時、私はMedical Control 
小委員会の委員長を担当し、禁
止薬物に関するDoping Testと
Gender Verification Test（性
別判定検査）を行いましたので、
その時のお話をさせていただきます。
○Doping Test について：

　筋力増強剤や覚醒剤などは健康に良くないと
され、禁止薬品に指定され、競技終了後、入賞
者の８位まで尿検査が行われました。
　Dopingの語源はアフリカの黒人が戦争に行く
前に頭を狂わせるために飲んだDopeという酒の
ことです。
　競馬で馬の好きな人参を馬の鼻先にぶら下げ
て走らせたのが始まりと言われています。残念
ながら中国の馬軍団と呼ばれる屈強な女性水泳
選手がDoping Test 陽性で失格になりました。

○ Gender Verification Test （性別判定検査）につ
いて：
　女性の競技に力の強い男性が混じって競技す
ることは、un-fareであるとして、メキシコオリ
ンピックから当時はSex Check検査として始めら
れました。
　私たちは、Koopman博士が1991年にマウスの
実験で実証した睾丸を造る遺伝子を含むプライ
マ（試薬）を試作し、1300人の女性選手全員、
競 技 前 に 頭 髪 の
毛根の細胞で調べ
ました。３人怪し
いのがありました
が、最終的には全
員、女性でした。

○アジア競技大会裏話：
　裏話はちょっと文章にするのが難しいので、
卓話の際にお話させていただきます。

活動報告

インフォーマルミーティング
（2月26日）

リーガロイヤルホテル広島33階

インターシティミーティング
（2月28日）

ANAクラウンプラザホテル広島３階
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