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こんにちは、

本日は新しい癌治療法の光免疫療法をご紹介させて頂きます。

2012年にオバマ大統領が一般教書演説でも取り上げた、米国NIH
研究所で小林久隆氏が開発した癌治療法です。

光免疫療法用の薬は、がん細胞の表面に多く出ている抗原にくっつ
く抗体に、光に反応する物質をつけたものです。この薬を点滴投与す
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ると徐々にがんに集まっていき、1日くらいでがん細
胞に薬がたくさんくっつきます。そこにレーザー光を
当てると薬が反応し、薬がたくさんくっついたがん細
胞は破裂して死滅します。一方で、光免疫療法用の薬
がほとんどくっつかない正常細胞は、レーザー光を
当ててもダメージを受けません。また光免疫療法用
の薬自体は細胞にダメージを与えませんし、使用す
るレーザー光も人体に害は及ぼさないので、抗がん
剤のような治療部位以外での副作用はなく、患者に
やさしいがん治療法といえます。また光免疫療法は、
直接細胞を殺傷する作用だけでなく、患者自身のが
んに対する免疫を活性化することでもがん細胞を攻
撃します。光免疫療法によりがん細胞を破壊すると、
がん細胞の中からがんに特有の物質（がん抗原）が
周囲にばら撒かれます。一方、がん細胞の近くにいる
免疫細胞はダメージを受けていないので、周りの免
疫細胞が出てきたがん抗原を取込み、壊れたがん細
胞と同じ細胞に対する免疫が活性化されます。この
がん細胞に対する免疫の活性化により、患者自身の
免疫システムが、がん抗原を持っているがん細胞に
対して攻撃を始め、光免疫療法では生き残ってし
まったがん細胞もさらに攻撃することができます。こ
のがん細胞を退治することができる免疫細胞が治療
したがんのところから全身に循環することで、遠く離
れた場所の転移がんに対しても治療効果を発揮する
ことが期待されます。またがん細胞に対する免疫を獲
得あるいは増強すると、感染症に対するワクチンの
場合と同様に、同じがんが再発しないように予防す
る効果も期待できます。

現在のところ本治療法の保険適応は、先行する各種
治療で効果のなかった、また、遠隔転移のない頭頸
部がん（舌がん、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、鼻
副鼻腔がんなど）に限り行われますが、将来は「頭頸
部がん」や「転移なし」、「先行治療歴あり」に限らない
色々ながんにも適応を広げていければと考えられて
おります。

2021-22年度第1330回（第14回例会）
幹事報告 (12/2)

幹事  嶽下 勇治

皆さん、こんにちは！

本日の幹事報告をさせていただきます。

（12月 疾病予防と治療月間）

■12月2日（木）、卓話　戸田会員（山本会員と交代）

■12月3日（金）、地区大会
　会場：大阪国際会議場
　開会：13：00
　集合→12：30 入場ケートから入って中央

■12月9日（木）、例会日変更
　→12/11クリスマス家族会

■12月11日（土）、例会、クリスマス家族会
　親睦活動小委員会 佐賀野委員長

■12月16日（木）
　・委員会報告
　・第7回1月度理事会（13：40～14：30）

■12月23日（木）、休会

■12月30日（木）、休会

（1月・職業奉仕月間）

■1月16日（木）
　・会長、幹事新年の挨拶
　・第8回2月度理事会

Congratulations!

米山奨学委員会より早瀨会員が
米山功労者の表彰を受けました。



「最近、戸田先生、テレビに出なくなりましたね。」と患
者さんによく言われます。その理由は医者が出てきて
病気について解説する健康に関するバラエティー番
組が殆ど無くなったからです。なぜなら病気が気にな
る高齢者世代の視聴率が高くても物を買ってくれな
いからスポンサーが付かないのです。だから、テレビ
を観る割合が少なくてもお金を自分のために自由に
遣う若い世代向きの番組を作りようになりました。そ
こで、僕はテレビに代わって世間の皆様に役立つ健
康に関する情報を発信しようと考えました。

僕は今までテレビ番組のため作ったけど、ボツになっ
たネタをYOU-TUBEで発信しています。現在チャンネ
ル登録者数は約100人です。よろしければ、「戸田ク
リニック」、「江坂」で検索していただき、さらによろし
ければ、チャンネル登録してやってください。

僕は同じ画像や動画をYOU-TUBE、FACEBOOK、
TWITTERそしてINSTAGRAMに掲載しています。そう
するとそれぞれの特徴がよくわかります。

まず、YOU-TUBEで再生回数が一番多いのは10年か
けて約28,000件再生のテニス肘の動画です。スポー
ツよりも病気に関する動画の再生回数が多く、古く
なっても観てくれる人が多いという特徴があります。
先日、GOOGLEマップに本名で悪いクチコミを書いて
きた人がいたのでカルテを調べて、返信しました。そ
のことを記事にしました。するとFACEBOOKでは友だ
ちに見せているので悪いクチコミに対して「かわいそ
うに」とか「気にするな」という投稿をいただきました。
癒やしを求めるならFACEBOOKが良いと思いました。

同じ記事をTWITTERに載せると、僕の返信に「いい
ね」がつき、転載してくれる人もいて1日で160件も閲

覧してくれました。トランプ大統領もそれを利用した
のでしょうが、自分の意見を広めたい時はTWITTER
が良いと思いました。でも古い記事は読んでくれな
いという欠点があります。同じ記事をINSTAGRAMに
載せると、誰も観てくれませんでした。その代わり、
ドーピングの記事を載せると2時間で12人が観てく
れました。インスタは若い世代が観ているので他人
が嫌な目にあったことなど興味はありません。脳みそ
筋肉のような筋トレの話題の方が再生回数が増える
と僕は感じました。

ロータリークラブとしてYOU-TUBEを活用している例
を紹介します。カナダのSaskatoon Nutanaロータ
リークラブでは「四つのテスト」の歌詞をカントリー調
の曲にアレンジして会員で歌っている動画を
YOU-TUBEに投稿して2年間で約1万回再生されて
います。本年度の2660地区研修会での吉川ガバ
ナーの挨拶は8ヶ月間で73回しか再生されていませ
んので、いかに再生回数が多いかがわかると思いま
す。このようなロータリーの奉仕の精神を世間にわか
りやすく動画で伝えることは若い世代への公共イ
メージの向上につながると僕は思います。

では、僕のYou-Tubeチャンネルで再生回数の多い動
画の内容を紹介させていただきます。カナダのソル
ター博士は呼吸によって24時間休むことなく動き続
ける肋骨の両端には変形性関節症が起こらないこと
から常に動いていると軟骨はすり減らないという仮
説をたてました。

小刻みな運動を英語でジグリングといいます。井上先
生は小刻みな動きで変形性股関節症の軟骨を再生
するために貧乏ゆすりをしてもらい、症状が改善した
と報告しています。皆様も貧乏ゆすりをお試し下さい。

次は、「靴底の外側だけすり減る人は安心して下さい。
内側もすり減ることが問題」という話をします。

齋藤先生達は、若者と高齢者が使用していた靴の摩
耗の具合を比較しました（齋藤誠二ほか靴の医学.
20：136-141,2006.）。その結果、高齢者は若者のよ
うに外側に偏ったすり減りではなく、外側の摩耗と同
時に内側も摩耗していました。その理由ですが、通常
の歩行では踵が地面に着く瞬間に足が外側に開くの
で靴の外側がすり減るのは当たり前、 高齢者は加齢

私のYou-Tubeチャンネルで再生回数の多い動画の紹介

戸田 佳孝 会員



11月25日（木曜日）15：30～開明中学校・高等学校
会議室にて開催されました、第六回インターアクト海
外研修合同委員会の報告をさせて頂きます。

当日、開明中学校、高校より竹森教頭先生、IAC部活
担当先生方、高島PDG 、大阪東RC、大阪中之島RCイ
ンターアクト担当者、JTBから松田氏、計11名のご出
席頂きました。協議中、開明中学・高等学校担当者よ
りIAC海外研修が無理なら、代替地として国内研修で
も実施してほしい！と、要望がありました。

インターアクター達を想う担当先生のお気持ちを深
く感じました。

地区インターアクト委員会出向者として、大阪東RC
廣田副委員長・檜皮は地区委員会にお話させて頂く
つもりです。担当の先生方もIACの最大のMainであ

第六回インターアクト海外研修
合同委員会報告 青少年活動小委員会委員長  檜皮 悦子

に伴う下肢筋力が低下し、すり足歩きになるからです。
そして、滑って転倒しやすくなります。高齢者のご家
族がいれば、足を高く挙げて歩くように注意してあげ
て下さい。

なお、僕の研究では片方の膝だけの変形性膝関節症
の患者さんの靴を調査しました。内側と外側のすり減
りの尖端を結ぶ線と靴に中心線のなす角度は、痛む
側で大きかったです。つまり、内側もすり減っていまし
た。だからひざの痛む人は靴の内側がすり減ってく
れば、靴を買い換えるべきだと考えます。

とはいえ、ヒールの外側が1.64cm以上すり減った靴
を履いていると足首や膝を傷めます。ゆりかごは少し
力を加えるだけでユラユラをいつまでも揺れていま
すよね。ヒールがすり減った靴も端が反り返っていま
すので、歩いて入るときにゆりかごと同じ現象がおこ
り、足首や膝に負担をかけます。ある研究では踵部分
1.64センチ以上の浮き上がった靴を履くと、足首を

曲げるのタイミングが早まり、足首に負担をかけるこ
とがわかりました。

2021年11月23日に服部緑地公園で行われた野球
同好会の練習風景をTWITTERに投稿しました。6日
間で196人が読んでくれました。東京の東村山ロータ
リークラブからは「いいね」をいただきました。このよ
うに若い世代や女性が興味を持ってくれるような形
にアレンジしてロータリークラブの活動をSNSに発信
することが僕は有益だと考えます。なぜなら、今の若
い世代は活字から情報を得ることは少なく、携帯の
動画で情報を得ることが多いからです。

私が会長をさせていただく2023-2024年度にはクラ
ブで行った奉仕事業を動画にしてSNSに投稿し、大阪
中之島ロータリークラブの公共イメージを向上したい
と考えております。勿論、無料です。どうかその時に「動
画に映るのは嫌」、「顔を出すのは嫌」などと言わない
でやって下さい。何とぞ、ご協力のほどお願いします。

る海外研修実現に頑張っておられます。ロータリアン
の皆様方もご協力宜しくお願いします。

次回、インターアクト部活参加日　12月22日（水）

17時00分よりクリスマス会を兼ねてプレゼント交換
をします。参加者は500円位のプレゼント交換をしま
す【ロータリアンは、上限無しです】。

次回、合同委員会は2022年2月17日15時30分より
開明会議室にて開催されます。ご予定の程宜しくお
願いします。

IAC奉仕活動の中でインターアクター自身が生み出
すインパクトはロータリアンの皆様の応援で更に大
きくなります。一年間のインターアクター達の奉仕事
業を讃えてあげてください。

・現在、台湾でのコロナ状況は、感染者「0」の日が
続いており、落ち着きを取り戻しているが、入国
に関しては現在も制限がある。JTB台湾の見通し
では2022年5月以降に回復するのではないか
と予測している。

・海外研修を予定通り実施するのか、研修1年前
には判断する。中止になった場合を想定し、国内
で活動出来るような代替案を並行して検討する。
この代替案を検討する事については地区委員
会に打診する。

海外研修担当旅行社JTBより2023～2024年度海外研修について
JTB海外研修インターアクト担当者 代理：松田氏（担当：田阪氏）より



12月2日のメニュー

12月3日（金）13：00より、2021-22年度国際ロータリー第2660地区 地区大会が大阪国際会議場にて開催さ
れました。今年は会場での参加に加え、オンライン配信も同時に行われました。

2021-22年度 地区大会

口取り 卵焼　秋刀魚めはり寿司　海老芝煮
 千無花果ダスト揚げ　白身フレーク揚げ
 焼め栗　帆立煮　サーモンチーズ
 銀杏田舎煮　赤蕪

焚合せ 蕪　鶏団子　大阪菜浸し

焼　肴 兵鯛味噌柚庵焼　烏賊絹糸揚げ　松葉そば

御　飯 鯛御飯　煎り卵　三つ葉

煮物椀 蟹真丈丸　栗麩　青味　柚子

デザート 柿ババロア　柿　石榴
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戸田：本日卓話お耳汚しですみません。

北村（讓）：12月度。よろしくお願いいたします。

嶽下：ニコニコ

村上：本日の戸田会員の卓話、楽しみにしています。

村橋：結婚記念日のお花いただきました。お陰様で40
年。有難うございました。

檜皮：戸田さん、卓話楽しみにしております。

前田：先日の民謡大会成功しました。

村木：ニコニコ！！

山本：戸田会員、代理卓話有難うございます。

西田：本日の戸田さんの卓話、楽しみにしています。
ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

下岡：寒くなりましたね。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

本日合計 : ￥37,000
累　計 : ￥562,000

●出席報告
会員数 33名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 26名 外国ゲスト 1名
欠席者 8名

出席率 81.25 %
11月4日の修正出席率 84.37 %

●本日のゲスト
早瀬会員ご紹介 趙 翎孜（チョウレイシ） 様

▲お誕生日のお祝い：左より小林 俊統会員・栗山 博道会長・西田 末彦会員

▲事務所創立記念日のお祝い：左より栗山 博道会長・嶽下 勇治幹事

●メイクアップ
村橋 義晃 11月11日 地区財団委員会


