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会長卓話 

 
小宮山大介 会長 

皆様こんにちは。実は先日 6日の未明に義理の父

が亡くなりました。86 歳でした。父は生涯 6 回のガン

を経験しました。いずれも原発の影響でがん体質だ

ったのだと思います。栃木の葛生に生まれ、早稲田

大学卒業の後、木材関係の仕事をしていました。幸

いにも医師の家庭に生まれ、兄弟にも医師が多く息

子も医師。そんな訳でその部位の専門家にいずれも

診てもらう事が出来ました。ガンの部位は喉頭がん・

胃がん・肺がん 2 回・咽頭がん・前立腺がん。最初が

50歳でしたので、36年間もガンと戦い続けました。た

だ最近よく耳にする“先進医療”には一度もお世話に

なっていません。そこで今日は私の仕事の一分野で

もある“先進医療”のお話をしたいと思います。 

 

まず“先進医療”とは、特定の大学病院などで研

究・開発された新しい治療・手術がある程度実績を積
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んで確立されると、先進医療として厚生労働省が認

めます。そして実績が認められると公的医療になって

行きます。つまり公的医療保険に認定するか？しな

いか？の段階にあるものを言います。ですので、お金

を出せば受けられ、深刻な病も治すことが出来るとい

う訳ではありません。現在は約 90 種類くらいの先進

医療が運用されていますが、受けた年間実績は全国

で 28,500人程度です。（東京ドーム 1杯分） 

 

ガンの治療で重粒子線治療を聞いたことがあるか

と思います。放射線を加速器で光速に近い速度でが

ん病巣にピンポイントで照射する療法です。ただ先進

医療の部位公的医療保険適応の部位があります。例

えば食道がん・肺がん・肝がん・膵がん・婦人科腫瘍・

転移腫瘍は先進医療。頭頚部ガン・前立腺がんは公

的医療保険適応です。（2018 年 4 月より）公的医療

保険適応前はいずれも 300 万円以上しましたが、現

在、保険適応部位であれば、自己負担額は 10 万円

以下（標準所得者）になります。 

 

最後に日経 1/7 の記事ですが、白血病の高額薬

“キムリア” 患者自身の血液を取り出し遺伝子操作を

し、それを製剤化したものを点滴で投与し患者の体

内に戻すという治療薬です。なんとその薬価は 3,349

万円！標準所得者だと一回の負担は 40万円程度に

なります。その差額の負担は健康保険になるのです。

また、先進医療のひとつ、白内障治療の多焦点眼内

レンズ。片目50万円くらいでしょうか。これは現在、先

進医療に認定されています。それが四月以降は先進

医療から外れます。公的医療保険適応にもなりませ

ん。つまり、民間の医療保険の先進医療からも外れま

す。よくある先進医療特約の対象外になるのです。も

し手術を受けるのであればお早めに！ 

本日も例会の出席ありがとうございます。 

 

 

幹事報告 

 
大濱裕広 幹事 

 皆さま、こんにちは。お客様ようこそ。本日もよろしく

お願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

 

（地区より） 

・青少年・育成インターアクト委員長より、小林ガバナ

ー主催歓迎会の案内がきております。日時は 2月

15日（土）です。青少年奉仕委員会様のご出席を

お願いしますとのことです。 

・RLIパートⅢの案内が来ております。日時は 3月 7

日（土）、午前 9時から埼玉会館にて開催されます

ので、該当される方には是非、出席をお願いいた

します。 

 

（クラブより） 

・越谷RCより、2月度例会プログラムがきております。

例会場に掲示しておきますのでご確認ください。 

・川口モーニングロータリークラブ様よりアイメイト寄贈

チャリテイーゴルフ≪4月 6日（月）プレステージ

CC≫の案内が来ております。参加希望の方は事

務局までお願いします。 

・米山奨学生ドリスに奨学金、青少年交換留学生サミ

ュエルにお小遣い、ホストファミリーの酒井会員に

謝礼をお渡しいたします。 

・小宮山年度も残すところ 5か月となりました。まだ各

委員会の事業が残っておりますので、各委員長様

には委員会の開催をお願いいたします。残りの各
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事業の打ち合わせ及び懇親を深めていただき、多

くの会員の皆様に例会出席をお願いしたく、お声

をかけていただきますように、よろしくお願い申し上

げます。 

以上幹事報告でした。 

 

結婚・誕生日祝い 

 
(誕生日) 

佐藤 要 会員 ・ 関森 初義 会員 

川島 徹 会員 ・ 星野 敦鋭 会員 

(結婚) 

太田 靖彦 会員 ・ 青木 清 会員 

 大熊 正行 会員 ・ 星野 敦鋭 会員 

 

 

 

 

(結婚祝い) 太田 靖彦 会員 

 皆様こんにちは。結婚年数だけは多くて、2月で結

婚 58年目となりました。あと 2年頑張れば 60年目で

節目の年になります。偶然ですけど、中澤ノミニーが

会長の年度にロータリー歴も丁度 30周年になるので、

健康を維持して、がんばって行きたいと思います。 

 

お客様挨拶 

 

第 8Gガバナー補佐 新井 進 様 

皆さんこんにちは。今日は先日行われました IMの

お礼に参りました。お陰様で多数の方のご出席を得

まして盛大に行うことができました。また、関森様には

お宿の提供ありがとうございました。 

 

 

卓話 

 
イオンモール（株）イオンレイクタウン 

活性化推進部長 重松 雅人 様 

「私の履歴書」 

私の履歴書というテーマで、お話しいただきました。

赴任先のイオンで、どのように発展させてきたか大変

参考になる内容でした。  
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講演資料では、地域の特徴やニーズを踏まえて展

開して行ったイオンモールの戦略や、越谷市のポテ

ンシャルについて説明頂きました。 

 

 

地域の為になる大変貴重なお話をありがとうござい

ました。 

 

スマイル報告 

 

・IMでは出席率65％と、多数の皆様のご参加に感謝

申し上げます。お陰様で皆様に喜んでいただき、

お役に立てたら何よりと思っております。その後、孫

の高校受験合格やら、東京オリンピック・パラリンピ

ックの物品入札で当社の商品が選手村などに配置

される事が決まるなどうれしい事が続いております。 

新井 進 様 

・イオンモール（株）重松様、本日はよろしくお願い致

します。新井ガバナー補佐ようこそ！ 

                          小宮山大介 

・お客様ようこそ。本日も宜しくお願い致します。 

大濱裕広 

・イオンレイクタウン重松様、いつもお世話になってお

ります。本日はお忙しい中ありがとうございます。新

井ガバナー補佐もありがとうございます。 

大熊正行 

・新井ガバナー補佐、お客様ようこそ！ 

宮﨑敏博 須賀篤史 市川洋和 

・重松様、本日の卓話よろしくお願いします。 

松﨑義一 

・結婚祝い、ありがとうございます！ 

太田靖彦 大熊正行 

・誕生日祝いありがとうございます。 

関森初義 佐藤 要 川島 徹 

・先日の語ろう会にご出席頂いた皆様、ありがとうござ

いました。お陰様で楽しく有意義な会でした。 

堀野眞孝 

・本日も宜しくお願い致します。 

松井昭夫 髙瑠美子 伊藤 純 

 

 

 

出席報告 

 

会員数          46名 

出席免除者欠席     5名 

出席者          36名 

欠席者          10名 

出席率          87.8% 

 


