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新潟 RC １2 月第 ３例会 (2017.12.19) №３２１２ 

 

(1) ロータリーソング「我らの生業」斉唱 

(2) 2008～09年度会長 柴田 史郎氏が12月15日ご

逝去されました。～黙祷～ 

 

(3) 徳永 昭輝会長挨拶 

 慌ただしい時節となりました。非常に残念なお知らせをしなく

てはなりません。12 月 15 日、前新潟 RC 会長、ゴルフ同好会

会長としてご活躍頂いていた柴田史郎先生がご逝去されまし

た。ここに謹んで先生の生前のご活躍に対して黙とうをささげ

たいと思います。 

 今日は、卓話の講師として新潟大学医歯学総合研究科、産

婦人科の榎本隆之教授をお迎えしています。先生は、大阪大

学を昭和 58 年に卒業され、昭和 61 年から米国の国立がん研

究所客員研究員として 4 年半留学され、帰国後は主に阪大病

院で勤務され、平成 20 年大阪大学付属病院教授に就任、平

成22年新潟大学大学院医歯学総合研究科の教授に就任され、

今年で新潟にこられて 5 年になります。 

 熱狂的な阪神タイガースファンで、非常に日本酒がお好きな

先生です。大阪教育大学付属高校天王寺校舎出身で、京大

の山中伸弥博士やロザン宇治原が後輩ということです。現在

日本産婦人科学会の常任理事でご活躍されています。2021

年には、新潟の朱鷺メッセで全国産婦人科学会の開催を目指

して奮闘しています。今日は「子宮頸がんと妊娠」についてお

話ただきます。先生は忙しい中で、新潟大学病院では「患者さ

んのためのコンサート」を定期的に開催されています。身体は

大きくても非常にやさしい先生です。 

 今月は、プログラム委員会が 12月 14日にファイアーサイドミ

ーティングを開催、ロータリー情報員会の小山楯夫委員長が、

新潟グランドホテルで「新会員・シニア会員親睦忘年会」が 27

名参加して 12 月 13 日に開催されました。 

ポールハリスは、例会に出席すると“童心に帰る”ことができる

といっています、またある会員は“神様になる時間である”と言

われ、この意味するところは「人間が本然の姿にかえって善意

が十分に発揮される状態を意味するものである」といった解説

がロータリーの入門に記載されています。息抜きの時間になっ

たでしょうか？ 

 今日は、12 月、疾病予防と治療月間ということで、“梅毒”の

話をしたいと思います。 

1928 年（昭和 3 年）「花柳病予防法」によって梅毒が予防対策

の対象となり、報告数は年々減少し、しばらく「梅毒は過去の

病気」というイメージがありましたが、最近女性の梅毒感染が増

加しており、2010 年全体の 20%（124 人）から 2015 年には全体

の28%（574人）の報告がありました。（厚生労働省「女性の倍墨

増加中」） 

朝日新聞の記事によると、国立感染症研究所が昨年梅毒感染

が急増し、1974年（昭和 49年）以来、42年ぶりに 4000人を超

えた｛速報値｝。と報道しています。戦後間もない時期には感

染者数は 10万人を超えていましたが、治療薬の普及などで減

少してきました。昨年の患者数を都道府県別でみると、東京

1661 人、大阪 583 人、神奈川 284 人、愛知 255 人、埼玉 190

人、兵庫181人と都市部で多く、全他の約7割を占める男性は

各年齢層から偏り少なく報告されているが、女性は 20 代が女

性全体の 5割超を占め、若い女性の感染報告が目立っていま

す。 

  ～梅毒は性感染症、性行為で感染する～ 

 感染すると、性器などに“しこり”や“潰瘍”ができたり、リンパ

節が腫れたり、全身に湿疹が出来ますが、無症状で経過する

ことも少なくありません。梅毒は、アメリカ大陸を発見したコロン

ブス一行がもたらした風土病、“悪魔のお土産”といわれ、ヨー

ロッパにもちかえり以後世界に蔓延させという説が有力と言わ

れています。日本では 1512 年に記録上は登場しているそうで

す。著名人では、加藤清正、結城秀康、前田利長、浅野幸長

などが梅毒で死亡したと見られている。徳川家康は遊女に接

することを自ら戒めていたといわれており、江戸の一般市民へ

の梅毒感染は実に 50%であったと推測されるということです。

（TBS[別冊アサ秘ジャーナル]2017．8.26．放送「国立科学博

物館」筑波研究施設。） 

 梅毒の名前の由来となった「楊梅（ヤマモモ）」；全身にでる

赤い丘疹が楊梅の果実に似ていると、いつの間にか楊が取れ

て、梅瘡→徴毒→梅毒と名称が変化したと言われています。 

  ～診療現場における梅毒の問題点～ 

①診断が難しい：性器に病変があれば検査を受けることもでき 
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ますが、感染しても症状がなく経過してしまう。 

  ～疑わなければ、検査も行えない～ 

②治療薬の問題点：ペニシリン G は日本国内では使用できな

い。内服の抗菌薬を代用。 

③難解な治癒判定 

 STS:RPR（非トレポネーマ抗原による検査） 

   生物学的偽陽性の問題、 

   治療すると陰性かが速い 

TPHA法、FTA-ABS法:トレポネーマ抗原による検査の 2つ

の方法があります。 

   治療しても必ずしも陰性化しないこともある 

  ～不特定多数と性行為など 

リスクの高い行動をとった人は、 

検査を受けてください！～ 

(4) ３分間スピーチ 

・日高商事㈱会長 高橋 康隆君 

 

 

 

 

・㈱高助 代表取締役社長 高橋 秀松君 

 

 

 

 

 

・セコム上信越(株)代表取締役社長 竹田 正弘君 

 

 

 

 

 

(5) 委員会報告 

・秋山 IA委員長より 23 日献血活動のご案内 

協賛金は３９口のご協力を頂きました。２３日当日、ご協力

頂ける方は 8：45 万代ｼﾙﾊﾞｰホテルに集まって下さい。駐

車券は出ませんので各自お願い致します。 

(6) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(得永 哲史委員長) 

若杉  武君 福地 利明君 

樋熊 紀雄君  

米山奨学会寄付発表(白勢 仁士委員長) 

若杉  武君  

青少年育成基金寄付発表(小田 等委員長) 

本間  彊君 小林  悟君 

小田  等君  

(7) ニコニコボックス紹介（八島 進副委員長） 

・坂井 賢一君 第４回職業奉仕委員会出前授業を新潟医

療福祉大学において 石橋正利さんに講師をお願いしま

した。当日は１８０名の学生さんに集まってもらい、あっとい

う間の１時間でした。真剣に聴いて頂いた学生さん、当会

の山本学長、石橋先生有難うございました。 

・矢野 達史君 NHK 歳末たすけあい、海外たすけあいへ

のお力添え、ありがとうございました。お預かりした 67,386

円は半分ずつ、共同募金会と日本赤十字社に託します。

みなさまのやさしさに感謝してニコニコします。 

・内山 清君 やっと次男が結婚しました。ニコニコします。 

(8) 幹事報告（織戸 潔幹事） 

１２月２６日は定例会を開催致します。１月２日は３が日に

つき、例会を開催致しません。 

(9) 卓話「子宮頸がんと妊娠」 

新潟大学医学部 産科婦人科学教室 教授 

榎本 隆之 氏 

 

 

 

 

 

(10) １２月 １９日例会の出席率 ８１．６１ ％ 

会員数 ９２名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ７１名（出席免除会員３名を含む） 

 (2週間前メーク後 ９３．３３ ％) 

 

１月９日の例会予定 

第一例会につき卓話なし 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

① http://www.niigatarc.jp/ 

http://www.niigatarc.jp/


新潟ロータリークラブ出前授業報告 
職業奉仕副委員長 若杉 武 

 
職業奉仕委員会は平成 29 年 12 月 15 日（金）、「出前授業」を実施しました。 
実施場 新潟医療福祉大学 
出席者 山本学長（当クラブ会員）他大学側④名、受講者 １８０名 
当クラブ出席 ㈱総合教育研究所 代表取締役社長 石橋正利講師 
坂井賢一職業奉仕委員長、 若杉武職業奉仕副委員長 ３名 
 
 
講演テーマ 幸福学入門 ～幸せな人生を引き寄せる法則～ 
 
新潟医療福祉大学で、180 名の 3 年生の皆さんが、講堂にお集まりいただきまし
た。今回のテーマは、ストレスを強く感じやすい病院や介護施設などの職場で
働く皆さんのために、日々、やりがいや幸せを感じて仕事ができるようになる
ためのヒントを、体験も踏まえてお伝えしました。内容としては、働く人が自
ら働き方に工夫を加えるジョブ・クラフティング（Job Crafting）の考え方と、
心が元気になるストローク(言葉の報酬)の与え方、身体のエネルギーがアップす
る言葉と感情と想念の持ちよう、ポジティブシンキングの基本などです。 
 

 
 


