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【式次第】 12:00～13:00 

1．司会進行    吉田 秀樹      会員 

2．開会点鐘    古山 真紀子  会長 

3．四つのテスト     尾崎 由比子   会員 

 

4．ゲスト・ビジター紹介       光行 順子    会員 

卓話者：国際ロータリー第 2580地区 

       ロータリー財団ポリとプラス委員会委員長 

       川松 保夫 様 

卓話者：米山奨学生（丸の内ロータリークラブ所属） 

       張  夢竹 さん 

5. ニコニコ報告           高橋 由珠    会員 

     尾崎 由比子 創立会長 

  古山 真紀子 会長 

  藪口 真太郎 会員 

    鷲澤 充代  幹事 

6.  会長挨拶             古山 真紀子  会長 

緊急事態宣言が解除されたが、引き続き感染に気をつけ

て開催する。 

 

第 6波の来る前にいろいろと取り組みたい。次回はオー

プン例会、スクール形式ではない座席も検討中。今後の

具体的な活動として親睦なども考えている。 

 

尾崎創立会長が来年度 7月からの嶋村ガバナー年次に

ガバナー補佐になられる。現：嶋村ガバナーエレクトは

色々新しい試みをしようとしていて、従来のガバナー補佐

の経験が必ずしも当てはまらない可能性もある。 

丸の内からこのような役職の方（大役を担う方）を出すのは

とても名誉なこと。創立会長をサポートすること、しっかりと

丸の内の運営をサポートしていくことに皆さんご協力くださ

い。 

尾崎創立会長、頑張ってください。 

 

私も次年度から環境保全委員を拝命する。 

前回、ボルネオ保全トラスト様の卓話で「パーム油を作るた

めに森林伐採が進んでいる」という環境関連のお話を聞い

たが、パッケージに環境問題を提起する記載があるものを

見つけた。そのような商品を購入することも必要。 

 

今年のノーベル物理学賞は二酸化炭素と温暖化関連の

日本人研究者が受賞。環境問題はより身近な一人一人の

健康にも繋がる問題になってきている。 

 

本日の卓話はともに健康に関わる内容。 

大変楽しみにしていますよろしくお願いします。 

 

7．委員会活動報告        藪口 真太郎  会員 

 

 

以前作成した動画に引き続き、丸の内ロータリークラブの

新たな PR作品を作成したい。皆さんからアイデアを戴き

たい。よろしくお願いします。 

 

 

8．勉強会・卓話  

 

【勉強会】 

昨日は我がクラブ（東京セントラルパーク）で卓話を行っ

た。丸の内 RCが外部では初めてとなる。卓話は基本 30

分になっているので、本日は少し構成を変えてお話をした

い。 

 

ポリオに関して気づいていないことが多いと感じている。

「ポリオは既に終わっているのではないか？」という誤解が

ある。正しい理解が行き渡っていない。 

国際ロータリー第 2580 地区 

ロータリー財団ポリオプラス委員会 

 委員長 

    川松 保夫 様 
「END POLIO NOW   

 ～いまこそポリオ根絶のとき

～ 」                               

◇◆四つのテスト◆◇ 

１．真実かどうか   

2.みんなに公平か   

3.好意と友情を深めるか   

4.みんなのためになるかどうか 



 

 

ロータリークラブとして 40年ほど世界へ向けて支援を行っ

てきているが、基本的な理解が進んでいない。 

ポリオプラス委員会の今年の基本方針を「気づきと実行」と

している。 

 

≪気づき その 1≫ 

私の年代では、クラス・学年に一人はポリオの患者がい

た。当時は小児麻痺と言われていたが、1981年以降は日

本において自然由来の発症は生じていない。ポリオ=小児

麻痺になじみがない 目の当たりにすることがなくなったこ

とも難しさの一つ。 

さほど遠くない過去において、日本においてもポリオは存

在していたことに気付いてほしい。 

 

1000人に一人の発症率。発症率は低く 2000年に日本で

は撲滅宣言を出した。それ以後 2021 年に至るまで幼児

が接種している 4種混合ワクチンの内の一つは不活性ポ

リオ菌。自然由来の発症が無くなって 19年経った後の根

絶宣言、それ以後 20年にわたってワクチンを打ち続けて

いる。 

発症者が少ない為、ワクチン接種によって押さえている。

完璧に根絶することが難しい病気と言われている。 

 

上記のことを考えるに、インド、常在国のパキスタン等では

ワクチンを止めるわけにはいかない 

そこにある現実に気づいていない。気づいてほしい。 

 

≪気づき その 2≫ 

拠出したお金がどのように使われているのか・・分からな

い・・との声が多かった。 

知ることが必要だが、従来資料がなかった。 

どの国にどの機関に 1985年以降ロータリーが拠出したの

かの資料を作成。（一覧の表の作成に 2 ヶ月ほどかかって

いる。）今まで合計で 1669億円拠出している。アフリカで

は 2020 年に根絶宣言。今後 2～30 年はワクチンを続け

なくてはいけない。 

これだけの拠出があって初めて自然由来を抑えていると

いう現実に気づいてほしい。 

 

≪気づき その３≫ 

辞めたら何が起きるのか・・・辞めると自然由来が再発。感

染力が強く瞬く間に世界に広がる可能性がある。自然由

来を許してしまうと、国際ロータリーの推計では年間 2000

億円必要。現在、ロータリーとビル・ゲーツが抑えている構

図。褒めてもらいにくい、地道な活動を続けている。 

 

パキスタンとアフガニスタンの常在国 2国、これらの根絶

迄もう少し。 

しかし、それ以後のワクチン継続摂取が何十年単位で必

要となる。地道な活動であっても、着実に活動していくの

がロータリーの姿。 

 

≪実行≫ 

正しく気づき、それに基づいて行動を起こす。 

今年度、ポリオの寄付額を増額しているが、ご納得いただ

ければ増額に応じていただきたい。何より続けることが重

要なこと。 

 

 

 

 

本日の卓話に関しては、番外編の位置づけ。 

基礎編として嶋村さんの卓話 DVDを持参した。ポリオに

関する基礎的な内容が網羅されているので、是非ご覧下

さい。 
 

質疑応答 

 

古山会長： 

ポリオワクチンは経口接種だと思うが、現在のコロナは打

ち手の不足の懸念がある中、ポリオではその点は？2580

地区で活動をする予定はあるか？ 

 

川松委員長： 

以前は注射でその際にはワクチンで発症する場合があっ

た。現在は経口ワクチンとなりロータリアンでも接種に協力

することは可能。実際に地区として現地入りの活動は把握

していない。委員会としてはインドへの訪問を予定してい

たが、コロナで中止となった。 

ロータリアンが行けるとしても年 1回が限度。 

 

古山会長： 

実働部隊として実際に関わっているのは？ 

 

川松委員長：  

現地の WHO、ユニセフ、赤十字が担っている。 

 

古山会長： 

ワクチンの単価は低いと思うが、それ以外に行っている支

援としては？ 

 

川松委員長： 

ワクチン自体は量産を行い単価が下がっているため、全

体に占める割合は 5％ほど。それ以外にコールドチェーン

のルートの確立、人の教育、ポリオの研究などに使われて

いる。衛生環境が劣悪な場合、インドの貧困層などではト

イレが個人宅にない。トイレ・下水道などのインフラ整備に

も対応している。ポリオプラスのプラスは他の疾病対応も含

んでいる。 

コロナ禍において、ポリオで構築したノウハウが生かされて

いると聞いている。 

 

 

【卓話】 

 

皆様に私の研究についてお話しさせて頂く事、大変嬉しく

思い準備してきた。残念ながら時間的制約が有る為、いく

つかのコンテンツ詳細説明やスライドは省略した。 

 

スピーチのタイトルは「HPV による子宮頸がん発症機構━

子宮頸部腺)がんの体外モデルの構築」。HPV はヒトパピ

ローマウイルスの略。 

米山奨学生                      

張  夢竹 さん 
「HPVによる子宮頸がん発症機構---

子宮頸部腺がんの体外モデルの構築」 



 

簡単な自己紹介：中国黒龍江省で誕生。家族とともに、南

に位置する山東省に移り育った。大学は黒龍江省のハル

ビン医科大学で学び、 大学卒業後は婦人科腫瘍学の知

識を深めるため、広東省の南方医科大学病院の産婦人科

に進学した。 その 3年後、基礎医学の研究を進めるため

に、日本に来ることを選んだ。日本の文化が好きだったの

も来日した理由のひとつ。 

現在、慶應義塾大学医学部に所属。指導教授は佐谷先

生。日々の研究を行っている場所は、国立がん研究セン

ター。 指導教授は清野先生と中原先生。 

 

今日お話しするテーマは２つ、一つ目は HPV と癌，2つ

目は私の研究テーマである In vitro（体外多段階発癌モ

デル） 

 

HPV と癌について： 

Zur Hausen 博士は、2008年のノーベル生理学・医学賞の

受賞者。彼が子宮頸がんから HPV16 型と 18型を発見し

たのは、1983年から 1984 年のこと。これらのうち、E6E7

遺伝子がコードするタンパク質は、がんの最も重要な原

因。発見から 38年が経過した現在、HPV ワクチンは 100

カ国以上で承認されるようになった。 しかし、この病気の

克服には、まだまだ多くの医学の進歩が必要。 

 

子宮頸癌は、HPVに起因する唯一の癌ではなく、HPV

は、いくつかの他のタイプの悪性疾患とも関連があるが、

ＨPVに起因する他のいくつかの発生部位別癌との比較

においても、子宮頸癌の HPV との関連性は最も高く寄与

率は 100%となっている。 
 

子宮頸部の HPV には多くの女性が感染し、感染から２～
３年以内に約９割は自然に治癒する。一方、感染が持続
する女性の場合、子宮頸癌の前癌病変に発展し、さらに
放置すると数年から十数年をかけて癌になる。感染者の
1000人に 1人ぐらいが癌になると言われている。子宮頸癌
の促進因子として、多産、喫煙、ピルの長期使用、免疫不
全などが報告されている。 

統計によると、１年あたり日本では約１万人の女性が子宮

頸がんを発症し、3500人が死亡している。子宮頸がんの

罹患率のピークは 30－40歳代にあり、20-30歳代では罹

患率・死亡率とも増加傾向(にある。先進国としてはまだま

だ厳しい状況。 

 

次に私の研究テーマの In vitro（体外多段階発癌モデル） 

について： 

まずは、ヒト正常細胞を用いた多段階発がんモデルを紹

介する。がんモデルを構築するプロセスは、さまざまなが

んの特徴に基づいて人体におけるがんの発生過程を模

倣することで行われる。具体的には、異なる細胞ソースに

基づく人工的な細胞変異遺伝子を流し込むことで、がん

の原因となる重要なノードの遺伝子変化を捉えることが可

能となる。 そして、便利な in vitro モデルを使って、遺伝

子の変化に合わせて治療法や薬を設計する。この技術は

早くから大腸がんの研究や治療(に使われてきた。図は大

腸がんの invitro モデル研究の成果と、薬剤開発の成果

を表している。 

 

子宮頸がんの体外多段階発がんモデルについては、実

は多くの未解決の問題がある。例えば、子宮頸がんがどの

ような細胞から発生するのか。これに関して 2012年、とて

も重要な記事が発表された。 この記事では、扁平上皮癌

であれ腺癌であれ、HPV によって引き起こされるすべての

子宮頸癌は、同じ種類の細胞から発生すると提唱してい

る。 これは、それまで知られていたものとは全く異なる結

論を示していた。私の研究はこの研究をベースに、既存の

扁平上皮癌をベースに腺癌のモデルを作ろうとするもの。

細胞を分化させるのに重要な遺伝子を見つけようとしてい

る。 

 

写真は、2008年に私の研究室で作られた、正常ヒト子宮

頸部細胞を用いた扁平上皮癌のモデル。 癌の悪性度が

徐々に増していくのがわかる。 最終的には、ヌードマウス

に注入されたわずか 100個のがん細胞が、巨大な腫瘍に

成長する。次に、私は同じ正常細胞を使って、異なる遺伝

子を導入することで腺癌モデルを作ることに成功した。上

の画像はオルガノイド培養、下の画像はヌードマウスから

移植された腫瘍。 どちらも明確な腺癌の特徴を持ってい

る。 

 

この 2つの画像は、投稿論文の中にあるもの。今回、私の

研究テーマについて簡単に紹介した。実際には、特定の

遺伝子の選択とモデル化は複雑なプロセス。 

興味のある方は後程お尋ねください。ご清聴ありがとうござ

いました。 

 

質疑応答： 

 

藪口会員： 

先日、子供のワクチン接種の同意書が届いたが、副反応

なども考慮した場合の接種の必要性は？ 

 

張さん： 

多くの女性が感染する可能性が高い。 

癌と比べると副反応はそれほど大きくないことを考えると、 

30代 20代でもワクチン接種はおすすめ。 

 

 

尾崎創立会長： 

目指すゴールは？ 

 

張さん： 

ゴールは今までの子宮頸がんのモデルは扁平上皮癌モ

デル。今回私の作った腺がんモデルは世界唯一のモデ

ル。腺癌の発生モデルを明らかにするのが目標。 

 

尾崎創立会長： 

腺がんモデルの研究、頑張ってください 

 

 

古山会長： 

将来の活躍の場は？ 

 

張さん： 

自国に戻り、研究者と医師、両方で活躍したい。 

 

 

 

 



 

 

吉田会員： 

日本の医療水準に関して、先進国といわれているが中国・

アメリカと比べ印象は？ 

 

張さん： 

自分が研究している場、国立がん研究センターは世界一

番のホスピタルとして選ばれた。 

このような病院がたくさんある日本は素晴らしいと思う。 

 
 

9．米山奨学金授与       光行 順子    会員 

 

10月は米山月間。そちらにちなんで、当クラブ初めての米

山奨学生の張さんにお話いただいた。会員は 1人当たり

半年に 1回 1万円、年合計 2万円を米山奨学会へ寄付

をしている。お手元に資料を配布しているので、ご確認く

ださい。 

 

 

10．今後の予定            古山 真紀子 会長  

 

 

 11．閉会点鐘     古山 真紀子 会長   

 

川松委員長ありがとうございました。 

ポリオは人間の中でしか増殖しない、人獣共通感染症で

はないので比較的対応がしやすいのでは・・と感じた。 

息の長い取り組みであることもよく分かった。 

近い将来、WHO の絶滅宣言が聞きたいところです。 

 
張さんありがとうございました。 

大変立派な研究で丸の内に来ていただいたことを誇りに

思う。 

 HPV のワクチンの勧奨再開に関して新聞に出ているとこ

ろ。今後見守っていきたい。 

何かあったら治療を張さんにお願いしたい。 

 

難しい内容だったが、光行さんのフォローのおかげで大変

分かり易い内容となっていた。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

次回はオープン例会。卓話者は石倉昇九段。会員増強の

ためロータリーに関心ある方をお誘いください。 

次回、嶋村ガバナーエレクト、牛島ガバナー補佐、青木分

区幹事もメークアップでご参加くださいます。 

 

 12．写真撮影 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月 20日 

第 86回例会 

オープン例会 12：00～13：30 

ゲストウェルカムデー 

卓話：囲碁棋士 石倉 昇 九段 

11月 10日 

第 87回例会 

通常例会 

イニシエーションスピーチ 

藪口 真太郎会員 

11月 24日 

第 88回例会 

通常例会 

卓話：一般社団法人 AOH 

代表理事  伊藤 紀幸 様  

創立日： 2017年 7月 24日 

認証日： 2018 年 2月 26日 

認証式： 2018 年 5月 28日 

事務局： 東京千代田区丸の内 2-3-2  郵船ビル 1F 

TEL：+81 3-5533-8846 

E-mail: marunouchi-rc@outlook.jp(事務局：桑原奈知子) 

URL： https://www.tokyomarunouchi-rc.com/ 

例会日： 第１・第３ 水曜日 

12時 00分 - 13時 00分 

例会場： 東京千代田区丸の内 2-1-1明治生命館 B1F 

   センチュリーコート丸の内 

(covid-19の期間中はオンライン例会の可能性あり) 

会 長： 古山真紀子  幹 事：鷲澤充代 


