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プログラム
第1部

第2部

　現在、国民の２人に１人は何らかのがんにかかるといわれ、すべての人にとって身近な病気となって
きました。しかし、医療の進歩に伴い、がんは早期発見ができれば怖い病気ではありません。まずは定期
的に検診を受け、早期に発見し、適切な治療を受けることがとても大切です。
　国においては昭和59年から「対がん10か年総合戦略」が実施され、平成27年からは「がんの予防」「が
んの治療と研究」「がんとの共生」の3つの柱とともに「がんになっても安心して暮らせる支援体制の構
築」を目指しています。和歌山市においても子宮がん・乳がん・肺がん・大腸がん・胃がん検診を受けてい
ただくために助成を行い、受診啓発に取り組んでおります。
　今回の「がん検診啓発とチャリティーこころのコンサート」が、検診の受診につながり、現在がんと
闘っている治療中の方や介護中の方々にとって、こころの癒しとして心温まる穏やかな時間となりま
すことを祈念するとともに、関係各位の皆様のご尽力に対し深く感謝申し上げます。

尾花正啓
和歌山市長

　本日はがん検診啓発とチャリティーコンサートにお越しいただき、誠にありがとうございます。
　参加いただきます第一部のパネラーの皆様方、第二部の音奏人かなでびとのメンバー様ともに開催
できることを大変喜ばしく思っています。
　和歌山東南ロータリークラブでは様々な奉仕活動を行っていますが、その中の社会奉仕事業の一環
として本日のチャリティーイベントを主催させていただきました。
　当イベントはがんの早期発見､早期治療の促進を図ることと患者さんはもとよりご参加の皆様に対
する心のケアを目的としております。
　短い時間ではございますが、当イベントが皆様にとりまして有意義な時間となりますことを願って
います。

鯨　拓也
和歌山東南ロータリークラブ会長

ご挨拶
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ご挨拶
〜 開演 （18：30）〜

1．ごあいさつ 和歌山東南ロータリークラブ会長
鯨　拓也

2．講　　　演 「がんとタバコの関係について」
和歌山県立医科大学附属病院 呼吸器内科・腫瘍内科
山本　信之　教授

「いま、あなたが救える命がある。」
神戸大学附属病院 乳腺内分泌外科特命准教授
谷野　裕一　診療科長

3．パネルディスカッション ナビゲーター 神戸大学附属病院 乳腺内分泌外科特命准教授
谷野　裕一　診療科長

メインパネラー 和歌山県立医科大学附属病院 呼吸器内科・腫瘍内科　　　　　　　　　
山本　信之　教授

パ ネ ラ ー 和歌山市健康局 保健所
永井　尚子　所長

NPO 法人いきいき和歌山がんサポート ピアサポーター
浦野　　敏
石井　浩子

〜 1 部　終演 （19：45）〜
休憩 （  15 分  ）

〜 開演 （20：00）〜

「クラシック＆ジャズ」
～今つなぐ「いのち」のバトン～

1．祈り〜You raised me up 作詞　ブレンダン・グラハム
作曲　ロルフ・ラヴランド

2．オペラ「ジャニスキッキ」より
私のお父さん

作曲　プッチーニ

3．オペレッタ「微笑みの国」より
君こそ我がこころのすべて

作曲　レハール

4．オペラ「リゴレット」より
悪魔め鬼め

作曲　ヴェルディ

5．ノクターン 2 番 Mako’S バージョン 作曲　ショパン

6．Perhaps Love　〜たぶん愛は〜 作詞　雀部宜延
作曲　ジョンデンバー

7．アメージング・グレイス 作詞 / 作曲　ジョン・ニュートン

8．上を向いて歩こう かなでびとバージョン 作詞　永六輔
作曲　中村八大

9．見上げてごらん夜の星を かなでびとバージョン 作詞　永六輔
作曲　いずみたく

10．翼をください 作詞　山上路夫
作曲　村井邦彦

〜 終演 （20：45）〜
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「音奏人 かなでびと」
ソプラノ： 菅 純子
京都府出身。同志社女子大学学芸
学部音楽科声楽専攻卒業。同大学
特別専修科修了。在学中石村雅子
賞受賞（成績最高者）「第九」「戴冠
ミサ」フォーレ「レクイエム」のソ
リストを務める。ソロアルバム
「アヴェマリア」がレコード芸術
誌で準特選盤に選定。2017.12
「DolceAmaro ドナウディ歌曲
集 ～いとしい人を想うとき～」を
リリース。二期会会員。

Junko Suga
バリトン：成田 博之
宮城県出身。国立音楽大学卒業。
同大学院修了。文化庁オペラ研修
所第10期修了。第8回日本声楽コ
ンクール1位。オペラ歌手による
クラシカル・クロスオーバー「ザ・
ジェイド」のメンバー。CD「成田
博之バリトン・リサイタル2012」
「2016」をリリース。国立音楽大
学、尚美学園大学非常勤講師。二
期会会員。

テノール：猪村 浩之
佐賀県出身。武蔵野音楽大学、同
大学院修了。1999年よりイタリ
ア留学。ミラノ音楽院にて研鑽を
積む。第32回イタリア声楽コンコ
ルソ入選など入賞多数。
帰国後も05年新国立劇場にて
『ジャンニ・スキッキ』で二期会オ
ペラデビュー。第17回モンカリ
エーリ国際声楽コンクール第2
位。NHKプレミアム特集ドラマ
『クロスロード』パート2Mako’s 
Party ヴォーカル。二期会会員。

ピアノ：中野 雅子
横浜市出身。桐朋学園大学ピアノ
科卒業。同大学弦楽器伴奏研究
員、二期会オペラスタジオピアニ
ストを務め数々のアーティスト
と共演。またソロピアニストとし
ても全国各地で演奏会を行う。
NHKプレミアム特集ドラマ『クロ
スロード』パート１パート２の音
楽担当。
“声なきに聞き 形なきに見よ”
「今」という瞬間を音としていく
ことを目指している。

Masako Nakano

Hiroyuki Narita

Hiroyuki Imura

いま私の願いごとが
かなうならば翼が欲しい
この背中に鳥のように
白い翼つけてください

この大空に翼をひろげ
飛んで行きたいよ
悲しみのない自由な空へ
翼はためかせ行きたい

いま富とか名誉ならば
いらないけど翼が欲しい
子供の時夢見たこと
今も同じ夢に見ている

この大空に翼をひろげ
飛んで行きたいよ
悲しみのない自由な空へ
翼はためかせ行きたい

＊繰り返し

＊

翼をください 1. 2.

プロフィール

1987年和歌山県立医大卒。同大学胸部外科に入局。1991-93年慶応大学留学。1998-2000
年 米国メリーランド州立大学留学。帰国後、和歌山県立医大第一外科助手。岸和田徳洲会病
院、橋 本市民病院、公立那賀病院で乳腺外科を立ち上げる。2013年北里大学病院に赴任し新
病院の開 院と共に乳腺内分泌外科科長としてその開設と運営に携わる。2017年より現職。 

Hirokazu Tanino，MD，PhD
谷野 裕一
神戸大学医学部附属病院 乳腺内分泌外科特命准教授・診療科長
日本乳癌学会評議員
日本外科学会専門医
日本がん治療認定医機構 癌治療認定医

1989年　和歌山県立医科大学卒業
1993年　国立がんセンター中央病院内科レジデント、がん専門修練医
1998年から近畿大学医学部第四内科学（現在の腫瘍内科）に勤務し、学位取得
2003年から静岡県立静岡がんセンター呼吸器内科部長として勤務し、2012年から副院長兼
務。2014年から和歌山県立医科大学内科学第三講座（呼吸器内科・腫瘍内科）教授
学会活動は、日本肺癌学会常任理事、ガイドライン検討委員会委員長、等
特に肺癌診療ガイドラインの作成には2003年の初版から継続的に関与している唯一の医師で
ある。現在は、臨床試験グループであるNPO-West Japan Oncology Group (WJOG) 常
任理事、呼吸器グループ委員長も務めている。

Nobuyuki Yamamoto,M.D.,Ph.D
山本 信之
和歌山県立医科大学・診療科長、腫瘍センター長、副医学部長
日本肺癌学会常任理事
日本癌学会評議員
日本臨床腫瘍学会評議員
日本呼吸器学会評議員

1979年（昭和54年） 和歌山県立医科大学 医学部　卒業
1988年（昭和63年） 和歌山市に入職（保健所に勤務）
2003年（平成15年） 和歌山市保健所　所長
2011年（平成23年） 和歌山市健康福祉局長・保健所長
2012年（平成24年） 和歌山市健康局長・保健所長
2014年（平成26年） 和歌山市健康局　保健所長
　　現在に至る

【他の職歴】
・和歌山県立医科大学医学部、保健看護学部　非常勤講師　　　
・和歌山大学　教育学部　大学院　非常勤講師等
【資格等】
・一般社団法人社会医学系専門医協会認定　社会医学系専門医・指導医等

永井 尚子
和歌山市健康局　保健所長
Naoko Nagai
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予防：なにはさておき『禁煙』
早期発見：検診受診

●奏効例では長期の効果が得られる

肺癌の疫学と原因

肺癌の予防と早期発見

●毎年のように新規薬剤が承認され、
　治療成績が著しく向上

●腫瘍組織の遺伝子変異検査が保険で実施できるように
　なり、それに対する薬剤が数多く承認されている

最近の肺癌治療の話題

1. がんゲノム医療の発展

2. 免疫チェックポイント阻害剤の導入

a) 非小細胞肺癌における遺伝子変異 b) EGFR阻害剤投与前後のCT

枠の中の白い部分の大部分が肺癌

免疫チェックポイント阻害剤投与前後のPET

治療後2年以上肺癌が消失

枠の中の黒い部分が肺癌

肺癌について

□ 年間に約9万人も罹患する
□ 死亡は1万4千人と少ない（8割治る）
□ 沢山の人がかかるが、治りやすいがん。

乳がんの疫学

日本の乳癌検診率（50-６９歳）　
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いま、あなたが救える命がある。

　　　　　～乳がん患者さんのために～
　　　　　抗がん剤「カルボプラチン」の臨床試験をはじめたい

11人に1人が罹る乳がん。実は治りにくいタイプがあります
乳がんは、いま日本人女性に増えている病。術後、どの薬剤を使用するかは、がん細胞の特性によってサブタイプ

と呼ばれる5つに分類にわけられますが、そのなかで“トリプルネガティブ”というタイプは若い女性に多く、他と

くらべて進行が早く、治療選択肢が少ないことで知られています。今回はそんな患者さんをひとりでも救いたい

という想いから、「カルボプラチン」という抗がん剤の効果を見極める臨床試験を目指しています。

さまざまな可能性を秘めた、抗がん剤「カルボプラチン」
「カルボプラチン」は腎臓への毒性や嘔吐が少なく、効果があらわれにくいがんをはじめ各種がん、HER2陽性乳

がん患者さんにも使われている薬剤です。また、ドイツとイギリスの臨床試験では、トリプルネガティブ乳がんに

も有効であることが証明されました。また、古くから沢山使用されているため副作用がはっきりしていて安心で、

ジェネリック医薬品も発売され新薬と比較して経済的な抗がん剤です。

　　  ドイツ
術前化学療法にカルボプラチンを加えたほうが、腫瘍消失率が高く、再発率も低かった。
＊GeparSixtoトライアル　ランセット2014　Volume 15, No. 7, p747‒756

　　  アメリカ
術前化学療法にカルボプラチンを加えると腫瘍消失率が高かったが、再発率は変わらなかった。
＊CALGB40603トライアル　2015年サンアントニオ乳がんシンポジウム

　　  イギリス
再発乳がんにカルボプラチンを投与。乳がんによく使われるドセタキセルという抗がん剤と、同等の結果が得られた。
＊TNTトライアル 2014年サンアントニオ乳がんシンポジウム

未来のために、日本から「カルボプラチン」のエビデンスを
そんな「カルボプラチン」に可能性を見出し、いままで薬の選択肢が少なかったトリプルネガティブの乳がん患者
さん対象の臨床試験を進めていきたいと考えています。けれど、カルボプラチンがジェネリック医薬品となり、安
価であることからメーカーの収益が少なく、薬剤提供が得られません。だから、試験には事務費用とは別に薬剤費
が必要です。確かなエビデンスをつくりあげるため、どうかあなたのちからを貸してください。

一人のちからは、一人のいのちへ。あなたの支援を待っています。

～タイムスケジュール～
●2018年3月 臨床試験スタート（登録2年間、経過観察3年間、計5年間の研究期間を予定）

国内発

日本でカルボプラチンが使用されているがん

トリプルネガティブ乳がんの臨床試験結果

･ 頭頚部がん
･ 肺小細胞がん

･ 非小細胞がん
･ 睾丸がん

･ 卵巣がん
･ 子宮頸がん

･ 悪性リンパ腫
･ HER２陽性乳がん
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目　的

目標金額

対象者と方法

術前化学療法で消失しなかったト
リプルネガティブ乳がんの患者さ
んに術後のカルボプラチン投与で、
再発抑制効果があるかどうかを確
かめる。

2,500万円（薬剤費のみ）
※患者さん1人あたり15～20万円の135人分の薬剤費。薬剤費の他に事務費がかかります。

初発のトリプルネガティブの乳がん患者さん。術前に化学療法
を受けて手術を受け、病理結果で腫瘍が完全に消失していな
かった270人が対象。術後にカルボプラチン治療を4回受ける
方135人と、抗がん剤は投与せず経過観察する方135人の｢副作
用と再発率｣を比較します。試験は全国多数の病院で行います。
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バス停「布引南」下車直ぐ

代表取締役　赤在 依美
〒642-0032 和歌山県海南市名高155-5
TEL.073-483-5516 FAX.073-483-1973

URL　http://akazai.jp

管理建築士 市 川 正 夫
設備設計一級建築士・建築設備士

〒640 -8415  和歌山市島橋南ノ丁5番22号
TEL（073）452-6901　FAX（073）454-1981

和歌山設備設計事務所協会会員
（一社）和歌山県建築士事務所協会会員

一級建築士事務所　和歌山県登録　第（イ）739-8号

市川建築設備設計事務所
Ichikawa Building Mechenical & Electrical Consulting Engineers Office

矯正歯科専門医　有本 隆行

〒640-8341 和歌山市黒田1-2-20
TEL.073-473-1888 FAX.073-475-1182

URL　http://www.arimoto.or.jp

医療法人
有本矯正歯科医院

オフィスの機能性を創造し
人間性豊かな環境づくりをご提案いたします

オフィスをサポートする…

〒640-8152  和歌山市十番丁51番地
TEL  （073）431-1461㈹   FAX  （073）423-5267
URL   http://www.kk-inaba.co.jp

■機械・工具　産業機器・メカトロ・物流・改善機器
■工業用ゴム製品　■プラスチック　■機械加工

代表取締役　宇治田 堅三
〒640-8286 和歌山市湊御殿3丁目8-13
TEL.073-423-5467㈹ FAX.073-431-6240
E-mail　seiwa3@gaia.eonet.ne.jp

URL　http://www.seiwa-rpk.co.jp/
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株式会社 マリンルームオオタ
有限会社 佳　祐

代表取締役　太田 豊隆
〒640-8287 和歌山市築港6丁目17

TEL.073-433-3008 FAX.073-433-3180

E-mail oota@oregano.ocn.ne.jp URL http://www.mr-oota.com/

下津建設株式会社

代表取締役　鯨　 拓也

総合建設業　建築部・社寺部・土木部・設計部

TAKUYA KUJIRA

本社 〒649-0122 和歌山県海南市下津町黒田30-7

 TEL 073-492-2270 FAX 073-492-2288

 E-mail takuya-kujira@shimoken.co.jp

神谷 尚孝

ＪＲ和歌山駅東口より徒歩３分
カミタニ第１ビル・第２ビル

空室あり

連絡先 090-2197-6117

株式会社 ジーアイソフト
代表取締役　郷間 博敏

〒640-8323 和歌山市太田617-1
TEL.073-471-9811

URL　http://www.gisoft.co.jp/



- 12 - - 13 -

小林一三不動産鑑定事務所
和歌山県知事（3）第35号

不動産鑑定士　小  林  一  三
土地区画整理士

〒640-8043
和歌山市福町7番地
TEL： 073-413-1547
FAX： 073-413-1548
E-mail：koba-kan@jtw.zaq.ne.jp

こ ばやし いち ぞう

副所長

坂 本　武 司
TAKESHI SAKAMOTO

〒640-8204 和歌山県和歌山市伝法橋南ノ丁6-23
Tel：073-431-5223　Fax：073-423-5190

税理士法人　きしゅう会計

社会福祉法人 紀三福祉会
紀三井寺苑
理事長　坂口 和男

和歌山市紀三井寺560-2　TEL.073-448-2255

介護老人福祉施設・デイサービスセンター

お い し さ 、田 舎 づ く り

㈲三幸農園
〒640-8412 和歌山市狐島508
TEL.073-455-8899
FAX.073-455-8773

代表取締役

島 本　昌 幸

理事長　竹中 庸之

医療法人 天竹会
竹中整形外科・内科
介護老人保健施設 天竹苑

介護老人保健施設 天寿苑
〒640-1121
和歌山県海草郡紀美野町下佐々385-1
℡（073）489-5181

〒640-0441
和歌山県海南市七山964-1
℡（073）486-0114

〒642-0023
和歌山県海南市重根11-1
℡（073）487-4171

社会福祉法人 中庸会
特別養護老人ホーム 天美苑
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平 歯 科 医 院
院　長　平　 平治

〒640-8113 和歌山市広瀬通り丁三丁目40番地
TEL.073-422-3012

辻本圭三法律事務所
弁護士　辻本 圭三

〒640-8155 和歌山市九番丁4-1 ラウムズ和歌山九番丁304号
TEL.073-432-1201㈹ FAX.073-432-1202

E-mail ： tujimoto.law@rose.plala.or.jp

寺 下 能 明

登記全般･測量･成年後見･官公庁許可申請
司法書士・土地家屋調査士・行政書士

〒640-8142 和歌山市三番丁18番地
TEL 073-436-7810　FAX 073-436-7803

て ら し た よし あき

寺下能明事務所 検索

谷口拓法律事務所
弁護士　谷口 　拓

〒640-8141 和歌山市五番丁8-1 リーガルセンタービル1階
TEL.073-424-6700 FAX.073-424-6800

はかる・包む・検査する・表示する
イシダはあらゆる産業シーンをサポートします

■　本　　　    社 和歌山市毛見108番地1 TEL （073）448-2225
■　田 辺 営 業 所  田辺市あけぼの18-6　TEL （0739）24-5958

URL: http://www.ishida.co.jp/ww/wakayama/
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社会福祉法人 すずらん会
わかやま苑
施設長　中谷 敬子

和歌山市屋形町1-39-2　TEL.073-436-4165

株式会社

取締役会長

〠640-8301
和歌山県和歌山市岩橋 283-2
 TEL 073-471-7750
 FAX 073-473-4628
E-mail  koei7750@yahoo.co.jp

Syouichi　Nishiguchi

KK.KOUEI興 栄

西 口  　昭 一

株式会社おいし一級建築士事務所

溝落  和 作代表取締役
一級建築士

〒641-0051 和歌山市西高松一丁目1番43号
TEL.073-426-5593 FAX.073-426-5490

〒640-8241  和歌山市雑賀屋町東ノ丁21番地
 県庁前玉置ビル2階
 電話　（073）488-3298
 FAX　（073）423-2344

中曽真二郎税理士事務所

税理士  中曽 真二郎

造園・土木設計施工

株式会社　　　　　　　　　

〒641-0006  和歌山市中島570
 TEL （073）472-0396
 FAX （073）475-0346

フリーダイヤル 0120-17-0396

株式会社 保田鉄工所
会　長　保田 　博

〒649-6111 和歌山県紀の川市桃山町最上5-2
TEL.0736-66-2224（代） FAX.0736-66-2272

URL　http://www.yasudatec.co.jp/
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快適な生活環境を提供する『技術の会社』

代表取締役社長　山口 幸也
和歌山市北出島4-2　TEL.073-473-1275

電気設備工事・消防設備点検

株式会社 山口電気

■ホテルアバローム紀の国 ブライダル エステルーム 仏蘭西
〒640-8212 和歌山市湊通丁北2-1-2 TEL.073-427-5577
■ふらんす美容室
〒640-8343 和歌山市吉田323 メゾンドール和歌山3F303号 TEL.073-423-6464

Hair Make

美容室仏蘭西
山田　さち子

Ｅ-mail  france-b.s@docomo.ne.jp

代表取締役  一級建築士 Interior Planner

𠮷 田　遼

本　社
〒640‒8402　和歌山市野崎45-6
TEL 073‒452‒8774　FAX 073‒452‒2933

東京オフィス
〒150‒0012　東京都渋谷区広尾5‒1‒31 T/54ビル2F
TEL 03‒5422‒9441　FAX 03‒5422‒9442

一級建築設計事務所登録　和歌山県知事登録（ト）636号　特定建設業許可　和歌山県知事許可（特ー26）第7113号

株式会社ヨシダインテリア　𠮷田遼 一級建築事務所　yoshida-interior.co.jp

090 - 3266 - 7651
yoshida-interior@gol.com

中央通信機器株式会社
Robert Yamamoto

代表取締役　山 縣  泰 司
〒642-0032 工場  和歌山県海南市名高501-7
  TEL　（073）482-0480㈹
  FAX　（073）483-3505
  E-mail　ymg@poppy.ocn.ne.jp

 自宅 和歌山県海南市名高501-7

和歌山インターから17分

尾崎　あいホーム一番館
（サービス付き高齢者向け住宅）

尾崎　あいホーム二番館
（住宅型有料老人ホーム）

第1,2デイサービスセンター
ケアプランセンター
ヘルパーステーション

株式会社 あいケアサーブ
〒599-0202　大阪府阪南市下出274番1
TEL 072-473-0575 FAX 072-447-8280



ご協力有難うございます
皆様の募金は

国際がん診療研究センター・トリプルネガティブ乳癌センター
へ、寄付させて頂きます。

和歌山東南ロータリークラブ




