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理事長ご挨拶 

 

 

 

この度は法人ライサイカル会員の皆様にお届けするニュースレ

ター発刊に際し、一言ご挨拶を申し上げます。「人のため、社会の

ため、自分のために何かを為す」には生ある限り、いつかは成し遂

げたい思いで挑戦し、それを目標としてきました。長年におよび大

学では教育や研究に従事してきましたが、大学の枠に捉われず社会

にアカデミックな成果を還元する思いを今も壮大な夢とし、微力な

がらそれに向かっています。 

 「充実した人生を、価値ある人生を、人として気高く凛とした生

き方を」このライサに込め、正しい情報の提供を常に目的とし、更

に科学的見解から人々の健康予防の一端を担い、精神と身体の健康

ライフに当法人の役割と存在を示す事を強く祈念しています。「カ

メとウサギ」の喩え話の中のじっくりと歩み続けながらゴールを目

指すカメの思いで精進して参ります。今後とも、皆様方のご支援、

お力添えを頂きたく、くれぐれも宜しくお願い申し上げます。 

 

平成 27年 1月 

理事長 早川 あけみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初春のお慶びを申し上げます。本年も何卒、宜しくお願いいたします。 

 

本年の予定 

 

 第 3回総会 理事・評議員会 

  日 時：2015年 6月 14日（日）14:00～17:00 

  会 場：名古屋都市センター 14階 第 1会議室（愛知県名古屋市中区金山 1丁目 1番 1号） 

 

 第 3回 健康文化フォーラム 

  日 時：2015年 10月 18日（日）時間未定 

  会 場：未定（名古屋市内） 

  講演者：山田 静雄 先生／静岡県立大学薬食研究推進センター長 

      中里 公亮 先生／伊勢赤十字病院 形成外科部長 

      他 プログラム企画中 

 

この他、法人の最新情報は公式ホームページ（http://liscicul.or.jp）でご確認ください。 
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第 1回・第 2回健康文化フォーラムを終えて 

当法人主催の『健康文化フォーラム』が、昨年 2月に山口県山陽小野田市で、10月に愛知県名古屋市

で開催されました。 

多くの方に参加いただき、大変盛況なフォーラムとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市民公開健康フォーラム「がん健康講座」（第 1回 健康文化フォーラム） 

◆プログラム： 

 ①講演：良性と悪性の皮膚腫瘍の見分け方（愛知医科大学 名誉教授 松本 義也 先生） 

 ②講演：乳がんになっても生き生きと普通の幸せを実感するために！ 

     ～乳がんを知り，どう向き合い，どう戦うのか～（寝屋川生野病院 乳腺外科部長 中嶋 啓雄 先生） 

 ③軽音生演奏：癒やしの軽音ライブ（山口東京理科大学 Jazz研究会 バヤリース） 

 ④専門医による医療相談 

◆開催日：2014年 2月 23日（日）   ◆会 場：きらら交流会館（山口県山陽小野田市） 

◆主 催：ライサイカルネットワーク（一般社団法人生命科学文化推進機構） 

◆共 催：山陽小野田市        ◆後 援：山口県・きらら交流館 

第 2回 健康文化フォーラム ～がんと放射線について正しい知識を！～ 

◆プログラム： 

 ①講演：成人女性の日常を壊してしまう乳がん！ 

～一緒に考え、正確な知識を身に着けましょう～（寝屋川生野病院 乳腺外科部長 中嶋 啓雄 先生） 

 ②講演：放射線のリスク評価（馬替生物科学研究所 所長 馬替 純二 先生） 

 ③文化と科学：萩焼で和む心 

◆開催日：2014年 10月 18日（土）  ◆会 場：名古屋都市センター 特別会議室（愛知県名古屋市） 

◆主 催：ライサイカルネットワーク（一般社団法人生命科学文化推進機構） 

◆後 援：愛知県・中日新聞社 
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特集：健康文化フォーラム開催記念 特別寄稿 

 

 

ライサの「がん健康講座」について 

愛知医科大学 名誉教授 

松本 義也 先生 

 

ライサ主催の市民公開健康フォーラム「がん健康講座」

が、平成 26年 2月 23日（日）に山口県の山陽小野田市

で開催されました。早川理事長はじめ会の多くの方の活

動、援助のおかげと思います。 

 会場は「日本の夕陽百選」認定の焼野海岸の「きらら

交流館」でした。 

前日に小泉評議員のご案内にて、早川理事長、中嶋理事

と近くの竜王山へ行き、海に映える赤橙色の夕陽をなが

め、瀬戸内海の美しさを満喫しました。 

 当日は、会場一杯に聴衆がみえられ、ありがたく感謝

いたしました。 

私の「良性と悪性の皮膚腫瘍の見分け方」、さらに 

 

午後の中嶋理事の「乳がんになっても生き生きと普通の

幸せを実感するために」の講演に熱心に耳を傾けていた

だきありがとうございました。 

 ライサの第一回の活動として、まずまず盛会の内容と

思いました。 

今後、ライサの活動として多分野にわたって行っていき、

賛同していただける会員数を増やすことができるよう

務めたいと思います。 

 

 

放射線とのつきあいかた 

馬替生物科学研究所 所長 

馬替 純二 先生 

 

日本は原子爆弾の唯一の被ばく国であり、「放射線」

に対する拒否反応がきわめて強いことは仕方のないこ

とだと思います。しかし、一方で、放射線に対する無知

と恐怖は、必要な診断や治療を受けることを拒否したり、

放射線にさらされた食品を拒絶したりすることで、私た

ちに不必要な損失をもたらします。車や飛行機などの乗

り物に乗ること、たばこやお酒を飲むこと、私たちの行

動の全てが多かれ少なかれ「リスク」を伴います。私た

ちはこの点も考えた上で、恩恵とリスクを秤にかけ、自

らの行動を決定しています。放射線についても同じです。

放射線は私たちの生活のさまざまな分野で利用され、私

たちに大きな恩恵をもたらします。放射線とはいったい

何なのか、どの種類の放射線をどのくらい浴びるとどの

ような疾患が起きてくるのか、放射線の恩恵を上手に利

用するためには、リスク評価の手法と考え方を正しく理

解することがとても大切な意味をもつと考えています。 
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特集：健康文化フォーラム開催記念 特別寄稿 

 

成人女性の日常を壊してしまう乳がん 

－いっしょに考え、正確な知識を身につけましょう－ 
 
寝屋川生野病院 乳腺外科部長 

中嶋 啓雄 先生 

 

何十年も乳腺外科医をしていると、「乳がん」という

言葉の響きには、女性・男性を問わずに、他の部位の「が

ん」の響きとは違って、「乳房を切除すれば治るんだろ

う、とか、まさか命までは落とさないだろう！」といっ

た偏見が存在するように思われる。その根拠として、何

年かけて工夫をしても上がらない日本の成人女性の乳

がん検診率の低さ（20～25％）が物語っている。現在、

日本の成人女性における「がんの罹患率・死亡率」の第

１位は、「乳がん」であり、その傾向はますます顕著に

なっていることを考えると、今回のライサでの「乳がん

の講演」が、少しでも多くの名古屋市民の皆様に理解し

ていただけたのではないかと信じています。以下に、本

講演会で知って欲しかった「乳がん」に対する正確な知

識の要点をまとめます。 

①：乳がん検診は、「マンモグラフィ＋超音波検査」を

せめて 2年に一度は受けて欲しい（保険診療で受けても

4,000円位です） 

②：乳がんと診断するには、画像検査と生検検査での病

理所見が一致しないと不正確です 

 

 

 

③：乳房にほとんど傷をつけないで手術できる「内視鏡

補助下の乳房温存手術」が保険診療で受けられます（た

だし、満足できる手術が受けられる施設は限定されます） 

④：乳がんには、少なくとも 5種類の「サブタイプ」と

いうものが存在し、それぞれで抗がん剤やホルモン治療

の方法が全く違います 

⑤：早期乳癌（大きさが 20mm以下でリンパ節転移がな

いもの）で、手術を受け、その後の補助療法を受ければ、

10年生存率はかなり期待できます 

⑥：早期乳癌で必要となる治療費は、ほとんどが保険で

カバーされます 

・乳がんで治療を受けられても、女性として生き生きと

生活され、また、すぐに職場復帰されている女性はたく

さんおられます。 

まずは、自分だけは乳がんにならないとか、こんなに

健康だからとか、偏見や勘違いを自分に言い聞かす前に、

信頼できる医療機関で乳がん検診を受けて下さい。

 

ご挨拶 

山口県議会議員  小泉 利治 先生 

 

「体脂肪 燃やして発電 できないかな」「たまった

なぁ お金じゃなくて 体脂肪」、これは、いずれも過

去のサラリーマン川柳の入選作品であります。検診を受

け、保健師らの指導をもとに食生活を見直し、運動を日

常生活の中に用いれば、生活習慣病のリスクが下がると

わかっていても、改善の行動がなかなか伴わないのが現

実であります。 

我が国の「平均寿命」は、平成 22 の調査によると、

日本の平均寿命は男性 79.59歳、女性 86.44歳で、男女

ともに過去最高を記録し、世界でも、有数の長寿国とな

っています。 

 また、健康寿命は男性 70.42歳、女性 73.62歳で年々

伸びているようでありますが、その差は、いずれも 10 

 

 

 

歳前後の開きがあるようであります。 

この差が開けば開くほど、介護や医療費用が増えるこ

とになります。 

健康に過ごせる期間が延びれば、医療・介護費の抑制

効果が期待できます。 

 また何よりも元気で生活ができることほど幸せなこ

とはありません。 

こうした課題を解決するために、健康フォーラムを開

催。参加数こそ少人数でしたが、健康長寿を推進するた

めには、大きな 1歩であったと思います。 



 

6 

 

田舎の一外科勤務医 
 

理事長の早川先生に名古屋大学在籍時、研究で大変お世話になった関係でお誘いを受け評議員をさ

せて頂いています。 

外科医には大学教官、大学院生、一般病院の勤務医、開業医などいますが、私は田舎の一外科勤務

医です。大学時代は肝胆膵（肝臓・胆道・膵臓）グループにおり、それ以外の臓器を診ることはなか

ったですが、今の病院は血管外科医含め外科医が４人しかいないので、腹部、乳腺、肺、甲状腺、そ

の他体表の手術など多岐にわたり診療しています。もちろん得意、不得意、専門医の関係で大病院へ

患者さまを紹介することもあります。 

専門医といえば、専門医だけでなく私は外科学会と消化器外科学会の指導医を頂きましたが、これ

を維持するためには 4年に 1本論文を書かなければなりません。取得するときは 3－5本の論文が筆

頭著者として必要ですが、維持するためには共著者でもよく 1本でよく楽なようですが、田舎の小さ

な病院にいると論文を書く医師はまずいません。となると自分で書くしかないのですが、患者数も少

なく、大学時代のように研究をしているわけでもなくネタがありません。日本の医療の質は高いのか

国内の学会雑誌に投稿してもハードルは高いです。そこで目をつけたのが海外です。平成 26年 10月

にインドネシア・バリ島で行われた International College of Surgeons(国際外科医学会)で発表し

てきました。2年前にオーストラリア・ブリスベンで開催された時も、珍しい症例の報告だけで採用

されて発表しています。今回は高齢者の全身麻酔手術は合併症が多いというだけの内容で、国内雑誌

では絶対に載りません。しかしこの学会では発表すると議事録という形で論文にもしてくれます。こ

の論文は上記の業績として認められるうえに堂々と仕事を休んで海外旅行ができます。堂々と休める

のは夏休みと、学会に行くときと忌引きくらいで、それ以外は土日でも夜間でも緊急手術などあれば

呼び出されますので、これはこの上ない好機です。 

勤務する病院は自宅から 40kmほど離れたところにあり少し遠いで 

すが、さらにそこから 40kmほど離れた所に母が一人で暮らしており、 

持病があり薬を飲んでいるので週 2回様子を見に行っています。また 

そこで私名義でコメを作っており、母と業者にほとんど任せているも 

のの、暖かい季節には毎週のように草刈りをしています。もちろん赤 

字ですが自然保護と、健康のためと思ってやっています。 

こんな田舎の外科医ですが、社会貢献をしたいと以前から言われ有言実行されている早川先生のお

誘いを断ることはできず評議員になった次第です。私も何か世の中のためになれればと考えておりま

すので、今後とも宜しくお願い致します。 

 

当法人評議員  榊間 勝利 先生   

 

 

 

～会員の皆さまへ伝えたい～ 
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サ メ  セ ― ジ 

http://junkos0422.exblog.jp/iv/detail/index.asp?s=12782898&i=201106/07/52/a0210352_20242729.jpg
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ライサに思う 

 

ライサイカルネットワーク（愛称：ライサ）…当法人に対する早川 

理事長の熱い想いを一言で集約させた言葉はないものかと、実は私が 

発案させて頂きました。皆様はお気付きかもしれませんが、ライフ・ 

サイエンス（ライフサイエンス）・カルチャーこれらの頭文字を取った 

ものです。近年、各々の専門分野は日々進歩を遂げていますが、当法人 

では更にこれらを融合（ネットワーク）させる事で人々の健康ライフを 

目的•支援する活動組織です。また当法人を組織する役員や顧問の先生 

方の分野は多岐に渡り、ネットワークの拡張性は無限大であり、この無 

限の可能性と研究成果を人々に還元し信頼を得て皆様のご支援ご協力の 

もとライサを発展させていきたいと願うばかりです。「あくまでもアカデミックに！」理事

長の口癖ですが、信頼を得るにはとても重要な事と私も共感しています。 

ライサに栄光あれ！ 

当法人評議員  神田 秀喜 先生 
 

 

生命科学文化推進機構に身を携えて 

 

テレビや新聞等の情報過多の現状において、難解な文語や新しい分 

野等で理解しがたい事が時々起こる。その折には、皆さんはあらゆる 

手段を用いて理解しようと努められると考えられます。ここで、物の 

見方について考える時、「主観的な見方」と「客観的な見方」があるの 

はご存じのとおりです。科学的な世界では客観的見方が養成されなけ 

ればならず科学的な真実・認識出来るものでなければならないのです。 

万人が等しく真実として客観的に認識しうる世界が科学の世界なので 

す。科学的な真実は、一般的普遍性が要求されるので、ある一定条件のもとでの繰り返し

実験によってある精度常に同一結果が保証されることが要請されます。今話題となってい

る STAP細胞も全く同じです。科学は前述のように客観的に物を見ることによって成立し、

自己の他に対象をおいて、正確な観測を通して定量的に性質や事柄を区別することから始

まります。一方、自己の意識の働く世界においては、一般に主観が加わるために、純粋な

物の見方が出来なくなります。科学は「知性の世界」とすれば、意識の働く世界は「感性

の世界」と見る事が出来、それは「心の世界」とも考えられます。生命科学文化機構と言

う会の目指す範囲は「知性の世界」と「心の世界」におよび、非常に幅広く何処を見渡し

ても同じような会は見当たりません。生命はもちろんのこと、歴史、文学、絵画、音楽を

も網羅して皆さんに理解して頂くとともに満足して頂き、この会に参加して良かったと心

から思って頂くためにスタッフ一同努力したいと考えております。 

 

当法人理事  土谷 敏雄 先生   
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介護士になって 6年。毎日やり甲斐を感じていますが、 

やはりストレスもたまるお仕事です。 

私のストレス解消は、何といっても寝る事！ 

でもここでは『趣味のバイオリンと読書』という事にしてお

きたいですね(^^)v 

そこで今回は私のストレス解消になっている“癒しの一

冊”を紹介します。 

みなさんはアラスカの写真家、星野道夫さんを知っていま

すか？ 

彼は時々日本に帰国しては、アラスカでの様々なエピソ

ードを語っているのですが、その講演集『魔法のことば ～

自然と旅を語る～（文春文庫）』が私は大好きです。 

カリブーの大移動やイヌイットの鯨漁など、現代社会では

決して体験できない数々を、非常に魅力的に語っているの

が印象的で、“命や生きることについて”、“豊かな人生とは

何か”と、色々考えさせられる一冊でした。 

こういった趣味の世界（と寝る事）からパワーを貰って、自

分を高めていきたいですね。 

会員の皆さんからも『オススメのストレス解消法』を教えて

欲しいな♪ 

ライサコラム 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
編集にあたって 

 ライサが名古屋を拠点とした活動が本格化した昨年 6月より、法人事務局にてお手伝いをさせてい
ただいております。この度、初めての News Letterを発刊するにあたり、編集作業もお手伝いさせて

いただきました。 
 ライサ会員の方にコラムを書いていただく『ライサコラム』のコーナーは、“ライサ会員の皆様と
作り上げていきたい”との早川理事長の思いから誕生しております。今後、会員の皆様にもご寄稿を
ご依頼いたしますので、その際は、宜しくお願いします。 
 産声をあげたばかりの News Letterですが、皆様に喜んでいただける誌面作りに鋭意努力して参り
ます。お気づきの点等ございましたら、法人事務局までご連絡いただければ幸いです。 

（事務局 岩井 真彦） 

 

 
 

 

一般社団法人 生命科学文化推進機構 事務局 

〒460-0024 

名古屋市中区正木 4-11-8 レインボー第 3金山 202号 

TEL 052-253-9111  FAX 052-253-9139 

E-Mail office@liscicul.or.jp 

 

今回の会員  森川 裕子 さん 
名古屋市の介護施設で働く介護士さん。 

夢は『お料理上手』になる事だ 

とか。頑張って！！ 

会員で繋ぐ 

リレーコラム 

 

ライサの Twitterアカウントを取

得しました。『@liscicul』で検索

してフォローしてください！ 

 

 

 

 

 

ライサでは協賛企業を募集

しています。詳細は事務局ま

でお問い合わせください。 

 

 

 

 

News Letter 編集委員会 

編集委員   松本 義也 

中嶋 啓雄 

鈴木 治彦 

神田 秀喜 

らいさいかる 

 

 

ホームページ（http://liscicul.or.jp）

を開設しています。『らいさいかる』で検

索してください！ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL  http://liscicul.or.jp 


