インスピレーションになろう

ＲＩ会長 バリー・ラシン
2570地区ガバナー
第３グループ
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「想いを繋ぎ 地域と国の発展に奉仕する」

第

例会
経済と地域社会の発展月間

天 候
会 長
例会日

例会場：ホテル・ヘリテイジ飯能sta.
事務局：飯 能 商 工 会 議 所 内
（代）

晴
島 田 秀 和

幹 事 馬 場 正 春
水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 森君、本橋君

・点 鐘 島田会長
・ソング 我等の生業 四つのテスト
・ビジター（川越西）田村 宏様
（新狭山）西澤長次様、林 吉承様
・卓 話 田村 宏様
【会長報告】
夕べの巨人阪神戦は高橋監督の最後。すご
い試合でした。負けかなと思っていたら４番
岡本が２発のホームランを打ち、３割３０本
１００打点に到達。松坂世代が引退、輪島も
昨日亡くなったとの事で、昭和が少しずつ遠
くなってきたのかなと感じます。
田村委員長とは地区の喫煙室でよくお会い
するので親しみを感じております。西澤部門
委員長は安藤年度にも新狭山の会長だったと
思いますが、
今年は会長も兼務され、
お忙しい
中来て頂きました。アイバンクについて今日
はいろいろ勉強させて頂きたいと思います。
【幹事報告】
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・１０／１８（木） 入間南と合同夜間例会
・１０／２５（木）２７・２８万燈まつりに振替
・１１／８（木） 夜間例会 万燈まつり反省会
「ナポリのかまど」
・１１／１５（木）日帰り旅行 ロータリー美術館
・１２／１３（木）クリスマス家族会
◇新所沢ＲＣ
・１０／２３（火）移動例会 職場訪問・体験
「（株）サンエーフード」江崎会員
・１０／３０（火）振替休会
２７・２８所沢市民フェスティバル参加
・１１／２０（火）例会取消 ２３法定休日
・１１／２７（火）親睦旅行による移動例会「熱海」

・１２／１８（火）家族と共にクリスマス会・忘年会
「ベルヴィ ザ・グラン」
・１２／２５（火）例会取消 ２４法定休日
◎ＭｙＲＯＴＡＲＹ登録について 神田（敬）ＳＡＡ
ＰＣ環境のある方は配付のＩＤ番号を使っ
てロータリーのＨＰから「Ｍｙ ＲＯＴＡＲＹ」
メンバー登録にトライしてみて下さい。出来
なかった方には来月個別にサポートしていき
たいと思います。
【委員会報告】なし
【結婚・誕生日祝】
中山親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
神田（敬）君、前島君
◇結婚記念日おめでとう
神田（敬）君、小谷野君、吉澤君、大附君
馬場君、平沼君、神田（康）君、山川君
半田君、間邉君
◇会員誕生日おめでとう
２藤原君、２１中里（忠）君、２１町田君
２３市川（昭）君
◇夫人誕生日おめでとう
３中里（光）夫人、６大木夫人、７島田夫人
２６間邉夫人、３０町田夫人
【出席報告】無届欠席０ 細田（伴）出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
１０／９（日高）半田君
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ

・
「目の愛護デー」
にアイバンクの卓話の機会
を頂きまして誠に有難うございます。本日
はよろしくお願い申し上げます。
西澤長次様
（新狭山）
、田村 宏様
（川越西）
・新狭山ＲＣの林 吉承会員です。本日は飯能
ＲＣのＭＵに参りました。よろしくお願い
致します。 林 吉承（リンキッショウ）様
（新狭山）
・田村様、西澤様、林様ようこそ。本日はよ
ろしくお願い致します。田村様、本日は卓
話有難うございます。
半田君、前島君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
平沼君、
神田（康）君、
大附君、
半田君
山川君、
間邉君、
小谷野君、
馬場君、
神田（敬）君
・入会記念日お祝い有難うございます。
神田（敬）君、前島君
・誕生日お祝い有難うございます。 町田君
・家内の誕生日お祝い有難うございます。
間邉君、島田君、町田君
・高３砲丸娘、福井国体２位でした。また頑
張ります。
大野（康）君
本日計６６，
０００円、累計額２５９，
００１円。
◎１７日例会当番は町田、中里（昌）会員です。
【卓
話】
講師紹介
大﨑社会奉仕委員長
「ロータリアンはせめて一年に一度、『目の
愛護デー』の日には目の事に関心を寄せて、
アイバンクへの想いを抱いてもらいたい」と
先日も西澤部門委員長よりお話がございまし
た。その１０月１０日がたまたま社奉担当卓話
の日でしたので講師をお願いした次第です。
配付資料のご確認をお願い致します。

アイバンクについて
地区社会奉仕部門
アイバンク委員会 委員長

田 村

宏 様

（川越西ＲＣ）

■西澤長次様
（地区社会奉仕部門委員長）
：地
域社会奉仕／アイバンク／世界遺産・無形文
化遺産登録推進／ブライダルと、４つの委員
会を担当しています。ブライダル委員会では
２０（土）紫雲閣でパーティーを開催。熊谷では
キングアンバサダーホテルで５組、３月には
秩父農園ホテルで５組がマッチングと、成果
が出ています。お知り合いの方がいらっしゃ
いましたらご紹介をお願い致します。
翌２１
（日）
は、さきたま古墳群の世界遺産登録推進に関
するセミナー。前島会員には地域社会奉仕委
員会でお世話になっております。今後共、社
奉部門をよろしくお願い致します。
■田村 宏様：１９３１
（Ｓ６）
年、失明予防運動
として１０月１０日が「視力保存デー」となりま
す。戦争で中断、戦後１９４７年
「目の愛護デー」
として再スタート。
厚労省が各学会、
メーカー
等と協力してイベント活動をしています。
アイバンク最大の支援団体はＬＣですが、
埼玉県だけはアイバンク協会から毎年地区に
協力要請ありガバナーが名誉顧問に就任する
形で支援する事になっています。
ＬＣとＲＣが
支援するのは埼玉だけ。財団の４つの重点分
野には
「疾病予防と治療」
があり、角膜移植は
「治療」
ですので、これに寄与するものと考え
ます。また、地域社会への奉仕という事で他
団体からの要請に協力するというものです。
目の大きさ２４．
５ｍｍ、
重さ約１０ｇ
（５００円玉
位）
。角膜は横１１ｍｍ、
縦１０ｍｍ、
厚さ０．
７ｍｍ、
寿命２００年。
眼球の形を保ち、
外の光を屈折さ

せて瞳の中に光を送り込
むカメラのレンズのよう
な働きをします。血管の
無い臓器で、栄養は周囲
の血管網、
房水、
涙から、
酸素は大気中、涙液から
吸収。痛覚、
冷覚がある。
血管が無いので角膜移植
は血液の拒絶反応が起き
難く成功率が高い。
ｉＰＳ
細胞から人工角膜が作ら
れるとの事だが命に直結する病気の研究が優
先されるため実用化まで２、
３０年は掛かる。
アイバンクとは角膜移植のため、眼球提供
者の登録を受け、死後、眼球の摘出・保存・斡旋
等を行う機関の事
（埼玉では浦和にある）
。
１９３０年代から移植の成功例が出始めた。
世界初のアイバンクはＮＹに設立。日本では
Ｓ３８年の慶大眼球銀行、順天堂アイバンク、
大阪アイバンクが最初。
１９８８年
「埼玉県アイ
バンク協会」
設立。
移植法等が整備され、
０３年
には年間２５００例の角膜移植手術がなされる
ようになる。その後、腎バンクと統合する際
には、歴史の古いアイバンクを先にした名称
「アイ腎バンク」では誤解を招きかねないので
「腎・アイバンク協会」
になったそうです。
０８年
には全国５４か所となり、
１２年、
現在の
「公財」
に移行しました。
現在、年４０００例の移植が実施。
（８８年～）
Ｈ２９年度までの埼玉県の献眼登録者数は累
計で２３，
０８９名、
献眼者数４３４名、
移植眼球数
７９０、
待機者２５名。埼玉７００万人の人口に対
して２３，
０８９名は登録率が低く、全国的には
倍の登録があっていい割合だと聞いていま
す。そのため移植数も少ない、というのが埼
玉県の現状です。ちなみに、
年４０００例という
移植の半数近くは輸入角膜によるものです。
わが国では臓器提供は任意で強制ではなく
臓器売買は禁止、
分配の公平性が大原則。
アイ
バンクのみが眼球斡旋の認可を受けています。
白濁した角膜を丸いカッターで正確にカット
して、その
部分に正常
な角膜を移
植、糸で縫
合します。
円錐角膜は
９５ ％ 近 い
成功率、角
膜穿孔はそ
れより低く
なります。
提供者は誰でも良いというわけではありません。
遺族から連絡を頂くと、最寄りの指定病院
（埼玉では６か所：飯能は埼玉医科大学病院）
から５、
６時間以内に医師、
看護師が派遣され
角膜摘出手術を行います
（約４５分間）
。出血は
ほとんど無く、
最後に義眼を入れます。
眼球検
査後、
左右、
１人ずつに移植手術をします。
地区の登録者数は第１グループ：１３０名、
第２：５７名、第３：１６７名、第４：６１６名。
Ｈ３０年４月：１５名、５月：１６０名。このうち
１５０名は本庄ＲＣ創立記念事業での登録です。
献眼登録者数を待機者の方は見ており、登
録者数が増える事は待機者の希望となるよう
です。是非ご家族、職場の方とアイバンクに
ついてお話頂いて、考えるきっかけを作って
頂ければと思います。

