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《本日のお祝い》

お誕生 日

2月 12日 山下 勝央 君

《会長挨拶要旨》

「ウイルス肝炎」

主な肝炎の原因にはアルコ

ール、薬剤、ウイルスなどが

あります。またウイルス肝炎

には A tt B型、 C型、 E型があ

り、2003年 に兵庫県で野生の

シカ肉を食べて E型肝炎に罹

った方がありました。正確な

データによる最初の報告とさ

れています。その他、生の豚

レバーや野生の猪が原因とみ

られるE型肝炎もありました。

しかし E型肝炎の経過は概ね良好で死亡例は認められてい

ないようです。ジビエのシーズンですので一言加えさせてい

ただきま した。A型肝炎も食物から感染 しますがこちらも劇

症化する例は多くありません。しかし血液や血液製剤から感

染する B型 とC型肝炎は注意が必要です。輸血や血液製剤に

よる感染はもちろん歯ブラシ、カ ミソリの他人との共用、タ

トヮー、ピアス、鼻血など血液に接触する機会はすべて リス

クが考えられます。母児感染もありますので以前から新生児

のフクチン投与のシステムがあります。

50年以上前のお話ですが、当時のライシャワー米国大使
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平成 28年 2月  4日 天候 晴

が日本人の青年に大腿部を刺されて、虎の門病院で手術と輸

血を受けました。親日家の大使は「私の体の中に日本人の血

が流れて私は益々日本人に近づいた。」と話されましたが

その後輸血によるB型肝炎を発症してしまいました。この事

件以後、売血は一切禁止され、輸血用の血液はすべて献血に

よるものになりました。しかしライシャワー氏は月干炎から肝

臓がんを発症して、事件から 26年後に亡くなりました。ウ

イルス性肝炎の長い経過を表しています。B型肝炎に対する

ワクチンもありますので一応は解決していると考えられて

いると思います。

現在の問題は C型肝炎と思います。C型肝炎の患者さんは

200～250万人と言われています。感染源は輸血、血液製剤

が約半分ですが、覚せい剤の使いまわしの注射針、タトゥー

ピアスからの感染も報告されていますが感染源が不明の例

も多数あります。

C型肝炎は、以前にもお話ししましたが 10～ 30年 にわた

り慢性肝炎から肝硬変、そして肝臓がんに至る経過が確実視

されています。肝臓がんの患者さんの約 80%は C型肝炎の

ウイルス感染者です。 他人の血液に触れない注意が必要で

ワクチンはありません。

少し前まではインターフェロンの治療が主流でしたがウ

イルスに対する直接治療ではないので治療効果が不確実、長

期間にわたる治療が必要、薬剤による精神的な副作用が出や

すいなどのために途中で治療を続けることができないこと

がしばしばありました。

昨年からは新しい薬を2～ 3種類、12週間飲むだけで90%

以上の効果が期待できる治療が始まりました。高価な薬です

が様々な医療補助もあるようです。いよいよC型肝炎の対策

もできつつあります。

いずれにしても肝臓は「無言の臓器」と言われていて、症

状が現れてからでは “もう遅い"と いう段階に至っているの

で、現状の確認が重要です。従つて健康診断や ドック検診で

は、B型にC型肝炎の検査も加えておくと安′きです。

《新入会員紹介》

静岡ガス株式会社 遠藤正和君が入会されました。
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《来費卓話》

「平和と紛争予防」

ジャーナリス ト、株式会社ウィンウィン

代表取締役 有本 香 氏

戦後占領下でのGHQに よる検閲以来、未だ日本のメディ

アのおかしさは続いている。インターネ ットによる情報化が

進み、そのおかしさはより明白になりつつある。私はできる

だけ事実に近いことをお伝えしたいと考えている。

例えば、清原元選手の覚醒斉J事件。報道は栄光の座から転

落 した話に終始 しているが、本件で大切なことは入手ルー ト

の問題。二年前から同選手の覚醒剤問題は業界では有名な話

であ り、暴力団組織 との直接の関係が疑われる。ひいては

日本の野球界、ショービジネスの世界 と暴力団組織 (反社会

的勢力)の関係の問題があるが、テレビ業界は報道できない。

表面的な話に終始せ ぎるを得ないとい うメディア としての

限界がある。

著書『 リベラルの中国認識が日本を滅ぼす』で伝えている

ことは、リベラル (左 派)が悪いという意味ではなく、中国に

対する認識が間違つている、さらにはメディアが伝えてきた

ことが間違っている、という点にある。III今 、日本企業の中

国進出が減速してきている、との報道があるが、もともと中

国には構造的な問題があることがその理由。メディアが企業

の中国進出をあおつてきた責任がある。中国進出を行い、撤

退した企業関係者に取材をしたが、中国に工場をつくり事業

が軌道に乗 り始めたところへ当局がルール変更を行い追加

投資が必要になつたり、経理担当者が当局と内通して債務を

負わされたり、数々の問題が現実に起きている。結果、投資

して築いた設備を取り上げられる、工場長などの日本人責任

者が日本へ帰国できない、といつたことが現実に存在する。

残念なことに、このような実態が日本には伝わらない。取

材した方々からも公表への同意は取り難い。背景には、日本

人の恥の意識があるのではないか。中国進出で痛い目にあつ

た台湾人は、天安門広場でデモを行うことや、広告を活用し

て注意喚起を行 うなど、中国に対する示威を行つている。米

国も同様である。

もう一つはメディアに責任があり、中国の問題をきちん

と日本で報道していないことがある。もちろん一律に中国ビ

ジネスがだめだと言うわけではなく、国益につながるような

ビジネスはOK。 ただし十分な注意が必要だと言いたい。大

企業ですら中国に進出して問題が起きているが、撤退できな

いケースも実際に存在する。この現実、お国柄を認識すべき。

日本からの投資に加え「爆買」に代表される中国からの投

資にも問題がある。訪日客の増加を目指して民泊を進めるこ

とが検討されており、法規制の緩和が論議されている。メデ

ィアは「10ツじ円の経済効果」があると言つているが、その

算出根拠は不明確。むしろ法律で定めている宿泊施設に関す

るルールを緩めることは、多々問題が生ずることになる。規

制緩和の原案では面積 3ピ を確保すれば良いことになつて

おり、ワンルームマンションも可とする予定。ということは

30ざのワンルームに 10名泊まることが可能となり、周辺住

民への影響、居住環境の悪化が容易に想像される。すでに大

田区が国家戦略特区として先行実施しているが、周辺住民の

承認をとることを前提としている。一方現在、違法な民泊が

増加しており、新宿や京都では一棟丸ごと民泊施設となつて

いるところも存在する。事件が起きて警察が入つたところ

20ざに5名 がいたケースもあり、風俗など違法行為の温床

になつている。また既にあるルールを守って運営している旅

館、民宿業者との不公平もある。こういった多くの問題を抱

える民泊を合法化することは、本末転倒ではないか。無理が

とおって、道理がひつこむことで良いのか。

民泊に関する規制緩和の背景には、景気の影響で不動産市

況が動かないことがある。中国人は日本の不動産を買い漁つ

ているが、保有不動産に借 り手がつかない、という問題を抱

えている。東京オリンピック開催、不動産業界からの圧力

そして日本の不動産を買い漁る中国人投資家やマフィアの

犯罪拠点ニーズが相まって、この規制緩和の動きを形成して

いる。

台湾総統選挙で野党・民進党が勝利したのは、中国に近づ

きすぎるリスクを国民が認識していることを意味している。

前政権が対中関係改善のため規制緩和をしたため、サービス

分野での自由化が進み、中国人労働者が流入してきた。台湾

国民は、この対中政策に「Nol」 を示した。

私たちも、正しい理解をして、「No!」 と言うべきことは言

おう。今後も微力ながら、正しい情報を伝えていきたい。

《スマイル報告》

川口 尚宜 君   あこがれの有本香さんをお迎えしてス
マイル致します。本日をずつと楽しみに
していました。細川会員のご尽力のお陰
で実現できました。ありがとうございま
す。有本さんの益々のご活躍を祈念致し
ます。本日は本当にありがとうございま
す。

杉田 至弘 君   今日は立春、昨日は節分、ちょつと嬉 し
い事がありましたのでスマイルします。

伊藤 洋一郎 君  遠藤正和さんが入会されました。情報委
員会として歓迎致します。

曽根 正弘 君   新会員に遠藤正和さんを歓迎して。

大村 幸代 君   遠藤正和さんのご入会を歓迎してスマ
イルします。「ここで会ったも何かの縁
…」です。東クラブを是非楽しんでくだ
さい。

上田 直弘 君   本日、弊社の専務執行役員マルチエネル
ギー事業本部長の遠藤正和さんが入会し
ました。会員の皆様には私と変わらぬご
厚情を賜りますようお願いしてスマイル
致します。なお私は昨年末で執行役員を
退任し、 3月 に常勤監査役に就任予定で
す。 6月 末まで当クラブに在籍させて頂
きます。残 り期間は短いですが悔いが残
らないようクラブライフを過ごしたいと
思つております。何卒よろしくお願い致
します。
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