
 

 

 

 

 

 

 

第 2015 回例会 

平成 31 年 11 月 18 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

会員卓話  魚谷 幸司 君 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 20 名 

出席率 48.78 ％ 前回修正出席率 78.05 ％ 

 

４．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。昨日、

紀美野町文化センターで開か

れました「世界民族祭 in 紀美

野 2019」では、当初の予定を

上回る盛況で大成功に終える

ことができました。売上金は、

117,600円でした。概算ですが、

前回の夜間例会で皆さんにも

ご試食いただきましたマレーシアの焼き鳥サテー

ィは、午後２時(４時間)で 200 本が完売。また、焼

きそばのミーゴレンは、約 160 食。ドリンクはタピ

オカはじめ、約 200 杯でほぼ完売でした。お天気に

も恵まれ、多くの人で賑わいました。ご協力、お手

伝いいただいた多くの皆さん。本当にありがとうご

ざいました。お疲れ様でした。米山記念奨学生のハ

リス君を中心としたマレーシア料理好評でした。お

店では、米山記念奨学事業の支援をはじめ、ロータ

リーのことを多くの方に知っていただくことが出

来たと思います。 

また、このほか、特に紹介したいことがあります。

帰りの車の中で、聞いた箕嶋君の話しですが、要約

すると入会して 10 年、例会もあまり出席していま

せんが、今年、ふるさとまつりに続き、こうして、

日頃、経験することが出来ない違う働きで、みんな

とで協力してすることは意義がある。楽しかった。

今年、職業奉仕委員長やけど解らんし、でも、ロー

タリーに入って良かったと思う。いい感想が聞けて

き、嬉しかったです。 

本日の卓話は、会員卓話で魚谷先生です。健康を

テーマにお話しいただきます。宜しくお願いします。 

次に 11 月 14 日（木）の理事会の報告をします。 

12 月の例会プログラムでは、12 月 02 日（月）年次

総会ですが、次年度役員選挙、予算の進捗報告等を

行います。また、年度当初の計画にもありましたが、

23 日は夜間例会に変更し、クリスマス例会とします。

丁度、今年の最後の例会でもあり、タイミングがク

リスマス時期なので、よろしく、ご理解、ご参加く

ださい。また、クラブ定款・クラブ細則の改正（案）

について、RI から規定審議会の決定に伴って正式に

標準定款、細則の日本語ファイルが届きましたので、

11 月 30 日（土）クラブ情報規定委員長会議に前田

幹事が出席し、説明を受けた後、12 月 9 日（月）例

会でお諮りします。このほか、創立 45 周年記念例

会について、プログラムは、宇恵親睦委員長とホテ

ルの打合せを基に、協議。鏡開き、餅つき、マグロ

解体ショー、ダンス、ビンゴ、バンド演奏と大筋を

決定しました。 

このほか、子ども食堂の支援については、来年の

2月頃で日程調整し、行うこととしました。 

最後に、今月のロータリー特別月間は「ロータリ

ー財団月間」です。みなさんのご理解とご協力をお

願いします。ご清聴有難うございました。 

 

５．幹事報告               代理 阪口 洋一 君 

今回は特にありません。 

 

６．会員卓話             魚谷 幸司 君 

今年の会員卓話は、健康をテー

マにと上野山さんからご提案が

あり、クラブのドクターが順次、

専門分野でお話しすることにな

っています。今回は私から、（超）

高齢化社会の流れとして、認知症

について卓話させていただきま

す。よろしくお願いします 

まず、高齢化社会といわれて久しいが、2019 年

の統計では 65 歳以上の人口は 3588 万人に達し、全

人口の 28.4％となっています。 

和歌山県 31.5％、海南市 35.4％ 

和歌山県の 65 歳以上の独居率 22％ 

老老介護、認認介護、孤独死, 家人からの虐待、
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高齢者の運転等々多くの問題が山積されています。 

○老年期の社会心理 

・定年退職など社会の中での役割の縮小（自己の

存在意義に疑問をもつ) 収入の低下も実感 

・全般的身体機能の衰え、病気になることへの不

安が出現 

・死への恐怖 

・子供や孫の成長に対する不安  

○認知症患者数の推移予想 

厚生労働省研究班の調査で推計１５％という

データが発表された。（H25 年 6 月 1日朝日新聞） 

・認知症高齢者 462 万人 

・軽度認知障害と呼ばれる予備軍 400 万人 

・2025 年 65 歳以上の認知症患者 730 万人 

○痴呆から認知症へ 

「痴呆」という用語は使わないでください。 

・高齢者の尊厳に対する配慮を欠いた表現 

・病気としての実態を把握していない 

・早期発見等の取組みを進める妨げとなっている 

平成 16 年 12 月 24 日より「認知症」へ 

○認知症の定義 

・意識は清明 

・脳の器質的病変によって起こる 

・正常に発達した知能が後に、病的、慢性的に低

下し、日常生活に支障をきたすもの 

○早期発見・早期対応の意義 

１治療可能な認知症に対し、早期に治療を行うこ

とが可能 

2 早期からの薬物療法による進行の抑制が可能 

3 戸惑う時間を短くでき、その後の暮らしに備え

ることができる。 

4 介護サービスの利用により、認知症の進行抑制

や家族の介護負担が軽減できる。 

障害者年金や精神障害者福祉手帳の入手も可能 

○認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン） 

基本的な考え方は、認知症の人の意思が尊重され、

できる限り住み慣れた地域の良い環境で自分らし

く暮らし続けることができる社会の実現を目指す。 

○認知症をきたす疾患の割合 

厚生労働省認知症研究班が示したデータでは（小

阪憲司先生） 

アルツハイマー型認知症 67.6％   50％ 

脳血管型認知症     19.5％   15% 

レビー小体型認知症    4.3％   20% 

その他          8.6％   15% 

○老化と軽度認知症の鑑別 

①認知症は記憶の保持が低下して、体験そのもの

を忘れる。老化が進んでも、体験の一部分を忘

れるだけで、日常生活への支障は少ない。 

②認知症では見当識障害（時間、場所、人の認識

ができなくなる）が顕著に認められる。 

③老化は｢物忘れ｣を自覚し悩むことが多いが、認

知症の場合はそれを気にしてもあまり深刻さ

がない。 

④認知症では取り繕い反応がみられるが、老化は

それがみられない。 

⑤認知症は進行性の疾患である。 

○記憶の構造 

記憶のプロセスは感覚入力に始まる。人が選択的

に注意を向けることによって入力は感覚記憶に蓄

えられ、一時的貯蔵庫である短期記憶へとつながる。

その情報を分類・体系化して長期記憶として固定す

る。長期記憶とは経験を新たに覚えこみ(記銘)、記

銘したことを保存し（保持）、保存されたものを取

り出して意識し（再生）、さらに再生されたものが

記銘されたものと同一と認識する（再認）心的過程

である。 

○大脳の働き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○アルツハイマー型認知症の症状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○認知症に出現しやすい妄想 

・物取られ妄想 

・侵入妄想 

・嫉妬妄想 

・被害関係注察妄想 

・見捨てられ妄想 

・人物誤認 

○徘徊の原因 

1 目的を持って家を出るがその目的を忘れる。 

2 自宅を忘れる 

3 今の場所を確認しようとして 

4 過去の習慣の再現として 

5 心地良い居場所を探して 

6 レビー小体型認知症の幻視 

前頭側頭型認知症の常同行為 

○認知症の診断 

1 認知機能障害によってどこまで生活上の問題

があるかを把握する。（家族や身近な人からの

情報が診断のカギとなる） 

2 画像診断による器質的な変化の確認、認知症ス

ケールでの評価 

運
動

感
覚

⾔語
Broca

⾔語
Wernicke

視覚

記憶

読み書き
計算

意志
意欲

眼
球
運
動

空間認知

頭頂葉前頭葉

後頭葉
側頭葉

周辺症状

中核症状

記憶障害
新しいことを覚えられない
前のことが思い出せない

実行機能障害
段取りが立てられない

計画できない

失行
服の着方がわからない
道具がうまく使えない

失認
物がなにかわからない

失語
物の名前がでてこない

妄想
物を盗まれたという

抑うつ
気持ちが落ち込んで

やる気がない

不安・焦燥
落ち着かない

イライラしやすい

睡眠覚醒リズム
障害

昼と夜が逆転する

徘徊
無目的に歩き回る
外に出ようとする

暴言・暴力・攻撃性
大きな声をあげる
手をあげようとする

介護抵抗
入浴や着替えを嫌がる 食行動異常

なんでも食べようとする

幻覚
いない人の声が聞こえる
実際にないものが見える



○認知機能低下を調べる検査 

・改定長谷川式簡易知能評価スケール 

・MMSE（Mini‐Mental state Examination） 

・初期認知症徴候観察リスト（OLD) 

・時計描写テスト 

・キツネ、鳩の影絵 

・左右交代するじゃんけん 

・重症度評価 

・FAST CDR ABC 認知症スケール 

○レビー小体型認知症の特徴 

・初期段階では記憶障害は目立たない 

・現実的で詳細な内容の幻視が出現する 

・注意散漫・意識レベルの低下（認知機能の変動） 

・パーキンソニズムの出現 

・睡眠時の異常行動がみられる 

・薬に対する過敏さがみられる 

・嗅覚の異常 

○健康寿命を延ばす 

・他人の援助を要せず、自立した生活を営むこと

ができる期間 

・日本人の健康寿命は平均寿命と比べて女性で 13

年、男性で 10 年短くなっている。 

・疾病予防、健康増進が不可欠 

・認知症は生活障害の大きさ、罹患期間の長さが

あり、「21 世紀最大の悪性疾患」といわれる。 

○認知予備力を高める 

１病気の治療 

糖尿病、高脂血症、高血圧などを治療することで、

（脳血管性）認知症の予防につながる。糖尿病で

はアルツハイマー型認知症を発症させるリスク

が約 2～5 倍といわれている。うつ病の罹患リス

クを減らす。 

２食生活 

・魚に含まれる DHAやビタミン E群、緑黄色野菜、

ポリフェノール等が認知症予防に良いといわれ

ているが、偏ることなくバランスのとれた食事

を摂取することが重要（カロリー過多を避ける） 

・朝食をきちんと摂る 

・よく噛んで食べる⇒脳を刺激 

３運動 

適度な運動は認知症予防の効果が高いといわ

れている。花や景色を見て四季の移ろいを肌で感

じながら、30 分程度の散歩をすることなど 

４日常生活において 

・手先を動かす趣味を持つ（楽器、園芸など） 

・新聞など声を出して読む 

・多くの人と交流を持つ 

・日記をつける（一日の生活を振り返る） 

家庭内や地域で本人の役割や出番をつくる→自

発性を引き出す（食器の片づけ、洗濯物をたたむ、

一緒に買い物に行く）回想法 認知リハビリテーシ

ョン(知的活動を行う)、音楽療法、園芸療法、芸術

療法、ペット療法 

 

 

○認知症者の運転免許更新について 

認知機能の低下(判断力、見当識障害、空間認

知、反応の鈍化)から大きな事故を招くケースも

多々認められる。 

認知症と診断されれば免許は即取り消しか。→

取り消し ⇒軽度認知症患者のなかには、安全に

運転する能力を保持している人もいる。⇒多くの

人（特に山間部等、交通事情が悪い地域で生活す

る人）にとって日常生活に欠かせないものとなっ

ている。 

最後に少し、手の運動をしてみます。 

 

７．閉会点鐘 

次回例会 

第 2016 回 例会 11 月 25 日（月） 

海南商工会議所４F 12:30～ 

「会員卓話」 
田岡 郁敏 君 

 
 
 
 
寺下  卓 君  昨日は世界民族祭のお手伝い

ありがとうございました。本日

遅れてすみません。 
宇恵 久視 君  昨日、神戸マラソンに参加しま

した。5 時間少しで、完走しま

した。 
田岡 郁敏 君  来週、卓話させて頂きます。 
谷脇 良樹 君  諸々の会に欠席してすみませ

んでした。 
千賀 知起 君  昨日の世界民族祭に出店お疲

れ様でした。 

魚谷 幸司 君  本日、卓話よろしくお願いしま

す。 
 

世界民族祭 in 紀美野 2019 
海南東ロータリークラブのブース 

 

米山記念奨学生のハリス君を中心としたマレーシ

ア料理で出店。完売御礼です。収益金は米山記念奨

学会に寄付させていただきます。大勢の皆さんのご

理解、ご協力、応援をいただき有難うございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

シェカール・メータ氏が 

RI 会長ノミニーとして宣言される 
 

マーク・マローニーRI 会長は、シ

ェカール・メータ氏を 2021-22 年度

国際ロータリー会長となるノミニ

ーとして正式に宣言しました。 
RI 会長指名委員会は、8 月、カル

カッタ-マハナガル・ロータリークラ

ブ（インド、西ベンガル州）に所属

するメータ氏を選出しました。同氏

は、ホノルル（ハワイ）で開催される 2020 年 RI 国
際大会で正式に選ばれ、2021 年 7 月 1 日に会長に就

任します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

世界ポリオデーの 10 月 24 日、ロータリーとパー

トナー団体による世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）
は、「ポリオのない世界」という究極の目標に向けて、

また一歩、大きな前進を遂げました。この日、3 型の

野生型ポリオウイルス株の根絶が発表されました。 
この歴史的な発表は、世界ポリオデーにロータリー

が世界各地で配信した特別プログラムの中で、世界

保健機関（WHO）のテドロス・アダノム事務局長が

行いました。同氏は、3 型ウイルス株による発症が

2012 年 11 月にナイジェリアで検知されて以来報告

されておらず、専門家から成る独立委員会が、この

種類のウイルス株が世界的に根絶されたことを結論

づけたと述べました。2 型ウイルス株は、2015 年に

既に根絶が宣言されています。 
「これにより、残るは 1 型の野生型ポリオウイル

スだけ」とテドロス・アダノム氏は述べ、ポリオフ

リーの世界の実現に向けたこれまでのロータリーの

尽力に言及しました。  
また、自己満足が最大の敵だと指摘し、「最後の一押

しのために 2 倍の努力で臨んでいただきたい」と激

励のメッセージを寄せました。 
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