
 

 

 

 

 

 

 

第 2016 回例会 

平成 31 年 11 月 25 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

会員卓話  田岡 郁敏 君 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 21 名 

出席率 51.22 ％ 前回修正出席率 68.29 ％ 

 

４．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。11 月

も最後の例会となりました。何度

もお願いしましが、今月は「ロー

タリー財団月間」です。宜しくご

協力、お願いします。 

本日の会員卓話は、健康シリー

ズで、歯科医師の田岡先生です。

宜しくお願いします。 

さて、先週、金曜日に歴代会長会議を開催させて

いただきました。お忙しい中、お集まりいただき、

有難うございました。今後の海南東 RC のことで、

多くの助言やご提言、建設的なご意見を頂戴しまし

た。本当に有難うございました。次に 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て

いただきます。RI から規定審議会の決定に伴って、

標準クラブ定款・クラブ細則の改正（案）について、

説明を受けてきてくれます。宜しくお願いします。

今回のお知らせと報告は以上です。 

最後に、前回の理事会報告でも申し上げましたが、

次回、12 月 2 日（月）は、年次総会です。次年度役

員選挙、予算の進捗報告等を行います。宜しくお願

いします。また、23 日はクリスマス例会を計画して

います。さらに、来年の 1 月 9 日は、創立 45 周年

記念例会です。年末と年始、お忙しい折ですが、何

卒、準備等、皆さんの更なるご協力をお願い申し上

げます。 

 

 

 

５．幹事報告               幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

有田ＲＣ    12 月 5 日(木)→12 月 7 日(土) 

17：00～ Golden River（有田川町） 

和歌山東南ＲＣ 12月18日(水)→12月22日（日） 

18：30～ ホテルアバローム紀の国 

(クリスマス親睦家族例会） 

和歌山東ＲＣ  12月19日(木)→12月20日（金） 

18：30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（クリスマス家族例会） 

和歌山南ＲＣ  12月20日(金)→12月22日（日） 

18：00～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（クリスマス家族例会） 

和歌山北ＲＣ  12月23日(月)→12月22日（日） 

17：30～ ホテルグランヴィア和歌山６Ｆ 

（年末家族例会） 

岩出ＲＣ  1 月 9 日(木)→1月 9日(木) 

場所変更 金光教山崎教会 

○休会のお知らせ 

和歌山東南ＲＣ 12 月 25 日(水) 

有田ＲＣ    12 月 26 日(木) 

岩出ＲＣ    12 月 26 日（木） 1 月 2 日（木） 

和歌山南ＲＣ  12 月 27 日（金） 1 月 3 日（金） 

和歌山中ＲＣ  12 月 27 日（金） 1 月 3 日（金） 

和歌山北ＲＣ  12 月 30 日(月) 

 

６．会員卓話              田岡 郁敏 君 

「最近の歯科事情について」 

現在の歯科界には様々な問題

があります。歯科医院の数はコ

ンビニより多いとは以前よりよ

く言われることですが歯科医師

数の過剰により特に都会では競

争が激しくなりいわゆるワーキ

ングプアの状態の歯科医院が多

く存在します。そんな状況下では倒産するところ

も出ており過剰な状態を解消しようと厚労省のほ

うでも歯科大学の入学定員の減少策や歯科医師国

家試験の合格率を絞って歯科医師数を減らそうと

しています。 

そんな中私たちの仕事のパートナーでもある歯

科技工士や歯科衛生士は大変不足しています。特
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に歯科技工士は現在全国で年間 800 人程度しかな

っていません。その大部分は女性で卒業後別の仕

事につく人も多いと聞きます。以前は全国に多く

の技工士学校がありましたが、現在和歌山県には

１校もありません。まさに歯、入れ歯を作る人が

存在しないという事は危機的状態だと思います。 

そんな中最近出てきた技術が CAD/CAM という方法

です。これは型を取った模型をスキャンしてパソ

コン上で補綴物を設計し、その形をブロックから

ミリングして成形していく方法でまさに人の手を

経ずとも、あるレベルの補綴物を製作できる技術

です。自動で出来ることや物性が安定していると

ころなど多くの利点があり歯科用金属が高騰して

いる今、将来はおそらくほとんどの歯科医院で行

われると思います。今は医院で型を取る代わりに

スキャンしてその情報をメールで送り世界中どこ

でも歯や入れ歯を作ることが出来る時代になって

おります。 

ここで以前にもお話

した歯周病について考え

てみたいと思います。現

在、歯周病は、ほぼ８割

の人が罹患している国民

病とも言えます。歯周病

菌が原因ですが、歯磨き不足のほか、かみ合わせ

や歯列不正、年齢、タバコ、薬の副作用など様々

な原因で悪化します。成人の抜歯の４割以上が歯

周病であるといわれております。プラークコント

ロールをしっかり実践し、歯石除去やかみ合わせ

のコントロールなどを行って、少しでも長く自分

の歯で食事できるようにしましょう。現在歯周病

が様々な疾患とリンクしており健康な老後にはそ

の予防が非常に大切だと言われています。 

最後に今年前半に大変世間を騒がせた芸能人の

口腔がんについてお話します。 

口腔がんは全てのがんの１～2％といわれており

年間約１万人が新たに発病し、年間３千人が亡く

なっています。男性に多く好発年齢は 40～60 歳と

いわれています。 

その中でも舌がんが最も多く約半数に及びます。

舌がんは若い人にも発症し舌縁に好発します。早

期から顎下リンパ節に転移するので早期の発見と

処置が必要です。ステージ 1 の直径２センチ以下

の舌がんでは５年生存率は約 90％と高くなってい

ます。また、銀歯や入れ歯が当

たって痛い場合や口内炎が２週

間以上治らない場合には受診を

お勧めします。痛くなく自分で

は気が付かない時もあるので、

定期的な歯科健診をしましょう。 

スライド１ 再発性アフタ口内炎 

 咬傷などの外傷の後に生じやすい原因は不明だ

が、ウイルスあるいは細菌感染、アレルギー、自己

免疫疾患、栄養障害、消化器疾患、疲労ストレスな

どが原因と考えられる。 

スライド 2 正中菱形舌炎 

 舌背やや後方の正中部において、菱形または類円

形の病変。一般に自覚症状はない。本症は舌炎とい

う疾患名がついているが，本態は舌の形成不全とさ

れ組織奇形だという説が一般的であるが、多くの場

合で炎症があり高率にカンジダ菌が認められるこ

とが多く慢性真菌感染症であるとする説もある。 

スライド３ 咬傷 

 本人も気付かないうちに舌縁を噛んでしまって

数日後に来院した症例。 

スライド４ 口腔扁平苔癬 

 半年以上も治らないと来院されました。その 60％

が女性に発症します。扁平苔癬は口腔粘膜だけでな

く生殖器粘膜、食道粘膜、皮膚にも生じる慢性炎症

性角化病変である。細菌やウイルス、薬物、歯科用

金属アレルギーなどが原因として考えられていま

す。自然治癒は少なく難治性で 1～2％が悪性転化す

るといわれ経過観察が必要です。 

スライド５ 骨瘤 

 強い咬合圧がかかる方によくできる隆起で歯列

の外側だけでなく内側や口蓋によくできます。基本

的に良性で問題ないのですが入れ歯を製作すると

きは非常に困難で痛みが出やすく歯を大切にして

ください。 

スライド６ 骨瘤＋義歯による炎症 

 骨瘤に合わない義歯などを入れていたため傷が

できた状態  義歯調整で改善 

スライド７ 色素沈着 

 メラニン色素の沈着で、外的には歯科用金属によ

るものが多い。ただ全身疾患に伴う沈着もあり、ま

れには悪性黒色腫の可能性もあるので、診断が必要

である。 

スライド８ 粘液嚢胞（粘液瘤） 

      小唾液腺の流出障害に起因して発生

する粘液の貯留により起こり最も頻度が高い。下唇

に多く発生する。外傷や歯牙の慢性的刺激により起

こりなかなか自然治癒しないため開窓術や摘出術

を行う。以下は摘出術の経緯 

スライド９ 白板症（前がん病変） 

 白板症は男性に多く見られ 40 歳以上に多いとさ

れ好発部位は舌縁、頬粘膜、歯肉である。局所的原

因としては虫歯による歯牙の鋭縁や不良補綴物に

よる慢性的な刺激、過度の飲酒や喫煙などがあげら

れる。 

スライド１０ 白板症その２ 

 舌縁にできた白板症に進行傾向が見られたため、

本人はかなり紹介を嫌がったが検査を強く進めた。

精密検査の結果舌がんと診断され舌の三分の一を

切除、手術はうまくいき食事、会話も機能回復した。 

スライド１１ 舌がん 

 内炎が治らないと来院された時の写真。あまり痛

くないので様子を見ていたとのこと同部には大き

な虫歯があり傷つきやすい環境だった為、虫歯を応

急的に治療して今すぐ県立医大に行ってください

と説明。舌がんの診断で舌の半分を切除、約一年後



無事に再来院されて拝見したところほとんど切除

したことがわからないほど機能改善していた。早期

発見早期治療の大切さを痛感しました。 

 

７．米山功労者の感謝状 

山東 剛一 第 12 回米山功労者 メジャードナー 

上中 嗣郎 第 6回米山功労者 マルチプル 

小椋 孝一 第 6回米山功労者 マルチプル 

谷脇 良樹 第 6回米山功労者 マルチプル 

岸  友子 第 6回米山功労者 マルチプル 

田岡 郁敏 第 2回米山功労者 マルチプル 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 2017 回 例会 12 月 2日（月） 

美登利 19:00～ 

年次総会 次年度 役員・理事選挙 

 
 
 
 
 
小椋 孝一 君  第６回米山功労者です。 

山東 剛一 君  第 12 回米山功労者です。 

田岡 郁敏 君  第２回米山功労者です。 

谷脇 良樹 君  第６回米山功労者です。 

田中 祥秀 君  ご無沙汰しています。新しい事

業関連で忙しく、欠席が多くて

すみません。 

魚谷 幸司 君  先週の卓話、時間配分間違いま

して、認知症の話が出来ません

でした。 

田岡 郁敏 君  今日は卓話させて頂きます。 

小久 保好章 君 いつも欠席ばかりですみませ

ん。 

理事会の残金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリー財団は、皆さまからの 
ご寄付を世界各地での奉仕活動に役立

てています。 
100 年以上も前に創立されて以来、ロータリー財団

は、教育の支援や持続可能な成果を生み出すプロジェ

クトに総額 40 億ドル以上の資金を提供してきました。 
一つひとつのご寄付により、世界中の地域社会を少

しずつ変えていくことができます。 

ロータリー財団の使命 
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、健康状

態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済するこ

とを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるよう

にすることです。 
 

ご寄付が世界にもたらす影響 
・わずか 60 セントで、1 人の子どもをポリオから守る

ことができます 
・50 ドルで、水を介する疾病から人びとを守るために

安全な水を提供することができます 
・500 ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上げ、

子どもたちに安全な環境をつくることができます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリー財団の歴史 
1917 年、当時のロータリー会長アーチ・クランフ

が、「世界でよいことをするための」基金の設置を提

案。このビジョン、そして 26 ドル 50 セントの最初

の寄付が、全世界で多くの人の人生を変える財団へ

と発展しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロータリーへのご寄付には、

多くの意味があります。きれい

な水と衛生設備、病気から子ど

もたちを守るワクチン、発展途

上地域の人びとのエンパワメ

ント……  そして何よりも、す

べての人びとの健康と希望が

ご寄付で可能となります。 



一つひとつのご寄付により、 
世界中の地域社会を 

少しずつ変えていくことができます 
 
ロータリー財団を選ぶ理由 

ロータリーへのご寄付の 90.8％が、奉仕プロジェ

クトに直接生かされます。私たちは透明性を重視し、

責任ある資金管理を行っているため、安心してご寄

付いただけます。 
 
ご寄付はどのように活用されるか 

世界に 35,000 あるクラブは、発展途上国にきれい

な水をもたらし、平和構築に携わる人材を育成する

など、持続可能な影響をもたらしています。これら

の活動が実現できるのも、ポリオの発症数を世界で

99％減少できたのも、皆さまからのご寄付のおかげ

です。 
 
ご寄付が世界にもたらす影響 

わずかなご寄付で、一人の命を救うことができま

す。一人の子どもをポリオから守るのに必要なワク

チンのコストは、わずか 60 セント（約 60 円）。さら

に、ロータリーと提携するビル＆メリンダ・ゲイツ

財団が寄付に 2 倍額を上乗せするため、ご寄付が 3
倍になってポリオ撲滅活動に生かされます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 年連続でロータリー財団に最高の評価 
 

慈善団体の格付けを行う米国の独立機関、チャリ

ティ ナビゲーター（Charity Navigator）が、ロー

タリー財団に 11年連続で最高の 4つ星評価を与えま

した。「このような評価をいただきとても光栄です」

とロータリー財団のロン・バートン管理委員長。「こ

の結果は、世界中の大勢のロータリアンの努力と献

身を物語っています。ロータリアンは、寄付が意図

された通りに活用されると信じていますし、実際に

寄付は世界をより良くするために生かされていま

す」 
チャリティ ナビゲーターは、財団による寄付の活

用、プログラムと奉仕の実施、効果的なガバナンス

と組織の透明性を高く評価しました。 
 
オックスフォード大学が 

ロータリー財団に栄誉を授ける 
オックスフォード大学への長年の支援により、ロ

ータリー財団は、同大学総長により Court of 
Benefactors（後援者の会）のメンバーとしての栄誉

を授かりました。 
1949 年以来、ロータリー財団は、200 名以上のオ

ックスフォード奨学生に奨学金を提供しており、こ

れには駐英国の元米国大使、ピューリッツァー賞を

受賞した作家やニューヨークタイムズ紙の事件記者、

Ansari アフリカセンターの所長・シニアフェローな

どが含まれます。 
「ロータリー財団はこの栄誉を謹んでお受けしま

す。当財団を代表してこのような栄誉にあずかるこ

とができ、大変光栄です」「財団は、数十年にわたり

オックスフォード大学の奨学生への支援を通じて、

国際的な友情と理解を培ってきました。今後も、誉

れ高いこの大学への学術的支援を通じて、世界を担

う未来のリーダー育成に取り組み続けていきます」 
 
補助金の授与 

財団がプロジェクト資金として補助金を授与する

際、長期間にわたって皆さまのご寄付がしっかり生

かされて使われているかは、どのように確認される

のでしょうか？ 
「持続可能性は、地域調査から始まります」ロー

タリー会員は、プロジェクトを企画する前に、その

地域のニーズの陰に潜む広範囲の状況を理解するた

めに、まずその地域の父親、母親、児童、高齢者、

政治家など、様々な人々と話し合いを行います。 
「そうしておけば、どんなプロジェクトが出来上

がっても、地域の人びとはそこに自分たちの足跡を

見ることができます。私たちが本当に望むのは、地

域の人たちがプロジェクトの始まりから、帰属意識

をもって活動してくれることなのです」 
 
寄付の認証 
○「財団の友」会員 
年次基金に毎年 100 ドル以上のご寄付をした方。 

○ベネファクター 
遺言またはそのほかの遺産計画に財団恒久基金を

受取人として指定した方、または恒久基金に 1,000
ドル以上を現金で寄付された方。ベネファクターに

は、認証状と記念の襟ピンが贈られます。 
○ポール・ハリス・フェロー 

年次基金、ポリオプラス、承認された財団補助金

のいずれかに 1,000 ドル以上を寄付した方。寄付者

は、ご本人以外の方のお名前で 1,000 ドル以上を寄

付することで、ポール・ハリス・フェローの称号を

ほかの人に贈ることもできます。詳細はこちらから 
○マルチプル・ポール・ハリス・フェロー 

年次基金、ポリオプラス基金、または財団が承認

した補助金プロジェクトに追加で 1,000 ドル以上を

ご寄付いただくごとに、「マルチプル・ポール・ハリ

ス・フェロー」として認証されます。 
○ポール・ハリス・ソサエティ・メンバー 

毎年合計 1,000 ドル以上を、年次基金、ポリオプ

ラス基金、またはロータリー財団が承認した補助金

プロジェクトに寄付する方。 
 

クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 


