国際ロータリー会長：バリー・ラシン

「インスピレーションになろう」
第２５６０地区ガバナー：川瀬 康裕
「自らのストーリーを作りましょう」
会 長：高橋研一
「将来みんなのためになること
これからのロータリーのために
力を込めて課題にチャレンジしょう！」
幹 事：松山浩仁
ＳＡＡ：外山裕一
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例会日：火曜日 １２：３０～１３：３０
例会場：三条ロイヤルホテル℡34-8111
事務局：三条市本町 3-5-25 三条ロイヤルホテル内
TEL 0256-35-7160
FAX 0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org

会長挨拶：高橋 研一 会長
本日の行事：
「母子の健康月間」

皆さん、こんにちは。本日4月2
日(火)当年36回目の会長挨拶を
いたします。3月29日(金)に行わ
◆本 日 の 出 席 ：５８名中３４名
れた次年度外山会長による役員
◆先々週の出席率：５８名中４２名 72.41％
理事委員長会議がありました。
（前年同期 75.38％）
楽しい例会にしよう！役員・理
◆先週のメークアップ(敬称略)
事・委員長の役割もとても解りやすい説明で、懇
３月２９日 次年度役員理事委員長会議
親会も和気あいあいで終わり、サッパリとした進
外山裕一、羽賀一真、高橋研一
行で、さすが外山会長と思いました。
渋谷義徳、梨本文也、落合益夫
4月1日(月)新元号が「令和」に決定しました。出
佐藤秀一、福岡信行、米山忠俊
典は万葉集からで、初めて国書(日本古典)から選
金子太一郎、斎藤正、武田恒夫
ばれました。
「初春の令月にして、気淑(よ)く風和
松山浩仁、中原尚彦、花井知之
らぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(は
田口実仁佳、森 宏、大野新吉
いご)の香を薫らす」
。5月1日に平成が「令和」に
神田敬宏、齋藤孝之輔
変わりますが、私にとって平成は良い元号でした。
４月 １日 三条南ＲＣ
本日の卓話は米山奨学委員会 森宏委員長の「母子
樋口 勤、米山忠俊、岡田 健
の健康月間」について、よろしくお願いします。
松下幸之助氏の第9話は手短に話します。
＊本日の配布書類等
かつて、終戦後の昭和31年に「私の履歴書」で、
・ロータリーの友４月号
少年時代から戦後の会社再建にスタートするま
・週報№1541
でをお話ししたことがある。しかし、それからもう
・ガバナー月信４月号(閲覧)
20年の歳月が過ぎた。その後の私の経済人として
・夜例会のご案内
の歩み、考え方を話してほしいということなので
今回は戦後の占領下経済を経て、しだいに日本が独自の歩みを始めた昭和25年から稿を起こし、今
日に至るまでの道程を折々における感懐などを織り込みながら述べることにしたい。
続きは次回に…。ありがとうございました。
日本経済新聞社編 松下幸之助著「私の履歴書」より

幹事報告：松山 浩仁 幹事
・2019－20年度第4分区 三本進一ガバナー補佐より
「合同公式訪問の開催について」
・地区事務所と2019-20年度大谷ガバナー事務所より
「ゴールデンウィーク休業のご連絡」休業期間：4月27日(土)～5月6日(月)
・米山梅吉記念館より
「全国1人100円募金運動」「春季例祭のご案内」「賛助会入会のお願い」
全国1人100円募金運動は募金箱を回します。ご協力お願いいたします。
春季例祭 日時：4月20日(土)14：00～ 会場：米山梅吉記念館ホール
賛 助 会 年間会費 一口3,000円
・モンゴル米山学友会実行委員長より「世界米山大会のご案内」
日時：7月27日(土)～28日(日) 会場：モンゴル国ウランバートル市
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理事会報告：第９回

平成３１年４月２日(火)

11：30～12：30

於：三条ロイヤルホテル

出席者：高橋研一、外山裕一、早川瀧雄、松山浩仁、武田恒夫、渋谷義徳、斎藤 正
渕岡 茂、金子太一郎、齋藤孝之輔、外山晴一、中原尚彦、花井知之、樋口 勤
羽賀一真、佐藤秀一
出席数１６/１６(内委任状３名)
協議事項
１．にいがた緑の百年物語緑化推進委員会 会員継続の件
スマイルＢＯＸより支出(1 口 10,000 円) …………承
認
２．米山梅吉記念館「全国 1 人 100 円募金運動」の件
例会の際に募金箱を回す。……承認
３．家庭会合の件 ・5 月 16 日（木）18：30～
餞心亭 おゝ乃
・5 月 17 日（金）18：30～
魚長
・5 月 20 日（月）18：30～
三条ロイヤルホテル
………………承認
４．会員増強の現状報告
………………金子委員長より報告
５．報告事項 ・新会員に関して
5 月入会予定 2 名。
4 月 23 日例会勧誘、2 名出席。
・巻ＲＣ30 周年式典出席は 14 名で登録。
６．柏崎刈羽原子力発電 質問状の件
クラブからの質問状形式で送る………………承認
７．その他 家庭会合の呼称について
ファイヤーサイドミーティング(FSM)など検討

委員会報告：
雑誌委員会

石川 友意 委員長

皆さん、こんにちは。今月のポイントをお話しいたします。横書きP.7～15「自殺を防
ぎ、命を未来へつなげる活動」として、命の重みについて特集が組まれています。次
に、今月の「母子の健康月間」に因んで、横書きP.16～17「安全なお産のために」で
は妊産婦死亡率の改善の取組みのお話です。横書きP.19～20、RI会長の環境への取り
組みについて書かれています。P.22～24では米山梅吉記念館が創立50周年を迎えると
の記事が載っていますのでお読みください。縦書きP.4～はミャンマーで医療活動をされている吉岡
秀人さんが第2820地区 地区大会記念講演の要旨が掲載されています。子供達への医療活動でご尽力
されているお話です。本日は以上です。皆様からしっかりと「ロータリーの友」を読んでいただき
たいと思います。よろしくお願いします。

出席委員会

スマイルＢＯＸ委員会

1月～3月 ホームクラブ皆出席表彰
星野義男
渋谷義徳
高橋彰雄
高橋研一
石川友意

1月～3月 コメント賞

会員
会員
会員
会長
会員

武田恒夫 会員

あと、残り3か月です。よろしくお願いします。
ちなみに、記念品は八郎潟の佃煮です。

親睦委員会

「酒の陣に初めて行きま
した。飲み過ぎた為か、
帰りの新幹線で乗り過ご
してしまい、長岡で降りた
後、新潟行きの新幹線
を待つこと40分。ホームはかな
り寒いですよ。皆様ご注意を!!

中原 尚彦 委員長

夜例会のご案内をさせていただきます。来る4月16日(火)18：30より燕三条ワシントンホ
テルにて、今年度の最後夜例会を開催いたします。尚、会費として3,000円頂戴いたしま
す。当日は桜満開の予定であります。また、昨日発表になりました通り、新元号「令和」
に向けて平成最後の夜例会となります。皆様ふるってのご参加よろしくお願いします。
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ロータリー財団ボックス：２日現在累計２０３,０００円
渡辺

徹君 協力します。しばらく欠席が続きました。代わってＢＯＸ報告して
下さった皆様ありがとうございました。
今日はネクタイ忘れてきました。すみません。

米 山 奨 学 ボ ッ ク ス：２日現在累計１,３１２,０００円
佐藤
羽賀
佐藤
吉田
渋谷
早川
森

秀一君
一真君
弘志君
文彦君
義徳君
瀧雄君
宏君

令和元年 1 ケ月前を記念して。
森宏先生、卓話楽しみです。祝！新元号発表「令和」！
森先生、卓話御苦労様です。
森委員長、米山に卓話。御苦労様です。協力します。
米山奨学ＢＯＸに協力します。
〃
本日の卓話は、過去にお話しした内容ばかりですが、宜しくお願いします。
。

ス マ イ ル ボ ッ ク ス：２日現在累計７７４,０００円
森
大野

宏君 3/31、シーズン初ラウンド。あられに雷でスコアボロボロでした。
新吉君 本日の卓話、森先生宜しくお願いします!!皆様もご承知とは思いますが、
このニコニコボックスの基金は我がクラブが社会奉仕活動する基金となります。
ニコニコボックスに協力しましょう。
今井 克義君 脳卒中の予防。ぜひ参考にさせていただきます。
米山 忠俊君 今日の森先生の卓話、大変楽しみにしてました。
先生ご苦労様です。宜しくお願いします
外山 晴一君 森先生の卓話、楽しみです。
石川 友意君 森先生の卓話に感謝して!!
星野 義男君
〃
田口実仁佳君 森先生よろしくお願いします。

本日の行事：
「母子の健康月間」
「母子の健康 ならびに 脳卒中発症予防と高血圧治療の重要性について」
米山奨学委員会 森 宏 委員長
国際ロータリークラブは、その活動分野の一つとして『母子の健康』を掲げており、『毎年 5 歳
未満で命を落とす子どもは、世界で推定 590 万人。その原因は、栄養失調、適切な医療や衛生設備
の欠如など、どれも予防が可能なものばかりです』『教育、予防接種、出産キット、移動クリニッ
クなど、ありとあらゆる方法で母子の健康を推進しています。また、女性を対象に、HIV 母子感染の
予防、母乳による授乳、病気の予防に関する教育も行っています』と記載されています。
そこで、まず私自身がかつて小児脳神経外
科の診療で携わっていた『二分脊椎』とい
う病気を紹介し、その予防に関して簡単に
説明させていただきます。次いで、昨年 12
月、市民公開講座で脳卒中発症予防におけ
る、高血圧治療の重要性についてお話しさ
せていただいたのですが、その内容を改め
てご紹介させていただきます。
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『二分脊椎』という先天奇形は、腰部に大き
な皮膚欠損があり、脊椎の背側のアーチも欠損
していて、内部の脊髄が露呈してしまっていま
す。脊髄を被う髄膜とともに膨隆しており、脊
髄髄膜瘤と呼ばれています。このまま放置すれ
ば細菌感染して、髄膜炎で患児は死亡してしま
います。そこで出生当日か、遅くとも 2 日以内
に、手術的に修復して皮膚で被ってあげる必要
があります。この疾患では水頭症も合併してお
り、近年は出生前に胎児エコーで水頭症と共に
診断され、胎児 MRI で詳細な形態診断がなされ
るので、予定手術で帝王切開後に手術が行われ
るようになりました。しかし形態的に修復して
も、脊髄の機能障害は残念ながら改善できず、
下肢の麻痺や膀胱直腸障害が残ってしまいます。
原因としては、母親の葉酸摂取不足がその一因
であることが分かっており、近年はこれから妊
娠する予定の女性は、サプリメントで葉酸を摂
取することが推奨されています。1 日必要量
0.4mg と言われており、欧米ではシリアルの中
に必ず含まれているそうです。近年日本でも食
品に葉酸が含まれているものが増えてきました。
脳卒中には、血管がつまる脳梗塞、切れる脳
出血、脳動脈瘤が破れて出血するくも膜下出血
等がありますが、要介護 5 の最も多い原因です。
いずれのタイプの脳卒中も、その原因として高
血圧症は重要な要因です。かつて高血圧症の定
義は 160/95 以上で、1960 年代、脳卒中の主役
は脳出血でした。しかし、その後高血圧の定義
は 140/90 となり、脳出血は減って来ましたが、
高齢化と共に脳梗塞の割合が増えてきました。
脳卒中の発症には、糖尿病、脂質異常症、アル
コール、たばこ等様々な要因が関与しますが、
高血圧は特に重要です。血圧は年齢と共に高く
なるので、若い頃低かったから大丈夫、と思っ
ていると、いつの間にか高くなっていますから
要注意です。診察室血圧は高めに出るので、家
庭血圧の測定が特に重要で、上記よりも低い
135/85 以上は高血圧と定義されています。過去
の統計でも、血圧の値と脳卒中の発症率は比例
しています。血圧コントロー
ルには食塩摂取量が重要で
すが、食塩摂取量と脳卒中の
発症率も比例しています。目
標は 1 日 10g と言われていま
すが、高血圧の人は 1 日 6g
まで、と言われています。食
品成分表に注意が必要で、例
えばあるカップ麺はめん・か
やくに 2.1g、スープに 3.1g
4
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の塩分が含まれており、計 5.2g ありました。ま
た他の製品では、何とめん・かやくに 1.9g、ス
ープに 5.1g、計 7g の塩分が含まれており、これ
だけで 1 日目標値を超えておりました。スープ
を全て捨てれば良いのかもしれませんが、それ
では美味しくありませんよね。食品の塩分含有
量に気をつけて、食習慣・生活習慣の改善、運
動、節酒、禁煙等を心がけましょう。
かねてから、脳卒中患者さんのうち、かかり
つけ医がない人や、健康診断を受けていない人
は、発症年齢が若い印象を持っていたのですが、
今回改めて当院に入院した脳卒中患者さんがか
かりつけ医をもっていたか、健康診断を定期的
に受けていたか調べてみました。すると、200
名中 72 例はかかりつけ医をもたず、健康診断も
受けていなかったのですが、発症年齢の中央値
は 67 才、それに対してかかりつけ医を持ってい
たか、健康診断を定期的に受けていた方の発症
年齢の中央値は 78 才と 10 才以上の差がありま
した。そして、高血圧を有していた方が後者で
70.3%であったのに対し、前者で 83.3%と高率で
した。しかし後者は発症年齢が高い分、心房細
動、糖尿病、脂質異常症を有している方の割合
が前者に比し高率でした。また既に認知症を有
している方も認めました。そして特筆すべきは、
前者は脳出血が 43.1%であったのに対し、
後者は
脳梗塞が 85.2%と圧倒的に多く、前者は 1960 年
代に逆戻りしたような割合であったことです。
最終的な治療成績は、かかりつけ医の有無や健
康診断を受けていたかどうかにかかわらず、脳
出血の方が亡くなる方、強い後遺症が残る方の
割合が多く認められました。
以上、様々な要因が脳卒中の発症に関与しま
すが、特にその予防における、高血圧治療の重
要性を強調しました。そのために、塩分摂取量
を 1 日 6g に控えること、生活習慣の心がけが大
事であることを、お話ししました。そして、当
院脳卒中入院患者さんで、かかりつけ医の有無
や、健康診断を受けていたかどうかで発症年齢
等を比較し、かかりつけ医を持つこと、定期的
健康診断を受けることの重要性をお話ししまし
た。
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ガバナー月信４月号より
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