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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

  ～有田ロータリークラブ目標～ 

   親睦を深め 

    ロータリーライフを楽しもう 

やスクワッシュなどの栽培方法を教えてもらいました。スク

ワッシュというのはアメリカのかぼちゃです。ハロウイーンで

見かける大きなオレンジ色のカボチャです。（当時の先住

民はヨーロッパからの探検隊と接する機会があり意思の疎

通が出来たそうです。）その結果、移住した2年目から多く

の収穫を得ることが出来ました。さぞかし移民たちは先住

民に感謝したことでしょう。移民たちは先住民を招待して、

神の恵みに感謝して共にごちそうを食べたと伝えられてい

ます。これがアメリカの「感謝祭」の始まりです。 

 11月第4木曜日は「感謝祭」で国民の休日です。その翌

日のことを「ブラックフライデー」と言います。ブラックフライ

デーからクリスマスまでが米国の小売業界の書き入れ時で

す。普段のお客様はウインドーショッピング専門ですが、

バーゲンセールには客が押し寄せ一気に経営が赤字から

黒字になるのでこう呼ばれます。 

 有田ロータリークラブに新会員が押し寄せ赤字から黒字

になる日が来ることを願っております。 

 

 

 

（橋爪（誠）幹事） 

１．第３回臨時理事会の報告 

 ①職業分類を新設 「総合建設」を新設 （承認） 

 ②会員推薦届提出を受けて理事会は、三洋建設（株） 

代表取締役専務 川口健太郎さんを会員適格者と判断

し入会手続き準備の開始を認める。  

２．紀州有田商工会議所より役員の退任と就任の挨拶状。

会員の宮井清明さんにつきましては、紀州有田商工会

議所会頭という重責を全うし、有田市のためにご尽力い

ただいたことに敬意と共に、感謝の気持ちでいっぱいで

す。誠にありがとうございました。 

３．ロータリー財団よりファンドレイシング（寄付推進）に役

立つ情報提供。 （ロータリー財団委員長へ） 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

担当：中元委員 

前回の報告（第２８０６例会） 

平成２８年１１月２４日(木）  

（松村会長） 

 

（井上親睦活動委員長） 

ゲスト：成川 暢彦 様 

     （医療法人千徳会 桜ヶ丘病院 院長） 

  

 

（松村会長） 

 寒波到来で一気に寒くなり

ました。 

 私の小売店舗も寒々として

います。みかんの収穫が忙し

くなるとそれに拍車がかかりま

す。10日ほど前からお客様が

ほとんど来店されません。売

れるのは長靴や地下足袋作

業靴、防寒靴ぐらいです。11

月末からクリスマスにかけて世

間では小売業の売上が上がるのですが、有田ではかえっ

て売上が下がります。アメリカではもっと極端で、あちらの

小売業者は1年のうち殆どの月は赤字だそうです。年末の

クリスマスセールの売上でトータル黒字になると聞いてい

ます。 

 かつてイギリスからアメリカへやってきた最初の移民はメ

イフラワー号に乗ってマサチューセッツ州のプリマスに到

着しました。約400年前の1620年のことです。清教徒であ

る彼らは難民でありました。イギリス国教会から弾圧を受け

ていました。 

 当時十分な食料がなく最初の冬に大勢の死者を出しま

した。翌年、アメリカ先住民から新大陸原産のトウモロコシ

  平成２８年１２月１日 第２８０７回 

・会員卓話：上野山栄作君 

  「私のまちづくり」 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成２８年１２月８日 第２８０８回 

・年次総会 

 

・ソング：「我らの生業」 

１ 

点  鐘 

開 催 日 

２８０６ Nｏ． 

ゲストの紹介 

 幹事報告  

会長の時間  



２ 

ロータリー財団月間 

４．アトランタ世界大会のツアー案内。 

                    （国際奉仕委員長へ） 

５．2640地区より 

 ①2017/1/15開催予定の地区連絡協議会の案内。 

 ②12月のロータリーレートは１ドル106円です。 

６．事務局の留守電話機能が故障しております。会員の

皆様、ご留意下さい。 

 

 

＊指名委員会（中元委員長） 

 本日、指名委員会を開催します。 

＊国際奉仕委員会（橋本委員長） 

  来年、アトランタで開催される国際大会の案内が届い

ています。後ろの掲示板の掲示しますので皆さんご覧

になって下さい。 

 
 

 

（児島例会運営委員） 

本日の会員数２６名 

   （出席規定免除会員８名） 

出席会員数２１名 

   （出席規定免除会員８名） 

      ８０．７７％ 

11/10    ８８．４６％ 

MU：橋本君、上野山（栄）君 

 
 

 

（上野山(捷)ＳＡＡ） 

松村君：成川暢彦先生、有田ロータリークラブへようこそ

お越し下さいました。卓話よろしくお願いします。嶋田

ひでさん、先週お世話になりました。 

橋爪（誠）君：成川暢彦先生、本日の卓話ありがとうござ

います。よろしくお願いいたします。 

井上君：成川先生、卓話楽しみです。 

嶋田（崇）君：成川暢彦先生、いつもお世話になり有難う

ございます。今日は宜しくお願いします。 

中村君：成川暢彦先生、医師会とサポートセンターを代

表してびしっと宜しくお願いします。 

上野山（英）君：成川暢彦先生、本日の卓話よろしくお願

いします。 

児島君：卓話ご苦労さまです。身に迫っている話、謹ん

で拝聴します。 

橋爪（正）君：成川先生、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

橋本君：みかんが美味しい季節になりました。県外の知

人に同級生が栽培した山田原のみかんを送っていま

すが、皆さんから有田のみかんは甘くて美味しいと大

変喜ばれます。地元の商品が喜ばれるとうれしい限り

です。 

脇村君：成川暢彦先生、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

酒井君：成川院長様、本日は卓話いただきありがとうござ

います。認知症、勉強させていただきます。 

岩橋君：成川院長、卓話よろしくお願いします。 

中元君：成川暢彦先生、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

石垣君：成川院長先生、お忙しい中有田ＲＣへお越しい

ただきありがとうございます。よろしくお願いします。 

上野山（栄）君：成川暢彦院長様、本日の卓話よろしくお

願いします。私の長女ですが、現在大学でアルツハイ

マーの治療の研究をしています。興味深く拝聴しま

す。 

江川君：成川先生、本日の卓話、母親の事もあり真剣に

聞かせていただきます。よろしくお願いいたします。 

成川（守）君：愚息の卓話、よろしくお願い致します。 

上野山（捷）君：成川暢彦様、本日の卓話、特に、心して

拝聴します。 

 

 

 

 

「認知症について」 

 認知症とは、一度正常に発達した認知機能が後天的

な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や社会

生活に支障をきたすようになった状態を言い、それが意

識障害のないときにみられる疾患です。 

 日本の人口は、２０１０年をピークに減少しています。現

在、少子高齢化が進み、高齢化率が急上昇しています

（２６．８％）。ちなみに、和歌山県の高齢化率は２９．

５％、有田市におきましては、３０．１％と、日本の１０年先

を走っています。現在の認知症の推計人口は約４６２万

人です。しかし、２０２５年後には、７００万人になる予定で

す。実に、６５歳以上の５人に１人の割合です。昨今、認

知症高齢者の自動車事故も増加しています。今後、さら

に認知症は、日本の大きな問題となります。 

 認知症の診断と特徴についてですが、認知症と除外す

べき状態や疾患には、物忘れ・うつ・せん妄があります。

「老化によるもの忘れ」と「認知症によるもの忘れ」の違い

ですが、老化によるもの忘れは、体験の一部が欠落しま

す。ヒントを与えられると思いだし、物忘れに自覚がありま

す。我々にも、普段見受けられることがあります。それに

対し、認知症によるもの忘れは、体験全体を忘れる。ヒン

トを与えても思い出せない。日常生活に支障があり、自

覚がない。病的な物忘れ・抜け落ちが生じます。 

 次に、認知症とうつ病との違いです。うつ病は、症状と

しては、記憶力の低下・入眠障害を認めます。認知症で

は、脳の萎縮を認めるのに対し、うつ病では脳の異常は

認めません。 

委員会報告 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

 卓 話 

 

医療法人 千徳会 

桜ヶ丘病院 

                            

院長 成川 暢彦 様 

 



 認知症とせん妄との違いは、認知症が緩徐に発症する

のに対し、せん妄は急激に発症します。症状としては、

注意散漫・幻覚・興奮などです。時間帯によって出現消

失を繰り返し、環境の関与が大きいのが特徴的です。せ

ん妄の原因としては、脳血管障害・電解質異常・肺炎・薬

剤などがあります。 

 認知症の診断ですが、一般的には長谷川式簡易機能

評価・頭部ＣＴにて診断します。長谷川式簡易機能評価

で２０点未満だと認知症疑いという診断となります。また、

頭部CTにおいては、脳に萎縮を認めます。 

 認知症の大半は、アルツハイマー型認知症です。次い

で、脳血管性認知症で、この二つで約７７％を占めます。

最近では、レビー小体型認知症と診断されるケースも多

くなってきています。 

 認知症の原因疾患は、根本的な治療の可能性がある

疾患では、脳血管障害・慢性硬膜下血腫・脳腫瘍、甲状

腺機能低下症、ビタミン欠乏、脳炎、廃用症候群です。

代表的な認知症は、脳血管性認知症です。症状は、意

欲低下・歩行障害・構音障害・嚥下障害などで、特徴とし

ては、脳卒中のあとに突然発症し、脳卒中が再発するた

びに、階段状に悪化していくなどです。予防としては、動

脈硬化の危険因子(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)

を早期に発見し、内科的な管理をすることです。 

 根本的治療が困難な疾患は、アルツハイマー型認知

症、レビー小体型認知症、前頭側頭葉認知症です。ア

ルツハイマー型認知症は、もの忘れや時間の感覚がわ

からなくなるなどの症状で始まり判断力、理解力が低下

し、生活全般に支障をきたします。脳病変の特徴として

は、老人班・神経原線維変化・神経細胞の消失を認めま

す。症状としては、記憶力の低下・見当識の障害が増悪

していきます。血管性認知症とアルツハイマー型認知症

の経過ですが、血管性認知症は、段階的に進行してい

き、アルツハイマー型認知症は、直線的に症状が進行し

ていきます。 

 レビー小体型認知症は、高齢者に多く、著しく変動する

認知機能障害や幻視、妄想、パーキンソン症状、睡眠障

害、自律神経障害など多様な症状があらわれることが特

徴的です。脳病変の特徴としては、大脳皮質にレビー小

体が発生します。これは、日本の小坂憲司先生が発見し

たことでも有名です。 

 前頭側頭葉認知症の特徴としては、６４歳以下に発症

することが多く、反社会的な行動と常同的な行動、食行

動を伴うことです。いわゆる一見、ゴーイングマイウエイ

な、頑固な年寄りという感じに映ります。このように、認知

症にも様々なタイプがあり、それぞれ、脳の変化・症状・

経過など、特徴があります。 

 認知症には、中核症状とＢＰＳＤという、大きく２つの症

状を認めることがあります。中核症状とは、記憶障害・失

語・失行・失認・遂行性障害・人格変化・病識の欠如など

の症状です。認知症に伴う行動および心理症状（BPSD）

には、物盗られ妄想・夜間の徘徊・意欲の低下（アパ

シー）・幻覚・常同行動と暴力・食行動異常などの精神症

状と行動障害があります。ＢＰＳＤ重症度が、認知症の管

理で重要となります。重症度が高くなると、多方面に影響

度（介護度の増加・患者のQOLの低下）が増していきま

す。原因疾患別に示したBPSDの頻度では、妄想・幻覚

は、レビー小体型認知症に多く。うつ症状は、アルツハイ

マー型認知症に多いなど各疾患によってＢＰＳＤの頻度

も違ってきます。 

 認知症も重症化すると、廃用症候群になります。寝たき

り・思考能力低下・感情がなくなるなど、いわゆる廃人と

いう状態になってしまいます。 

 認知症の治療には、家族教育、環境調整適切なケア、

薬による治療が重要となってきます。早期発見・正しい診

断、病期に合わせた治療、家族・地域住民、さらに医療

スタッフが一丸となったケアが必要となります。 

 最後に認知症の予防についてです。認知症は、老化

現象ではなく、脳の病気です。脳血管障害、動脈硬化、

糖尿病、高血圧、高脂血症、パーキンソン病、甲状腺疾

患などが、認知症の原因となります。よって、これらの疾

患の治療が重要となります。また、認知症を発病しやすく

する危険因子には、頭部外傷、喫煙、大量飲酒、趣味が

少ない、運動不足、対人交流が少ない、偏食などです。

よって、偏った食習慣(食べ過ぎ、脂肪の多い食事、甘い

もののとり過ぎ)・糖尿病・高血圧・脂質異常症(高脂血

症)・肥満などの生活習慣病・タバコ・多量の飲酒・運動

不足・趣味が少ない・対人交流が少ないなどを注意する

ことが、認知機能の低下防止となります。環境調整、適切

なケア、薬による治療が重要となってきます。 

 

 

 

３ 

ロータリー財団月間 

閉会・点鐘 （松村会長） 

ロータリーの目的 
 

 ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と

して奉仕の理念を奨励し、これを育むことに

ある。具体的には、次の各項を奨励することに

ある： 

 

第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機

会とすること。 

 

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ

仕事はすべて価値のあるものと認識し、社会

に奉仕する機会としてロータリアン各自の職

業を高潔なものにすること。 

 

第３ ロータリアン一人一人が、個人として、ま

た事業および社会生活において、日々、奉仕

の理念を実践すること。 

 

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界

的ネットワークを通じて、国際理解、親善、平和

を推進すること。 


