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2013－14年度国際ロータリーのテーマ　ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を

■プログラム「総論、認知症について」	（プログラム委員会）
大江　　徹	会員
　認知症のこれからの10年の予測ですが、まだ

「認知症を治せる」、「治療できる」という段階では
なく、「認知症になったらどうしようもない」、「進

行に任せるしかない」ということでもないと思います。多少
ポジティブに考えて、いいかもしれません。

　現状（現在の医学水準）では、治療
というよりは予防をどうするか？
と考える事が自然で、特に生活習慣
病：高血圧、糖尿病、高脂血症が認知
症の予防のターゲットになります。
しかし、まだガイドラインはできて

いません。認知症への取り組みは、認知症そのものの症状へ
の治療、地域で支え、支えられる仕組み作り、生活機能障害
に対する医療とケアの連携、単身生活している認知症高齢
者への支援、という柱があります。
　今日私は、認知症の症状と治療にしぼって話をします。ま
ず、認知症とは脳機能の低下により本人がもしくは周囲の
人が困っている状態をいいます。よって認知症は誰も困っ
ていないなら、発症していない、といえます。非難、叱責、注
意などが向けられると露見されます。
　認知症の診断はMMSE（mini-mental state examination）
という簡易な検査で認知症のスクリーニングします。30点
満点ですが、30点満点でも物忘れを主訴としている場合は、
より詳しい検査（リバーミード、MOCA-J）などでMCI（Mild 
Cognitive Impairment：軽度認知障害）を診断します。認知症
の種類は、アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、
前頭側頭葉型認知症、その他には脳梗塞、脳出血、脳挫傷の
後遺症、正常圧水頭症、脳炎、クロイツフェルトヤコブ病等
の脳の病、身体の病として甲状腺機能低下症、慢性心不全、
慢性閉塞性肺疾患、悪性腫瘍等があります。アルツハイマー
型認知症の初期徴候は、新たなことを記憶できない（記憶の
3段階：記銘、保持、想起）、例えば電話を済ませた後で元の会
話が思い出せないとか、電車に乗っていて目的地を忘れる
とか、駐車場の何処に停めたか思い出せない等です。また、
失語・失認・失行に関しては、例えば人の話についていけな
い、物の名前が出てこない、方向感覚が悪い、見知らぬ所で
運転中に道に迷う、着衣の乱れ、ネクタイを結べない等で
す。家事などにおいては料理が手抜き、同じメニューの繰り
返し （遂行機能障害の現れ）、同じものを何度も買う、感情面
では、うつやアパシー（やる気のなさ）で始まる例も多いで
す。おどおどした自信のない態度等が特徴です。その他には
体重が減少します。治療ですが明らかにアルツハイマー型
認知症であれば効果がある薬があります。
　しかし、いずれ効果が乏しくなります。次にレビー小体型
認知症（DLB）の話に移ります。初期は記憶障害は目立ちま
せん。注意力の低下、睡眠時の異常行動が目立つこともあり
ます。注意や集中力の低下、覚醒レベルの明らかな変動を伴

■会長報告	 渡辺喜代美	会長
　先週は、会員のみなさまとご家族にご参加いた
だき、盛会に年末家族会を開催できました事、深
く感謝申し上げます。まさに今月の強調月間テー
マ『家族月間』に相応しい例会となりました。担当

されました親睦活動委員会のみなさまに、改めてお礼申し
上げます。
　さて、この12月の「家族月間」は、2003-04年ジョナサン・
マジィアベ会長が家族の重要性を称え指定されました。そ
こで世界中のロータリアンは、家族と地域社会へのプログ
ラムを推進するためロータリー家族委員会（当クラブでは
親睦活動委員会）を設置し、会員退会防止プログラム実施が
奨励されたとの事です。よくロータリー家族といわれます
が、では世界のロータリークラブの何人くらいで活動して
いるかといいますと、世界クラブ会員数平均は36名。日本が
39名、東南アジアが30名といいますから、帯広クラブ会員数
90名は世界の中でも大きなクラブといえます。また、気にな
る平均年齢ですが、こちらは会員の年齢バランスとして表
現され、データーがしめされています。日本は、50歳代・60
歳代・70歳代以上の占める割合が84%と年配層が多いと示さ
れています。ロータリークラブの会員増強と高齢化は、大き
な問題といえます。が、この高齢化をいかに前向きにクラブ
の力にしていくかが、これから私達の課題であると思いま
す。本日の例会では、この高齢化を考えるうえで是非みなさ
んに正しく理解いただきたい内容として、大江徹会員に「総
論、認知症について」と題してお話しいただきます。短い時
間ですが、先程（株）プロットアジアアンドパシフィックの
後藤健市会長から皆さんにご紹介いただいた、シンガポー
ルで開催された日本語コンテストで優秀な成績を修めた高
校生4名のみなさんと一緒に学び、よりロータリー活動を充
実させていただければ幸いです。この例会での出会いが、

「未来の帯広とシンガポールにロータリーの輪が広がるひ
と時になるかもしれない！」と思いますと少々ワクワクい
たしますね。どうぞ、よろしくお願いします。

■ゲスト紹介
　株式会社　プロットアジアアンドパシフィック　
　会長　後藤　健市	様
　Ms.チュー・アンバー	様　Mr.チャン・コーエン	様
　Ms.チャオ・シャン	様　　Ms.ン・シェリル	様
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う認知機能の動揺、現実的で詳細な内容の幻視が繰り返し
出現する、パーキンソニズムの出現が特徴です。その他に
は、繰り返す転倒、失神、睡眠中の異常行動、一過性の意識障
害、向精神薬に対する感受性の亢進などです。レビー小体型
認知症は123I-MIBG心筋シンチグラフィーで診断できま
す。まだこれといって効果的な薬はありません。次は前頭側
頭型認知症です。性格変化と社会的行動の障害が、発症して
からほぼ変わらず続きます。記憶力は比較的良好に保たれ
ますが、行動異常、、自分の身なりに無頓着、考え方が固くな
り柔軟性のなさ、注意や集中力が持続しない、口唇傾向と食
餌嗜好の変化、保続的行動と常同行動、65歳以前の発症、親
兄弟に同症の家族歴、球麻痺（よくむせるようになる）等が
特徴です。
　簡単に、また雑駁にお話ししましたが、大切なのは認知症
になってもその人のプライドを傷つけない事、明るくゆっ
くりした優しい言葉で語る事、そして諦めない事です。これ
らケアついては来週に当院の看護師の大森がお話しする予
定です。ご期待ください。
　私どもの病院は今年の8月26日に道から承認され、認知症
疾患センターを標榜しました。どうぞ皆様ご利用ください

■会務報告	 小田　　剛	幹事
① 帯広RC、平成26年1月1日（水）の例会は、祝日のため休会

と致します。
②帯広RC、新年交礼会（夜間例会）開催のご案内
　日　時　平成26年1月8日（水）
　　　　　新年祈願：午後5時30分　　例会：午後6時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　ウィンザー（会費：4,000円）
③・ 帯広南RC、12月23日（月）の例会は、祝日のため休会と

致します。
　・帯広西RC、12月26日（木）の例会は、休会と致します。
　・帯広北RC、12月27日（金）の例会は、休会と致します。
　・帯広南RC、12月30日（月）の例会は、休会と致します。
　・帯広東RC、12月31日（火）の例会は、休会と致します。
　・帯広西RC、平成26年1月2日（木）の例会は、休会と致します。
　・帯広南RC、平成26年1月3日（金）の例会は、休会と致します。
④帯広RAC、例会開催のご案内
　日　時　12月20日（金）午後7時30分
　場　所　とかち館
　内　容　クリパ〜Christmas Party Night!!〜（クラブ奉仕委員会）

■2014-2015地区大会の役員の委任状贈呈式

例会日 /水曜日	12:30 〜 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 大和田三朗・副委員長 / 中島　一晃
　委　員 / 下山　正志・野村　一仁・伊藤　誠吾・髙橋　猛文・河村　知明
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

■委員会報告　
・ニコニコ献金	 親睦活動委員会
渡辺喜代美 会員
　年末家族会に多数ご参加下さいましてありがとうござい
ました。サンタとトナカイの仕事はこれからが本番! !息を
あわせて頑張ります。今後ともヨロシクお願いします。
白石　俊之 会員
　さる11日の家族クリスマスの抽選会で2回目の抽選でガー
デンズホテル宿泊券と夕食券があたりました。幸運に感謝い
たします。ひさしぶりによいことでニコニコをだします。
奥　　周盛 会員
　先週の年末家族会のくじ引きで、娘にディズニーリゾー
トの幸運をいただきました。とても楽しみにしています。
中田　知德 会員
　先週の「年末家族会｣多くのメンバー・家族の皆様にご参
加いただき、ありがとうございました。
大江　　徹 会員
　本日の卓話をいたします。
工藤　大輔 会員　
　先日の年末家族会で豪華景品をいただきました。一年間の
締めくくりに素敵なプレゼントありがとうございました。
太田　隆博 会員
　先日の年末家族会の抽選でJTBさんの商品券をいただき
ました。引き当ててくれた小田幹事ありがとうございました。
川上　義史 会員
　先日の年末家族会で賞品をゲットしてしまいました。親
睦委員会なのにすみません。
藤森　裕康 会員
　先日の年末家族会には多くのメンバーにご参加頂き、何
とか終えることが出来ました。メンバー一同心より感謝し
ております。ありがとうございました。
大野　清徳 会員
　先日の年末家族会で、当委員会の企画ながら、我が子が一
番バッターで賞品を当ててしまいました。誠に申し訳あり
ませんでした。そしてありがとうございました。
工藤　　稔 会員
　はずかしながら、12月5日に妻が女の子を出産しました。

・出席報告	 出席委員会
12月18日例会 会員総数90名（内免除会員5名）出席者数55名（内免除会員1名）
12月11日例会 会員総数90名（内免除会員5名）出席者数66名（内免除会員2名）
12月４日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率　72名　83.7%
11月27日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率　73名　84.9%
11月の平均出席率は　83.4%

・マルチプル・ポールハリスフェロー表彰

■お誕生祝い
橋枝　篤志 会員　

■次週プログラム予定
12月25日（水）「認知症を持つ方とのかかわり」
 （プログラム委員会）
 大江病院　認知症看護認定看護師　大森　亮子 様


