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四つのテスト

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？
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２１４５回通常例会
1. 点　　鐘　中嶋利生　会長 

1. 会長報告　中嶋利生　会長

1. 幹事報告　助川昌弘　幹事

1. 卓　　話　森永誠一郎　会員

1. 点　　鐘　中嶋利生　会長

会 長 報 告
　　　　会長　中嶋　利生

1967-68 年度にガバナーを務めた

そうです。そして 71 歳の時に RI

会長に就任しました。向笠 RI 会長

でのテーマ、人類は一つ。国籍、肌

の色、言語、宗教などの区別はない。

世界中の人間の考えに差異はないと

訴え、平和を求めようと呼びかけた

そうです。ロータリーのプログラム

を通じ、友情の橋を架けることを実

現しようと主張しました。任期を終

え関節リュウマチを患い手術を含め

長い闘病生活をされ 1992 年他界い

たしました。最後に向笠氏が RI 会

長として、ロータリーに貢献したこ

とに感動し中津市に向笠記念公園が

造られ、現在、中津ＲＣ会員等、多

くの方が公園の清掃をしているとの

ことです。以上会長報告でした。
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①小林正直会員が体調不良のため、11 月 10 日をもって、

退会されました。

② R 財団の寄付に対して、表彰品の贈呈

　櫛田仁一会員：マルチプル・ポール・ハリス・フェロー（2 回目）

告ですが、115 年のロータリーの歴

史上、日本人の RI 会長が過去 3 人

出ていますと話しました。1968-69

年度、東ケ崎潔（とうがさき）会長。

1982-83 年度、向笠廣次（むかさ）

会長。2012-13 年度、田中作次（た

なか）会長です。

　今日は、日本人二人目の RI 会長、

向笠（むかさ）廣次（ひろじ）氏の

話をいたします。向笠さんは、日

本国籍を持つ、日本人として最初

の RI 会 長 で す。1911 年 生 ま れ、

1938 年年九州帝国大学、医学部を

卒業。精神科医として当時にしては

珍しい、電気ショック療法を導入し、

国際的にも知られた方でした。大分

中津市で開業、中津ロータリークラ

ブに 1957 年、46 歳で入会、56 歳で、
　皆さんこんにちは。今日の会長報
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①社会奉仕委員会　秋元　慶一　副委員長

　タオル寄贈に対するお礼

②水野　晋治　会員

　柏西ＲＣが、第１地域オリコカード使用額で今年も一

位になりました（２年連続）

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 助川　昌弘 委 員 会 報 告
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卓 　 話 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森永　誠一郎　会員

　初めまして。森永胃腸科外科の歯科医師の森永です。

今日は宜しくお願い致します。

　森永について少しだけお話しさせてください。私の父

は男兄弟 2 人の長男として熊本から出てきて、昭和 60

年、柏に森永胃腸科外科を開業しました。熊本からすれ

ば柏も東京のようなものだと父から聞かされています。

父の弟である叔父も医師で熊本で開業医をしています。

今は自粛していますが、九州に帰れば美味しい馬刺しと

芋焼酎で親戚と今の日本の医療について語り合います。



私は熊本産まれ、育ちは千葉の柏です。43 歳で 3 歳と

0 歳の姉妹の父親でゴルフと釣りとお酒が趣味です。妻

の実家は四国の高知で、挨拶に行った時一番驚いたのは、

家を出る時にカギをかける文化がないことです。義理の

母に聞くと盗む人がいないからと、、、同じ島国、日本で

もこんなに文化が違うのかと驚きました。今から 22 年

前、森永胃腸科外科１代目の父が他界したとき、まだ学

生だった自分が 2 代目になれる訳もなく、特例で医師

でも歯科医師でもない母が 2 代目の理事長になりまし

た。しかしそんな母も一昨年ガンで亡くなり、平成３０

年１０月より三代目理事長に就任いたしまして日々奮闘

しております。自分は数学や物理のように、答えが一つ

しかない科目が好きで、逆に英語と国語が苦手で医師に

なり損なった歯科医師ですが、今になって歯科医師で良

かったと本当に思います。

　お口は最初の臓器です。世界では歯科医師と表現せず

口腔科と表現します。体をいくら綺麗にしてもお口が汚

れていたら体は綺麗になりません。これだけグローバ

ル化が進んでいて同時通訳機がある時代に世界と渡り歩

きたいのであれば日本は世界に合わせるべきだと思いま

す。ワクチンの件も同じだと思います。アメリカや韓国

では既にドライブスルーワクチンが出来る環境にありま

す。日本ではアメリカ軍の普天間基地のみです。コロナ

に続き、今後も他の病気が流行る可能性があるので、日

本もドライブスルーワクチン接種をやるべきだと思いま

す。

　話は変わりますが、皆さま、柏プロジェクトはご存知

でしょうか？『超高齢社会のまちづくり』というのが「柏

プロジェクト」です。つまり人生最後の時まで確かな安

心を提供するために、在宅医療と連携した地域包括シス

テムが欠かせないのです。森永胃腸科外科の法人理念に

『健康が全てではないが、健康が無いのは全てがない』

という言葉があります。超高齢化社会の未来に向かい、

柏プロジェクトの成功を日本中が注目しています。私は

森永の法人理念においても、柏プロジェクトを成し遂げ

たいと考えております。コロナの影響もあり、また団塊

の世代が 75 歳になるのは 2025 年です。人口も減って

いき、そうなると医療の現場は、外来よりも訪問のニー

ズが高まることが予測できます。営業になってしまいま

すが、今年の 10 月から訪問歯科を始めたので緑のパン

フレットをご覧ください。

　また RC 会員の水留さんのお父様の歯科医院を継承す

る運びとなりました。来年 2021 年春、森永歯科として

開業予定です。そして 2022 年 4 月 1 日を目標に、森

永胃腸科外科の現在地より 50m 離れた場所に新クリ

ニックを開設いたします。新クリニックは 1F が内科と

検査場、2F が歯科とスタッフルームです。医科と歯科、

ともに訪問診療を行い、ドライブスルー型の院外処方の

クリニックを隣接しようと思います。恐らくコロナの影

響もあり認可が下りやすくドライブスルーワクチンも出

来るようになると思います。また、すでに森永胃腸科外

科でも開始しておりますが、オンライン診療もこれから

主流になっていきます。これらが達成されれば、医歯薬

連携の取れたクリニックになり、柏プロジェクトの理念

とマッチングしたクリニックになると思います。柏プロ

ジェクトを遂行している柏市で成功すれば宣伝効果もあ

るのでやり甲斐があります。

　ここからは私の専門である歯科についてお話します。

歯科領域のなかでも、今日は高齢者の領域に絞って、口

腔ケアの重要性と誤嚥性肺炎についてお話します。プロ

ジェクターをご覧になりながらお聞きください。

①まず平均寿命と健康寿命はご存知ですか？平均寿命ば

かり目が行きがちですが大切なのは健康寿命です。

②口腔ケアの目的は、お口の中の細菌を減らすこと、で

す。虫歯や歯周病、口臭、すべて細菌が引き起こしてい

ます。歯垢と呼ばれるプラークは細菌の排泄物ですので

取り除くことが必要になります。歯に付いた汚れだけで

なく、舌や頬に付いた汚れも細菌ですので、最後にお口

をゆすぐことに大きな役割があります。お口をゆすげな

い方は清拭を行うことが重要になります。入れ歯も細菌

の温床になりますので、入れっぱなしにせず、食後は外

して入れ歯をブラッシング、就寝時は外して洗浄剤に漬

けることが必要です。

③つぎに誤嚥性肺炎についてですが、飲み込みがうまく

できず、むせることを顕性誤嚥気管に入ってもむせる反

応がない状態を不顕性誤嚥といいます。不顕性誤嚥は高

齢者に多く見られます。

④次は主な死因の割合です。この数年で脳血管疾患と肺

炎が入れ替わり、平成２３年に肺炎が３位になっていま

す。肺炎の中でも誤嚥性肺炎の割合は、７０歳以上で

７０％、９０歳以上では９５％が誤嚥性肺炎だそうです。

その大多数は食物摂取などに関係なく、入眠中に唾液が

気管や肺に流れ込んで生じる不顕性誤嚥です。ですから、

口腔ケアを行い細菌数を減らすことが重要になります。

⑤こちらは誤嚥性肺炎発症のメカニズムです。右側はフ

レイル（虚弱）の状態でフレイルについては最後にお話

ししますが、オーラルフレイルの低下が誤嚥性肺炎を引

き起こす懸念がありますので早期発見して予防につなが

ればと思います。

⑥ここからは嚥下の仕組みについてお話します。まず、

食べるための一連の流れを見てみましょう。最初に認知

期または先行期といいますが、匂い、温度、味、硬さを

目で確認し、予測する段階です。この視覚というのが食

べることの重要な確認動作で、例をあげますと認知症の



疑似体験という体験実習があるのですが、コップと水と

お菓子を用意して、目を閉じ、介助者役が何も言わずに

水やお菓子を食べさせようとするものです。あらかじめ

何をされるか分かっていても、いきなり水を飲まされる

とびっくりするもので、ましてや水が温かいお茶に変

わっていたりすると飛び跳ねるほどびっくりします。視

覚で確認するのはとても重要だということがわかりま

す。次に噛んだものをお口のなかで塊にする作業が準備

期ですが、頬や唇に麻痺があると塊が作れず、いつまで

もお口の中に残る、口からこぼれるといったことが起こ

ります。そして噛んだものを塊（食塊）にしてごっくん

と飲み込む、これが咽頭期、食道期です。

⑦認知期から食道期、どの段階が障害されても摂食嚥下

障害がおこります。

⑧嚥下運動の仕組みですが、軟口蓋と喉頭蓋という二つ

の弁が関わっています。空気を吸う時は開き、食物を飲

み込む時は気管に流れないよう弁がふさぎます。このタ

イミングがずれると気管に入り、むせる仕組みです。

⑨誤嚥性肺炎の予防のポイントは３つ、口腔ケアでお口

の細菌を減らし清潔にする、舌や頬の筋肉を鍛え飲み込

む力を保つ、栄養のある食事や運動で病気に対する抵抗

力を高める。要するに予防が大切になります。

⑩最後になりますが、私どもの歯科は森永胃腸科外科の

併設院ですので、口腔だけではなく、内科外科と連携が

取れていることがほかの歯科医院との差別化になってい

ると考えております。また森永胃腸科外科だけではなく

慈恵、千葉西、東葛病院とのつながりも強みです。口は

最初の臓器であり、お口の機能の衰えはすぐさま全身へ

と影響が及びます。内科系をいくら治療してもお口が汚

れていては健康にはなれません。すべての人に歯科を活

用いただけるのが私どもの願いです。痛みが出てから歯

科を使うのではなく、健康維持のため、人生の楽しみの

ために歯科を活用することが普通のこととなるよう努め

てまいります。

　本日はご清聴ありがとうございました。

水戸ゴルフ倶楽部 スパリゾートハワイアンズ・ゴルフコース
南 北 Gr Hd Ne 東 西 Gr Hd Ne

優勝 奈良 かおり 43 45 88 28 60 優勝 吉田 朋令 52 54 106 34 72
2位 本城 萌子 44 44 88 20 68 2位 本城 明子 46 44 90 18 72
3位 花島 伸幸 42 36 78 8 70 3位 寺田 康雄 37 45 82 9 73
4位 飯合 幸夫 49 51 100 28 72 4位 飯合 幸夫 53 50 103 28 75
5位 寺田 康雄 44 37 81 9 72 5位 花島 伸幸 37 46 83 7 76
6位 中嶋 利生 43 44 87 12 75 6位 中嶋 利生 46 45 91 12 79
7位 吉田 朋令 56 54 110 34 76 7位 森市 直樹 57 54 111 31 80
8位 浅野 肇 59 54 113 36 77 8位 助川 昌弘 42 43 85 4 81
9位 勝田 健一 61 56 117 36 81 9位 浅野 肇 61 64 125 36 89
10位 助川 昌弘 41 44 85 4 81 10位 勝田 健一 65 61 126 36 90

2020年11月15日 2020年11月16日

ゴ ル フ 部 会 報 告

　11 月 15-16 日に、ゴルフ部

会は懇親ゴルフ会を開催しまし

た。１日目の夜はいわき湯本の

老舗旅館「雨情の宿　新つた」

に宿泊し、ソーシャルディスタ

ンスを保った宴会で懇親を深め

ました。



次回の例会は 12 月 4 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／齋藤敏文、東海林康之、秋元慶一、大久保文宏

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

ゲスト
川崎望雅（青少年交換留学生）	 様

川崎美穂（保護者）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	結婚記念日：飯合　会員

★	(^^ ♪

　森永会員　卓話楽しみます

　安田会員　１年ぶりのゴルフ、寺田・花島会員と楽しみました

　水野会員　ロータリーカード第一地域１位（２年連続）

　花島会員　ゴルフ旅行ありがとうございました

　寺田会員　ゴルフ旅行ありがとうございました

　細田会員　GoTo トラベルゴルフありがとうございました

　鈴木桂三会員　情報研修会ありがとうございました IM もよろしく

　飯合会員　葬儀に会長幹事の参列ありがとうございました

松丸　昌史　新入会員

ゲスト　青少年交換留学生　川崎　望雅・美穂様

出席報告

　　　　　　　６２名

　　　　　　　１５名

宇田川、江口、落合、金子、小林、小溝、

白水、東海林、鈴木一弘、住吉、千葉、中塚、

馬場、松本隆一郎、吉田　　　　　　会員

出席率　75.81％

会員数

欠席者

R 財団寄付　ＭＰＨＦ２回目　櫛田　仁一　会員

松丸　昌史　新入会員（推薦者　寺田　会員）

こ れ か ら の 例 会 予 定

欠席報告は、木曜日の午前中まで
※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

月日 曜日 例会 卓話者・他内容
12 月 4 日 金 通常 大沼隆会員
12 月 11 日 金 通常 年次総会・クラブ協議会
12 月 18 日 金 通常 小田山博史（柏商工会議所会頭）
12 月 25 日 金 夜間 忘年会（予定）
1月 1日 金 休会 元旦


