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●クラブフォーラム「米山奨学会」
 卓話　米山奨学生　李　亜�さん

●ロータリーソング� 岸裏　廣澄 ソング委員長
「それでこそロータリー」

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５２名（内出席規定適用免除会員１０名）
１０月２２日（本　日） ２６名 ６１．９％
１０月８日（メーキャップ後） 例会取消しの為休会

本日の例会� １０月29日（木）

●臨時総会「次々期会長、次期副会長、次期理事選出方法」

●卓話「インフルエンザについて」
 当クラブ会員　中江　遵義さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ミュージック・ボックス（Ｍａｒｉａｈ  Ｃａｒｅｙ）
ユア・ソング（Ｅｌｔｏｎ  Ｊｏｈｎ）

●晩秋のお月見例会

名誉会員の駒井先生に、和歌山市の文化功労賞の授賞が決定しました。おめでとう御座います。脳神経外
科医としての名声と共に、政治、経済、文化とあらゆる分野でご活躍され、その功績は絶大であります。又例
会でお会いしたいと思います。
話しは一変に落ちますが、私は大分前から、忘れっぽくなり、人の名前なんか特によく忘れ、顔も忘れている

こともあります。
先々週、テレビを見ていますと、渡辺謙主演の「明日の記憶」という映画のテレビ放送の予告がありました。
この映画は数年前にもテレビで放送があり見ました。渡辺謙扮する主人公は広告代理店の有能な営業部長で、部下にも慕
われ、営業の先頭に立って行動する人でしたが、間もなく50歳になろうとする時、突如物忘れが酷くなり、妻の強い勧めで病院
で診察を受けた結果、若年性のアルツハイマーと診断され、それから段々と症状が悪化し、そして会社も辞めざるを得なくなり、
最後は妻の顔も忘れて行くというストーリーであります。病院での診察の場面で、いろいろなテストでアルツハイマーと判定する
訳ですが、私もその時、診察を受けてるつもりで真剣にテストに答えました。映画の主人公よりは少し成績が良かったので安心
した記憶がありますが、今はどうか分かりません。
ラジオはアルツハイマーの予防に良いようです。別に和歌山放送の西本さんに頼まれた訳けではありません。駒井先生の弟
子か孫弟子の和歌山県立医大の板倉教授の著書「頭脳を鍛える生活習慣術ラジオは脳にきく」に何故良いか説明されてい
ます。
今、日本ではアルツハイマー病は増え続けているそうです。そして2007年問題で、団塊の世代が一斉に定年を迎えましたが、

この団塊の世代以降の者にアルツハイマー病の恐怖が忍び寄っているそうです。それはテレビ世代であるからとのようです。
そういえば、私の家内がラジオを聴きながら家事をしていた時は口では太刀打ちできませんでしたが、ケーブルテレビを曳い
てからは、一日中テレビを見ているようで、うるさくなくなり円満になってきました。
テレビ、パソコン、テレビゲーム等視覚に頼りすぎた生活では「脳」は萎縮するそうです。ラジオを聴いている時や読書をし
ている時の「場面想像」で脳全体が活性化し、脳機能低下を防ぎ、頭を良くするそうです。能力向上、記憶力アップ、脳の若
返り、うつ病、アルツハイマー防止などに効果抜群であるとのようですので、これからはラジオを聴いて、悩を鍛えて行きたいと
思います。特に和歌山の話題が満載の和歌山放送がお勧めです。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

皆さん、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
週報にも記載されておりますが、カンボジア・スナーダイクマエ孤児院への水害に対する見舞金として、先週

皆様に募金をお願いしましたところ、７万円が集まりました。
そこで、災害義援積立金より１３万円を拠出させて頂き、合わせて２０万円を１１月２５日からの訪問の際にお渡

しします。御協力有り難う御座いました。尚、この寄付金は例年の孤児院への援助金とは別枠のものです。
今日お誕生日のお祝いを受けられた皆様方には、大変おめでとう御座います。これからも一層お元気で御活躍、御指導をお

願い致します。
さて、私は谷口会長や田原会員と同じ年ですが、大変老けて見られます。先日も地元の自治会長さんがお見えになり『ご隠
居さんはいらっしゃいますか？』との事で、母は『２５年前に亡くなりました』と応えたところ、近所で大騒ぎになりました。どうも
私のことを母の連れ合いだと思っていたようです。老けて見られると、周りの人が大事にしてくれるので、得をすることが多々あり、
そのまま受け入れています。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

１０月１９日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　上中　崇司、松田　洪毅、八幡　建二、山野　武彦
１０月２１日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一
１０月２２日（木）　和歌山城南Ｒ.Ｃ.　名手　功
１０月２３日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　乾　敦雄、糟谷　元春、名手　功、村田　昌之

（敬称略）

次回の例会� 11月3日（火・祝）�Ｐ．Ｍ６：３０〜�於�ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 10月29日（木） 例会休会
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． 10月30日（金） 卓話 「死にゆく子どもを救え〜小児外科医の願い〜」 国際医療奉仕団ジャパンハート代表　吉岡　秀人さん
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． 10月30日（金） 例会休会 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． 11月 2日（月） 臨時総会
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 11月 2日（月） 例会変更
 

和歌山Ｒ．Ｃ． 11月 3日（火） 祝日休会
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． 11月 4日（水）〈第３回ご家族参加ＤＡＹ〉 卓話　ダイワロイネットホテル和歌山総支配人 細見　恭司さん
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 11月 4日（水） クラブフォーラム 「Ｒ財団」   卓話 「ミネソタでの体験談」 ＲＯＴＥＸ　川溿　慶巳さん
 

来週の住友金属の見学は例会終了後華月殿よりバスが出ます。マイカーでは住金には入れません。４時頃に
は戻る予定です。

職業奉仕委員会 内畑　瑛造�副委員長

委 員 会 報 告

三毛理一朗さん  家内の誕生日に美しい胡蝶を有難うござ
いました。

内畑　瑛造さん  “ちょっと嬉しい事が有りましたので。”
伊藤　裕通さん  〔快気内祝〕お陰様で元気になりました。
名手　　功さん 少しうれしい事がありました。
岡野　年秀さん  伊藤さん元気なお顔を久しぶりに拝見し、

うれしいです。
堀岡　忠男さん うれしい事がありましたので。
山本　進三さん  お月見例会、多数の皆様ご参加ありがとう

ございます。
山野　武彦さん うれしい事がありましたので。
吉田　篤生さん うれしい事がありました。
吉田　篤生さん  ２４日はみかん狩りです。みなさんよろしく

お願いします。
谷口　文利さん  伊藤さん、復帰うれしく思います。又、ご

指導宜しくお願いします。
谷口　文利さん  先週欠席させて頂きましたが、今日も早退

させて頂きます。
 李亜�さんの話聞けなくて残念です。
谷口　文利さん 良い事がありました。
野上　泰造さん 李亜�さん卓話よろしく！
瀧川　嘉彦さん  伊藤さんおめでとうございます。伊藤さん

の前で初めてＳＡＡをさせていただきます。
 大変緊張しています。

阪神タイガース応援団一同
 ジョーよ、来て下さい。

〔お誕生日お祝い〕
伊藤　裕通さん 至福の秋、７８才になりました。
笹島　良雄さん  ７７才の誕生日を迎えました。総ての方々

に感謝致します。
寺下　浩彰さん  すっかり忘れていました。ＲＣは有難いです。
堀岡　忠男さん

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １０８、９３５円（計１４名　２０件（お誕生日お祝い  ２１８，０００円　皆出席  ５０，０００円　その他  ８８０，８３２円）  累計額  １，１４８，８３２円 

おめでとうございます！
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米山奨学生　李　亜涼さん

卓　話

　皆様、こんにちは。米山奨学生の李亜�です。月日の経つのはとても早いですが、あっという間に一
年間が過ぎました。去年４月からほぼ一年半のロータリー米山奨学生になりまして、ロータリーアンの皆
様との出会い、触れ合いは今まで経験できなかった貴重な体験をさせていただきました。奉仕の理想、
平和の信念、団結の友愛など、たくさん教えていただきまして、皆さんに心から感謝しております。

　私は2006年 8月、中国の山東省から日本に参りました。皆さん知っている通り、現在は和歌山県立医科大学大学院
医学研究科の博士課程に在籍中で、人体病理学特に橋本病の発症と甲状腺癌に関する遺伝子の発現を研究しており
ます。しかし、「病理はどんなことですか？  内科ですか？  外科ですか？」と皆様によく聞かれます。ですから、今日はここ
で私の専門を簡単に紹介したいと思います。もうひとつよく聞かれた質問は「中国の親子関係はどんなようですか？」こ
れが今日の卓話の二番目のテーマとして、私が知っているとおりの中国の親子関係の現状を話したいと思います。

病理学はどんなことだろう
　病理学とは病気の原因、発生の機序の解明や病気の診断を確定するのを目的とする、医学分野のひとつです。病理
学の分野は、人体病理学（外科病理学）と実験病理学に大別されます。実験病理学には医師免許は必要ありませんが、
人体病理学には医師免許が必要です。人体病理学は患者さんの生死に関わる病理診断をするからです。病院病理部
は人体病理学をするところです。臨床の一部門ですけど、患者さんと直接に対話はしません。採取された細胞・組織の
検査を行う細胞診・生検組織診、手術中に良性、悪性などの診断が必要な場合に検査を行う術中病理診断、手術で摘
出された標本を用いる手術標本病理診断、亡くなった患者の死因や病因を調べるための病理解剖などを行っています。
重大な病気、例えば“がん”などが疑われた時には、病理医の診断によって治療が大きく変わると言うことをご存知です
か？　例えば、患者Aさんが、食欲が無いため、消化器科外来を訪れました。胃の透視（レントゲン検査）で胃癌が疑
われました。確定診断をつけるために、胃内視鏡（胃カメラ）を使って胃の内部を観察し、生検が行われました。生検さ
れた組織を病理医が顕微鏡で見て、確定診断を下しました。Aさんの場合は胃癌でありました。胃癌が手術で摘出さ
れると、また顕微鏡で調べて、取り残しの有無や広がり、転移の有無や悪性度などについて検討します。その検討結果
報告を受けて主治医は術後の治療方針を決定していきます。臨床医と病理医の関係は、警察官と裁判官の関係に似て
います。例えば、臨床医は受診した人の中から色々な方法でがん疑いの人を選び出して（捜査）、がんと思われる部分
を少しだけ切り取ってきます（逮捕）。病理医はそれを顕微鏡で見て、良悪を決定します（判決）。従って、臨床医が間違
えて逮捕しても、まだ何とか修正が効くが、病理医が間違った判決を下したら、もうダメです。冤（えん）罪になってしま
う．手術が終わってから診断の間違いに気付いても遅いです．既に片肺になっていたり、お乳が片方無くなっていたり、
足が切り落とされていたり、人工肛門になっていたり、取り返しはつかないです。そんなことの無いように、病理医は複
数が原則であるのだが、総合病院でも病理医がたった一人のところが結構あります。病理医の沢山いる病院は大抵は
良い病院ですが、患者にそんな情報は伝わらないです。日本のトップレベルの病院ではベッド数１００に対して一人以
上の病理医がいます。残念ながら、日本でも、中国でも病理医が少ないです。アメリカでは整形外科と病理の専門医の
数がほぼ同数ですが、日本の病理専門医は整形外科専門医の約１/７しかいないです。中国では病理医の人数がもっ
と少ないと思います。病理医は客観的な第三者として、患者と主治医の間に立てるはずです。白か黒かの決着を付け
るために、病理医は常に真実の味方です。ですから、私は大学時代から将来優秀的な病理医になる夢を持っています。
2005年医学部を卒業して、山東大学大学院医学研究科に入学し、2006年 8月には、甲状腺疾患の共同研究のために、
exchange PH. D. studentとして、和歌山県立医科大学第二病理学教室に留学して、覚道健一先生の御指導のもとで
橋本病の亜分類と甲状腺癌の浸潤に関する遺伝子の発現の二つのテーマについての研究を行っています。私は例会
に参加したたびに「橋本病」と言う病名を何回も言いましたが、今日は「橋本病」についてちょっと説明したいと思いま
す。橋本病は、九州大学の外科医であった橋本策（はかる）先生が1912年に、世界で初めてこの病気に関する論文をド
イツの医学雑誌に発表したために、先生の名前にちなんでつけられた病名です。橋本病は「慢性甲状腺炎」ともいいま
すが、この名はこの病気の成り立ちに由来するもので、甲状腺に慢性の炎症が起きている病気という意味で、このように
呼ばれることもあります。甲状腺ホルモンが多すぎる病気の代表がバセドウ病ですが、逆にホルモンが少なくなる方の代
表が橋本病です。風土的にヨード欠乏がない日本においては、この橋本病が甲状腺機能低下症の一番の原因となって
います。甲状腺の病気は、どれも女性の方がかかりやすいのですが、橋本病は甲状腺の病気のなかでもとくに女性に多
いです。また年齢では20歳代後半以降、とくに30、40歳代が多く、幼児や学童は大変まれです。橋本病の患者さんは
甲状腺が大きくなります。また、甲状腺ホルモンが不足してくると、顔や手足のむくみ、寒がり、体重増加など、甲状腺機

能低下症の特有の症状がみられます。橋本病は、甲状腺に炎症が起きている病気ですが、細菌が入り込んで化膿する
といった炎症ではなく、「自己免疫」の異常が原因で起きる炎症です。自己免疫で起こる病気はいくつかありますが、何
がきっかけでこのようなことが起こるのか、いまだにはっきりしていません。今年我々は、免疫グロブリンG4甲状腺炎を
橋本病の亜分類の一つとして世界で始めて報告しました。そこで、現在私は免疫グロブリンG4陽性の形質細胞の浸潤
と橋本病の発症の関係を検討しています。
　続きまして、今日の二番目のテーマ：中国の親子関係について話したいと思います。

中国の親子関係
　儒教（じゅきょう）とは、孔子を始祖とする思考・信仰の体系です。紀元前の中国に興り、東アジア各国で2000年以上
に渡って強い影響力を持ちます。儒教的思想においては、親子関係はもっとも基本的な関係の一つです。その意味で
は父母の区別はしないです。子は親によって生まれ、育てられたのだから子は親に対して感謝の意を持たなければな
らず、それを正しい形で表すことが重視されました。親が死んだときには三年間喪に服するが、これは子供が生まれて、
やっと独り立ちできるまでの期間に相当するとしています。親に対する礼を孝といいます。親孝行はこれに由来します。
逆に親不孝はもっとも許されない罪の一つであります。このような親子関係は様々な社会的関係にも持ち越され、「大家
といえば親も同然」とか、「監督とは親子のような関係で」など、最近の日本でも耳にすることがあります。
　中国では、日本よりも「親を扶養するべきだ」という観念が強いです。子が一人前になり、お金を稼ぐようになったら、
これまで育ててくれた恩返しをします。恩返しの形はいろいろありますが、その中の一つに親にお金をあげる、というの
があります。日本にいる中国人が、故郷へ里帰りした際に親にお金をあげた、という話はよく聞きます。金額もかなり大き
いです。何十万という額で、小遣いという枠を越えています。また毎月お金を送金しているという人も身の回りにいます。
まず、いまは一人っ子政策の結果、「１２４家族」がふつうです。中国では一人っ子政策が実行されて、すでに25年にな
ろうとしています。私も一人っ子です。私のような都市部の若者はほとんど、兄弟姉妹がいない環境の中で育てられてき
ました。「１―２―４」という言い方があるが、これは、子ども一人を両親と4人の祖父母で世話しているという意味です。
これが結婚すると「２４８家族」になります。親は4人います。自分の親 2人に、結婚相手の親 2人です。この4人に、感
謝の意を込め、扶養費を渡すのです。さらに、おじいちゃん、おばあちゃんがみな健在なら8人です。人によってはおじい
ちゃん、おばあちゃんに世話になったというケースもあります。すくなくとも、何かの折にお金を渡さねばという気持ちは
普遍的にあります。祖父母はとりあえず除外するとして、まず親です。お金を稼げるようになったら親にお金をあげ始める
が、日本のように「はじめての給料で親に感謝のプレゼントをする」という1回ぽっきりの記念イベントとはわけが違いま
す。毎月あげて、死ぬまで続けるのが当然らしいです。親にここまで育ててもらった、だからそれに対してお金で感謝す
るのは当然という考え方をします。お金をもらう親のほうだが、子どもからのお金を使うかといえば、それはその親の経
済状態によるようです。「親は最良の銀行」ということばもあります。親は子供からお金をもらっても、それを使わず貯金し
ておいてくれます。そして子供が何かあった時や、困った時には戻してくれる場合もあります。これは親が健康で、経済
的にも余裕がある場合です。しかし、高齢になり病気がちだったりすれば、子からの送金は本物の経済援助になります。
今の中国では医療費がものすごく高いです。さらに年金等の社会保障も整っていないです。加えて上海とか北京といっ
た都会暮らしだと物価も高いし、やってゆけないです。日本と中国の違いに、結婚時の住居の問題があります。結婚す
る時には新しい家が必要になります。これは日本のように、初めは二人で借家とかマンションを借りてスタートなどという
のは通らないです。家やマンションを所有しているのが結婚の条件です。ところが、大卒とか働いて数年ぐらいの若者
に家が買えるわけがないです。そこで親が買い与えるのです。親はそこまで面倒を見ます。それゆえ、親への恩返し、と
いうのは実質的な意味を持ちます。親にしてみれば「養老年金」への拠出です。「子は最良の年金」であります。親への
送金は、親孝行な子供ですよという証明でもあります。親は、このような親孝行な子を持ったことを、それとなく知人、親
戚に自慢します。子どももそれは承知しているから、金額をはずんだり、毎月せっせと仕送りします。子供にとってのメン
ツもあるし、実際「そうしなければ気が済まない」という精神構造でもあります。それでこそ一人前の「孝行な子」と思う
のです。親子関係や愛情まで、お金によってはかることへの抵抗が我々にはありますが、この考えはむしろアジアではそ
れほど奇異ではないです。しかし、この二十数年来、中国社会は、過去にないほど大きな転換期を迎えています。経済
発展につれて、社会的にも大きな変化と新たな問題が生じました。この中で、親子関係の変化も見逃せない問題の一
つだと思います。
　以上今日の卓話のテーマでした。私はロータリー米山記念奨学金をいただくたびに色々なことを考え、奨学金の重
みを感じ、自分の責任感が自然に増てきました。この奨学金を大切にしなければなりません。もっと頑張らなければなら
ないと自分に言い聞かせております。私は米山奨学生としての時間が後半年しかありません。皆様のご期待に添えます
よう、恩返しができますように、もっと頑張って行きたいと思っています。

　今日の卓話はこれで終わらせていただきます。長い時間、ご清聴有難うございました。


