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山東　勝彦さん 大谷先生本日はありがとうございます。

黒田　純一さん 大谷部長さん本日卓話よろしくお願いします。

中野　幸生さん  当社、中野ＢＣは８０周年を迎え技術、研究の開発型企業へ１００年を目指します。皆さん今後共ご支

援の程お願い申し上げます。

谷口　文利さん 大谷様卓話ありがとうございます。

島　　公造さん 大谷先生、本日は卓話有難うございます。私もドライアイで治療中です。

山本　進三さん 大谷部長さま、本日の卓話よろしくお願い致します。

乾　　敦雄さん 本日もよろしくお願いします。

阪神タイガース応援団一同

謝辞 笹島　良雄プログラム委員長　　

　当クラブ黒田先生の紹介で、東ロータリークラブの例会にて講話をお願い致しました所、大変な激務そして多
忙の中、お出で頂き有難う御座いました。
　大谷先生のお話が先月、読売新聞に大きく掲載されていて、それから今日を楽しみにして居りました。講話は
実に簡潔、要を得、そして分かり易い説明に感銘を受けました。
　今後先生にお世話になる会員も多いと思います。どうか宜しくお願い致します。
　本日は本当に有難う御座いました。

出 席 報 告 会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１７名） 　黒田　純一 出席副委員長
皆さん、出席してください。

11月29日（本　日） 28名 75.7％ 11月15日（メーキャップ後） 33名 94.3％ （欠席2名）

本日の累計  29,450円（計7名　8件）〔お誕生日お祝い　248,000円　  皆出席表彰　15,000円　  その他　1,053,660円　　累計額　1,316,660円〕

ありがとうございました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  島　公造 会長　　会長報告
　皆さんこんにちは。和歌山アゼリアロータリークラブ松本良二さん、中尾八朗さんようこそ我
がクラブへメイキャップ有り難うございます。今週も一週間の内三日間も休日。体のリズムもつ
かない、世間は不景気感が強い中解散総選挙。どの党もバタバタしているのが何か気になります
（国内的にも外交的にもその時ばったりで上手く行かないような？）不安なのは私だけでしょうか？

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  山本　進三 幹事　　幹事報告
　来週１２月６日の例会は年次総会です。多くの会員の皆様のご出席をお願いいたします。
　和歌山新報（１１月２２日（木）発行）に、当クラブの実施した、こばと学園とのみかん狩りの記
事が掲載されました。また奇しくも裏面には当クラブの中野幸生会員の経営する中野ＢＣ株式会
社の創業８０周年記念式典の記事が掲載されています。重ね重ね喜ばしいことですので、ご紹介
します。

◦国際ロータリー２６４０地区より、青少年交換２０１３年度夏期短期交換学生募集のご案内が来ております。
◦和歌山城南ロータリークラブより、ＩＭ３組インターシティーミーティングのご案内が来ております。
　（日時　２０１３年１月２６日（土）１３：１５～）
◦�和歌山アゼリアロータリークラブより、創立１５周年記念　紀南水害復興支援～アゼリアバンド　チャリティ
コンサート～のご案内を配布いたしました。ご興味のある方はぜひご参加ください。

　　日時　２０１３年２月１１日（月･祝）　開演　３時３０分
　　場所　和歌山市民会館　市民ホール　　チャリティチケット　１，０００円
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クラ ブ 名 日 　 　 時 内 　 　 容

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 12月  6日（木） 年次総会

和歌山南Ｒ．Ｃ． 12月  7日（金） 年次総会

和歌山中Ｒ．Ｃ． 12月  7日（金） クラブ年次総会

和歌山北Ｒ．Ｃ． 12月10日（月） 卓話 「パワーストーンのある暮らし〜カンタン開運法〜」 ヒーリングサロンフェアライト　庵寿さん

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 12月10日（月） 卓話 「制服の役目」 鹿嶋　克子さん

和歌山Ｒ．Ｃ． 12月11日（火） 卓話 「那智川橋梁の復旧－昨年の台風12号による流出被害を受けて」 
  ＪＲ西日本和歌山支社次長　辻本　賀一さん

和歌山西Ｒ．Ｃ． 12月12日（水） 健康卓話その①　塩崎　憲会員

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 12月12日（水） 上半期活動報告

　和歌山アゼリアR.C.より

創立１５周年記念事業

アゼリアバンド 「チャリティコンサート」のPR

和歌山東Ｒ.Ｃ.さんと当クラブは、以前からご縁がありましてＷＣＳなど過去にもご指導い
ただきましたし、協賛プログラムも成し遂げて参りました。

私共は１５周年を迎えるにあたりプレイベントとして、アゼリアバンドによる「チャリティコンサート」を
来年２月１１日に市民会館市民ホールにて行います。この収益を、昨年９月３日に上陸した台風１２号災害の
復興支援金とします。このコンサートを１５周年記念社会奉仕事業の一環と位置付けています。一人でも多
くの方にコンサートに足を運んでいただき、同郷の紀南地方のみなさんの一日も早い復興を願っています。
和歌山東Ｒ.Ｃ.の皆さんのご協力よろしくお願いします。

創立１５周年記念
	実行委員長（副会長） 松本　良二さん

	 記念式典委員長 中尾　八朗さん●年次総会
① 次々期会長、次期副会長、次期幹事、次期会計 
次期理事承認の件

②クラブ細則改正（案）承認の件

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ウィンター・ワンダーランド（Ｆｅｌｉｘ  Ｂｅｎａｒｄ）
Ｏ  Ｈｏｒｙ　Ｎｉｇｈｔ（Ｊ.Ｓ.  Ｄｗｉｇｂｔ）

●クリスマス家族会

●卓話「老化に伴う目の病気」
 日赤和歌山医療センター眼科部長　大谷　篤史さん

●ロータリーソング� 山東　勝彦 ソング委員長
「日も風も星も」

●ビジター紹介� 樫畑　友洋 親睦委員長
和歌山アゼリアＲ．Ｃ．　松本　良二さん　中尾　八朗さん

本日の例会 12月6日（木）

次回の例会 12月15日（土） 午後６時３０分〜  於  ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

前回の例会 11月29日（木）

１１月３０日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.
　乾　敦雄　山東　勝彦　松田　弘治

メイキャップ情報  （敬称略）
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1. 真実かどうか

4.みんなのためになるかどうか

3. 好意と友情を深めるか

　「老化に伴う目の病気」の話ですが、話が広すぎますので「加齢黄斑変性」に的を絞り話させ

て頂きます。眼科とは眼に関連する疾患を専門とする診療科であり、主に眼球、眼瞼の病を診ま

す。眼球は、中が空洞でゲル状の硝子体が入っています。加齢黄斑変性とは目の奥の網膜と色素

上皮の所で、物を見ようとするときに使う一番ど真ん中で起こる病気です。

　先ず最初に目の機能を説明します。

　眼科疾患には様々な症状があります。痛い、かゆい、なんか飛んでる、見えにくい、眼が赤い、歪んで見える、

視野が欠けるなどがあり、又眼の場所によって症状がはっきり分かれている。加齢黄斑変性という病気は、見え

にくい、歪んで見える、視野が欠ける等見える症状に関する病気です。真ん中が見えなくなる。物を見ようとし

ても見えない。人間の目というのは感度の殆どが中心部数マイクロの部分だけで物を見ています。そこの部分が

やられるのが加齢黄斑変性です。黄斑の部分に脈絡膜血管新生膜により出血が起こり、神経がやられてしまいま

す。加齢黄斑変性の治療には、以前はレーザー光凝固法で組織を神経ごと焼き切っていましたが、この５年ほど

前から大きく変わり、光線力学療法と抗血管新生剤の眼内注射という二つの柱となる治療法が主流となっていま

すが、抗血管新生剤の眼内注射がメジャーになっています。

 
加齢黄斑変性の確認テスト 

歪んでますか？

 

サプリメントが、有効と思われる患者さんは、中等度の加齢黄斑変性を片眼もしくは両眼

に持つ患者で、進行した加齢黄斑変性を片眼にもつ患者早期の加齢黄斑変性患者には有効

性は証明されていない。  

 

Age‐Related Eye Disease Study

アメリカの臨床試験 10年間

抗酸化物質と亜鉛の摂取により加齢黄斑変性の悪化を
抑えられるかもしれないとの結果。

AREDS formulation サプリメント
ビタミンC、 ビタミンE、 ベータカロチン、 亜鉛、 銅

予防？
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私共は 15周年を迎えるにあたりプレイベントとして、アゼリアバンドによる

「チャリティコンサート」を来年 2月 11日に市民会館市民ホールにて行います。

この収益を、昨年 9月 3日に上陸した台風 12号災害の復興支援金とします。こ

のコンサートを 15周年記念社会奉仕事業の一環と位置付けています。一人でも

多くの方にコンサートに足を運んでいただき、同郷の紀南地方のみなさんの 1
日も早い復興を願っています。 

和歌山東 RCの皆さんのご協力よろしくお願いします。 
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黄斑

 

先ず最初に目の機能を説明します。 

眼の機能

光 を 情報 として受容する 感覚器

情報を視覚情報として認知するのは 脳
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−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 日赤和歌山医療センター眼科部長　大谷　篤史さん　　卓　　話 「老化に伴う目の病気」

失明原因　2002年

世界
１．白内障	 （47.8％）　
２．緑内障	 （12.3％）　
３．加齢黄斑変性	 （8.7％）　
４．角膜混濁	 （5.1％）　
５．糖尿病性網膜症	 （4.8％）　

日本
１．緑内障	 （24％）
２．糖尿病性網膜症	 （20％）
３．加齢黄斑変性	 （11％）
４．網膜色素変性症	 （11％）
５．視神経委縮	網脈絡膜委縮	 （9％）
６．白内障	 （7％）
７．高度近視	 （6％）
８．その他	 （12％）

10年前は
１．糖尿病性網膜症	 （18％）
２．緑内障	 （13％）
３．白内障	 （12％）
４．網膜色素変性症	 （12％）
５．高度近視	 （9％）
６．その他	 （36％）

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性のテスト

中心が見えなくなる

黄斑に脈絡膜血管新生膜を形成し
神経網膜が障害される疾患

　加齢黄斑変性のリスクには年齢・喫煙・家族歴の環境因子など多くの因子が関係していることがわかっていま

す。大事なのは、定期的に検査を受け、早期発見早期治療です。
　カメラは目の構造を応用している。

夢の治療は
病気にさせないこと！


