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第1562回例会
平成29年4月11日㈫　於 ホテル日航ノースランド帯広

◎起　　　立　� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎友情の握手　� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎点　　　鐘　� 高田　進�会　長

◎開 会 宣 言　� 加藤雄樹�ＳＡＡ

◎国 歌 斉 唱　� 加藤雄樹�ＳＡＡ

ロータリーソング 　「奉仕の理想」

◎ゲスト紹介� 高田　進�会　長

　　　　　　�つがやす歯科医院�院長�栂安秀樹�様

　　　　　　　　　　　　　　　　　（帯広北ＲＣ）

◎会　　　食

会長挨拶 高田　進 会長

皆さんこんにちは。今日は朝か

らテレビは浅田真央の引退という

ことで一色になってます。小さい

ときから長い間馴染んだ顔が現役

選手としてこれで終わりますけど

人気者なんだなと感じてます。

早速ですが当クラブと山形県の

寒河江さくらんぼロータリークラブの件なのですが、話

としては進んでいることを先方に連絡したところ、早速

来週現在の会長他３名で18日にお伺いしたいということ

で連絡がありました。相手クラブは当クラブとほぼ会員

の数も一緒ですし、例会も同じ火曜日なのでなかなか調

整するのが大変なようですが、まだ何も決まっていない

中でまず顔を見せるとうい形から始まるという感じです。

よろしくお願いします。

今月の26日に３回目の合同例会で今回のプログラムは

十勝奨学会の支給式です。理事長が変わるので今打ち合

わせの準備に入ってます。今年は当クラブは３名の奨学

生が月３万円で１年間、今回は継続支給のようです。こ

れは３クラブの会費から捻出されているものです。

今年は国が新しい奨学金制度をスタートすることにな

りました。返済が無利子と有利子にわかれてます。給付

型というのは少ないので今回は国がスタートして今後増

えていくことが期待されています。莫大な返済金を背負

って卒業するかどうかで、その人の人生が大きく変わっ

ていくのでこういったことが広がればと思います。

会務報告 石川博機 幹事

◎�帯広北・帯広東・音更ＲＣ、

　　　　　　　　　３ＲＣ合同夜間例会のご案内

　－十勝ロータリー奨学会支給式－

　　日時：平成29年４月26日（水）午後６時30分

　　場所：ホテル日航ノースランド帯広

　　※�尚、帯広東ＲＣ、４月25日（火）の繰り下げ例会と

致します。

委員会報告 青少年奉仕・ローターアクト委員会　池田　誠 委員長

ローターアクトから１点お願いと

いうことで、テーブルの上に回覧で

置いていますチャリティーフリーマ

ーケットが５月14日（日曜日）に開催

しますが、フリーマーケットに出品

する品物を提供していただきたいと

いうことです。何かございましたらローターアクトクラ

ブの幹事か、私のほうにご一報いただければと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。

ニコニコ献金 親睦活動委員会　大池梨華 委員

４月４日例会分

毅高田会長　東京は桜開花の便り、

旅行しやすい時期になりました。

毅西藤会員　久しぶりです。元気で

す。

毅馬渕会員　８年前に海外で移植を

受けた腎臓は、順調に働き私の体

の一部に融合したようです。

S.Mori

2016-2017 年度　国際ロータリーテーマ

【人類に奉仕するロータリー】
2016-2017 年度国際ロータリー会長

ジョンＦ・ジャーム

ガバナーテーマ

【ロータリーの明日の為に、積極的に行動しよう】
国際ロータリー第 2500 地区 ガバナー

駒　形　曙　美

月間テーマ

【母 子 の 健 康 月 間】



プログラム 米山記念奨学委員会 深澤佳世子 委員長

【ゲスト紹介】

今月は「母子の健康月間」というこ

とになっておりますけれども、いろ

いろ考えたあげく健康つながりで栂

安先生の所に沢山の歯科医の先生方

がいらっしゃるので、どなたかお話

していただけないかと思いご相談を

しましたら、院長先生自らおこしをいただいて皆様ご存

じの北ロータリークラブの栂安先生。今日はよろしくお

願いいたします。

【ゲスト卓話】

テーマ：【苦手な歯医者の利用法教えます！！】
　　　　　�つがやす歯科医院　院長　栂安秀樹�様

今深澤さんの方からご丁寧なご紹

介をいただきました、北ロータリー

クラブに所属しております栂安と申

します。健康の情報的な話が出来れ

ばということで、はせ参じましたの

で、気軽に聞いていただければとい

いかなと思います。

先程上野先輩からもこのネーミングどうなの？「苦手

な歯医者って」要は意味が歯医者の治療というのはなか

なか、普通の一般のお医者さんの治療よりもどちらかと

いうと、行きたくないな「臭いがあったり」「キーンとい

う音だったり」こういった話があると思いますので、そ

こら辺はお医者さんも歯医者さんも付き合って利用して

下さいということで、こういう意味でこのタイトルにさ

せていただきました。深澤さんの方から楽しい話をして

下さいといわれたのですが、医者が話す話は楽しくない

と思いますけど気軽な健康情報をちりばめておりますの

で、限られた時間ですけどお話を聞いて下さい。

きみまろさんですが中

高年「歯がない」「毛がな

い」「先がない」ないない

づくしと言われてますけ

ど、確かに自分もそれな

りの年齢になっていくと、

悲しいことですが友人を

亡くしたり身内を亡くし

たりいろんな意味でロストするわけです。でも年をとる

につれて人の気持ちがわかってくるから、栂安君年をと

るというのは捨てたものではないよと過去に言われた記

憶があるので、ただ肉体的には確かにこういう状況がご

ざいます。

病院にはどうしてもかからなきゃいけない、いきたく

ない歯医者に行かざるをえないのですが、皆さん方のか

かり付けの歯医者さんをお持ちだと思うのですが、その

様子が昔とだいぶ変わってきました。美容室みたいな雰

囲気ですね削るような道具は収納するような雰囲気があ

ってキレイなコンシェルジュみたいなお姉さんが付きっ

毅曽根会員　新入社員研修で２時間の予定をつい調子に

乗って30分もオーバーしてしまいました。今年が最後

の新人研修とは言え力の入り過ぎです。

毅上野会員　嶺野侑さんの本「とかち人物歴史館」がよう

やく世に出ることになりました。ニコニコします。

毅加藤（雄）会員　結婚記念日のお祝いを頂き有難うござ

いました。

毅加藤（昭）会員　結婚記念日のお祝いを頂き有難うござ

いました。

毅宮前会員　本日はプログラム委員会の担当例会です。

ＷＥＷとかちのすばらしい活動をご披露いたします。

毅深澤会員　誕生日のお祝をしていただき有難うござい

ました。ついに私にも高齢者無料パスの申請書が届き

ました。ふくざつです。

毅古川会員　４月にはいり新年度スタートです。さて、

かつてのロータリー奨学生であった中満泉さんという

方が、国連の軍縮部門のトップになったというニュー

スがありました。素晴らしい事だと思います。

毅角会員　会社が今年も新年度を迎えることができまし

たので、ニコニコします。

４月11日例会分

毅高田会長　住宅の廻りから雪が消えましたのでニコニ

コします。

毅鎌田副会長　結婚記念日のお祝いを頂き有難うござい

ました。

毅泉会長　結婚記念日のお祝いを頂き有難うございまし

た。

毅上野会員　浅田真央選手のこれまでの健闘に感謝して

ニコニコします。

毅深澤会員　本日は米山記念奨学委員会の担当例会です。

宜しくお願いいたします。

毅越浦会員　結婚記念日のお祝いを頂き有難うございま

した。

毅加藤（肇）会員　新年度になり、気候も春めいてきまし

た。ニコニコします。

毅及川会員　誕生日のお祝いありがとうございます。48

才　４
しじゅう

・８
やさしく

でいきたいと思います。

出席報告 出席・プログラム委員会　宮前 克則 委員

回数 日付 会員数 計算に用いる
会員数

ホームクラブ
出席者 メークアップ 欠席数 出席率

1557 03/07 �39 �34 �25 �3 �82.3

1558 03/14 �39 �32 �25 �3 �87.5

1559 03/18 �39 �39 �39 �0 100.0

1560 03/21 �39 �33 �24 �3 �81.8

３月計 156 138 113 �9 �88.4

４月４日出席25名。４月11日出席28名でございます。

それと１つお礼を申し上げますが、９月８日になりま

すけどあおぞら共済の卓話をさせていただいた後に、あ

おぞら共済にご加入いただいた企業が何社かあるという

ことでお礼の電話をいただきました。それと先週「子ど

も食堂」の卓話の後に数名の方からカンパをいただきま

した、それについても心よりお礼を申し上げます。



きりでいるとなかなかうれしいところだと思いますね。

ホワイトニングといって歯を少しキレイにしたい、ど

うしても口の中にあるものですから黄ばんできますので、

これがまた娘の結婚式で良い感じのお父さんになりたい

んだよね。歯を白くする治療は１時間光を当ててますと

５段階位キレイになります。その後食事をしたりすると

ダイエットと同じでリバウンドしますけど、歯を痛めな

い方法ホワイトニングをするとキレイになります。これ

が女性にもてるかなと思ったら意外と中年の男性の患者

さんが多くて、たぶんいやしい魂胆があるのかなと思っ

てます。

「あなた口が臭いわよ」こういう話になるといったいど

こに行けばいいにか、それも私たちの歯科に来ていただ

いて口臭の程度を測ることができます。その結果予防・

診断してそれにたいして治療をしていくこういったこと

も今は可能な時代になってきています。

それから歯並びに矯正、劇的に変わります性格も変わ

っちゃいます。口を押さえて話していた方も口を開けて

「わっはっはー」と笑えるようになるわけです。口元は自

信の活力の素になるわけです。これもまた年齢は関係あ

りません、どちらかというと成人以上の人の患者さんの

方が多いです。成人の方が今半分超えてます。

それから手術なんですが、歯医者の手術はインプラン

トというのはネットで見て下さい高額の医療です。自由

診療になりますから１本10万～50万とか保健所の指導で

表示しないといけませんので、値段だけ見るとよく比較

できます。ただし腕前はよくわからないのであります。

出来れば歯医者に行かないようにしたほうがいいので、

ばい菌を除菌したいという話になりますが、主に虫歯の

病原菌と歯周病の病原菌は違って主に母親からうつりま

す。幼いときに食事をかみ砕いて子どもにあげるとお母

さんの口の中の病原菌が伝播するのでうつります。夫婦

でもお前愛してるよ「チュー」「チュー」なんてやってしま

うと１回や２回ではうつらないですけど、リープキッス

とか食器を共有してうつっていくのです。結局親子はい

っしょですね。

本当に皆さん歯医者に行きたくないの？歯医者に来て

いる人の６割が医者の患者です。うちに看護師がいます

管理栄養士もいていろんなメンツがいるのですが、歯医

者に来ている人の６割が医者の患者で１番多いのは高血

圧です次が高脂血症ですつまり生活習慣病であります。

また悪性腫瘍で癌の告白を受けた人とか心筋梗塞、脳卒

中などの人も多くなりました。それから腎臓疾患で慢性

腎炎の方も多いです。糖尿が悪化して透析を受ける。精

神疾患の患者さんも多いです。

歯医者って受診率が悪いのかというと、実は日本の医

療機関の今日１日でどこの医療機関いきましたかのトッ

プでした人気度ナンバー１です。受診率が１番高いです。

毎日だいたい200人くらい患者さんが来ますけど、そ

の内の４割は定期健診ですメンテナンスで来ます。いろ

んな業種の方がメンテナンスでくるのです。定期的にメ

ンテナンスに来ている人は５年間歯を失う確率は９％し

かないです。皆さん方の不満は「30年間で５件くらい歯

医者に行ってるけどなんか歯の数が減るんだよね」これ

は嫌ですよね、行くたびに指の数減っていったらこれ嫌

ですよね、ですからこういったことが起きてます。

これを何とかしなけれ

ばいけない、定期健診に

するとそれが減ります時々

除菌しているからです。

歯医者の利用の仕方です

が痛いときだけ行くから

定期的に行くに変えるだ

けで歯は保ちます。痛い

ときだけ行くという利用の仕方だと５年以内で４割の人

が歯を失っていくのです。こういったデーターがありま

した。

厚労省のデータで見て

行くと虫歯は確かにメン

テナンスの患者様が増え

ましたので、私も２ヶ月

に１回横山内科にいって

血圧の薬をもらいますが

定期的に歯医者さんに行

って虫歯も減り歯周病も

減りということで、確かに子ども達の虫歯とか減ってま

して12歳までは１本をきりました珍しい病気になりまし

た。中学生までは虫歯ってなあに？というようになりま

した。しかし高齢者の方達の低栄養だとか栄養が取れな

いだとか歯周病の人は増えてます。どのようになってい

くかというと、歯茎が腫れます歯に付いている黒いのが

嫌気性菌ですが、それが自分でブラッシング出来ません

のでここから毒素が出るのです、これが歯茎から血が出

ますから毛細血管から全身に回ります。全身に回るとど

んなことが起きるのかというと、動脈硬化で血管がプラ

ークといいまして血管細くなっているとそこから歯周病

の病原菌が出てくるのです。体が１個だから口の病原菌

が体中に回っていてそれが動脈硬化になると冠動脈から

病原菌が見つかる。

それからそれをご飯粒と一緒に口の中で飲み込んでし

まうと、咳き込んでしまうそうすると肺炎を起こしてし

まう。65歳以上の死因のトップは誤嚥性の肺炎です。実

は私はそれの専門医なのですけど高齢者のリハビリをや

っております。

それから１番口の中で悪さをするのが糖尿病です。血

糖値が高い人は歯科と眼科を定期的に行かなければいけ

ない。網膜症と口の中の歯周病が悪さをしますので、口

の中の環境を整えるとヘモグロビン A1c の値が減ってき

ますのでこれは間違いがないです。これは横山先生と連

携をしていますので横山先生からいただいた方、特に糖

尿病の方太りぎみの方は

良く噛んでない慌て食い

してますよ。昔私たちが

子ども達にいったように

「おい！良く噛めと慌て

ないでいいから良く噛ん

で学校に行きなさい」と

親のしつけとしてやりま



したね。余り噛まないと体の太っている状態、善玉コレ

ステロールの値が低いのです。糖尿病の患者さんとこう

いう例会なんかで一緒にお食事するとどちらかというと

早食いです、ですから良く噛んで下さい。これは内科の

横山先生からのアドバイスです。これと同じ事も僕らも

指導させていただきます。箸休めしながら会話を楽しみ

ながら、東ロータリーさんの例会のようにゆったりとや

りましょうということです。

東洋印刷さん角さんと親戚でして、家の親父が東洋印

刷の四社合併の元の１社でして私の親父が役員をやって

おりました。

時代が変わりまして親父が残してくれた土地に医院を

建てました。１階は13台の診療ユニットがあって１日に

250人位患者さんを見させていただいてます。上はノブ

キッチンといいまして家の家内は信子というものですか

ら、長﨑から嫁をもらっちゃたものですから彼女がやっ

ている、クッキングスクールのキッチンスタジオがあり

ます。家の家内が何をやっているかというと、６人に１

人が認知症になったり２人に１人が癌になる時代ですか

ら、その時に家族に病人が出たときに奥さんがしっかり

普段の料理はできるそれをまず十勝の食材使って、あそ

このラーメン食べたいなあのメロン食べてこの世の中と

おさらばしたいなとかあると思うのですが、普段の食事

を一生懸命彼女はやっております。

したがってそういったことに共感したスタッフが今年

の入社式に16人入りました。北海道でも１番２番の最大

級の85名位スタッフがいます。あの建物の中に詰まって

いますが、半分は外に往診にいったりしますけど、ここ

に看護師がいたり管理栄養士がいたりします。

従って今見たい視点で38年やらせていただいて、管理

栄養士さんから栄養指導をさせてもらっています。それ

から飲み込み障害の人達にはリハビリをやっています。

余り見たことないかもしれませんが内視鏡を鼻から入れ

て喉を見ます。厚生病院と連携して食道癌の患者さんを

見ます。

せっかくですから１番

心配するのは、口の中に

チョットお酒を飲み過ぎ

て今日寝ちゃうぞとなる

と、そのばい菌と一緒に

咳き込んでしまう、これ

が悪さをしてくると熱を

出します、65歳以上がさ

っき言いましたように誤嚥性肺炎それがすぐ食べた後寝

かしてしまうと逆流すると重篤な肺炎になります。こう

いったご指導をさせていただいたり時にはＸ線を撮り検

査をします。歯医者さんは歯が痛いよとかそんな話だけ

でなく、食べること関してはお年をめしてきたら何でも

相談して下さい。何でも、むせる・溜め込む・口があか

ない・こぼす、早食い、噛まない、丸呑み認知症の症状

です。悲しい出来事ですがそれから熱でますよ、体重が

減りましたよ、痩せてきました、食べが悪いよというの

も１度歯医者さんにご相談下さい。

それと皆さんもしも、インプラント入れてたら、今の

時代になると凶器になって悪さをしますので、私たちが

そこに駆けつけて口のケアをします。こういったことも

今気を付けています。

口から食べれないとすると胃瘻ですよという話になっ

て、胃に穴を開けて経管栄養どうと聞いたら？そんなの

家の母親の姿ではない、いやだ、口から美味しい物をむ

せてもいいから食べさせたい。これは問題になっていま

す。

大丈夫です。厚生病院

で私たちと連携して食道

癌の患者さんは事前に、

手術しますよ食道を切り

ますよといった時に、喉

と近いものですから口の

ケアを事前にしなければ

術後が悪いので、外科の

先生と一緒になると術後の肺炎なんかは無くなりました

といったデータがあります。当たり前のようにして厚生

病院の食道癌の手術をする人がうちのクリニックに来て

全部除菌しますが、こういう状態なので残念ながら……

切ない状態なので、普段から定期健診で口の中の汚染さ

れてる状態を解消して下さい。

それから痩せている人も厚生病院で全部回っています

ので栄養状態の悪い人を見ていきます。入院患者さんも

こういう人いるのですこのような人を見ていきます。福

祉の方でも食べている人を見にいってます。私どもとか

看護師とか栄養士でやってます。

今医療のいろんな話をしましたけど、家内がやってお

りますノブキッチンですが、十勝の食材で子ども達に食

べることの美味しさ楽しさを教えてます。そうすると十

勝にこれだけのカラフルなお芋があります、これを修学

旅行生や帯広の小中学生に食べさせています。夕食は昨

日楽しかったですか？アンケートを取りました。帯広の

小学校の５年生６年生の結果です12％はつまらなかった

赤い部分です。中学１年になると倍に増えまして24％が

昨日の夕食はつまらなかった。豊かな食材があるところ

ですら４人に１人中学１年生は夕食つまらなかったこれ

は問題ですね。

そんなことで家内ともう年金暮らしになりましたので

共稼ぎをしています。家内が道庁の依頼でベトナムに道

産品を売りにいったりとかいろいろやっております。

「医療と健康と食」こういったものを今一緒にやってお

りますので、また何かあれば私どもの所に来ていただい

て「耳より健康情報」を聞きに来ていただければ大変あり

がたいかなと思います。

どうもご清聴ありがとうございました。

◎閉会宣言� 加藤�雄樹�ＳＡＡ

◎点　　鐘� 高田�　進�会　長

次週プログラム メディア委員会

４月18日（火）　「ゲスト卓話」

　　　　　　　嶺野　侑　様　【範は歴史にあり】


