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大阪鶴見ロータリークラブテーマ「Together」

（２ページへ続く）

限りなき道ロータリー 海

〈第1644回〉 2019年8月27日（火） 本年度第7回 9月3日（火）

担当：小山会員

会員増強・新クラブ結成推進月間

担当：中村会員

会員増強について
地区増強委員長：藤井眞澄氏

四宮孝郎ガバナー公式訪問
ＲＩ２６６０地区ガバナー  四宮孝郎 様　

前回は糖尿病と歯周病の関係について少しお話させてい
ただきましたが、今回は最近、話題になっている口腔がんに
ついて少し話をさせていただきます。   
日本人の死亡原因の№１は「がん」によるものです。そして、そ
の「がん」の中で死亡率の高い順に言いますと、1位は「膵臓
がん」で、約95%もの死亡率です。2位「胆のう・胆管がん」3位
「白血病」4位「肺がん」と続きます。そして、21位の「前立腺が
ん」は17.8%、23位の「皮膚がん」は10.3%（2013年・国立が
んセンター）です。では、口腔がんは？と言うと10位に位置し、
死亡率は46.1%となっております。一方アメリカでは、2013年
の口腔・咽頭がん の罹患者数は41.380人で日本の約2.7倍
の数ですが、死亡者数は日本とほぼ同じなのです。  

世界の先進国で口腔がんの死亡者数が増加しているのは
日本だけなのです。日本では今まで一般人も歯科医師も「口
腔がん」に対する知識や認識が低い事、がんを発見して訴訟
に巻き込まれるのが怖い、健康診断を行う医療機関や健保組
合での「口腔健診」に対する意識が低い等（日本の口腔健診
受診率・12％）により口腔がんを定期検査する仕組みが日本

では普及していないのです。その為死亡率が高いのです。
口腔がんには、その発生する部位により舌がん・歯肉が

ん・頬粘膜がん等に分類されますが、約60.0%が舌がんで
す。口腔がんの特徴は見える部分に発生するがんなので発
見しやすい事です。
早期に発見することにより早期治療することができ、そ

の結果、死亡率を低下させることができます。
しかし、もう一つ口腔がんの特徴は発見が遅れることに

より術後の生活（QOL・Quality of Life）が大きく損なわれ
ることになります。それは、がん部分を全て切除する為に切
除部分が拡大し再健（他の部分から皮膚等を移植し形態
を整えること）を要します。しかし、再健により形は整えられ
ても、外見の変形や会話障害、味覚障害が起こります。この
為口腔がんはがんの中で自殺率№１のがんと言われてお
ります。これまでは「口腔がん」は高齢者のがんと言われて
いましたが、最近では9才～92才の人でも発見されており
ます。これは口腔内蛍光観察装置「VELscopeⓇVx」（口腔
内をブルーのレーザーライトで照射することにより白色ラ
イトでは分かり難い異形成（がん）等を発見する装置）が普
及してきた事により、口腔がんが早期に発見されやすく
なってきたことによります。
口腔内に違和感（しこり等）、口内炎があり2週間様子を

見ても改善しない場合はぜひ歯科医院を受診して下さい。 
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アメリカの口腔・咽頭がんの死亡率　19.1%
日本の口腔・咽頭がんの死亡率　46.1%



中 村会員

田中会員 鶴見警察署、西浦警部様の卓話楽しみに
しています。よろしくお願いいたします。

巽 会 員 残暑お見舞い申し上げます。

本日卓話担当です。鶴見警察署の西浦警
部様に「薬物犯罪の現状と危険性」につ
いてお話を伺います。御静聴下さい。

08月20日（火） クラブフォーラム（社会奉仕部門）
コーラス同好会、練習日

09月03日（火） 理事会

日本語教育センター、地区
委員会、交換学生、横堤中
学校、ローテックス

交換学生引受・引渡　緊
急連絡先、交換学生対応、
指示

作業上の注意、指示

集計結果報告08月2７日（火） 四宮孝郎ガバナー公式訪問

＜8月は会員増強・新クラブ奉仕月間です。＞

＊8月27日（火）18時半～
やまとにて、樋口さんの送別会がございます。
17時 20 分に太閤園１階ロビーにお集まりください。

幹事報告 幹事：源 壽美子

9月8日（日）の鶴見区民祭りの後に「国際交流のつど
い」が開かれ、当委員会ではちょっとしたイベントを計画し
ています。
このため抽選などの賞品を準備していますが、会員の皆
様からもご寄付頂ければありがたいです。
主役は交換学生、留学生、ローテックスなどの若者です
ので、彼らが喜んでくれそうなものが嬉しいです。
余りが出たらクリスマス会に回したいと思いますので、よ
ろしくお願いします。

本日は鶴見区民祭りが逼って参りましたので、9月８日
（日）の鶴見区民祭りの役割担当を決めさせて頂きま
す。全会員が何かを担当して頂くよう役割分担を決めさ
せて頂きましたので、何卒ご協力を宜しくお願い致しま
す。また当日の昼食の準備がございますので、必ず出欠
表にご記入ください。では役割分担表に従って説明させ
て頂きます。
本日の産経新聞に第４５回鶴見区民祭りのPR記事が
掲載されております。

￥8，０００.-　　　　累計　￥166，0００.-
    

委員長：秀島博規親睦委員会報告

雨天中止の連絡網
(ＡＭ７：００までに連絡が入ります）委員長：中村浩一

社会奉仕委員会クラブフォーラム

鶴見区民祭り役割分担表・連絡網

担当用務 責任者 役　　割 集合時間 担当者

案内状作成

参加人数確認

保険加入

横堤中学

接待

交換学生、
ローテックス

大草

水間

須田

9:30

9:30

9:30

作業上の注意、指示日本語教育
センター 吉羽

お菓子つかみ手順、ジュー
ス販売指示お菓子、ジュース 吉羽

レンタル会社に用具の配置
指示設営 中村

9:30

7:30

濃添、源

秀島、谷、
山本（隆）、
覚野

山本（良）、
西野

木村、山崎、
鳥居、
田中（英）

9:30
木村、水口、
山崎、広瀬、
発、水野

昼食、飲み物管理、指示昼食・飲み物 発 9:30 大見、
田中（英）

募金活動目的、募金額確認募金活動 谷 9:30 秀島、小山、
巽、水口

写真撮影、広報誌掲載と依
頼

広報関係 清水 9:30 菊井、覚野

病気、事故の応急処置、暑
さ対策

保健衛生 佐藤 9:30 山川

トラブル発生時の対応渉外・交渉 菊井 9:30 浮舟

ゴミの仕分けと集積場所の
確認ゴミ取集 全員 参加者全員

売上金の確認管理会計 田中
(信 )

9:30 源

津野、吉羽、
田中（信）、
西野、須田

＊各自汗拭き、手拭用タオルをご準備ください。

大草、源 　　　⇒　ガバナー他来客、会員
水間、山本（隆）  ⇒　ローテックス、ホストファミリー
須田　　　　　　⇒　横堤中学
吉羽 　　   ⇒　日本語教育センター
吉羽 　　　⇒　大楠屋
津野 　　　⇒　レンタル会社



＊覚 醒 剤 俗に「覚醒剤」「クスリ」「S（エス）」「ス
ピード」「白」と呼ばれており、「ヤー
バー」と呼ばれる錠剤型のものもあり
ます。

＊身体への有害性 血圧上昇、脳血管疾患、心疾
患、肝機能障害、注射器の使
い回しによるＡＩＤＳ（エイ
ズ）、肝炎

＊乱用方法の差異 どのような摂取方法であって
も薬物乱用は身体・精神に有
害である。

＊依存性・耐性 薬物による効果を強く求める
「依存症」同じ量で効かなくな
る「耐性」

＊精神への有害性 意識障害、幻覚、妄想

＊ 大 麻 乾燥大麻「マリファナ」大麻樹脂「ハ
シッシュ」「ガシャ」液体大麻「ハッ
シュオイル」

＊コカイン 南米産のコカの木の葉を原料とした
薬物で、無職の結晶又は白色の「結
晶性粉末で、麻薬として規制されて
いる。

＊M DM A 化学的に合成された麻薬であり、俗
に「エクスタシー」「Ｘ（バツ、エッ
クス）」と呼ばれることもある。

＊向精神薬 中枢神経に作用して、精神機能に影
響を及ぼす物質で、その作用により
鎮静剤系と興奮剤系の二つに大別さ
れる。

-卓  話-

薬物犯罪の現状と危険性について
講師　大阪鶴見警察署　刑事課長警部　西浦清吾氏

担当：中村会員

薬物には依存性や習慣性があり、中枢神経系の
興奮若しくは抑制又は幻覚作用を有する物とし
て、覚醒剤、大麻、MDMA,コカイン、ヘロイン向
精神薬等があり、これらの取り扱いが法令により
禁止または制限されています。

薬物乱用による精神・身体への弊害
覚醒剤を初めとする薬物の使用により、一時的
に頭がさえる、神経が興奮するというような感覚
を得たように感じられることがありますが、精神や
身体には様々な障害が生じ、精神と身体の両面が
破壊されます。

＊大麻を巡る情勢
平成29年の大麻事犯検挙人員は、統計を取り始
めて以降最多を記録しましたが、平成」３０年はさ
らに上回り過去最多を大幅に更新しており、特に
若年層を中心とした大麻の乱用拡大が問題となっ
ている。インターネットで大麻の有害性を否定する
情報が流され、大麻に対する警戒心の低下が懸念
されます。大麻の乱用により、いらだち、不安、不
眠、うつ等の禁断所症状が出現して、依存症になる
恐れもあり、青少年期の乱用は更にリスクが高いと
されています。

「一度だけ」という好奇心や遊びのつもりでも、
薬物の依存性，耐性によって、使用量や回数はどん
どん増える悪循環に陥り、自分の意志ではやめる
ことができなくなる。さらに、使用するのをやめて
長期間経た後にも、突然、幻覚や妄想等の精神障
害が現れるフラッシュバック（再燃現象）が起こる
ことがある。

8月20日【1643回】

会員数　 　 　 　 31名

（内出席規定免除 12名）

出席会員   19名中  12名

出席免除会員  12名中  9名

出 席 率 21/28  75.00%

ビジター　　　　 0名

ゲスト　　　　　 2名

出席総数　　　　 23名

前々回  7/30  Ｍ/Ｕ 1名

修正出席率 79.31%

担当：覚野会員




