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バナー交換（アメリカ カリフォルニア州 Club of San Juan Capistrano）
　ガバナーエレクトの奥様（Yvonnee Murai）と 2011
年度会長のご主人様（Paul Murai）のご夫婦でメー
クアップして頂きましたので、バナー交換を致しました。
同クラブは 1936 年創立で、農業地区にあるので、例
会は夜に開いています。会員 50 名程度で当クラブと
同程度なので、渡米の際には是非お立寄り下さい。

幹事報告（富田洋平幹事）
・本日の配布物は、週報、バギオだより、小さな美術スクールチャリティ

パーティーご案内、特別例会ご案内、日韓親善会議ご案内、今期予
算書（理事会承認済）を配布致しました。

・ 今年のクリスマス会の実施形態についてのアンケートを配布していま
すが、8 月 3 日までに回答をよろしくお願い致します。
日韓親善会議ご案内  

（2750 地区奉仕プログラム委員長 斎木修次様、東京銀座新 RC）
　日韓親善会議は 30 年前に「政治的に仲良くなれない日本と韓国だが、
ロータリアン位は仲良くしたらどうか」という当時の RI 会長のお声がかり
で 2 年に 1 度開かれるようになりました。当時 RI がいろいろな「会議」
を立ち上げましたが、今でも残っているのは「日韓親善会議」だけです。
ゴルフで親睦して、夜の会議でも親睦するものです。現在貴クラブからは、
石川和子パスト地区ガバナー補佐、秋葉良子会長、富田洋平幹事の 3 名
に参加申込みいただいていますが、もっともっと、できれば 2 桁の人数ま
では頑張っていただきたいと思います。

特別例会のお知らせ（担当石原忠始会員）
　本日ご案内を配布致しましたが、10 月16 日（月）の例会は石破茂衆議
院議員に卓話いただく予定のため、昼でなく午後 6 時 15 分から帝国ホテ
ル 2 階孔雀西の間（250 人収容）で食事を豪華にして開かれます。当クラ

ブ会員は例会として処理され会費はかかりませんが、ゲストはおひとり様
8,000 円となっております。250 名先着順となっておりますので、皆様お誘
い合わせの上、事前申込をお願い致します。

カンボジア小さな美術スクールチャリティナイト報告（野呂洋子直前会長）
　カンボジアから子供たちを 6 人連れて帰国中の元都立高美術教師の笠
原先生が 10 月 23 日（月）から 28 日（土）まで銀座ギャラリー「巷房」（こ
うぼう）でカンボジアの子供たちの絵の展覧会を開くことになっており、そ
れに協賛するため、10 月 23 日（月）外国人記者クラブ午後 6 時 30 分受
付開始で、チャリティナイトが開かれます。カンボジア大使の出席をお願い
して盛大な会にしたいと計画しています。
　会費は 12,000 円ですが、カンボジアの子供たちの活動に少しでもチャ
リティ出来るように、皆様お誘い合わせの上是非ご出席をよろしくお願い
致します。

RLI セミナーご案内（辻喜代子前幹事）
　9 月 20 日午前 9 時 00 分から代々木の青少年オリンピックセンター 5 階
で本年度 RLI セミナーパートⅠが開かれます。
　会長、幹事予定者等が多いのですが、限定はありません。
　ロータリー活動の本質を極める心意気のある会員は誰でも歓迎されます
のでご出席を検討下さいませ。

・私は帝京大学医学部を卒業した後 30 年以上血栓症の研究と
臨床を続けてきました。

・日本人の主要死因は、3 割が悪性新生物（がん）、3 割が血
栓性疾患（脳梗塞・心筋梗塞など）、4 割がその他肝硬変な
どの疾患とされています。

・血栓性疾患とは、大地震・大洪水などで動けずに車の中で
長い時間滞在するなどにより足の静脈内で血が固まり血栓が
発生し、車からやっと出られた時に、それが全身の血管に飛
んで詰まりを発生させ、脳梗塞、肺血栓塞栓症などの疾患を引き起こすものです。
古くなった水道管が錆びて蛇口の水が赤茶色になることがありますが、血管も年
齢と共に硬くなり、錆のように血栓が生じやすくなるのです。

・症状は詰まった血管の場所により違うので、今までは心筋梗塞とか脳梗塞、肺血
栓塞栓症などと症状別に分けて治療に当たってきました。ところが現在は「血栓症
センター」で一括して対応することで総合的な処置が取りやすくなってきています。

・脳梗塞は、朝から呂律が廻らなくなったり、意識が低下したり、予兆もなく突然発
生します。不可逆的な機能障害を残すことも多く、有名人では長嶋茂雄さんなども
右手をポケットに入れたままだし、歩き方も少しぎくしゃくして、機能障害の後遺症
と見られます。

・昔はエコノミー症候群といわれ、狭いエコノミークラス座席で長時間動かないまま
アルコールを飲んで水分不足の脱水症が生じ、例えばロンドン到着後に急に倒れ
たりするケースが多かったのです。狭いところに長時間滞在する場合、1 時間か 2
時間毎に広いところに出て足を動かしたりして対策して下さい。

・血栓症を防ぐには、主治医に相談して持病についてしっかりコントロールすることが
まず肝要です。「血糖値」が高いと血液が固まり易く、血管も錆びつき易いのです。

・又、「高脂血」も血管リスクが高く、大食いをして食後に中性脂肪ががーっと一気
に上がると血栓の原因になるので、食事時もストレスを避けて大食いはやめて穏や
かな食生活を心掛けて下さい。又、冬場の風呂は特に注意が必要です。脱衣場
の温度を上げて、ぬるめの風呂を心掛けて下さい。寒い脱衣場から急に熱い風呂
に飛び込んだりすると、寒い脱衣場で縮んだ血管が熱い風呂で急に広がり血圧が
急に低下し脳血管にも負担が生じ、倒れ易くなります。

・「高血圧」も血管に負担を与えるので、血圧を下げる薬はきちんと飲み続けて下さ
い。高血圧の人が塩分を取りすぎると脳出血の発生率が高くなります。

・65 歳以上の高齢の方は、夏に汗をかき、水を飲まずにトイレを我慢すると簡単に
脱水症になり、血が固まり易くなります。

　　1 時間に少なくともコップ一杯は水分を飲んで下さい。
・血栓対策としては、以下の点にご注意下さい。
　　① ベジタブルファースト 野菜を先に
　　② カロリーチェック（制限） 果物、パン（菓子パン）に注意
　　③ 早足で歩く 30 分散歩なら 5 分早く、5 分ゆっくりを繰り返して
　　④ 摂取カロリー量  高齢者は 1600 キロカロリーから1800 キロカロリー

で十分

貴方の命を脅かす血栓症（代表的な病気は 

心筋梗塞や脳梗塞など）から命を守るには

帝京大学医療技術学部学部長 川杉  和夫 様

にこにこ合計 27,000 円／今期累計 94,000 円
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秋葉会長、一年間元気良く頑張って下さい。何時もお
世話になり感謝致しております。
本日はよろしくお願いいたします。  

本日は日韓親善会議のご案内に伺いました。よろしく
お願い致します。
お世話になります。  

誕生日祝って下さりありがとう。クラブの益々のご発展
をお祈り申し上げます。
今日はたくさんのお客様においで頂き感謝です。まだ
まだ不馴れですが、宜しくお願い致します。
暑い日が続いておりますが元気だけが取り柄なので頑張りま
す。本日は、奉仕プログラム委員会委員長斎木様、私の同
郷の大切な友人である高橋君、ようこそいらっしゃいました。
私の母も長年診ていただいている川杉先生にお越しい
ただき、血液のお話しを楽しみにしております。
子供たちが夏休みですが、頑張って例会に来れました
のも皆様のおかげです。ありがとうございました。
この度孫の1人が又、明日より日本を旅立ちます。2850
地区東京西北RCよりサンパウロへ1年留学させて頂き
ます。無事帰国します事祈ります。

出席率 80.43％ （出席者24名＋メーキャップ13名／正会員49名－休会3名）

例会報告  第６６９回   2017 年 7 月２４日（月）

卓話：「 なぜ今、フィンテックなのか～変わる未来のマネースタイル」
　　　　 日経フィンテック編集長　原　隆 先生

本日の例会  第６７１回   2017 年 8 月7 日（月）
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クラブ週報
編 集 担 当

会長報告（秋葉良子会長）
　先日、東京あけぼの RC の会長様が当クラブにメーキャップして下さっ
たお礼に、同クラブにメーキャップに行きバナー交換をしてまいりました。
同クラブは創立 3 年で 2750 地区でも最も若いクラブの一つで、人数はま
だ少ないですが活発に動いていらっしゃいました。

幹事報告（富田洋平幹事海外出張のため、時枝紀子副幹事代行）
・来週 8 月 7 日（月）は、本年度 2 回目の理事会がありますので、理事

の皆様はよろしくお願い致します。
・当クラブでは、女川町指ケ浜に大震災の支援活動を続けてきました。

今回行きましたら高台に仮設でない家が建ち並び、漁師さんから「震
災直後に支援に来ていただいたときは舟も流されもう漁はだめだなと
思っていたところ、支援いただいてひょっとしたらどうにかなるかもと
思ったが、最近はなんとか普通の生活に戻れました。本当にありがと
うございました。」と感謝いただきました。当クラブのささやかな支援
プログラムも成果が上がったと考えられて、とてもうれしく思いました。
メーキャップ報告（黒岩友美会員）

　先日ハワイに行きましたので、同地の South Hilo RC にメーキャップと
して出席致しました。例会ではニコニコのようなものとして、「私のHappyは」
とその場で手を挙げて口頭で子供の進学やお誕生日などを発表して 5ド
ル、10ドルとかごに投入しているのがとても印象的でした。　

地区奉仕活動報告（野呂洋子地区ＩＴ委員会委員）
　先日地区の「貧困の連鎖対策チーム会合」に出席して参りました。今ま
では各クラブがばらばらに行ってきた支援活動を一括管理して各クラブに
紹介して情報を流したり協力できるプロジェクトは地区で後押しするなどの
活動を予定しています。8 月 30 日の次回会合では当クラブ後藤啓二会員
に参加いただき、主宰している「Think Kids」の活動について報告の予
定です。

ダイビング同好会のお誘い（東京中央 RC 八幡恵介会員）
　当クラブでは最も歴史の古い同好会の一つですが、最近活動を休んで
いたところ、昨年度 6 月に再開することになり、第 1 回のダイビングを宮
古島で行うことが決まりました。海の中はとても楽しく平和です。皆様どう
ぞ一度参加されて楽しさを味わって下さい。

育成園お礼状紹介（白坂亜紀会員）
　育成園から当クラブの支援活動に対し、とてもご丁寧な園長様のお礼
状と子供たちの寄せ書きが届いています。会場に廻しますのでご覧下さい。

ロータリーの友写真報告（「ロータリーの友」写真取材カメラマン 佐藤敬様）
　この 2 ヵ月、皆様のご協力を得て記事作りをすすめてまいりましたが、
ようやく形が見えてきました。これまで育成園の奉仕活動を含めてとても
よい写真がたくさん撮れてまいりましたので、今度貴クラブが費用を出し
て下さって写真集としてまとめることが決まりました。又、集合写真などを
皆様お一人お一人にお配りいたしますので、お楽しみ下さい。

・昭和 43 年に東京慈恵医科大学を卒業後、慈恵医大病院
並びに、New Zealand の Middlemore　Hospital などで
研修後、父の大森清一が開設しておりました、飯田橋に
あった東京警察病院の形成外科に入局いたしました。そ
の 後、 機 会 が あ って New York Medical Center で
Craniofacial surgery（ 頭 蓋 顔 面 外 科 ） を Prof. 
Converse　から学び、この方面を主体に微小血管外科な
ど当時の最先端医療に従事し、昭和 62 年から部長を 20
年ほど勤めました。

・警察病院時代には、この病院で開発実用化された微小血管外科と10 万人に
一人といったまれな顔面奇形の治療に携わりながら、週に一日程美容外科の
仕事をクリニカ市ヶ谷で行ってきました。

・この間、幾多の国内外の学会の会長や副会長を務め、日本美容外科学会の
理事長を1990 年から 4 期 8 年務めたりしています。幸い、日本語や英語で 5
冊の専門書を執筆させていただき、数百の論文もあらわすことができました。

・美容外科関係の外科部門では、主に顔面の領域でフェイスリフトや鼻を含めた
顔面骨格に関わる美容外科手術を専門にしてまいりました。非外科部門では、
レーザーは父の指導もあって親しみ、世界で初めて太田母斑を Q スイッチ付き

ルビーレーザーで消すことに成功いたしました。このことを告げる新聞の記事が、
太田母斑の命名者である太田正雄先生の伊東の木下杢太郎記念館に飾られ
ています。これらの経験を基に、現在では厚労省が美容目的での使用を認可
したボトックスやヒアルロン酸などの Filerとレーザーを組み合わせた、非外科
項目の美容外科を実践しています。

・美容外科の意義は、ご本人のコンプレックスの元を取り去って、身体構造物の
見た目に不可逆的な変化を生じさせ、自分らしく美しく生きていくためのお手伝
いをする点にあります。その手法には、まぶた・鼻・フェイスライン・バストなど
を整え美しく変える外科手術、フェイスリフト、まぶたのしわ取り、全額部のリ
フト、ボディラインを変えたり、禿髪補正などのアンチエイジング的手術、シワ
やアザ・ほくろなどを消すレーザー治療、スキンケア技法及びコラーゲン・ヒア
ルロン酸・ボトックスなどの注入による簡易なランチタイム美容術などがあります。

・まぶたの美容外科として、二重の手術と加齢変化の修正手術の二つが代表的
なものです。二重手術には皮膚の裏側と瞼板と縫合する埋没法が多用されて
います。まぶたの厚い人の場合は完成した二重が消えやすいという欠点がある
ので、重瞼溝に沿って 2㎜ほどの切開創を数か所作りここから上眼瞼挙筋の
一部と皮膚とを縫着する方法が案出されました。ただ、技術修得がかなり難し
いので、重瞼線を広く切開して皮膚と瞼板とを縫い合わせる切開法が広く行わ
れています。

・フェイスリフト手術
　　顔に現れる老化の中でも、顎のラインがぶよぶよと太くなったり、皮膚が大き

くたるんだり、頬の下垂などに有効なのがフェイスリフトです。
　　原則として側頭部から耳前部、耳後面から後頭部毛生え際に向かう切開線

から、加齢によって下垂している組織を引き上げ、固定する手術が主流となっ
ています。術後の経過で傷痕はかなり目立たなくなるので、クレームもほとんど
ありません。合併症として顔面神経の部分麻痺や血腫がありますが、精通した
医師を選ぶことでリスクをより小さくできます。

・レーザー治療
　　日本にレーザー治療が導入されて約 35 年になりますが、レーザーも多種多

様なものが開発されており、アザを除去したり、入れ墨・脱毛・顔面の小じわ
の処理など広範囲に対応可能となっています。私が初期ころから力を入れて太
田母斑の治療は、1990 年に初めて Q スイッチ付きルビーレーザーを用いること
で革命的な成果を挙げることができました。加齢に伴って生じるシミや老人班
にもレーザー治療は効果的で、症状に応じてレーザーの種類を調整し、色素
斑の深度に応じて対応することが可能となっています。

・ランチタイム美容外科
　　物質を注入することで比較的簡易に成果を挙げる手法は、アメリカで「ラン

チタイム美容外科」と呼ばれています。シワの深い部分にコラーゲンやヒアルロ
ン酸を注入する手法です。昔はシリコンジェルを乳房に注入する増大法やシリ
コンオイルを皮膚の真皮層に打ち込む手法が多く行われましたが、数年の経過
でシリコンが変質し、岩のようにゴツゴツと硬くなることが判ってきたため今で
は行われません。コラーゲン注入も、牛由来のものは狂牛病問題で不安があり、
自分の皮膚の一部を培養する方法は費用が高くつくなど問題が多く、現在はヒ
アルロン酸注入が広く行われています。世界で 7，8 種類の製剤が開発されて
いますが、いまだ身体に対する反応などに不明点があり、アメリカの FDAで
は皮下注入を承認していません。ボトックス注入は、アメリカのアラガン社の商
品であるボトックス（ボツリヌス菌毒素）の神経麻痺効果を表情シワの治療に
応用するものです。効果は 2 ヵ月から 6ヵ月は持続します。但し、思わぬ筋肉
にまで効果が波及し、表情のゆがみなどが現れることがあります。

・私は、美容外科の使命は、個人が自分らしく自信を持って生きていく手助けを
することにあると考えています。皆様の人生に縁の下の力持ちとして少しでもお
役に立てれば幸いです。 （要約文責宮下）

美容外科トレンド

前東京警察病院　形成外科部長、 
現おおもりクリニック院長 大森 喜太郎 様

　　⑤ 日常生活に注意 運動の習慣、やせること、食事内容
　　⑥ 主治医  分からないことは何でも相談。適当な答えしかし

ない医師はすみやかに変えること
 （要約文責　宮下）

にこにこ合計 20,000 円／今期累計 114,000 円

30周年の記念式典・祝賀会では、大変お世話になり、あ
りがとうございました。
東京中央ロータリークラブのダイビング同好会の紹介をさ
せていただきます。
初めて秋葉さんからご紹介をいただき、嬉しくなりまし
た。
本日卓話の大森先生、お越し頂きまして有難うございます。
又、私の経営指導頂いております元サンヨーのアメリカの
社長をされていた井植様ご来場ありがとうございます。
今年の夏は、色 と々、変化の夏になりそうです。少しお
休みしますので、ニコニコします。
今日は大森先生を卓話でご紹介します！ 楽しんで下さい
ませ。楽しく年をとりましょう！
この度も育成園のご準備を少々 させて頂きますことありが
とう存じます。
会社の夏まつりにたくさんのロータリアンに来て頂きまし
た。感謝申し上げます。

鷺　 秀 正 様 
（東京中央ＲＣ）
八 幡恵介様 
（東京中央ＲＣ）
井植 基 温様 
（ ゲ ス ト ）
秋葉良子会長 
 

野 呂洋 子直前
会長 

かづきれいこ会員 

田中結 加会員 

野村順子会員

出席率 67.39％ （出席者28名＋メーキャップ3名／正会員49名－休会3名）
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