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本日の行事予定 (2015 年 12 月 11 日) 

第 3041 回例会 
卓話担当：宇佐美三郎君 

講  師：津島税務署長 吉田浩章氏 

演  題：「国税の組織」 

 
先回の記録（例会） 

第 3040 回 ’15 年 12 月 4 日（金）晴れ 

卓話担当：河西あつ子君 

講  師：津島市医師会 

在宅医療サポートセンター 

コンダクター 近藤剛弘氏 

演  題：「在宅医療サポートセンターとは？ 

在宅医療に関する津島医師会の取組」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 生田達一君 
ゲ ス ト 米山奨学生 
        ボルドバートル・ハンドさん 
       青少年交換学生 
 マライア Lee DOES HOOKEさん 
会 員 総 数  67名    11月 13日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員    17名 
本日出席会員  55名    MAKEUP会 員    14名 
本日の出席率  82.09％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告  服部貴君（地区ホストファミリー
懇談会）、浅井彦治君（第 5 期ＲＬＩ分科会研修
パートⅢ）、三谷栄一君、山本達彦君、伊藤祥文
君、小林啓子君、山田章博君（親睦活動委員会ク
リスマス試食会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

三国志で有名な司馬懿(し

ばい)の孫の司馬炎(しばえん)

は三国を滅ぼして統一され

た晋(しん)の初代皇帝ですが、

後宮(こうきゅう)には 1万人の

女性がいたといわれます。

その後宮を夜毎、羊に引かせた車で移動し、止ま

った部屋の女性と一夜を過ごしたそうです。女性

達は部屋の前に羊が止まるように塩を盛っておい

たとされ、これが『盛り塩』の起源となったとい

う説があります。また司馬炎の死因は腎虚(じんき

ょ)とも言われています。 

勝海舟。幕臣ながら先見の明に秀で、咸臨丸を

指揮して日本人最初の太平洋横断航海を行い、坂

本龍馬に国際社会に関する教えを授けました。

1868 年には官軍の攻撃前に西郷隆盛と会談して

江戸城を開城し、江戸を戦火から救いました。時

代が明治に移ってからも、政府に請われて海軍卿

などを務めました。その勝海舟が大変な漁色家だ

ったとは意外な気がします。30代の頃、長崎海軍

伝習所で学んでいたときに愛人ができたのを皮切

りに、お糸、おかね、お久、お米、おふさ、おな

かと妾を持ち続け、少なくとも 5 人の妾に計 9 人

の子を産ませ、妻と妾と同居する生活を送ってい

ました。本人曰く「それでも家庭はうまくいって

いた」らしく、妻・お民を「家内は男に産まれた

らりっぱな政治家になれる人間で、俺の手をつけ

た女どもが一緒にいて、俺の家に波風一つ起きな

いのはあれの偉いところだ」と言っています。勝

海舟は明治 32 年 77 歳、脳溢血で倒れ亡くなり、

最後の言葉は名言の『コレデオシマイ』でありま

した。勝海舟より長生きしたその妻は、死に際し

て「勝海舟のそばには埋めてくれな」と言ったそ

うです。 

初代総理大臣・伊藤博文の好色ぶりも有名です。

女が掃いて捨てるほどいたため「帚（ほうき）」と

いうあだ名がついたほどです。行く先々で芸者に

手をつけては、自宅に連れ帰って泊めてしまう。

そのなかには 13歳の幼い芸者もいました。その芸

者たちの面倒を見たのは、これも元芸者の妻・梅

子。伊藤博文は、40度の高熱を出したときでも両

側に芸者二人をはべらせたというエピソードもあ

ります。並の好色家ではありません。 

戦国時代に目を転じれば、天下人・豊臣秀吉の

女好きも有名だ。20人以上の側室を抱え、諸大名

の娘や未亡人に次々と手をつけた。正妻の寧々か

ら秀吉のあまりの浮気癖を訴えられた主君・織田
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信長は、秀吉を非難して同調し、寧々を励まして

いました。 

プロゴルファーのタイガー・ウッズは、18人の

愛人がいたことで「セックス依存症」という診断

を受け、治療施設に入所しました。だが、その基

準をこれらの歴史上の人物にあてはめると、まぎ

れもなく彼らもセックス依存症ということになり

ます。しかし、彼らは「セックス依存症」とは評

されません。そんな言葉も概念も当時にはなく、

側室や妾が大勢いるのは、権力者としては至極当

然のことでありました。現在のセックス依存症の

定義のひとつに、「生活が破綻するかどうか」が

あります。妻以外のパートナーがいても大目に見

られた時代では、同時に複数の女性と関係を続け

ても社会生活の破綻にはなりませんでした。「英

雄色を好む」という言葉があります。時代によっ

て漁色家や艶福家(えんぷくか)は、むしろプラスのイ

メージで使われてきました。時代と社会の状況に

よっては、複数の女性と関係を持つことが評価さ

れた場合もあり、性に関する規範は、時代ととも

に変わり、異常と正常のラインは、その時々の道

徳観念や常識に左右される、相対的なものなのか

もしれません。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日米山奨学生のハンドさ

んと、交換留学生のマライ

アさんにお越しいただいて

います。後ほど会長より奨

学金、お小遣いをそれぞれ

渡していただき、近況報告等をお話ししてい

ただきます。 

2. 『ロータリーの友』12月号を配布いたしました。 

3. 『ガバナー月信』12月号を回覧いたしますの

でご覧ください。 

4. 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を

開催いたします。該当の方の出席をお願いい

たします。 

5. 本日、18時より名古屋浅田にて役員・理事・

委員長の忘年会が行われます。参加の方はよ

ろしくお願い致します。 

6. 12 月 6 日～8 日、交換留学生のマライアさん

に東京研修旅行に参加していただきます。 

 
ニコボックス報告 第 3040回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、山本達彦幹事 

①本日の卓話講師に津島市医師会在宅医療サポー

トセンター・コンダクターの近藤剛弘氏をお迎え

して。②ゲストにハンドさん、マライアさんをお

迎えして。③河西あつ子君、本日の卓話よろしく

お願いします。 

加藤隆朗君 近藤剛弘様をお迎えして。 

篠田廣君 マライアさんと

ハンドさんをお迎えして。 

河西あつ子君 卓話を担当

します。 

坂井裕君 ちょこちょこ休

んでます。 

浅井賢次君 ①河西先生、卓

話楽しみにしています。②先

週の卓話、私の個人話だけで

申し訳ありません。③30 日の夜は楽しく過ごし、

夜は興奮して眠れませんでした。 

滝川林一君 退院してから 1 年が経ちました。再

発の気配はありません。（11月 30日現在） 

高木輝和君 岩倉店がオープンしました。 

宅見康悦君 寒くなりました。皆様お身体を大切に。 

山田勝弘君 本当に久しぶりに元気な高木さんの

顔をみられました。 

片岡鉄君 妻がお花をいただきました。 

山田章博君、住田正幸君、後藤務君、安江正博君 

ウィークリーに写真がのりまして。 

八谷潤一君、生田達一君、松崎安孝君 その他。 

 
卓 話 

講  師：津島市医師会 

在宅医療サポートセンター 

コンダクター 近藤剛弘氏 

演  題：「在宅医療サポートセンターについて」 

在宅医療に関する津島医師会の取組」 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅医療サポートセンターの役割 

・切れ目のない在宅医療提供体制の構築を支援す

る。 

・在宅医療に参入する医師を増加させるため、訪

問診療導入研修を実施する。 

・かかりつけ医の普及啓発を推進するため、地域

住民へ普及啓発講習会を実施する。 

・地域住民や開業医等からの在宅医療に関する相

談窓口を設ける。 

・二次医療圏単位で患者急変時の入院受入可能な

病院や後方支援病床が確保できる体制を構築す

る。 

・入院から自宅等退院へ円滑に移行する体制を構

築する（退院調整）。 

・市町村単位で導入される在宅医療連携システム

の二次医療圏単位での互換性等について検討す

る。 
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在宅医療サポートセンターが設置された理由 

団塊の世代が 75 歳以上になる 2025 年（平成 37

年）を目処に、医療と介護の両方を必要とする状

態の高齢者が、住み慣れた地域で、自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう、

在宅医療と介護を一体的に提供するために必要な

支援を行うことが求められている。 

 

目的 

■在宅医療提供体制を整備するにあたり、在宅患

者の緊急時の入院受入れ体制の確立、退院調整

など、医療機関との連携が不可欠であるととも

に、在宅医療に従事する医師の負担を軽減する

ことにより参入する医師を増加させるなどの基

盤整備が重要。 

■市町村によって医療資源が異なることから、市

町村内で在宅医療提供体制の整備が完結しない

場合もあり、市町村を越えた広域調整が必要。 

 

■在宅医療において中心的役割を果たす医師の団

体である地区医師会に在宅医療サポートセンタ

ーを設置し、全ての市町村において在宅医療提

供体制の整備を図るとともに、平成 30年度まで

に在宅医療・介護の連携推進が図られるよう市

町村を支援する。 

 

医療機関や施設の主な種類 

①1次救急病院(軽症、外来) 

②2次救急病院(入院、手術)  

 例：津島市民病院 

③3次救急病院(重篤な救急患者) 

 例：海南病院、名大付属病院、 

名市大病院、愛知医科大病院等 

④回復期リハビリテーション病院 

例：津島リハビリテーション病院 

⑤療養型病院 例：安藤病院、津島中央病院 

⑥介護老人保健施設(老健) 

 例：パビリオン、六寿苑 

⑦介護老人福祉施設(特養) 例：惠寿荘、長寿の里 

⑧グループホーム(認知症対応型共同生活介護)  

例：恵寿荘、ぬくもり、ふるかわ 

⑨有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 

⑩その他(地域包括ケア病棟・緩和ケア病棟) 

 

☆在宅医療も選択肢に 

・病院の機能分化 

・長期間入院はできなくなってきている 

 ～病状によって転院しなければならない～ 

 ～１つの病院で治療をつづけられない～ 

・在宅でも治療は受けれらるようになっている 

 ～医療の進歩・サービスの充実～ 

・基本在宅、時々入院 

津島市医師会の主な取り組み 

津島市在宅医療実務者協議会 

・医療資源調査 

・かかりつけ医紹介手順 

・在宅医療導入研修企画 など 

 

津島市民病院まつり 

海部地域医療サポーターの会 

学術講演会 

津島市健康福祉まつり 

認知症カフェ(安藤病院) 

症例検討会 

在宅医療に関する意見交換会 

海部医療圏訪問看護ステーション連絡協議会 

つながろまい津島（電子＠連絡帳） 

 

在宅医療の良いところ 

・治療時間の短縮 

 (外来受診の場合待ち時間があります) 

・医療費の軽減 

 (入院の場合はベッド代、食事代もかかります) 

・精神的な安定、気楽さ 

  (他人と接することでストレスが溜まる、住み慣

れた環境で症状、苦痛の緩和が期待できます) 

・趣味や家族との時間が持てる 

 (入院はいろいろ制限があります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的な相談事例 

「病院から退院」 

・病状に合わせて、訪問診療可能な医療機関を紹

介します。 

・転院先、施設等の情報提供もします。 
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次回例会 

 第 3042 回 例会変更 

12月 18日(金) → 12月 13日(日) 

≪クリスマス家族例会≫ 

時間：17：00～19：00 

場所：名古屋マリオットアソシアホテル 

    16階タワーズボールルーム 

 

お知らせ 

■納会 → 12月 25日(金) 

  ※ご出欠を 12月 18日までに 

津島ＲＣ事務局へお知らせください。 

 

■津島東高校ＩＡＣ活動（メーク対象) 

  12月 16日、23日（詳細は事務局へ) 

 

・ケアマネジャーと一緒に介護保険サービスを調

整します。 

・訪問看護ステーションを紹介、調整します。 

 

「自宅で看取りたい」 

・希望、状態に合わせて必要な情報提供をして、

一緒に考えます。 

・病状に合わせて、かかりつけ医を紹介します。 

・状態にあわせて介護保険サービスなど考えます。 

・訪問看護、ケアマネジャー等も紹介、調整します。 

 

「こんな時はご連絡ください」 

・病院に通うことが難しくなってきた 

・床ずれなど、まだ処置があるのに病院を退院し

なければならない 

・さいごの時を自宅で迎えたい など 

このようなお悩みに関して在宅医療サポートセ

ンターがお手伝いさせていただきます。 

 

誕生日祝福(12月) 

堀田力男親睦活動委員長 

稲垣宏高君（ 1日）  

長田一郎君 ( 1日) 

三谷栄一君（13日） 

伊藤幸蔵君（16日） 

鶴見治貞君（20日） 

生田達一君（25日） 

 

夫  人 

片岡 鉄夫人（ 1 日）  

伊藤祥文夫人（ 4日） 

浅井彦治夫人（22 日）  

安江正博夫人（23日） 

 

結婚記念日祝福 

加藤則之君（ 5日）  堀田力男君（ 8日） 

片岡 鉄君（ 8日）  梶浦興蔵君（18日） 

小林啓子君（25日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
役員・理事・委員長忘年会 

12 月 4 日

(金)の夜、

名古屋浅田

にて役員・

理事・委員

長の忘年会

を開催し、

14名が出席しました。 

 
 

 

 

 12 月 10 日(木)、桑名ＣＣでゴルフ会が開催さ

れ、山本達彦幹事が優勝、三谷会長が 3位でした。

終了後は木曽路津島店で忘年会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 山本達彦 45 44 89 12 77 

2 位 篠田 廣 43 38 81 3 78 

3 位 三谷栄一 49 47 96 16 80 

 

伊藤幸蔵副会長 

ソングリーダー

生田達一君 

ゴルフ幹事

の篠田廣君 

 ゴルフの

後、忘年会

をします 

←ハンドさん 

マライアさん→ 


