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 本日の行事予定 (2019 年 4 月 5 日) 

 第 3190 回  

卓話担当：坂井裕君 

演  題：「人間の行動と自動制御」 

 
先回の記録 

第 3189 回 ’19 年 3 月 29 日（金）晴れ 

卓話担当：篠田廣君 

演  題：「糖尿病よもやま話」 

ストレッチ体操 中野義光君 
ロータリーソング 「日も風も星も」 
ソングリーダー  寺島淳一君 
会 員 総 数  62名   3月 1日例会分訂正 
出席免除会員  19名   欠 席 会 員    16名 
本日出席会員  49名   MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率 79.32％  訂 正出席 率   96.55％ 
超 過 出 席 浅井彦治君（第 4 回地区補助金委
員会）、伊藤哲朗君、山田勝弘君、吉田康裕君、
幅辰雄君、伊藤幸蔵君、小林啓子君、佐藤敬治君、
篠田廣君、柴田伸彦君、杦田勝彦君、鈴木吉男君、
高木輝和君、滝川林一君、田中正明君、寺島淳一
君（第 11回役員・理事・委員長会議）、寺島淳一
君、吉田康裕君、篠田廣君（国際奉仕委員会）、
吉田康裕君、寺島淳一君、鈴木吉男君（台北滬尾
ＲＣ来日お出迎え）、伊藤哲朗君、山田勝弘君、
吉田康裕君、後藤務君、幅辰雄君、猪飼充利君、
伊藤幸蔵君、佐藤敬治君、篠田廣君、鈴木吉男君、
寺島淳一君（台北滬尾ＲＣ歓迎会） 

 

会長挨拶 

伊藤哲朗会長 

先週の火曜日、19 日に母

が他界しました。あと 3日で、

97 才でした。そして、家族

葬で見送らせていただきま

した。生前中のご厚誼に、心

から御礼申し上げます。 

 母の誕生日は 3 月 22 日な

わけですが、この日は先代、父が会社設立の日に

しておりまして、ちょうど 70年だったのを気づか

ずにいました。取り引き先の方が、「おめでとう」

と言って会社におみえになったので、何のことか

なあ、とわからなかったのですが、やっと少した

ってから思い出しました。 

 この日は、一宮北ＲＣに卓話にいくことで頭が

いっぱいだったのと、母のことでいっぱいいっぱ

い、まあ恥ずかしながら、みっともないことにな

ってしまいました。会社設立 70周年は、お客様に、

何らかの形でお返ししたいと思います。 

 さて、先々週は台北滬尾ロータリークラブの例

会訪問があり、国際奉仕委員会の寺島委員長、鈴

木副委員長をはじめ、委員会のみなさんには、ご

苦労様でした。いよいよ来月は、台北滬尾ロータ

リークラブの創立 13 周年記念式典に参加という

ことで、よろしくお願いいたします。 

 そして 22日、一宮北ＲＣでは、隣の席に豊島パ

ストガバナーに座っていただき、愛知万博の折、

当クラブへ 2 度、卓話をしていただいたことのお

礼を言うことができました。 

 昨日 28 日は、3 月度のゴルフ会がありまして、

入会して初めて出席させていただきました。「会長

1 回ぐらい出てきてください」と、お声をかけて

いただけなければ、間違いなく出席しなかったと

思います。当日は、山本ゴルフ幹事さん、高木さ

ん、幅さんに、一緒に回っていただきました。あ

りがとうございます。おかげで、下手な私ですが、

楽しいひとときを過ごさせていただきました。5

月 16日は、あまＲＣさんとの合同ゴルフコンペと

聞いています。大勢のみなさんの参加をと、ゴル

フクラブ幹事さんから、「是非呼びかけてほしい」

と言われました。私自身、スコアに大きな難があ

って、みなさんにご迷惑をかけそうですので、迷

っておりますが……。 

 さて、今週末は桜が一斉に満開に向かうようで

あります。実際のところ、朝晩少し冷えています

ので、来週まで見ごろが続きそうです。 

 愛知県で、桜名所ベスト 3 に上げられています

のは、1番が岡崎公園で、2番が岡崎奥山田のしだ

れ桜、3 番は名古屋城となっています。お近くの
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稲沢市の桜ネックレスと呼ばれていますのは、16

位に入っていました。東海地区では、トップに出

てくるのが、水道山、いわゆる金華山の桜であり

まして、私が気になったのは、各務原の百十郎桜

で、桜の木が 1200本あるそうです。桜冷えに、お

気をつけいただき、お楽しみいただけたらと思い

ます。 

 
幹事報告 

吉田康裕幹事 

 本日の例会終了後13時30

分より、国際奉仕委員会

が開催されます。寺島委

員長はじめメンバーの皆

様、よろしくお願いしま

す。 

 本日 18時より、ロータリ

ー情報委員会が「魚しま」

にて開催されます。三谷委員長はじめメンバー

の皆様、よろしくお願いします。 

 次週 4月 5日（金）の例会終了後、理事会を開

催します。役員、理事、委員長の皆様は準備を

お願いします。 

 4 月 3 日（水）、第 4 回次期ガバナー補佐研修

会が、名鉄ニューグランドホテルにて開催され

ます。篠田廣次年度ガバナー補佐と山田勝弘次

年度分区幹事が出席予定です。 

 4 月 1 日より山田薫さんが事務局員として入局

します。 

 本日、杦田幹事エレクトが欠席のため代わって

お伝えします。 

・4月 11日（木）18時 30分より、第 2回次年度

役員・理事・委員長会議が「魚しま」にて開催

されます。次年度関係の皆様、よろしくお願い

します。 

 
ニコボックス報告 第 3189回分 

柴田伸彦ニコボックス委員長 

伊藤哲朗会長、山田勝弘副

会長、吉田康裕幹事 ①篠

田廣君、本日の卓話よろし

くお願いします。 

篠田廣君 本日卓話を担当

します。 

飯村理君、猪飼充利君、伊

藤幸蔵君、伊藤雅昭君、稲

川明俊君、神谷里明君、加

藤則之君、加東育郎君、河西あつ子君、佐藤敬冶

君、坂井裕君、住田正幸君、長田一郎君、野々山

勝也君、野尻栄一君、堀田力男君、水野憲雄君、

山田公男君 そろそろ桜が咲き始めました。満開

が待ち遠しいですね。 

田中正明君、寺島淳一君、服部貴君 ウィークリ

ーに写真が載りまして。 

伊藤哲朗君 ①本日 38回目の結婚記念日です。家

内にはとりわけ世話になりました。②吉田幹事に

助けていただきました。 

相羽あつ子君 娘が結婚しました。 

山本達彦君 同伴競技者に恵まれ、ゴルフ優勝し

ました。高木さんのズボンが裂け、おケツ丸出し

でのプレーを余儀なくさせられるというアクシデ

ントがなければ、高木さんに優勝をさらわれてい

たかも……なんて‼ 

高木輝和君 ロータリークラブゴルフで 2 位にな

りました。今度は優勝をねらいます。 

梶浦興蔵君 孫が医大に入りました。 

柴田伸彦君 娘が無事志望校に合格しました。我

が家の義務教育はこれで終わりです。 

加藤泰一郎君 半月間、別荘で休養してきました。 

山田勝弘君 桜がなかなか……3/31(日)11：30～

愛西市立佐織中学校のブラスバンドの演奏があり

ます。（雨天中止） 

杦田勝彦君 今日の例会を欠席します。申し訳あ

りません。 

住田正幸君 神谷先生にこれからもお世話になり

ます。 

 
卓 話 

卓話担当：篠田廣君 

演  題：「糖尿病よもやま話」 

 

私と糖尿病との出合いは、

50 年前大学卒業後の医師国

家試験の時でした。 

口答試験の折、担当教授

から患者様が「私は糖尿病

です」と外来で初めて言わ

れたら、君はどうします

か？ と聞かれました。すかさず検尿と血糖値を

測ります、そしてブドウ糖負荷試験をしますと答

えましたが、当時はそれでよかったかもしれませ

ん。現在では空腹時血糖値をＨbＡ1c（赤血球のヘ

モグロビンと結合した余分な糖分）の測定のみで

糖尿病の診断が可能となっています。 

その後（国家試験合格後）、現在の江南市の「布

袋(ほてい)」にあった厚生連の愛北病院（現在合併

して江南厚生病院）に勤務。まだ全くの農村地帯

の病院でしたが、6 年間たくさんの外来患者様を

毎日診察し、受け持ちの患者様は急性疾患 40名と

結核患者 120 名の担当で大変でした。午後からは

日本で初の名大の消化器の先生と週に 2 回、腹腔

鏡検査で成績を学会に発表しました。 
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また農村医学会でも糖尿病の疫学や農薬中毒の

症例を提示しておりました。そこで上司に糖尿病

の専門医がおられ、「おまえも糖尿病の研究をや

れ」と勧められ、6 年間の愛北病院勤務を終え、

名古屋大学第 3 内科の糖尿病研究室に入局し 4 年

間、午前は糖尿病外来、午後からは週に 2 回夕方

から夜中まで実験、そして週 3 回名古屋高等裁判

所の医務室長として、給与をもらって生活してお

りましたが、教授から篠田君、君は将来どうする

かと聞かれ、津島で地域医療のため開業しますと

答えたら、教授がそれなら毎日糖尿病ばかりみて

たので臨床の感が鈍っているから、市内の救急病

院へ行きなさいと言われ、1 年半松坂屋の東にあ

ったセントラル病院で毎日朝から夕方まで入院患

者と救急車の対応で明け暮れていましたが、その

合間をみて、津島に開業する計画をたてて昭和 55

年 7月に現在の地に医院を建て、以後 40年間糖尿

病を主に診察を継続しております。 

さて、糖尿病患者様に携わって 50年間、糖尿病

の病態、治療も大変かわってまいりました。私が

医者になった頃、糖尿病患者は 50人に 1人でした

が、現在では 5人に 1人と 10倍に増えていますが、

原因は食習慣の変化が一番と思われます。また 50

年前と現在では、病状も変わってきています。昔

は健診もあまり普及しておらず、病院に来院した

ときは末期症状で、糖尿病性昏睡、糖尿病性壊疽、

網膜病で失明寸前、その他脳梗塞、心筋梗塞、各

種の癌など多様でした。現在早期に健診で発見さ

れ、来院され治療ができますので、まったく昏睡

や壊死はほとんどみられなくなっております。ま

た治療も私が医者になった頃は食事療法が主体で、

薬物はＳＵ剤（インスリン分泌促進）や、ビグア

ナイド剤、漢方薬くらいでしたが、現在は非常に

複雑になってきました。インスリン注射はもとよ

りＳＵ剤、ビグアナイド剤、α-Ｇ1（腸管からの

吸収を遅らせる）、インスリン抵抗性減弱剤、グ

ルカゴンの分泌を抑制するＤＰＰ-4阻害剤、そし

て最近は骨からブドウ糖を排除するＳＧＬＴ2 等、

多種多様でこれらを組み合わせて、患者様のタイ

プをみて処方しています。 

 現在の傾向としては、これからインスリン注射

に替わる薬がどんどん開発されると思いますが、

将来は膵臓のβ細胞（インスリンを作る部分）に

対して、ＩＰＳ細胞の治療が導入される時代がく

ると思います。 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 田中正明広報委員長 

 第 3回「相ノ川桜祭り」が 3月 23日(土)～4月

7 日（日）に、愛西市の古瀬、千引町の間を流れ

る相ノ川で開催されています。 

今年は桜の季節になって寒い日が続き、開花が

遅くなっているようで、3月 31日（日）には、ま

だチラホラしか咲いていませんでした。11：30よ

り、佐織中学校ブラスバンド部のみなさんの演奏

が行われました。寒い強風の吹く中でしたが、演

奏は素晴らしかったです。 

今週末は満開になりそうですので、ぜひお出か

けください。夜はライトアップしていますので、

一層きれいです。 

司会 

河西あつ子会場委員 

ストレッチ体操 

中野義光君 

山田勝弘副会長 

ソングリーダー 

寺島淳一君 

 

神谷里明親睦活動委員 

安江正博君 

 来週は卓話担当

だなぁ 
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次回例会 

第 3191 回 ’19 年 4 月 12 日(金) 

卓話担当：寺田晏章君 

講  師：公認会計士 松下高士氏 

演  題：「青年海外協力隊、ジャイカ 

海外協力隊に参加して」 

お知らせ 

■第 2回次年度役員･理事･委員長会議 

と き：4月 11日（木） 18：30 

ところ：魚しま 

 

■2019-20年度地区研修・協議会 

 と き：4月 14日（日）  

      受付 11：30～12：50 

      昼食 11：30～12：50 

      会議 13：30～17：00 

ところ：ホテルナゴヤキャッスル 

 

 ■休会 

  4月 19日（金）定款 8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4月 12日（金） 割子弁当 

4月 19日（金） 休会 

4月 26日（金） 寿司・吸い物 

 

4月のメニュー（変更） 

伊藤哲朗会長、 

山田勝弘副会長 

平成時代は 

あと 25日… 

津島ＲＣ名誉会員の日永愛西市長 

佐織中学校ブ

ラスバンド部

が堂々と登場 

4月 1日に平成の

次の元号が発表

されました。 

カメラを構える 

田中正明君 


