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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆Ｒ．Ｓ．　　我等の生業

◆唱　　歌　　七つの子

◆Ｂ.Ｇ.Ｍ.　　「オーケストラで綴る

日本の愛唱歌集」より

　　　　　　　　かあさんの歌

　　　　　　　　夜明けのうた

　　　　　　　　希　望　　　　　　　　他

◆ビジター　　本多　勇夫　（金 沢 南）

八坂　明彦　（別　　府）

村上　博信　（別 府 北）

黒木　健文　（別 府 東）

会長の時間 会長　後藤　　隆

　先週、別府市内３ロータリークラブに就任挨

拶で訪問してきました。あまり他クラブを訪問し

たことがないので、新鮮な刺激を受けました。会

員数が多く、若い人（30代・40代）も大勢いて、

とても活気があるのに驚き、羨ましい限りです。

会の活気ある運営には、少なくとも30名の会員

が必要だと思います。８月は会員増強月間です。

増強委員会の奮起に期待し、精一杯の協力をした

いと考えています。

幹事報告 幹事　小川　雅代

－ 識字率向上月間 －

１． 本日の卓話

　　　『皮膚病を治す　

～皮膚科医として50年の経験から～』

鳴海　淳郎 会員

２． 今年、初盆を迎えられる会員は下記の方です。

木村きぬゑ会員（ご主人：金　光一様）

◆出席報告　　　　　　　委員長　佐藤　民子

会 員 総 数

出 席 者

事前メイクアップ

理 事 会 承 認

出 席 免 除

欠 席 数

出 席 率

・メイクアップ

　事前　後藤(健)（別府東）

　事後　平野、大島、佐藤（別府東）

　欠席　平野、椛田、河村、大島

本

日

の

出

席

前
々
回
の
訂
正

7/1

名

名

名

名

名

名

％

21

15

1

1

0

4

75

4 回

631 回

出 席 率

事後メイクアップ

理 事 会 承 認

出 席 免 除

修 正 出 席 率

連　続

通　算

75

3

1

0

100

 100

％

名

名

名

％

％

http://www.beppu4rc.jp/chuo/



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

〒874-0839　別府市南立石一区４組

　　　　　　　（春香苑裏・中津留バス停前）

　　　　　　　TEL 23-0650

３． 第1回臨時理事・役員会報告

　　（H15.7.8　持回り　於：トキハ別府例会場）

 審議事項

　１．夕涼み例会開催の件。

　　日時　平成15年７月29日（火）18：30～

　　場所　焼肉　春香苑

　　会費　3,000円（例年通り）

２．2004－2005年度地区青少年交換学生候補

者の件。

　〇現在、別府北ＲＣの会員子弟に希望者１名

有り

４． ７月８日（火）13：40～トキハ別府店例会

場に於いて「委員長会議」を開催致しました。

　出席者：後藤　隆会長、小川雅代幹事、上妻　

浩プログラム、中島澄人会報、後藤健

介職業奉仕、鳴海淳郎Ｒ情報、森　宗

明新世代、佐藤民子出席　　各委員長

５． お　祝　い

　　会員誕生日

　　　　後藤　　隆会員 （７月18日）

　　結婚記念日

　　　　中島　澄人会員 （７月21日）

　　　　　　　　＊ご自宅にお花が届きます。

６． 例会変更のお知らせ

大分中央ＲＣ　７月23日（水）の例会は、夜の

例会の為　同日18：30～大分第

一ホテルに時間変更

佐伯MARINEＲＣ　７月25日（金）の例会は、納涼

例会の為　同日18：30～大分放

送南部支社広場に時間・場所変更

豊後高田ＲＣ　７月29日（火）の例会は、少年

野球大会の為　８月２日（土）

12：30～高田中央公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場

に開催日・場所変更

日出ＲＣ　７月29日（火）の例会は、船上

花火例会の為　７月26日（土）

18：00～別府湾海上沖船上に時

間・場所変更

大分城西ＲＣ　７月30日（水）の例会は、夜の

例会（全員協議会）の為　同日

18：30～大分全日空ホテルオア

シスタワーに時間・場所変更

別府北ＲＣ　７月30日（水）の例会は、創立

記念日並びに会員お祝い会の為同

日18：00～ホテル望海に時間・

場所変更

大分東ＲＣ　７月31日（木）の例会は、早朝

例会の為　同日６：30～万寿寺

に時間・場所変更

杵築ＲＣ　７月31日（木）の例会は、定款

第５条第１節により　休会

大分臨海ＲＣ　８月４日（月）の例会は、夏季

親睦家族会の為　８月３日（日）

18：30～大分三井ビル２Ｆレセ

プションホールに日時・場所変更

大分1985ＲＣ　８月４日（月）の例会は、花火大

会の為　８月３日（日）18：30

～大分川河川敷に日時・場所変更

大分東ＲＣ　８月６日（木）の例会は、野外家

族会の為　８月３日（日）19：

00～明星ビューティーカレッジ

に日時・場所変更

７． 次週の予定

　次週７月22日例会は、定款第５条第１節（Ｃ）

に基づき休会致します。

８． 次々週の予定

　　『夕涼み例会』

◎18：30～春香苑に於いて開催します。時間

・場所を変更しますのでお間違えのない様ご

注意下さい。

９． ７月19日（土）13：00～別府大学に於いて「地

区クラブ奉仕セミナー」が開催されます。出席

義務者の方は、ご出席をお願い致します。

10． 本日の回覧

　① もみじ谷奉仕活動参加申し込み

　② 夕涼み例会出・欠席

　③ 宇佐ＲＣ週報、宇佐八幡ＲＣ週報

11． 本日の配布

　① 週報690号

　② 『Ｄiving into Ｒotary』

（Ｒ情報委員長：鳴海淳郎）

スマイルボックス 委員長　村津　忠久

○後藤会長

　もうすぐ誕生日です。あまりうれしくありま

せんが53才になります。早いんだか、遅いん

だか？

○吉冨会員

　先日、当ロータリークラブのホームページに
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アクセスして掲示板を開いたところ、全国から

20数件のお祝いのメッセージが入っていまし

た。５月末から６月初めに掲示された様でした

が、日頃よりホームページを管理されている森

副会長はじめ関係者の皆様に感謝してスマイル

致します。

○中島会員

　56回目の結婚祝い有り難う御座居ます。

　亭主関白を自任していましたが最近すっかり

逆転してかかあ天下となり尻に敷かれてしまい

ました。

　家庭円満の為ならいたしかたあるまいと観念

しています。

○木村会員

　明日16日は亡き主人の月命日です。墓が出来

ました。私自分とてもうれしく自分の家を建て

た時よりも満足しています。とにかく感謝です。

○梅津会員

　先日の７月13日日曜日別府市体育館の落成

式に於いて孫の梅津成貴が青山小生徒代表でテ

ープカットに参加出来、名誉ある事と家族で喜

びました。現在青山小学の６年生です。一生の

良い想い出になる事でしょう。スマイルさせて

いたヾきます。

○森会員

　今年は会長の時間の原稿がすんなり出て来る

ことを祈念してスマイル。

　昨年は大変難儀をいたしました。

○上妻会員

　一昨日の日曜日「クールあおやま」の定期演

奏を聞かせていただき、その後のレセプション

に厚かましく参加しまして、正式に入会するこ

とにしました。果たしてものになるかどうか？

○村津会員

　「第９回Ｂ混記念合唱団クールあおやま定期

演奏会」を一昨日の日曜日に無事終了致しまし

た。「家族的な温かい雰囲気の楽しい演奏会だ

った」と、多くの方々から御好評を頂いてほっ

と致しております。明後日木曜日の夜から、ま

た来年７月に向けての練習が始まります。これ

からの精進をお誓いしてスマイル。

卓　　　話 　　鳴海　淳郎会員

　「皮膚病を治す　

～皮膚科医として50年の経験から～」　

　わたしは今年喜寿を迎えるとともに、皮膚科医

として50年になります。

　また、今年は郷里別府に帰って開業35年にな

りますが、これまで皮膚科開業医は如何にあるべ

きかについて、学会シンポシウムその他で意見を

述べたり、いろいろ発表して参りました。

　そして、皮膚科の専門性を生かした包括医療を

きめ細かく行ない、常に地域に密着することを考

えて来ました。

　つまり、皮膚科医は単に皮膚のみならず、場合

によっては皮膚を通して人間全体を考え、更には、

まわりの環境をも念頭におく必要があります。

　とくに私たち開業医は、地域医療の第一線にあ

って多くのありふれた皮膚病患者に接するわけで

すから、これと積極的に取り組み、きめ細かに、

上手に治せる医師でなくてはなりません。

　一方、地域の人々が皮膚に関する認識を深め、

皮膚が如何に大切な器官であるかを知っていただ

くために、さきに小著『スキンケアのために』を

発行して、その目的の一つを果たしました。

　その後、皮膚科医50年の経験に新しい知識を

加え、時宜に適した話題をテーマに毎週ホーム・

ページで更新を続け、皮膚科の啓蒙につとめて参

りました。

　この度、これらを纏めて小著『皮膚科診療のた

めに』を出版しましたが、さきの『スキンケアの

ために』と共に、皮膚病を治される皆さん方にご

参考いただければ幸いです。

　以下、50年の経験をもとに、皮膚病を治すポ

イントについて述べてみたいと思います。

※ 皮膚病診療における最近の動向

１．アトピー性皮膚炎が増えている

　厚生省の調査（1991年保健福祉動向の調査）

によりますと、アレルギー症状：3人に一人が悩

み、アトピー性皮膚炎や花粉症などの被害が深刻

とされています。これは、環境の違いが影響を与

えていると考えられ、都市部の方が郡部より深刻

です。

　つまり、戦後の経済発展とともに、より快適な

住宅環境を求める願望が強くなり、密閉型の住宅

の中でエアコンを使用し、アルミサッシ、カーペ

E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp
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ット、ソファなどが好まれる傾向にあります。

　この快適な住居条件がダニの繁殖に好適の条件

となり、カーペットはダニの住かになっています。

　一方、デンマークのある学者は、何らかの免疫

機能の異状がアトピー性皮膚炎を増加させている

のではないかとしています。

２．ウイルス性皮膚疾患、とくに帯状疱疹が増え

ている

　近年、高齢化社会の到来、さらに生活環境の変

化に伴い、ヘルペス感染症が増加しています。発

生頻度は病院、診療所により、また地域によって

多少の変動はあるでしょうが、

　1913 ～ 1932年までの20年間で･･･0.46％、 

　1939 ～ 1941年までの3年間は･･･1％前後、

　1984 ～ 1988年までの5年間で･･･2.78％、

　1986 ～ 1988年までの3年間で･･･2.4％、

と年々増加する傾向にありますが、　当クリニッ

クでは、たまたまこの2月についてみますと、2

月の受診患者1027人中20人（1.95％）が本症患

者でした。

　これは高齢化社会による基礎疾患の増加、並び

に加齢による細胞性免疫の機能低下、免疫抑制剤

などの薬剤使用の増加、AIDSその他の免疫不全

を示す疾患の増加などによるものと考えられてい

ます｡　

３．光線過敏症が増えている　

　最近、日光の紫外線に弱い人が多くなったので

はないかと思われます。

・近年、オゾン層の破壊が取り沙汰されています

が、

　オゾン層の厚さが１％減少すると、太陽光線の

中でとくに皮膚に悪影響を及ぼすベータ紫外線の

量は２％増え、皮膚ガンは平均２％増えるといわ

れています。

・とにかく、紫外線の暴露を繰り返し受けますと、

　皮膚は乾燥して色が黒くなり、弾力性がなくな

って｢しわ｣が出来てきます。これが｢光老化｣とい

う現象です。そして、これが更にすすむと、｢老

人性角化症｣（老人性の｢しみ｣や｢いぼ｣）ができ、

｢皮膚ガン｣を発生する恐れもあります。

・わたしの最近２年間の経験によりますと、

　中高年の女性で、顔が赤くてかゆみを訴える患

者さん100人について診ますと、何とその94％の

人が日光の紫外線に弱いということがわかりまし

た。

※ 皮膚病診療のポイント

１．問診の徹底

　まず、予め書いていただいた問診表を確認し、

更に聴きただした上で診察することになります。

これだけで或る程度診断がつく場合もあります。

２．診察に際しての留意事項

・診察に際しては、ただ患者さんの訴える部分だ

けでなく、全身を診ることを忘れてはなりません。

そうしないと、大事なことを見落とす場合があり

ます。

・また、その人の年齢を考え、仕事との関係をみ

ることが大切です。（とくに美容師、調理師の場合）

・全身的背景について： 体調の衰え､皮膚の免

疫力の低下によって感染症を起こしやすくなり、

種々の薬を長く飲む機会も増え､それによる副作

用が皮膚にも起こりやすくなります。

　とくに糖尿病があったりすると皮膚病が起こり

やすく、治りにくいのが特徴です。

　また、最近、透析をしている患者さんが多いよ

うですが、一般に透析をしている人の皮膚は乾燥

していて、強い痒みを訴え、特有の病変を呈する

場合がありますので、注意する必要があります。

３．初診時の一般検査　

・尿検査： とくに糖尿病の有無をしらべる必要

があります。

・必要に応じて皮膚反応を診ることが大切です。

（例えば皮膚描記症など）

４．とくに必要な検査

・アレルギーの有無を確認　･･･　アトピー鑑別

試験（定性と定量）ではっきりします。

・光線過敏症の有無　･･･　光線テストを行って

健康な人と比較します。　

・自律神経失調症を探る　･･･　問診表を中心に

血圧の測定などにより診断できます。

・その他必要に応じて、肝機能検査、糖尿病の検

査等を行います。

※ 皮膚病診療の実際　

１．全身療法、とくにアレルギーの治療について

・抗アレルギー剤を上手に使うこと　

アレルギーをおさえ、症状をコントロールする薬

にはいろいろありますが、これを経

験に基づき、更に新しい知識を加えて、うまく使

い分けをしながら病気を治していきます。

・非特異的減感作療法について

アレルギーの原因が何であっても、例えばヒスタ



BEPPU CHUO ROTARY CLUB

E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp

グロビンのような注射を少なくとも

2週間に1回の割で続ければ､アレルギーがおさえ

られ、抗アレルギー剤を加減できるようになり、

遂には内服を止めても再発せず、治癒に導くこと

ができます。

２．軟膏療法について

　軟膏の原料として水と油と粉末の３つがあげら

れ、この3つを基剤にして軟膏がつくられるわけ

ですが､ これを幾つかの剤型に分けることが出来

ます。

　また、これに特殊な薬理効果のある薬剤が

配合されて、さらに色々な軟膏がつくられるこ

とになります。この場合､その軟膏独特の効力

を発揮する薬剤のことを主剤と言っています。

　軟膏を使用する場合には、先ず基剤が何である

かを把握しておくことが必要であり、その上で、

それに含まれる薬剤（主剤）の性質、薬理作用を

理解して使用することが大切です。

・軟膏の選び方と使い方　

軟膏の選び方や使い方は皮膚症状の如何によって

異なります｡　局所の症状を細かく観察し、経過

を診ながら選んで使います。例えば､一見乾燥し

ているのですぐに保湿剤を使えばいいというわけ

には行きません。これで時に失敗することがあり

ます。つまり､表面が一見乾燥している場合でも、

まだ多少赤みがあり､急性の炎症症状が残ってお

り､本当にドライになっているわけではないから

です｡したがって軟膏は病気に合わせるのではな

く、発疹の性状に応じて使用する基剤をまず選定

することが第一です｡

３．特殊治療について

１)．凍結療法　

　低温を医学に応用するという考えは医学の歴史

が始まって以来のことですが、低温を手術の一手

段として利用するようになったのは比較的最近の

ことで､ 1890年代になって液体窒素､ドライアイ

ス､フレオンなどが病気の治療に使用されるよう

になりました。その後1961年､脳外科医であるク

ーパーが液体窒素を使用した凍結装置を開発して

以来､本格的な凍結手術が各科領域で容易に行わ

れるようになりました。

当クリニックにおける凍結療法のあゆみ　

　当クリニックは昭和4９年（1974）より本療法

を治療に導入し、その後色々比較検討してきまし

たが、最近は専ら綿球法により､綿球の大きさを

加減しながら液体窒素による凍結療法を行ってい

ます。

　液体窒素によって

－196℃に細胞を凍

結させ、凍結、融解

を繰り返すことによ

って細胞は破壊され

ますが、これによっ

て普通の｢いぼ｣や老

人性の｢いぼ｣を瘢痕

を残すことなく治す

ことができます。

　１回の処置で2週間を一勝負としますが、皮膚

の深部の病変に対しましては無効でした。

２）．レーザー治療 

　レーザー治療には、強いレーザー光線を使った

言わば外科的治療（高反応レベルレーザー治療）

と、 弱いレーザー光線を使った治療（低反応レベ

ルレーザー治療）の２つがありますが、高反応レ

ベルレーザーは、高熱を発するのでホットレーザ

ーとも呼ばれています。低反応レベルレーザーは

ソフトレーザーとも言われ、温熱効果よりもむし

ろ光化学効果を期待するものです。

・低反応レベルレーザー治療について

　当クリニックにおいては平成５年２月以降、低

反応レベルのレーザー治療を行ってきました。即

ち、正確な作用機序はまだ明らかではありません

が、除痛・血管拡張（血液量の増加）・抗炎症作

用・創傷治癒効果などがあげられています。

　その最も有効な対象として帯状庖疹後の神経痛

や、通常の治療でてこずっている痒疹などの『慢

性皮膚疾患』『しろなまず』『円形脱毛症』などの

治療に本療法を試み、かなりの効果をあげていま

す。

・高反応レベルレーザー治療について

　近年、レーザー医学の著しい進歩により、いわ

ゆる｢太田母斑、異所性蒙古班、偏平母斑｣など、

従来の治療で中々思うように行かなかった治療分

野において、病巣を選択的に破壊し、周囲正常組

織への熱損傷を最小限に止めることにより瘢痕を

残すことなく、更には太田母斑などのような深い

ところにある病変に対しても効果があるという点

に着目、それにふさわしいレーザー治療器を選択

することにしました。（平成12年6月）

　これによって、以前アザをとる場合、植皮など

を行えば場合によっては約１ヵ月の入院が必要で

したが、レーザー治療では簡単に日帰りで済むと
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いう極めて画期的な治療が行えるようになりまし

た。

　また、これまで、メラニン色素の異常を原因と

する色素性疾患である、一般に｢あざ｣､｢しみ｣、｢

そばかす｣等の治療には、従来、削皮術・ドライ

アイス・高出力レーザー等が行われていましたが、

　術後に瘢痕を残す可能性があり、安全な治療は

困難でした。

　ルビーレーザーはメラニン色素にのみ吸収さえ

るので、正常皮膚の損傷を最小限に抑えながら患

部の色素だけを破壊し、アザの治療を行うことが

できます。しかし、皮膚の深層にメラニン色素が

あるものには無効でした。

　ところが、Qスイッチ発振によるレーザー治療

器の開発によって、１億分の２秒という極めて短

い照射時間で、しかも高いピークパワーを有する

ことにより、今まで不可能であった深部の色素細

胞の破壊が、まわりの正常組織に熱によるダメー

ジを与えることなくできるようになりました。

４．副作用のチェックについて

　すべての薬には、それぞれ薬効のほかに副作用

の起こる可能性が考えられますが、これをできる

だけ防いで臨床効果を高めるべく、薬の適正な使

用に努力しなければなりません。とくに長期にわ

たってある種の薬を使用する場合には、その薬の

性質をよく知った上で副作用をチェックする必要

があります。

　　

　一般に、これからの医療は、病気や薬、治し方

についての説明をよくすることにより、

患者さんが自分の病気に対する自覚と、病気を早

く治そうという気構えをもって貰うことが大切で

す。そして、これと平行して病気にならないよう、

日頃からの健康教育が何としても必要で、これが

患者さんの為に一番いいのではないかと思う次第

です。

こうなると医師の職業奉仕は更に大切で、一層幅

のあるものになってくるわけでありま

す。

わたしの職業奉仕　

　わたしの職業奉仕は『常に大所高所より、あく

までも患者のために』である。安易に患者の要求

に応ずることのみが医師の職業奉仕ではない。　

　　

　医師の倫理と患者の倫理が全うされて、始めて

真の医療が行われる。健康教育活動はそのために

ある。

E-mail:beppu4rc@fat.coara.or.jp

※先々週、掲載致しました『ロータリー 100 年のお歩み』の続きは紙面の都合上、今週も掲載出来ませんでした。大

変申し訳ございません。尚、Ｒ情報『ロータリー探究』は http://www.narumi-clinic.jp/ でご覧になれます。

金沢南ＲＣ本多勇夫さんに会長よりバナーを進呈


