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「職業奉仕の定義」

西明寺 講治会員
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R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary;

R-O-T-A-R-Y

Is known on land and sea;

From North to South,

from East to West.

He profits most who serves 

the best;

R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary.
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会員数４２名 出席義務会員数３７名

９月１６日出席会員32名 86.49％

９月 ２日 MUを加えて 89.47％
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「最近のインフルエンザ事情」

久禮 三子雄会員

例会前のお時間を拝借しまして、本日りんくう泉佐

野RCより11/28に実施されますインターシティミーテ

ィングのご案内にて来訪させて頂きました。私は今年

度、実行委員長という大役を拝命しました中林と申し

ます。実行副委員長の迫田と二人でご案内に伺いまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。

今年度はりんくう泉佐野RCがホストクラブを担当さ

せて頂くことになりまして、去年泉佐野RCでインター

シティミーティングを実施されました後、プレッシャ

ーが掛りながらも本日まで準備を進めて参りました。

7/18にりんくう泉佐野RC主催で、岡本会長をはじめと

する他のRC会長方にも出席を頂きまして、打合わせを

実施しました。頂いた多くのアドバイスを踏まえ、今

年度のインターシティミーティングの事前会議は午後

から実施、半日に集約した日程にしました。半日に集

約することで、希望者も参加しやすい日程になったと

思います。どうぞ皆様方、奮ってご参加いただきます

様、よろしくお願いいたします。

そして、本会議では「環境を考える」ということを

テーマにしまして、チベットの声楽家ライマ・ヤンジ

ンさんの講演を予定しております。この方はチベット

の方で、民族衣装に身を包み、声楽家でもいらっしゃ

いますので、その美声を披露して頂けると思います。

どうぞお楽しみにして頂きたいと思います。その後、

今年も懇親会をご用意させて頂いておりまして、その

席ではフルート・サックス・ピアノのコンサートで懇

親を深めて頂きたい、と思っております。

我々ロータリアン同志、近隣クラブの皆様と共に同

じ活動をしていて、会員全員がこういった形で皆様方

と一同に会するのはインターシティミーティングが唯

一の機会であると思っております。

本日卓話を担当されます久禮会員は、私の中学校の

同級生でありまして、同級生でありながら同じロータ

リーのメンバーということで、より深い親しみを感じ

ます。同じロータリアンとして一同に会することを楽

しみにして頂きまして、11/28のインターシティミー

ティングには全員のご参加をお願い申し上げます。

貴重なお時間をありがとうございました。お客様 りんくう泉佐野RC

中林順三IM実行委員長

お客様 りんくう泉佐野RC

迫田洋実行副委員長
岡本桂四郎会長



●会合報告

9/9 クラブ会員奉仕部門合同委員会が実施され

まして、櫻井新嗣幹事・毛利髙二委員長・

大賀祐造委員長・片山重幸委員長・井上一男

会員・亀井茂会員・覚野博夫会員・岸田次郎

会員・武田利治会員・肥後眞弘会員・室田光

重会員、そして私が出席しました。

9/10 南輪会に、茨木孝一会員・伊丹克介会員・

櫻井昇会員・西明寺講治会員・肥後眞弘会

員が出席しました。

●今月は新世代月間ということで、先週はRACの

スピーチを時間いっぱいまでして頂きました。本日

は総括を山形委員長にして頂きたいと思います。

10年前はローターアクトも14クラブ程存在していた

のですが、現在は10クラブとなっています。

（10年前の当時は）140名程度の会員がいたのですが、

現在は地区でも70名弱と認識しています。とにかく

10名以上のアクトのメンバーはほんの2-3クラブと聞

いています。本日もRAC例会がありますので、時間の

許す限り出席をお願いいたします。

それでは山形委員長、お願いいたします。

新世代・人間尊重委員会

山形直道委員長

新世代・人間尊重委員長の山形です。

先日はRACの卓話を聞いて頂きまして、誠にありがと

うございました。

卓話の通り、彼らは大変しっかりした考えや、熱い思

いを持っている事と思われたのではないか、と思いま

す。黒田委員の車イス用のトイレのスロープの有無等

を記した「福祉マップ」の作成、中委員のペットボト

ルキャップの収集については、前例があるかも知れま

せんが、「やってみよう」というその気持ちが素晴ら

しいことだと思います。また他のメンバーによる介護

施設での活動等、彼らは彼らなりにそれぞれ素晴らし

いことを考えています。

特に黒田委員の「何をするにも、携わっているのは

アクト」「アクトメンバーが率先して実践しているの

が・・・」という気持ち、「何でもやっていいのは

アクトだ」という考えには感動・感銘を受けました。

私は彼らには「それを（アクトメンバーが提言してい

ることを）必ず実行に移す様に」と話しています。

中には、実行に移すにはなかなか難しい事もあります。

そこで、我々岸和田RCのメンバーが諸先輩方の体験

談・人生論・成功／失敗談をRACメンバーに話して頂

くことで、（彼らの活動に）少しでも役に立てれば、

と思っています。それによって彼らが成長していくこ

とは間違いないでしょう。 11/1にロータリアンによ

る久米田池の清掃活動に、RACも参加します。

その後にRACの親睦会を開催しますが、その際にロー

タリアンとの交流を深めたいと考えています。

ご指導の程、お願いいたします。

最後に「岸和田RACの活動がしっかりしているのは、

岸和田RCがあるから」と各方面から言われていたいと

思います。皆様のご協力をお願いいたします。

ご清聴、ありがとうございました。

櫻井新嗣幹事

●本日、指名委員会がありますのでメンバーの

方々につきましては例会終了後に事務局にご参

集いただきます様、よろしくお願い致します。

●岸和田北RCより、例会休会の連絡がありました。

なお、当クラブにつきましても来週9/23につき

ましては例会休会となりますので、お間違えの

無い様にお願い致します。

●以前の例会でご紹介させて頂きました、芝居

「きんぎょの夢」のチケットが２枚余っております。

詳細につきましては事務局宛お問合わせ下さい。

10/29（木）午後6時、岸和田天神宮にて実施されま

す前期インフォーマルミーティングについてご連絡

させて頂きます。

皆様も大変ご多忙かと存じますが、是非ご出席いただ

きます様よろしくお願いいたします。

テーマについては「地域への貢献」。

前回のRACの卓話にもありました通り、地域へ目を向

けていくことで、RACの活動に注目が集まることにな

ると思います。皆様と様々な情報を交換させて頂き、

今後一年間の我々RCの活動を充実したものにしていく

ために、参考にさせていただけましたら幸いです。

来週の例会時に、詳細のご案内を配付させて頂きま

す。よろしくお願いいたします。

久松正典会長エレクト



ワイン＆グルメ同好会

岸田次郎会長

既にご連絡をさせて頂いておりますが、10/17(土）

に家族例会を実施させて頂きます。

「よしもと新喜劇」を観賞後、スイスホテル南海大阪

にて例会及び懇親会を開催させて頂きます。「リーマ

ンショック」から１年が経過しまして、まだまだ暗い

不況のトンネルから抜け出せない今こそ、お腹の底か

ら笑っていただいて活力を見出すことが大事だと思い

ます。皆様、是非ともご参加いただきます様、よろし

くお願いいたします。

●中林順三会員・迫田洋会員

（りんくう泉佐野RC）

11/28（土）インターシティーミーティングの

ご案内に伺いました。

●久禮三子雄会員

卓話をさせていただきます。

●肥後眞弘会員・櫻井昇会員・西明寺講治会員・

茨木孝一会員・伊丹克介会員

南輪会で、団体準優勝しました。

●櫻井昇会員

O-157問題で閉めていましたペッパーランチイオン

りんくう店が本日から再開することになりました。

世間をお騒がせして、誠にすみません。

●久松正典会員

10/29（木）にインフォーマミーティングを開催し

ます。ご出席の程よろしくお願いいたします。

11/12（木）午後6時より、岸和田五風荘の

「がんこ寿司」にて、会合を開催します。奮って

ご参加下さい。また会員の方のみでなく、会員の

ご家族方のご出席も歓迎しております。

よろしくお願いいたします。

今年の４月下旬にメキシコ・アメリカでブタインフ

ルエンザが流行し、またたく間に世界的流行(パンデ

ミック)となりました。幸い今のところ流行している

ウイルスは弱毒性で、ウイルスが強い病原性や致死的

な形に変異したという形跡は認められず、小児や健康

と思われたヒトに重症例や死亡例を見ることがありま

すが少数に留まっています。

4/28に厚労省から新型インフルエンザの発生が宣言

されましたが、この段階では厚労省はそれまで東南ア

ジアで見られる鳥由来の強毒型を想定した対応策をと

っていました。そのため5/9成田での北米からの帰国

便で検疫初の確定患者を確認した際の物々しい装備

をした検疫官の検疫作業がテレビで放映され国民に衝

撃を与えました。関西で5/16に神戸で国内初の帰国者

ではない患者の発生が確認されました。5/17には茨木

市の高校生が大阪府内の確定患者として確認されてい

ます。この高校は駅と学校を結ぶスクールバスがあり、

このバスの密室が学内流行の原因となったと言われま

した。

5/18橋下知事の決断で府下の中学高校の１週間の休

校措置が決まりましたが、政令指定都市の大阪市と

堺市は知事の決定に従わず、行政のちぐはぐな対応が

ありました。岸和田市でも、５月はじめから府の出先

機関である岸和田保健所、地元の岸和田市役所そして

私共岸和田市医師会や薬剤師会などが集まって対応策

を協議しました。市民病院の駐車場にテントを張って

発熱外来を設置するとか、岸和田市医師会会員の診療

所11カ所で発熱外来を開くとか言った手筈が整えられ

ました。しかし、大阪府南部では新型インフルエンザ

の患者は中々出ず、6/16岸和田保健所の発熱外来相談

は中止になりました。6/21になって阪南市の20歳の男

性が海外留学から帰国、新型インフルエンザが確認さ

れ、以後泉州地区に蔓延することになります。

しかし岸和田市では患者が出なかったし、又大阪府

北部の広範な蔓延でも軽症者ばかりであったことから、

発熱外来の意義が疑問視され始めていました。7/1に

岸和田市長も新型インフルエンザ発熱外来設置体制を

解除しました。府・市とも岸和田市での特別体制が取

りやめになったわけです。

親睦活動委員会

宇野芳孝委員長

久禮三子雄会員

●浦川信司会員

保健所の立ち入り検査（3年に1度）が無事終了

しました。



だきましたが、強毒型が襲来した場合、透析患者や重

度の糖尿病患者の入院ベッドが不足すると言われてい

ます。今後の課題として、急増する患者への対応をど

うするかがあります。

8/28に厚労省が出したこの秋冬の流行のシナリオで

は、一日あたりの最大新規患者数は流行８週目にピー

クとなり、約114万人、大阪府下では一日に約7.9万人

の患者が出ると予測されています。それに伴って、入

院患者のピークは流行10週目に69,800人、大阪府下で

は一日4,800人と推計されています。病院・診療所で

は診察時間を延長し、また基幹病院での医療職の人的

協力が必要になると言われています。

また入院では軽症者の退院が促進され、予定入院、

予定手術の患者さんに影響が出ると言われています。

従来、季節型のインフルエンザワクチンは６千万人分

程度の生産力です。日本では有精卵を使い製造する方

法のため、有精卵の急な増産が出来ずワクチン増産に

は対応できません。それで従来の季節型インフルエン

ザワクチン分に４千万人分、新型インフルエンザワク

チン分に２千万人分として製造する予定です。従来の

季節型インフルエンザワクチンは高齢者を中心に今ま

で一回接種が殆どでしたから、今年は接種希望者が増

加するとはいえ、節度ある行動を取って頂ければ需給

が逼迫する事はないとの見通しです。

今年は10月初めから季節型インフルエンザワクチンの

接種を始められるよう関係方面で作業が進んでいます。

今盛んに報道されているワクチンの優先順位というの

は、新型インフルエンザワクチンの話です。何とか年

内に国産で間に合うのは1700～1900万人分と試算され

ていますが必要なのは5400万人分です。最優先される

のは、まずインフルエンザ患者を診なければならない

医療従事者100万人、妊婦100万人、透析患者・喘息患

者・重度糖尿病患者など持病のある人900万人。１歳

から６歳までの就学前児童600万人、１歳未満の小児

はワクチンが効かないからその両親200万人、これで

1900万人になります。国産を打てるのはここまでの計

算になります。あと、高齢者と小中校生併せて3500万

人分を含む4000万人は輸入に頼ることになります。

この国産新型インフルエンザワクチンの供給は10月下

旬と言われており、厚労省の予測する第2波の流行に

は微妙な状況です。

昨日の新聞記事によりますと、最近「心配受診」が

増加しているとか、「陰性証明」を要求する企業や学

校が増えているとかで、微熱がある、咳がある、とい

うと医療機関を受診して、インフルエンザ簡易キット

の検査を要求する、そしてインフルエンザでないこと

の証明を求めるというものです。

そのために、簡易キットが品薄で医療機関は困ってい

ます。実際いま流行っている新型ですと38度の熱を出

していても最初の２～３日はA型が検出されない場合

もあります。ですから微熱の段階での検査は殆ど意味

がありません。むしろ普通の風邪であるのに医療機関

を訪れ逆に感染してしまう場合もあります。感染の診

断は患者の症状と感染者との接触歴など総合的に判断

するもので検査キットのみで診断がつくものではあり

ませんし、何れにしましても感染していないことの証

明に医療機関を訪れるのは如何なものかという感がし

ます。受診者の多くは典型的なインフルエンザ様症状

を呈していないか、もしくは症状発現ごく早期の状態

7/4に17歳男性の新型インフルエンザの罹患が確認

されています。しかし特別の処置はとられず、通常の

季節型インフルエンザと同様の治療が行われました。

7/22に感染症法の一部改正が行われ、新型インフルエ

ンザを疑った患者を医療機関が保健所に届ける義務が

なくなりました。余りに多くの患者が発生したため法

律を改正して、届出義務を無くしたわけです。そこで

7/24から感染者数の公表は終了しました。この時点ま

でに岸和田市では若い人が中心で56名の患者がありま

した。それ以後は患者が何人出たのか全くわかりませ

ん。法律に従って保健所に届けていたときは、診療所

の簡易検査でＡ型を確認してから保健所に届ける、保

健所ではＰＣＲ検査という精密検査で新型かどうか判

定していました。診療所の簡易検査は費用が三千円程

度かかります。患者さんは３割負担ですから窓口の支

払いの内、千円は検査代です。保健所が行政の仕事で

やるＰＣＲ検査という精密検査は税金で保健所業務と

してやりますから患者さんには負担がかかりませんが、

一回５万４千円かかってます。そのあたりの事情を知

らない患者さんから、インフルエンザと診断しますと

新型かどうか調べて下さいと言われると「それは出来

ません。保険が効かない上、やる意味がありません」

と答えています。7/24からは全数把握を中止し、重症

化防止対策に重点を置いた集団発生のみ調べるクラス

ター・入院サーベイランス体制に移行したわけですが、

最近までに十数名のインフルエンザ関連死亡者が出て

います。

ここにきてこれまでの対策の課題が見えてきました。

先日の医師会と行政の衛生担当者との会合では次のよ

うな見識が示されました。

一つはウイルスに関する知見の公表が遅れたこと。

弱毒型であるのに鳥由来の強毒型並みの対策を取り一

般市民が過剰な不安を抱き数々の弊害が表面化したこ

と。米国ＣＤＣでは早くから弱毒型であるとして柔軟

な対応を取っていましたが、我が国では5/31になって

ようやく弱毒宣言を行いましたが、その間無用の混乱

がありました。府庁の電話相談には最大で一日７千件

を超える相談が殺到したそうです。保健所業務の混乱、

個人に対する中傷、風評被害などありました。

大阪からの出張者は来るなとか、無関係の京都の修学

旅行が中止になったとか枚挙に暇がありませんでした。

二つ目は症例定義の限界です。最初の頃は海外渡航

歴の有無であるとか、簡易検査でＡ型陽性かどうかを

基準にしていましたが、神戸で海外渡航者と接触歴の

ない患者が見つかるとか、新型インフルエンザは簡易

検査でＡ型と判定されるのに数日かかる症例が多いと

か、問診や診察で新型インフルエンザを診断する症例

定義は有名無実でした。

三つ目は発熱相談センター・発熱外来の限界です。

新型インフルエンザの発生で特別の処置体制を取った

わけですが、先ほど申しました症例定義が曖昧であっ

た為トリアージ患者の選別に限界が生じた、また発熱

外来に来るのにまず電話して、トリアージを受けて、

それから外来受診となるため小児の場合受診が遅れて

重症化してしまったという症例もありました。来るべ

き強毒型の襲来時、こういった発熱外来が機能するの

か検証する必要があります。

四つ目に入院医療機関の不足があります。今回多く

の患者さんには弱毒型であるため自宅で療養していた



が目立ちます。しかし国も保健所も教育委員会も発熱

者の陰性証明を要求していることはなく、学校や企業

の自主的対策なのでしょう。世間の人々が「新型イン

フルエンザ対策」を過剰に行うことが望まざる結果を

招くことも想定されます。

いわゆる「早期発見・早期治療」は成人病対策とし

て行われることであって、インフルエンザには当ては

まらない。少しでも熱があるとすぐ医療機関を受診す

る、これでは予測される第２波の襲来時に医療機関の

待合室がコンビニ受診の患者さんであふれる、本物の

患者さんへの対応が遅れる、鼻風邪の患者さんは本物

のインフルエンザをもらってしまう、最悪のシナリオ

を想像してしまいます。

必要なときに最小限の受診で済ませられるよう、

日頃から何でも相談できるかかりつけ医を持つことが

大切です。

近隣クラブ卓話ご紹介

岸和田東ＲＣ １０月９日（金）「ガバナー公式訪問」

岸和田北ＲＣ １０月６日（火）「会員増強はロータリアンの責務です」

地区会員増強委員長 倉 保雄様

岸和田南ＲＣ １０月８日（木）「雑話」藤原周祐会員
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「未定」

担当井上一男会員

家族例会
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9/23（水・祝日）交通安全パレード参加


