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１． 点 鐘                                                                                       

２． 国歌斉唱 

３． 桐生市歌斉唱 

４． 「四つのテスト」唱和 

５． 来訪者紹介 

６． 新会員入会式 

㈱東和広告システム 代表取締役社長 中山 賀司 君 

(1) 推薦の言葉 平岩 千鶴子さん 

(2) バッチの贈呈 

(3) 歓迎の言葉     会長 堀 明君 

(4) 新会員挨拶 

７． 結婚・誕生祝 

８． 乾杯 

９． 会長の時間 

10． 幹事報告 

11． 委員会報告 

12． 卓話 

   「新会員卓話」  阿部 篤朗君 

              富澤 剛君 

13． 点 鐘 

 

 

 

≪桐生赤城 RC≫ 青少年交換カウンセラー 清水 洋 君  ≪青少年交換学生≫ ルーカス・ウェブスター君 

新会員入会式 

 

 

 

 

 

≪歓迎の言葉≫ 

中山賀司さん､ご入会おめでとうございます｡ 

ロ－タリ－の目的は､意義ある事業の基礎として､奉仕の

理念を奨励し､これを育むことにあると定められています｡

私達は､多くの人と知り合い奉仕の機会をたくさん得る

事や、職業上の高い倫理基準を保ち､ 社会に奉仕する

機会として各自の職業を高潔なものにする為に努めて

います｡又、個人として、事業及び社会生活に於いて奉

仕の理念を実践し、奉仕の理念で結ばれた職業人が､

世界的ネットワ－クを通じて､国際理解､親善､平和を推

進する事を目的に活動しているのがロ－タリアンです｡ 

中山さんも一日も早くクラブになれて､ロ－タリ－を楽し

んで下さい｡ 

中山さんの入会を会員一同歓迎いたします｡平岩会員

には､中山さんの推薦を頂き感謝申し上げます｡ 

 

結婚祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕生祝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそビジター 

疋田博之君 

坪井良廣君 

山﨑達也君 

森 末廣君 

藤江 篤君 

吉田栄佐君 

月門快憲君 

津久井真澄君、蛭間 茂君、立澤俊明君、前原 勝君 

木村洋一君、増山大祐君、後藤圭一君、富澤 剛君 

小林雅子さん 

津久井真澄君 

吉田栄佐君 

蛭間 茂君 

㈱東和広告システム 

代表取締役社長 

中山 賀司 君 



 

青少年交換学生 援助金授与 

 

 

 

 

 

 
 

会長の時間 

≪報 告≫ 

・4/20 家族会の東京旅行が開催され、家族会員 14 名

RC 会員 17 名と留学生のル－カス君が参加し、大変楽

しい時を過ごす事が出来ました｡家族会の皆様有難う御

座いました。  

・4/23 桐生 5RC 合同群馬大学理工学部留学生交流

会が､群馬大学理工学部 キャンパス内生協ホ－ルにて

開催され、24名参加しました｡ 

・4/23 地区補助金最終審査会が伊勢崎プリオパレスに

て開催され、村田地区補助金委員が出席しました｡当ク

ラブの夢計画について無事予算が決定したようです。 

・4/23 青少年交換移動オリエンテ－ションが茨城･福島

で開催され、ルーカス君が参加しました｡ 

・4/24 社会奉仕委員会による早朝清掃例会が､桐生が

岡動物園南口広場にて行なわれました｡RC 会員､RAC､

IACの大勢の参加を頂き有難う御座いました｡ 

・4/25 4/24 の早朝清掃例会に振替の為､休会となりま

した｡ 

・4/26 桐生赤城 RC の公開例会が桐生プリオパレスで

開催され､会長･柳副幹事･月門会員が参加しました｡ 

・5/2 休会｡(定款第 6条第 1節(C)項の規定を適用) 

・5/8 ゴルフ部コンペが桐生 CCにて開催されました｡そ

の後懇親会が美喜仁にて行なわれました｡ 

≪予 定≫ 

・5/9 例会終了後、第 11回定例理事会が開催されます｡

理事･役員関係者の出席をお願い致します｡ 

・5/10 次年度役員・委員長会議が､美喜仁に於いて開

催されます｡ 

・5/15 日水会ゴルフコンペが太田双葉 CC にて行なわ

れます｡朝倉会員が参加します｡ 

・5/15 地区補助金委員会が伊勢崎プリオパレスに於い

て開催されます｡村田地区補助金委員が出席します｡ 

・5/16 例会終了後､クラブ協議会が桐生倶楽部 1 号室

にて開催されます｡関係者の出席をお願い致します｡ 

 

幹事報告 
・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。 

 ５月は、１＄＝１１０円です。 

・沼田中央 RC より創立 30 周年記念式典に際するお礼

状が届いております。 

・夢未来南三陸まちづくり事業部より「一燈」が届いてお

ります。 

・桐生市社会福祉協議会より「福祉ぐんま」が届いており

ます。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城の各ＲＣより週

報到着 

・桐生西RCより「宮原美絵 JazzLive」例会のご案内が届

いております。 

 5月 27日 点鐘：12時 30分 場所：桐生プリオパレス 

 参加ご希望の方は、事務局までお申し出ください。 

・本日例会終了後、定例理事会を開催致しますので理

事役員の方々はご出席よろしくお願い致します。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 28年 5月 9日) 

総員 70名：出席 43名 

4月 11日例会 修正出席率：82.81％ 

4月 18日例会 修正出席率：72.88％ 

 

ニコニコボックス 

桐生赤城 RC  清水洋君…いつもお世話になります／

野間義弘君、坂入勝君、水越稔幸君、飯塚荘一君、松

田秀夫君、平岩千鶴子さん…中山さん御入会おめでと

うございます／柳明彦君…昨日のゴルフコンペで会長

賞をいただきました／松田秀夫君…阿部さん、富澤さん

卓話ありがとうございます／疋田博之君、吉田栄佐君、

坪井良廣君、後藤圭一君…結婚祝／吉田栄佐君、小

林雅子さん、富澤剛君…誕生祝／富澤剛君…写真戴

きました。 

 

卓 話 

 

 

     

 

 

 

 

改めましてこんにちは。新入会員の卓話ということでお

話をいただき何をお話させていただこうかと考えました。

自己紹介がてら私の人となりをお話ししようかとも思いま

したが、たいして面白い人間でもありませんので皆さま

のご興味を引くことができるような話をとおもいまして、私

の仕事に関してお話しさせていただきたいと思います。 

 

わたくしは電気工事業をさせていただいております。電

気工事と申しましても、工場設備等に係る高圧電力設

備や、皆様のご家庭で使用されています電灯設備まで

様々な種類がありますがここにおられるすべての皆様が

ご使用されている電灯設備に関してお話しさせていた

だきます。 

わたくしが家業に携わり15年経ちました。この15年の間

に一般住宅の電気設備にも技術革新や法改正が行わ

れ様々な変化があります。思いつくだけでも、シックハウ

ス対策として 24 時間換気設備取付の義務化、火災報

知設備取付、太陽光発電や、蓄電設備など時代ととも

に設備も変化してきております。 

そんな中、先月4月1日より電力自由化が始まりました。

電力自由化によって今までは住む地域によって全国 9

の地域に 1 つずつある電力会社から買うことができなか

青少年交換学生 

ルーカス・ウェブスター君 

「新入会員卓話」    

㈲富澤電気商事  

富澤 剛君 

 

   

 



 

った電気を自由に選び買うことができるようになりました。

実際 4月 19日現在新規参入した新電力会社は全国で

200 社を超えます。この地域も含まれる関東地域に関し

ていえば現在選ぶことのできる電力会社は 17 社あり電

気料金プランは 51種になりました。 

電気工事業を営む上でお客様から様々な電力会社、プ

ランがある中どのように選ぶべきなのかというご質問を受

けることが多くなってきました。新規の電力会社の電気

料金プランには、様々なサービスと抱き合わせで相対

的に電気料金が安くなるものがあります。例えばソフトバ

ンク社にかんしては、インターネット、携帯電話料金とセ

ットで使用することによる割引があったり、エネオスなど

ではガソリン代、ポイントによる割引がされたりと電力会

社や、プランによって異なります。なので、新規の電力

会社のプランをお選びいただくときには、ご自身の生活

にどれが当てはまるのかという観点からお選びいただく

のが良いと思います。 

 

ただ電力自由化によるデメリットもあります。今までの電

気料金を決めるときには国民生活を守るため国が関与

し金額高騰を抑える仕組みがありましたが、自由化にな

ることにより燃料価格が高騰した場合などには電気料金

に反映され、値上がりすることも考えられます。 

このような時代の変化に対応するため、日々努力をして

おります。 

 

 

 

 

 

 

 
≪慢性閉塞性肺疾患（COPD）≫ 

 
慢性閉塞性肺疾患はその英語の頭文字をとって COPD

と呼ばれている病気です。有害な粒子や、ガスの長期

吸入が原因で生じる肺の異常な炎症に起因します。そ

の病態の特徴は、息を吐くときに末梢気管支が狭くなり、

息がスムーズに吐けないことにあります。そして、原因の

多くは長期間の喫煙によるもので、タバコ病肺ということ

ができます。 

 

≪ＣＯＰＤの定義≫ 

ＣＯＰＤは、タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入

曝露することで生じた肺の炎症性疾患である。呼吸機

能検査で正常に復すことのない気流閉塞を示す。気流

閉塞は末梢気道病変と気腫性病変が様々な割合で複

合的に作用することにより起こり、進行性である。臨床的

には、徐々に生じる労作時の息切れと慢性の咳、痰を

特徴とするが、これらの症状に乏しいこともある、と定義

されています。 

 

≪病態生理≫ 

簡単に、気道の解剖をお示しします。声帯より下の部分

は下気道と呼ばれます。 

気管から、最少の単位である肺胞までは、合計２３回分

岐します。下気道の末梢部分をみますと、通り道は平滑

筋といわれる筋肉でおおわれています。そして肺胞管、

肺胞のうと続き、最終的に肺胞に至ります。 

肺胞周囲にはりめぐらされている毛細血管を通じて酸素

を体内へ取り込み、二酸化炭素を体外へ排出していま

す。 

 
正常な肺胞のうは、このようにひとつひとつの肺胞の形

状がはっきり判る状態ですが、肺気腫の患者さんの肺

胞のうは、長期の喫煙などによって肺胞がダメージを受

け、風船がのびきったような状態となり、うまく縮まりませ

ん。 

その結果、換気障害が起きてくることになります。 

タバコによって肺胞に障害を受けますと肺胞壁が破壊さ

れ、このように大きな気腔を形成し、ガス交換が出来なく

なります。また、タバコは気管支も障害し、中枢気管支

においては気管支平滑筋の肥大と結合組織の増加、

気管支粘膜下腺の増生・肥大を来たし、気管支壁の肥

厚および粘液過剰産生を引き起こします。細気管支に

おいても気管支壁の肥厚・内腔の狭小化、気道上皮の

杯細胞化生に伴う分泌物の貯留がみられ、この細気管

支の病変がCOPDの気流制限の重要な要因となってい

ます。 

またミクロで肺の末梢を観察すると、気管支壁は平滑筋

の収縮や線維化、炎症により肥厚し、その内腔は狭小

化しています。また、肺胞壁は結合が壊れ、肺胞同士

の融合により過膨張を引き起こします。 

 

COPD における気流制限の原因は、先ほどのスライドで

お示ししましたように、非可逆性のものとして気道の線

維化と気道狭窄、肺胞の破壊による弾性収縮力の低下、

末梢気道の開存性を維持する肺胞支持組織の破壊、 

慢性 Chronic 

閉塞性 Obstructive 

肺 Pulmonary 

疾患 Disease 

 

「ＣＯＰＤに関するおおまかなポイント」    

さかいのクリニック 内科  

阿部 篤朗君 

 

   

 



 

といったものがあります。一方、気管支における炎症、

末梢および中枢気道における平滑筋収縮、運動時の

動的過膨張、といった治療によりある程度の可逆性が

期待できるものがあります。 

 

ＣＯＰＤは様々な全身的影響をひきおこします。ＣＯＰＤ

は肺局所のみならず、全身性炎症性疾患としてとらえる

ことが必要で、栄養障害、骨格筋機能障害、心血管疾

患、骨粗鬆症などのリスクと関連します。また、消火器疾

患、抑うつ、糖尿病などを引き起こすこともあります。 

 

COPD が全身性疾患となる機序のひとつは、負のらせ

んと表現できます。 

肺機能障害によって、息切れがし、そのためにあまり動

かない生活となる。また、食事をたくさん食べると息切れ

がしてしまうといったことが原因で食事量が少なくなる。

すると、栄養不足となり、動かないこともあって筋力低下

を引き起こす。 

 

それがさらに呼吸機能の低下を招いて病状を悪化させ

る。さらには精神的にも抑うつ傾向になり、ますます動か

ず、食事量も減少していってしまうという悪循環が起きて

いるという考えです。 

≪疫学≫ 

 
1960 年代以降、タバコ販売量や消費量が増加し、これ

に約 20年遅れて COPDの死亡率が増加しています。 

 
また、年間喘息死は年々減少していますが、ＣＯＰＤに

よる年間死亡者数は増加傾向にあります。 

 

 

 
NICEスタディは、全国 18都道府県の 35施設で実施さ

れた大規模な COPD疫学調査研究です。 

COPD患者さんで実際に治療を受けているのは22万人

とされていますが、この研究によりますと、非常に多くの

方が未治療であったり、他の疾患と誤って診断されてい

ることがわかりました。 

 

≪診断≫ 

患者さんに慢性の咳、痰、労作性呼吸困難、長期間の

喫煙あるいは職業性粉じん暴露などがある場合、

COPD を疑いスパイロを実施します。気管支拡張薬投

与後の 1 秒率が 70％未満であれば、気流制限ありと判

断します。そして気流制限を起こす他の疾患を除外す

れば、COPD と診断できます。 

 
病期分類は、気管支拡張薬吸入後の予測１秒量に対

する比率に基づいて、Ⅰ期よりⅣ期に分類されます。 

後述いたしますが、病期とＣＯＰＤそのものの重症度は

必ずしも一致せず、この病期分類は、気流閉塞の程度

だけを表しています。 

 
胸部エックス線では、横隔膜平低下・胸郭拡大といった

所見を呈する進行した COPDを診断するのは容易です

が、早期 COPDの検出には向いていません。 

 

 



 

胸部 CT所見では、 

LAAが 25％以下で気腫が目立たない気道病変優位型、

これは現在非気腫型ＣＯＰD と呼ばれます。 

LAAが２５％以上で気管支壁肥厚像のない気腫優位型、

これは現在気腫型ＣＯＰD と呼ばれます。 

そしてLAAが２５％以上、かつ気管支壁肥厚像もある混

合型、以上のようなタイプがあります。 

 
典型例における、ＣＯＰＤと喘息の鑑別をお示しします。 

発症年齢は、COPD は比較的年配に多いですが、喘息

は全年齢層に発症し得ます。 

要因は、ＣＯＰＤが喫煙がほとんどであることに対し、喘

息ではアレルギーであったり感染が原因となります。ま

た、喘息では家族歴やアレルギーの既往があることが

多いです。 

気道炎症に関与する細胞は、ＣＯＰＤは好中球、喘息

は好酸球といわれていますが、実臨床でこれを鑑別す

ることは容易でありません。 

症状は、ＣＯＰＤは通常進行性で、労作時に出現します。

一方喘息は、日内変動があり、発作性に明け方や夜間

に増悪します。 

気流閉塞の可逆性や気道過敏性は、ＣＯＰＤでは、な

し・あるいは軽度にとどまりますが、喘息では通常認めら

れる所見です。 

個人的には、実臨床で特に気にする点は、発症年齢や

要因、アレルギー歴・家族歴、症状の経過と出現するタ

イミングです。気流閉塞の可逆性試験は、外来診療時

にはなかなか施行が難しいですが、可能なら行いたい

検査です。 

近年話題になることの多い、ＡＣＯＳという概念について

お示しします。 

ＡＣＯＳとは、喘息ＣＯＰＤオーバーラップ症候群と言い、

2014 年に喘息、ＣＯＰＤそれぞれの国際委員会の合同

コメントとして提唱されました。文字通り、喘息、ＣＯＰＤ

両疾患の合併症例のことを指します。 

持続的に気流制限があることに加え、さらに発作性に気

流閉塞が悪化するため、喘息やＣＯＰＤ単独に比較して

ＱＯＬがより低いことが特徴です。 

 

≪管理≫ 

ＣＯＰＤの管理目標としては、症状を緩和、病状進行を

防ぐ、運動耐用能の改善、健康状態の改善、合併症の

予防と治療、増悪の予防と治療、そして死亡率を減らす

ことなどが挙げられます。 

また、重症度と病期は必ずしも一致しません。体重、気

流閉塞、MRC スケール、運動耐用能、これらを組み合

わせた複合的評価である BODE indexが予後推定に有

用とされています。 

 
ガイドラインから抜粋した、安定期ＣＯＰD の管理指針で

す。気流制限の程度だけではなく、症状の程度を加味

し、重症度を総合的に判断した上で治療法を選択する

ことが必要です。軽症ＣＯＰD では、症状の軽減を目標

として、短時間作用性β刺激剤の assist useを行います。

中等症ＣＯＰD では、症状の軽減に加え、ＱＯＬや運動

耐用能の改善を治療目標として、長時間作用性気管支

拡張剤の定期使用や、呼吸リハビリテーションの併用が

推奨されます。重症ＣＯＰD では、複数の長時間型気管

支拡張剤の併用を行います。さらにⅢ期以上で増悪を

繰り返す症例には吸入ステロイドを併用したり、適応が

あれば酸素療法、ＮＰＰＶや肺容量減少手術を行うこと

もあります。 

 

次にＣＯＰＤ急性増悪についてお示しします。 

急性増悪とは、COPD の自然な進行の中で起きる現象

で、呼吸困難、咳、喀痰といった症状が日々の生理的

な変動を越えて、急性に増悪を起こす状態であり、時に

治療の変更や追加を必要とする状態、と国際ガイドライ

ンに記載されています。 

急性増悪は、ＣＯＰＤ患者の死亡率の増加や重症化の

重要な要因です。 

急性増悪の約 1/3 は原因不明であり、残り 2/3 の 80％

はウイルスや細菌による気道感染が原因です。 

増悪の予防、早期発見、早期治療は、ＱＯＬの悪化を

軽減し、死亡率の低下、疾患の進行抑制に良い影響を

与えます。 

 
ＣＯＰＤの増悪は、生存率を低下させる要因となります。

5年間に増悪を 3-4回起こしたグループは、増悪のない

グループと比較すると、有意に死亡リスクが高まり、4.3

倍にものぼることが示されています。 

 



 

≪在宅酸素療法≫ 

ＨＯＴの対象疾患は、高度慢性呼吸不全、肺高血圧症、

慢性心不全、チアノーゼ型先天性心疾患となっていま

す。高度慢性呼吸不全の対象患者は、PaO2 55Torr以

下、および PaO2 60Torr以下で睡眠時または運動負荷

時に著しい低酸素症を来す者、とされています。 

 

ＨＯＴの施行状況および患者内約ですが、ＣＯＰＤが約

半数を占めています。そして結核後遺症、肺癌、びまん

性肺疾患等の呼吸器疾患で、約 8割を占めています。 

 
このスライドは、ご存じの通り、ヘモグロビン酸素解離曲

線です。言うまでのないのですが、呼吸不全の定義で

ある PaO2 60 はサチュレーションだと 90％で表示される

など、ＰａＯ２とサチュレーションの間には、覚えておくと

有用なポイントがあります。 

 
ＨＯＴ施行症例と、ＨＯＴ非施行症例を比較してみると、

ＨＯＴ施行症例で、有意に予後が改善されることが明ら

かにされています。 

ＣＯＰＤ患者に対する、酸素導入のポイントです。 

まずは必ず動脈血ガス分析を行い、pH と PaCO2 を評

価します。 

そして、運動時にサチュレーション 90％以上を保つため

の流量を決めます。6 分間歩行試験などの運動負荷が

一般に行われます。 

また、ＣＯＰＤ患者はＲＥＭ睡眠中に低換気、低酸素血

症に陥ることが多く、睡眠中のサチュレーション測定も

必要です。 

 

酸素療法時の合併症についてお示しします。 

ＣＯ２ナルコーシス、高二酸化炭素血症、酸素中毒・吸

気性無気肺・未熟児網膜症などがありますが、ＣＯＰＤ

患者さんを対象にするような在宅酸素療法では、もっぱ

らＣＯ２ナルコーシスや高二酸化炭素血症が問題となっ

てきます。 

 

ＣＯ２ナルコーシスについてお示しします。 

原因ですが、肺胞低換気で PaCO2 の上昇し、ＢＢＢを

通過したＣＯ２はに水素イオンと重炭酸イオンに分解さ

れます。そして水素イオンの上昇により脳脊髄液中の

pH が低下することによって、意識障害を起こすと考えら

れています。 

症状として意識障害、呼吸性アシドーシス、自発呼吸の

減弱がみられます。初期には、呼吸促迫、頻脈、発汗、

頭痛などの神経刺激症状を認め、進行すると傾眠・昏

睡、縮瞳、乳頭浮腫などを呈するようになります。 

予防は、低濃度に設定したベンチュリマスクや、0.25l 刻

みでの低流量鼻カニュラの使用などで、サチュレーショ

ン 90％を目標に酸素投与をすることです。 

ただし、ＣＯ２ナルコーシスをおそれて不十分な酸素投

与となってしまうことは避けなくてはなりません。 

ご清聴ありがとうございました 

 

 

  

  塚越紀隆会員の 

      ご逝去を悼む 

 

 

  2016年 5月 6日永眠 

         (享年 65歳) 

 

 

  1987年 11月 16日入会 

  2010-2011年度 会長 

   

  心からロータリークラブを愛し、多大に貢献して 

  いただきました。心よりご冥福をお祈りします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例会予告】 

５月 22日(日)  足尾植樹例会   

５月 23日(月)  5/23足尾植樹例会に振替の為、休会 

５月 30日(月)  早朝例会  

           ♦ 点 鐘  午前７時  

           ♦ 場 所  鳳仙寺 

６月 ６ 日(月)  ♦ 卓 話  新入会員 飯山順一郎君 

               北川 貴久君 

♦ 食 事  たつ吉 

６月 13日(月)  ♦ 卓 話  朝日新聞 桐生支局長 

大道 裕宣様 

♦ 食 事  桐生亭 

６月 20日(月)  最終例会 (夜間例会) 

           ♦ 点 鐘  午後６時 30分 

♦ 場 所  たつ吉 

 

  

 

 

        


