
２０１１年２月第４週号 

第２３０４回 
平成２３年２月２５日(金) 点鐘１２：３０〈晴れ〉     

◆ロータリーソング  『それでこそロータリー』 

◆四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

 

       １．真実か どうか       

２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

 

◆お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／千葉大学大学院医学研究院

環境生命医学  教授 森 千里先生 

■ 会長挨拶及び報告        榊原 行夫会長    

◇２月１５日のＩＭへのご参加、有難うございました。当日、

水野ガバナー補佐のお身体の具合が悪く、代わって１１

年前に分区代理をされた野城会員にご挨拶をいただき、

滞りなく終えたことをご報告致します。 

◇１９（土）・２０日（日）、上総地域交流センターにて開催

された「第３４回Ｒ.Ｙ.Ｌ.Ａセミナー」に上田会員の社員さ

ん２人が参加してくれました。私も土曜日に表敬訪問致

しました。盛大に行われたそうです。上田会員、有難うご

ざいました。 

■ 委員会報告                          

親睦委員会より （北原俊彦委員長） 

＜ＣＳＲゴルフ会報告＞ 

畠山明則会員が優勝し

ました。伊藤会員の息子さ

んも参加してくれ、スコアは

一番でした。 

 

 

■ ニコニコボックス報告                  

☆小野 成子会員 

森先生、本日は貴重なお時間を割いて、当クラブの

卓話にお出で頂き有難うございます。どうぞ宜しくお願

い致します。 

 

☆水野 謙一会員（第３分区Ｂガバナー補佐） 

２/１５、ＩＭ開催時には、会員皆様、お忙しいところご

出席いただき有難うございました。又、私は体調不良で

欠席致し、大変申し訳ありませんでした。 

☆伊藤 和夫会員 

２月２４日のＣＳＲゴルフ会、天候にやや恵まれ、楽し

いゴルフが出来ました。長男の陽一も参加させていただ

き、有難うございました。プロ並みの畠山会員と竹尾会

員とまわり、畠山会員は優勝、竹尾会員は特別賞と素晴

らしい成績でした。私もニアピンをいただき、本当に楽し

い一日でした。 

☆畠山 明則会員 

ＣＳＲゴルフコンペに久し振りに参加させていただき、

楽しくプレーが出来ました。参加者の皆さん、お疲れ様

でした。 

☆女性会員一同 

いつも男性会員の皆さんには可愛がっていただき、有

難うございます。今日は少々遅れましたが、バレンタイン

デーのチョコを差し上げさせていただきたいと思います。 

今後とも素敵な私達をよろしくね！ 

 

 

■ 出席報告 (会員数３９名)                   

 

出席者数３１ 欠席者数８ ﾋﾞｼﾞﾀｰ １  修正出席率 次回にて 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

  

 

 
 

 

国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

創 立 １９６４年３月２日   例会日 毎金曜日１２時３０分    例会場  オークラ千葉ホテル 

会 長 榊原 行夫       幹 事 小林 透           雑誌会報委員長 瀨谷 研一 

事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１ トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 9,000 円 累計 523,000 円 

金の箱   1,750 円 累計 23,288 円 

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 3/8・29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 ― ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 ― 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 3/16・30 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 3/31 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 3/24・31 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



★ 本日の卓話 ★ 

演  題…『身近な予防医学について』 

卓話者…千葉大学大学院医学研究院環境生命医学 

        教授  森 千里先生 

 

こんにちは、千葉大学の森と申

します。 

今回は、伝統のある千葉南ロ

ータリークラブでお話しさせてい

ただく機会をいただき、厚く御礼

申し上げます。それでは、お食事

をしながら何となく聞いていただ

ければ、という様なお話をさせて

いただきたいと思います。 

 お話しするにあたり、何かタイトルが必要だということな

ので、今、何をやっているかという話から、『予防医学』と

いうキーワードを使わせていただきました。 

私は千葉大学の中で、先程ご紹介があったように医

学部の学生には、解剖学、人の体がどの様になっている

のかという講義を担当しています。ただこの頃、千葉大

学をはじめ、もと国立大学は、独立法人大学院大学系で

公務員に準ずるという立場となり、自分達で稼いである

程度運営もしなければならないということで、今、日本に

はどこにも国立大学はないということになっています。で

すから、地域に根ざして皆様方と協力しながら、一般企

業ではないですけれど、半民半官というところで活動し

なければならないのです。その中で、いろいろ企業と連

携しながらやっていますが、医学部の 6 年間に加え、そ

の上にさらに 4年間医学博士を取るためのコースもあり、

大学は新しいスタッフを雇えば金がかかるので、同じスタ

ッフが 2 倍働けということになっています。私は、大学院

では、先程ご紹介のあった環境予防医学、環境医学と

いうのを教えております。今日は、その大学院で教えて

いる環境予防医学についてお話しするのと、あまり難し

い話をすると大抵分からなくなってしまうので、私が呼ば

れたときは、恐らく皆さんが最も興味をもって帰られるの

は、「森鷗外のひ孫だったんだって」ということでしょうか

ら、ちょっと千葉と関係する話題も含めて、お話しさせて

いただきます。 

今現在、私は予防医学センター長を仰せつかってや

っております。この予防医学センターが、千葉大学の中

で何をやっているかというお話からさせていただきます。 

今、医学界では、「２１世紀は予防医学」と言われてお

ります。では、２１世紀が予防医学なら、２０世紀は何だっ

たのかと言うと、『早期発見、早期治療』が、医学の大き

な目的でした。 

まず、これについてちょっとだけお話をさせていただき

ます。２０世紀は色々な病気が出てきました。ガンも含め、

色々な感染症も出てきました。これに対して通常の医学

では、千葉大学も付属病院を持っていますけれど、患者

さんが病院に来ていただいて、ある疾患あるいは症状が

あって、それを治す、治すんだったら重くなるより早いう

ちに見つけて早く治した方がいいですよ、というのが基

本でした。 

ところが、２１世紀になると、もう医者も足りない看護師

も足りない、患者さんが付属病院にたくさん来ても、正直

なところ手に負えなくなってくる。老人もたくさん増えてき

ている。そうすると、長生きしてもらいながらなるべく病院

に来ないで、みんな元気になっていただいた方がいい

に決まっています。 

日本の社会もそうすると何が役に立つかというと、『病

気を治すより、予防に勝る治療なし』と『予防して病気に

ならない』のが皆さんにとっていいということで、昔からあ

る「早期発見、早期治療」は行いますが、２１世紀は予防

を重視し、重点を置きましょうということになります。 

どうして、それをしなくてはならないかというと、技術の

進歩があります。正直、１０年くらい前までは、皆さんの遺

伝子がどうなっているか調べるのは容易ではなく、２００２

年にやっと、全世界の中である人の遺伝子が解析し終

わったくらいです。ところが、あと５～６年の間に皆さんか

ら血液をいただいたら、２日か３日、まあすぐそこまでいく

か分かりませんが、少なくとも１ヶ月以内には「あなたの

遺伝子はこうですよ。」と分かる時代が確実に来ます。そ

うすると、皆さんが同じ条件で病気になるというのではな

いということが、分かります。Ａという方とＢという方とＣとい

う方がいらっしゃったとします。男性と女性もいたとします。

その人たちの遺伝子の情報が全部分かった時点で、Ａ

という人は糖尿病になりやすい、Ｂという人はガンになり

やすい、Ｃという人は何か他の疾患になりやすい、と言う

ことが分かります。なりやすいものが分かって、その病気

の症状が出る前から予防した方がいいに決まっています。

つまり、ガンは昔、遺伝的要因が強い病気と言われてい

たのですが、特に女性の乳がんを例にしますと、乳がん

遺伝子は、１９９０年の後半に分かったのですが、その時

アメリカでは、乳がん遺伝子を持った人は、予め乳がん

を防ぐために乳房を取りますかと言う話になったのです。

そんなのは、女性にとって成り立たないわけです。 

では、どのくらい環境要因が関係しているかというと７

０％です。遺伝要因が３０％、環境要因が７０％。要は食

生活や他の生活をきちんとした方が、いい加減な生活を

したりタバコを吸ったり、その他悪い生活をするより、明ら

かに発症する時期が早くなるし、一方いろいろな予防を

していたらどんどん遅くなる。なおかつ、防ぐことが出来

る、ということが分かり始めてきたのです。 

ですから、これからはガンにしろ、感染症にしろ、いろ

いろなものを予防しなければならない、という時代になっ

てきました。そういうことを、千葉県内で新しく色々考えよ

うという目的で、千葉大学の中に、ちょうど３年前に予防

医学センターというのが設立されました。その設立当初

の初代センター長が現在の学長の斉藤先生です。その

２代目として２年前から引き継いで、この予防医学センタ

ーを担当し、これが私のやっている仕事の一つになりま

す。 

さて、予防医学ということを説明するときに、『予防に勝

る治療なし』とは言いますが、まず３つのことが大事と申

し上げておきます。ひとつは、「知ってもらう」ことです。ふ

たつ目は、「関心を持ってもらう」こと、そしてもうひとつは、



「予防をするような行動をとってもらう」こと。この３つのス

テップが大事です。 

なぜかというと、ここにいらっしゃる方のほとんどが私の

年齢かそれ以上、中には若い方も何人かいらっしゃいま

すが、多くの皆さんが関係するのが「生活習慣病」か「メ

タボリックシンドローム」でしょう。言葉は知っているけど

自分は関係ないと皆さん思います。でも、メタボリックシン

ドロームという言葉を１０年前に知っていた人は多分いな

いでしょう。脂質をたくさん体の中に溜め込んで、色々な

ことに障害が起こるというのが、マスメディアを含め色々

な医療機関が一生懸命宣伝したことによって皆さんが知

るようになり、あまり脂肪を取りすぎると高血圧になったり、

そのあとも色々な疾患に関係してくるということが分かり

知らされます。最も典型的な例ですが、高校生たちの「う

ちのお父さんお母さん、なんかメタボになったんだよね。」

といった会話を耳にします。でもご本人たちは、じゃあそ

れがどうしたっていうか、ここまではまず「知っている」とい

う段階です。でもこの段階では予防は出来ない。次に、

その方々が何かの検診で「あなたはちょっとこういう症状

が出ていて、もしかしたらメタボリックシンドロームとかそ

ろそろ注意をしなくちゃいけない。」と言われたとします。

自分のデータが出てくると、ちょっとこれは自分のことだ

が、あと３０年は現役で働きたい、もっと人生を楽しみた

いとか色々考え、医者からは「今のままのこんな生活をし

ていると、あと１０年後は責任持てませんよ」と脅かされる

と、ここで関心を持つわけです。ですから、まず一般的な

予防医学と言うのは、そういう疾患があるということを知っ

てもらうことから始まります。 

次に、個人の問題として各々データでお知らせする。

そうすると、ではどうすればいいのかと思い、やはり１日３

０分くらい週に２回程度は運動しましょうとか、こういう対

策に結びつく。これを地域で広めると、多くの人が何もし

ない時よりは、将来的な疾患、生活習慣病、メタボによっ

て悪い状態になることが防げるという一つの予防医学の

大きな目標です。 

ちょっとだけ宣伝させていただきます。今日皆さんのと

ころにお配りしたのは、その予防医学センターが書いた

本「長生きできる街づくり」です。たくさん作って大体、こ

んな本というのは、売れないのですけれど、色々な講演

をするところに配っていますので、お持ち頂ければいい

と思います。この予防医学のところで説明するのは、今

言ったように「知ってもらって、関心を持って、行動しても

らう」というのを個々でやっていても、なかなか広まりませ

ん。それでは、少し街づくりでやったらいかがでしょうかと

いうことを提案して書いた本をここにお持ちしました。で

すから、「長生き出来る。ただ長生きしてもしょうがないの

で、どちらかというと楽しい生活をしながら長生きをする。

それを街づくりにも繋げるのがこれからは重要ですよ。」

と書いています。お年寄りもそうですけれど若い人たち

や子供たち、未来の世代に日本がそういう街づくりをす

るのが大事ではないですか、というふうに提言していま

す。 

多くの人は「医学部の教授が街づくりですって？」と最

初はびっくりします。ここで少しお話させていただきます。

医学の使命は３つあり、ひとつは「病気の原因を発見す

ること」です。２番目は、「治療法を発見すること」、３番目

は、「予防法を発見すること」です。１８４０年代から１９６０

年にかけて、英国の結核による死亡率が大体、一様なレ

ベルで右肩下がりになりました。これは１８８０年代にロベ

ルトコッホというドイツの学者が見つけたことによります。

そして、１９５０年の前くらいに、いわゆる抗結核ワクチン、

抗結核剤という薬がどんどん出始めてきた。終戦後、そ

して１９６０年の前くらいから、ＢＣＧということで予防が出

ました。個々の人の病気に関しては、抗結核剤が効けば

治ります。ところが、社会全体ではどうか？死亡率を見て

みると、この医学がしなくてはならない原因菌を見つけ、

治療法を見つけ、予防法を見つけた、その時期にガクン

と死亡率が下がったかというと、そうではありません。本

来、医学のやっていることは、ものすごく役に立ったら、

その発見があったときから急激に死亡率とか病気になる

方が減るはずなのです。そうでないのは、もっと大事なこ

とがあるからです。なぜこれがこういう下がり方をしたので

しょう。国全体、地域全体で考えてみるのです。つまり、

結核は感染症なので飛沫感染があり、井戸水に感染源

があるなら沸騰して飲ませたり、あるいはイギリスでは上

下水道が完備されたということ。要は多くの人たちに公

衆衛生の知識が広まったということです。昔は水から感

染していましたので、上下水道はまさに街づくりの基本

です。このドイツのロベルトコッホなどから大事なことを学

んできて、実は日本の東京を含めて大きな街の基本を

作ったのは、それこそドイツ、イギリスに１８７０年代から１

９００年くらいまで学んでいた昔のいわゆる留学生たち、

その中の一人に私の曽祖父『森鷗外』がいたわけです。 

私はよく顔を横から見ていると鷗外に似てますね、と

言われるのですけれど、養老孟司先生のおっしゃるには、

（私の祖父は東大で解剖で養老先生を教えていたので

すが）私の顔を見たとき「やっぱり似てますね。そういえ

ば、その上（祖父のお兄さん？）にも似てますね。」とのこ

とです。年を取るにつれ頭の毛も少なくなってきたことも

あるのですが、よく似ていると言われます。 

元の話に戻りますが、鷗外も東京都のこの下水道など、

そういう完備にいわゆる第一次世界大戦の前くらいに関

与していましたし、１９００年になるくらいに、そういう都市

の計画に関わっていました。医者が街づくりに関与した

典型的なものは、その後出てくる後藤新平です。鷗外も

後藤新平もほぼ同じ時期、ヨーロッパから技術を学んで

来ました。鷗外は「街は生き物である。生き物がちゃんと

動かなくならないように対応するのは医者の役目であ

る。」と言っています。また、健康について「国が病んで

いる時は、医者が治さなけりゃならん」と言ったのが、後

藤新平です。今日お話しする予防医学というのは、こう

いう歴史の中でも医者が街づくりに、街を作ることは出来

ないですけれど、「提言して方向性を示す」ということが

大事です。そういうことを基盤にして、この本「長生きでき

る街づくり」が書かれています。 

実は私の今いる教室は、昔は、解剖学第一講座と言

っていました。その第一講座という講座は、１９４７年くら

いに千葉大学の医学部の第一解剖というところが出来ま



して、私の祖父、即ち森鷗外の長男ですが、台湾で台

湾大学の教授をしておりましたが、終戦後戻ってきて千

葉大学で非常勤講師で教えていた。実は、私の今いる

教室は、祖父も教えていた教室というのが、私が千葉大

学に来てから分かりまして、多くのところで講演をすると

私の祖父に習ったという人たちは千葉大関係者の中に

は多く、今開業されている方の中にもいらっしゃいます。 

また、鷗外は千葉の大原というところの太平洋岸に別

荘を持っていて、「モルダウ」というエッセイはその大原の

日在浦海岸で書かれたもので、千葉とも関係のあるもの

です。１００年くらい前から、実は千葉と関係していること

が分かり、更に調べてみると鷗外の父で森静男というの

がいますがこれも医者です。因みに森家というのは津和

野の藩医をしていて、以来ずっと藩医で繋がっています。

私が１７代目くらいという家系ですが、大体女性で繋がっ

て、優秀な弟子がお婿さんに入るというような繋ぎ方をし

ているんですけど、森静男は実は、佐倉にある佐倉順天

堂に勉強に来ていて、今でも佐倉順天堂の学んだ人の

中に、森静男の名前があります。ですから、１５０年前に

曽祖父のお父さんが千葉で学んで鷗外もここに来て文

筆活動をして、うちの祖父も千葉で教えていたというので、

何か私がここに来て色々なことを始めているのも、何か

の縁があるのかなと思います。 

こういう経緯があって千葉で活動していますが、医学

の中から何が出来るかと考えますと、私は手先があまり

器用ではないので、臨床向きではない。患者さんが苦し

むことになります。どちらかというと研究の方がいいかなと

思いまして、研究の方に進みました。その中で、色々な

研究をしているのですけれど、現実には皆さんの健康に

役立ちたいということを思って、予防医学というものを進

めております。 

次に説明させていただくのは、どういう予防が一番大

事かというもうひとつのキーワード、「環境」です。１８９０

年くらい、今ＮＨＫでやっている「坂の上の雲」の時代で

す。鷗外もあの中にチラッとだけ出てきます。正岡子規

か誰かに教えているところが出てきたような気がします。

あの時代はひたすら発達することを願っていましたし、と

にかく富国強兵、日本の国を欧米に追いつこうというの

が第一主義でした。そして、その時点の医学では、平均

寿命が５０歳代くらい、そして生まれてくる赤ちゃんは１０

人に一人くらいあるいはそれ以上が死ぬという時代でし

たが、鷗外が日本で始めて衛生学、公衆衛生の教科書

を書いて、「これからの日本は、健康においては欧米に

続かなければならない。まず寿命を長くしましょう。寿命

を長くするためには、赤ん坊たちが早く死ぬことをなくし

ましょう。」というようなことを言っていて、それから１００年

経ちました。今や平均寿命は女性は世界一ですし、乳

幼児の死亡率も最も低い国のひとつです。 

そちらの方は進歩した。じゃあそれで幸せになった

か？健康が皆にとっていいことになったか、というと実は

そうではない。子供たちのアレルギーや心の問題は今、

どんどん大きくなっています。ですから、そういうものを防

ぐような街づくりが出来ないかということで、千葉大学に

は柏の葉キャンパスがありますが、斉藤学長と古在前学

長が私に何か出来ないかというので、柏市をモデルに今

少しずつ街づくりを始めていることがこの「長生きできる

街づくり」の後半に書いてあります。 

まとめに入りますが、私が今日言いたいことは、これか

らは「予防医学の時代」であり、私どものやっていること

は、まだ本当に始まったばかりですが、新しい予防医学

というものが街づくりのかたちで皆さんの健康を守る試み

として千葉県内で行われているということです。もし柏市

でうまく行って、千葉市でも協力者がたくさん増えたら、

千葉大学のお膝元であり皆さんの地域である千葉市で

もより良い健康な街が出来ていくのではないかと思って

います。何となく私の名前とこんな活動をしている人がい

るんだな、というのを今日知っていただければ幸いで

す。 

ご静聴ありがとうございました。 

（文責 伊藤 和夫会員） 

森 鷗外（もり おうがい、1862 年 2 月 17 日（文久 2 年 1 月

19 日）- 1922 年（大正 11 年）7 月 9 日）は、明治・大正期の

小説家、評論家、翻訳家、劇作家、陸軍軍医（軍医総監＝

中将相当）、官僚（高等官一等）。位階勲等は従二位・勲一

等・功三級・医学博士・文学博士。本名は森 林太郎（もり 

りんたろう）。 

石見国津和野（現・島根県津和野町）出身。東京大学医学

部卒業。第一次世界大戦以降、夏目漱石と並ぶ文豪と称

される。 

大学卒業後、陸軍軍医になり、陸軍省派遣留学生としてド

イツで 4 年過ごした。帰国後、訳詩編「於母影」、小説「舞

姫」、翻訳「即興詩人」を発表する一方、同人たちと文芸雑

誌『しがらみ草紙』を創刊して文筆活動に入った。その後、

日清戦争出征や小倉転勤などにより、一時期創作活動か

ら遠ざかったものの、『スバル』創刊後に「ヰタ・セクスアリス」

「雁」などを発表。乃木希典の殉死に影響されて「興津弥五

右衛門の遺書」を発表後、「阿部一族」「高瀬舟」など歴史

小説や史伝「澁江抽斎」等も執筆した。 

晩年、帝室博物館（現在の東京国立博物館・奈良国立博

物館・京都国立博物館等）総長や帝国美術院（現日本芸

術院）初代院長なども歴任した。  （インターネットより） 

 

 

第２３０５回例会 

日時⇒  平成２３年３月４日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『生涯空手 拳の道』 

卓話者⇒ 五十嵐 博章会員 

第２３０６回例会 

日時⇒  平成２３年３月１１日(金) 点鐘１２：３０ 

演題⇒  『人心をＩ・Ｔが仲介する時代』 

卓話者⇒ エッセイスト  酒井 登志生様 
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