FAX077-525-5232

みんなの視線に緊張のショット

ゴルフ 終了 後、 近く のロ

｢ちぎんの会」第３回総会に全国から８１名が参加の予定

６月８ 日（ 日） ち
｢ ぎん し
がの会 は｣、草津市矢橋帰帆
島公園 グラ ンド ゴル フ場 で
初夏の一日を過ごしました。
名 が参加 、

あとの 交流 会だ けに 参加 の
会員を 含めて

ホ ールで スコ アを競 い

ました 。コ ース が広 々と し

ス

名が６組に分かれ、２コー

31

ていて 緑が 鮮や かに 映え 、 イヤルオークホテルに移動。

ホ テルの バイ キン グに 舌鼓

を うちな がら 和気 あい あい

と 交流し まし た。 交流 会で

本 日のゴ ルフ の成 績を 発表
しました。

優勝 野添正一さん。

２位 岩波美智子さん

３位 小原信夫さん

ホールインワン賞

野添正一さん ３回

倉見栄一さん １回

清水綾子さん １回

会の最 後に 倉見 世話 人か

ら 「来年 も会 員に 呼び かけ

今 年と同 じよ うな 集ま りを

持 つこと 」が 提案 され 参加

本日の公表をする古田世話人

月
･ の両
日の予定で表題の
総会を予定してお
りますが会場の予
約の関係から参加
団体に参加予定数
についてお聞きし
たところ、東北が
七十七の 名を筆
頭に 名。西部は
泉州・大分両団体
で 名。 地元 の
し｢がの会 と｣地銀
連書記局会ＯＢ会
で 名の計 名の
参加予定の申し込
みがありました。
多数の参加申し
込みで盛大な総会
が持てそうです。
お楽しみにして
いてください。
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心地よい汗を流しました。

今年も元気に集まった参加者が記念撮影（２人撮影中）

16

10

真剣勝負にスコアラーも緊張

者 全員で 確認 され まし た。
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健 康寿命 を延ば し 介
､護
や医療をする時間を短くし
たいというのが私たちの目
標です。計算式があり、健
康寿命か
ら 非｢自立」
（医療や
介護が必
要な時間）
を引いた
時間は、
男性 歳。
女性
歳
です。
今、男
の平均寿
命は
歳
ぐらいで
すから約
７年間、
女の平均
寿命は
歳なので
約８年間、
介護を必
要とする
ことにな
る。ちょっと長い。１週間
入院してポックリ逝くのが
僕の理想です。

のか。「あれ、これ、それ」
はまだ大丈夫、財布を一日
中捜している人もまだ大丈
夫。ところが出来事をすっ
かり忘れるのが認知症の物
忘れです。
例えばこのシンポジウム
から 帰宅し て どこに 行っ
｢
ていた の と
どこ
｣ 聞かれ ､｢
にも 行って いない と｣ 答え
たら こ､ れは病 気です 。大
体の方が 年｢のせいだ 言｣う
て診断が２，３年遅れる。
早期診断で発病がわかれ
ば 進
､ 行 を遅ら せるこ とが
できる。

認知症疾患医療センター
では、 頭の MRI
（磁 気共鳴
画像化装置）と脳の血液検
査をする。画像診断によっ
てアルツファイマーか、脳
血管性認知症か、レビー小
体型かを診断していく。ア
ルツファイマーであれば４

種類の薬があり、これを組
み合わせて１年ぐらい進行
を遅らすことができる。１
年遅らすと、本人も介護す
る家族も相当楽になります。
認知症予防のポイントを
まとめると、まず食事。野
菜、果物など体に良いもの
を食べましょう。
それ から週に ３回 ､ 分
から１時間、速歩で歩きま
しょう。
３番目に生活習慣病をきっ
ちり治しましょう。
４番目に１日 分以上、
家族か仲間と会話しましょ
う。
この４つを守ると認知症
になるリスクが ～ ％減
じます。（毎日新聞社、認
知症予防財団共催・富山市
等開催）
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年金湖北新聞第 号 か
ら転載しま した。健康 で
長生きする ためにいい 記
事があれば 送ってくだ さ
い。
皆さんに お知らせし て
いきたいと思っています。
三 橋

20

53

食事、歩行
会話で予防
プレーが終わりホット一息

10

も大事で
週に３回
分から１時間
す。 東
速歩で歩きましょう 京 オ リ ン
ピックま
では生きようというお年寄
りは結構多い。我が国の認
知症患者は予備軍も含めて
約８００万人。高齢者人口
の約３割を占める。認知症
は病気なので診断と治療が
必要です。
「あれ、これ、それ」ばか
り、言うお年寄りは専門外
来にきて診断を受けてほし
い。認知症の物忘れと加齢
による物忘れとどこが違う
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健康で生きるにはどうし
たら良いか。老化のはしり
は 歳ぐらいからです。老
化を見つけるポイントは、
握力の低下と歩くスピード
が遅くなること。
では、どう老化を予防し
たら いいの か。逆 に 歩
､く
ことです。長い距離を速歩
で歩くことが 歳から大事
なのです。
二つ目は魚、野菜、果物
など バラン ス良い 食事 ｡
年前、野菜ジュースを毎日
１本飲むと認知症になりに
くいという研究が出た。僕
らは無理だよと言ってきた
が、最近はどうも本当らし
いとわかってきた。
もう一つは社会活動です。
人と交わる参加型活動が大
事です。閉じこもりは良く
ない。１週間に２日以上は
家から出ることです。買い
物でも公民館活動でも何で
もいいから外に出てくださ
い。生きがいや夢を持つの
10
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認知症と向き合うシンポジュウム
どう予防する－基調報告からー

遠藤 英俊氏（国立長寿医療研究センター診療部長）
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