
9月4日（日） 13：30～15：30日時

場所 西郡公正館

「妊娠について
知っておきたいこと」

講師：塚原 紗耶（岡⼭医療センター産婦⼈科医師)

「もの忘れが気になったとき」
講師：浅野 直 (あさのクリニック院⻑)

講演１ 地域で見守る子育て

講演２ 高齢化と認知症

身近な医療を考える

主催： 西郡地区の絆を推進する会
山手公民館西郡分館、西郡自治会

協賛： アグリ元気岡山 農マル園芸 吉備路農園

これからの⼦育てと介護について 福祉委員 北村 美和⼦

平成28年度 総社市市民提案型事業 絆塾



総社市市民提案型事業                平成 28 年 9 月４日（日） 
絆塾  身近な医療を考える 

 
 

講演会「身近な医療を考える」 プログラム 
 
主  催： 西郡地区の絆を推進する会、山手公民館西郡分館、西郡自治会 
後  援： 総社市 
協  賛： 有限会社 アグリ元気岡山 農マル園芸 吉備路農園 
開催日時： 平成 28 年 9 月 4 日（日） 13:30～15:30 （受付開始 13:00～） 
開催場所： 総社市山手公民館西郡分館（公正館） 総社市西郡 857-1 

 
１ 開 会 13:30～ 

総合司会： 西郡地区の絆を推進する会（絆塾） 副会長 新谷 修 
主催者挨拶及び片岡市長からのメッセージ披露： 会長 板野 誠 

 
２ 講演会 13:35～ 
  司会： 絆塾 事務局長 劒持 堅志 
      講演会「身近な医療を考える」の趣旨について（5 分） 
 

報 告 これからの子育てと介護について（13:40～、10 分） 

講 師： 山手地区福祉委員 北村 美和子 氏（10 分） 

内 容： 子育て支援、高齢者介護など西郡地区の現状と課題についてお話をいただく。 

 

講演１ 地域で見守る子育て（13:50～、30 分） 

  講演名： 妊娠について知っておきたいこと 

  講 師： 塚原 紗耶 氏  岡山医療センター産婦人科 医師（絆塾幹事） 

  内 容： 妊娠中の薬の使用や生活で気になること、また最近話題の新型出生前診断に

ついて 

 

 

－ 休憩・準備（14:20、10 分）－ 

 

講演２ 高齢化と認知症（14:30～、30 分） 

  講演名： もの忘れが気になったとき 

  講 師： 浅野 直 氏  あさのクリニック院長 

内 容： 誰もが年を取り、誰もが心配になる「認知症」について、疫学、分類、特徴

的な症状や治療などおおまかに概説し、予防についての豆知識をお伝えします。

もの忘れが気になった時にふと思い出していただきたい内容です。 

 

3  講師の皆様との懇談（パネルディスカッション） 15:00～（25 分） 
進  行：   絆塾 副会長 新谷 修 
パネラー： 塚原 紗耶 氏、浅野 直 氏 

西郡自治会長 劒持 郁夫、福祉担当副会長 久保 和子、福祉委員 劒持 武子 
子供会 久保 道代、秋山 圭位子 
絆塾 会長 板野 誠、事務局長 劒持 堅志 

  内 容：  地域が直面している子育てや高齢化に伴う介護、医療問題等について、講師

の先生方とともに考える良い機会ですので、地域の皆様の積極的な発言や質問

を期待しています。 
また、自治会、絆塾等地域団体の役割と期待についても議論を深めたい。 

 

３ 開会 15:25～ 
西郡自治会長 劒持 郁夫 



 

これかからの子子育てと介介護につ

山手

ついて 

手地区福祉委委員 北村村 美和子 



 
 
 



「妊娠について知っておきたいこと」 

  岡山医療センター産婦人科 塚原 紗耶 

 

１．妊娠と薬 

  妊娠中の薬の使用 

  葉酸 

  漢方 

  予防接種 

 

 

２．妊娠中の生活、マイナートラブル 

  コーヒー 

  飲酒 

  喫煙 

  魚の摂取 

  生ハム・生肉とトキソプラズマ症 

  つわり 

  腹帯 

  授乳中の食事と赤ちゃんのアレルギーについて    など 

   

 

３．最近の話題 

  「新型出生前診断（無侵襲的出生前遺伝学的検査；NIPT）」について 

  日本では 2013 年から臨床研究として実施されています。 

  お母さんの血液を用いて、赤ちゃんの遺伝学的検査（染色体検査）を行います。 

  わかる異常は 21 トリソミー（ダウン症）、18 トリソミー、13 トリソミーですが、 

 この検査だけで確定診断はできないため、陽性の場合はさらなる検査が必要です。 

  現在は 60 カ所の施設で検査を受けることが可能です（岡山では岡山大学病院）が、 

 検査の対象となる妊婦さんは限定されています。 



講演 2 もの忘れが気になったとき 

 

2016 年 9 月 4 日 

身近な医療を考える＠山手公民館西郡分館 

あさのクリニック 浅野 直 

 

1. はじめに 

高齢化社会となり、認知症はますます重要な分野です。80 代の 3〜４割が認知症と言わ

れていますが、団塊の世代が 80 代半ばとなる約 20 年後は・・・オソロシイですね。 

そこで、私たち生活者一人ひとりが認知症に対する知識を深めていくことで、暮らしや

すい地域が育っていくものと信じています。 

ここ西郡の皆様は、地域力が非常に高くまさにこれからの社会を担っていくモデルにな

っていくのではないでしょうか？ 

本日一緒に勉強させていただくこと、大変楽しみにしておりました。拙いお話ですがよ

ろしくお願い致します。 

2. 認知症の原因はたくさんあり、アルツハイマー型認知症以外にも色々あります。 

もの忘れで一番有名なアルツハイマー型認知症だけでなく、幻覚や体調変化を来しやす

く、困りごとが頻発するレビー小体型認知症、人格変化や衝動性が特徴のピック病（前

頭側頭葉変性症の一つ）などを具体的に例を出しながらご紹介したいと思います。 

また、認知症の自然経過を知ることで、ご不安が軽減し、ご納得を促していけるよう図

示できるようにしています。 

認知症の症状のうち、もの忘れ（中核症状）は改善することが大変むずかしいと言われ

ていますが、困りごとの原因となることが多い幻覚、妄想、怒りっぽさ、徘徊などの周

辺症状（行動心理症状）については、関わり方の工夫（介護）と少量のお薬で十分にコ

ントロールできることがほとんどです。もちろん、困難な事例はありますが、もの忘れ

が気になった時の流れに即して対応してみましょう！ 

地域包括支援センターに相談に行く 

主治医の先生に相談してみる（コツがいります） 

もの忘れ外来にかかってみる（主治医が先ですよ！） 

認知症疾患医療センターなどの専門医療機関に紹介してもらう 

3. 認知症の予防についてはいくつかの知見がありますが、身近なものは 

運動 できれば週 2回以上 楽しみながら 

文化的な活動 麻雀、オセロ、楽器演奏、ダンスがオススメ 

カロリー摂り過ぎはマイナス要素 カロリー制限は効果あり！ 

野菜ジュース、果物ジュースは◯ 

赤ワイン良いと有名だが、飲み過ぎ注意 

地中海風料理が有名 和食も OK 糖質制限は賛否両論だが・・・ 

ココナッツオイル、エゴマオイルなどの脂質 

フェルガード類などのサプリメント 

4. 最後に 

西郡の皆様と力を合わせて素敵な地域づくりをしていけたらと思います。これからもよ

ろしくお願い致します。 

5. さあ、「手紙」で泣きましょう！ 
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歌詞のプリントアウトはご遠慮下さい。

手紙 ～親愛なる子供たちへ～ 歌詞

好評発売中／TECG-17／¥1,000（税込）／マキシシングル

こころのポストに届く手紙（うた）

1. 手紙 ～親愛なる子供たちへ～ 歌詞
   

原作詞：不詳／訳詞：角 智織／補足詞：樋口了一／作曲：樋口了一／ストリングス・アレンジ：本田優一郎

2. 手紙 ～親愛なる子供たちへ～ 歌詞（インストゥルメンタル）
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