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12月 3日 認知症サポーター
養成講座（時間延長）
12月10日 卓話 村岡武仁会員
マイナンバー制度について
12月17日 血液センター見学
（例会場・時間変更）
12月26日 年次総会
次年度役員発表
クリスマス例会
（日程・時間変更）

関口 和夫会長

皆さん、こんばんは。本日も、ご出席ありがとうございます。
地区大会には多くの方にご出席頂き、ありがとうございます。クラブ
紹介の時間には、会員の皆さんの元気な声で激励をして頂き感激しま
した。地区に出向されている、皆さんお疲れ様でした。認知症につい
ての講演、パネルディスカッションと一般の市民の方も参加してのフ
ォーラムでした。また11月13日には、ボトルキャップ回収について広
報委員会、社会奉仕会、会長、幹事合同での委員会がありました。
さて、今日はボジョレーヌヴォーの解禁日です。ウィキペディアに
よりますとボジョレーヌヴォーとは、フランスのブルゴーニュ地方南
部に隣接する丘陵地帯のボジョレーで生産されるヌヴォー（試飲新酒
）仕様の赤ワインのことです。試飲新酒の為、通常のワインが出来上
がるより早く試飲できなければなりません。この為ヌヴォー用ボジョ
レーは、ブドウが収穫されたら速やかに醸造してボトル詰めして収穫
したその年に出荷を済ませます。ワインとしては、ヌヴォー使用で軽
い仕上がりの赤ワインです。
それぞれの国の現地時間で、11月の第3木曜日の午前0時に一般への
販売が解禁されます。日本は時差の関係から先進国の中で、最も早く
解禁されます。この時の為に、ワインとしては例外的に空輸されます
。24時間営業のスーパーやレストラン、バーなどでは午前0時になった
瞬間に販売を始めるところもあります。ヌヴォーは、もともとは、農
民が収穫を祝ったことから始まったようです。本格的な輸出が始まっ
たのは1968年からで、当初は11月15日でしたが、1984年から11月の
第3木曜日に改められました。解禁日が設けられた理由として各メーカ
ーがどこよりも早くヌヴォーを出荷して売上を稼ごうと競い合ってい
たので、それがエスカレートしてワインとして十分出来上がっていな
いものが出回るようになってしまったことによります。日本への空輸
は、1976年（昭和51年）に開始されました。1980年代後半のバブル
景気により、大きなブームとなりました。バブル崩壊後ブームは終わ
りましたが1997年（平成9年）頃から再びブームとなっています。
ワインとしては、独特の製造方法の為、わずかながら炭酸ガスを含
有するのと、少ない酸とタンニンにより独特の清涼感を感じさせるワ
インです。また、特有の苦味が有り、色は薄く口当たりの柔らかいワ
インです。ボジョレーヌヴォーは熟成しない状態で出荷されるため、
長期保存できないので年内に消化することがすすめられます。
皆さん、今日は春日会員の歓迎会があります。今晩味わってみては
いかがでしょうか。以上を持ちました、会長挨拶とさせて頂きます。
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◆地区広報部門からのご
案内です。11月14・15日の
地区大会を終え、広報部門
としてロータリークラブの
公共イメージと認知度の向
上をテーマに活動しました。
地区ＨＰに井原ガバナーのインタビュー動画がでてい
ます。ぜひご覧くださいということです。なお地区大会で
の認知症セミナー・パネルディスカッションの模様が、
本日夕刻テレビ埼玉で放映されたそうです。
◆新春賀詞交歓会が１月７日（木）から開催ということ
でご案内がきております。皆様の参加をお願いいたしま
す。
◆26日（木）夜に会長会が行われます。参加予定の方々
にはＦＡＸを送信しましたが、時間の変更があり19:30
からでお願いします。場所は恵比寿亭です。
よろしくお願
いいたします。
◆次週は25日（水）、合同例会になり、主幹は当クラブに
なります。井原ガバナーの卓話をメインに、島村市長に
ご挨拶をしていただきます。皆さまご出席のほどよろしく
お願いいたします。
◆来年度のソウル国際大会ですが、上尾ＲＣとしての親
睦旅行としては5月27日〜29日の３日間で企画するこ
とになりました。皆さまご参加のほどよろしくお願いいた
します。

結婚記念日
尾花正明会員
お誕生日
武重秀雄会員
長沼大策会員

おめでとうございます！

名取 勝会員
おめでとうございます！
尾花正明会員
坂本忠光会員

名取 勝会員

武重 秀雄会員
本日83歳の誕生祝いをしていただきました。1932年
11月1日、信州長野県の佐久で生まれ、高校まで地元に
いて、東京にでて、埼玉に来てから43年になります。昨
年体調を崩しましたが、
また元気にロータリーライフを
楽しませていただいております。今後ともよろしくお願い
いたします。
尾花 正明会員
結婚＆誕生祝い ありがとうございます。64歳になり、
本日は結婚についてお話ししたいと思います。30歳で結
婚しました。私の親と家内の親が一緒に働いていたこと
があり、二人を会わせてみようとなったのがきっかけで
す。結婚式場はホテルオークラで、新婚旅行は山陰山陽
地方に車で行きました。先日の地区大会では井上先輩
が表彰されましたが、ロータリーで皆さんとのおつきあ
いをこれからも大切にしていきたいと思います。ありがと
うございました。

委員長報告
親睦活動委員会 宇多村海児委員長
本日例会後に、洋食酒場
ペネロペで春日会員の新
会員歓迎会を開催します。
春日さんと親睦を深める楽
しい歓迎会にできたらと思
います。
よろしくお願いいた
します。

名取 勝会員
今月は結婚と誕生の両方です。75歳になるところです。
後期高齢者になるわけです。運転免許証の更新では高
齢者講習をして、ボケや五感の検査をしました。一緒にい
た人の中では実際の運転で少しおぼつかない人も見受
けました。自分の運転は変わらないつもりですが、
もし
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道府県別の分業率では福井県が最も低く40.7％、我が
埼玉県は70.8％となっています。昨今取りざたされてい
る社会保障費ですが、年々増加をしており、団塊の世代
が65歳をむかえる本年2015年では先日40兆円を超え
たとの報道があります。団塊の世代が75歳をむかえる
2025年には更なる上昇が予想されています。
長沼 大策会員
それでは弊社のプロフィールです。株式会社あさひ調
藤村幹事や門崎会員と同じ年齢で48歳になりました。 剤、設立は1981年、店舗数は113店舗となっています。
クラブではおかげさまで入会して３年が経ちました。
こ
北は福島県会津若松市、南は静岡県藤枝市までです。
れからも続けさせていただければと思っています。本日
調剤薬局として我々は4つのお約束をしております。
はお祝いをいただきましてありがとうございました。
1）
「安心安全な薬局」では間違ったお薬をお渡ししない
事（過誤対策）、薬剤師の教育を行い、質の高い業務を
坂本 忠光会員
行う事。
お誕生祝いをいただきありがとうございました。昨年
2）
「快適な薬局」では待合室設備への配慮や最新の調
10月に皆様のお仲間入りをさせていただいたので、入
剤機器の設置。
会して１年経ったんだなぁと感じました。
まだまだいろい
3）
「地域・社会に貢献する薬局」では在宅医療、ジェネリ
ろとわからないことだらけですので、いろいろと教えてい
ック医薬品の使用促進、災害対策等。
ただければと思います。
よろしくお願いいたします。ありが
4）
「進化する薬局」では電子お薬手帳アプリの開発等
とうございました。
を行っております。過誤対策では薬剤師のノウハウを蓄
積した調剤業務マニュアルを作成し常にブラッシュアッ
例会主題 新会員卓話
プする事で調剤の質と安全性を確保しています。
また患
者様の薬の服用履歴を入力する電子薬歴といわれるソ
春日 孝文会員
フトをメーカーと共同開発し、薬剤師の知識と経験に加
本日、初卓話の春日です。
えて、服薬中の体調変化や同時に他の薬を飲んでいる
仕事であります調剤薬局
か併用薬の有無などを確認し、質の高い業務の実現を
についてお話をさせて頂き
しています。携帯用端末（PDA）を用いた調剤過誤防止
ます。
システムを使用しています。
こちらは処方箋に記載され
調剤薬局とは、医師の処
た処方薬データを電子化しスマートフォンのような携帯
方箋に基づき、薬剤師がお
用端末へデータを送り、薬の棚に記載されたバーコー
薬を調合し、患者様にお薬をお渡しします。安全に、安
ドと照合する事により、他の薬を間違ってお渡ししない
心して服用できるようにお薬について飲み方や使い方
システムです。薬剤師研修は患者様のニーズにお応えで
を説明したり、相談に応じたりすることを主な仕事とし
きるようなステージにあわせた研修体制を整えています
ています。昔は、お薬は病院や診療所で調合し、お渡し
。待合室設備への配慮では患者様が快適にお過ごしし
していました。現在では、病院や診療所では処方箋を発
行し、お薬の調合やお渡しは調剤薬局で行うようになっ ていただけるよう、キッズルームの設置、お薬をお渡しす
る時のプライバシー確保の為パーテーションを設置、座
てきました。
これを「医薬分業」
と言い、厚生労働省は進
ってお話が出来るカウンターの設置やバリアフリー等を
めてきました。
行っています。続いて電子お薬手帳アプリについてです
医薬分業とは、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野
で業務分担し、
より安全で効果的な薬物療法を行うこと が、2012年4月より株式会社NTTドコモ様と共同開発
を目的としています。その目的ですが、大きく3つあり、1） を行い、無料公開しています。通常のお薬手帳は忘れた
り、紛失してしまう事があると思いますが、携帯電話のア
薬剤師からの服薬指導によるより質の高い医療サービ
スの提供。2）高齢化社会に向けてより安全な薬の利用。 プリであればその様な事を防止できると思われます。調
剤履歴をQRコードやフェリカで読み込み、本人以外の
3）過剰投与防止による、医療費の適正化です。
ご家族のデータも管理が可能であり、利便性が高いと
続いて現在、全国でどの程度医薬分業が進んでいる
また、当社ではお薬の写真が薬の袋に印
かですが、全国平均の分業率は67％に至っています。都 考えています。
かしたら他人から見たら少しおぼつかなく見えるのかも
しれないと感じました。先程関口会長からボジョレーヌ
ーボーの解禁のお話しがありましたが、いつまでも皆さ
んとお酒が飲めるよう気をつけながらいきたいなぁと思
います。ありがとうございました。

事者が連携をした災害対策メンバーに参加、
また避難
所での医療活動へ参加し被災により常用薬を失った方
への対応や24時間体制で緊急処方箋への対応を行い
ました。弊社グループは全国に展開をしている為、被災
していない地域より人的物的支援を行いました。
この貴
重な体験を含め、日常も緊急時も我々調剤薬局は地域
の皆様へ求められる業務を遂行し、
「かかりつけ薬剤師」
・
「かかりつけ薬局」
として機能してまいりたいと思います。

春日会員、卓話ありがとうございました！
末永くよろしくお願いいたします！

新会員歓迎会が開催されました
２０１5. 11. 19 於：洋食酒場ペネロペ

スマイル
関口会長／久保田副会長／藤村幹事／武重会員／大塚信郎会員／
小林会員／富永会員／齋藤重美会員／井上会員／萩原会員／
尾花会員／神田会員／渡邉会員／名取会員／大塚崇行会員／
齋藤博重会員／齋藤哲雄会員／宇多村会員／長沼会員／

斎藤修弘会員／北村会員／門崎会員／坂本会員／春日会員

親睦活動委員会 宇多村海児委員長
ボジョレーヌーヴォーの解禁日だったこともあり、春日
新会員を囲んで、
ワインで乾杯をしました。
春日会員、皆様、お疲れ様でした！
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刷されている薬袋を使用している為、飲み間違いや誤
飲に役立てていると考えています。
それでは今後の薬局のあり方ですが、薬局の開局時間
以外の夜中、休日等に体調変化や薬への疑問、不安が
あった場合にも薬局が対応できるように「24時間調剤
対応、24時間開局」
・
「土日の開局」や、今後需要が増加
する在宅への対応、他職種連携等に力を入れていきま
す。
また飲み忘れて残ってしまった薬（残薬）の管理も医
療費や患者負担の抑制、確実な薬物治療の効果を出せ
るように薬局は患者様の健康を取り戻す力になりたい
と思います。
それでは4年前の東北地方太平洋沖地震時のグループ
薬局の対応についてです。大規模停電と交通の寸断に
より、パソコンやテレビ、携帯・固定電話も使用不可とな
り、津波により店舗の調剤機器の被害、浸水による医薬
品の使用が不可となり、情報と物流の崩壊が発生をし
ました。我々薬局は医療機関であり、地域の患者様の健
康を支えるものです。災害時には医師、薬剤師、医療従

