
 
 
 
 
 
 
 

第 1684 回例会  

平成 23 年 12 月 12 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．ゲスト紹介  

2010 年－2011 年度ＧＳＥ派遣団員 

              植田 真帆 様 

４．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 38 名 

  出席率 63.33％ 前回修正出席率 88.33％ 

 

５．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

皆さん、こんにちは。先週、地

区よりのメールで河内長野ＲＣ

の辻秀和さんという方がガバナ

ー・ノミニーに指名されたとお伝

えしました。既にノミニーだった

大阪狭山ＲＣの北中登氏がエレ

クトに任命されたので、その空席

を埋める人事とばかり思っていましたが、何とその翌

年の 2014-2015 年度のノミニーに選出されたとの事。

ということは、次のノミニーは未だ決まっていないと

いうことです。おまけにノミニー候補の辻さんは自分

の所属するクラブの理事会で、受諾を拒否されたとの

メールが届いています。地区の人事はまだまだ前途多

難のようです。 

今日は“くすり”についての豆知識をお話します。

今後も着実に上昇してくると予想されるのが､医療コ

スト.そして､問題となる医療コストを抑えるために

今大きな注目を集めているのがジェネリック医薬品

です。ジェネリック医薬品とは､新しく開発された先

発医薬品の特許が切れた後に作られる､効能･効果等

が新薬と同じ後発医薬品のことです｡莫大な研究開発

費はかからないため先発医薬品よりも安価に製造が

可能で､薬価も現状では先発医薬品に比べて 4 割～8

割安いといわれています｡厚生労働省が 2011 年 11 月

に発表した統計によると2009年度の国民医療費は36

兆 67億円に上り､2008 年度比では 1兆 1843 億円増加

となっています｡ジニネリック医薬品の普及が､医療ｺ

ｽﾄを抑制させることへと繋がる鍵の一つだともいえ

るでしょう｡しかし､現在、日本で売られている医薬品

の約 40％は特許が切れているものの、ジヱネリツク

医薬品のシェア率は 2010 年度でわずか 23％と米国｡

英国｡ドイツなどの 60～70％と比べてもかなり低く

なっています。この理由としては､品質や効果といっ

た信頼性に対する不安やＭＲ(医薬情報担当者)によ

る情報提供の少なさや副作用に関する情報蓄積の少

なさに対する医師の不安が払拭されていないことが

挙げられています。日本では薬を処方するとき､薬の

一般名ではなく商品名で処方されています｡患者にと

っては今まで商品名で先発医薬品を処方されてきた

ため、先発医薬品・先発医薬品メーカーに馴染みを持

ち､そのため違う商品名かつ先発医薬品よりも安価な

ジェネリック医薬品の品質に不安を抱いてしまうこ

とがあるようです｡もちろん､ジェネリック医薬品へ

の認知を高めるための広告･宣伝や大手製薬会社を筆

頭にＭＲによる情報対応の改善などにも力が注がれ

てきており､普及率も上昇していく可能性は非常に高

いといえます。 

高齢化に伴い今後も医療機関を利用し、医薬品を利

用する人間が増えていくことはもはや必然です。同時

に医療コストの問題からも､ジェネリック医薬品に関

わる機会も増えていくでしょう。ただ､知らない・わ

からないではなく､上手く情報を取り入れ､ジェネリ

ック医薬品について考えていくことが重要になって

くるのではないでしょうか。 

 
６．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

海南 RC 12 月 28 日(水)→12 月 23 日(金) 

18:30～ ロイヤルパインズホテル 

クリスマス家族例会 

1 月 11 日(水)→1月 11 日(水) 

 18:30～ 美登利 新年例会 

橋本・紀ノ川 RC 1 月 10 日(火)→1月 9日(月) 

17:30～ スイスホテル南海大阪 

新年家族例会 

○休会のお知らせ 
橋本・紀ノ川 RC 12 月 27 日(火) 1 月 3 日(火) 

 和歌山南 RC  12 月 30 日(水) 1 月 6 日(金) 
 海南 RC    1 月 4 日(水) 
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○米山奨学会・感謝状の贈呈     花田 宗弘君 
 
７．ゲスト卓話 2010 年－2011 年度ＧＳＥ派遣団員 

              植田 真帆 様 

 皆さん、こんにちは。本日

はお招きいただき、ありがと

うございます。4月16日から5

月14日まで、韓国・国際ロー

タリー第3720地区へ、第2640

地区のＧＳＥ派遣メンバーと

参加してきましたので、報告

させていただきます。 

 私は和歌山県教育委員会に勤務し、高校の体育教

諭を経て、現在は県のスポーツ振興に取り組んでい

ます。子供のときから、柔道をしており、講道館柔

道三段。そのほか、野球やサッカーなどのスポーツ

観戦、毎週スポーツクラブに通っています。 

韓国では、国や

地方のスポーツ政

策のほか、学校や

スポーツ関係施設

を訪問して、体育、

健康教育の授業を

見学しました。詳

細はプロジェクタ

ーの写真を見なが

らご説明させていただきます。 

今回、参加したＧＳＥメンバー５名は殆んどが教

育関係者で、韓国の教育現場をメインに職業研究交

換をしていまいりました。貴重な体験をさせていた

だき本当にありがとうございました。 

 

７.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1685 回例会 23 年 12 月 19 日(月) 
    海南商工会議所 12：30～ 
  会員卓話 箕嶋 利一君  那須 正志君  
 
 
 
 
 
 
 

 
○会員誕生日 
 ９日 阪口 洋一君   １７日 寺下  卓君 
１６日 田岡 郁敏君   

○奥様・旦那様誕生日 
 ６日 辻  倫子様   ２３日 宇恵 恭子様 

 ２７日 中西 尚子様 
○結婚記念日 
  ６日 前田 克仁君 

 

 

 
 
 
水の未来を見つめて 

 
最近のクラブ例会

で地元の中学生たち

が発表を行った際、

近くに座っていたロ

ータリアン仲間がひ

そひそと、「何だかす

ごい数の中学生だ

ね」と話すのを聞い

て、ヴァル・ジョン

ソンさんは思わず微

笑んでしまいました。 
中学生たちは、

2007 年にジョンソ

ンさんが設立した非

営利団体について発

表していたからです。

ジョンソンさんが設立した団体「H2O for Life」は、

米国の学校と発展途上国の学校をつなぎ、きれいな水

や衛生設備を提供する活動を支援しています。例えば、

ミネソタ州ニューブライトンのハイビュー中学校の

生徒は、ケニアでのダム建設資金のために、1 万 3,000
ドルを集めました。同団体はまた、発展途上国の子ど

もたちが毎日行っている水汲みの苦労を理解するた

めに、アメリカの子どもたちが実際に何マイルも歩く

「ウォーター・ウォーク」という活動など、募金のた

めのさまざまな活動を行っています。 
これまで活動に参加した生徒たちは、26 カ国での

学校支援プロジェクトのため、総額 100 万ドルを集

めました。それぞれのプロジェクトは、生徒たちが集

めた資金と同額を、プロジェクトを実施する非営利組

織が上乗せして寄付することになっています。 
5 月、H2O for Life は、水と衛生設備のロータリア

ン行動グループ、P&G 社、アフリケアと協力し、試

験的プロジェクトを立ち上げました。また、教師が水

について生徒に教え、プロジェクトを実施する国の文

化を伝えるための教育なども行っています。  
ジョンソンさんは、団体の活動について次のように

話します。「私たちの活動は、発展途上国の人々を支

援するだけでなく、プロジェクトに参加しているアメ

リカの中学生にも大きな影響を与えています。誰かの

命を救うことができたと感じることで、将来、彼らは

人道的活動を積極的に行い、立派なロータリアンとな

れるでしょう」 
 
 
 
世界平和は地域、家族から始まります！ 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


