
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OＦ TAKATSUKI 国際ロータリー 第２６６０地区 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 浜田厚男 幹事 橋本憲治 クラブ運営委員長 馬渕晴彦 会報担当副委員長 藤田貴子 

１２月は疾病予防と治療月間 

 
 

◎ 国歌･･･・君が代 

◎ ソング･･･奉仕の理想 

◎ 誕生・結婚・入会記念月御祝 

◎ 創業記念月御祝 

 ◎ 年次総会 

 ◎ 卓話・・・早川 博之君 

   「最近の不祥事や不正について思うこと」 

 ◎ 例会前の行事 

    12 月度定例理事会 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3099 回 本日（12/6）の例会 

（1/20）の例会 

 
◎ ソング････四つのテスト 

 ◎  卓話  山口 誠 

 ◎ 例会後の行事 

    第１回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3100 回 次週（12/13）の例会 

No.21  2017 年 12 月 6 日発行 

 イアン H.S. ライズリー RI 会長 

 

 

ＲＯＴＡＲＹ：ＭＡＫＩＮＧ Ａ ＤＩＦＦＥＲＥＮＣＥ～ロータリー：変化をもたらす 

 

◎11/22 出席報告 

  

高槻ロータリークラブ 
２０１７～２０１８ 

WEEKLY BULLETIN 

※12/20 → 12/23（土・祝）クリスマス家族例会 

        （於：ガーデンシティクラブ大阪） 

      17：30～ 例会 

      17：45～20：00 忘年家族例会 

12 月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

  松下 喜八郎君   稲富 博文 君 

伊藤 智秋 君   藤松 功治 君   

 

◎結婚記念 

  松下喜八郎・節子御夫妻     56 周年 

  川面 智義・晶子御夫妻     50 周年 

  藤松 功治・美奈子御夫妻    24 周年 

  小阪 大輔・由里子御夫妻     8 周年 

 

◎入会記念 

  川畑 孝彦君          15 周年 

  西澤 直紀君           2 周年 

  
12 月度 創業記念月御祝 

 

 篠原 光子君  大阪歯科大学 

         Ｍ44.12      106 周年 

 西澤 直紀君  野村證券㈱ 

         Ｔ14.12.25     92 周年 

 橋本 憲治君  壽酒造㈱ 

        Ｓ26.12（創業 1822 年）66 周年 

 倉本  進君  ㈱くらもと 

         Ｓ40.12.15     52 周年 

 羽根田茂子君  羽根田司法書士事務所 

         Ｓ47.12       45 周年 

 西田 直弘君  ㈱西田本店 

         Ｈ2.12.12      27 周年 

 山室 匡史君  山室・岡田法律事務所 

         Ｈ27.12       2 周年 

会員数 出席者数 出席率 

  54 名 42 名 82.35 ％ 

前々回例会補正後出席率   94.23 ％ 

但し、 Mup 4 名   欠席者 3 名 

出席規定適用免除有資格者  2 名 
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◎幹事報告 

・次々週（12/6）総会開催のご案内をポケットに入れ

ておりますのでよろしくお願いいたします。 

・ガバナーより茨木ロータリークラブ会員、簡 仁一

氏が 2020～2021年度国際ロータリー第 2660地区ガ

バナー候補者に指名された旨、連絡がございました。 

先々週（11/22）の例会から 

◎ビジター・ゲスト           計 0 名 

 

〇高槻ＲＣ未来塾            藤井 敏雄 

先週もご通知いたしました通り、第 33 回川淵三郎杯 

決勝戦が明日ございます。 

日  時 平成 29年 11 月 23 日(木祝）14：30 頃 

場 所 高槻市立総合スポーツセンター青少年 

運動広場他 

 16：00から表彰式があり浜田会長より優勝、準優勝の

チームへの副賞授与が行われますので、是非決勝戦の

観戦も含めご参加頂きますようお願いいたします。 

 

◎卓話   

「健康のコスト」       山口 誠 

 
 国民全員に大なり小なり関係があります医療保険と
介護保険が、2018 年度に改定されます。 医療保険は 2

年に 1 回、介護保険は 3 年に 1 回改訂され、来年度は両
方が同時に改訂される年になります。 

 現在国家予算が 97 兆円に対し、国民医療費はおよそ
41 兆円で、国家予算の 4 割余りにも相当する額ですが、
その内訳をみますと、4 割が国・地方の負担で 16 兆円、
5 割が個人や企業からの保険料で 20 兆円、1 割が患者負
担で 5 兆円になっています。 即ち国家予算の 17％ほ
どが、国民医療として使われます。 

 医療費は毎年増加しています。 平均寿命が延びて医
療を必要とする年齢層が増加しますから、当然の事で
す。 75 歳以上の人口は全人口の 13％ですが、その年
齢層の使う医療費は、全体の 30％を越えています。 

昭和 22 年から 24 年生まれの団塊の世代が 75 歳以上
になる 2025 年（今から 8 年後）には、医療や介護の需
要が増大して医療費は 1.5 倍、介護費は 2.4 倍と歳出は
増加し、一方労働人口が減少するために歳入は減少しま
す。 この傾向は 2025 年になって突然襲ってくるもの
ではなく、今も着実に、しかも加速度的に勢いを増しな
がら、進行しています。 

 それを解決し医療サービスの質を保つためには、限ら
れた医療資源（経済的並びに人的）に配慮しつつ、サー
ビス提供体制をより効率的・効果的なものに転換してい
くことが、必要です。 

そのために医療費や医療資源の効率的な利用の仕方
が、考えられています。 基本的には第一に「無駄を省
く」こと、そして「コストパーフォーマンス」の導入で
しょう。  

 

Choosing Wisely 

 無駄な検査や治療を行わないことがとがそれにあた
ります。 とりあえずの検査、念のため投薬をへらす。 
→ 検査による障害、薬害の減少。 

多すぎる処方薬や複数の医療機関での検査や処方へ
の対処。 

ジェネリックの使用。オーソライズド・ジェネリック 

 

訴訟を避けるために行われる行為を、如何に減らす
か。 公の機関でガイドラインを作成することで、保
護される必要がある。 

入院費 

医療費の内訳をみますと、入院医療費がその 1/3 を
占めています。 

 そこでまず入院医療を縮小して在宅医療へ移すこと
で、入院医療費を削減することを可能にしようとして
います。 

地域包括ケアシステム ： 患者：自宅・サ高住など 
＋ かかりつけ医・地域の連携病院 ＋ 在宅系サー
ビス（訪問介護・訪問看護・通所介護など）・ 

施設・居住系サービス（介護老人福祉施設・介護老人
保健施設など）＋老人クラブ・自治会・ボランティア 

◎委員会報告 

〇クラブ運営委員会           入谷 治夫 
 クリスマス家族例会が開催されます。井前会員のお嬢
様姉妹によるピアノ、ヴァイオリンの演奏、豪華賞品
を用意したビンゴゲームも企画しておりますので、ご
家族お誘いあわせのうえご参加頂きますようよろし
くお願いいたします。 

  【日 時】2017年 12月 23 日（土祝） 
        例  会   17：30～ 
        クリスマス会 17：45～20：00 
  【場 所】ガーデンシティクラブ大阪 
       〒530-0001 
        大阪市北区梅田 2-5-25 

 ハービス OSAKA ６階 
TEL:06-6343-7770 

http://www.gcco.jp/ 
  【会 費】会 員  ￥17,000- 
       会員家族 ￥12,000- 
       子供（小学生まで）￥5,000- 
 

◎会長の時間   
先日飛行機の中でまだ公開していないのに映画「スパ

イダーマンホームカミング」を観ました。そのなかにニ
ューヨークのマンハッタンとスタテン島を結ぶフェリ
ーが出て来てその船でスパイダーマンが闘うシーンが
あり船が真っ二つになります。 
実はそのフェリーに 6月に国際大会に行く途中立ち寄

った時、我々高槻ロータリー一行はオレンジゴスペルの
主宰者の内木さんの案内で乗り自由の女神を観てスタ
テン島にあるヤンキーズの２軍球場に行きました。とて
も心に残る旅でした。 
この旅行はニューヨーク、アトランタ、サンフランシ

スコ、ナパと巡り大変思い出深い国際大会となりまし
た。来年もまたトロントで開催されます。本会議が 6/24
に開催されます。今のところトロント カナディアンロ
ーキー ナイヤガラと廻りたいと思っています。 
私もタイ、韓国、アトランタといきましたが、いずれ

も思い出残る国際大会でした。 
今回のトロント大会、皆さんご一緒しませんか？登録

料は 12/15までなら 345ドル。それを過ぎると 85ドル
〜150 ドルあがりますので、12/6 までに第 1回目募集し
ます。よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

◎End Polio Now 

  2016-2017 年度 高槻ロータリークラブ 

 

◎ロータリー財団 地区奉仕賞 

     生駒 俊雄 君 

     岩井 祐造 君 

http://www.gcco.jp/


   

 

 

 

 

 

 

２日目は皆さんも参加されましたように室山哲也 

NHK解説委員による「未来へ 人類と人工知能」の講演を

聞き、終了後には、橋本幹事のお世話で非常に美味しい は

まぐり料理を食べに行き、楽しい２日間となりましたこ

と、ご報告いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 

・ 娘も順調に成長しています。        井前君 

・卓話を聞いていただいて有難うございました。山口君 

 

         本日の合計  ￥  10,000- 
       7/1 よりの累計   ￥ 1,144,000- 

  

◎R 財団への寄付 

 生駒 俊雄君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥10,000- 

 大木 城司君 ￥5,000-  

 

         本日の合計 ￥  20,000- 
       7/1 よりの累計  ￥ 540,000- 

           一人当たり平均 ＄92.88 

 

◎米山奨学会への寄付 

 浜田 厚男君 ￥5,000- 橋本 憲治君 ￥5,000- 

 生駒 俊雄君 ￥5,000-（第 7回米山功労を頂いて） 

 

         本日の合計 ￥ 15,000- 
       7/1 よりの累計 ￥ 362,500- 
         会員より ￥235,000- 
         ｸﾗﾌﾞより ￥127,500- 

           一人当たり平均 ￥7,108- 

 

 

 

 

 

 

など で成り立ちます。 

30 万人の療養の受け皿を増やすことを目指すこ

とになりますが、現状はマンパワー不足（介護の仕

事に就く人が不足）、人件費不足（介護報酬を下げよ

うとしている）があって、早急に改善される見込み

は薄い。 
更には医療職の労働環境が劣悪であることが、今

後問題になる。 入院を縮小して地域に患者さんを
返すことを考えているが、そのために医療保険制度
ではかかりつけ医（開業医）に「24 時間懇切丁寧な
対応」を要求している。 また医療法では「応招の
義務」を課していて、完全に労働基準法の外に置か
れている。 多くの病院群が整備されたこの時代に、
前近代的な状態で放置されている。 この状態が解
決されなければ、地域包括ケアシステムは完成しな
いであろう。 

 

NICE （ National Institute for Health and Care 

Excellence 英国立医療技術評価機構） ナイス 

 医療改革の一環として 1999 年に設立。 疾患の適
切な治療方針を示す公的ガイドラインを作成した
り、新薬の公的医療での使用推奨の可否を決める。 

 

QALY（Quality Adjusted Life Year 質調整生存年） 
クオリー 

  薬の効果は、薬の服用で伸びた余命の長さだけでな
く、生活の質も考慮するべき、という考えに基づく。
１QALY]は「完全な状態で１年間余命が伸びる」こ
とを示す。 コストパフォーマンスの導入 

 

NICEは従来薬と比較して、新薬のコスト増が「1QALY

あたり２万～３万ポンド（約 280 万～420 万円）以
内」であることを、公的医療での推奨条件とする。 
ただし末期がんなど余命が限られている患者の終末
期医療は「5 万ポンド（約 700 万円）」まで緩めてお
り、オブヂーボはこのケースに該当する。 

 タミフルやハーボニーに対する考え方。 

 

先日発表された日本版の評価基準 ： 1 年間完全
に健康な状態で延命できる治療の費用 500 万円。  
新型がん治療薬 オブジーボ、C 型肝炎治療薬  

ハーボニーなど。 

 

 

◎地区大会報告            浜田 厚男 

 

11月 10日～11月 11日と開催された地区大会に参加し

てまいりました。 

NHK ホールで開催された大会１日目についてご報告

いたします。 

会長・幹事部門の文科会に参加し、米山親善大使講

話を拝聴しました。20 年前に米山奨学生として日本に

来て、中国からの仕送りと米山奨学からの寄付により

有効な学びの時間を過ごせたお蔭で今があると、とて

も感謝されていました。卒業生した方、事業で成功さ

れた方は皆、日本を好み、米山に寄付をして受けた恩

を返しているという非常に良い話に感銘を受けまし

た。 

また、RI 会長代理御夫妻歓迎晩餐会へも出席致しま

した。宮川彬良さん、ダイナマイトしゃかりきサーカ

スによるアメージンググレースを聞き、先日のオレンジ

ゴスペルとは違った歌声を楽しませてもらいました。 

 

 

 

ガーベラ 

 （神秘） 

ミニカーネーション 

 （集団美） 

 


