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会長 那須 範満 

 

皆さん こんばんは。 

 

   本日はお客様として宝塚武庫川ロータリー

クラブの会員で、宝塚市薬剤師会の畑世剛様を

お迎えしています。 

この後の卓話を楽しみにしています。よろし

くお願い致します。同じく宝塚武庫川ロータリ

ークラブから水谷重康様もお見えです。どうか

ごゆっくりご歓談ください。 

先々週、先週と２回続けての移動例会でした。

池田会員と阪上会員には大変お世話になりあ

りがとうございました。お陰様で楽しい例会と

なりました。 

さて、今日は「点鐘」についてお話をしたい

と思います。日本のロータリーの会合では必ず

「点鐘」で始まり「点鐘」で終わります。 

この「点鐘」がいつ頃から始まったのか、な

ぜ「鐘」なのか、ずっと疑問に思っていました。 

 インターネットで調べてみますと、何人かの

会長さんが会長の時間に「点鐘」についてお話

をされていました。 

その内容を要約しますと「①『点鐘』は日本

独特のものである。②1920年頃東京クラブが

使ったのが始まりとの説があるが確かではな

い。③なぜ鐘なのかについてはいろいろな説が

あるがはっきりしない。」となります。 

私が興味深く思うのは、この「点鐘」が日本

中のロータリークラブで統一されていること

です。 

今、日本のロータリーと世界のロータリーで

考え方の違いが問題となっていますが、この

「点鐘」が良かれ悪しかれ日本のロータリーを

象徴しているように思います。 

 

 

 

卓 話 

宝塚市薬剤師協会 畑 世剛会長 

 

以前の薬局（薬局バージョン 1.0）は、地域で一

目置かれる存在でした。 

薬学は医薬品に限らず、身の周りすべての科学物

質を対象とする学問です。化粧品、洗剤、食品添加
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物から環境汚染物質までも幅広くカバーしている

薬剤師は、「街の科学者」と言われ、薬剤師が常駐

する薬局はよろず相談所として役割をはたしてい

ました。 

また、特に戦前は医療機関が少なく、国民皆保険

制度も整備されておらず、医者に診てもらうことは

庶民に大きな経済的負担を強いることでした。薬局

はいつでもアクセスでき、無料で相談にのってくれ

るとても頼れる存在だったのです。 

戦後、GHQはアメリカの制度に近い医薬分業新し

い制度を導入しようとしました。 

患者は医師から処方せんを発行してもらい、薬局

で調剤してもらい薬を受け取る。医師と薬剤師の責

任を明らかにして分業する制度が医薬分業です。 

そして、1951 年 3 月、厚生省は「医師法、歯科

医師法及び薬事法の一部を改正する法律案」を国会

に提出しました。これがいわゆる「医薬分業法」で

す。 

また、国民皆保険が導入されたのもこの頃です。

ただ院外処方は遅々として進みませんでした。 

しかし 1974 年診療報酬の改定によって処方せん

料が 100円から 500円に引き上げられました。この

年が「医薬分業元年」といわれるように、医薬分業

にはずみがつくことになります。 

院外に処方せんを発行する医療機関が増えると、

そこに新しいビジネスが生まれました。それが「調

剤薬局」（薬局 2.0）です。 

医療機関に隣接して調剤薬局を建てれば、医療機

関が存続する限り処方せんを得ることができます。 

処方せん通りに調剤することが中心で、昔の薬局の

ように患者の病状を聞いて薬を出したり生活の相

談にのったりなどの薬学的なスキルが後回しにな

ってしまう薬局も多く生んでしまいました。 

しかも国は医薬分業を進展させるために調剤報

酬を手厚くしたため、多くの経営者が「調剤薬局ビ

ジネス」に参入しました。 

しかし近年、医療機関としての調剤薬局のあり方

を疑問視する声も出ています。それは「調剤薬局は

ただ薬をもらうところ」という認識が国民の間に広

がってしまったからです。 

調剤薬局は元々、薬剤師の職能を発揮して患者さ

んの利益に貢献することを期待されていました。 

服薬指導や薬の飲み合わせ、健康相談など、地域

住民が気軽に訪れることができる「健康のカウンセ

ラー」としての役割です。 

調剤薬局は、処方せん調剤に偏った経営方針から

の脱却を国からも求められています。それは、昔の

薬局のように「かかりつけ薬剤師」として地域住民

の健康アドバイザーとして頼られる存在です。 

薬剤師は「薬剤師ならでは」の仕事をして、地域

医療に貢献しなければなりません。 

これからの超高齢化社会に対応するために必要

な「地域包括システム」「地域完結型医療」を構築

するために欠かせない薬局（薬局 3.0）は、薬剤師

のスキルである「薬のプロフェッショナル」として

の能力を今まで以上に発揮し、患者に貢献すること

が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○水谷 重康 様（宝塚武庫川 RC） 

 規定審議会で、貴クラブの案件が採択されている

のを拝見し、クラブの活性の大きさに感心し まし

た。今後さらにご発展されます事を祈念致します。 

○畑 世剛 様（宝塚武庫川 RC） 

 本日はお招きいただきありがとうございます。と

ても緊張していますが、水谷先生のお顔を拝見し、

さらに緊張が深まりました。 

 よろしくお願いいたします。 

○大門 美智子 君 

 水谷様、畑様、ようこそおこし下さいました。卓

話楽しみに聞かせていただきます。 

 先週は楽しいほたる鑑賞会、阪上会員ありがとう

ございました。たくさんのピザを用意していただき

感謝です。 

○木本 玲子 君 

 先週は阪上邸での移動例会、とても楽しかったで

す。来年も楽しみにしていますので、宜しく お願

ニニココニニココ箱箱  
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い致します。阪上会員のご家族にはいつも感謝です。 

○大西 利哉 君 

 あー 60才・・・・。 厄除けにニコニコ 

○槙野 稔 君 

 水谷さん、畑さんようこそ、ニコニコ。 

○石原 正裕 君 

 池田さん、阪上さん、先週先々の移動例会ありが

とうございました。 

○細川 洋一 君 

 今日で、達成しました。ニコニコ 

○前田 正明 君 

 畑様 本日は卓話宜しくお願い申し上げます。 

阪上様、先日はお世話になりました。 

水谷様、ようこそお越し頂きました。ごゆっくりお

すごし下さい。 

○川添 裕照 君 

 ①先週の移動例会では、阪上家の皆様、お手伝い

の皆様お世話になり有難うございました。 

 ②本日の卓話、畑講師宜しくお願いいたします。 

○竹原 善記 君 

武庫川 RC 水谷様 ようこそ！ 

 

 

 

□ソング 

 「君が代」「Be a Rotarian」       

馬場 和代 会員 

□お客様 

 水谷 重康 様（宝塚武庫川 RC） 

 畑 世剛 様 宝塚市薬剤師会会長（  〃  ） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 2 32 26  81.25 

前々回 

5/18 
34 2 32 28 2 93.75 

 

□幹事報告 

6月22日（水）の年度末会務報告では、役員及び各

委員会の委員長より２分程度の 

 報告をお願い致します。 

 

理事役員会 

出席者：那須、山本、川添、田村、木本、野木、草

野、馬場、小山 

① 「事務所移転検討委員会」の委員には会長経験

者を含め5名程度の人選をいたし、後日発表します。 

② 6月29日（水）の最終例会は宝塚ホテル屋上の

ビヤガーデンにて移動例会致します。 

  

6月誕生日の大西会員、田中会員そして芝池 次期

幹事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

週週間間報報告告  

ホームページ 

http://www.tknakarc.com 

事務所 ＦＡＸ番号   0797-83-1110 

事務所 Ｅ－メール  tknaka@tknakarc.com 

 一口コラム 

 千葉県水産総合研究センターと民間企

業などが、魚のおいしさの指標とされる

「脂肪含量」を迅速に測定できる機器を

開発しました。 

魚に軽く押し当てるだけで測れるのが

特徴で、水産業の現場で利用が広がって

います。 

魚の脂肪含量は味に影響するほか、価

格や加工の用途の判断基準にもなります

が、かつては「目利き」に頼っていまし

た。 

機器を魚に軽く押し当てると１０秒以

内に脂肪含量が表示されるそうです。 

いよいよ魚も科学でおいしく食べられ

そうです。 
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