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第 3167 例会

2019 年 12 月 03 日(火)
ホテル花城

◆例会プログラム

進行：会場監督 S.A.A

□開会点鐘
鹿討会長
□ロータリーソング斉唱
□四つのテスト
□ゲスト紹介
幹事
□本日のプログラム、メニュー
親睦委員会
□副会長の時間
鹿討会長
□慶祝
□クラブ総会 次年度役員選出
阿部会長エレクト
□幹事報告および委員会報告
幹事
□出席報告
出席委員会
□ニコニコ・ボックス
ニコニコ・ボックス委員会
□閉会点鐘
鹿討会長

◆幹事報告

幹 事

・第 7 回日台ロータリー親善会議 福岡大会のご案内
〔国際ロータリー第 2520 地区 ガバナー鈴木賢〕

◆今後のプログラム・その他の予定
12/10(火)ゲストスピーチ
北良株式会社 代表取締役社長 笠井 健 様
12/17(火)ゲストスピーチ
花巻市社会福祉協議会 会長

髙橋 照幸 様

12/24(火)Xmas 家族会
（ホテルグランシェール花巻）
18：00～ 親睦委員会
12/31(火)休会(年末休み：定款第 6 条)
1/7(火)慶祝・新年乾杯・クラブ協議会
(前期事業報告：職業/社会/国際/青少年)
1/14(火)内容未定

2019-2020年度
会 長：鹿討 康弘
幹 事：橋川 秀治
会長エレクト：阿部 一郎
例会日：毎週火曜日 12:30~13:30
会場：ホテル花城 0198-22-2333
事務局：〒025-0075 岩手県花巻市花城町10-27
花巻商工会議所内 0198-41-1133
Mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp
URL http//www.hanamaki-rc.com

◆3166 回 例会の概要
◆例会メニュー
鶏肉のフリット
～チキン南蛮風～

■副会長の時間（17/48）阿部一郎 君
今回初めて鹿討会長の代理を務め
させていただきます。今頃、鹿討
会長、橋川幹事、三田さん、吉田
君は台湾のクラブ例会にメーキャ
ップしているところだと思いま
す。土産話は、次週の例会の会長
の時間で披露していただく事とし
て、楽しみにしていただきたいと
思います。
私も台湾には今年 2 回行っておりますが、日本語もほ
とんど通じますし、日本人に対する感情も良好でした。
2020-2021 年度世界大会が台湾で行なわれます。花巻空
港より多数メンバーと参加したいと思いますのでよろし
くお願い致します。
さて、先週の木曜日に鹿討会長、橋川幹事、吉田君と一
緒に、石鳥谷町の清光学園さんにクリスマスツリーを寄
贈して参りました。三田さんも同行するはずでしたが、清
光学園が移転していたため、とうとう辿りつかずに 4 名
にて贈呈式・子ども達との写真撮影を行ないました。
その後、新築した施設内を見学させていただきました。
国の方針では、より家庭に近い環境で子どもを育ててい
くことを推進している為、入所児童全員に個室があり、プ
ライバシーを守れている事、高校を卒業する時期になる
と今後の生活を想定した自活訓練室があり、1 週間位そ
こで炊事、洗濯、掃除を一人で全部こなす練習をすること
など、今までより環境が随分良くなっていることを実感
しました。
しかしながら、運営には様々な課題があるようです。物
資の寄付はある程度支援が行き届いている様ですが、資
金面の応援が必要と感じました。
11/21(木)清光学園さんへ
クリスマスツリー贈呈

1/21(火)内容未定
1/28(火)市内 3ＲＣ合同新年会

こども達から、お礼
の言葉をもらいまし
た。

◆会員卓話

株式会社石神製作所 阿部一郎君

自社開発商品
「服薬支援装置と
配置支援装置」
◆服薬支援装置開発の背景
近年では、在宅服薬治療患者の服
薬忘れが、治療効果を低下させる
一因となっており、その改善と同
時に高齢者の見守りの必要性も叫
ばれている。
◆経緯
これらを改善する事を目的とし、群馬大学(現東北大学)
鈴木亮二先生のシーズを活用し、2012 年 10 月から 3 年
間、科学技術振興機構(ＪＳＴ)の復興促進予算を活用し、
産学連携による「花巻服薬支援プロジェクト」として「服
薬支援装置」(特許取得済)の開発を行った。
この開発においては、研究者、薬剤師の助言のもと、2 回
の高齢者モニタリング実験を経てエビデンスがしっかり
ととられ、販売時の強みとすることが出来た。
2015 年 4 月、テクノエイド協会の福祉用具(ＴＡＩＳコ
ード)ろ取得し「見守り機能付き服薬支援装置 ふっくん
®」として発売。
◆見守り機能付き服薬支援装置「ふっくん」特徴
服薬時間に一包化薬がオルゴール音と共に出てきて、服
薬を促します。時間を過ぎても服薬しない場合、支援者へ
電話連絡が行われ、飲み忘れ防止と見守りを行う事が出
来ます。(オプションとして連絡が欲しい時の「呼び出し
ボタン」・耳の不自由な方に知らせる「光るライト」があ
ります。)
◇配置支援装置設置の背景と経緯
国際福祉機器展等に服薬支援装置を展
示した際に、施設関係者から施設向け
の配薬支援装置のニーズが寄せられ
た。市場調査の結果グループホームで
は介護員が入所者 9 名の薬セットに多
大な時間を要し、さらに服薬解除作業
では「人違い」「拒薬」「取り違え」が
問題になっており、現場の人手不足に
も繋がっている。また、施設用配薬支援
装置は見当たらず開発意義を見出すこ
とが出来た。
◇開発
2017 年から服薬支援装置の技術を流用し配薬支援装置
の研究開発に取り組んだ。
◇配薬支援装置の特徴
施設においては、一包化薬の他、湿布薬や目薬等の個包装
薬の配薬も必要である。そのため薬剤収納ＢＯＸを個別
に備え、それぞれにＬＥＤによる案内機能を備えた。氏名
等は装置前面のタッチパネルで入力し、服薬時間は一人
当たり最大 14 回設定する事が可能。配薬記録は、データ
として蓄積され必要に応じＵＳＢポートより取り出しが
可能。
≪一包化薬≫反復分包(朝・昼・夕)剤を、薬剤ドラム 1 個
に約 3 週間分(60 包)収納可能
≪個包薬≫漢方薬・湿布薬・目薬等は薬剤収納ボックスに
収納
～以降、省略～
他、八田與一氏のお話も頂きました。
ありがとうございました。

◆出席報告
32 人中 11 人 出席

出席委員会

出席率

42.3％

前回修正 65.3％
メーキャップ
11/21（木）3RC 合同会長・幹事会
鹿討康弘君・橋川秀治君
11/21（木）清光学園ツリー贈呈式
鹿討康弘君・橋川秀治君・
阿部一郎君・吉田和洋君
11/23（土）～11/27（水）台湾視察
鹿討康弘君・橋川秀治君・
三田望君・吉田和洋君

■ニコニコ・ボックス紹介

ニコニコ・ボックス委員会

≪佐々木史昭君≫
先週末土・日の２日間、当社老若男女の有志 21 名が
集まって会津までバス旅行に行って参りました。仙台
サッポロビール園・岩沼の竹駒神社・あぶくま洞・会
津鶴ヶ城・磐梯熱海温泉・岳温泉の昼食など、とても
楽しく、社員との交流も深められました。
≪立花徳久君≫
阿部一郎君八面六臂の活躍御苦労様でした。私事です
が、40 年ぶりの引っ越しの真っ最中で私の今迄の人
生の垢がいっぱい出て来まして悩んでおります。稲田
宮司さんありがとうございます。
≪佐藤良介君≫
今年は花巻市にとって、平塚市との友好都市提携 35
周年十和田市との友好都市提携 30 周年の節目の年に
当たりました。お陰様で、11 月 9 日の十和田市との
友好都市提携 30 周年記念式典で 4 度の記念行事をす
べて終了する事ができました。今後とも友好都市との
絆をさらに深めて参りたいと思いますので、皆様のご
支援ご協力をよろしくお願い致します。
≪髙橋豊君≫
10 月から 1 週間ドイツ・フランスへ行き、ドイツの
ハノーバーで世界最大の農業機械の展示会を見学し
て来ました。フランスではクボタのトラクタ工場を見
学しました。パリではクリスマスの飾りつけが美し
く、観光は１日だけで少し残念でした。
≪阿部一郎君≫
本日は、鹿討会長台湾のため、代役を務めさせて頂き
ました。来年度何回も話す事になると思うと、気が重
くなってきました。
≪藤田勝敏君≫
鹿討会長、主力メンバーが台湾出張中ですが、無事例
会を終了することができました。皆様も御協力に感謝
致します。
ニコニコ・ボックスへの
ご協力ありがとうございました。
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