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第 21 回例会

2012-13 年度 RI テーマ

内部卓話「私の履歴書」
板澤雅人 会員

奉仕を通じて平和を
RI 会長
田中作次
RI2830 地区ガバナー
松本康子
■例会・行事予定 ■
10 月 1 日（月）
理事会
内部卓話：「私の履歴書」
（上田勝会員）
10 月 8 日（月）
休会（体育の日）
10 月 13－14 日
地区大会（青森市）
10 月 15 日（月）
休会（地区大会と振替）

なかなか皆さんと一緒の
飲み会へ参加できずにおりま
したので、実質的な自己紹介
はこれが最初になるかと思い
ます。私は昭和 39 年に東京
で生まれました。昭和 30 年
代に両親が岩手県釜石市から、
何を思ったか東京へ出たんで
すね。はっきりした理由はわ
からないですが、私を生んで
から 1～2 年したらまた釜石
へ戻りました。というわけで
私は本籍は東京の新宿なんで
すけれど、そのあとずっと幼
稚園から高校まで岩手県の釜
石の育ちです。なぜ両親が数
年しか東京にいなかったのか
考えてみたのですが、今にし

て思えばたぶん東京タワー
の完成とか東京オリンピッ
クを見たかったんじゃなか
ったのかと思っています。
（笑）東京から釜石へ戻り、
幼稚園から高校まで過ごし

10 月 22 日（月）

ましたが、小学校の 3 年生
の時に急に星とか天体が好
きになりまして、どうして
も天体望遠鏡が欲しくなり、

11 月 12 日（月）

高額なものでしたから 3 年
間お金をためまして小学校

E 例会

6 年生の時に天体望遠鏡を
自力で手にいれました。そ

内部卓話：「私の履歴書」

の 3 年間、小学生なりに一
生けん命にノートを作って
宇宙や天体のことを勉強し
ました。望遠鏡で天体を見

内部卓話：「私の履歴書」
（岡本薫会員）
11 月 5 日（月）
内部卓話：「私の履歴書」
（角田睦子会員）
内部卓話：「私の履歴書」
（菊池勲会員
11 月 19 日（月）
11 月 26 日（月）
（北川綾子会員）
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ながら、将来は天文学者にな
りたいなと考えていました。
中学校、高校とバスケットボ
ールをしました。中学校では
朝から夕までバスケ三昧でし
たが、高校 1 年になって、あ
る日昼休み、進路指導室の大
学便覧で天文学部のある大学
を探しましたら、なんと東大
理学部にしかなくて、思わず
大学便覧を閉じまして、そこ
で夢をあきらめました。（笑）
高校では理系だったんです
が、数学も物理も得意でなく、
唯一化学だけが他に比べて嫌
いではなく、またどういうわ
けか薬の添付文書を隅から隅
まで読むのが結構好きでして、
もし可能ならそっち方面に行
こうかなとそちらの方面の大
学を目指しました。北海道の
現在は北海道医療大学と名前
が変わりましたが、当時の東
日本学園大学へ入りました。
留年もせず 4 年で卒業しまし
た。当時は男性は薬学部へ行
って卒業すると、製薬会社に
就職して MR(Medical
Representative 医療情報担当
者)になるのがほとんどとい
った時代でした。クラスメー
トはほとんど就職先がきまっ
ていましたが、私はふらふら
して決められずにいました。
メーカーとか病院ではなく薬
局にいきたいと漠然と考えて
いましたが、当時は男性で薬
局に就職するのは珍しかった
のです。本州に戻ろうと思い、
現在の会社に就職しまして青
森県で暮らすことになり現在

に至っています。こちらへ来
てから割と早く結婚しまして、
現在、高校三年と大学三年の
二人の息子がいます。お話し
できる生い立ちというのはそ
れくらいのことで、たいした
人生を歩んできていないので
すが、ロータリーとのかかわ
りでは、私の会社の町田社長
が「関場先生が新しいクラブ
を立ち上げるから手伝って来
なさい」と言われまして、会
社の一員として参加させてい
ただくことになりました。
あとは薬剤師の仕事をご紹
介させていただきたいと思い
ます。たぶん皆さんは、薬剤
師と聞くといったいどういう
仕事で何をやっているんだろ
うと、あまり詳しくご存知な
い方も多いと思います。基本
的に薬剤師の仕事は、調剤と
薬を供給して、その他の薬事
衛生、環境衛生をつかさどる
ことによって国民の公衆衛生
の向上に寄与する、簡単にい
いますと医薬品を通じて皆さ
んの健康や環境衛生に貢献す
るということが大前提です。
それまでは薬学部は 4 年教育
でしたが、先進国の中で大学
の薬学教育が 6 年でないのは
日本ぐらいだということで、
2007 年頃から全国にたくさ
ん薬学部が創設されるに伴い
6 年教育となりました。薬剤
師になるとどういう仕事につ
けるかというと、まず薬局で
すよね。そこでお医者さんの
処方箋に基づいて調剤をして
お飲みになっていただき、副
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作用がでないようにチェック
をする。セルフメディケーシ
ョンと言いまして自分で自分
の健康を管理する人のための
アドバイザーとしての仕事が
あります。病院の薬局への勤
務がありますが、病院での薬
剤師の役割はだいぶ異なって
いまして、主に入院している
患者様の薬や注射の管理をす
る役割を担っています。町の
薬局とは仕事内容がだいぶ異
なります。薬品卸会社の薬の
在庫をおくところには必ず管
理薬剤師が必要ですので、そ
の薬剤師は薬の管理と DI
（薬の情報）の発信の仕事を
しています。あとは麻薬 G
メンと呼ばれる麻薬取締官も
薬剤師の仕事ですし、大学薬
学部の教員、メーカーの MR
などがあります。もっとも
MR には薬剤師の資格がなく
てもなれますが。新しい薬品
の製造開発のための研究所。
保健所での薬事行政に携わる
仕事や、教員資格をとって高
校の化学の先生などがありま
す。
アメリカでは薬剤師は他の
職業と比べて信頼できる仕事
のランクに入っているのです
が、日本ではそうでありませ
ん。医師、弁護士、エンジニ
ア、消防士さんよりもずっと
下に位置しています。アメリ
カと日本の薬剤師の役割がか
なり異なっているので簡単に
は比較はできないとは思いま
すが。テレビをご覧になって
いるとお分かりになると思う
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のですが、医師とか看護師が
主役のドラマは多くあります
が、薬剤師が主役のドラマな
んてまず見たことがありませ
ん。（笑）「おとうと」とい
う映画がありましたが、吉永
小百合さんが薬剤師だったの
で、私ども薬剤師会でもその
ポスターを貼って宣伝に努め
たことがありましたが、薬剤
師としての仕事が強調されて
いたわけではなく、たまたま
職業が薬剤師だったというだ
けのお話でした。
薬をいかに口に入れていた
だくか、正しくお飲みいただ
くか、正しい回数・時間にお
飲みいただいてその薬が最大
限の効果をうまく発揮して、
化学薬品ですから副作用が必
ずあるわけで、その副作用と
かおかしな症状が出ないよう
にチェックするのが私たち薬
剤師の仕事です。極論を言い
ますと、毎日チェックをして
いるという仕事をしています。
国の保険制度のもとで保険薬
剤師の資格のもと保険薬局を
開いて、保険医師の処方箋に
基づいて保健薬を出していま
す。保険制度のもとで仕事を
させていただいています。医
師とか看護師のようにドラマ
チックなこともありませんし、
直接患者様に触れることもあ
りませんし、また患者さんか
ら直接感謝されるというシー
ンも少ないんですけれども、
20 世紀最大の発見は医薬品
だと言われていますが、その
医薬品をつかさどるために私

たちの仕事は存在しています。
薬剤師不要論が一時期でたこ
ともあるのですが、そのよう
に言われにないように、日々
仕事に一生けん命に取り組ん
でいるつもりですし、今後も
より一層努力していきたいと
思います。
☆この後、質問がありました。
ジェネリック製品についてで
したが、「ジェネリックは先
発薬品と化学構造式が全く同
じなので効果も同じです」と
のことでした。医師から処方
してもらう薬と、薬局で買え
る薬とは効き目が違うのか、
という質問があり、「胃腸炎
の薬や鎮痛剤などでは病院で
処方されるものと同じ薬も一
般薬局で買えます。しかし、
医師は症状に見合った薬を出
してくれるので、医師に診察
してもらい処方してもらった
方が良いですよ」とのお答え
でした。

幹事報告
9 月 30 日（日）十和田八
甲 RC10 周年記念式典がござ
います。
本日行われた臨時理事会で
青少年交換学生の派遣・受入
を行うことになりました。

委員会報告
青少年交換委員会（荒田俊治
委員長）
私の知り合いの娘さんです
が、弘前高校 1 年生の渋谷菜
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佳さんです。派遣することは
外国からの高校生を受入るこ
とでもあります。ホストファ
ミリーにすべてお任せしてし
まうのでなく、クラブ全体で
フォローしていきたいと思い
ます。受入のためのガイドラ
インを作るようにしたいと思
います。
カルチャーロード実行委員会
（坂本大輔委員長）
おかげさまで成功裏に終え
ることができました。予算面
でもトントンでした。いろい
ろ反省点がございますが、初
めての参加のわりにはうまく
いったと思います。これも各
会員がそれぞれの場で一生懸
命行ってくださったからです。

ニコニコ Box
8,300 円
山本周平会長：坂本大輔さん、
改めましてお誕生日おめでと
うございます！30 代はあっ
という間！ダイナミックにか
け抜けて下さい！そういう私
はもうすぐ 40 歳。40 代の生
き方誰か教えて下さい。（笑）
関場慶博会員：◎iPhone p5
をゲットしたので、とても幸
せ♪ ◎まだカルチャ－ロ－
ドと打ち上げカラオケの余韻
から抜けられずにおります。
◎荒田さん、お嬢さんと息子
さんのダブル結婚おめでとう
ございます。
三浦順子会員：金曜日から実
家のある函館に行きました。
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せっかくなのでバアちゃんの
墓参りに行こうとし、お寺で
地図をもらって探したのです
がついにみつけられず（涙）
リフレッシュしてますますパ
ワ－アップした三浦です。こ
れからもがんばりま～す。
渡邊潔会員：カルチャ－ロー
ドお疲れ様でした。特に実行
委員長お疲れさまでした。年
上の副実行委員長としては至
らない点は多々あり、反省し
ております。でも皆さんあり
がとうございました。
山田順子会員：大輔さん、皆
さんカルチャ－ロ－ドお疲れ
さまでした。参加できなくて
すいません。私は東京で古い
友人や恩師に会ったりし、名
古屋の学会では学生の発表は
盛況でした。いろいろ新しい
情報も仕入れてきました！
荒田俊治会員：先週、娘に続
き、息子も結婚しました。家
族で楽しい時を過ごしました。
吉澤葉子会員：カルチャ－ロ
－ドでの初イベントは暑さが
厳しく大変でした。皆さんお
疲れさまでした。改めてアッ
プルＲＣの団結の力を感じた
1 日でした。板澤さんの卓話
楽しみにしてきました。
岡本薫会員：朝・夕めっきり
涼しくなりました。カルチャ
－ロ－ドお疲れ様でした。打
ち上げカラオケ大会盛り上が
り、楽しかったです。今日は
板澤さんの卓話楽しみにして
います。

坂本大輔会員：カルチャ－ロ
－ドが無事終わりました。委
員会の皆様をはじめ、会員の
皆様、ご協力ありがとうござ
いました。また、土曜日から
私の誕生日にあわせて、いろ
いろなプレゼントもありがと
うございました。
木村由美会員：カルチャ－ロ
－ドお疲れさまでした。以前
ホストファミリ－を 4 ヵ月間
受けた事があります。ケンカ
もしたし「バカ」とも言われ
た事がありますが、別れがお
互い辛くて大泣きした事を思
い出します。良い経験でした。
宇野純子会員：我が家のワン
ちゃん（甲斐犬）が展覧会で
賞をとり、全国大会の参加資
格を手に入れました。これか
ら、いろんな展覧会に出展し
ます。
板澤雅人会員：カルチャ－ロ
－ド本当にお疲れさまでした。
異常な残暑も終わり、暑いの
が苦手な私は本当にホッとし
ています。
角田睦子会員：北上の駅で携
帯を落とし、盛岡へ向かう新
幹線の中ではイスにお尻がつ
いていない状態。盛岡駅で問
い合わせした所、北上駅に届
いておりました！！日本もま
だまだ捨てたもんじゃないと
感謝です。
上田勝会員：板澤さんのお話
とても楽しかったです。同じ
年なので共通点がいっぱいあ
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りました。これからもよろし
くお願いします。
細川美奈子会員：カルチャ－
ロ－ドおつかれ様でした。と
ても暑い日でしたのでとても
大変でしたでしょうね。1 週
間後、こんなに涼しくなるな
んて・・・・。
齊藤貴博会員：先日のカルチ
ャ－ロ－ドは、みなさんお疲
れ様でした。カルチャ－ロ－
ドで日焼けしたのにも関わら
ず、次の日釣りに行ったら大
変な事になりました。あまり
の痛さに病院へ行ったら、
「齊藤さん焼き過ぎ。ヤケド
です」と。日焼けの怖さを実
感しました。

出席報告
会員数 25 名 出席数 17 名
出席率 68％
修正出席率 100％
☆メークアップ報告
9/16 カルチャーロード
14 名参加
9/24 臨時理事会 6 名出席

