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＜四つのテスト＞１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか
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基 本的 教育 と識 字率向 上月 間・ ロー タリー の友 月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例 会 （2521回）
２）卓 話 「ミスコンの世界」
大阪天満橋ロータアクトクラブ
副幹事 川村 紗楽様
箕村 保会員紹介
３）10月度定例理事会

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

昨日は、本年度第１回の中島杯ゴルフコンペ
が開催されました。井戸キャプテン他多くの会
員の皆さまにご参加いただきました。成績です
が、西田会員が見事優勝を飾られました。おめで
とうございます。私自身の成績は、実は家を出る
とき上着を忘れてしまいまして、ゴルフの神様
に見限られたようです。たくさんのボールを失
くし、散々でした。
趣味の会の話のついでに、本日ビアフレンド
の会を開催します。私と髙橋幹事が会場で待っ
ていますので、是非多くの皆さまにご参加いた
だきますようお願いします。このような時期で
すが、にぎやかに開催したいと思っています。
実は、昨日、私にとって大切なショーがもう一
つ開催されました。私が事務局をお手伝いして
いるミスアースというミスコンテストの日本大
会が開催され、大阪からエントリーいただいた
女性がこの日本大会でも３位の成績を収められ
たのです。大阪の大会の時から比べても実に素
晴らしいパフォーマンスを披露され、人の成長
を目の当たりにさせていただきました。来週の
卓話は、このミスアースの大阪の大会に出場さ
れた女性にお越しいただきます。是非楽しみに
しておいてください。

次週（１０月１日）のお知らせ
１）例 会 （2522回）
２）国旗およびロータリー旗に礼
３）卓 話
米山月間記念卓話
「僕の物語」
米山奨学生
サリム ロニー クリスティアディ 様
国際奉仕委員会
最期に、本日の会場は、今の我々の人数では
少々広うございます。皆さまにおかれましては、
是非会員の増強にご協力いただきますようお願
い致します!

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①ロータリー国際大会及び陽明ＲＣ４４周年記
念式典の出欠のご返事を事務局までお願いい
たします。
②次週例会終了後「10月度定例理事会」を開催い
たします。本日ご案内させていただいており
ますので関係各位宜しくお願いいたします。

☆☆ に こに こ箱 ☆☆

敬称を略す

結婚記念日自祝
中村 修
結婚記念日自祝
梅本 知秀
結婚記念日自祝
二宮 彰久
本日の拙い卓話よろしくお願いします
鍬田 充生
鍬田副会長 本日の卓話期待しています。
中島 清治
タイムリーな卓話拝聴させて頂きます。
井戸 幹雄
鍬田会員本日の卓話楽しみにしております。
石田 道夫
鍬田副会長頑張って下さい。
南川 和茂
鍬田副会長本日の卓話ガンバッテ下さい。次回
会長杯ゴルフもぜひご出席を！！ 川原 和彦

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

０名
１名
０名
０名

会員総数
会員出席
会員欠席

44名
31名(42名)
18名
11名

鍬田さん 本日の卓話楽しみにしています。
中村 修
鍬田副会長 本日の卓話楽しみにしています。
髙橋 俊起
第1回中島杯優勝自祝
西田 勤
文珍師匠の優勝を祝して
髙松 貞彦
西田会員（文珍師匠）昨日のゴルフ会優勝おめ
でとうございます。
石田 道夫
文珍師匠昨日は栄えある優勝おめでとうござい
ます。郡さん、溝手さん、梅本さん昨日は足を
ひっぱりスミマセン。これからは寺杣さんと二
人で回ります。
川原 和彦
第1回中島会長杯お疲れ様でした。坂東さんい
つも有難うございます。
箕村 保
鍬田副会長卓話楽しみにしています 中村 健輔
令和2年9月17日

合計金

75,000円

累計金

814,000円

☆☆ 先週（9 月 17 日）の卓話 ☆☆
「医薬品と特許（コロナ治療薬を交えて）」
鍬田 充生会員
医薬品の開発では、候補化合物のうち、薬にな
るのが約0.003～0.007%といわれ、10～20年もの年
月と多額の研究開発費（数百億以上）が必要とさ
れています。基礎研究に2～3年、動物や細胞によ
る前臨床試験に3～5年、
ヒトを対象とする臨床試
験（フェーズI, II及びIIIの３段階の治験）に3～
7年、その後の厚労省への承認申請と承認に1～2
年という長期間が必要とされています（「日本製
薬工業協会」の資料より）。なお、国内では未承
認の薬でも、外国で販売され、国内で緊急性があ
る場合、緊急使用許可（特例承認）が認められま
す。
一方、特許の有効期間は、原則的には出願日か
ら20年間ですが、特許になったとしても、厚労省
の承認がなければ上市できないことから、医薬
品に限って最大5年間の延長が認められていま
す。また、世界共通特許という制度はなく、各国
の基準で審査され、各国でそれぞれ独立した特
許権が成立します。
COVID-19（コロナウイルス感染症（Corona Virus
Disease）と報告年（2019）とを組合わせた名称）
の治療には、時間的猶予がないため、既存薬が転

）内は会員総数を基準とした値

9月17日の出席率
73.81％
４週間前（8月27日）の
出席率 85.00％
0名（欠席者 6名)
用されています。エボラ出血熱治療薬「レムデシ
ビル」は、特例承認された医薬品であり、ステロ
イド系抗炎症薬「デキサメタゾン」は、特許切れ
の医薬品であります。「アビガン」に係る特許の
存続期間は2019年8月でしたが、我が国では「新型
インフルエンザ感染症」について2024年8月まで
延長が認められています。中国では「アビガン」
の特許期間が満了したため、現地企業が製造し、
新型コロナウイルス感染症の治療に利用され、
有効性が報告されています。
新たな治療薬として、抗ウイルス薬などが開
発途上にあり、免疫グロブリン製剤は米国で緊
急使用が認められています。ワクチンの開発の
競争は激化し、影響力の行使、覇権争いの様相を
呈しており、中国ではワクチンに特許を付与し
たとの報道があります。現在のところ、「新型コ
ロナウイルス感染症」の治療薬として確立した
ものはありません。早期に安全で有効な治療薬
の開発が待たれます。

ロータリー財団
米山奨学会

コインサービスの報告
７/１ 残
高
９/17 受
入
現 在 高

0円
100円
100円

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
しゃぶしゃぶサラダ 豚肉 巻白菜 占地茸
榎茸 紅葉麩 菊菜 紅葉卸 葱 胡麻ダレ掛け
蓮根饅頭 蟹餡掛け 山葵 三つ葉 クコの実
栗ご飯 田舎味噌仕立て 香の物
柿プリン スモモ ホイップクリーム ミント葉
コーヒー又は、紅茶

