
 

  

例会記録  

会員総数   57名 出席会員数 26名 

ゲスト      0名 ｵﾝﾗｲﾝ参加   1名 

ビジター     2名 その他       0名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀｰ 0 名 事務局      2 名 

 

 
 

 

 

ニコニコボックス  

若林会員：孫が幼稚園です 

齊藤会員：先週は新入会員歓迎会お疲れ様 

でした。新入会員の皆様楽しくやって 

いきましょう 

藤田会員：オープン例会は大成功でした。 

保科さんの尽力に感謝です。 

 

 

 

 

次回予告  

第14回例会 2022、11，28（＃2361） 

 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係    山本会員     

    受付係  荘村会員 山田(剛)会員 

司会者  末竹会員 

ソングリーダー  木寅会員 

 

卓話「国際奉仕委員会について」 
     

国際奉仕委員長  

吉田 弘和会員 
 

  

会長報告 

1）先週は、多くのゲストに起こしいただき、にぎやかな例会になりました。 一人でも御入会いただきたいです。 

2）本日は、地区ロータリー希望の風支援委員長の須藤会員のお話しです。よろしくおねがいいたします。 

3）今月4日に開催された、中央部分区ゴルフ予選会の表彰です。  

15位須藤会員、65位齊藤会員、ブービー賞に加賀会員  お疲れ様でした。 

4）R財団より、寄附に対しての感謝の表彰です。お会費より、＄２８０を送金しました。 

 はじめての＄1000；加賀会員、＄2000；細谷会員、＄3000；荘村会員 ＄6000；新保会員 

 ＄9000；地引会員 

5）20日に開催した歓迎会は久し振りの親睦会でした。 和気藹々楽しい会でした。 今後も楽しい企画が開催されます 

よう祈っています。 

幹事報告 

1）先週はみなさまのご協力に感謝申し上げます。 

2）来週31日は、休日週の為、休会です。 11月7日はチャーターナイトへご出席いただくので、例会は御座いません。  

次回通常例会は11月14日です。 

3））地区委員会などから、各委員長へ直接連絡などあった場合には、事務局へ転送や内容をお知らせ頂けますと助かり 

ます。宜しくお願い致します。 

 

  本日の例会プログラム 

第 13回例会 2022.11.14（＃2360）      舞の間 

例会ホスト・紹介係   凪君 

受付係    金子君  保科君 

司会者    末竹君 ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 木寅君 

 

卓話「ロータリー財団の活動」 
    ﾛｰﾀﾘ財団委員長 濱田 広道会員 
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 前回の報告  

第 11回例会 2022.10.24（＃2358）      舞の間 

例会ホスト・紹介係 山本君  会費係 木寅君 

受付係  守屋君  林野君 

司会者    鄭君     ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ    保科君 

 

卓話「ﾛｰﾀﾘｰ希望の風支援委員会」 
    地区ﾛｰﾀﾘｰ希望の風委員長 須藤 仁会員 

 

 

 
 

 

 
 

   2022〜23 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長    Jennifer E.Jones 

 

 



 
 

  
 

  

 

オンライン診療 
ジェイフロンティア株式会社 代表取締役執行役員  

中村 篤弘 氏（9/26卓話 井関会員紹介）

 

 

 世界の社会経済構造は、パン

デミックを契機にどんどん変わ

ってきました。14～17 世紀はペ

ストの流行による労働者不足を

契機に産業革命が進行し、19

世紀半ばにはコレラを契機に公

衆衛生が改善され、20 世紀の

スペイン風邪では設備投資が

加速しました。今回はコロナによって在宅ワークが増え、

健康志向が増加し、医療資源の不足、院内感染の拡大、

来院者の激減、情報の不透明性など、医療体制の脆弱

性が明らかになっています。われわれはこうしたことを解

決するために、オンライン診療を含め医療の新しい形を

確立したいと考えています。 

 ジェイフロンティアは 2008 年の創業で、元々EC 向け企

業の広告代理業からスタートしました。2012 年には化粧

品や健康食品のブランドを立ち上げ、2016 年に 3 類の医

薬品や漢方の EC をスタートし、2019 年に調剤薬局を初

めて開きました。そしてコロナ禍でオンライン服薬指導の

規制緩和が行われたため、オンライン服薬指導プラットフ

ォームを開設しました。疾病期間を効率的に短縮し、未病

期間を長期化できる社会の実現、病気のときはいつでも

どこでも医師や薬剤師とつながって薬を受け取れる社会

の実現を目指しています。 

 われわれが展開している「SOKUYAKU」は、オンライン

診療予約と併せて薬剤師の服薬指導も予約できるサービ

スで、薬を宅配か郵送で受け取ることができます。5 月末

時点で全国約 2300 の医療機関と約 3200 の薬局が参加

し、会員数は 35 万人に上ります。日本の医療は、患者

1000 人を医師 2.4 人で診ている状態であり、医師 1 人に

対する 65 歳以上高齢者の数は 112 人と世界 1 位です。

加えて、医療介護費は現在の 49 兆円から 2040 年には

95 兆円に増えると推定されており、一方で医療従事者は

増えていないので、大変な状況になることが予想されま

す。SOKUYAKU はそうした状況を解消するサービスにな

りたいと考えています。 

 2018 年 4 月にオンライン診療料が改定され、2020 年 4

月にはコロナの時限的措置として電話による診療や服薬

指導、処方箋の発行が認められ、2021 年 6 月にオンライ

ン診療が恒久化されました。2022 年 4 月には、対面診療

よりも低かったオンライン診療の報酬が引き上げられ、オ

ンライン服薬指導の規制も緩和されました。薬剤師の在

宅服薬指導も規制緩和され、クラウドソーシングが可能に

なります。資格を持っているけれども働いていない薬剤師

は 3 万人いるとされ、そうした人材も活用できるようになり

ます。 

 

 

 

 しかし、オンライン診療の普及には五つの阻害要因が

あります。 

 1 点目に、システムの費用負担が重い点です。

SOKUYAKU では病院・薬局のシステム料を無償とし、患

者から 1診察当たり 150円の手数料を頂いています。 

 2 点目に、保険診療の場合、医療機関が広告を打てな

い点です。SOKUYAKUでは弊社が集客し、医療機関や薬

局に送客するシステムとなっています。 

 3 点目に、医療現場でオペレーション構築をやり切れな

い点です。SOKUYAKUでは予約が入った場合、必ず医療

機関・薬局にリマインドの電話を入れ、予定が合わないと

きはわれわれで予約時間や病院変更の調整などを行い

ます。 

 4点目に、薬の受け取りまでに時間と手間がかかる点で

す。SOKUYAKU では当日 16 時までに薬局の服薬指導を

受ければ、必ず翌日に薬が届く配送体制となっており、場

所によっては当日配送も可能です。 

 5 点目に受診料がオンライン診療の方が高くなる点で

す。他社のプラットフォームでは料金体系が医療機関によ

ってバラバラなので分かりにくかったのですが、

SOKUYAKU では料金体系を統一し、明朗会計になってい

るので利用しやすくなっています。 

 その他に、医療過疎地域の公民館に SOKUYAKU の端

末を置いてもらうことで医療体制補助も可能ですし、処方

薬以外に日用品のついで買いができるサービスもありま

す。 

 オンライン診療に反発している医師会もありますが、患

者が増えれば医師も変わると思います。今後注力すべき

サービスだと思うので、ぜひ試しにオンライン診療を使っ

ていただければと思います。 
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『多数ご参加下さい』 

 今期のクリスマス家族会は、12月 19日（月）18時 

から、H・ニューオータニにて開催の予定です。 
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