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●司会            白石 浩司 ＳＡＡ 

●点鐘              増田 昌美 会長 

●斉唱    「君が代」「奉仕の理想」 

       ♪ソングリーダー 石川 庸 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の卓話者紹介         増田 昌美 会長 

米山奨学生             林  薇 様 

奨学金の贈呈           増田 昌美 会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝   

             岩井 茂次 親睦委員長             

入会祝 

・野沢 隆幸 会員    １９９０年１０月１７日 

・倉成 保巳 会員    １９９９年１０月２０日 

・石渡 利治 会員    ２０００年１０月 ４日 

・川又竜志郎 会員    ２００５年１０月２６日 

・尾崎 昭元 会員    ２００７年１０月１０日 

・須釜 賢治 会員    ２００８年１０月２２日 

奥様誕生祝 

・鈴木 幹久 会員  奥様  晋子 様 

・炭谷 博功 会員  奥様  厚子 様 

・久保 博和 会員  奥様  静江 様 

・小林 勇次 会員  奥様  充代 様 

・船木 幸雄 会員  奥様  幸子 様 

会員誕生祝 

・林  鶴  会員 

・小泉 敏和 会員 

・後迫 太  会員 

・布野 真治 会員 

・岩田 一弘 会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１８７９回（本年度 第１４回） 例会 平成２３年 １０月１２日  晴 

川川川崎崎崎大大大師師師ロロローーータタタリリリーーークククラララブブブ週週週報報報   

第３９期 

会 長 増田 昌美 

副会長 竹中 裕彦 

    村石 庄作 

幹 事 武者 惠吾 

ＳＡＡ 白石 浩司 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０～ 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館 

事務局：〒210-0812 神奈川県川崎市川崎区東門前 1-15-10 カーサ石井 1F 

 
Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/  E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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会長報告            増田 昌美 会長 

１．先日１０月４日に地区大会の記念チャリティーディ

ナーショーに参加の皆様、お疲れ様でした。多くの

会員の参加に感謝いたします。 

２．川崎青年会議所より、９月１８日に参加した創立６

０周年記念式典のお礼状が届いております。 

３．１０月２６日～２７日に会長、幹事ほか数名で佐沼

ＲＣを訪問してきます。 

４． 布野真治会員の奥様から連絡があり、本人の病状

がだいぶ良くなってきたので、面会は大丈夫です。

手ぶらで顔を見せに来てください。 

  病室   ３階３０１号室  

面会時間 １０：００～１８：００ 

  平日はリハビリが多いため、できたら祝日・日曜日

にお願いします。 

 

医療法人社団 黒田病院 

   住所：東京都大田区蒲田３－１８－２ 

   TEL：０３－３７３３－０５２５ 

携帯サイト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告            武者 惠吾 幹事 

１．先週は職場訪問移動例会に参加の皆さま、おつかれ

様でした。 

  職業奉仕委員会、親睦委員会の皆さま、楽しい企画

を有り難うございました。 

２．次週、１０月１９日は第３回クラブ協議会で、ガバ

ナー補佐訪問リハーサル、次年度理事・次次年度諮

問があります。多くの会員の参加をお願いします。 

  これに関する協議会開催のお知らせをポストに入

れさせていただきましたのでご参照願います。 

３．ガバナー月信とロータリー米山豆辞典をポストに入

れさせていただきましたので、お目通しをお願いし

ます。 

４．本日は例会終了後、１時４５分より第２回理事会を

開催しますので、出席義務者の方は地下１階会議室

にお集まりください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告 10 月 12 日       沼田 直輝 会員 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1879 回 60 49 32 17 65.31 ％

1877 回 60 50 29 21 58.00 ％

13 修正出席率84.00 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
 

メイクアップ 

長島亨・野沢隆幸・安藤賢一・嶋崎嘉夫･炭谷博功 

中村眞治・細谷重徳・竹田正和・村石庄作・清水宏明 

小林勇次・飯塚元明・沼田直輝 

各会員 
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出席報告 10 月 5 日（移動例会）  

メイクアップ 

鈴木幹久・林 鶴・中村 眞治・久保博和・石渡利治 

矢野清久・小林勇次･坂東保則・飯塚元明  

各会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月度出席順位 

３００％ 武者惠吾 幹事 

２５０％ 増田昌美 会長・飯塚元明 会員  

２２５％ 水口衛・牛山裕子         各会員 

２００％ 石川庸・白石浩司・須山文夫    各会員 

１７５％ 船山昭三・横山俊夫・鈴木昇二   各会員 

１５０％ 鈴木幹久・野沢隆幸・竹中裕彦･渡辺冨士夫 

     岩井茂次・石渡勝朗・船木幸雄 

１２５％ 遠藤悦弘・沼田直輝        各会員 

 

ホームクラブ１００％ 

     船山昭三・遠藤悦弘・竹中裕彦･増田昌美 

     横山俊夫・石川庸・白石浩司・岩井茂次 

     岩崎寛・鈴木昇二・伊藤佳子・武者惠吾 

     石渡勝朗・水口衛・牛山裕子・船木幸雄 

各会員 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

村石 庄作 副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

野沢 隆幸 会員 

この月、１０月は私の入会記念の月です。 今後もよろ

しくお願い致します。 

鈴木 幹久 会員 

先日の職場訪問に際し、雤の中 参加の皆様、ご苦労様

でした。来年は１０日以降ですと晴れが約束されるそう

です。（旧 体育の日以降は晴れの日が多いそうです） 

増田 昌美 会員 

１０月１０日 遂に「祖父さん」になりました。 かわ

いい女の子です。 

 

本日のニコニコのテーマ 

「林 薇さん、本日は「学校・修論・ロータリー」卓話

よろしくお願いします。台湾国慶節１００年おめでとう

ございます。」 

♪牛山裕子♪水口 衛♪武者惠吾♪村石庄作 

♪嶋崎嘉夫♪石渡勝朗♪谷澤幹男♪中村眞治 

♪竹中裕彦♪岩井茂次♪鈴木節夫♪伊藤佳子 

♪飯塚元明♪秦 琢二  各会員   37000 円 

 

           

委員会報告 

米山奨学事業委員会     牛山 裕子 委員長 

ローターアクト委員会 

今月は米山月間です。米山記念奨学事業の豆辞典をお配

りいたしましたのでご覧ください。年会費に含まれてい

る寄付以外の寄付を、例会受付にて受付いたします。 

本日、当クラブ事務局にてローターアクトクラブの例会

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

1878 回 60 48 29 19 60.42 ％

1876 回 60 48 26 22 54.17 ％

13 修正出席率81.25 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　
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があります。待望の新会員の入会式があります。 

 

職業奉仕委員会        鈴木 幹久 委員長 

先日の職場訪問には、雤天の中、大勢の会員の方にご参

加いただきありがとうございました。10 月 10 日以降は

晴れの日が多いそうですから、次年度の訪問日時を決定

する際には参考にしてください。 

 

卓話者紹介           牛山 裕子 会員 

卓話 「学校、修論、ロータリー」 

米山奨学生             林  薇 様 

本日ご多忙の時間に出席いただきまして、真にありがと

うございます。今日の卓話担当する奨学生の林薇でござ

います。今日の内容は学校生活、修士論文の内容と奨学

生に成るこの半年間の感想を話したいと思います。 

 

まずは自己紹介させていただきます。 

私の出身は台湾の新竹市で、ご覧の通り台湾で北の都市

でございます。大学は台湾の国立中山大学 政治経済学

部で卒業して直後、日本に留学しに着ました。始めは慶

應義塾大学の別科で日本語を勉強して、その後大学院シ

ステムデザイン・マネジメント研究科に入学していまし

た。 

 

システムデザイン・マネジメント（SDM）は新しい学問

として、全世界にも広めてばかりの学科でございます。

簡単に言う本研究科は最先端の研究、真に文理融合した

独自のカリキュラム、そして多彩な教員、学生の融合に

よって、複雑な問題を分解、可視化し、多視点で捉えて

解決することのできる次世代のリーダーを育成します。  

 

私は現在 SDM で当麻先生のコミュニケーションデザイ

ンラボに所属し、ラボの皆様と一緒に Face-to-face 

communicationを中心として研究しております。ラボの

目標として、キーボードに頼らないリアルな映像による

Face-to-Face コミュニケーションサービスの開発・実

証を進め、新たな産業や文化の創出を目指すということ

でございます。 

 

多彩な学校生活の中で沢山の活動を参加いたしました。

その中に一番印象深いのは今年 2月に NHKさんと一緒に

白川郷でロケを見学することです。これは世界中にも例

が少ない超高画質４K3Dの撮影実行ですので、参加でき

ることだけですごくうれしいことになりました。 

 

続いて私の修士論文の内容を皆様に報告させていただ

きたいと思います。テーマは高臨場映像による遠隔医療

支援に関する研究でございます。 

 

日本では現在人口の少子高齢化をはじめ、医者数の不足、

偏在、地域の格差、そして医療費の高騰などの問題が深

刻しております。 

 

こちらのグラフから見ると、他の先進国に比べると、日

本は確かに医師不足のことが理解できます。そして医師

は地域により偏在していることも存在しております。 

 

このようなことによって、医療資源の不足や、診療所で

の医師・看護師の人材不足に直面している地域が多い、

その結果、地方村や離島では地方病院・診療所の疲弊は

都市部との医療サービス格差を増加させてしまう「負の

連鎖」が生じております。そこから考えきたのは、日本

家族ではインターネットの敷設率は98.3％に達した上、

遠隔医療は発展可能な道ではないかと学界、企業界で声
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を出ていました。 

 

ですが、遠隔医療というのは一体どういうことですか。

日 本 遠 隔 医 療 学 界 の 定 義 に よ り 、 遠 隔 医 療

(Telemedicine)とは、通信技術を活用した健康増進、医

療、介護に資する行為をいます。明確に説明すると、本

研究では遠隔医療を四つの面から分けています。 

 ①応用の領域  

 ②メディア  

 ③情報伝送の時間  

 ④情報伝送の距離  

その中に本研究の着目点を見つけました。 

また、遠隔医療の二つ ICTでの運用例を紹介したいと思

います。 

一つ目は東京都府中市の榊原記念病院でございます。こ

の病院では超高速の光ファイバーを活用して、Hospital 

Information System、データベース(管理記録)などを頻

繁に使っております。 

 

二つ目は 2010 年 10 月に第 5 回東京エコーラボで 4K 映

像をライブ伝送した事例でございます。東京エコーラボ

は、大動脈弁疾患をテーマとして、府中市榊原記念病院、

汐留会場、品川会場においてセミナー、解剖講義、手術

ライブ中継などが行われました。 

 

続いて、本研究で定義している高臨場感映像というのは、

フルハイビジョン映像以上の超高画質映像のことでご

ざいます。４K2Kの画質というのは現行のフルハイビジ

ョン映像の 4 倍（4 画面分）である 3,840×2,048 また

は 2,160画素を持つ映像のことでございます。 

本研究のオリジナリティは法整備の問題点から遠隔医

療の問題を解析して、高精細映像による高臨場感が、法

的整備を必要とせずに、遠隔医療の普及にサーポットで

きることを証明したいことと考えております。  

日本の遠隔医療に関する法律は医師法 20条から1997年

健政発第 0175号通達、  

2003 年健政発第 0331020 号通達、2005 年医政発第

0726005号通達などがあります。 

そしてだけではなく、アメリカ、イギリスあと台湾のも

調べて、比較しました。 

 

本研究の手法は比較分析手法により、慶應義塾大学医学

部、杉並区医師会などで実証実験によるアンケート調査、

検証することでございます。 

 

いままでの研究成果は、今年の九月にスペインで行った

国際学会－POF2011にペーパーを投稿いたしました。ポ

スターセッションの議論によって、自分の考え方も広め

ました。 

 来年の 2 月に論文を提出致しますので、後五が月の時

間で頑張ります！ 

 

最後はこの半年間ローとリー米山奨学生に成ってか

らの感想を話したいと思います。この半年間毎月川崎大

師の例会を出席して、興味深い卓話をお聞きさせまして

すごく感心しました。 また、目上の方の話をできる機

会で、今から社会経験を増えます。そして、例会、学友

会などのおかけで、顔を広める機会も増えます。 でも

一番感謝していることは奨学金を貰える事によって経

済的プレシャーはいきなり解放できます。時間にももっ

と学業の勉強、論文に没頭できます。感謝の気持ちがい

っぱいですので、これからも奨学生の誇りを持って、頑

張り続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会  

 

１０月２６日（水） 

第 4 回クラブ協議会 

ガバナー補佐訪問 

 

：クラブ会報委員会： 

岩崎寛／川又竜志郎／久保博和／沼田直輝 
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