春４月、日本再生へ、再出発を

もう一つの麻薬対策

最近、脱法ドラッグと呼ばれるも
のの横行が新聞やテレビで時折報
じられています。中には麻薬に該当
する成分を含むものもあるようで、
こうなると脱法などとノンキなこ
とを言っていられなくなります。言
うまでもないことですが麻薬など
の薬物乱用は、人々の健康を傷つ
け、やがては社会を荒廃させる要因
になります。どこの国でもその取締
対策に取組んでいますが、なかなか
根絶やしにできていないのが現状
です。藤井議員は早くからこの問題
の重要性を認識され、政治活動の一
環として熱心に取組んでこられた
ことは皆様ご存じのとおりです。
ところで、麻薬には医療の現場で
鎮痛という重要な役割を果してい
るもう一つの顔があることもご存
じの通りです。アヘンは数千年前に
はもう使われていたといわれます
が、科学技術が発展した今日でもそ
の有効成分モルヒネを越える痛み
止めは開発されていないのが実情
です。それほど優れた薬剤であるに
もかかわらず、わが国では医療の場
で、モルヒネ等が十分に活用されて
い
な い と いう 問題 が あり

ま す 。 もう 二十 年 以上

前 、 私 はア ヘン の 輸入

契約のためインドへ

二 、 三 度出 張し ま した

が 、 相 手方 であ る 財務

省の担当者から「米国

もとゆき会会長 市川和孝

へは５００トン、ソ連へは３００ト

ン輸出しているのに日本へはたっ

たの８０トン。人口から見て理解で

きない。痛み対策に一体何を使って

いるのか？」などと聞かれた記憶が

あります。実は日本が輸入したアヘ

ンもその多くは化学的処理を経て

せき止めなどに用いられ、痛み止め

に使われていたのはほんのわずか

な量でした。
ＷＨＯは、１９８６年に医師の管
理下で痛みを抑える目的で使用し
ている限り麻薬への依存や耐性が
問題になることはないという見解
を明らかにしています。麻薬中毒と
いう言葉が災いして患者の痛みが
放置されている。当時、わが国のこ
のような状況を憂慮した埼玉県が
んセンターの武田文和先生はじめ
関係者の熱心な啓発活動により今
日では麻薬による痛みの管理は普
及してきています。
しかし、いまなお十分とはいえな
い例があると先生は指摘しておら
れます。最近のわが国のアヘン輸入
量がまだ１２０トン程度に留まっ
ていることからもそのような指摘
が外れていないことが推測されま
す。乱用防止の対策が大切なことは
言うまでもありませんが、がん等の
痛みに苦しむ患者さんのＱＯＬ向
上を目指して適正使用の一層の普
及を図る、そういう麻薬対策もぜひ
強化してほしいものです。
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藤 井 基 之
Ｍ ９、震 度７と いう東 日本 大震災 から１ 年が経 過し ま
し た。被 災地は 、徐々に復 興しつ つある ものの、被 災地
に は未だ に瓦礫 の山が１年 前とほ ぼその ままの状態 で残
っ ていま す。最 近になって 、都や いくつ かの市が瓦 礫の
引 き受け を表明 しましたが 、政治 主導を 謳う現政権 の復
興 政策は 「スピ ード感が欠 けてい る」と 国民は苛立 ちす
ら覚えています。
震災対 策以外 の政策をみ ても、 現政権 が一体なに をど
う 、やり たいの か見えてき ません 。私の 専門分野で いえ
ば 、自民 政権の 時代、政府 は“科 学技術 創造立国” を掲
げていました。政府の科学技術研究費を，ＧＤＰの１％、
総 額２４ 兆円ま で増額して 行くこ とを目 指すなど具 体的
な 政策を 打ち出 していまし た。小 泉元総 理は、今後 ５０
年 間で３ ０人の ノーベル賞 受賞者 を出す 、などと夢 あふ
れ る方針 を掲げ たものです 。私も 、国会 で「日本発 の新
薬 を世界 へ」と 、国の医薬 品開発 研究に 対する財政 支援
の強化を訴えました。
今年の２月、現政府は、
「医療イノベーション５ヵ年戦
略」として「医薬品、医療機器産業の国際競争力の強化」
を 掲げま したが 、内容は、 自民政 権時代 に提唱して きた
も のを超 えるも のはなにも ありま せん。 年金政策に して
も、看板の「最低保障年金」は行き詰まり、
「後期高齢者
制 度は廃 止する 」と高らか に宣言 したも のの、これ を上
回 る案な ど示せ ず３年近く を経過 。科学 振興政策も 、年
金 や医療 保険改 革も、長期 的な視 野に立 って推進す べき
も の、ま さに“ 継続は力な り”の はずで す。政権が 代わ
る 度に振 り出し に戻るので は、政 策の実 現は夢のま た夢
でしょう。
日本海沿岸が豪雪に見舞われるなど、厳しい冬も過ぎ、
少 し桜の 開花も 遅れました が、季 節は春 爛漫。早期 にア
マ チュア 政治か ら脱却し、 眞の復 興、日 本再生に向 けて
再出発したいものです。
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平成２４年１月１３日
宮内庁より埼玉鴨場に
お招きいただきまし
た。

「思召により来る１月１３日埼玉鴨場にお招きに
なりますので御案内申し上げます。・・・」の招待
を受けた催しに、参院議員２０名の一人として出席
させていただきました。
①叉手網による鴨の捕獲、②国際鳥類標識調査のた
めの鴨の放鳥、③午餐、 のプログラムでした。捕
獲鴨は８１羽、私の捕獲したのは１羽のみ。私は狩
猟民族ではないことを自覚しました。午餐はもちろ
ん鴨料理でしたが、捕獲した鴨ではなく養殖した合
鴨、ねぎは地元の深谷ねぎ。おいしかったです。貴
重な経験をさせていただきました。

平成２４年 1 月 2４日
第 180 回通常国会が召集されました。

初日は、雪化粧の残る中、通常通りのスケジュール
です。散見される和服姿の議員が正月明けを意識さ
せます。10 時 10 分より政府開発援助等に関する特
別委員会が開催され、推挙を受け、今国会も委員長
を担うこととなりました。
9：45 自民党議員総会
10：00 本会議第 1 ラウンド
（特別委員会の設置等）
10：10 政府開発援助等に関する特別委員会
（指示されたモーニングに着替え）
11：20 写真撮影
11：40 天皇陛下のお迎え
12：00 開会式
12：20 天皇陛下のお見送り
（背広に着替え）
14：45 本会議第２ラウンド（政府４演説）
16：40 散会

平成２４年２月８日
１５：３０より本会議開催、平成２３年度補正
予算案（４次）が賛成多数で可決。

９時参議院議員会館に集合後、バスで都内 JICA 広
尾センターへ。青年海外協力隊発祥の地・広尾にお
かれている青年海外協力隊慰霊碑に献花の後、セン
ター（地球ひろば）で行われている協力事業、開発
教育事業等の視察と意見交換。
午後は JICA 横浜センターへ移動し、海外移住資料
館、研修員受け入れ事業視察、研修員との懇談。国
際援助組織として世界有数の JICA の活動を視察
し、その後意見交換をさせていただきました。貴重
な経験でした。視察内容等は今後の国会審議に活用
させていただきます。JICA 等関係者の皆様、あり
がとうございました。

平成２４年２月１４日
参院政府開発援助等（ODA）特別委員会で、
視察プログラムを実施。

10 時より本会議、国家公務員等の任命に関する

平成２４年２月２９日
国連開発計画（UNDP）
カーグ総裁補の
表敬訪問があり、
意見交換を行い
ました。

件の同意採決が行われ、いずれも賛成多数によ
り採決されました。
引き続き、国家公務員の給与の改定、裁判官の報
酬等に関する法律の一部を改正する法律案、検察官
の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案、お
よび国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部
を改正する法律について採決が行われいずれも可
決しました。
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藤井もとゆき国会日記
平成２４年３月６日
「指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関
する質問主意書」を提出

その２

交付国債等の問題に対処するため自民党は政府提
案の予算案に対し修正要求を求めていましたが、民
主党等の賛成多数で予算案が衆院を通過しました。
論戦は衆院から参院に移り、明日は決算委、週明け
からは予算委で予算案審議が始まります。
憲法の規程により予算は衆院議決が優先するため
予算案成立となりましょうが、野田政権サイドの見
通しのまずさから衆院通過が遅れ、予算案の年度内
成立は困難となりました。
98
財政政策等の基本施策について、安住財務大臣から
所信を聴取。更に、金融行政について金融担当大臣
よりの所信表明を聴取。

平成２４年３月８日
衆議院にて平成 24 年度予算案可決

平成２４年３月１５日
12 時より財政金融委員会
平成２４年３月１６日
「指定薬物、脱法ハーブ等の取締り強化に関
する質問主意書」に対する答弁書を受理。

企業年金の資産運用を委託されていたＡＩＪ投資
顧問が、年金資産の大半に当たる約２０００億円消
失させた問題について、全投資一任業者を対象とし
た調査の状況、再発防止策等について質問しまし
た。続いて、平成２４年度予算案、特に交付国債発
行の問題、消費増税法案の今年度中の提出可能性、
診療報酬改定＋０. ００４％と薬価の追加引き下げ
の問題、ジェネリック薬の使用促進に関する問題、
最後に医療イノベーションと今回の診療報酬改定
との関係について政府の見解を質しました。
財政金融委員会に所属して、初めての質問となりま
した。

平成２４年３月２２日
10 時より財政金融委員会にて質問に立ちま
した

平成２４年度暫定予算のほか１７本の法案につい
て審議が行われ、いずれも可決しました。このうち
財政金融委員会関連では、特別会計に関する法律の
一部改正、租税特別祖著法の一部改正、関税定率法
の一部改正、銀行等の株式等の保有の制限等に関す
る法律の一部改正、保険業法等の一部改正、中小企
業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措
置に関する法律の一部改正、株式会社企業再生支援
機構法の一部改正の計７法案が含まれています。

平成２４年３月３０日
平成 23 年度の年度末最終日を迎え、１５時
３０分より本会議
平成２４年度予算案の成立ができず暫定予
算が平成１０年以来１４年ぶりで提出され
可決しました。

ご 案 内
近畿地区もとゆき会「藤井基之先生と語る会」開催のご案内
日

場

会

時：平成２４年６月１日（金）１７：３０～１９：００
第 1 部：藤井基之先生からの国会報告など
第 2 部：懇親会
所：湖陽樹
大阪市中央区農人橋 1 丁目１－２２ 大江ビル１６F
ＴＥＬ ０６（６９４６）３９２７
費：￥４，０００
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近畿地区の皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。
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「近しく・親しく
藤井基之先生と
懇談する会」を
開催しました。

地域へのお返し
近畿グループ・幹事

宮本茂敏

会社を退職した後、健康食品販売の会社を立ち上げ、早くも
15 年の歳月が過ぎました。私も今年の 2 月に古希を迎え、何
か社会にお役に立つことが出来ないかと考えをめぐらすこと
が多くなりました。
昨年から、地域年長者クラブ（老人会）の役員や地元中学校
学校協議委員等を引受けてボランテイア活動の真似事を仕事
と並行しながらやらせて頂いております。
ボランテイア活動をやる中で気付いたことは、例えば、
「高齢
者見守り活動」では行政の民生や福祉関係、ボランテイア団体
の老人クラブ等の連携の悪さが目に付きます。それぞれの部署
は一生懸命に動いているのに期待したほどの成果が上がりませ
ん。行政とボランテイア団体の積極的な交流が望まれます。住
み良い地域社会づくりに元気な高齢者を大いに活用することが
大切です。
総務省の人口統計によれば、65 歳以上の高齢者の数は推計
で 2980 万人、総人口の 23.3%になり、長寿社会は今後も続
き 2050 年には 38.8%と、実に 3 人に 1 人以上が高齢者の
仲間入りをすることになります。
高齢者が増えると年金や医療支出が増大し、財政が行き詰ま
ることも考えられ、年金だけを当てにせず、健康に留意し働け
る内は働くという気構えを持つことが大切です。幸いにも団塊
の世代と言われる人達は、健康なら働くということに価値観を
持つ人が増えていることは何よりです。
歳をとるにつれて肉体は衰えますが、知恵や知識等の精神的
な能力は若い時に比べより深くなっています。そうした点を生
かし、自分に合った仕事やコミュニティや自治体などの地域社
会のためのボランテイア活動を通じて社会との繋がりを持ち
続けることが必要です。
高齢者は若者に頼りにされると嬉しいものです。
そのためには、社会貢献によって生きがいを見付け
て、健康を維持し充実した一生を送りたいものです。

平成 24 年 1 月 31 日「近しく・親しく
藤井基之先生と懇談する会」が、雪花の
舞う寒さの中、大勢の方々にお集まりい
ただき、KKR ホテル東京（竹橋会館）
「孔
雀の間」にて開催されました。
第 1 部では、もとゆき会からの報告、新
会長に就任された市川会長、名誉会長に
就任された山本名誉会長にご挨拶戴き、
藤井先生より国会活動報告を行って戴き
ました。
引き続き第 2 部では、顧問の先生方より
ご挨拶を戴き、近しく・親しく藤井基之
先生と懇談する楽しく盛り上がる会とな
りました。

もとゆき会入会の案内
もとゆき会とは、藤井基之先生の政治家としての大成を期するため活動している
政治資金規正法に基づく政治団体です。藤井基之先生の政治理念や人柄などに共鳴
した人々の「藤井もとゆきファンクラブ」のようなものです。「藤井もとゆき勝手
連」とも通称しています。会員になりたい方、関心のある方は、下記の藤井基之事
務所にお問い合わせください。
入会金や会費はありませんが、個々の事業や活動の実施に必要な場合は、その都度、
費用を会員や参加者から徴収させていただきます。
もとゆき会の活動をご理解いただくために、ホームページを開設いたしております
ので、右記アドレスにアクセスしてみて下さい。
藤井基之国会事務所

藤井基之浜町事務所

〒100-8962
東京都千代田区永田町 2-1-1
参議院議員会館 1218 号室
 ０３－６５５０－１２１８
Fax ０３－３５９７－９３９３

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町 2-35-7

島鶴ビル 601 号

 ０３－３６６０－４３０２
Fax ０３－３６６０－４３２８
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もとゆき会 HP：
http: //www.fujii.tv/

