今、な ぜ ジェネ リ ック 医薬品か

ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に他の会社から製
造販売される医薬品で、新薬と比べると有効成分の安全性や有効性
は既知のものであり、動物を用いた毒性試験やヒトでの臨床試験が
不要で、開発コストを低く抑えられるため、低価格で供給できるの
が特徴です。
低価格というと、どうしても「安かろう、悪かろう」というイメ
ージを持たれがちですが、ジェネリック医薬品の品質、有効性、安
全性は先発医薬品と同等であり、このような同等性について厳しい
厚生労働省の審査を受けたうえで薬事法の製造販売承認を受け、市
場に供給されます。
したがって、ジェネリック医薬品は医療の質を落とすことなく医
療の効率化を図ることができますので、政府も平成十九年にジェネ
リック医薬品の使用を促進し、平成二十四年度までに数量シェアを
３０％に引き上げるとの方針を決定しました。平成十九年当時のジ
ェネリック医薬品の数量シェアは１７％前後でしたが、平成二十三
年度末には２４％を超えるまでになりました。目標達成まであと
６％あり、一年でそれだけ延ばすのは大変なことですが、官民挙げ
て目標達成に向けて努力しています。ジェネリック医薬品業界で
は、ジェネリック医薬品の安定供給、品質確保、情報提供に努め、
信頼性の確保に取り組むとともに、ジェネリック医薬品の必要性等
について、理解を得るための普及啓発活動に取り組んでおります。
欧米をはじめとした世界の多くの国は、ジェネリック医薬品のシ
ェアが６０％を超えており、ヨーロッパの財政危機に瀕した国では
財政の立て直し策の一つとして、ジェネリック医薬品の使用促進を
取り上げています。我が国は、世界に冠たる国民皆保険制度の国で
すが、少子高齢化と医療技術の高度化が進み、医療が必要な人の数
が増え、それに伴い医薬品の使用量も増加しますので、医療費は増
大する一方で、このまま医療費が膨張し続ければ、いずれ医療保険
は立ちいかなくなります。
その中で、ジェネリック医薬品は、患者さんの自己負担
を軽減し、医療の効率化を図ることができますが、何と言
ってもかけがえのない国民皆保険を維持するために必要
なものであると考えます。
日本ジェネリック製薬協会
理事長 長野 健一
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消費税法案と 与党
６月２６日、衆議院は、消費税関連法案を賛成多数で可
決しました。ご承知のように、この法案は、与党民主党と
野党である自民、公明両党が協議を重ね、三党合意の下に
国会で審議されました。しかし、野党である自・公がそれ
ぞれ党内意見をまとめ、審議に臨んだのにもかかわらず、
肝心の与党内の意見がまとまらず、消費税引き上げ法案は
自・公の協力で賛成多数で可決されたものの、与党内から
５７名もの造反者（棄権・欠席を含めると７３名）を出す
という、あきれ果てた事態となりました。もともと民主党
は、元自民党議員から元社会党議員までの寄せ集め、数合
わせで出来上がった政党、政権当初から一枚岩での活動は
無理、と大方が予想していました。新聞各紙が、「政党の
体をなしていない」と酷評したのも当然でしょう。右往左
往する与党民主党を、読売新聞は「人気がなくなることを
恐れるダッコちゃん」に、毎日新聞は、「鬼魅（化け物）」
に喩え、産経新聞は、造反議員グループを「アゴだけ発達」
したグループと切り捨てました。
民 主 党 の 掲 げ る ２ 大政 策 、 後 期 高 齢 者 医 療制 度 の 廃 止
案、最低保障年金案も棚上げ、事実上の廃案となりました。
「後期高齢者医療制度」は、そのネーミングで批判を浴び
てしまいましたが、国保の財政的負担を軽減し、高齢者医
療体制の基盤を確立するために、長年にわたり自民党が政
権与党時代に検討を重ねて作り上げた制度です。制度発足
して４年たち制度は定着しつつあります。「後期高齢者」
というネーミング批判を金科玉条に、すぐにも制度を廃止
し、新制度を実施すると約束していました。どんな優れた
制度案が出てくるのかと思っていましたが良案もなく、苦
し 紛 れ に 提 出 し た 案 が、 都 道 府 県 な ど か ら 総ス カ ン を く
い、制度廃止はどこへやら。
「決められない政治」は、
「参議院がねじれているから」
ではなく、与党民主党のまとまりのなさ、そして、簡単に
自分たちの旗を取り下げてしまう定見のなさ、政策策定能
力の未熟さから来る当然の結果ではないでしょうか。この
ま ま で は 、 消 費 税 引 き上 げ と 同 時 進 行 す べ き社 会 保 障 改
革、経済活性化対策がどうなるか、心配でなりません。
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その１

平成２４年４月２日
１０時より財政金融委員会が開催され、
AIJ 投資顧問問題に対する参考人質疑が行
われました。

参考人 4 名に対する質疑が行われました。ＡＩＪ投
資顧問会社の淺川社長は、水増し虚偽報告等により
顧客の資産の大部分を消失させたことについて「だ
ますつもりはなかった」。自身の資産提供について
は「だましたことを認めることになる」として拒絶
しました。浅川氏の主張はとても理解できるもので
はありません

平成２４年４月５日
13 時より本会議

平成 24 年度予算について採決が行われ、否決され
本会議は休憩となりました。
15 時 25 分本会議再開、予算案の否決を受け両院
協議会委員の選任が行われ再休憩となりました。
17 時 15 分本会議再開、両院協議会における協議
の結果意見の一致をみず衆議院の議決優先となり
ました。

平成２４年４月６日
４月１日付で国際連合開発計画（ＵＮＤＰ）
駐日代表に就任された弓削昭子氏が訪問。

ＯＤＡに関するＵＮＤＰと我が国の役割、国際機関
で勤務する日本人職員等について意見交換をしま
した。当日は、前任の臨時駐日代表の丹羽敏之氏も
同席されました。ＵＮＤＰは、開発分野における国
連機関の中核的存在です。
参議院政府開発援助調査に関する件について審議
を行いました。平成２３年度の参議院ＯＤＡ調査派
遣団の調査報告をお聞きし、外務省、ＪＩＣＡから
の参考人の出席のもと、委員間の意見交換を行いま
した。派遣団は、アフリカ、中東アジア、東アジア、
東南アジア地域を調査対象とした４班で構成され、
それぞれから報告を受けました。

平成２４年４月１３日
後発医薬品の使用促進と医療費改定に関す
る質問主意書の提出（同４月２４日答弁書
受理）
平成２４年４月１８日
10 時より政府開発等に関する特別委員会
を開催
平成２４年４月２０日
10 時より参院本会議

自民、みんな、新党改革の３党提案の前田国交相、
田中防衛相に対する問責決議案をそれぞれ賛成多
数で可決しました。前田大臣は岐阜県下呂市長選の
告示前に民主党立候補予定者への支援要請文書に
署名、公職選挙法抵触が指摘され、田中大臣は北朝
鮮のミサイル発射を巡る対応の混乱や国会答弁等
が防衛相としての資質に欠けると指摘されたもの。
野田首相は両大臣の更迭拒否とのことですが、
・・・。

平成２４年４月２４日
１3 時より財政金融委員会に出席、ＡＩＪ
投資顧問株式会社関連の証人喚問を行いま
した。

平成２４年５月１４日
開業を一週間後に控えた東京スカイツリー
の視察に行ってきました。

美しい装飾を施したエレベーターにて、３５０ｍの
展望デッキまで１分足らずで昇り、夕なずむ都心を
一望し絶景を堪能しました。更に、エレベーターを
乗り換え、４５０ｍの展望回廊まで昇り、回廊を一
周しました。やや上りとなる回廊のスロープを進ん
で行くと、展望回廊の最高到達点（４５１. ２ｍ）
である「ソラカラポイント」に到着します。東京ス
カイツリーの開業は、東日本大震災以来の沈んだム
ードを久しぶりに明るくしてくれることでしょう。
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その２

平成２４年５月１５日
自由民主党薬剤師問題議員懇談会開催

昨年度は東日本大震災のため開催を見合わせた自
民党薬剤師問題議員懇談会が都内で開催され、128
名の会員中本人が 68 名、代理者が 39 名出席され、
盛会となりました。世話人会、総会の後、日本薬剤
師連盟・都道府県薬剤師連盟の幹部の方々との懇親
会。同時刻に都内ホテルで日本医師会の役員就任披
露パーティーも開催されていましたが、森元首相、
石原幹事長等そうそうたる顔ぶれが出席されまし
た。自民党の日本薬剤師連盟に対する高い評価を反
映しているものと考えます。

平成２４年５月２３日
１３時よりＯＤＡ特別委員会開催

今回は前ＪＩＣＡ理事長の緒方貞子氏を参考人に
迎えての委員会です。某委員は「緒方の前に緒方無
し、緒方の後に緒方無し。」との言葉の後に質問を
しました。そこまでの評価が適切かどうかは意見の
分かれる所かもしれませんが、日本の誇るコスモポ
リタンの一人であることは誰も否定しません。８５
歳のご高齢にもかかわらず、プレゼンテイション、
そして、その後の委員の全質問に滞りなく適切に答
弁なさいました。ますますのご活躍を！
野田首相は、参議院で問責決議を受けた田中防衛
相、前田国土交通相の２大臣や、中国スパイ問題が
取りざたされる鹿野農相、国会内でネット競馬情報
の小川法相を含む５閣僚を更迭し、防衛相に民間の
森本教授を充てる等の内閣再改造を行いました。人
材難を露呈した感のある民主党、その党内には対話
決裂の小沢、立場不明の輿石幹事長がいます。これ
で与野党協議が前進する？？？

平成２４年６月４日
野田内閣改造人事発令

平成２４年６月８日
薬学教育の質の確保等に関する質問主意書
を提出（同 6 月 19 日答弁書受理）

今回のテーマを「脱法ハーブ等の乱用問題の現状と
今後の対策」として、薬事法（指定薬物の規制）、
覚せい剤取締法等を所管する厚生労働省と違反事
犯の検挙を行う警察庁から説明を受け、その後質疑
を行いました。インターネットの普及等により、薬
物乱用の実態は大変憂慮される状況にあると思わ
れ、衛生当局と警察当局とが連携した対策が急がれ
ています。

平成２４年６月１２日
12 時より自民党厚生労働部会「薬事に関
する小委員会」が開催されました。

平成２４年６月１２日
医療関係職種等の叙勲受章に関する質問主
意書を提出（同６月２６日答弁書受理）

衆議院おいて、午前の社会保障と税の一体改革に関
する特別委員会で締めくくり総括審議及び採決を
済ませた消費増税法案等は、13：00 開始された衆
議院本会議では 15：30 頃消費税増税法案も賛成
多数で可決され、関連 8 法案は参議院送付となりま
した。注目されていた民主党造反者は小沢元代表ら
57 名を数えました。鳩山元首相も堂々と（？）反
対票。今後の民主党は、一体どうなるのでしょう？
法案は参議院審議に移ります。

平成２４年６月２１日
衆議院において 9 月 8 日までの 79 日間会
期延長決定
平成２４年６月２６日
衆議院にて消費増税関連法案可決
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近畿地区もとゆき会

方眼罫のノート

「藤井基之氏と語る会」

もとゆき会幹事 山下敬三
旅が好きというのは誰しもでしょう。私の場合、仕事柄、
ＪＩＣＡ（国際協力機構）
、ＪＩＣＷＥＬＳ（国際厚生事業団）
、
ＷＰＲＯ（ＷＨＯ西太平洋地域事務所）などの海外関係者と
触れ合ったことが大きなきっかけとなり、自ら予定を組んで
アジアの暖かい場所をリピートするようになりました。それ
が続いてくると、現地で働く邦人の方とお友達になったりし
ます。邦人子弟を対象とする塾の経営者ですとか、フリーラ
ンスの報道関係者、和風居酒屋のチーフなど様々です。私の
旅の記録方法は、方眼罫のＢ５版ノートとカメラです。現在
のカメラは手軽で良質な仕上がりとなっておりとても便利で
すね。先日、相当量の過去の方眼罫ノートを整理しています
と、懐かしい出来事がいろいろと思い出されてきました。
アフガニスタン在カブール保健省に医薬品行政専門家とし
て派遣されていた頃の方眼罫ノートからは、砂塵の街と樹木
の無い山脈、水の出ないホテル、お会いした保健省幹部の方々
など、昨日のように蘇ってきます。今でも必須医薬品計画責
任者とはメール交換させて頂いています。ＰＣは本当に便利
ですね。帰国便は、カブールからＵＮ機でイスラマバードへ、
次いでカラチ、バンコクを経由しましたが、このときは流石
に草臥れました。次の方眼罫ノートでは、草臥れたせいか、
残務処理が終わるや否やタイ国北部にあるチエンセーンに休
養と称して出かけています。チエンセーンは、所謂ゴールデ
ントライアングルに連なるのですが、メコン川に港を有する
古都で中国貨物船の行き来も頻繁です。街は静かで古跡も多
く、バンコクとはタイプの異なる文化を保持しているようで
す。早朝、靄のなかの古跡をぶらぶらしていますと精霊が降
りてきたかのような幻想に捉われたりもします。
その２年後、バンコク滞在中にタクシン政権に対する
軍事クーデターが発生し、出国をどうしようとか酷い目
にも合いましたが、それらも方眼罫ノートのお陰で思い
出の糧になっています。これからも方眼罫ノートを増や
していければ幸いと存じます。

が開催されました。
2 年ぶりとなりましたが、もとゆき
会近畿グループ主催の「藤井基之氏と
語る会」が、多くの会員の方々に参加
をいただき開催されました。香月英男
氏の司会のもと、もとゆき会新会長市
川和孝氏のご挨拶の後、藤井先生より
国会活動報告などについてのご講演
があり、その後藤井先生を囲み、直接
お話しいただいた楽しい会が催され
ました。
日時：平成２４年６月１日（金）
午後５時３０分～７時
場所：湖陽樹 谷町店

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/

