期待高まる再生医療
この通常国会で、議員立法により提出された「再生医療
推進法」が衆議院で可決、承認され、今、参議院側に審議
の場が移っています。推進法では、世界に先駆けて、国民
が ｉ ＰＳ 細 胞や Ｅ Ｓ幹細 胞 を用 い た再 生 医療の 恩 恵を 受
けられるよう、再生医療技術の研究開発の推進、普及、倫
理 や 安全 性 の確 保 などの 必 要な 施 策を 推 進する こ とを 国
に求めています。
山 中教 授 が作 り 出した ｉ ＰＳ 細 胞の ノ ーベル 賞 受賞 を
機に、今、再生医療は現実的な最先端医療として，日本国
民、いや世界中の人々の大きな期待を集めています。ＥＳ
幹 細 胞に つ いて は 万能細 胞 とし て 数年 前 から話 題 にな っ
てきましたが、ｉＰＳ細胞はどのような点が優れているの
でしょうか。
ど ちら も 損傷 し た人の 組 織や 神 経細 胞 を再生 さ せる の
ですが、ポイントは、ＥＳ幹細胞が受精卵から作られるた
め 倫 理的 な 問題 が あるこ と 、ま た 再生 臓 器を移 植 した 場
合、拒否反応が出る可能性が高いこと、それに対しｉＰＳ
細胞は、臓器や組織になり、もはや分化を停止した細胞を
リセットして、受精卵と同じように人体のあらゆる臓器、
組織に分化する能力を持たせたもの。したがって、自分の
体細胞を使用すれば、拒否反応も心配せずに誰でも再生医
療を受けられる、という点にあるということです。
科学の進歩、発展は本当に素晴らしいものです。再生医
療を武器に、世界に冠たる科学技術創造立国を成し遂げた
いものです。

参議院議員

もとゆき会近畿地区幹事

化粧品業界の健全発展を願って

コラム

香月英男

人間は古代より美への欲求を持 海外進出なくして、更なる業界発
ってきた。化粧の歴史は古く、人 展は望めないことは明白である。
類の発生以来その時代に応じ種々
一方近年の産業界は、各分野に
の動植鉱物や化学品を活用し、今 おいてグローバル化が急速に進展
日まで化粧法、化粧品として発展 し、国際間競争が激化、今各国で
させて来た。
は、自国の更なる優位性の確保を
このように美しくありたいとい 目指してＴＰＰや各国ＦＴＡ交渉
う人類共通の願いに応える物が、 などが、展開されている。このよ
化粧品で現代社会では、日常生活 うな時、個別企業の努力だけでは
に欠かせないものとなっている。 海外進出には限界があり、業界団
また、化粧品は人々に夢を与え 体として業界の進むべき方向を明
ることにより文化的生活の発展に 示し、会員企業はもとより関係機
寄与し、生活の質（ＱＯＬ）の向 関や学会とも情報共有し、連携、
上に大きく貢献している。
協力しなければ発展は望めない。
我が国の化粧品開発技術や、研
そこで、西日本の有志の方々の
究・製剤化技術は世界の専門家（国 協力を得て、業界の将来ビジョン
際化粧品技術者会）の間でも常に 案を作成、理事会等の了解を得て
トップランクの評価を得ており、 上部団体である日本化粧品工業連
世界の使用者からその機能性や品 合会へ提案し、種々議論ののち、
質、安全性、使用感の面でも高い その必要性が認められ、昨年夏の
信頼を得ている。
年次総会で粧工連ビジョン（活動
さて、私は平成九年大阪府庁を 方針）として承認された。
退職後、縁あって近畿（現西日本） 内容については省略するが、こ
化粧品工業会に席を置かせて頂い のビジョンを実現するには、事務
ている。その間東京、中部の方々 局体制の強化はもとより、具体的
を含め時々に応じた意見交換をさ テーマについて業界内で意志統一
せて頂いたが、いつも何か足りな し、所管官庁を含めた関係機関や
いものを感じていた。それはこの 団体とも情報共有し、物を云う団
業界の発展は主に個別企業の努力 体、戦略的活動をする団体へと変
と国内消費の伸びに 革することが重要となって来る。
現在業界内では、精力的に議論
支えられたものであ
り、成熟産業域に達 が重ねられており、時が来れば、
していること。さら 藤井先生にもご尽力を賜り、日本
に今後の急激な人口 発の品質第一で、夢のある化粧文
減少等を考えるとき 化を世界の人々に広めたいものと
願っている。
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藤井もとゆき国会日記
平成２５年１月２８日（月）
１０時より本会議が開催され、その後
１５時より再開され、天皇陛下をお迎えし
ての第１８３回通常国会開会式が行われま
した。

その１

自民党に政権が移って初の通常国会がスタートし
ました。天皇陛下をお迎えしての開会式の後、まず
衆・参両院で安倍総理の所信演説です。所要時間約
２０分、各センテンスが簡潔な安倍総理らしい演説
でした。野党からは具体的内容が無いとの批判があ
りましたが、そもそも総理所信に具体的内容を求め
ること自体がピント外れと言えましょう。それは各
委員会における論戦を待つべきでしょう。代表質問
は明後日からスタートします。
安倍総理の所信表明演説に対する代表質問が行わ
れた後、各種委員の辞任及び選任が諮られ、裁判官
弾劾裁判所の裁判員として選任されました。

平成２５年１月３１日（木）
１０時より本会議。

平成 25 年 2 月 4 日（月）
13 時 30 分より本会議。

麻生財務大臣より財政演説が行われました。代表質
問は６日になります。１４時より裁判員会議・裁判
員合議が開催されました。会議では、裁判長の辞任
及び互選が行われ、合議では裁判官罷免訴追事件の
審理に関する件が諮られ審議が行われました。

（裁判官弾劾裁判所にて）

本会議は、２時間コースで財務大臣の財政演説に対
する代表質問が行われました。
１３時からは国民生活・経済・社会保障に関する調
査会が開かれ、我が国経済の持続可能性、我が国社
会保障の持続可能性をテーマに、内閣官房・内閣府、
財務省、厚生労働省から説明を受け、委員からの質
疑が行われました。私も各府省の副大臣に質問を行
いました。

平成 25 年 2 月 6 日（水）
10 時より本会議、
13 時より国民生活調査会。

原子力規制委員会委員長などの同意人事を賛成多
数で承認した後、北朝鮮による三度目の核実験に対
する抗議の決議案が緊急上程され、全会一致で可決
されました。

平成 25 年 2 月１５日（金）
10 時より本会議。

緊急上程された国家公務員等の国会同意人事が承
認されました。
続いて平成２４年度一般会計補正予算、特別会計補
正予算、政府関係機関補正予算についての修正案を
否決した後、政府提案の補正予算は記名投票により
賛否が諮られ、賛成１１７反対１１６で可決されま
した。
株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法
律案、地方交付税法および特別会計に関する法律の
一部を改正する法律案について審議、採決が行われ
いずれも可決しました。

平成 25 年 2 月２６日（火）
１５時 50 分より本会議。
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平成 25 年 2 月 27 日（水）
13 時より国民生活・経済・社会保障に関
する調査会が開かれました。

その２

「雇用とセーフティネットの現状と課題」をテーマ
として、ＮＨＫ解説委員の後藤千恵氏、慶応大学商
学部教授の樋口美雄氏からご意見を伺い、委員との
間で意見交換を行いました。私も中長期先を見据え
た外国人の雇用の問題などについて質問をさせて
いただきました。
安倍総理による施政方針演説に続き、外交、財政、
経済演説が各担当大臣より行われました。

平成 25 年 2 月 28 日（木）
１４時４５分より本会議。

２０２０年開催のオリンピック、パラリンピックを
東京へ招致する決議が採択され、その後、安倍総理
の施政方針演説に対する各党代表質問が行われま
した。

平成 25 年 3 月 5 日（火）
1０時より本会議。

裁判官弾劾裁判所において、13 時３０分より１８
時まで公判があり、裁判員として参加しました。電
車内での盗撮により現行犯逮捕され、罰金刑を受け
た判事補が出廷し、本人尋問、当事者意見陳述等が
行われ結審しました。次回、４月１０日に判決を宣
告することになります。

平成 25 年 3 月 13 日（水）
13 時 30 分より裁判官弾劾裁判所にて
公判。
平成 25 年 3 月 18 日（月）
茨城県つくば市にある
「高エネルギー加速器
研究機構」を視察。

タイトな日程の中、衆・参各委員会の審議が開始さ
れました。厚生労働委員会は先週末一足早く審議入
りした衆議院が、定例日以外の今日午前法案審議に
入り、夕刻には採決も。その余波（？）で、参議院
厚生労働委員会は定例日にもかかわらず、大臣所
信・予算案説明聴取が、通常は昼休みである 1２時
２５分から２５分間のスケジュールとなりました。
年度内審議日程には限りがありますが、処理しなけ
ればならない“日切れ法案”が待っています。

平成 25 年 3 月 19 日（火）
12 時２５分より厚生労働委員会に出席。

審議法案は、現在基金事業として実施されている
「ヒブワクチン」
、
「小児肺炎球菌ワクチン」、
「子宮
頸がんワクチン」を予防接種法上の定期接種対象と
する等を内容とする「改正予防接種法」。基金事業
は今年度でなくなるため日切れ法案（年度内での成
立が必要な法案）として扱われている法案です。
私の持ち時間は当初の予定から大幅に減らされ僅
か 25 分。「ワクチンで対応できる疾病はワクチン
で」を基本とし「ワクチン・ラグ」の解消を求める
立場から田村厚生労働大臣他に質問させていただ
きました。現在感染が広がっている「風疹」につい
ても言及させていただきました。１９時前、法案は
採択に付され全会一致で可決、付帯決議案も全会一
致で採択されました。

平成 25 年 3 月２８日（木）
１５時 25 分より厚生労働委員会に出席
し、国会質問に立ちました。

来年度予算の年度内成立が困難であることから、ま
ず平成２５年度暫定予算案が可決成立しました。ま
た、昨日厚労委で可決された改正予防接種法案も賛
成多数で可決成立となりました。

平成 25 年 3 月２９日（金）
13 時 30 分より本会議。
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「近
近しく・親しく藤
井基之先生
井基之先生と懇談
する
する会」開催！

健 康 長 寿 国 日 本
もとゆき
もとゆき会幹事

天羽生

豊

小学４年の時、父よりジャバラのカメラ・パールを
よりジャバラのカメラ・パールを貰い私の写真
開始になりました。自然や動物たちの
たちの写真を撮りに出掛けます。写
真は南極、アフリカ等のものです。特別養護老人
特別養護老人ホームや学校など
に展示していただいております。写真展示
写真展示していただいている特別
養護老人ホームの理事長から連絡が在
在り、入所以来、口を利かない
方が写真を見て感激し、その時から話
話をするようになった。と嬉し
いご連絡を２施設から頂き、元気の出る写真をテーマとする事にし、
年に数回写真の旅を続けております。
。
写真がきっかけで、総合病院・特別養護老人
特別養護老人ホームの理事長から
日本は長寿国ですが、最も大切なことは
なことは自分の意志・身体で活動・
行動できる健康長寿とのお話を賜りました
りました。最近、健康の役に立つ
特定保健用食品が沢山出てきていますが
てきていますが、もっと積極的な循環器系
や生活習慣病など、いろいろな分野での
での疾病予防医薬品が普及する
ことになれば闘病者が少なくなり、健康長寿
健康長寿の方が増加し、寝たき
りの方も少なくなり、今よりも寿命が
が長く且つ、介護者のお力添え
や車いすを使わず自分の手足で行動する
する事が出来るようになると考
えます。
その様な医薬品が出来れば国民から
から確実に感謝されると思いま
す。また、経済面では保険原資縮小に
に繋がり、企業活性化も考えら
れ、将来は健康長寿国日本の疾病予防薬
疾病予防薬が、世界中の人々から欲し
がられる医薬品となり、企業は益々活性化
活性化し世界中の人々に感謝さ
れることになると思います。この事を
を実現させるには適切な医薬品
の在り方に付き十二分な英知をお持ちの
ちの藤井基之先生のご構想・お
力無くしては出来ないと考えております
えております。日本国民、世界中の人々
の為に益々のご活躍を期待いたします
いたします。

アフリカにて撮影

日時：平成 25 年 2 月７日（木）
午後 6 時 30 分～8 時 30 分
場所：ＫＫＲホテル東京
孔雀の間
２月７日「
「近しく・親しく藤井基之先生と懇
談する会
会」が、約 1 年ぶり、与党に戻って初
めての会
会となりました。会場には、昨年以
上に多くの
くの支援者の方々にお集まりいた
だき、KKR
KKR ホテル東京（竹橋会館）「孔雀の
間」にて開催
開催されました。 第 1 部では、も
とゆき会
会からの報告、市川会長のご挨拶
に引き続
続き、藤井先生より国会活動報告を
行って戴
戴きました。 引き続き第 2 部では、
顧問の先生方
先生方よりご挨拶を戴き、近しく・
親しく藤井基之先生
藤井基之先生と懇談する楽しく盛り
上がる会
会となりました。

南極にて撮影

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
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
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
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
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
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
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
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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