オーファンドラッグ
制度も二十年を経過
して・・・

もとゆき会幹事 平井俊樹
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健康情報拠点としての薬局・薬剤師
平成二十六年度の国の予算、そして来年度の概算要求に、
「薬局・薬剤師を活用した健康情報拠点推進事業」という
予算が計上されています。セルフメディケーション推進の
ための「健康ナビステーションの整備」、「在宅医療のモデ
ル事業の実施」などの事業を行うとされています。この予
算は、昨年六月に閣議決定された日本再興戦略の中に、
「薬
局の健康情報拠点として育成」が政策課題として取上げら
れたことに基づいたものです。
しばしば、長く薬局をやっておられる薬剤師の方々から、
「昔の薬局は、地域の人たちの健康相談にのっていたもの
だよ」という話を聞きます。最近は医薬分業が７０％近く
まで進み、処方箋調剤だけを行う薬局も増えました。しか
し、高齢の薬剤師の方々に言わせると、処方箋調剤は決め
られた処方の中での指導になる、それに比べ一般用医薬品
の販売の方は、来局する人たちの体調を聞いたり、食事生
活を聞いたりして、薬の選び方や健康のアドバイスができ
る、というのですね。
それから、今年の三月、臨床検査技師法に基づく告示の
改正が行われ、衛生検査所でなくても薬局で自己採血検査
ができるようになり、血糖値やＨｂＡ１ｃ、ＨＤＬコレス
テロール、ＬＤＬコレステロール、ＧＯＴ、ＧＰＴなどの
検査が行えるようになりました。アメリカでは、ノースカ
ロライナ州のアッシュビルという町で、薬局の店頭で糖尿
病患者に対する啓発、指導を行うプロジェクトが実施され、
３４％医療費が削減できたという成果をあげ、それを機に、
同様のプロジェクトが全米に広がりつつあるそうです。
考えてみれば、病気に罹った人ばかりでなく、健康人ま
で出入りする、地域の最も身近な医療施設は薬局しかあり
ませんね。高齢化の進展によって医療費が増加を続ける中、
医療費対策としても必然的な政策です。

参議院議員

厚生 省薬務局 経済課医薬品 先
端技術振興室は、昭和 六十三年
四月藤井先生が中心になって、
厚生省も規制や処罰の ような後向きの仕事ば かりでなく、も
っと積極的に前向きの 仕事をするべきだとす る方針の基に、
誕生したものと聞いています。
そのころアメリカには、既にオーファンドラック法があり、
日本もこれに倣うべく 、医薬品先端技術振興 室にて準備が進
められていました。平 成四年に藤井室長から 業務を引継ぎ、
薬事法を改正し、希少 疾病用医薬品の指定や 優先審査等の条
文整備を行い、オーフ ァンドラッグ開発費の 税額控除ができ
るよう準備しました。 法律改正時には、薬剤 師議員にも応援
していただき、議員の 先生方の重要性を認識 することになり
ました。皆さんのご支 援により日本はＥＵよ り早くオーファ
ンドラッグ法制を整備することができました。
希少疾病用医薬品には 、三百品目以上が指定 されており、
多くの品目が既に承認 され市販されていると ころを見ると、
制度としては、大いに 成功したものと思いま す。一部の品目
では、オーファンドラ ッグを先発品とするジ ェネリックが多
数承認されており、今 後も更にジェネリック の参入が計画さ
れているとのことです。
オーファンの制度を作 った当時は、十年間の 再審査終了後
にまさかジェネリック が続々と出て来るもの だとは思いもし
ませんでした。隔世の感があります。
今回の法改正後は、希 少疾病用再生医療等製 品が登場する
と思いますし、更にソ フトウェア単独製品も 希少疾病用医療
機器の対象になります から、今後どんな素晴 らしい希少疾病
用製品が出てくるのか楽しみです。
法 律 の 名前 が「 薬 事法 」と い う 名称 であ れ ば、
振 興 も含 め て薬 事に 係るす べ ての こ とが でき る と
思 い ます が 、惜 しい ことに 、 この 名 称が 消え て し
ま っ たの で 法律 の矛 先がま た 後向 き ばか りに な っ
てしまわないか、将来のことが少し心配です。
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藤井もとゆき国会日記 その１
小生は文部科学副大臣にノミネートされ、モーニン
グに着替え 16；30 官邸に集合。その後、宮中で
の認証式に。天皇陛下から至近距離でお声をいただ
きますと感じるものがあります。お立ちになったま
ま全員に一人一人お声かけをなされる陛下のお疲
れが心配になりますが・・・官邸で記念写真、その
後副大臣会議が開催され、食事も無いなか、文科省
初訪問となりました。花束をいただき疲れが飛びま
す。明日は 9 時から文科省業務です。

平成２６年９月４日（木）
第２次安倍改造内閣にて文部科学副大臣
を拝命しました。

記者会見では、文部科学行政との過去のかかわり等
を最初に問われました。薬学教育６年制の導入に触
れ、当時文科省が抵抗勢力であったことも。文科省
の業務内容等が国民に十分理解され、評価されるよ
う政務担当として最大限の努力をする旨を申し上
げました。理研問題のついても問われました。ＳＴ
ＡＰ細胞を巡る今回の件は残念な出来事ですが、国
際的評価が高く、わが国が誇る理研の今まで以上の
活性化を求めていきたい旨を述べさせていただき
ました。 この度は、多くの方々から電話、電報、
お花等を頂戴しています。ありがとうございます。
皆様のご期待に添うようがんばります。

平成２６年 9 月 5 日（金）
9；00 大臣室
9：15 新旧副大臣事務引き継ぎ。
9：40 省内職員挨拶
13：30 大臣室で政務三役打ち合わせ会
幹部職員との記念撮影の後省議。
15：30 副大臣、政務官とともに記者会見

平成２６年 9 月 19 日（金）
静岡県清水港に停泊中の地球深部探査船
「ちきゅう」を視察しました。

世界最高の掘削能力（海底下 7,000m）を持つ地球
深部探査船で、世界のすべての橋下、スエズ運河を
航行できない大きさ。船底からトップまでは 130ｍ
（水面上約 120ｍ）
、船幅 38ｍ。迫力が違います。
地震のメカニズムの解明とそれに伴う地震予知、資
源探査、生物探査等の国際共同プロジェクトの主役
を担っています。先日訪問したＪＡＸＡは宇宙、航
空分野、ＪＡＭＳＴＥＣは海洋分野と応用分野は異
なりますが、ともに高レベルの基礎科学技術を有し
ます。産業面への活用や今後ますますの国際貢献が
期待されます。

平成２６年 9 月 22 日（月）
科学技術関係施設の訪問・視察

訪問先は、午前が西播磨公園都市にある理科学研究
所の「ＳＰｒｉｎｇ－８」
「ＳＡＣＬＡ］を視察し、
午後は神戸市に移動し、スーパーコンピュータ「京」
を視察しました。日本の誇る科学技術拠点です。世
界をリードし続けるためには、常時研究の高度化、
施設のより高度化が求め続けられます。

重粒子線センター等の最新のラボ、医療施設の視察
です。かつて（約４０年前？）研修プログラム受講
に通って以来となります。建物が増え続け、古い建
物以外にかつての面影は残っていませんでしたが、
何となく懐かしさが・・・。

平成 26 年 9 月 25 日（木）
千葉市稲毛にある「放射線医学研究所」
を訪問しました。

-2-

藤井もとゆき国会日記 その 2
平成２６年１０月７日（火）
種子島のロケット打ち上げを視察いたし
ました。

台風一過の種子島は好天。射場から約３キロ離れた
地点で関係者とともに打ち上げを待ちます。
１４時１６分、Ｈ－ⅡＡロケット２５号機による静
止気象衛星「ひまわり８号」が打ち上げられました。
秒読みの中ＬＥ－７Ａエンジン着火、秒読みゼロで
ＳＲＢ－Ａ点火。ロケットは爆音と白煙を残し、碧
空の中に消えて行きました。これで１９機連続での
打ち上げ成功です。関係者のご尽力を高く評価する
ものです。 今後は機能の充実した「ひまわり８号」
が、現行の静止気象衛星「ひまわり７号」の後を受
け活動することになります。

平成２６年１０月２３日（木）
８時より党本部にてノーベル賞受賞の天
野教授の講演を拝聴、その後、衆議院災
害対策特別委員会で答弁。

天野教授の講演を拝聴させていただきました。飾ら
ぬお人柄が現れた語り方、素敵なお話でした。本来
なら途中退席予定でしたが、急遽国会（衆議院災害
対策特別委員会で答弁）予定が入ったため当初予定
の参議院委員会視察参加は取りやめに。逆に最後ま
でお付き合いできました。

若田光一宇宙飛行士の表敬訪問を受けました。
若田宇宙飛行士は、日本の宇宙航空研究開発機構
(JAXA)に所属する宇宙飛行士で、これまでに４度
宇宙飛行ミッションを行った方です。
２０１３年１１月から約６ヶ月間ソユーズ宇宙船
に搭乗し、長期滞在ミッションでは日本人初のＩＳ
Ｓコマンダー（司令官）を務めました。
通算の宇宙滞在期間３４７日で、現時点で日本人最
長記録保持者でもあります。

平成２６年１０月２７日（月）
若田光一宇宙飛行士が来省。

今日は官邸での副大臣会合出席のためと、朝の出勤
時間が早くなりました。早朝は都心にいても秋の気
配を実感できます。
午後、全国学校薬剤師大会に出席のため金沢市へ。
開会式、表彰式等の公務の後、当初は懇親会にも出
席予定でしたが、国会の質問通告等がはっきりせず
予定を変更して帰京することにし、ぎりぎりで間に
合った小松空港 20：00 発の最終東京便は、小松
空港の霧のため離陸できず約 1 時間機内待機。結局
羽田到着は 22 時を過ぎてしましました。

平成 26 年 11 月 6 日（木）
8 時 10 分より官邸において副大臣会議、
午後より金沢で開催されました全国学校
薬剤師大会に出席し特別講演。

13 時開催の衆議院本会議、解散詔書が読み上げら
れ衆議院は解散されました。
恒例の万歳がフライング、再度の万歳となったのは
1 回生議員が多いためのご愛敬でしょう。
各党の公認候補者が出揃ったわけではありません
が、衆議院議員は急ぎ地元へ。
実質的には選挙戦スタートです。「アベノミクス解
散・総選挙」がんばりましょう！

平成２６年１１月２１日（金）
10 時より参議院本会議、まち・ひと・し
ごと創生法案ほか 6 法案について採決が
行われいずれも可決。
13 時より衆議院本会議が開かれ、解散と
なりました。
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未 熟 高 齢 者 生 活
もとゆき会幹事

山本

章

いつぞや田村厚生労働大臣であったか、後期高齢者を熟年高齢者と呼ぼ
うという声かけがあった。ならば私は６年後に仲間入りするから、未熟高
齢者というところか？
未熟高齢者は一般に仕事を卒業してしたものの、体は元気で時間はたっ
ぷりある。私の場合、毎日テニス、水泳、ゴルフのいずれかをやっている。
中学の 2 年間、高校の 4 年間（1 年間は休学）結核のために体育がご法度
だった。その反動で、失われた時間を敵（かたき）のように追い求めてい
るようなものだ。その上、野菜作り、料理、英語クラブなどにも取り組ん
でいる。また一生のうちに一冊ぐらいは本を書こうと決めていたので、誰
に頼まれた訳でもないのだが、その作業も結構手がかかる。そんな訳で朝
起きてから寝るまで、あたふたと駆けずり回っている。がしかし、そんな
生活も今年で終止符を打つことになるかも知れない。と言うのも、遊びま
わっているとのうわさが立ったせいか、来年からボランティアとして横浜
市青葉区内の障がい者ＮＰＯ法人の運営をやってみないかと、お声がかか
っているからだ。
現役の頃、厚生省は国立病院や療養所を含めて職員数は万単位、ＯＢに
なってから勤めた会社は千人単位と百人単位、財団法人は十人単位で、今
度のＮＰＯ法人は最小規模の一桁の組織。組織の管理は、大きければ大き
いなりに、また小さければ小さいなりに様々な苦労に遭遇するが、熟年に
しろ、未熟にしろ、過去の経験を生かすことのできる高齢者向きの仕事と
言えよう。
ＮＰＯ法人といえば、その根拠法（特定非営利活動促進法）を立案し成
立にこぎつけた厚生省の先輩、熊代昭彦元衆議院議員（藤井基之議員の高
校・大学の先輩）を思い出す。この法律が平成十年に施行された日、私は
これで日本の社会構造は、従来とはいささか違ったものになると直感した。
これにより医療保健、社会教育、まちづくりなど２０の分野におけるボラ
ンティア活動が活発化すると見込まれたからである。案の定、現在全国に
は５万近いＮＰＯ法人のもとに多くの人がボランティア活動を実施してい
るようだ。
NPO 法人が姿を現してから十数年が経ち、私にもお話が回って
きたのも何かのご縁であろう。未熟とはいえ高齢者だし、何よりも
「非営利」というのが性に合っている。私もボランティアの一人と
して、それなりにお役に立てればと思っている今日この頃である。

「藤井もとゆき君と
語る会」開催！
日時：平成２６年１１月５日（水）
１８：３０～20：30
場所：東京會舘 9 階ローズルーム

平成 26 年 11 月 5 日東京會舘
ローズルームにて「藤井もとゆき
君と語る会」が開催されました。
全国各地より多くの支援者の皆
様にご参加いただき、とかしきな
おみ衆議院議員の司会により、日
本薬剤師連盟山本信夫会長の開
会ご挨拶に続き、岸田文雄外務大
臣、下村博文文部科学大臣、衛藤
晟一参議院議員をはじめ各界来
賓の方々より熱い励ましのお言
葉をいただきました。
その後、乾杯のご発声を松本純衆
議院議員よりいただき、懇談に移
りました。皆様方のご支援をバッ
クに今後とも一層精進に励むこ
とをお誓い申し上げます。

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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