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かかりつ け薬局
厚生労働省が、十月に「患者のための薬局ビジョン」をま
とめ、公表しました。ビジョンでは、２０２５年までに、全
国５７０００の全ての薬局を「かかりつけ薬剤師」のいる「か
かりつけ薬局」になれるよう、必要な施策を講じていく、と
しています。
また、
「かかりつけ薬局」は、
「高度薬学管理機能」と「健
康サポート機能」をもつこと、そして、
「服薬情報の一元的・
継続的管理」
、
「２４時間対応・在宅対応」、「医療機関との連
携」ができることがその要件である、としています。
この「かかりつけ薬局」という呼び方ですが、実はそんな
に新しいものではありません。日本薬剤師会元会長の佐谷圭
一氏によれば、平成元年の夏ごろに、某一般紙の論説委員と
話している中で、佐谷氏が「行きつけの薬局」といったとこ
ろ、論説委員の方から「行きつけの薬局」じゃ一杯飲み屋み
たいだから、
「かかりつけ薬局」にしたら、と提案されたそう
です。
「医者にかかる」といいますが、この「かかる」には、単
に「医者に通う」ということではなく、自分の健康、生命に
関わる〝病気〟への対処を医師に委ねる、という意味を含ん
でいるのでしょう。その意味で、単にいつも薬を買いに行く、
貰いに行く「行きつけの薬局」ではなく、自分の健康管理や
病気について、親身になって相談に乗ってくれる薬剤師のい
る「かかりつけ薬局」を目指す、というビジョンの意義は、
極めて大きいと思います。
ビジョンのサブタイトルに『
「門前」から「かかりつけ」へ』
とありますが、私はもう一つ加えましょう。全ての薬局を『「行
きつけの薬局」から「かかりつけ薬局」へ』。
「薬局にかかる」という言い方が日常語となるまでには、こ
れから色々難題があるでしょう。まだまだ、やることがいっ
ぱいあるなあ。

参議院議員

画歴数十年のプロ級の
奈良のＮ氏と、若い時に絵
を描いていた千葉のＷ氏
と、定年退職後の趣味で絵
を始めた私の三人が発起
し、同好会を構想し、温め、
育み、「日本薬剤師絵画同
好会」を二年前に発足させ
ました。一昨年の大阪市、
昨年の山形市での作品展
開催に続き、第三回展は、十一月二十二、二十三日に鹿児島市で開
催された日本薬剤師会学術大会会場の一つ、
「宝山ホール」のアート
ギャラリーで開催しました。発足時は絵を趣味にする薬剤師さん十
七人でのスタートでしたが、今では三十二人となりました。全国か
ら学術集会に集まった薬剤師さんが、難しい演題の合間に頭と目を
休めて、過去へ、未来へと思いを巡らせて頂く芸術コーナーとなり
ました。作品展チラシの中の高崎山の母子は私の油彩画です。
か つて の私の 大き な夢はお 一人 でも多 くの 仲間の皆 さん と藤井
もとゆきさんを国会議員に返り咲かせることでした。小さい夢は、
日 々描くこ とを楽 しみなが らも個展 を開け るところ まで到達 する
ことでした。お陰様で夢はどちらも達成できました。
ところが、小さい夢が実現した個展の翌週の三月十一日に東日本
大震災が発生しました。このままで良いのか。何をすべきか。何が
できるのか。などいろいろと自問自答しました。趣味も見つめ直し
ました。そして見つけた新しい小さな夢が、この同好会の設立や、
美術作品のチャリティー展を開催し、その収益金と作品を社会福祉
のために役立てる活動を長く続けてきている「慈彩会」への入会で
した。そしてこれからもこの夢を持ち続けられたら何よりです。
そんなこんなでもう十二月です。残された時間は少な
くなってしまいました。現職議員の強みか、藤井もとゆ
き 先生 を支援 して 下さる方 々は 年々増 えて きてはお り
ます。私などの出る幕ではありませんが、先生に引き続
き 、健 康で安 心な 国造りの ため ご活躍 して 頂くため に
は、老いた私も会員の皆様とご一緒して、最後の最後ま
で、頑張りたいものです。

コラム

藤井もとゆき国会日記 その１
平成２７年９月８日（火）
１０時より参議院文教科学委委員会が開
催されました。

衆議院文部科学委員長提案の「公認心理師法案」を
全会一致で可決しました。法案内容について異存は
ありませんが、法律題目「公認・・」というのがい
ささか気になります。職能等を規定する法案に公認
とは？ 公認されない心理師資格があるというこ
とでしょうか？ もしも「公認薬剤師」なるものが
法定されるとすれば異議を申し立てますよね・・・
明日予定される参議院本会議で成立見込みです。

平成２７年９月９日（水）
１０時より本会議。

参議院厚生労働委員会での審議がようやく終了し
た修正・労働者派遣法改正案は可決され、衆議院に
送付されることになり、明日にも成立とか・・・
他の２法案「公認心理師法」「労働者待遇確保推進
法」は成立です。残る国会会期は実質あと１０日あ
まりとなりました。

平成２７年９月１７日（木）
２０時１０分より本会議。

野党提出の中川議運委員長の解任決議案処理。冗長
な提案理由説明とそれに続く討論が延々と続き、記
名投票で否決を決めたのは 21 時 30 分頃。
23 時に延会手続が行われました。

１７日本会議の第 2 ラウンドは、中谷防衛大臣問責
決議案処理です。
否決は 02 時すぎになりましたが、
とりあえず 17 日の本会議は終了しました。
18 日１０時からの本会議第 1 ラウンドは山崎議長
不信任決議案処理。
13 時からの第 2 ラウンドは安倍内閣総理大臣問責
決議案。15 時頃否決しましたが、14 時頃衆議院
に対して内閣不信任案が提出されました。したがっ
て、その処理を待って参議院第 3 ラウンドが予定さ
れています。今日中に終了する？今日も午前様？
20 時 30 分再開された本会議は 23 時頃鴻池安保
特委員長問責決議案を否決し、前夜と同様に延会手
続きが行われました。

平成２７年９月１８日（金）
０時１０分より本会議。
（１７日本会議の第２ラウンド）
１０時より本会議。（第１ラウンド）
１３時より本会議。
（第２ラウンド）
２０時３０分本会議。
（第３ラウンド）

02 時過ぎ、今国会最大の焦点であった安保法案が
参議院本会議で可決、成立しました。再開した本会
議は、安保関連法制の 2 法案「平和安全法制整備法
案」「国際平和支援法案」を、与党及び 3 野党の賛
成で可決。衆議院・参議院で 200 時間以上の審議
を経た 2 法案はついに成立しました。

平成２７年９月１9 日（土）
０時１０分より本会議。
（１8 日本会議の第 4 ラウンド）

各委員会において会期末処理が行われました。
今国会の会期は、２７日(日)までの会期ですが、
本日が、事実上の会期終了最終日となりました。

平成２７年９月 2５日（金）
１０時より文教科学委員会、会期末処理。
１１時３０分より本会議。
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藤井もとゆき国会日記 その２
平成２７年 10 月９日（火）
第３次安倍改造内閣が発足しました。

新人 9 名を含む改造内閣各大臣が活動開始です。
昨年 12 月の改造時にはほぼ全員が留任した、副大
臣、政務官も新メンバーが決定、フレッシュな顔ぶ
れとなりました。ご活躍を期待します。
昨年 9 月 4 日に拝命し、12 月再任された小生の
文部科学副大臣勤務は約 400 日。多くの方々のご
指導ご支援により無事任務を終えることができま
した。心より感謝申し上げます。今後の活動の最重
点は来年 7 月の参院選に向けてのものとなります。
がんばります！

平成２７年 10 月 13 日（火）
１０時４５分より文科省で新・旧副大臣
の事務引継ぎ。
１８時３０分より「藤井もとゆき君と語
る会」を開催しました。

文科省副大臣室で新・旧副大臣の事務引継ぎを行っ
た後、職員にお別れの挨拶を行いました。科学技術、
文化等多くの業務を担当させていただきましたの
で何を語ろうか迷いましたが、3 月 16 日に開催し
た「第 1 回科学技術イノヴェーション政策フォー
ラム」におけるスピーチ、そこで言及した「ロケッ
トの父・ゴダード博士」について触れました。「昨
日の夢は、今日の希望、そして明日の現実」は彼の
言葉です。その後、花束を受け取り職員の見送りの
中、文科省を退出しました。これで文科省ともお別
れです。約 400 日の副大臣生活の締めくくりを終
えました。
ANA インターコンチネンタルホテル東京において
開催されました「藤井もとゆき君と語る会」には、
多くのご支援者の皆様にご来場いただきました。
下村前文科大臣、衛藤総理大臣特別補佐官のほか、
各団体代表（山本、白川、野木森、鹿目、廣江氏）
から激励のご挨拶をいただきました。多くの方にお
力を頂戴いたしました。来年夏に向けがんばりま
す。どうもありがとうございました。

平成２７年 10 月 23 日（金）
自民党政務調査会 副会長に就任。

平成２７年 11 月 1 日（日）
沖縄県薬剤師学術大会にて講演。

文部科学副大臣を終え、移動が少し自由になりまし
た。沖縄県薬剤師学術大会にお招きいただき、「薬
剤師業務と政治」をテーマに講演させていただきま
した。（関東地方は冬到来かという気候でしたが、
那覇は 22 度。日本は広い？）

平成２７年 11 月 10 日（火）
参議院政策審議会 筆頭副会長に就任。
１１時４０分より政策審議会正副会長会
に出席。

文部科学副大臣の勤めを終え、少しは時間が出来る
かと思っていましたが・・・今度は自民党・政務調
査会副会長、参議院自民党・政策審議会筆頭副会長
をとのことです。
10 日には政審正副会長会議、執行部会、これから
担当する予定の内閣部会役員会に出席しました。永
田町での会議の合間を縫うように、神奈川県、山梨
県を訪問させて頂き、明日からは、岩手県、長野県、
大阪府、愛媛県をお邪魔させて頂く予定です。ご多
忙の先生方にご迷惑をおかけいたしますが、どうか
宜しくお願い申し上げます。
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「藤井もとゆき君と語る会」

いま想うこと
（公）医療機器センター

開 催 ！！

石黒克典

もう師走。年々一年が早い。口癖になっているのか、また言っていると
娘に言われる。
今年も一年が過ぎようとしている。何をしたのかと考えても、これとい
ったことが浮かばない。それでも何かないかと考えてみると、原稿書きに
追われていたと思うくらい。医療機器規制の解説ものなのだが、いくつか
の原稿書き。いま手引書に取り組んでいる。大変だけど、何となく楽しく
もあり、形が見えると嬉しく、しばらく、そこに浸っていたいという気分
にもなる。
そんな中、数年ぶりに家族でした旅行はまだ鮮明に記憶に残っている。
秋口、函館に行ってきた。学生時代一度行ったことがあり、函館山からの
夜景はいまでもはっきりと覚えている。北海道の食べ物、グルメと歴史を
感じさせる町並み、それに自然。今回も大いに満足した。
もう一つ。11 月の初め、認定セミナーの講師として大阪に行き、その
帰りに京都に寄った。近場でお寺と少し紅葉を見ることが出きればと思い
京都駅近くの東寺と東福寺に行くことにした。東寺は空海縁のお寺。
そこでは日本の古を感じ、満足した気分になった。また、東福寺へは京
都駅からＪＲ線で一駅、東福寺駅で下車、そこから歩いて行く途中、少し
紅葉を見ることができ、来て良かったなと思いつつ、東福寺に着いてびっ
くり。まだ十分深まっているとは言えないが、緑のなかで紅葉と黄葉がと
ても映えていた。
特に、紅葉の紅の鮮やかさに見惚れ、その場の雰囲気に浸っていると、
ふと違和感を覚えた。気づけば、周りはほとんどが外国人。中国人や韓国
人。日本のお寺に来ているのに、ここはどこなのかと思わせる雰囲気。景
色は日本なのに、人は外国人ばかり。いずれ日本は外国人だらけになって
しまうのではないかと危惧というか危機感をもってしまう。
そんな中、ふと見ると“めちゃ、きれい”と言いながら、華やいでいる
和服姿の女性をちらほら見かけ、ほっとする思いとちょっと困惑する思い
を感じるひと時を過ごした。
いま、医療機器産業を見ると、国をあ
げて取り組まれ、国産初の画期的な医療
機器の開発・産業化が望まれている。
しかし容易ではない。
“下町のロケッ
ト”のようにピカッと光る日本独自の技
術を発掘し、育てていくにはどうしたら
良いのかと想うこの頃である。

日時：平成２７年 10 月１3 日(火)
１８：3０～２０：00
場所：ＡＮＡインター
コンチネンタルホテル東京
Ｂ１Ｆ「プロミネンス」
ANA インターコンチネンタルホテ
ル東京プロミネンスにて「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、下村博文前文部科学大臣、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。皆様方からの激
励とお力を頂戴し、来年夏に向けて
一層精進に励むことをお誓い申し上
げました。

訃

報

阿部俊三様
麻薬・覚せい剤乱用防止センター
専務理事で、もとゆき会幹事を務
められていた阿部俊三様は、平成
２７年１０月ご逝去されました。
生前のご支援に感謝を申し上げ
ますとともに、謹んでご冥福をお
祈り申し上げます。

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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もとゆき会 HP：
http: //www.fujii.tv/

