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公益社団法人千葉県医師会会長

公益社団法人日本医師会理事

医療法人緑栄会理事長
三愛記念病院院長

日本産業衛生学会全国協議会にて
三重県医師会二井栄会長と

られました︒コロナワ
クチンの接種について
も︑様々な関係者の皆
様のご尽力により︑世
界でも早いペースで2
回目接種を進めること
ができました︒3回目
の接種についても︑速
やかに進めていかなけ
ればなりません︒
院議員選挙を控え︑政

本年は︑7月に参議
政策などを全国の地方
治日程も慌ただしくな

挙のほか︑女性の健康

局長を拝命し︑各種選

した︒私も自民党女性

ど大きな変化がありま

の誕生︑衆議院選挙な

裁選を経て岸田新政権

旧年中は︑自民党総

ます︒

に心より感謝申し上げ

保健行政に携わる皆様

ミクロン株の流行など

感染症を巡っては︑オ

出予定となるなど︑こ

が本年の通常国会に提

創設について︑設置法

月に議員勉強会を立ち

時から構想して昨年 2

成育基本法の議員立法

た HPV ワクチンの積

長として取り組んでき

また︑議員連盟事務局

層のご指導ご鞭撻をお

り組んで参ります︒一

様々な課題に全力で取

方改革︑地域医療構想

年に向けた医師の働き

たコロナ対策︑
2024

ら 実 施 さ れ る こ と や︑ 更なる活用などを通じ

に決まり︑本年4月か

願い申し上げて︑年頭

上げた﹁こども家庭庁﹂ など︑社会保障を巡る

中︑医療従事者の皆様︑ 極的勧奨再開が昨年末

未だ厳しい情勢である

れまで取り組んできた
のご挨拶といたします︒

保︑水際対策︑
ＩＣＴの

薬の研究開発︑病床確

整備︑ワクチンや治療

体制強化︑検査態勢の

が︑引き続き保健所の

最後に︑本年夏には

ております︒
う枠組みの中では十分

医師連盟推薦の﹁自見

ており︑診療報酬とい
な財源確保が出来ない

動に多大なご支援とご

平素より私の政治活

預かる多くの先生方に

接にかかわらず現場を

熱 外 来 な ど︑直 接・間

で医療はなくてはなら

す︒人が生きていく上

を考えるべきでありま

なく新たな基金の創設

療報酬に求めるのでは

有事の備えの財源は診

支援の輪を﹁自見はな

た︑何卒多くの力をご

が浮き彫りとなりまし

局は大変重要である事

でも政界︑なにより政

迎えます︒今回の改定

状況になっております︒ はなこ﹂議員が改選を

事に感謝申し上げます︒ ご協力を頂いた事は国

協力を頂いております

そして国民も認めてお

こ﹂議員に頂けるよう︑

またオミクロン株の

ないものであり︑地域
感染など厳しい情勢の

ります︒

切にお願いを申し上げ
であり︑国民の安心へ

医療は財政論に押され︑ 安定的に経済を回す要

しかしながら現在の
に心より感謝申し上げ

削減︑抑制ありきで社

繋がり︑そして国防で

中︑医療従事者の皆様
ます︒

会保障が語られている

あり国家の安全保障で

昨年末に診療報酬の

改定率が決まりました︒ ことは否めません︒私

あると繰り返し主張し

あると思いますが︑私

々なご意見や言い方は

ると感じています︒

る事が揺るぎ始めてい

医療提供体制を維持す

が︑厳しい国家財政の

声をあげて頂きました

員から医療を支援する

いたお陰で︑多くの議

実情を懸命に訴えて頂

出の議員へ医療現場の

郡市区医師会が地元選

都道府県医師会及び

十分な確保こそが︑有

からの医療提供体制の

た体制整備など︑平時

早期開発と利用にむけ

てなにより︑治療薬の

り︑感染予防対策そし

ワクチン接種はもとよ

であります︒３回目の

はかけがえのないもの

ぜひ︑ご視聴ください︒

動画メッセージです︒

羽生田 俊からの

達医療者の責任と使命
報酬本体＋0・ ％︵

調 剤0・ ︶薬 価▲1・ 民の健康と生命を守る

ども医系議員や医療界

経済を回す事は大変重

事でありますが︑この

が要望した改定率から

要な事との認識はあり

％となりました︒色

は大変厳しい結果とな

中でもあり︑要望には

事の際の備えとなり絶

ますが︑医療こと﹁命﹂

届かない形となり私も

対に欠かしてはならな

りました︒

力不足を痛感している

いものであります︒
それが効率化や財政

所であります︒
コロナ禍においてワ

論だけで切り捨てられ

ます︒

医療を充実させる事は

ごあいさつ

政策に大きな進展が得

て取り組んでおります︒ ることが予想されます

議員の先生方と連携し

年頭のご挨拶

明けましておめでと
うございます︒

自見はなこ

政策︑子ども・子育て

新型コロナウイルス

参議院議員/医師
医 科0・ ︑歯 科0・ ︑ は︑地域医療を守り国

43

入江 康文

参議院議員︵全国比例区︶
医師

羽生田 俊

衆議院議員︵千葉 区︶
医師︵救急医︶

29

衆議院選挙応援で移動中偶然に
加藤勝信先生とお会いしました

松本 尚

08 26

クチン接種をはじめ発

動画情報

35

自民党政調「厚生労働部会」にて
司会を務めました

自民党組織運動本部
全国有床診療所連絡協議会齋藤義郎会長と 「組織・政調、予算・税制等に関する
政策懇談会（厚生労働）」にて挨拶
加藤勝信先生に面会

「国民医療を守る議員の会」より
岸田文雄総理へ提言申し入れ

日本産業衛生学会全国協議会
メインシンポジウムにて講演

松野博一官房長官と意見交換
日本医療法人協会加納繁照会長と
塩谷立先生に面会
東京都医師会「地区医師会長連絡協議会」
にて挨拶

日本医師連盟「執行委員会」にて挨拶
第19回 国際小児脳腫瘍シンポジウム
（ISPNO2020）ファミリーデーに
オンライン参加
〒100-8962
東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館319号室
TEL：03-6550-0319 FAX：03-6551-0319

「国民医療を守る議員の会」より
後藤茂之厚労大臣へ提言申し入れ
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羽生田たかし国会事務所
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Takashi Hanyuda News

Takashi Hanyuda News

羽生田たかし群馬事務所

〒371-0022
群馬県前橋市千代田町2-10-13
TEL：027-289-8680 FAX：027-289-8681

い事柄全部に口が出せ

ても政府に賛同ではな

があり︑与党とはいっ

政府との間には一つ線

た報道に国民は迷わさ

家の一部分をとりあげ

それにより一部の専門

ていないというか一方

撃であります︒個人的

場にとっても大きな衝

うな事態は国民にも現

い る と 感 じ て い ま す︒ に不足する︑というよ

の意見だけを特出して

意見・見解を述べられ

にあると伝えた数日後

特にワクチンは十分

性を示します︒

る訳ではなく︑もどか
れ混乱させられたと感

る事は大変危険だと感

あとは議員とはいえ︑ でも総括して話が出来

しい一面もあります︒
じました︒

入江医師会長 松本先

ートな意見を言う専門

す︒やはり今はストレ

の活躍に期待していま

らは県だけでなく国で

在でしたので︑これか

会にとっても大きな存

機管理に於いても如何

もいたこと︑これは危

ナに関わる大臣が３人

特に政府においてコロ

松本衆議 コロナ対応

される報道の不確実な

ましてや毎日繰り返

す︒

管理上大変危惧されま

変混乱を来たしました︒ して発信する事は危機

に関して医療現場は大

情報には呆れる事も多

誤った情報を鵜呑みに

家でない人が不用意に

じました︑医療の専門

家が必要な時代であり

かと思いました︒

生は千葉の医療・医師

ますし︑専門性を持ち
力が必要と思います︒

りと思います︒全ての

羽生田 確かにその通

もって発信すべきこと

あり本来は国が責任を

危機管理体制の欠如で

くありました︒まさに

しかし︑テレビや報

最終責任は総理ではあ

です︒

●厚生労働部会 部会長代理

●医師の働き方改革プロジェクトチーム 座長代理

●社会保障制度調査会 幹事

●新型コロナウイルス等感染症対策本部 本部長補佐

●総務会 総務

●国際局 次長

●国際協力調査会事務局 次長

※写真撮影のため一時的にマスクを外しています

地

区医師会と大学・県立

千葉県医師会は

会長であられます入江
病院・県庁医師会の

羽生田 千葉県医師会
康文先生と現千葉県医

東 京 都・埼 玉・神 奈 川
と共に首都圏としての

師会理事であり︑２０
０００名の会員であり︑

医師会の集合体で約５
松本尚先生

目をされました︒

取組が全国から注

日に千葉
は千葉北総

月
東京との隣接県でもあ
病院でフラ

２１年
り今回の新型コロナウ

区にて初当選された

松本尚先生と鼎談の運
イトドクタ

イルス対策においても

ー を 勤 め︑救 急 医 学︑ から千葉
内定以降︑

区支部長に

月の衆議

印象はどのようにお感

したが︑議員としての

れ数ヶ月が経過致しま

今回衆議院議員となら

おられました︒

ど幅広い活動をされて

の医療監修をされるな

ン グ・シ ン デ レ ラ﹂等

ヘリ救急救命﹂
﹁アンサ

ド・ブ ル ー・ド ク タ ー

からTVドラマ﹁コー

られました︒その経験

で医療現場を支えてこ

ドクターヘリの最前線

山の方々に支えられ議

た︒医師会をはじめ沢

ない事で苦労をしまし

顔が売れてい

あり選挙では

きたことも

向き合って

に患者と

ひたすら

医療現場で

へ赴任してから

病院救命救急センター

2 000年に千 葉北総

間 に 駆 け 抜 け ま し た︒

大物と言われる議員も

しています︒１回生も︑

見が尽きるまで議論を

ていますが︑まさに意

な部会が開かれ

本当に毎日色々

あ り ま す︒

コロナに関わる看護師

政府の打ち出された

分で押し切るように導

しては非接触という部

いう部分とコロナに関

療に関しても︑便利と

羽生田 オンライン診

変わってしまったと感

るといった医療に今は

数字により病気を決め

査は裏付けとして行っ

づき﹂は大変重要で検

が︑医 療 に お い て﹁気

4月に自民党千葉県連

松本衆議 2021年

が支える疾患

なく地域医療

コロナだけで

気 を 見 つ け る 事 か ら︑ で な け れ ば︑

ていました︒診察で病

にも目を向け

ナを目指すの

す︒ゼ ロ コ ロ

沢山ありま

きないものも

たのは自民党の部会で

議員となってまず驚い

が印象的でした︒

げ︑発言をしている姿

いう事が見えにくくな
っているのではないで
しょうか︒

ない部分であります︒

の給与アップに関して

入となりましたが︑オ

じています︒

本来一番大切な連携と

も︑看護師間による給

ンラインで可能な疾患

す︒人 材 確 保 の 為︑医

与差がでる事になりま

れば医療機関ごとに給

していますが︑そうな

が可能である事は承知

如何でしょうか︒勿論

が行われるというのは

よってその給与アップ

看護師のみ診療報酬に

な不安を感じます︑現

するような時には大き

すが︑こと疾患を診断

確かに可能性はありま

出来るようなものには

に感染症で症状も特定

ています︒コロナの様

質に関わる問題と考え

できるのか等医療の本

インだけで見ることが

リスクを本当にオンラ

くの疾患の中からその

ている疾患はコロナ以

ながら地域医療が担っ

ぎとなります︒しかし

できなければ大変な騒

す︒コロナ治療は完治

大変危惧をしておりま

対策一辺倒の医療にも

またコロナウイルス

きなものがあります︒

ける風評被害は大変大

重要であり︑医療にお

情報の発信のあり方は

入江医師会長 正しい

松本衆議 コロナに関

ではありません︒

はコロナだけ

守るべき医療

ん が︑本 当 に

かもしれませ

た風に見える

て何かをやっ

れば政権とし

算を特出しす

ロナにさえ予

要 で あ り︑コ

制の構築が必

く感じています︒そう

職種がいる医療の中で︑ とそうでないもの︑多

療機関の持出しを促し

在の医療は検査やデー

外にも大変多岐にわた

いうことをやり遂げる

想いをもって日々活動

国政で役に立てばとの

わってきた私の経験が

年余り救命救急に携

て危機管理という事を

う部分を含め医療そし

だと感じます︒こうい

情が分かっていないの

現場は混乱しますし実

チンを選択できるかの

の希望に合わせてワク

ているのは分かります

は絶対に避けなければ︑ 医療職種に配分する事

様に受け止められる事

が︑疲弊している今日

タにより疾患を決める

して重症化への対応方

し︑党の部会において
も必ず発言をするよう
にしています︒
入江医師会長 千葉に
は多職種の会というも
の を 作 っ て お り ま す︒
医療に係わる多職種が
総合的に意見を交換し
合 い︑現 場 に と っ て︑
患者にとって大切なも
のを普段から意思疎通
を図るものであります︒
選挙を経るので分から
な く は な い の で す が︑
国では職種間の職域や

認証・そしてワクチン

法・経口薬や治療薬の

医療の為取り組んで参

選んだ以上懸命に地域

ために議員という道を

継続するためにも︑コ

ロナ以外の通常医療を

るのかであります︒コ

医療体制をもって備え

医療系議員として地域

必要があります︒私達

多くの疾患と向き合う

ナ が 全 て﹂で は な く︑

羽 生 田 医 療 は﹁コ ロ

設 を 準 備 す る と 共 に︑ 医療の現場の声を国政

ロナ専用の臨時医療施

後は政府がどのような

がそろいはじめました︒ ります︒

接種とかなりの対応策

り出す必要があると強

を可能にする状況を作
の医療にその投資の力

り︑その中には完治で

た医療提供体

与差だけでなく様々な

ま り 感 謝 の 毎 日 で す︒ 全ての参加者が手を挙

員としての活動がはじ

羽生田 俊 参議院議員

じですか

を 専 門 と さ れ て お り︑ 院選挙まであっという

外傷外科学︑災害医学

13

22
25

びとなりました︒

31

ような方向にあります

種する場において患者

10

「コロナが全て」
ではなく、
多くの疾患と向き合う。
それこそが医療。

13
があるのかは理解し得

ば理解出来ますが︑接

ぶ事に繫がるのであれ

希望する事で種類を選

ンを分け︑その会場を

よって接種するワクチ

たような事も︑会場に

の種類を選べるといっ

目に接種するワクチン

もしれませんが︑３回

可能と思っているのか

【自由民主党】

主 張 が ぶ つ か り 合 い︑

ます︒コロナと一般救

材の確保の必要もあり

そこで従事する医療人

参りたいと思います︒

使命と責任を果たして

の構築に全力を傾ける

へ届け︑医療提供体制

対応と通常医療の両立

急との棲み分け︑緊急

松本尚 衆議院議員

全体を見て総括出来る

道番組で意見する専門

りますが︑こと混乱期

松本衆議 政府として

家はその専門のみの視

府の方針は大きな方向

点で話をする事が多く︑ の医療現場において政
それぞれの意見は正確

【自由民主党】
●国会対策委員会 委員

●参議院決算委員会 理事

●医療法人緑栄会 理事長

●内閣委員会 委員

10

●参議院東日本大震災復興特別委員会 理事

●三愛記念病院 院長

●参議院厚生労働委員会 委員

●公益社団法人日本医師会 理事

●厚生労働委員会 委員

入江康文 千葉県医師会 会長

●科学技術・イノベーション推進特別委員会 委員
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松本 尚

【参議院】
●公益社団法人千葉県医師会 会長
【衆議院】

羽生田 俊

入江 康文

参議院議員
千葉県医師会 会長
衆議院議員
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