すべての人にやさしい

参議院議員︵全国比例区︶
医師

を
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内閣総理大臣補佐官︵女性活躍担当︶
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福島県医師会 会長

参議院議員

星北斗 福島県医師会副会長
福島県参議院選挙区
第五支部長就任
とがある︒
﹂との信念の
もと︑東日本大震災お
号

よび東京電力福島第一
原発の事故︑台風
の爪痕︑福島県沖地震︑
新型コロナウイルス感
染症など︑様々な福島
の困難に医療従事者と
して直面してきた経験
を踏まえ︑
﹁ふくしまの

会長として地域医療活
ため︑子どもたちのた

ふるさと福島の未来の

﹂を掲げ︑
現在も福島県医師会副 〝命〟を守る︒

常選挙において自民党
動に取組ながら︑政治

〒 963-8051 郡山市富久山町八山田字向作59-6
FAX.024-983-4415

掲載はほんの一部で
年を迎えても今な

はありますが︑震災か
ら

お︑復興とは言えない

んで頂いておりますこ

いに︑献身的に取り組

渡る新型コロナとの戦

賜り心より御礼を申し

動にご理解とご支援を

平素より私の政治活

方に携わっておられる︑ 症とさまざまな課題が

災地独特の医療のあり

医療や健康観察など被

の復興下にあり︑未だ

今回はその震災から

議を立ち上げました︒

に東日本大震災対策会

型コロナウイルス感染

被災地医療そして新

出 来 な い 地 域 を 抱 え︑ 頂く事になりました︒

足を踏み入れることの

あり︑さらには地域独

こ先生と対談をさせて

理大臣補佐官の森まさ

議院議員で現在内閣総

生︑福島県選挙区の参

なられました星北斗先

参ることをお誓い申し

踏み出せるよう努めて

被災地の新しい一步を

風化させずに︑しかし

災害を忘れることなく︑

筆頭理事として改めて︑

震災復興特別委員会の

私も参議院東日本大

現状がある事を痛感致

と︑またコロナ以外の

福島県医師会 佐藤武

特の医療事情がある福

そしてまた︑長きに

上げます︒

しました︒

診療も含め地域医療を

寿会長︑そして福島県

島について意見を交わ

上げます︒

お支え頂いております

医師会副会長で福島県

福島市中町 1-19（自民党福島県連)
FAX.024-522-1207

皆様へ感謝と敬意を表

TEL.024-523-2310

ります︒

郡山事務所

TEL.024-983-4414

星北斗だからできるこ

〒 960-8043

す事ができました︒

医師会事務所 〒 960-8036 福島市新町4-22(福島県医師会館内)
TEL.024-522-5191 FAX.024-521-3156

に全力で取り組んで参

が公認する候補予定者

就任いたしました︒

福島事務所

院選挙区第５支部長に ﹁地域医療の現場を知る

活動を行っております︒ めに︑山積する諸課題

回参議院議員通

19

を決定し︑福島県参議

第

星 北斗 福島県医師会副会長

星 北斗 後援会事務所

参議院選挙区支部長と

ごあいさつ

星 北斗
オフィシャル
ウェブサイト
hoshi-hokuto.jp
します︒
東日本大震災から今
年で 年が過ぎました︒
年であります

復興へ向かい歩み続け
て来た

が︑未だ多くの不安や
課題︑そして復興のあ
り方についての議論が
残されていることも事
実であります︒それぞ
れの復興への想いを尊
重し︑様々な立場から
の
﹁復興﹂
がありますが︑
被災地のあるべき姿が
取り戻せるよう努力を
して参ります︒
２０１１年の震災の
日には私は日本医師会
副 会 長 で し た︒東 京 で
も今まで経験したこと
のない大きな揺れを感
じた事を鮮明に覚えて
います︒
そして２時間後

羽生田 俊からの
動画メッセージです。
ぜひ、ご視聴ください。

羽生田たかし
活動の記録

佐藤 武寿

森 まさこ
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有床診療所の活性化を目指す議員連盟総会
にて司会を務めました
北海道医師会「理事会」にて挨拶・
松家治道会長と意見交換
福田達夫総務会長と意見交換
〒371-0022 群馬県前橋市千代田町2-10-13
TEL：027-289-8680 FAX：027-289-8681

社会保障制度調査会医療委員会
「医師の働き方改革の施行に関するＰＴ」にて

羽生田たかし群馬事務所

自民党参議院「政策審議会勉強会」にて
ヒアリング（日本医師連盟・四病院団体協議会）
自民党「厚生労働部会」にて視察
（豊島区くらし・しごと相談支援センター）
自民党「厚生労働部会」にて視察
（国立国際医療研究センター）
自民党「厚生労働部会」にて視察
（国立国際医療研究センター）

31号
令和 4 年
4 月発行

自民党「厚生労働部会」にて視察
（国立感染症研究所）
自民党「厚生労働部会」にて視察
（国立感染症研究所）
山梨県医師会「理事会」にて挨拶
群馬テレビ 2022「私の国会報告」の
収録をしました

ドクターヘリ推進議員連盟より
後藤茂之厚生労働大臣へ要望
「コンテナ利用の緊急時医療施設
（医療コンテナ）議員連盟」総会にて
「カトレア会（医療系議員の会）」より
岸田文雄総理に面会
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主党】●厚生労働部会 部会長代理

師の働き方改革の施行に関するプロ
ジェクトチーム 座長代理 ●総務会

男女共同参画）【参議院】●東日本

総務
民主党】●女性活躍推進本部長

会委員長 ●福島県学校保健会会長

任理事 ●東邦大学医学部客員教授

（消費者及び食品安全、少子化対策、
●全日本病院協会理事 ●福島県立

大震災復興特別委員会 委員【自由

制度では医療現場︑地

配しています︒机上の

なるのではないかと心

拍車やさらなる重荷と

が疲弊していた地域に

ており︑特に元々医師

る影響は大きいと感じ

改革が地域医療に与え

け れば 真 の地 域 医療 は

福 島の 医療 を構 築 しな

す︒その事も認識頂き

部分が現在もありま

分︑取り残されている

島の復興が進んだ部

いただきましたが︑福

多 くの 支 援策 を 講じ て

震災復興の名の下に

み重ねが今︑私が政治

た︒ひとつひとつの積

り も受 け てま い りま し

だき︑また多くのお叱

山 の事 を学 ばせ て いた

て 頂く こ とに よ って 沢

厚 労省 な どを 経 験さ せ

り︑また日本医師会・

て 地域 医 療に 深 く関 わ

や福島県医師会におい

星支部長 星総合病院

域医療は支えていけな
守れないと考えます︒

ばなりません︒

●社 会保 障 制度 調査 会 幹 事 ●医

援担当大臣 ●内閣府特命担当大臣

ネットワーク協議会理事長 ●福島県

●日本医師会監事 ●福島明星厚生

いと声を上げてゆかね

今後︑医師の働き方

復興特別委員会筆頭理事 【自由民
●法務大臣 ●女性活力・子育て支
●医師 ●ハーバード大学公衆衛 生

支部長となられました

島県参議院選挙区第５

藤 武 寿 会 長︑そ し て 福

員と福島県医師会の佐

当︶
の森まさこ参議院議

大臣補佐官
︵女性活躍担

選挙区選出で内閣総理

羽生田 今回は福島県

みにしておりました︒

人物であり︑
対談を楽し

要とされる︑即戦力の

という︑
まさに今一番必

ナウイルス対策の担当

の復興事業や新型コロ

東日本大震災の福島県

を務めておられます︒

福島県医師会副会長の

的に地域の政治活動を

星北斗先生は︑精力
会長は郡山市の後援会

り︑星北斗県医師会副

福島市の後援会長であ

まな医療資源を守って

妊産婦医療などさまざ

森 参 議 実 は︑佐 藤 武

展開されております
長を引き受け頂いてい
ゆく事が喫緊の課題で

星北斗先生と対談をさ

が︑私とは２０００年
るという関係で︑医療
あります︒

寿県医師会会長は私の

から２期４年間︑日本
における福島の要であ

せて頂きます︒

医師会常任理事を一緒
るお二人に私も支えて

あり︑医系技官として
医療事情が大きく違う

福島県は地域による
大きな課題でありまし

あり︑震災以前からの

は慢性的な医師不足で

佐藤医師会長 福島県

旧厚生省に入省後日医
所で︑特に救急などに
たが︑震災によって医

頂いています︒

武見フェローとして
おいては医療事情が医
師のみならず医療者不

郡山市出身で医師で

ハーバード大公衆衛生
師不足や専門家数不足

ています︒医療の専門

握できていないと感じ

ていて県内を全体で掌

す︒地域ごとに独立し

ている地域もありま

な か な か﹁増﹂へ と な

に努力しておりますが︑

医療機関の譲渡や承継

んでおり︑閉院される

承継支援事業に取り組

継バンク﹂として医業

足に拍車がかかった状

家である星先生などが

ら ず﹁減﹂を 現 状 維 持

地域差はあるものの

政治決断を伴う決定機

す︒コロナ禍において

福島県の置かれる医療

に努める事に懸命であ

福島県の医療不足は露

事情は大変厳しいと感

関で解決していくのが

呈されました︑被災地

じています︒

るのが実情です︒

医療の問題︑
小児医療︑

最善だと感じていま

なのか︑もしくは基幹

就職し定着していける

を経て︑
２００８年から

躍推進本部長などを歴

体 制 整 備︑女 性 が 活

態であります︒

に大きな負担となって
任してきました︑その

躍 で き︑働 き や

道路などのインフラの

を志す礎になっていま
いる事は十々承知をし

問題はまさに福島の直

すい環境を作

星総合病院
︵郡 山 市︶
の

す︒特に地域医療を語
ておりますが︑自宅で

面する問題であり︑医

る こ と が︑地

現在︑県からの委託

る上で︑人材確保は欠
療養される方々の支え

療の直面する問題であ

域の活気や住

問題なのか受入れや搬

かせません︑それは医
になれるようご協力を

ります︒出産施設の問

理事長に就任︑
２０１５

師確保や従事者確保と
お願いしています︒地

題︑若い方の県外流出︑ み や す さ︑何

事業によって﹁医業承

いう事だけでなく︑働
域が︑
国民が一致団結し

より地域活力

送に大変な時間を要し

大学院客員研究員など

福島から
安心できる
地域医療を

にさせて頂きました︒

佐藤 武寿 福島県医師会 会長

年から県医師会副会長

く環境をはじめ地域に

近年は女性が県外へ出

星先生が自院で

てこの国難を乗り越え

に伴うキャリア形成の

実践されている働

定住し︑地域と共に人

問題︑地元定着率や就

く環境づくりも含

に繫がると感

森参議 私はこれまで

職し生活していける支

め︑星先生と共に福島

て福島に戻らないとい

や人や財源を送り込む

内閣総理大臣補佐官
︵女

援など多くの課題が山

再興の為︑尽力したい

て行かなければならな

という事だけでなく︑

性活躍担当 ︶や少子化

積しています︒

不足だから外から物資

地域が力を合わせて拠

対策特命大臣︑子育て

と思っています︒

点を作り出さなければ

やはり女性が福島に
支援担当大臣︑女性活

子供 たちに笑顔 を

す︒医療関係者にはこ

をしているところで

力を頂きたいとお願い

の支援と健康管理に協

ぜひとも自宅療養者へ

識の基︑医師会員には

域医療を守るという意

心となり会員全員で地

療を支える医師会が中

る私達︑そして地域医

いまこそ医療者であ

れている患者さんの声

えながら自宅で過ごさ

体調や医療に不安を抱

を守ることは︑まさに

います︒いま地域医療

療を守っていただいて

な制限や我慢をし︑医

あり多くの国民が様々

域医療﹂はコロナ禍に

います︑
﹁安心できる地

に大切な事だと感じて

を！ とあります︒本当

と福島の未来に輝き

ちに笑顔を！ ③ふるさ

を！ ②福島の子どもた

安心できる地域医療

の政策があり ①福島に

動リーフレットに３つ

星支部長 私の政治活

は子どもたちが健康で

地域を創る︑その為に

の福島を誇りに思える

た子どもたちが︑故郷

やはり地域でうまれ

を実践して来ました︒

の子どもを見守る政策

して︑
長きにわたり地域

査﹂
の検討委員会座長と

設置する﹁県民健康調

などを掲げている県が

来にわたる健康見守り

故による健康不安や将

に 笑 顔 を﹂は︑原 発 事

﹁福 島 の 子 ど も た ち

結します︒

命と健康を守る事に直

います︒

参りたいと思

に実現させて

けて政策を共

の声を国に届

中心とした地域

に福島の医療を

き︑森まさこ先生と共

として国政へ送って頂

島の声をとどける代表

北斗先生には何とか福

尽きませんが︑ぜひ星

羽生田 まだまだ話は

整備は本当に必要だと

健やかに過ごせる体制
思います︒

れまでも献身的にご努

地域の人︑そしてその

があります︒

力頂いており︑心身的

自宅療養者が多く増え︑

佐藤医師会長 現在︑

感じています︒

地域医療は守れないと

問題の両立がなければ

医療問題と住民の帰還

ます︒福島においては

なかなか難しいと考え

生を歩んで行くことだ

※写真撮影のため一時的にマスクを外しています

じ て い ま す︒

医科大学臨床教授

った女性の増加︑出産

●さとう内科医院 院長

●公益財団法人星総合病院理事長

いと感じています︒

大学院客員研究員 ●日本医師会常

と感じています︒人手

立医科大学医療安全管理監査委員

羽生田 俊

佐藤 武寿

●決算委員会 理事 ●東日本大震災

森まさこ

星 北斗
団 評 議 員 ●福 島 県 医 療 福 祉 情 報

羽生田 俊 参議院議員

森まさこ総理大臣補佐官

【参 議 院】●厚生 労 働 委 員会 委 員
学院理事 ●福島県臓器移植推進財

星北斗支部長

参議院議員
内閣総理大臣補佐官
（女性活躍担当）
参議院議員
福島県参議院選挙区
第５支部長
福島県医師会 副会長
福島県医師会 会長
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