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石井君はニューリーダーとして、具体的な財源論、地域医療再興、そして医師会の生まれ変わりを
実現できると信じております。大野病院事件の時、東日本大震災の時も石井君は自分を顧みず、

推薦文

仲間のため、地域のため、そして日本のために先頭に立って闘ってきました。
今回、日本医師会会長に
挑戦する石井君を応援します。

青森県医師会会長

齋 藤

勝

ノミーに基づく多様性のあるプラットフォーム
にするべきです。

師会常任理事として働いてきました。それぞれ

これは既に、救急医療や災害医療において

立場が違っても、一人の医師として、地域医療に

は、病院、診療所、行政、研究機関の医師と連携

貢献する一心で仕事をしてまいりました。

を取り、互いに尊重し、問題の解決に向けて一

２００４年、福島県で発生した産科医不当逮捕

体となって取り組んでいる事なのです。日本医

の際には、いわき市医師会長、福島県医師会副

師会を全ての医師のための職能集団とするこ

会長として、急ぎ、抗議の声明を発表しました。

とは十分に可能です。そのためにも代議員会で

日本医師会においては、疲弊した救急医療現場

のオープンな論議と、選挙を通じたダイナミズ

を支援するため、救急現場、
アカデミア、行政と

ム、そして執行機関としての執行部の民主的運

連携し、解決に向けて努力してきました。世界医

営を、今こそ大切にしたいと考えています。

師会においては、各国医師会の意見が相反する
中、プロフェッショナルオートノミーの取りまと

医療費総額の切り詰めと、僅かな額の再配分

めに向けて尽力いたしました。
２０１１年、東日本

を巡って、医療団体、医療機関や医師同士が競

大震災の際には、発足したばかりのJMAT活動

い合うだけでは、現場は消耗し、疲弊していきま

の調整を行うとともに、東北地方の方々の命と

す。病床削減を前提としたような地域医療構想

健康を守るために、精一杯、働きました。

を強引に進めれば、私たちの守るべき患者さん

これまで医師会活動を通じて、様々な仕事を

の行き場が無くなってしまい、頻発する災害や

してまいりましたが、最後に、
どうしても取り組ま

大規模感染症の際の対応力を失わせ、地域医

なければならない大きな課題が残っています。

療のレジリエンス・強靭化を損ないます。むし
ろ、地域における多職種連携によるそれぞれの

現在、我が国の社会保障制度において最も喫

解決法を情報共有化して進化させ、医師集団と

緊の課題は、財源確保と財源配分、そしてそれ

して新たな医療の姿を提言する事で、
これから

らに支えられた新たな政策の創出です。
私たちの先人が築き上げてきた国民皆保険

の医療のあるべき姿を行政や政治そして国民
と共有していく段階に来ているのではないで

制度ですが、経済の低迷、財源不足、
マンパワー

しょうか。地域医療と国際保健は、
シームレス

の問題、本格的高齢化社会の到来、人口の都市

につながる時代を迎えています。1億人の

集中など、変わりゆく時代の流れの中で、存続

健康政策リフォームに結実する中から、

の危機に瀕しています。3年前に創設された医

世界をもう一度リードする真の効率化

療介護総合確保基金は、当初こそ、大きな期待

や、
より満足度の高い方法論そして健康

を抱かせましたが、蓋を開けてみると、旧来の事

投資としての政策を創り上げる事が可

業予算が移し替えられ、その後、地域医師会に

能な筈です。

とっての必須事業の運営費削減が行われまし
た。新たな政策の創出には至っていません。
こ

それは、日本の医療そして医療者の

れも財源確保、財源配分を厚生労働省、財務省

未来を拓くだけではなく、日本の未来、

に任せきりにしてきたためです。私たち医師が

世界の未来を切り開くことにつな

医療界を代表する意見として財源確保、財源配

がると考えています。

分に責任をもって提案をして行く必要がありま

私は日本 の 医 師 集 団に

す。加えてご存知のように政治的判断により消

は、世の中を変える力があ

費税１０％導入が延期される見込みとなりまし

ると信じています。

た。今後の医療は財源の当てがないまま厳しい

私は皆 様とともに、日

道を進むことになります。医療のための新たな

本医師会活動を通じて、

財源確保については、私の著作において触れた

医療を変え、日本を変

とおり、個人及び法人の金融資産を活用する方

え、より良い社会を目

法や、外国人への医療保険加入働きがけなど、

指したいと考えてい

私と私の仲間にはアイディアがあります。

ます。
ご理解、
ご支援
のほど、よろしくお

これらの課題に取り組むためには、地域代表
の均衡人事にのみ頼る旧弊から脱皮し、社会の
中で様々な活動をしている医師の声を受け入
れ、様々な世代、病院団体やアカデミア、そして
行政で活躍する優秀なる医師をも登用・活用
し、日本医師会を真のプロフェッショナルオート

願いいたします。

立候補に当たって

私は医学部卒業後、勤務医として、診療所・病
院経営者として、地域医師会会長として、
日本医

マニフェスト

3
約束

つの

地域住民の生命・健康を守るすべての医師、
地域の病院、
診療所を守って、
地域の実情に応じた
（P23、P31）
地域医療を未来に伝えます。
新たな財源と政策をもとに、
社会保障制度を持続させ国民皆保険を堅持して、
（P16、P35、P42）
医療介護多職種連携を実現します。
互いに助け合う医療人の精神に基づいて
地域医療を支え、
産み育て自然に老いる
（P54）
温かい地域社会を再構築し、
日本を再興します。

医 療 の 未 来を 守るために
本医師会をすべての医師のための職能団体

歩を支え、研究成果を速やかに患者さんの治療に還元

とし、プロフェッショナルオートノミーに基づ

し無原則な乱用を許さず、医療業務や政策の高度化・

き、職種・立場を超えて互いを尊重して英知を結集し

効率化にも寄与する機微性の高い健康データベース

ます。国民に医療・保健を提供し日本の未来に責任を

の構築と保守の強化を目指します。
（P152）

日

持ちます。自由な議論・意見を歓迎し、多様性を尊重し
た民主的な合意形成をします。
（P27、P28）

地

医

療統括（メディカルコントロール）の考えを発
展させ、医師の指示の下、適切な業務分担を

域医療、そして救急医療の担い手である中小

推進し、病院内・救急現場・医療介護地域連携を充実

病院、有床・無床診療所が、今後も安心して地

させます。医療・保健の質・量を充実させ、地域包括ケ

域社会の中でそれぞれの役割を果たすために、政策、

ア、勤務負担軽減、
へき地医療・災害時医療にも対応し

制度を提案していきます。持ち分あり医療法人におけ

ます。
（P74）

る相続・継承・後継問題を解決し地域医療の現場を強
化する事で、基幹的病院のスタッフを業務集中と疲弊
から守ります。
（P82、P84）

地

域医療構想を、医療法における「人口構造の
変化の見通しその他の医療の需要の動向並

びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見
療福祉分野は地域雇用の担い手であり、国内

通しその他の事情を勘案しなければならない」
との規

総生産・雇用において国内3番目の産業とし

定通り、地域医師会の責任のもと地域の実情を十分に

ての観点から、日本経済の発展策、安定雇用策を政

勘案した強い地域社会実現のための計画として再構

府、経済界とともに考えます。金融資産を多く持つ日

築します。安易な病床削減で季節変動、パンデミック、

本の特質を基礎にした財源確保に関する論議にも積

災害時など不測の事態における患者さんの行き場を

極的に参画し、健康投資としての社会保障制度を堅持

奪うことなく、柔軟な対応能力を確保します。
（P84）

医

します。政府の財源確保策に協力することを通じて、医
療機関の消費税損税問題を解決に導きます。
（P43、
P46、P49）

医

療介護地域護連携の担い手として、多様な
ワーク〜ライフバランスを支援し、看護師・准

看護師など多くの医療関連職種の教育研修、現場復

基

礎的領域や一般臨床から先端的医療、
また行

帰やスキルアップを支えます。休眠救急救命士の利活

政や組織の管理業務そして地域連携などを通

用を進め、医療介護地域連携を強化して、地域医療を

じた多様な医師の活動の随所で、ITを活用した多彩な
データベースが構築されうる時代です。
ビッグデータ
やバイオバンクの適正な利活用を推進して医療の進

人材不足から守ります。
（P24、P33）

※詳しくは右の著書の該当するページをお読みください。

医

師集団として、英知を結集して少子化対策に
取り組みます。医療現場において、子育て世代

の医師および孫育てに関わりたい年長医師のために、
私生活と仕事の両立が可能になる多様な職場環境を
目指します。
（P58）

若

手医師のキャリア形成を助け、シニア医師の
円滑な専門医更新を実現するために、柔軟で

幅広い新専門医制度を速やかに推進します。会員の生
涯学習を連動させて充実を図り、地域医師会活動を支
援します。
（P18）

災

害医療と地域医療は一体です。医師会の災害
対応能力を強化し、JMATを充実強化し、災害

対策本部でのコーディネートによるさまざまな支援

緊急提言!

人口減少・大震災・テロ・オリンピック−
地域医療から災害対策、国際協力まで

日本医療の現実と未来！

チームとの協働を推進します。オリンピック・パラリン
ピック、ワールドカップや多くの町おこしなど、大規模
イベントにおける地域医療対応を生涯教育に組み込
んで地域づくりを支えます。
（P91、P155）

医

師が尊厳を持って医療を提供できる環境を目
指します。医師・国民が一丸となって傷病者の

救護に当たる事ができるように、緊急対応時の法的責
任を免除する
「善きサマリア人法」の法制化を目指し
ます。
（P12、P87)

世

界医師会活動に参画するとともに、世界的な
健康危機、パンデミック等に対して貢献するこ

とで日本の対応能力を確保し、世界平和を希求するわ
が国の取組を推進します。
（P105、P113）
＊６４ページの棒グラフ表「都道府県別・・・対医師数（平成26年）」
に誤記がありました。正しくは：都道府
県の順番は左端より、北海道、青森、、、、鹿児島、沖縄、全国です。早速のご指摘有難うございます。

石井正三プロフィール
生年月日
昭和26年1月8日
勤務先
医療法人社団正風会 石井脳神経外科・眼科病院
〒971-8122 福島県いわき市小名浜林城字塚前3番地の1
TEL 0246-58-3121
学歴
昭和50年3月 弘前大学医学部卒業
昭和54年3月 弘前大学大学院医学研究科修了
主な経歴
自昭和55年 4 月 1 日 弘前大学附属病院脳神経外科助手
自昭和57年 4 月 1 日 いわき市立総合磐城共立病院脳神経外科医長
昭和60年 3 月
石井脳神経外科・眼科医院理事長
昭和61年 3 月
石井脳神経外科・眼科病院院長
平成 2 年 9 月
医療法人社団正風会理事長
平成16年 9 月
社会福祉法人正風会ケアハウス小名浜理事長
至現在
自平成27年 6 月 1 日 長崎大学客員教授
至現在
自平成14年 4 月 1 日 （社）いわき市医師会会長
至平成19年 6 月30日
自平成14年 4 月 1 日 （社）福島県医師会副会長
至平成20年 3 月31日
自平成18年 4 月 1 日 （社）
日本医師会常任理事
至現在
自平成19年 5 月
世界医師会理事
至現在
自平成21年 5 月
世界医師会副議長
至平成27年 3 月
自平成27年 4 月
世界医師会財務担当役員
至現在
賞罰
平成25年10月 ハーバード大学公衆衛生大学院国際保健武見プログラム
「名誉武見フェロー」授与
平成25年11月 藍綬褒章受章

石井正三選挙事務所
〒104-0028 東京都中央区八重洲2-3-14 ケイアイ興産東京ビル303
■JR東京駅 八重洲南口 徒歩2分（地下街4番出口 徒歩1分）
■東京メトロ銀座線 京橋駅7番出口 徒歩4分

TEL 070-4001-6208
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