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全 国 医師 連盟 ア ンケ ー トヘ の 回 答

日本共産党

つ
【1】 医 療 口介 護 に 対 す る基 本 的 な 考 え方 に いて
11超 高齢社会 において、医療・介護 :ま 地域 の「雇用 の受 け皿」として有望 な産業 であ り、
保護及び支援 してい く。
3:社 会保 障 の維持・拡充 を図るべ きであ り、国内の経済産業 の成長戦略 として、法人税
な どの税収増加 を充当す る。
4:社会保 障の維持 0拡 充 は図るべ きであり、国民の社会保険料 の増額や 、一部 目的税 の
設定で充当す る。
71社 会保障 の効率化 を図 るため、国民に対 し、医療・ 介護 の利用 の仕方 に関す る教育
を実施 し、利用 の健全化を図つてい く.
8こ そ の他、追カロ
意見

一― を選択
追加意見]
〔
自民党政権は 40年 以上にわたって、医療費や社会保障費 の増大が国 を亡ぼすかのよ うに
宣伝 し、 とくに、 この 20年 間、社会保障予算 の 自然増 を毎年、数値 目標 を決 めて削減す る
政治 を続 けてきま したが、その結果、日本 の医療や公衆衛生 がいかにrL‐ 弱になつて しまつた
か を、 コロナ危機 は明 らかに しま した。
我が国 の社会保障給付 の水準 (GDIP比 で 220/0程 度)が 、高齢化 の進展度合 いに比 して、
他 の先進 国 よ り相対的に低 いこと、高齢化 の ビー クとされ る 2040年 代 にも、そ の水準 は、
厚労省 も認 めてい ます.
現在 のス ウェーデ ン並み (GDP比 で 25°/0程 度)に とどまることは、
日本共産党は、大企業へ の行き過ぎた減税をただす法人税制 の改革、富裕層 の株取引に対
す る優過税制 の是 正、高額所得者 の社会保険料 の 頭打 ち"の 見直 しな ど、大企業・ 富裕層
に応分 の負担 を求 める こ とで 、社会保障の財源 を確保す る こ とを提案 してい ます.

【2】 今 後 の 保 険 診 療 の在 り方 に つ いて
1:国 民皆保険制度を堅持する。
lo:そ の他、追加意見
一一 を選択
迫カロ
意見〕
〔
日本社 会に貧困が広 が り、コロナ禍 に よつて、それが一層深刻化 してい る今、保険外負担・
混合診療 を拡大す る路線 ￨ま 、支払能力に よる 命 の格差"を 生み、国民 と社会 に重大な被害
を及ぼ しかねません。「必要な治療は、すべて保険 で給付す る」 とい う国民皆保険 の原則 を
守 り、保険給付 の拡 充を図ることが必要 と考 えます.

【3】 医療 機 関 の 再 編 、 集 約 化 、機 能 分 担 に つ いて
5:病 院 の再編 由集約化 を実施す るのは困難 であ り、自主的な統廃合以外、行政 はかかわ
るべ きで ￨ま ない.

6:病 院 の再編 ,集 約化 を行政が主導 して実施す るのは困難 なので、在 宅医療 など地ul■

4
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｀
会 に必要な機能 を持つ病院 を増やす支援 に、行政 は集 中 してい くり
8:地 方の医療空 自地対策 として、へ き地におけ る診療所機能 の充実を図 る施策 を導入
す る。 (有 床診療所 の手続 き を簡 便にす る、へ き地の場合、診療報酬 を増額す るな ど)

11:そ の他 、追加意見
一― を選択
[追加意見]

に 20万床 も
政府 は、「地域 医療構想 」に基 づき、高度急性期・ 急性期病床 を 2025年 まで
ス
削減す る 目標 を立て、 400超 の公 立・公的病院"を 統廃合 の対象 として名指 しす る リ ト
の提示や、 消費税収 を使 つた病床削減補助金"の 導入 などの施策 を推進 してい ます。
「
つてい るの
コ
『 2021年 版 厚 生労働 自書』 は、現在 、 ロナ患者 の受入れ の 中心」 とな
は「急性期病棟 を有す る医療機関」である と明記 しています.そ うした現状 にて らして も、
急性期病床を縮小す る計画 lt、 「感染症有事」に備 える政策 に真 っ向か ら反 します.「 地域医
ぺ
療構想」による病床肖J減 計画 は中止・ 撤回 し、病末 の抜本的な拡 充に舵 を切 る きです.

【4】 看 取 り問題 に関 して
21在 宅医療 の法律 ヨ制度面で の整備 を拡充 してい く.
(延 命治療 の不開始や 中止 、自宅 での看取 りに関す る民事・刑事・ 行政上 の取 り扱 いに
ついての法整備、環境整備 を推進 し、在 宅での介護 を投化・ 拡充 な ど)
3:在 宅医療の国民へ の教育面での整備 を拡 充す る.
(在 宅サー ビスについて 、■在 !ま 、医療や介護現場 が国民に対す る教育啓発 を担当 して

い るが、支払い が発 生 していない 自主的な取 り組みになつてい る.教 育啓発 を行政 が担
当 し、在宅で の看取 りをより推進 してい く、 な ど)
4:在 宅医療 の体制面 での整備 を拡充すべ きである.
(個 人開業医で ￨ま

24時 間 365日 の対応 が困難 な ことか ら、診療所 の大規模化、中小病

院 な どが担 うこ とで在 宅での看取 りを強化 してい く、な ど)
5:在 宅医療 が困難 な地方 において iま 、慢性期病院 での看 取 りを拡充・ 強化す る.
6:在 宅 医療 が困難 な地方において は、介護医療院や者人保健施設 での看取 りを拡充・ 強
イ
レする。
゛
9:そ の他、追加意見.
一一 を選択
〔
追加意見]
政府 の 「在宅化」政策 によつて病院 を出 され、介護施設にも入れ ない高齢者 が、「介護難
由
民」となつてい く事態が続 いています。介護疲れ を原因 とす る,殺 人・ 自殺 心 中な ど痛 ま し
い事件 も続発 してい ます。「在宅看取 りの推進」 の名 で、強弓￨な 患者 の追い出 しや病床 削減
'方

を進 めるや り では、 こ うした事態は深刻化す るばか りです。
ぺ
施設 。
在宅 の両面 で、息者や 家族 の願 いに応 える医療・介護 の体制強化 を進 める きです。
E亡 者数 の増加 に備 え、診療報酬・ 介誰 報酬 の引 き上げ、公的支援 の強化 を
今後想定 され る夕
行 い、地域 の医療・介護基盤 の底上 げを図 ります中人生の最期 を、尊厳 を もつて迎 えられ る
よ うにす る壮制度 を、国民合意 によつて整備す ることも大切 と考 えます。
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【5】 医 師 の 働 き 方改 革 と労 働 基 準 法 との 整 合 性 に つ い て
21労 働基準法 の例外 を、医師 も国民である以上、認 めるぺ きではない。

3:労働基準法 の例外 の改善 のため、医学部を増やすな ど医師の増員 を図 り、中長期的に
解 消 してい く。
5:労 働基準法 の例外 の改善 のため、医師以外の職種へ の業務移譲を推奨す る診療報酬体
系 にす ることで改善を図るべ き。

71J肛 や ICTの 積極的 な導入 による医師 の労働負担 の軽減策 に対 して、診療報酬体系 の
整1苗 で後押 しをすべき.

8:そ の他、追加意見.
一― を選択
追加意見〕
〔
ご指摘 の とお り、厚労省 「医師の働 き方改革検 討会」の答申と、それ を追認 した医療 法改
定 は、地域医療 に携 わる医師 D後 期研修医 に「過労死 フイ ンの 2倍 の時間外資毯 」を認 める
な ど、「改革」の名 に値 しません。政府・厚労省がこんな施策 しか打ちだせないのは、 さら
なる医療 費削減 のため、医学部定員 の「臨時増員措置」をや めて再び医師数Hll減 に踏み出す
こ とや 、診療報酬 の抑制 ワ削減 を続 けることを狙 つているか らです。
労働基準法の例外状態を是正す るには、医学部定員 の「臨時増員措置」を続 けて医師数 の
着実 な増員 を図 るとともに、診療報酬の抜本的な増額 によって、医療従事者 の労働条件 改善
を進 めることが必要 と考 えます。

'今
【61新型 コロナ感染症を経 て、我が国の医療提供体制 の欠 点が顕在化 したか と思 う口
回

の衆議院選挙に油ける一番の国民の関心事が、コロナ対策 をど う考えているか、とい う点に
あるこ とは予想 に難 くない口貴党 において、国民が安 心で きる医療体制 を維持するために考
えてい るこ とが あれば、記載 を願 いたい。
〔自由記嫌闘
長期 にわたって壊 されて きた医療提供体常」を中長期的な展望をもつて戦略的に立て直す
ため、覚 として、「医療・ 公 衆衛生 再生 口強化 プ ログラム」 を提案 しています.
感染症病床、救急・ 救命体制 に対す る国 の補助金 を 2倍 に増額 し、ICU等 病床 の増床 を
支援す る仕組みを新設 して、それぞれ現行の痛床数 の 2倍 化 を進めます.
「地域医療構想」による洒床肖J減・ 病院統廃合を中止 します。
医師 の削減計画を中止 し、医学部定員 の 「臨時増員措置」を継続 します。
来年度の診療報酬改定で、医師 の長 時間労働 の是正 、看護 師 の配 置基準 の改善、新感染症
に対応 した報酬体系の充実を図 ります。
保 健所 の予算 を 2倍 にして、保健所数 も職員数 も大幅 に増や します.
国立感染症研究所、地方衛 生研究所 の予算 り体制 を拡充 し、 とくに、研究予算 を lo僻 に
増や します.
17】 貴政党名は ?

51日 本共産党
一一を選択
□

