
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭

船橋　利実（自民党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対

その他（非常時、医
師不足の地域に条
件を限定すべき） 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 賛成

有事の際にも対応できる医療・介護・福祉提供体制が必要

道下　大樹（立憲民主党） 賛成 賛成 賛成 賛成

その他（人口減少、高齢
社会を見据え、診療報酬
の適正な引き上げに取り
組む必要があると考えま
す）

反対 反対 賛成 反対 反対

その他（様々な意見
を参考にして、控除
対象外消費税問題
の抜本的解決を図
ります）

その他（過去の副反応事
例を検証・補填し、ワクチ
ンの安全性・有効性を改
めて検証・確認した上で
再開すべきと考えます）

賛成

コロナ禍から国民の皆様の命と暮らしを守るため、医療機関や医療・介護従事
者等への手厚い支援制度を継続的に実施する必要があります。また国民皆保
険制度の堅持に引き続き取り組みます。医療・介護・障がい福祉、放課後児童
クラブ、住居などの「ベーシック・サービス」の拡充を目指します。安心して医療
や介護が受けられるよう年金の最低保障機能を強化します。

高橋　祐介（自民党）

松木　謙公（立憲民主党）

山崎　泉（日本維新の会）

高木　宏寿（自民党）

その他（小児科への
加算・全診療科の
特例加算の継続）

賛成 賛成

その他（自治体間の差
をなくすため、国が全
国一律に制度を設け
ることは賛成だが、どこ
まで無償化するかは
要検討）

賛成 反対 反対 賛成

反対（外来定額負
担の導入には反
対、疾病の治療が
必要と判断して処方
された医薬品は保
険適用すべき）

その他（その地域に
必要な医療内容と
2025年のトータルの
病床数見込みの評
価は慎重に行うべ
き）

その他（医療機関の
損税負担解消のた
め、税制のさらなる
検討が必要） 賛成

その他（必要な受診
が抑制されないよう
取り組むべき）

中負担、中福祉の公平性と効率性の高い国民皆保険制度の堅持。高
齢者の方々が中心の制度設計から全世代をバランスよく支えていく全
世代型の社会保障の充実。

荒井　優（立憲民主党）

伊藤理智子（共産党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成

コロナ禍で、医療・介護・福祉など「ケア」の重要性が浮き彫りになりまし
た。コロナ禍での医療機関に赤字補てん等の支援をします。ケア労働
に携わる人々の待遇を抜本的に改善させます。高齢者の医療費値上
げをはじめ窓口負担増などの社会保障削減制度は中止させ、人間の
尊厳を守ることを基本に抜本的な拡充を図ります。

小和田康文（日本維新の会）

中村　裕之（自民党）

大築　紅葉（立憲民主党）

その他（収入の減った全て
の医療機関への経済的支
援を実施すべきです。ま
た、感染者を受け入れて
いる医療機関に対しては、
減収分と負担増を全額事
前包括払いにして、煩雑
な手続きなく速やかに支
給すべきです。
また、新型コロナウイルス
の患者に対応した医療機
関、介護・障がい福祉サー
ビス事業所、子ども子育て
支援施設の職員等に慰労
金を支給すべきです。）

賛成 賛成

その他（子どもは健や
かにかつ安全に育つ
環境が保障されるべき
ものであり、子どもの医
療費について、国のナ
ショナルミニマムとし
て、統一的な医療費
助成制度を検討すべ
きです。また、子育て
家庭などの医療費の
経済的負担を軽減す
べきです。）

賛成（医療と介護の需要
が増加する中、地域医療
を支える観点から診療報
酬の適正な改定を進め
るべきです。誰もが必要
な医療を受けられるよう
にするため、医療の技術
や医学管理を評価する
観点から、引き続き診療
報酬の引き上げに取り組
み、医療の質の改善や
効率化を進めていくべき
です。

反対

その他（コロナ禍に
おけるオンライン診
療の特例で生じた
課題を踏まえ、安全
性や信頼性、有効
性の担保といった観
点から慎重かつ丁
寧に検討すべき課
題であると考えま
す）

その他（誰もが必要
な歯科医療を受け
られるようにする観
点と、医療保険財政
に与える影響とのバ
ランスを考慮して検
討すべきです）

その他（国民皆保険
を堅持し、安定した
医療保険制度をつ
くる観点、誰もが必
要な医療を受けられ
るようにする観点、
医療保険財政に与
える影響の観点など
から慎重かつ丁寧
に検討すべき課題
であると考えます。）

反対

その他（医療機関の
経営を支えるため、
控除対象外消費税
問題を継続検討し
解決に努めて参りま
す）

その他（仮に積極的
勧奨の再開を検討
するのであれば、こ
れまでに報告されて
いる重篤な副反応
を踏まえ、当該ワク
チンの安全性や有
効性等について改
めて徹底的に検証
を行うべきです）

賛成

具体的な公約については、現在検討中です。

松井真美子（共産党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成

ケア労働の重要性がコロナ禍で浮き彫りになり、労働者の待遇を抜本的に改善
させます。国の感染症対策を抜本強化し、コロナ禍での医療機関に赤字補填等
の支援をします。公的・公立病院の統廃合は中止させ、地域医療を守ります。公
費の投入で高すぎる国保料、介護保険料を引き下げます。年金はマクロ経済ス
ライドを廃止して底上げします。子どもの医療費無料化、生活保護支給水準の
回復、障害者医療・福祉の無料化を進めます。

和田　　義明（自民党）

池田　真紀（立憲民主党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 賛成 賛成 反対 賛成

その他（当該ワクチ
ンの安全性や有効
性等の徹底検証が
必要） 賛成

新型コロナ禍で露わになった日本社会の脆弱性の克服が政治の最大
課題であり、国民の命と生活を守るための基幹的サービスである医療・
介護・福祉は自民党政権が続けてきた抑制・削減からの大転換が不可
欠です。私は４年間の国会活動で「介護・障がい福祉の人材確保」など
14本の議員立法を提案し、２本成立させました。今後もベーシックサー
ビスの充実に全力を注ぐ覚悟です。

橋本　美香（共産党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成

憲法25条「国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及
び公衆衛生の向上および増進に努めなければならない」にもとづき、効
率最優先、自己責任の押し付けで医療、介護、福祉、公衆衛生が痛め
つけられている現状をあらため、国民各層の生活を支える基本的制度と
して重点をおいた財政・経済運営をめざし総合的な充実と確立をめざ
す。特に医療機関、福祉施設へ減収補填と財政支援の強化、待遇の抜
本的改善をはかります。
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第49回衆議院選挙　立候補予定者アンケート回答 　アンケートは8月23日から9月6日を実施期間として、以下の立候補予定者に①～⑭の各項目について回答いただきました。

⑧歯科医療材料の安定供給のため、メタルフリー材料の適用拡大について
⑨外来定額負担の導入、湿布・漢方薬等の市販類似薬を保険給付から外すことについて
⑩「地域医療構想」による道内の病床削減について
⑪医療費を消費税課税にあらため、ゼロ税率を導入することについて
⑫HPVワクチンの積極的勧奨の再開について
⑬2022年後半から開始される予定の「75歳以上の窓口負担2割化」の撤回について
⑭医療や介護、福祉において、今後の抱負や具体的なお考えをお聞かせください。

①医療機関の新型コロナ危機に鑑みて、全ての医療機関、介護事業所に対し継続的に減収補てんを行うことについて
②保健所の設置数や人員体制を増やし、保健所機能を拡充することについて
③感染症対策等の基礎的経費を含む初・再診料（診察料）及び入院料を大幅に引き上げることについて
④国が子ども医療費の助成制度を創設し、所得制限なく高校生まで無償化することについて
⑤2022年度診療報酬改定の大幅引き上げについて
⑥保険治療と自費治療を併用する、いわゆる混合診療の全面解禁について
⑦オンライン診療を「初診から原則解禁する」等の運用を緩和することについて



東　国幹（自民党）

西川　将人（立憲民主党）

その他（煩雑な手続
きなく速やかに支給
すべきです） 賛成 賛成

その他（子育て家庭
などの医療費の経
済的負担を軽減す
べきです）

その他（地域医療を
支える観点から診療
報酬の適正な改定
を進めるべきです）

反対（今後保険適用
が拡大されず患者の
負担が不当に増える
おそれなどがあると考
えます）

その他（安全性や信頼
性、有効性の担保と
いった観点から検討
すべき課題であると考
えます）

その他（医療保険財
政に与える影響との
バランスを考慮して
検討すべきです）

その他（様々な面に
与える影響を考慮し
て検討すべきです） 反対

その他（医療機関の経
営を支えるため、控除
対象外消費税問題の
抜本的解決を図りま
す）

その他（当該ワクチン
の安全性や有効性等
について改めて徹底
的に検証を行うべきで
す）

賛成

具体的な公約については、現在検討中です。

斉藤　忠行（NHK党）

伊東　良孝（自民党）

篠田奈保子（立憲民主党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 反対 賛成 賛成 賛成
従事者の処遇改善を進めます。地域医療の縮小を許しません。どこの
地域に暮らしていても良質な医療が迅速に受けられる権利を守ります。

石川　明美（共産党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対

その他（厚生労働省
の指針は出ている
が、十分検討が必
要）

賛成 反対 反対 賛成

その他（重篤な副反
応事例が発生して
いるため、ワクチン
の安全性を検証す
べき）

賛成

医療、福祉、介護、年金など、安心できる社会保障を目指します。

前田　一男（自民党）

逢坂　誠二（立憲民主党）

賛成（収入の減った医療機
関への経済的支援を実施す
べきです。また、感染者を受
け入れている医療機関に対
しては、減収分と負担増を全
額事前包括前払いにして、
煩雑な手続きなく速やかに支
給すべきです。また新型コロ
ナウイルスの患者に対応した
医療機関、介護・障がい福祉
サービス事業所、子ども子育
て支援施設の職員等に慰労
金を支給すべきです。

賛成（現下の深刻な感染
状況で人手不足の保健
所について、職員の増
員や非正規職員の正規
化等により、早期かつ確
実に感染ルートを把握で
きる体制を作るべきで
す。今後の新たな感染
症のまん延に備え、恒常
的に職員の適正配置を
進め、著しく減少した保
健所の機能を強化すべ
きです。

賛成（新型コロナウイルス
の急激な感染拡大に
伴って危機的状況にある
医療の現場を支援する
ために必要であると考え
ます）

その他（子どもは健やか
にかつ安全に育つ環境
が保障されるべきもので
あり、子どもの医療費に
ついて、国のナショナル
ミニマムとして、統一的な
医療費助成制度を検討
すべきです。また、子育
て家庭などの医療費の
経済的負担を軽減すべ
きです。

賛成（医療と介護の需要
が増加する中、地域医療
を支える観点から診療報
酬の適正な改定を進め
るべきです。誰もが必要
な医療を受けられるよう
にするため、医療の技術
や医学管理を評価する
観点から、引き続き診療
報酬の引き上げに取り組
み、医療の質の改善や
効率化を進めていくべき
です。

反対（混合診療を全面的
に認めてしまうと、保険外
の負担を求めることが一
般化されて、今後保険適
用が拡大されず患者の
負担が不当に増えるお
それなどが考えられま
す）

その他（コロナ禍におけ
るオンライン診療の特例
で生じた課題を踏まえ、
安全性や信頼性、有効
性の担保といった観点か
ら慎重かつ丁寧に検討
すべき課題であると考え
ます）

その他（誰もが必要な歯
科医療を受けられるよう
にする観点と、医療保険
財政に与える影響とのバ
ランスを考慮して検討す
べきです）

その他（国民皆保険を堅
持し、安定した医療保険
制度をつくる観点、誰も
が必要な医療を受けられ
るようにする観点、医療
保険財政に与える影響
の観点などから慎重かつ
丁寧に検討すべき課題
であると考えます。）

反対（地域医療構想に
ついて、新型コロナウイ
ルス感染症のまん延によ
り生じた医療提供体制に
関する課題を十分に踏
まえた見直しが適切に行
われるよう、地域での病
床の機能の分化や連携
の推進のあり方について
検討し、必要な措置を講
じるべきです。コロナ禍
の今、行うべきは、病床
の削減ではなく確保で
す。）

その他（医療機関の経営
を支えるため、控除対象
外消費税問題を継続検
討し解決に努めて参りま
す）

その他（仮に積極的勧奨
の再開を検討するのであ
れば、これまでに報告さ
れている重篤な副反応を
踏まえ、当該ワクチンの
安全性や有効性等につ
いて改めて徹底的に検
証を行うべきです。）

賛成（コロナ禍で既に顕
著な受診抑制に拍車を
かけ、症状の重篤化を招
く恐れがあり、コロナ禍で
は容認できません。）

医療・介護・福祉従事者の処遇の改善を行うほか、その他の政策は現
在継続検討中です。

堀井　　学（自民党）

山岡　達丸（立憲民主党）

賛成（コロナのまん延は世界的な
問題であって、医療機関の経営責
任が問われるものではありません。
収入の減った全ての医療機関へ
の経済的支援を実施すべきと考え
ています。また感染者を受け入れ
ている医療機関に対しては、減収
分と負担増を全額事前包括払い
にして、煩雑な手続きなく速やか
に支給すべきものと考えます。新
型コロナウイルスの患者に対応し
た医療機関、介護・障がい福祉
サービス事業所、子ども子育て支
援施設の職員等に慰労金を支給
すべきものと考えています。

賛成（この深刻なコロナの感染
状況の中で、人手不足が続く保
健所については、職員の増員
や非正規職員の正規化などに
より、早期かつ確実に感染ルー
トを把握できる体制を作らなけ
ればなりませんが、この状況に
なってしまってからでは簡単な
ことではありません。今後の新た
な感染症のまん延に備えては、
恒常的に職員の適正配置を進
めるべきでありますし、そもそも
著しく減少している保健所を増
設していくことを考えるべきで
す）

賛成（新型コロナウイ
ルスの急激な感染拡
大に伴って危機的状
況にある医療の現場
を支援するために必
要であると考えます）

賛成（子どもの医療に
てついて、国の保障制
度として、統一的な医
療費助成制度を検討
すべきです。また子育
て家庭などの医療費
の経済的負担を軽減
すべきです）

その他（医療と介護の需
要が増加する中、地域医
療を支える観点から診療
報酬の適正な改定を進
めるべきです。誰もが必
要な医療を受けられるよ
うにするため、医療の技
術や医学管理を評価す
る観点から、引き続き診
療報酬の引き上げに取り
組み、医療の質の改善
や効率化を進めていくべ
きです。）

反対（混合診療を全面的に認
めてしまうと、保険外の負担を
求めることが一般化されて、医
療機関も経営上の理由から高
い診療を行うことが促進されるこ
とが懸念されます、保険適用の
範囲が拡大されず、患者の負
担が不当に増える恐れなどもあ
り、公的という考えが弱まること
で、所得によって受けられる医
療に差が出る社会に進んでいく
ことが危惧されるところであり、
いわゆる混合診療の全面解禁
には反対する立場です）

その他（コロナ禍にお
けるオンライン診療の
特例で生じた課題を
踏まえ、安全性や信頼
性、有効性の担保と
いった観点から検討
すべき課題であると考
えます）

その他（誰もが必要な
歯科医療を受けられる
ようにする観点と、医
療保険財政に与える
影響とのバランスを考
慮して検討すべきで
す。）

その他（国民皆保険を
堅持し、安定した医療
保険制度をつくる観
点、誰もが必要な医療
を受けられるようにす
る観点、医療保険財
政に与える影響の観
点などから検討すべき
課題であると考えま
す。）

反対（地域医療構想に
ついて、新型コロナウイ
ルス感染症のまん延によ
り生じた医療提供体制に
関する課題を十分に踏
まえた見直しが適切に行
われるよう、地域での病
床の機能の分化や連携
の推進のあり方について
検討し、必要な措置を講
じるべきです。コロナ禍
の今、行うべきは病床の
削減ではなく確保です）

その他（医療機関の経
営を支えるため、控除
対象外消費税問題の
抜本的解決を図りたい
と思っております。い
わゆる二重課税のよう
な問題については解
消すべきものと考えて
います）

その他（仮に積極的勧
奨の再開を検討する
のであれば、これまで
に報告されている重篤
な副反応を踏まえ、当
該ワクチンの安全性や
有効性等について改
めて徹底的に検証を
行うべきです。

賛成（コロナ禍で既に
顕著な受診抑制に拍
車をかけ、症状の重篤
化を招く恐れがあり、コ
ロナ禍では容認できま
せん。）

「医は仁術」であり、世界に冠たる日本の公的医療保険制度は、患者の方がい
れば所得等に関係なく適切な医療を受けられるということで、堅持すべきもので
すし、そうした観点から制度は構築されるべきものと思います。あわせて社会保
障費が大きく膨らんでいることが国の課題となっていることも事実ですが、予防
医療の推進などに力を入れる中で、そうした問題も解決していくことが必要だと
思っています。

松橋　千春（共産党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成

神谷　　裕（立憲民主党）

その他（減収分だけで
はなく、感染者を受け
入れている医療機関
については、負担増
分も支援すべきと考え
ます）

賛成（深刻な人手不
足となっている保健所
について、職員の増
員を進めるべきであ
り、また、保健所機能
を強化すべきと考えま
す）

その他（新型感染症に
より医療機関の経営が
危機的状況におかれ
ています。医療機関を
支えるためにも診療報
酬の見直しが必要と考
えます。患者さんの負
担にも考慮しながら、
医療機関を支えられる
収益拡大策を検討し
ます。）

その他（子どもの医療
費については、国のナ
ショナルミニマムとし
て、統一的な医療費
助成をすべきで、子ど
もを社会で育てていく
という観点からも必要
なことと考えます）

その他（地域医療を支
える観点から診療報
酬の適正な改定を進
めるべきであり、患者
さんの負担も考慮しな
がら、引き続き診療報
酬の引き上げに取り組
み、医療の質の改善
や効率化を進めるべき
と考えます）

反対（認めてしまうと、
保険外の負担を求め
られることが一般化さ
れる可能性があり、患
者の負担増につなが
る恐れや皆保険制度
の維持にも課題となり
反対です）

その他（コロナ禍におけ
るオンライン診療は特例
です。安全性や信頼性、
有効性の担保等、検証・
検討が必要であると考え
ます。もう一方で、遠隔
地や医療アクセスがかな
り厳しい地域も増えてい
ます。患者さんとなる住
民の利益にどうやったら
資するのか、検討が必要
と思います。）

その他（「誰もが必要
な歯科医療を受けら
れるようにする観点」
と、「医療保険財政に
与える影響とのバラン
ス」を考慮して検討す
べきと考えます。）

その他（医療保険財政の
維持の問題は大きな課
題ですが、国民皆保険を
堅持し、「安定した医療
保険制度をつくる観点」
「誰もが必要な医療を受
けられるようにする観点」
「医療保険財政に与える
影響の観点」などから検
討すべき課題であると考
えます）

反対（単純な病床削減に
は反対です。地域の医
療ニーズや住民ニーズ
を踏まえた上で、新型コ
ロナウイルス感染症のま
ん延により生じた医療提
供体制に関する課題を
念頭におき、地域での病
床の機能の分化や連携
の推進のあり方について
検討を加え、必要な措置
を講じるべきと考えます）

その他（材料費等の課
税部分を転嫁できな
い医療機関の現状を
考えれば、損税解消を
図るため抜本的解決
が必要と考えます）

その他（科学的なエビ
デンスに基づいて判
断されることが大前提
です。再開するのであ
れば、これまでに報告
されている重篤な副反
応を踏まえ、ワクチン
の安全性や有効性等
について検証の上判
断されるべきと考えま
す。）

賛成（コロナ禍で既に
顕著な受診抑制に拍
車をかけ、症状の重篤
化を招く恐れがあり、コ
ロナ禍では負担増は
すべきではないと考え
ます）

稲津　　久（公明党）

中川　郁子（自民党）

石川　香織（立憲民主党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対

その他（厚生労働省
の指針は出ている
が、十分検討が必
要）

賛成 反対 反対 賛成

その他（重篤な副反応事
例が発生しているため、
ワクチンの安全性を検証
すべき）

賛成

医療、福祉、介護、年金など、安心できる社会保障を目指します。

武部　　新（自民党）

菅原　　誠（共産党）

豊巻　絹子（社民党） 賛成 賛成 反対 賛成 反対 反対 反対 反対 反対 反対 反対 反対 賛成

医療機関病床をバッサリと切り捨て、コロナのもとで大変な影響、不安心
配が増大でするのは正視できません。救える命を救う。誰でもどこでも、
この原則の実現に全力をつくします。イノチが一番です。

山崎　摩耶（国民民主党）

門別　芳夫（れいわ新選組） 賛成 賛成 反対 賛成 賛成 反対 反対 その他 反対 反対

その他（消費税はそ
もそもゼロにすべき
です） 反対 賛成

国立病院、公的病院の統廃合はストップ。地域医療構想は見直しま
す。緊急時の医療体制逼迫を防止、供給体制を確保する医師、医療従
事者の数を増やす。医学生定員の削減はストップすべきです。

畠山　和也（共産党） 賛成 賛成 賛成 賛成 賛成 反対 反対 賛成 反対 反対 賛成 反対 賛成

国民への「自助」押し付けと社会保障費抑制路線を転換し、国民の命と健康を守ることを
第一とする政治に変える必要があります。名指しで進めようとしている公立・公的病院の
再編・統合方針を撤回し、民間開業医との連携強化、実態に見合った診療報酬の引き
上げ、看護師の処遇改善などで、広大な北海道での医療困難地域をなくしていくように
力を尽くします。超高額所得者に対する課税など税制の公正化で、財源を確保します。

佐藤　英道　（公明党）

比
例
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区

12
区
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6
区

7
区

8
区
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区

9
区

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着

9月6日時点で回答未着


