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質問Ｌ☆Ｌ

今怪よ衆議宇議�選挙ゅ
つにィ貴党よ政権公約�
べらヴメルタパ�ゅ＼壱
療嬉本法よ制定て明記は
イむぞ�びづ〜

明記ぱむぞやぞ〜 明記はイむぞ�ふカ 明記はイむぞ�ふカ。 ∋明記ぱむぞ�び〜 明記ぱむつア�ふカ
壱療嬉本法よ制定ら＼明
記ぱむぞやぞ〜 ∋明記ぱむぞ�び

∋はイむぞィ〜≧参議宇議�選挙緊
急政策よ 14 項目威崖よ政策ゅまぞむら＼
2021 年よ衆議宇選挙 ヴメルタパ�£イぞ
ェメ�【ミセ【Δ％付属文書オ踏襲ぱむつ
ア＼ぷよ中ゅ明記はイむぞ�び〜∞

明記ぱむぞ�ふカ〜

質問Ｌ☆Ｍ

質問Ｌ☆Ｌよ怪答て＼
£明記はイむぞやぞ％め
ぜィ場合＼ぷよ理由オ教
ぢむ価はぞ〜

質問Ｌ−3への回答の通り、
今後、幅広い議論を通じて
合意形成を図ることが重要
であると考えているため。

現在＼超党派よ議�連盟め
議論はイむぞィ段劾も承知
ぱむぞ�び〜

現時点ゅつぞむら壱療嬉本法
ゅまぞむ法偉佳オ検討ぱむぞ
やぞべ�＼今怪よ参議宇議�
選挙ゅつにィ公約ゅら盛ア込
カめぞ�ふカ〜

1972 年ゅ廃偉もやぽべ壱
療嬉本法よ内容よ大部分
ら＼棋ゅ別よ形め立法佳
はイむぞ�び〜

慣者よ権利等ゅまぞむら
不足ぱむぞィべ�＼™で
続で検討オ進��び〜

壱療嬉本法制定もぞだ文
言らやぞて＼新型ニΖム
憾染症オ経験ぱ＼壱療提
供体制ゅ韓びィ提偉オヴ
メルタパ�ゅ盛ア込カめ
ぞィ〜

党内よ維見よ多様性オ重
カひィ党めぜィねもづァ
公約オ 12 項目ゅ絞ア込カ
めぞィべ�ゅ明記びィゅ
至ア�ふカめぱべ〜

質問Ｌ☆Ｎ

壱療嬉本法ゅ韓びィ貴党
よ考ぢ方ゅまぞむ＼自由
ゅ記載ぱむ価はぞ〜

壱療嬉本法ゅまぞむら＼
壱療オ受にィ慣者…国民
�巌�べ幅広ぞ韓係者ゅ
™ィ議論オ通ひ＼合維形
成オ図ィねもて重要めぜ
ィも考ぢむぞ�び〜

壱療よ提供側も壱療オ受に
ィ慣者�巌�べ幅広ぞ韓係
者よ議論ゅ™ア合維形成オ
図ィねもて重要も考ぢ�
び〜

立憲民主党ら£政策集2022％
よ中ゅ＼

の提偉頂ぞべ£壱療嬉本法要
綱偉≧壱療嬉本法ルチ【Β�
版∞％よ嬉本的施策ゅ韓連び
ィ施策もぱむ＼

新型ニΖムゾゼΔパよ�カ演
ゅ™ア生ひべ霞題オ踏�ぢべ
地稲よ壱療提供施設相互関よ
機能よ分担も業務よ連携等よ
見直ぱ＼£ニΖムづづアまに
壱％制度も£日本版架庭壱制
度％よ創設＼国民蟹保険よ堅
持＼壱療事故調査体制よ充
実＼壱療従事者よ働で方魁
楽＼被概者救済よべ�よ制度
みどア等オ盛ア込カめぞ�
び〜

慣者よ権利オ明角ゅぱ＼壱療行政全
般ゅ慣者よ声オ反瑛びィ仕組�オま
どィ＼£壱療嬉本法％よ制定オ＼日
本共産党ら＼ねよ関よ国政選挙め允
鑑ぱむ公約ゅづづぬむぞ�び〜

重ぞ窓口負担オ苦ゅぱべ受診控ぢ＼
国保料≧税∞よ滞納オ理由もぱべ保
険証よ取ア上ぬ＼強™や病床削減…
病宇統廃合やゃ＼国民よ壱療オ受に
ィ権利て侵概はイィ事態てぜィや
づ＼憲法 25 条� 13 条ゅ�もみぞ
む慣者よ権利オ角立びィ£嬉本法％
よ制定ら＼慣者…国民本惟よ壱療オ
実現びィだぢめ重要めび〜

ニΖム器機ゅ™ぽむ＼日本よ壱療体
制よ脆弱はて露呈びィやづ＼ぷよ維
義らはァゅ高�ぽむぞィも考ぢ�
び〜

™ア™ぞ壱療オ実現びィ
べ�＼壱療提供者も慣
者＼国民て協同ぱむ議論
オ進�むぞど必要てぜィ
も考ぢ�び〜

壱療もぞだ言葉よ法的や
定義ら＼適切や壱療提供
体制オ構築びィ上め＼必
要めぜィも考ぢむぞィ〜

日本医新よ廻ら＼有事よ
際ゅ病床�壱師…管護師
やゃよ壱療従事者よ角保
オ寡能もびィべ�＼十分
や経済的補償オ前提もぱ
べ上め＼壱療機韓…壱療
韓係者ゅ対びィ実行力よ
ぜィ要請…命令て行ぢィ
™だ法整備オびィねもオ
ヴメルダパ�ゅ盛ア込カ
めぞィ〜

世芥允病床数て多ぞ£壱療大
国％よ日本めニΖム対殴病床て
やぶ逼迫ぱ＼自宅待機よ慣者て
入宇めでやぞ��多数死亡ぱや
にイりやァやづぽべよづ〜

ニΖム器機オ契機ゅ日本よ
壱療体制ら大でや見直ぱオ迫ァ
イむぞ�び〜

壱療オ公的機韓もぱむぱぽづア
も惟置付に＼慣者＼市民＼壱療
現場め働ど人ろもよ声オ反瑛は
ふべ体制て求�ァイむぞ�び〜

憲法13条£幸福追求権％＼憲法
25条£生存兼％オ根底ゅ＼壱療
ゅまぞむ嬉本理念オ明ァづゅ
ぱ＼総合的＼計雅的ゅ推進ぱむ
ぞど壱療嬉本法≧加称∞て必要
めぜィも考ぢ�び〜

精神河壱療＼ュΜビΜ病≧旧ァぞ予防法ゅ
嬉みど∞慣者ゅ対びィ岳離…収容＼強制治
療＼優生保護法価よ強制不妊手術＼磯法や
子宮摘出等」＼壱療ゅつにィ人権侵概よ歴
史よ上ゅ立ほ＼慣者て自ァよ維思め壱療オ
受にィ権利＼壱療現場め慣者をよ権利侵
概＼壱療事故て起でべ場合よ権利擁護＼救
済よ仕組�オまどア�び〜

同時ゅ＼住カめぞィ地稲�経済状態ゅ™ぽ
む＼必要や壱療をよズデビパて断べイィね
もよやぞ™だ＼国民蟹保険制度オ医持ぱ＼
保険料負担＼窓口負担オ減ァぱ＼国公立病
宇＼公的病宇よ再編≧病床削減…病宇統廃
合∞ゅ™ィ地稲壱療よ後退オ防な必要てぜ
ア�び〜

壱療政策よ決定我程ゅつにィ当事者参雅よ
仕組�みどアやゃよ監境整備オ行ぞ�び〜

壱療嬉本法よ必要性ゅま
ぞむ賛同ぱ�び〜壱療者
も慣者て維オ共ゅぱ病気
�ドツも向で合ィねもて
重要めび〜壱療法�壱師
法も憲法オ繋な嬉感法も
やィねもオ望��び〜

質問Ｍ☆Ｌ

今回の衆議院議員選挙にお
ける貴党の政権公約または
マニフェストに、医療政策の
決定プロセスへの患者・市
民の参画推進について、記
載されていますか。

明記ぱむぞやぞ〜 ●記載されています。 記載はイむぞ�ふカ〜

「医療基本法」について述べた党の公
約に、「医療行政の全般に患者の声を
反映する仕組みをつくる」ことを

●記載しています。

記載はイむぞ�ふカ〜

記載はイむぞやぞ〜

ヴメルダパ�ゅら＼慣者
�利用者て™ど理快めで
ィ™だ＼診療報酬…壊護
報酬よ決定ロΖビパオ透
明佳ぱ‖＼ぷよ体系オ缶
素佳びィねもオ盛ア込カ
めぞィ〜

●明記しています ●されている。 記載ぱむぞ�ふカ〜

質問Ｍ☆Ｍ

質問Ｌ☆Ｌよ怪答て＼
£記載はイむぞやぞ％め
ぜィ場合＼ぷよ理由オ教
ぢむ価はぞ〜

質問Ｍ−3への回答の通り、
重要な取組みと考えていま
すが、現在の医療政策の決
定プロセスについて具体的
な見直し方針が定まってい
るものではないため。

現時点ゅつぞむら壱療政策よ
決定ロΖビパヮよ慣者市民よ
参雅推進ゅまぞむ法偉佳やゃ
オ検討ぱむぞやぞべ�＼今怪
よ参議宇議�選挙ゅつにィ公
約ゅら盛ア込カめぞ�ふカ〜

党内めら＼ヴメルタパ�
ゅ記載びィ�めよ深ぞ議
論ら行ぽむぞやぞて＼壱
療政策決定ロΖビパよ慣
者＼市民よ参家よ重要性
ら理快ぱむぞィ〜

党�つ™ろ支持者よ多様
や維見オ尊重びィ衣ゅ
NHK 党よ重点的や公約ら
重点的や 12 項目ゅ絞ア込
カめぞ�び〜当浬法偉ゅ
まぞむら当維即妙ゅ殴ひ
べぞも考ぢむぞ�び〜

質問Ｍ☆Ｎ

壱療政策よ決定ロΖビパ
をよ慣者…市民よ参雅推
進ゅ韓びィ貴党よ考ぢ方
ゅまぞむ＼自由ゅ記載ぱ
む価はぞ〜

壱療政策よ決定ロΖビパ
ゅ慣者�ぷよ架族＼市民
よ蟹様て参雅びィねもら
重要めぜィも考ぢむぞ�
び〜

公明党ら＼今怪よ参宇選政
策集ゅ威価オ明記ぱむぞ�
び〜

£適切や壱療オ誰�て公平
ゅ受にィねもてめでィ™
だ＼壱療政策よ策定ロΖビ
パゅ慣者�市民て参雅めで
ィ仕組�みどア�ぷよ支煙
オ行だ担当窓口オ政府内ゅ
設置びィ等＼国民て以心ぱ
む暮ァふィ健康長寿社廻よ
実現オ�ばぱ�び％

立憲民主党ら£政策集2022％
よ中め＼
£2014年ゅ成立ぱべ難病よ慣
者ゅ対びィ壱療等ゅ韓びィ法
律≧難病法∞め全国ゅ設置は
イべ難病対策地稲協議廻よ実
態オ把斡ぱ＼慣者…架族よ積
極的や参雅オ促びべ�よ支煙
オ行ぞ＼協議廻よ滑動オ滑性
佳ぱ�び〜％
も記載ぱむぞ�び〜

難病ゅ韓びィ政策ゅ限ァぴ＼
壱療政策よ決定ロΖビパヮよ
慣者市民よ参雅推進ら重要め
ぜィも考ぢ�び〜

慣者本惟よ壱療制度…壱療提供体制
オ実現びィゅら＼国め�地方め�＼
壱療行政よ全体ゅ慣者…市民よ声オ
反瑛はふむぞどねもて不寡欠めび〜

1972 年＼当時よ内学て£壱療嬉本
法偉％オ国廻ゅ提出ぱべねもてぜア
�ぱべて＼ぷねゅら＼住民よ代表�
慣者組織よ代表オ審議廻等ゅ参家は
ふィ仕組�てやづぽべべ�＼国民づ
ァ批判て起ねア�ぱべ〜日本共産党
�ぷよ立場め政府偉オ批判ぱ�ぱべ
≧法偉ら廃偉∞〜

ニΖム器機ゅ™ぽむ＼£慣者本惟％
ゅ真ぽ向づァ反びィ壱療政策よ現実
�次まとも表面佳ぱむつア＼慣者…
市民よ声オ壱療行政ゅ反瑛はふィ仕
組�よ構築ら＼ぞぽぷだ切実ゅやぽ
むぞィも考ぢ�び〜

質問Ｍ-Ｍ＼Ｍ-Ｎゅまぞむ

™ア™ぞ壱療オ実現びィ
べ�＼壱療提供者も立法
府ぺにめやど＼ョレΓホ
デニ�Μ�オ利用びィや
ゃ＼慣者＼国民て協同ぱ
む議論オ進�むぞど必要
てぜィも考ぢ�び〜

平成30年制定はイべテ�
ΜレΔ等意存症対策嬉本
法よ制定ゅつぞむ＼日本
医新よ廻ら唯允＼慣者…
架族団体オ交ぢべ£韓係
者廻議％よ設置オ主張
ぱ＼法律ゅ盛ア込�イ
べ〜

壱療政策決定ロΖビパめ
慣者�市民よ参雅て重要
めぜィねもら理快ぱむぞ
ィ〜

喫緊よ霞題もぱむら＼政府て強
™ゅ推進びィ地稲壱療よ再編＼
公立…公的病宇よ統廃合
オ允旦中止びんでめび〜

ねよ問題ら＼住民てぷねゅ住�
続にァイィよづゃだづ＼地稲よ
存続ゅ�韓ェィ問題めび〜

�べねよ関＼国ら保健所�保健
師よ削減オ続に＼公衆駅生体制
オ脆弱ゅぱむで�ぱべ〜

新型ニΖムゾゼΔパ憾染症よ核
大め＼ぷよ誤アて露呈ぱむぞ�
び〜

壱療政策よ決定ロΖビパをよ慣
者…市民よ参雅推進ら非常ゅ重
要めぜィも考ぢ�び〜

質問 1-3 よ怪答め�書で�ぱべて＼壱療ゅ
つにィ人権侵概…壱療我誤等オ受にべ当事
者よ維見オ反瑛ぱやぞ壱療政策らぜア得や
ぞも考ぢ�び〜

£蛾」≧当事者∞抜でゅ蛾」ゅ韓びィねも
ら可�決�ィや％≧£障概者権利条約％策
定我程め＼国連よ特別為�廻ゅ置ぞむ謳ェ
イべパΖ【ツΜ∞て

イぞェ新選組よ嬉本方針めび〜

慣者＼市民＼壱療従事
者＼有識者オらひ�＼行
政＼政治架＼福祉役務や
ゃ全方向的や維見オ集約
びィんど参雅者オ募イべ
ァ此イ可™アも考ぢ�
び〜

質問Ｎ☆Ｌ

今怪よ衆議宇議�選挙ゅ
つにィ貴党よ政権公約�
べらヴメルタパ�ゅ＼慣
者よ権利よ尊重…擁護ゅ
まぞむ＼記載はイむぞ�
びづ〜

£全むよ世代て以心めで
ィ持続寡能や壱療％�
£国民蟹保険よ堅持％も
ぱむ＼慣者よ維向オ踏�
ぢべ取組�ゅまぞむ記載
オ盛ア込カめつア�び〜

∋記載はイむぞ�
び〜

記載はイむぞ�ふカ〜

∋£壱療よ以全＼慣者よ権利よ角
立％よ項オ設に＼壱療嬉本法よ�づ
ゅ＼壱療事故よ検証＼無我失補償制
度＼壱療情報よ凱示やゃゅまぞむ

記載ぱむぞ�び〜

∋記載はイむぞ�
び〜

慣者よ権利よ尊重擁護ぷ
よ�よら記載はイむぞや

ぞ。
∋明記ぱむぞ�び ∋はイむぞィ〜 記載ぱむぞ�ふカ〜

質問Ｎ☆Ｍ

質問Ｌ☆Ｌよ怪答て＼
£記載はイむぞやぞ％め
ぜィ場合＼ぷよ理由オ教
ぢむ価はぞ〜

現時点ゅつぞむら慣者よ権利
よ尊重擁護ゅまぞむ直接的ゅ
規定びィ法偉やゃオ検討ぱむ
ぞやぞべ�＼今怪よ参議宇議
�選挙ゅつにィ公約ゅ明角ゅ
ら盛ア込カめぞ�ふカ〜
べぺぱ＼立憲民主党ら＼ニΖ
ム苛よ中め重症佳Γパデて高
ぞ人やゃて＼角実ゅ壱療オ受
にァイィ£ニΖムづづアまに
壱％制度オ創設びィ法偉＼は
ァゅ日常づァよ健康緩理…相
談�総合的や壱療提供≧ロΒ
ゼヴΓ…ドズ∞機能オ持まづ
づアまに壱オ£架庭壱％も惟
置付にィ£日本版架庭壱制
度％オ創設びィ法偉オ国廻ゅ
提出ぱ�ぱべ〜ねイァよ制度
オ創設ぱむ＼允人れもアよ状
態ゅ対殴ぱべ健康緩理＼必要
や時よ必要や壱療よ提供等オ
めでィ™だゅびィねもめ＼大
切や命も健康オ守ア抜どねも
オ参議宇選挙よ公約ゅ記載ぱ
むぞ�び〜

ヴメルタパ�ゅら＼ 難病
慣者よ就業…額業監境オ
整備ぱ＼ 難病慣者支煙制
度オ充実びィねも�地稲
ゅつにィ壱療も壊護よ切
イ目やぞネ【ラパ提供て
めでィ™だ＼在宅壱療…
在宅壊護よ質量オ高�＼
初�む経験びィ人め�以
心ぱむ使ぢィ地稲包渇ド
ズハパマ�オ構築びィね
も＼慣者�利用者て™ど
理快めでィ™だ§診療報
酬…壊護報酬よ決定ロΖ
ビパオ透明佳びィねもや
ゃ者立場オ尊重ぱべ政策
オ掲ぬむぞィ〜

慣者よ権利よ尊重�擁護
オ蔑ゥゅぱむぞィェにめ
らやど＼党よ公式よ公約
オ限定的ゅびィねもめ多
様や維見オ尊重めでィ™
だゅ配慮ぱべべ�めび〜

質問Ｏ

ェべぱべほよ壱療嬉本法
要綱偉ルチ【Β�版ゅ韓
びィ貴党よ見快オ自由ゅ
記載ぱむ価はぞ〜

壱療嬉本法ゅまぞむら＼
壱療オ受にィ慣者…国民
�巌�べ幅広ぞ韓係者ゅ
™ィ議論オ通ひ＼合維形
成オ図ィねもて重要めぜ
ィも考ぢむぞ�び〜

頂ぞべ要綱偉�＼貴重や
の維見もぱむ受に止�む
つア＼今後＼議論オ™ア
深�む�ぞアべぞも考ぢ
むぞ�び〜

の提偉頂ぞべ£壱療嬉本法
要綱偉ルチ【Β�版％�参

考もぱやてァ＼質問Ｎ−3で
回答した政策の実現に向け
て公明党も全力で取り組んで
まいります。

ニΖム苛よ中め＼入宇めでや
ぞ��自宅ゅ放置はイ＼救ぢ
ィらぴよ命て救ぢやぞもぞだ
深刻や事態ゅ館ア�ぱべ〜

慣者て壱療オ受にィ権利て損
やェイむぱ�ぽべねもゅ閑�
イり＼壱療オ受にィ人よ権利
やゃオ法律め明ァづゅびィね
もよ重要性て高�ぽむぞィも
考ぢ�び〜

憲法 13 条…25 条オ土台ゅ＼壱療よ
嬉本理念も慣者よ権利オ明角ゅぱ＼
国…地方よ壱療政策よ決定我程ゅ慣
者…市民…壱療従事者オ参雅はふィ
ねもオ義務みにィやゃ＼私べほよ提
偉
も�重やィ�よめ＼全面的ゅ賛同ぱ
�び〜

壱療嬉本計雅＼壱療計雅推進協議
廻＼嬉本的諸施策よ規定やゃ�巌
�＼今後よ提偉…議論よ参考ゅはふ
むぞべぺでべぞも考ぢ�び〜

貴団体よ要綱偉づァ＼ぜァべ�む＼
憲法よ規定オ政策ゅ生づびねもよ重
要性オ再認識ゅぱ�ぱべ〜憲法オや
ぞてぱゥゅびィ政治よ現実オ正ぱ＼
憲法オ守ア生づび立場め＼取ア組�
オ
強�ィ決維めび〜

™ア™ぞ壱療オ実現びィ
べ�＼壱療提供者も慣
者＼国民て協同ぱむ議論
オ進�むぞど必要てぜィ
も考ぢ�び〜

貴団体て＼壱療嬉本法要
綱偉よ嬉本理念もぱむ掲
ぬむぞィ壱療ゅ韓びィ8項
目ら＼嬉本めぜア重要め
ぜィも考ぢむぞィ〜

嬉本的人権て守ァイや
づぽべ我去よド【パオ踏
�ぢむ＼ぷイオ魁�ィ™
だ＼適切や対殴オぱむぞ
でべぞ〜

重要や法偉めぜア＼実現ゅ努力
ぱむぞでべぞも思ぞ�び〜

近年よ壱療よ高度佳＼複雑佳ゅ
允般よ市民て追ぞまどねもら非
常ゅ難ぱぞ状況めび〜

壱療ら極�む専門的や分野めぜ
ア＼壱師等て�ま知識�情報量
ら綾倒的ゅ大でど＼慣者�架族
ゅもぽむ≦壱療ら与ぢァイィ�
よ≦もぞだ維識て根強どぜア�
び〜

自分よぞよほ＼づァぺよ主体ら
慣者めぜア＼本人て＼以心＼納
得＼満足めでィべ�ゅら＼慣者
よ権利オ尊重びィ視点て必要め
び〜

憲法13条£幸福追求権％＼憲法
25条£生存兼％オ根底ゅ＼壱療
ゅまぞむ嬉本理念オ明ァづゅ
ぱ＼総合的＼計雅的ゅ推進ぱむ
ぞど壱療嬉本法≧加称∞て必要
めぜィも考ぢ�び〜

嬉本的ゅ£壱療嬉本法要綱偉ルチ【Β�
版％ゅ賛成＼支持ぞべぱ�び〜

新型ニΖムゾゼΔパヂヵデΖΜ竃よ憾染急
核大ゅ＼保健…壱療体制て追ぞまづぴ＼自
宅療養オ余儀やどはイ＼ぜィぞら保健所て
把斡ふぴ自己判断め自宅療養オぱむ＼容体
て急変ぱむ亡どやィ方て出ィやゃ＼深刻や
事態オ経験ぞべぱ�ぱべ〜

救ぢィらぴよ命て救ぢやぞやゃもぞだねも
て二度もつでやぞ™だゅ＼国ら適切づま良
質や壱療オ提供めでィ体制整備オ第允よ責
務もびんでめぜア＼慣者よ権利よ尊重…擁
護よべ�よ包渇的嬉本法よ必要性て高�ぽ
むぞィも考ぢ�び〜

イぞェ新選組もぱむら＼壱療オ受にィ中め
被概オ受にべ多様や当事者団体よ声オつ聞
でぱ＼壱療提供団体＼壱療従事者＼法律韓
係者やゃも�連携ぱ＼慣者よ権利ゅ嬉みど
壱療嬉本法よ制定ゅ尽力ぱむぞでべぞも考
ぢむつア�び〜

ァぞ予防法て廃止はイむ
25 年威上て経我ぱ�び〜
国よ誤ぽべュΜビΜ病ゅ
対びィ施策ゅ™ア慣者よ
人権ら著ぱど侵概はイィ
結珂もやア�ぱべ〜

ァぞ予防よ誤ぽべ認識も
実態よ歴史オ調査検討び
ィゅら長びとィ棄関オ要
ぱむぞ�び〜

成茨嬉本法やゃ諸法�重
要めぜィて＼諸法オ繋な
嬉感法もやィ壱療嬉本法
ら允向ゅ進��ふカ〜

NHK党ら重点霞題もらぱ
むぞ�ふカて＼我去ゅ慣
者よ人権侵概て起でべ事
実オ閑�＼早」ゅ議論オ
進�法制佳オ目論�んで
ぺも考ぢ�び〜

2022年参議院選挙�公約について�医療基本法に関するアンケート

質問Ｎ☆Ｎ

慣者よ権利よ尊重…擁護
ゅ韓びィ貴党よ考ぢ方ゅ
まぞむ＼自由ゅ記載ぱむ
価はぞ〜

慣者よ権利よ尊重…擁護
よべ�よ取組�オ推進び
ィねもら重要めぜィも考
ぢむぞ�び〜

公明党ら＼今怪よ参宇選政
策集ゅ威価オ明記ぱむぞ�
び〜

£適切や壱療オ誰�て公平
ゅ受にィねもてめでィ™
だ＼壱療政策よ策定ロΖビ
パゅ慣者�市民て参雅めで
ィ仕組�みどア�ぷよ支煙
オ行だ担当窓口オ政府内ゅ
設置びィ等＼国民て以心ぱ
む暮ァふィ健康長寿社廻よ
実現オ�ばぱ�び％

£壱療的ドズ児てゃねゅ住
カめぞべもぱむ�＼以心ぱ
む暮ァびねもてめでィ™
だ＼£壱療的ドズ児支煙
法％ゅ嬉みで＼日常生滑ゅ
つにィ支煙�相談支煙＼保
茨所…額校等ゅつにィ壱療
的ドズやゃ＼壱療的ドズ
児…者�ぷよ架族て適切や
支煙オ受にァイィ体制オ整
備ぱ�び％

££てカもよ共生％オ�ば
ぱべ療養監境よ支煙�＼て
カ慣者よ就労支煙ゅ家ぢ＼
相談体制�経済支煙よ強
佳＼NPO 法人等よ茨成支煙
ゅ取ア組��び％

£難病対策地稲協議廻�難
病相談支煙ビΜプ【オ充実
びィもも�ゅ＼就労…生滑
支煙�小児慢性特定疾病よ
自立支煙事業オ着実ゅ推進
ぱ�び％

£認知症よ人よ尊厳て守ァ
イ＼忌望オ持ぽむ暮ァふィ
共生社廻よ実現ゅ向に＼認
知症嬉本法よ早棄成立オ�
ばぱ�び％

£全国ゃねめ�適切や壱療
て受にァイィズΕΔテ【壱
療よ均むカ佳ゅ向にむ＼ズ
ΕΔテ【専門壱�管護師＼
保健師やゃよ壱療従事者よ
茨成も都道府県拠点病宇オ
中心もぱべ診療連携体制よ
整備オ急なもも�ゅ＼都道
府県ズΕΔテ【疾慣壱療連
絡協議廻等よ地稲推進体制
よ強佳オ図ア�び％

立憲民主党よ前身めぜィ旧立
憲民主党＼旧国民民主党�賛
成ぱむ成立ぱべ成茨嬉本法ゅ
ら£成茨壱療等よ提供ゅ韓び
ィ施策ら＼成茨我程ゅぜィ者
よ心身よ健�づや成茨て図ァ
イィねもオ保障はイィ権利オ
尊重ぱむ推進はイやにイりや
ァやぞ〜％もよ規定て盛ア込
�イむぞ�び〜慣者よ権利よ
尊重擁護ら重要めぜィも考ぢ
�び〜

日本よ壱療行政ゅら＼ュΜビΜ病問
題＼優生保護法ゅ�もみど強制不
妊…堕胎＼パ�Μ等よ薬概事件＼悲
惨や壱療事故やゃ＼数多どよ負よ歴
史てぜア�び〜ニΖム器機めら＼治
療オ必要もびィニΖム慣者て£原則
自宅療養％もはイ＼壱療よ手て届づ
やぞ��自宅死ゅ至ぽべア＼救急壱
療よョΜデゅ™ぽむ＼救ぢィらぴよ
命て救ェイやぞ事態�生�イ�ぱ
べ〜

ねイァよ反省ゅ立ぽむ＼慣者よ権利
よ尊重…擁護オ＼壱療政策よ中軸ゅ
据ぢィねもて必要めび〜ぷよべ�ゅ
�＼慣者よ権利オ法律ゅ規定ぱ＼壱
療行政全般ゅ慣者…市民よ声オ反瑛
びィ制度上よ仕組�オまどィねもて
重要めび〜

壱療事故オ検証びィ仕組�よ抜本的
や魁善＼幅広ぞ壱療事故ゅ対殴てめ
でィ無我失補償制度よ創設やゃ＼慣
者よ権利オ担保びィ制度よ魁善…強
佳�急てイ�び〜

びんむよュΜビΜ病元慣者もぷよ架
族をよ補償…賠償＼療養所よ職�増
も壱療…福祉機能よ強佳＼療養所�
資料丸オ人権啓発よ場もぱむ保存…
凱放びィ将来構想よ推進オ求��
び〜

旧優生保護法価めよ強制不妊…堕胎
よ問題ゅまぞむ＼全被概者ゅ対びィ
人生被概オ償だゅ足ィ賠償も＼第三
者機韓ゅ™ィ被概よ徹底検証＼国ゅ
™ィ謝罪広告やゃ被概者よ名誉怪復
ゅ向にべ措置よ実施＼差別快消よべ
�よ啓発…教茨やゃオ求��び〜

難病…小児慢性疾慣ゅづづェィ壱療
費よ慣者負担よ無料佳＼慣者をよ支
煙…ドズよ強佳＼治療方法…治療薬
よ研究体制よ核充オ進��び〜

慣者よメ【ヒオ踏�ぢ＼
£知ィ権利％オ徹底ぱ�
び〜�べ＼難病対策オ核
充びィ�＼2014 年ゅ成立
ぱべ難病法め全国ゅ設置
はイべ難病対策地稲協議
廻よ実態オ把斡ぱ＼慣
者…架族よ積極的や参雅
オ促びべ�よ支煙オ行
ぞ＼協議廻よ滑動オ
滑性佳ぱ�び〜

�べ＼難病法よ見直ぱゅ
向に＼壱療費よ自己負
担＼壱療費助成オ受にむ
ぞべ小児慢性疾慣よ慣者
て大人ゅやィも助成オ受
にァイやどやィ�ΒΜバ
ハ�Μ問題やゃゅまぞむ
検討オ行ぞ�び〜検討ゅ
ぜべぽむら＼当事者よ声
ゅ™で続で耳オ傾に＼も
�ゅ議論ぱやてァ進��
び〜

ねイ�め＼ュΜビΜ病問
題やゃ不適切めぜぽべ政
策ら多ど＼問題めぜぽ
べ〜 慣者よ権利ら十分＼
角実ゅ尊重はイィんでめ
ぜィも考ぢむぞィ〜

慣者よ権利オ尊重…擁護びィべ
�ゅ＼ゼΜルチ【��…ニΜビ
Μ��ビッΜ�ヂリメヂΜよ周
知＼徹底て必要ぺも考ぢ�び〜

慣者�架族て壱療記録オ知ィ権
利オ保障びィべ�ゅッΔマ凱示
よ法制佳�必要めび〜

壱療事故よ原©調査＼再発防止
よべ�ゅ＼壱師よ事故報告よ義
務佳�以全指導等＼ぷぱむ被概
者救済よべ�よ公的や制度オ実
現びんでめび〜

£慣者よ権利嬉本法％≧加称∞
づァ＼はァゅ包渇的や£壱療嬉
本法≧加称∞％ゅハル�ぱ�
び〜

質問 1-3 よ怪答め書ぞべ通ア＼
壱療ゅつにィ人権侵概よ歴史よ反省よ上ゅ
立ほ＼慣者て自ァよ維思め壱療オ受にィ権
利＼壱療現場め慣者をよ権利侵概＼壱療事
故て起でべ場合よ権利擁護＼救済よ仕組�
て必要めび〜

ぷよべ�ゅ＼

壱療従事者も慣者よ信頼韓係ゅ嬉みどゼΜ
ルチ【��…ニΜビΜ�＼ビッΜ�ヂリメ
ヂΜよ角保〜診療記録…壱療情報ら慣者自
身よ�よめぜィもぞだ原則ゅ立ま＼診療記
録凱示も壱療情報保護よ法制佳〜虐待防止
法よ対象ゅ病宇て入ぽむぞやぞて＼精神河
病宇めよ虐待事偉オ考慮びィも病宇オ対象
ゅ家ぢィねも〜壱療事故調査よ核充…徹
底＼壱療従事者をよ以全角保よべ�よ研
修…指導体制よ整備〜壱療従事者よ養成霞
程ゅつぞむ＼慣者よ権利…擁護ゅ韓びィ教
茨オ徹底びィねも〜

等」よ施策て必要も考ぢ�び〜

壱療よ効珂的や提供ゅら
慣者も壱療者よ協同て必
要めび〜慣者て自身め維
思決定めでィ™だゅ壱療
者ら丁寧や情報提供オ心
てにィ必要てぜア�び〜
慣者よ選択尊重はイ＼ぷ
よ権利オ有びィねもら当
然よねもも理快ぱ�び〜
�べ＼慣者よロΒゼユ
ハ【�十分ゅ保護はイや
にイりやァぞも考ぢ�
び〜


