＜ 京都５区（福知山市､舞鶴市､綾部市､宮津市､京丹後市､与謝郡域） ＞
１、衆議院選挙における政策に、歯科医療政策はありますか

①ある（

） ②ない（

）

予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）

本田 太郎（自民）

山内 健（共産）

山本 和嘉子（立憲）

②ない

①ある

②ない

②ない

自民党政策パンフに「生涯を通じ 2019年参議院選挙時の際に日本共産党として歯科医療に
た歯科健診の充実（国民皆歯科 かかわる政策をまとめています。引き続きその立場で取り組
健診）」の記載あり
んでいきます。今回は、コロナ禍での医療崩壊の教訓から
「医療・公衆衛生 再生強化プログラム」を提案しています

２、新型コロナウイルス感染症拡大への対応について
（１）新型コロナウイルス感染症拡大により、経営危機に直面している、すべての歯科医療機関・歯科技工所に対し
減収補填を行うことについて ①賛成（ ） ②反対（ ） ③その他（ ）
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）

本田 太郎（自民）

山内 健（共産）

山本 和嘉子（立憲）

①賛成

①賛成

①賛成

①賛成

＜意見＞
（記載なし）

＜意見＞
（記載なし）

＜意見＞
＜意見＞
コロナ禍に伴う受診控え・健診控え等で、すべての医療機
（記載なし）
関同様、歯科医療機関・歯科技工所において経営に困難が
生じています。住民が安心して歯科医療を受けることができ
るよう、減収補填で地域の歯科医療を守ることは不可欠で
す。

（２）感染症予防のためにも口腔ケアが重要であることは、広く認識されています。歯科医療機関に対して感染防護に必要な
物資の確保や、歯科医療従事者への新型コロナウイルス検査の実施など、患者が安心して歯科治療を受けられるための
方策として、どのような施策が必要と考えますか
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）
本田 太郎（自民）
山内 健（共産）
感染防護対策等への国による支 資金面での支援や必要な支援に 安心して歯科治療を受けることができ、治療に携わることが
援
関する相談体制の整備
できるよう、感染防護対策は、ほかの医療機関同様必要で
す。感染防止に必要な資器材を国が責任を持つこと、定期
的、頻回のウイルス検査により、感染者が歯科医療従事者
に出た場合にも迅速に対応できる体制をとることが当然必要
です。

山本 和嘉子（立憲）
大きいところでは（1）減収補てん
にはじまり、また必要な物資の優
先的配布、医療サイドへの、いわ
ばエッセンシャルワーカー手当、
対策金など。

３、いつでも、どこでも、だれもが、お金の心配をせず
「保険で良い歯科医療」が受けられるための施策についてお尋ねします。
国立社会保障・人口問題研究所「生活と支え合いに関する調査」（2017年実施）結果によると「お金がなくて歯科医院に行けない」という
世帯は、全国で約160万世帯と推計されます。また、高い窓口負担に加え、保険のきかない治療が歯科受診を妨げている要因にも
なっています。その改善のために
（１）患者窓口負担割合を引き下げることについて

①賛成（

） ②反対（

） ③その他（

）

予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）

本田 太郎（自民）

山内 健（共産）

山本 和嘉子（立憲）

①賛成

①賛成

①賛成

①賛成

＜意見＞
（記載なし）

＜意見＞
＜意見＞
＜意見＞
（記載なし）
治療内容によっては、引き下げは 窓口負担の高さ、保険のきかない治療が要因で歯科治療を
反対だが、原則的には賛成。
受けないことが、口腔崩壊にまで進む事態が社会問題に
なっています。負担軽減により歯科を受診しやすく、将来的
には、他の先進国と同様に「窓口負担ゼロ」の医療制度をめ
ざすべきです。

（２）歯科治療の保険適用範囲を広げることについて

①賛成（

） ②反対（

） ③その他（

）

予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）

本田 太郎（自民）

山内 健（共産）

山本 和嘉子（立憲）

①賛成

①賛成

①賛成

①賛成

＜意見＞
（記載なし）

＜意見＞
（記載なし）

＜意見＞
＜意見＞
需要の高まりや治療技術の進歩に応じて保険適用範囲を拡
（記載なし）
大するのは当然です。安全・有効で実績のある治療法は、保
険給付の対象とし、保険外負担の軽減を図るべきです。

４、学校歯科健診で指摘された歯列・咬合異常について、子育て世帯が患者負担の心配なく治療できるよう、
保険診療の拡大・公費支援の充実が必要と考えますが、どのようにお考えですか。
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）
本田 太郎（自民）
保険診療の拡大、公費支援の充 必要と考えます。
実が必要

山内 健（共産）
山本 和嘉子（立憲）
歯列・咬合異常は、子どもの成長・発達にとって重要な課題 保険診療の拡大・公費支援の充
だから、学校健診に位置付けられています。しかし歯科矯正 実は必要。
は原則保険適用外で高額なため、異常が指摘されても受診
をためらう子育て世帯がなくなるよう、負担軽減を図るべきで
す。

５、現在自治体による妊婦・母子健診、学校・自治体・事業所健診など様々な機会で歯科健診が実施されています。
また、国もライフステージごとの歯科健診を推進しようとしていますが、まだまだ不十分です。
歯科疾患の重症化を防ぐために早期発見、早期治療を促す歯科健診を充実させるためには、
どのような施策が必要と考えますか（対象年齢拡充、健診内容充実、負担金無しなど）。
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）
本田 太郎（自民）
山内 健（共産）
山本 和嘉子（立憲）
対象年齢の拡充や支援の拡充が 対象年齢の拡充が重要だと考え 歯科疾患の早期発見、早期治療が、重症化防止の重要な課 対象年齢拡大、健診内容の充
必要
ます。
題であるにもかかわらず、学校健診以外では義務化されて 実、負担金の減額・なし（無料
おらず、実施している保険者・事業者が限られているのが現 化）、その他さまざま必要。
状です。成人に対する歯科健診の促進、健診内容の充実、
自己負担の無料化、健診の実施主体への公的支援など国
が積極的に行っていくことが重要です。

６、超高齢社会をむかえ、専門的口腔ケアの担い手である歯科衛生士の役割はますます重要になっています。
就業率は７割※という状況で、慢性的な歯科衛生士不足となっています。診療報酬の評価が低いために、
歯科診療所で歯科衛生士が雇用できない状況が広がっています。その打開のために、どのような施策が必要と考えますか。
（※「歯科衛生士及び歯科技工士の就業状況等に基づく安定供給方策に関する研究」（2019年））
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）
診療報酬の引き上げが必要

本田 太郎（自民）
山内 健（共産）
山本 和嘉子（立憲）
歯科衛生士の雇用が多いほど、 超高齢社会の中で専門的口腔ケアの担い手の歯科衛生士 技工料が低く、低賃金・長時間労
診療報酬を上げるという施策が の役割は重要です。歯科診療所が歯科衛生士を雇えるよ
働から歯科技工士（特に若手）を
必要だと考えます。
う、歯科診療報酬全体を抜本的に増額することと、歯科衛生 離職させないこと。また学校も定
士の専門的な技能・労働を正当に評価する報酬体系に見直 員割れ・廃校が起きない施策を検
す必要があります。国が歯科医療・口腔ケアの専門職の確 討・実施すること。
保について計画を持ち、病院・施設・事業所なども含めた歯
科衛生士の配置に対して、公的支援を行うべきです。

７、技工料が低いために低賃金・長時間労働を強いられ、離職する若い歯科技工士も増えています。
また、歯科技工士学校の入学志望者が激減し、定員割れや廃校が急速に広がっています。歯科技工士の技術と
労働を適正に評価するために、(1)補てつ関連の抜本的な点数の引き上げ、(2)労働時間と原価計算に基づいた
製作技工・保険点数の決定プロセスの確立、(3)歯科技工士に適切な技術料（委託技工料）が渡るような実効性ある
取引ルールの確立が必要と考えますが、どのようにお考えですか。
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）
本田 太郎（自民）
実効性ある取引ルールの確立が 賛成です。
必要

山内 健（共産）
歯科技工士が安心して仕事が継続でき、歯科医と協力して
「良い入れ歯」を保険で提供できるよう、歯科技工物に対す
る診療報酬の改善を進めるべきです。歯科技工士の技能と
労働を正当に評価する報酬に見直し、適切な技術料が支払
わられるような適正なルールなどを確率することが必要で
す。

山本 和嘉子（立憲）
●補綴関連点数の抜本的な引き
上げ ●労働時間の原価計算
に基づいた製作技工・保険点数
の決定プロセスの確立。 ●委
託技工料が適切に渡る取引ルー
ルの確立が必要。

８、歯の治療で、かぶせもの等として使われる「歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金パラ）」の価格高騰と市場実勢価格に
追い付かない保険診療の告示価格によって、歯科医療機関は「逆ザヤ」問題（治療するたびに歯科医療機関の赤字が生じる）に
苦しんでいます。この「逆ザヤ」問題解消のためにどのような施策が必要と考えますか。
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）
国の支援による補填が必要

本田 太郎（自民）
逆ザヤ部分については、公的補
填が必要だと考えます。

山内 健（共産）
歯科治療に必要な金属材料の高騰が続き、治療するたびに
赤字が生ずる状況が長期にわたっている問題は、歯科医療
機関の健全な経営を守るため緊急の課題です。金パラの市
場実勢価格を定期的に把握し、適切に公示価格に反映でき
る仕組みを作るべきです。

山本 和嘉子（立憲）
保険診療の告示価格がなるべく、
パラジウム実勢価格に連動する
仕組みにできればよいが、できな
い場合は事後的にでも補てんさ
れるようにすべきと考える。医療
機関の赤字は理屈が通らず。

９、政府も「歯科口腔保健の充実と歯科保険医療の充実」を掲げています。それを実現するには、診療報酬の大幅な引き上げや
歯科口腔保健関連予算の増額などが必要だと考えますが、どのようにお考えですか。
予定候補者名（五十音順・敬称略）
井上 一徳（無所属）
診療報酬の引き上げ等が必要

本田 太郎（自民）
賛成です。

山内 健（共産）
山本 和嘉子（立憲）
口腔の状態の改善が、全身の健康状態の改善、認知症の 診療報酬の引き上げ、国民の真
予防などに大きく貢献することが明確になっていますが、歯 の意味での歯科口腔的な健康の
科医療費は低く抑えられています。新しい技術が保険適用 ための予算増額が必要だ。
になかなかならないことなどの現状を改善し、だれもがお金
の心配なく歯科医療を受けることができるよう、医療費抑制
政策の転換が必要です。大企業や富裕層に応分の負担を
求め、命や健康を守り、国民の暮らしを応援する政治を実現
するため、力を尽くします。

