
全国保険医団体連合会「クイズで考える 私たちの医療」

クイズハガキに寄せられた意見
2017年11月13日～2018年１月14日実施

「クイズで考える 私たちの医療」（クイズハガキ）には、県民の方から1,266通の応募がありました。ご協力ありが

とうございました。そのうち650人を超す方から意見等が寄せられました。「保険料・窓口負担が高くて医療費が心

配」「これ以上医療機関にかかりにくくする政治はやめて欲しい」「子ども医療費助成制度は高卒までだと助かりま

す」「自分のこと、親の介護のこと、将来が心配」など、切実な声が寄せられました。以下にその内容を記載します。

＊“クイズで考える”医療は何とも素敵なアイデアですね（69歳・医師・男性）。

＊“すべての世代がお金の心配なく病院に受診できる様”にすばらしいキャッチフレーズですね。本当にそ

う願います（37歳・事務・女性）。

＊“私たちが伝えたいこと”の内容を拝読し「へぇー、考えさせられるなぁ」と心痛む思いでした。厳しい

現実状況なんですね（64歳・主婦、パート・女性）。

＊「健康はお金では買うもの」にならないよう、所得が少ない人も医療を受けやすい社会になるといいなと

思いました（32歳・主婦・女性）。

＊「費用の心配」を軽減し、必要な治療を受けられる制度をお願いします（51歳・会社員・女性）。

＊０才～中学卒業までの医療費の助成ではなく窓口から一定額にしてほしい。小学校に就くまでと同様（例

えば１月に800円２回まで）（63歳・不明・女性）。

＊１家族で１ヶ月間の医療費の上限が決まっていたらいいと思います（38歳・不明・女性）。

＊１割→２割！年金ちょっとしかもらえないのに（44歳・会社員・男性）。

＊１割→２割負担は仕方がないと思います。高齢者自身が招いたことだと、同じ病気でいろんな病院にかか

ったりなど、もらった薬を飲まない等…（63歳・医療事務・女性）。

＊１割が良いのですが国の財政負担のことを考えるとしょうがない。未来ある子どものために使って下さい

（82歳・自営業・女性）。

＊１割負担で感謝してます（76歳・不明・男性）。

＊１割負担でも、高くてなかなか通院を控えている。保護制度の見直し等、考え直し検討する事柄は沢山あ

ると思います（83歳・主婦・女性）。

＊2019年から負担増計画が行われているということを、この資料を読むまで知らなかった。祖父母が病院に

いきづらくなるのでやめてほしい（24歳・栄養士・女性）。

＊２才の娘がおり、子供の医療費助成は大変助かっています。熱を出したり、鼻が詰まったりと頻繁に病院

に連れて行かないといけないので助成がないとやっていけないと思います。クイズにあった高齢者の費用

負担について、子供も助成は必要ですが高齢者にもこれからは必要になるはずなのに負担を２倍に引き上

げようとしているのはおかしいと思います（37歳・主婦・女性）。



＊２等がほしいです。お願いします（33歳・看護師・女性）。

＊２割（３割）負担で高額療養費の上限を下げては？（35歳・会社員・男性）。

＊２割になりましたが、私は年金が無いので主人の年金も少ないので医療費がかさみ生活が大変です（73歳

・主婦・女性）

＊２割負担にしないで欲しいです（71歳・無職・女性）。

＊30才台頃から歯周病と言われ、心臓にも悪影響だと聞いて、うがいはよくしていた。歯科治療も医学が進

み、治療中の痛みはかなり減った。窓口料金も負担が軽くなったら本当に助かります。今後は義歯も必要

になりますからね（59歳・主婦・女性）。

＊３割負担なので、放置している時がある。せめて２割にならないか？！（65歳・主婦・女性）。

＊50才になったころから病院にかかる事が増えました。この先（まだ先ですが）年金生活になったら医療費

の負担が増えたら困ります（50歳・事務・女性）。

＊50代でリユウマチを患い60代後半で任意保険の切替が出来ませんでしたので、今無保険で今後が心配です

（77歳・不明・女性）。

＊70歳以上の医療費を１割負担にしてほしい（現役並み所得者を除く）（44歳・ヘルパー・女性）。

＊75才以上２倍賛成です。必要ない薬（カゼ薬予備、家族がつける湿布など）処方してもらっているケース

もある様です（55歳・会社員・女性）。

＊75才以上が２割になるとは知らずびっくりしました。高齢の方の負担が増えることに心配を感じます。大

丈夫なのでしょうか…（40歳・会社員・女性）。

＊75才以上が２割負担になると受診率は下がると思う（42歳・歯科医師・女性）。

＊75才以上で収入は年金なのに窓口負担を増やすのはどうか？生活保護世帯をもっときびしく指導するべき

（55歳・会社員・女性）。

＊75才以上の２割負担は賛成。74才未満は３割負担にしたら、赤字財政が少しはなくなるのではないでしょ

うか？（54歳・会社員・女性）。

＊75歳以上の年金受給額で窓口負担額をもう少し見直すべきだと思う（37歳・会社員・女性）。

＊75歳以上の人の窓口負担が2019年から２割負担になったら年金暮らしの人たちはとても困りますが、国も

引き上げないと財政上苦しいのであればしかたないのでは（74歳・無職・女性）。

＊75才以上の負担が２割になることを知らなかったので勉強になりました（27歳・歯科衛生士・女性）。

＊75歳以上の負担が増えるのは収入の少ない年寄りはとても大変で困ります（61歳・アルバイト・女性）。

＊75才以上の負担金が増額になるのは困りますね。安心して受診できるようにお願いしたいものです（73歳

・主婦・女性）。

＊75才以上の負担を１割のままにしてほしい（71歳・不明・女性）。

＊75才以上の窓口負担が２割負担になるのはとっても困ります。絶対にそうさせてはなりません（81歳・無

職・男性）。

＊75歳以上の窓口負担が増えるのは困ります。重い病気の負担は増えないようにできないのか？（出さなく

てもいい薬は減らす）（61歳・自営業・男性）。

＊75才以上の窓口負担は従来通り１割に据置して下さい。又75才→80才に切り上げは如何（81歳・無職・男

性）。

＊75才以上の窓口負担を上げないで欲しい（68歳・不明・女性）。

＊75才以上の老人から医療費の負担を増やすのはひどいことだと思います（25歳・精神保健福祉士・女性）。

＊75才以上の老人の窓口負担が１割から２割になるのは年金生活のみの老人にとってはすごい負担になると

思います（47歳・主婦・女性）。

＊75才以上は１割負担にしてもらいたい（64歳・会社員・男性）。

＊75才以上は医療費無料に、被爆２世に医療費助成を、被爆10㎞以上の人にも手帳を（70歳・不明・女性）。

＊75才以上は収入も限られているし、病気にもかかりやすくなります。１割から２割に引き上げられると困

る人が多くいらっしゃると思います。自分がその年齢になる事を考えるとゆううつになります（52歳・病

院事務・女性）。

＊75才以上窓口負担１割たいへん助かります。今後もずっと変わらないようにお願いします（91歳・不明・

女性）。

＊75歳以上も大切ですが「80歳までに20本」自分の歯を残すためには、幅広い年齢層の負担を見直すべきだ

と思います（29歳・造船業・男性）。

＊90才以上の整形外科の歩行器具の無償化（88歳・不明・男性）。

＊ＣＡＤ/ＣＡＭ冠の保険が適用される歯に条件があるのはおかしいと思います。６、７番の歯も口を開け

れば見えるし、奥歯こそ丈夫なものが必要だと思います（39歳・看護師・女性）。

＊平成30年１月に後期高齢者になります。①保険料も高くなります。②窓口負担が１割から２割とUPします。

病気になっても病院回数を減らしますよね。これで健康状態が年々悪化の方向へ向かいます。これだけ②



は１割にしてほしいのです（74歳・無職・男性）。

＊Ｑ１など窓口負担が増えることは知らなかったので、ますます病院が遠のいてしまう（41歳・主婦・女性）。

＊Ｑ１にもありますように、高齢者が増えた現代での窓口負担が増えるのは仕方ないのかもしれませんが、

30～40代の世帯でも今は共働きでないと経済的にやっていけません。将来自分たちが75歳以上になった時

の負担を考えるとやや不安です（36歳・パート・女性）。

＊Ｑ１の１割→２割に負担増になるのは知りませんでした。年金生活なのに負担増になると生活自体困るし

払えず病院の未収金が多くなるのではないかと心配になります。この方法でムダな医療費の削減になるの

かは疑問が残ります（45歳・主婦・女性）。

＊Ｑ２の子どもの通院の医療費助成が早くどの自治体でも高校卒業まで実施されるようになってほしいです

（37歳・主婦・女性）。

＊Ｑ３について、歯の病気から、ものすごく大きな病気になってしまうことに驚きました…。定期的に検診

することは大事なことだと思いました（31歳・主婦・女性）。

＊Ｑ３の歯周病については知らず、とても勉強させていただきました（57歳・事務員・女性）。

＊あまり医療費が高くならない様にしてほしい（59歳・看護師・女性）。

＊あまり病院に通う暇がないので長期投薬を許してもらいたいです（20歳・自営業・男性）。

＊アレルギーをもっている人は１人で医療機関を３箇所（うちは４箇所）くらいかかっています。相当な負

担です（52歳・主婦・女性）。

＊安心して医療が受けられる国にして欲しいと思います(21歳・学生・男性）。

＊安心して医療が受けられる国になって欲しいです（12歳・小学生・男性）。

＊いいと思います（70歳・僧侶・男性）。

＊諫早市の福祉医療費の現物給付をお願いしたい（43歳・主婦・女性）。

＊諫早市は数年前より医療費の助成が中学校卒業までに拡大されました。高校卒業相当まで助成されている

自治体がうらやましく思います。諫早市も近い将来そうなるといいなあ（47歳・看護師・女性）。

＊諫早市は数年前より小中学生の医療費助成が始まりました。高校生も対象になるとうれしいです（18歳・

学生・女性）。

＊意識のある人は病院統一したり、そこで他科同時受信したり、医療費軽減を考えていますが、そうでない

人は「医療費高くなって！」と言いながら、多受診したり自分を振り返ってほしい。「１割だから」と言

いながら、あちこち受診したら高くなるのは当たり前！どうにか意識を変えられないものでしょうか？医

者・薬剤師もダブって薬を出しています。お薬手帳あるのにどういうこと？医者・薬剤師も薬の飲み合わ

せ、副作用みてるのでしょうか？ネットや本で調べると大丈夫かな？と思います。私の友人達は大丈夫か

な…？どこの病院も医者に言ったらおこられる。薬剤師に言ったら先生が出してるから大丈夫でしょうと

…（50歳・主婦・女性）。

＊以前のように薬局は院内にあった方が便利だと思うんですが…（44歳・会社員・女性）。

＊一日も早い復興願っています（30歳・理学療法士・女性）。

＊いつまで仕事し、収入を得られるか…。大病をし定期的に病院受診をしているが医療費が増えると心配で

す。入院するとなるとお金の心配が先になります（73歳・理容師・男性）。

＊いつも良くしていただいてます（60歳・主婦・女性）。

＊今から主人の定年をむかえ、年をとり窓口負担が増えると年金生活でやっていけるのか心配です。子供だ

けでなく高齢者の医療費の助成も考えて欲しいと思います（57歳・主婦・女性）。

＊今から負担金を２割にしたら自分たちが高齢になることを考えたらイヤになります（25歳・不明・女性）。

＊今の医療費負担(３割)は良いと思います。安心して医療を受けられると思います（31歳・歯科医師・女性）。

＊今は３割負担でなんとかやっていけるが大病になったときは、例えばガンなどは免除にしてほしい。保険

がきかない治療や抗がん剤、お金が不安でたまらない（52歳・会社員・女性）。

＊今は歯科受診も安心して行けますが、高校生では助成がなくなるので困ります（15歳・中学生・男性）。

＊今まで年金を納めてきた75歳以上の方の負担額が２倍になることについて、これから更に高齢化が進む日

本にとって高齢の方の医療費を２倍にすることはあまり良く思いませんでした。若い頃にしっかり納めた

分もっと手当は工夫をした方がいいと思いました（20歳・医療事務・女性）。

＊医療・福祉にもっと予算を！（58歳・臨床検査技師・男性）。

＊医療改悪反対します。安心して病院にかかれるよう制度の充実を（61歳・団体職員・女性）。

＊医療機関に受診する際の自己負担金を少なくし誰でも安心して受診できるようにしてほしい（52歳・会社

員・女性）。

＊医療従事者の給与をもっと上げてほしいです（22歳・医療事務・女性）。

＊医療についての内容がわかりやすく説明してあるので非常に助かります（63歳・主婦・女性）。

＊医療費（国財源）を減らすよう、ちょっとしたことは市販薬を早めに利用。その前に色々な予防策をして

います。悪化しないよう見極めも肝心です（49歳・会社員・女性）。



＊医療費、子育て世代にはけっこう厳しいです。予防接種、公費一部負担でもいいから全種類に枠が増える

といいなと思います。あと、乳幼児医療制度ももっと充実してくれると助かる人はたくさんいます（30歳

・一般事務・女性）。

＊医療費10割給付を知っている世代として、もとに戻すことは可能だと思います。あとは国民の声です（58

歳・事務・女性）。

＊医療費が高い。年を取るにつれて誰もが行く回数が増える…。当然、お金がかかる…。そうかと言って年

金暮らし…。生活するのに精いっぱい…。節約一辺倒にならざるを得ない…。少々の事では病院へ行かな

い（70歳・不明・男性）。

＊医療費が高くて気軽に病院に行けない（35歳・医療事務・女性）。

＊医療費が高くて病院に行くのを控えています（48歳・自営業・男性）。

＊医療費が増えるのは困ります。歯周病菌によって血管がつまりやすくなる事は知りませんでした（59歳・

主婦・女性）。

＊医療費が安くなる案内をして欲しい。薬を出しすぎてる医療機関もあると思う（46歳・会社員・女性）。

＊医療費が安くなると皆が医療を受けやすくなりますが、ある程度負担も必要だと思う（30歳・事務・女性）。

＊医療費患者負担増計画は反対です。他に財源はないのですか。高齢者の負担を増やさないようにしてほし

い（58歳・会社員・男性）。

＊医療費自己負担の引き上げは心配になります。数ヵ所の通院が必要な人にとってはとても大きな負担にな

り、通院を控えることも考えなくてはならなくなる人も出てくるのではないかと思います（57歳・看護助

手・女性）。

＊医療費すべての人が１割負担になると嬉しいです（52歳・会社員・女性）。

＊医療費の拡大を高齢者への負担増で解消しようとの財務省の考えには大反対です。もっと節約すべき財源

があるはずです（90歳・不明・女性）。

＊医療費の削減のためには、まず病気の予防が必要なので誰でも気軽に保健指導が受けれたらいいと思う

（29歳・看護師・女性）。

＊医療費の自己負担が大変だと年金が少ない為つらい（79歳・不明・男性）。

＊医療費の助成の割合率が将来は100％にしてもらいたい（50歳・主婦・女性）。

＊医療費の助成はありがたいのですが、諫早市の小、中学生は申請しなければいけないので窓口で完結でき

るような制度になればいいなと思います（43歳・会社員・女性）。

＊医療費の注意喚起にこういった取組はとても良いと思いました（45歳・会社員・女性）。

＊医療費の負担が大きいので（複数の病院通い）月毎の上限額を引き下げてもらいたい（68歳・会社員・男

性）。

＊医療費の負担が大きすぎて食費を減らしています。もっと安心して暮らしたい！（65歳・不明・女性）。

＊医療費の負担が多くて困っています（68歳・会社員・女性）。

＊医療費の負担額が年齢関係なく一律３割負担が良いのではないでしょうか※３割以上の負担は禁止（58・

会社員・女性）。

＊医療費の負担が生活も圧迫している（74歳・主婦・女性）。

＊医療費の負担の件ですが、75歳以上の方（年金が月５万円以下除く）すべての世代に２割にしてほしいで

す。若い人がかわいそうです。今の内に早く！生活保護の方も病名によっては負担を望みます（64歳・看

護師・女性）。

＊医療費の負担は軽いに越したことはないが、財源をどこに求めるか？消費税の増税から持ってくるか？他

の財源からか？痛しかゆしと思う（50歳・公務員・男性）。

＊医療費の負担は切実です。老後を安心して過ごしたいです（62歳・パート・女性）。

＊医療費の負担を減らしてほしい（24歳・会社員・男性）（59歳・会社員・女性）（37歳・自営業・男性）。

＊医療費の負担を安くしてほしいです（16歳・学生・女性）。

＊医療費の無償化には反対です。受益者負担、自己責任は原則です。タダほど高くつくものです（73歳・不

明・男性）。

＊医療費は、子どもたちの医療費を無料化に賛成です（69歳・主婦・女性）。

＊医療費は負担が少ない方がいいと思いますが、この制度が長く続くことも大切だと思います（22歳・学生

・男性）

＊医療費は負担増になり、年金はこれから支給年齢がきっと上がる。自分の将来はきっと生活しにくくなる

と思う（78歳・無職・男性）。

＊医療費はもっと安くなってほしい（43歳・会社員・男性）。

＊医療費負担が２倍になると受診しなくなる、できなくなる人が増加するのでは？（65歳・不明・女性）。

＊医療費負担が３割も取られていて、また今後上がる予定と聞くと腹が立ってきます（78歳・不明・男性）。

＊医療費負担が上がるのはしかたないと思いますが、少しでも健康でいるように生活習慣を見直したいと思



います（58歳・病院事務・女性）。

＊医療費負担が多い（68歳・主婦・女性）。

＊医療費負担が大きく毎月大変です。受診をやめようかと何度も考えた事があります（63歳・無職・女性）。

＊医療費負担が多くなっていくと年金生活は困ります（70歳・主婦・女性）。

＊医療費負担がこれ以上増えないで欲しい（37歳・会社員・女性）。

＊医療費負担が高くなるのが心配です（47歳・事務・女性）。

＊医療費負担が年々重くのしかかってきます（60歳・無職・女性）。

＊医療費負担が引き上げられて、自分たちが75歳になった頃は、どうなるのか不安です（44歳・医療事務・

女性）。

＊医療費負担が増えていくのは不安です（50歳・主婦・女性）（77歳・無職・女性）。

＊医療費負担が増えると、ますます受診をせずガマンします（50歳・郵便局・男性）。

＊医療費負担増にならないよう願います（66歳・自営業・男性）。

＊医療費負担は３割にとどめて欲しいです。肝炎治療の負担額も今後下がっていくといいと思います（45歳

・主婦・女性）。

＊医療費負担は上がらない方が助かります（51歳・会社員・男性）。

＊医療費負担は少ない方が良い。年金生活だから（73歳・不明・男性）。

＊医療費負担は増えるのはつらいです。予防学を周知する実践することの大切さを痛感します。国全体で歯

・体・食べ物に対して…楽ではなく、与えられた体を大切にする学びを大切にすることができればと思う

（53歳・パート・女性）。

＊医療費負担を軽くして欲しいです！（36歳・会社員・女性）（39歳・会社員・男性）。

＊医療費負担を下げてほしい（75歳以上の負担をそのままに）（58歳・会社員・男性）。

＊医療費負担を減らしてもらえると病院に行きやすいです（18歳・不明・男性）。

＊医療費負担をもっと軽くしてほしい（64歳・公務員・女性）。

＊医療費補助（自費診療…）の拡大をして下さい（33歳・会社員・女性）。

＊医療費無料にしてほしい（63歳・不明・女性）（31歳・美容師・女性）（37歳・団体職員・男性）。

＊医療費もう少し安くなりませんか（40歳・主婦・女性）。

＊医療費も所得に合わせた割合になればいいのに…（51歳・会社員・女性）。

＊医療費も心配です。家族が多いので老後に向けての貯蓄もとてもきびしい状態です（49歳・不明・女性）。

＊医療費や健診費が大きいため受診を控えています。健康を保つためにも健診費を安くしてもらいたい。ガ

ン健診など（28歳・会社員・女性）。

＊医療費安くして欲しい（43歳・介護職員・女性）。

＊医療費を今のままで続けるようにしてもらいたいと思う（58歳・会社員・男性）。

＊医療費を減らして下さい（30歳・不明・女性）。

＊医療費をもっと安くしてほしいです（65歳・パート・女性）。

＊医療負担が大きくなる（増える）と治療を受けない人が増えると思う（48歳・会社員・男性）。

＊医療負担が若い世代にかたよりすぎている。生保の患者の受診多すぎる（30歳・歯科助手・女性）。

＊医療負担を少なくしてほしい（59歳・無職・男性）。

＊医療保険が高い！介護保険も高い！生活を圧迫しています。税金の使い道は戦争準備の「防衛予算」でな

く、国民の「生命を守る」「社会保障」の充実に切り替えるべきです（80歳・医療法人理事・男性）。

＊医療保険の負担が増えており、受診をためらう時もあります。しかし制度があることで、急な受診の時も

大きな金額の請求ではないので助かる部分もあると思います（43歳・パート職員・女性）。

＊医療明細が送ってくるのが気（次の受診）になる（76歳・不明・男性）。

＊医療も介護も負担が増え今後生活が不安（44歳・ケアマネ・女性）。

＊インフルエンザの接種を、小中学校は学校で接種してほしいです（39歳・事務員・女性）。

＊インフルエンザの接種を、小中学校は学校で接種してほしいです。予防接種代金が家族５人で16,500円で

した。もう少し補助があれば助かります（32歳・会社員・男性）。

＊インフルエンザの予防接種が公費になってほしいです。長崎市高いです（３歳・保育園児・女性）。

＊インフルエンザの予防接種も補助してほしいです（小学生以上についても）。家族全員ではかなりの負担

になります（９歳・小学生・女性）。

＊多くの高齢者にとって、医療費の負担は生活レベルを圧迫するのは明白である。少しでも軽減される政策

を願う（59歳・公務員・男性）。

＊大村市の子ども医療費助成をあとから戻ってくるのではなく、上限制にしていただきたいです（27歳・事

務・女性）。

＊大村市も高校卒業までの医療費助成をして欲しいです（39歳・パート・女性）。

＊お金がないために治療が受けられないのは問題（43歳・会社員・男性）。



＊お金の心配が無く医療機関や介護を受けられる世の中にしてほしい（42歳・会社員・男性）。

＊お金の心配なく受診できるのがベストですが、負担割合が下がると受診できやすくなる（定期受診してい

る者です）（48歳・会社員・女性）。

＊お金の心配をしなくて治療を受けたいです（38歳・フリーター・男性）。

＊お金の心配をせず、病院に行けるのはたいへん安心感につながります。早めの受診が早期治療につながり

医療費もおさえられると思います（48歳・パート勤務・女性）。

＊お金の心配をせずに受診できる日が来ることを願うばかりです（39歳・不明・女性）。

＊お金を理由に４人に１人が受診を控えていますという文字を見てハッとしました。以前の私がそうであっ

たからです。現在復業のおかげで通院できています。誠に感謝（61歳・会社員・男性）。

＊お金を理由に受診を控えている人がいる事と改めて知りました。お金の心配がなく受診できる日がくれば

良いですね。小学校の時、先生が「ガンと歯」は受診しないと治らないと言われた事を思い出しました。

歯は生きていくうえで大事です（63歳・事務職・女性）。

＊お金を理由に受診を控えている人の数を初めて知りました。歯科治療は時間もお金もかかるという印象が

あります。多くの国民が受診できるよう考えていく必要がありますね（42歳・主婦・女性）。

＊お薬手帳を持参し、他の病院での処方薬の重複や残っている薬の整理をして、不要な薬をもらわないよう

にしてほしい。子どもの医療費助成がない市町村が20％あるのも気になりました（42歳・パート・女性）。

＊夫の年金で生活している我が家は少々体調が悪くても費用がかかるので病院へは行きません。２割に上が

れば将来もっとガマンすることとなるだろうと不安です（53歳・主婦・女性）。

＊大人の歯の健康の教育の必要性を感じました（41歳・会社員・女性）。

＊おばあちゃんの薬代が高くなったらのまなくなるかも…（11歳・小学生・男性）。

＊海外への資金援助を減らし、医療保険などの国内実現化（充実化）を優先すべき（58歳・無職（療養中）

・男性）。

＊介護福祉士の給料をもっと上げて欲しい（53歳・介護福祉士・男性）。

＊限られた年金収入なのに簡単に窓口負担２割と言われると病院にも行けず早く死ねということか。困りま

すね（78歳・無職・男性）。

＊各人の医療データをどこの医院でも使える様々なデータベース化し、所定のセンターに蓄積していてほし

い（医療費軽減）（69歳・不明・男性）。

＊風邪をひかないように予防に努めます（16歳・学生・女性）。

＊加齢になり通院が多くなり、医療費負担がかさんでいます（68歳・不明・男性）。

＊患者さんは負担金が増えると病院がもうかると勘違いなさいます。４月に又改定があります。患者さんに

説明がしやすいようなシンプルなルールにして頂きたい（49歳・医療事務・女性）。

＊簡単すぎてクイズになっていない気がします（29歳・公務員・男性）。

＊簡単でよかったです。クイズの中で習って良かったです（17歳・高校生・女性）。

＊頑張って下さい（20歳・大学生・男性）。

＊議員の数を減らして少子化対策をして下さい（65歳・無職・女性）。

＊議員や公務員を減らして、その分健康保険税等減らして下さい（35歳・看護師・女性）。

＊きびしい世の中になりましたね。長生きするのもお金が必要ですし病気もされませんがどうなるものかと

…。先々が心配です。年金暮らしの独り言、思いやられます（74歳・主婦・女性）。

＊キャラクターがかわいいので、今度の景品にはぬいぐるみかクッションがあるとうれしいです（33歳・受

付事務・女性）。

＊給与が上がらない状況で中高年の医療費の３割負担は少々きついものがあります（43歳・会社員・女性）。

＊給料は上がらないのに負担額ばかり増えても…（50歳・会社員・女性）。

＊教育費より医療費負担軽減して欲しい（56歳・不明・女性）。

＊興味を持ちやすいクイズ形式で楽しく読むことができました。医療費は高くならないことを望みますが、

それなりに保障があるのであればやむをえないと思います（42歳・事務・女性）。

＊クイズ、そして内容及び解説により勉強になります。しかし負担額上げないでと言いたいです（61歳・公

務員・女性）。

＊クイズ…もう少しむずかしくしては。薬局での調整技術料に納得いきませんね（83歳・無職・男性）。

＊クイズＱ２、Ｑ３に関して認知しておらずタメになりました。今後こういった活動等を伝えていきたいで

す（36歳・自営業・男性）。

＊クイズがおもしろかったです。過剰な薬の投与が心配です（55歳・会社員・女性）。

＊クイズ形式だと医療について気軽に学べるのでいいと思いました（46歳・会社員・女性）。

＊クイズ形式で医療の現実を知るなかなかグッドなアイディアだと思いました。確かに生きていく中で考え

させられる事です。どこまで身をけずるべきか、医療費はバカになりませんからね（31歳・サービス業・

女性）。



＊クイズ形式でとても勉強になった（36歳・介護士・女性）。

＊クイズ参考になります（77歳・不明・男性）。

＊クイズ自体はよく読むと理解できました。年齢とともに歯、口などの病院にかかることも多くなりました

が、歯科・眼科は窓口負担がとても高い様に感じますが（66歳・主婦・女性）。

＊クイズで考えるキャンペーン面白かったです。ふくれ上がる医療費問題だと思いますが、窓口負担をプラ

スして解決できる訳ではないと思います。改めて学ぶいい機会になりました（44歳・看護師・女性）。

＊クイズに答えることで意識も高まると感じました。高齢者と日々向き合っているので、この先どうなって

いくのか気になります。むろんその他の方々の医療負担もです（自分も含め）（57歳・介護福祉士・女性）。

＊クイズにしてもらうことで、興味、関心を持つことができました。体の健康のために、まずは歯を大切に

したいと思います（41歳・主婦・女性）。

＊クイズにより興味を持ち勉強になりました。医療費の負担割合を検討する際に長期で少しずつ増額が望ま

しい（50歳・看護師・女性）。

＊クイズの感想、ヒントがわかりやすかったので良かったです。医療費負担について税金もますます増えて

いくので医療費もたくさんかかると病院に行くのも躊躇してしまう（40歳・看護師・女性）。

＊クイズの感想から３問すべての内容は医療を受ける時には常識として認識すべきであろうと思う（77歳・

不明・女性）。

＊クイズの答えが勉強になりました（76歳・無職・男性）。

＊クイズの一つ一つ考えさせられるものばかり、特に医療費の負担増は心配、どんどん上がっていくのでし

ょうか？この先…（48歳・パート・女性）。

＊クイズのヒントがあり助かりました（48歳・パート：女性）。

＊クイズのヒントがすごくわかりやすく書いてあるので、悩むことなく記入できました。高齢になって年金

だけの生活は厳しい上に窓口負担が増えるとなると病院に通うのはと考えると思うので負担額をこれ以上

増やさない方法を考えてもらいたいです（55歳・会社員・女性）。

＊クイズのヒントがわかりやすくて助かりました。又、医療費の患者負担をもっと減らして欲しいです（30

歳・会社員・女性）。

＊クイズの問題、解答がとてもためになりました（76歳・無職・女性）。

＊クイズはグラフなどのヒントが付いていたので楽しかった（35歳・会社員・女性）。

＊クイズはとても分かりやすい説明で勉強になりました。医療費負担については失業中などに減額していた

だけるといなと感じた事がありました（39歳・会社員・女性）。

＊クイズはどれも具体的には知らないことだったので、解説を興味をもって読むことができたし、すんなり

と頭に入ってきました。Ｑ２は円グラフになっていたので、特にわかりやすかったです。Ｑ３を読んで、

少しお金がかかってもいいから定期検診が大切だなと改めて思いました（34歳・主婦・女性）。

＊クイズはなかなか答えずヒントがないと…。普段あまり考える事がなかったので勉強になりました（35歳

・会社員・男性）。

＊クイズはヒントがあり解答しやすかたです。特に子ども医療費の自治体割合が100％になればと思います

（57歳・看護職・女性）。

＊クイズはヒントが的確で分かり易い。私達が伝えたいこと勉強になりました（82歳・主婦・女性）。

＊クイズは勉強になりました。病院に行けるほどの負担金にしてほしい（高すぎる）（64歳・主婦・女性）。

＊クイズは解りやすくて初めて知る事ばかりでした（13歳・中学生・女性）。

＊クイズは分かり易く勉強になります。年金少なくて何も買わない生活です。医療費負担は辛いです（82歳

・不明・女性）。

＊クイズ又お願いします（75歳・不明・女性）（38歳・主婦・女性）。

＊クイズわかりやすくて勉強になりました（８歳・小学生・女性）（29歳・会社員・女性）。

＊クイズを解答してお金を理由に４人に１人が受診をひかえているということがわかった。医療機関で受診

できるように窓口負担軽減をお願いします（24歳・会社員・女性）。

＊クイズをすることによって高齢者の医療費と保険料がよくわかりました（70歳・主婦・女性）。

＊クイズを通して医療費の現状を知ることができてよかった（32歳・公務員・男性）。

＊クイズを通して勉強することができました（35歳・会社員・女性）。

＊クイズをみて勉強になりました（51歳・会社員・男性）。

＊薬が高い（48歳・清掃業・女性）。

＊薬代が高くで困っている。毎月病院に行かないとだめなので困る（65歳・ミスターマックス・男性）。

＊国に対し、ムダ使いをやめて欲しい。子供が見てダメと思うことは大人がしたらダメなんですよ（36歳・

会社員・女性）。

＊国に伝えたいことは、医療費はこれ以上アップすれば、ますます受診しない人が多くなるのでは…。是非

考えていただきたいです！（79歳・不明・女性）。



＊国の医療費のことが少し分かってよかった（31歳・会社員・女性）。

＊国の財源もきびしいかもしれないが、やはり医療費は充実してほしい（30歳・看護師・女性）。

＊国の負担増計画は基本的に反対であるが、少子高齢化の進行は止めることができないため、負担増は仕方

がないと感じている（48歳・公務員・男性）

＊国の予算は国防費に多くの予算を拡大し、社会保障費は消費税で賄おうとしていますが、それは「まやか

し」のような感じがします。高齢者に対する医療費をこれ以上上げないでほしい（78歳・無職・男性）。

＊国は我々の年金を無駄遣いし、もらえる年金額も少なくなって医療費負担額も増加、日本を支えていた年

寄りに国は早く死ねと言っているの同じ（72歳・無職・男性）。

＊詳しい説明で質問の内容、解答がわかりやすかった。受診率の現状なども驚きました（61歳・パート・女

性）。

＊景品が豪華で嬉しいです（31歳・事務・女性）。

＊元気なうちは良いのだが、大病をした時に医療費が安ければ安心して治療を受けられるが、今後年金生活

になった時が心配です（65歳・介護職・女性）。

＊病気にならない様にしなければいけないと思った。貧困によって受診できないのは悲しいことです。働け

ない人もいるのでに皆が一様にかかることができる様にしてもらいたいです（55歳・主婦・女性）。

＊健康に害をなす、たばこ税などを医療にまわすなど、できるだけ自己負担を増やさないで欲しい（53歳・

会社員・女性）。

＊現在、小学生と未就学児の子がいます。中学卒業までの負担が軽減され、とても助かっています。健康あ

っての生活、財政が厳しいこととは思いますが、家庭でも金銭的負担が重くのしかかる高校生までの窓口

負担の軽減を望みます（37歳・パート・女性）。

＊現在、長崎市では小学校卒業まで助成してくれますが、高校卒業相当まで拡大していただけたら非常に助

かります（32歳・専業主婦・女性）。

＊現在、年金の他に少し働いているからいいですが、今後年をとっていくと年金だけになり、病気もするだ

ろうし医療費負担は気になります（70歳・警備員・男性）。

＊現在個人で自由になる金の大半は医療費の支払いで消えています。年金は下げる、医療費は上げる政策は

変えてもらいたい（83歳・不明・女性）。

＊現在投薬するような病気でない事の喜びと日々の暮らしを今後も続けたいと思います（62歳・看護師・女

性）。

＊現在の「新たに70才になった方から２割」は逆に不公平感があります。一律に70才以上は全員２割にした

方が良いと思います（59歳・不明・女性）。

＊現在の病院代でも支払いに困難をきたしてるのに来年になったらどうしようと思っている（77歳・主婦・

女性）。

＊現在は定期的に歯科健診に行っていますが、定年で仕事を辞め無収入になったら一番に削るのは予防歯科

になるのかなあなんて考えます（57歳・パート・女性）。

＊原爆患者の薬の大量処方は今すぐやめるべき。毎回のんでもいないのに薬をもらいにきて、３割負担の世

代にしわよせがきてる（67歳・主婦・女性）。

＊原爆患者負担なしを１割に上げるべき。若い世代にしわよせがきて年寄り優遇はやめるべき（33歳・園職

員・女性）。

＊原爆手帳を持った人の中にはお金の負担がないので（その分国や県市が負担していることをわかってほし

い）、むやみに多く湿布薬等もらう人がいるので困る（65歳・不明・男性）。

＊県や市によって、子供の医療費の助成額が違うので統一して欲しいです（35歳・主婦・女性）。

＊こういうのがありますと、保険医療を見直す（考える）きっかけになります。もう少しクイズを増やして

もらったら、尚勉強になりそうです（56歳・事務・女性）。

＊こういう問題をクイズとしてとり上げるのはいいと思う。どこかで財源は確保しないといけないのでしょ

うけど高齢者の負担増はきつい（61歳・会社員・男性）。

＊後期高齢者・年金受給者などの保険料引き上げは生活が苦しくなると思う。１割のままでお願いしたいで

す（40歳・主婦・女性）。

＊後期高齢者のため年金生活は大変です（76歳・無職・女性）。

＊後期高齢者の負担については、これから先とても不安です（81歳・不明・女性）。

＊後期でも３割の人がいますが、やはり１割で統一してほしいです（58歳・受付事務・女性）。

＊高校、大学と学生の負担割も見直してもらえると助成がなくてもいくらか助かると思いますが…（45歳・

パート・女性）。

＊高校生の助成（医療）もある地域があるのにびっくり。五島市でも行ってほしい（35歳・事務・女性）。

＊高校卒業まで子供の医療費助成制度があれば助かります（40歳・会社員・女性）（24歳・会社員・女性）。

＊高校卒業までの医療費無料化、ぜひ実現して欲しいです（32歳・主婦・女性）（33歳・会社員・男性）。



＊公費の患者負担について違和感があります。被爆（86）の対象疾患に認知症など、被爆した事が原因と思

えないものも認めている。実際、患者側より無料だから病院に来るという声をよく聞くし、公費を持って

ない人の方が治療を受けていないと思います（32歳・会社員・女性）。

＊高齢化社会になり、高齢者への医療が注目されていますが、どの年代でもお金の心配なく、医療を受けら

れるようになったら良いと思います（26歳・医療関係・男性）。

＊高齢者（70歳）以上の年金を上げてほしい（72歳・無職・男性）。

＊高齢者が１割→２割負担になるのは反対です。少ない年金しか収入がないのに、更に生活が苦しくなると

思います。もっと他のことで負担増にしてほしい。私一般人も税金など高く生活が苦しくなるばかりです

（45歳・受付事務・女性）。

＊高齢者世代の生活の貧困が解決すれば良いと思う（77歳・不明・女性）。

＊高齢者世帯の貯蓄なしの率が以外に多いのが気になり貯蓄をしなければ更に思いました（51歳・会社員・

女性）。

＊高齢者で高い年金の人は、それなりに負担してほしい（65歳・無職・男性）。

＊高齢者にとって医療費２～３割負担は非常にきびしいです（72歳・不明・男性）。

＊高齢者の医療費自己負担をゼロになるよう努力して下さい（64歳・歯科医師・男性）。

＊高齢者の医療費負担増・介護保険料増と治療やサービスを受けにくくなってきているのは長生きに負担を

感じます（78歳・不明・男性）。

＊高齢者の医療費負担増は年金受取額が減少していってる中不安です。国の適切な対応を希望します（46歳

・会社員・女性）。

＊高齢者の医療費を上げたからといって、子どもたちのためにちゃんと使われるのか不安です。高齢者の１

割は安いなと思っていましたが、収入が年金しかないとすれば２割になるのはきついのかなとも思います。

２割になって病院に行くのを我慢する方もでてくるのではないかと思います。消費税を上げるなら、でき

ることなら子ども・高齢者両方に負担が軽減されればいいなと思います（22歳・受付事務・女性）。

＊高齢者の医療負担２割は、年金受給額減少の今、大変なことだと思います（44歳・会社員・女性）。

＊高齢者の医療負担が大きくなり、子ども医療費は助成…。子どもはすでに成人し、今から高齢になってい

く、私達の年代が一番損している気がする（52歳・高校教諭・男性）。

＊高齢者の年金支給も段々と減らされている中、医療費が１割から２割に引き上げられれば高齢者は病院に

もかかれなくなる恐れもあります。２割への引き上げは絶対に反対です（78歳・不明・男性）。

＊高齢者の負担額が増えると、後々私達が高齢になった時、更に増額するのではないかと思うと、少し怖い

です。年をとるにつれて仕事するのは難しくなるので負担額は軽い方が助かります（30歳・会社員・女性）。

＊高齢者の負担増がいずれ現役の人と同じ負担割合になるのでは？と負担を感じます（48歳・会社員・女性）。

＊高齢者の負担割合は度々見直されているのに対し、子どもの医療費助成対象の年齢層は広がるばかりで見

直されない理由が分かりません。高齢者の負担を上げるのであれば以前のように子どもの負担があってい

いと思います。そうでないと不平等で納得がいきません（65歳・主婦・女性）。

＊高齢者の窓口負担が増えると受診をひかえる人が出てくるのが心配。歯科受診はお金がかかるので、もう

少し安くしてほしい（40歳・会社員・男性）。

＊高齢者の窓口負担増は大反対です（59歳・事務・女性）（65歳・医師・男性）。

＊高齢になってからの１割増は皆さんきついのでは？原爆医療の何でもかんでも無料というのは？（64歳・

不明・女性）。

＊国民が安心して過ごせる社会を願っています（30歳・放射線技師・男性）。

＊国民すべての人が安心して医療をうけられるようになればいいと思います（43歳・病院（耳鼻科）・女性）。

＊国立病院（大学病院）で検査を行った時に個人病院と比べて医療費が高くてびっくりしました。国立病院

はどうして医療費が高いのでしょうか？（30歳・アルバイト・女性）。

＊個人情報、プライベートがかくれるシートを用意して欲しい。皆の関心をクイズで高めることはいいこと

です（70歳・不明・女性）。

＊個人負担を減らすよう、病院にかからないよう身体づくりをしなけらばと思う（68歳・無職・男性）。

＊子育て世代にもお年寄りにも優しい世の中であってほしいと思いました。また歯を大切にすることは体全

体を大切にすることにつながるのだと学びました。ありがとうございました（27歳・会社員・女性）。

＊子育て世帯の経済的負担を軽減し安心して病院への受診ができるようにしてほしい（50歳・パート・女性）。

＊答えがわかりやすくて良かったです（36歳・看護師・女性）。

＊子ども医療で高校卒業までは助成してほしい（14歳・中学２年生・男性）。

＊子ども医療費助成の０歳～高校卒業まで医療費助成をしていただきたい。せめて中学校卒業までは約100

％に近くなるまで各自治体にお願いしたい（52歳・パート勤務・女性）。

＊子ども医療費助成の自治体差をなくしてほしい。インフルエンザ予防接種も未就学前まででなく、もっと

中学卒までくらいに助成を拡充してほしい（小学生は２回接種なので特に）（46歳・主婦・女性）。



＊子ども医療費助成の自治体数は100％が必要と思います（66歳・無職・男性）。

＊子ども医療費助成は助かりますが、申請をしなくても助成を受けて、窓口支払いしなくて良い様にしてほ

しい（47歳・会社員・男性）。

＊子ども医療費助成を学生（高校、大学生）までにしてほしい（18歳・高３・男性）。

＊子ども医療費の助成が高校卒業相当まで実施される自治体が増えることを願います。又歯科は早めの治療

で治療も簡単になるはずなので学校検診などで早めに通院するよう勧めて欲しいと思います（59歳・市役

所非常勤・女性）。

＊子ども医療費の助成を長崎市も、もっと充実してほしいと思っています（46歳・パート・女性）。

＊子ども医療費の助成を長崎市ももっと（46歳・パート・女性）。

＊子どもが３人いると病院にかかったときの費用が高いので行く回数が減ってきてます。※１週間後に来て

下さいといわれても、１週間過ぎたぐらいに行ったり等…（31歳・看護助手・女性）。

＊子どもが安心して医療をうけられるような制度が必要（49歳・パート・女性）。

＊子どもが産まれて、こんなに病院にかかるものだと驚きました。今まで病院に、ほとんどかかったことが

なかったので、医療費など無関心でしたが何度もかかったり、いろんな病院で診察受けたりしたら助成が

あってもけっこうな額になるので助成がなかたら…と考えるとおそろしいです。少しでも助成があって助

かってます（２歳・不明・女性）。

＊子ども達にも健康について説明しています（６歳・幼稚園・男性）。

＊子どもたちの医療費が現物給付の無料制度になることを要望します（71歳・無職・女性）。

＊子供たちの医療費負担とくに兄弟が多い家族の負担をもっと減らしてほしいです（25歳・歯科衛士・女性）。

＊子供達への医療費を助成していただけるのは有り難いですね（孫５人います）。ただし老人に対しての窓

口負担が上がるのは少ない年金生活をしている者には厳しいです（65歳・パート（清掃業務）・女性）。

＊子どもと一緒にクイズを考えました。子どもがまだ小さい頃はよく通院や入院をくり返していたので、医

療費の助成はとても助かりました。ありがたかったです（42歳・主婦・女性）。

＊子どもに予防接種をさせていますが、任意のものがそこそこ高く、「だからやらない」という人もいらっ

しゃるのかなと…少しづつ定期になっていっているのでありがたいですね。歯科の料金も少しで助かって

います（36歳・主婦・女性）。

＊子どもの医療とても助かっています。高校卒業までも実施ができるとうれしいです（37歳・主婦・女性）。

＊子どもの医療費800円→０円にしてほしいです（長崎県）。福岡に住んでいたときは０円で本当に助かりま

した（37歳・パート・女性）。

＊子どもの医療費が小学校まで上限800円というのがうれしい（29歳・会社員・女性）。

＊子どもの医療費が無料になる制度はものすごく助かります。自分に子供ができて病気になった時に安心し

て病院受診することが出来るから（33歳・会社員・男性）。

＊子どもの医療費助成制度があるのはありがたい。お金が足りなくていけないということがない。老人の特

定健診は予防医学の意味があるのか？逆に病気が見つかって医療費がかかっている気がする（40歳・無職

・女性）。

＊子どもの医療費助成のクイズに驚きました。長崎では中学、高校まで助成している市町はほとんどないの

では？少なくとも長崎市は小学生までですよね。少数派だったとは。ぜひ充実して欲しいです（42歳・会

社員・女性）。

＊子どもの医療費助成はありがたいですが、現物給付だともっとありがたいです（36歳・主婦・女性）。

＊子どもの医療費助成は大変ありがたく助かりますが、将来的にその分の負担が自分に回ってくるのかと不

安でもあります（43歳・主婦・女性）。

＊子どもの医療費助成は助かっています。費用を心配せずに治療ができて安心です（37歳・会社員・女性）。

＊子供の医療費助成は本当に助かります。学校の集団生活の中は感染も多く、ケガ等もたえないので子供３

人の誰かが病院…という事が多いので。歯も大切！（36歳・不明・女性）。

＊子どもの医療費の助成制度を全国の自治体に広げてもらいたいです。転勤族のため、どこへ行っても安心

して医療を受けられることを望みます（34歳・主婦・女性）。

＊子どもの医療費の助成の年齢をもっと上げてほしいです（43歳・主婦・女性）。

＊子どもの医療費の窓口負担がなくなると助かります。特に歯科は長い目で見ると有益なのではないでしょ

うか（34歳・会社員・男性）。

＊子供の医療費の無償化を！（37歳・会社員・男性）。

＊子供の医療費は高校生まで助成してほしい。私の住んでいる市では小学生から後からもどってくるが、窓

口での負担を減らして欲しい（３歳・保育園・女性）。

＊子供の医療費は全額無料にして頂きたい（45歳・会社員・女性）（53歳・会社員・女性）。

＊子どもの医療費負担が小６年まで引き上げられとても助かりました。保険外の歯の矯正の負担が大きく少

しで助成があれば嬉しいです（33歳・パート・女性）。



＊子どもの医療費負担が小学生の間までは月額1600円ありがたい。中学生までだともっと助かる（６歳・不

明・男性）。

＊子どもの医療費負担がもっと軽くなると嬉しいです（33歳・会社員・女性）。

＊子どもの医療費無料化はどうかと思います。以前老人医療の無料、500円負担などで財政が苦しくなった

と思いますが…何でも無料というのは良くないと思います（63歳・医療事務・女性）。

＊子どもの医療費無料にしてほしい。他の県では負担が０なので病院への受診がしやすいとのこと（42歳・

会社員・男性）。

＊子どもの医療費を助成している割合の高さに驚いたのと自治体ではなく国が対応すべきだと思った（44歳

・会社員・男性）。

＊子どもの矯正治療代自己負担をもう少し安く、もしくは補助金を出してくれるなど対応して欲しい（35歳

・パート・女性）。

＊子どものための補助をしっかりやってほしい。窓口負担を未就学児と同じようにしてほしい。小学生から

一度支払ってから後で申請だとなかなか行けない（39歳・会社員・女性）。

＊子どもの貧困が７人に１人で医療費助成はあっても歯科に行けない子がいるのが現実です。子どもをもっ

と大切にする医療制度であってほしいです。矯正なども保険適用をのぞみます（65歳・無職・女性）。

＊子どもの貧困率が問題となっています。私が子どもの頃、高度成長期だったからでしょうか。病院にお金

が無いことを理由に連れていってもらえなかった記憶はありません。親はどうしているのでしょうか？

（55歳・会社員・女性）。

＊子どもの福祉医療費は本当にありがたい（26歳・主婦・女性）。

＊子ども窓口での支払いが限度額で済むようにしてほしいです（39歳・会社員・女性）。

＊子供もにかかる医療費は18才まで無料にしてほしい（44歳・主婦・女性）。

＊子どもも老人も安心して医療が受けられるように医療費、窓口負担が軽く、もしくは無料になってほしい

と思います（70歳・幼稚園教諭・女性）。

＊子供を養育していますので、子ども医療費助成はとても助かっていますが、すべての自治体が高校卒業相

当まで助成して頂ければもっと子育てがしやすく、少子化対策にもつながるのでは？と思います（32歳・

会社員・女性）。

＊このまま医療費の負担が増え続けると、私がその世代にになるときがものすごく不安です（39歳・会社員

・女性）。

＊これ以上の医療費負担は絶対反対。年金では有料老人ホームにすら入れないのに医療費負担がさらに倍に

なるなんて年もとれず老人になれない。生涯働かせる国はおかしい！（58歳・ケアマネージャー・女性）。

＊これから先、高齢化がますます増えると、医療費の負担がどうなるのか心配。生活保護の人も月に1600円

位は払ってもいいのではと思う（54歳・医療事務・女性）。

＊これから年金生活に入るので身体のことが不安で検診等を無料にしてほしい（60歳・会社員・男性）。

＊これからの医療費負担が心配です（64歳・主婦・女性）。

＊これからの将来を担う子どもの医療費の助成を充実していただきたいと思います。国には早急に、もっと

ふみこんだ子育て支援をしていただきたい（働くお母さんが安心して仕事も子育てもできるように…）

（41歳・看護師・女性）。

＊これまで医療費の事は考えた事がなかったので勉強になりました（17歳・学生・女性）。

＊今後の少子高齢化社会に向けて社会保険の見直し（医療費負担増とならないしくみの構築）を行ってほし

い。また定期検診、特定健診を継続して受けている方が発症した（特定の疾患に罹患した）場合には優遇

措置を受けられるなど個人が健康に対しての意識付けを高められる様なシステム作りも取り入れて欲しい

（55歳・准看護師・女性）。

＊最近は医療費がふえてたいへんですね。がんばってください（９歳・小学生・女性）。

＊財政面を考えれば（83歳・不明・男性）。

＊佐世保市も中学校卒業まで医療費がただになるといいなとお母さん達は言っています（13歳・中学生・女

性）。

＊さりげなく現状をわからせる問題で良かった（60歳・病院事務・男性）。

＊参考になりました（42歳・事務職・女性）（40歳・会社員・女性）（42歳・会社員・女性）。

＊歯科医に行くと、歯の治療後、歯ぐきの治療もあり長い期間通います。時間やお金がかかるので気が重い

です（43歳・パート・女性）。

＊歯科医療の大切さを年をとるにつれて実感しています。予防に力を入れることが大事だと思います。窓口

負担軽減を望みます（55歳・会社員・男性）。

＊歯科衛生士として働いていた頃から患者さんに口の中のことと「成人病」は関係していると話してきまし

た。国民の健康と命に目をむける政治であってほしいと願います（65歳・営業（生保）・女性）。

＊歯科技工士への接遇改善を国へ強く求めます（40歳・事務・女性）。



＊歯科受診について負担というより年１回の受診に行く方法がないか？考えて下さい（60歳・会社員・男性）。

＊歯科治療で保険がきく治療の範囲を広くして欲しい（53歳・事務員・女性）。

＊歯科治療の治療代の高さには私も驚いています。もっと安くならないか国に要望したいです（38歳・会社

員・男性）。

＊歯科治療の放置！まさしく私に当てはまりました。行きたいけど治療費と通院する時間がなく、いつの間

にか放置しています。医療費も高齢者の負担を増やすのではなく、「生活保護」の方にも特定病気以外は

負担してもらうなどの対策をして欲しいです（特に若い世代の保護の方には…）。掃除したばかりで、す

ぐにお掃除クイックルワイパーを振りまわす息子（涙）。毎日子供達（特に３歳の息子）の食事の後は食

べこぼしばかり。お掃除ロボットが我が家に届いてくれたらどんなに嬉しいか。もしくはクオカードでお

掃除グッズ買いたいです（37歳・会社員・女性）。

＊歯科治療の補助がでてほしい（35歳・主婦・女性）。

＊歯科治療は経済格差の影響を受けやすい分野だと聞いています。子どもが小さい頃から学校や保育園など

で予防医療に力を入れてほしいと思います。フッ素洗口なども導入してほしいです（44歳・会社員・女性）。

＊歯科治療は子どもが小さい時からの指導が大切だと思いました。悪くなる前の予防が大切ですね（39歳・

主婦・女性）。

＊歯科治療も含めて子どもの医療費助成を拡充してほしいです。安心して子どもを育てる環境をつくってほ

しいです（52歳・会社員・女性）。

＊歯科で歯のクリーニングに保険が使えません。予防の為にも保険適用にしてほしい（45歳・会社員・女性）。

＊歯科に限らず病院を受診するには、お金がかかるということ、お金のない人は病気になっても治療を続け

ることが難しいということを実感しています（64歳・主婦・女性）。

＊歯科については自分のことも含めて「かかりにくさ」は痛感しているので、ほんとにどうにかしてほしい

なと思います（48歳・理学療法士・女性）。

＊歯科に定期検診で受診したくても費用が気になり、結局ひどくなってから受診することもあるので、大変

だとは思いますが負担をもう少し少なくして頂きたいです（22歳・事務・女性）。

＊歯科の医療費が高い（33歳・歯科助手・女性）。

＊歯科の医療費がもっと安いとうれしい（47歳・会社員・女性）。

＊歯科は医科に比べて医療費負担が高いように思います（63歳・医療事務・女性）。

＊歯科は代金が高くなりがちで、どんな治療もされているかもいまいちわからない。子どもの医療制度を高

校までに長崎もしてほしい。中学からがお金がかかるのに…？（29歳・事務員・女性）。

＊歯科は治療費が高いイメージがある。子どもの治療は行かなくちゃ！と思うが自分のとなるとこれぐらい

…と思うことがある。健診となると自費になることも多く、もっと安くて健診（お掃除）が受けられると

いいと思う（34歳・パート・女性）。

＊歯科費用への負担は普段からのメンテナンスによってはかなりコスト削減される事をもっと周知するべき

だと思います。気軽に歯科医院を利用するような制度を考えて頂きたい（42歳・主婦・女性）。

＊歯科メンテナンスに行う（77歳・主婦・女性）。

＊仕事をしている時は病院代等あまり気になりませんが、退職して年金暮らしになった時の病院代のウエイ

トが大きくなり不安に思います。税金の無駄使いをやめて有効に使ってほしい（63歳・会社員・女性）。

＊自己負担の増大は高齢者にとって厳しい。他に方法がないのか模索して欲しい（69歳・不明・女性）。

＊自己負担引き上げの提案があがってますが、窓口負担の軽減を強く求めたいです。すべての世代がお金の

心配がなく医療機関に受診できたらこんな幸せな事はないと思います（55歳・受付事務・女性）。

＊歯周病が心臓疾患、脳血管疾患が関すると初めて知りました。定期的に歯科受診しようと思います（47歳

・看護助手・女性）。

＊歯周病が心臓や脳血管に関係していることには驚きました。高齢者（年金生活者）にとって健康保険料は

大きな負担です。安くして下さい（69歳・無職・男性）。

＊歯周病が脳や心臓に関係があるとは思いませんでした（18歳・学生・男性）。

＊歯周病菌が原因で血管がつまりやすくなることにとても驚きました。少しでも気になることがあったら病

院に行く事を心がけたいです（26歳・事務職・女性）。

＊歯周病菌が全身疾患に関わると知りませんでした（30歳・会社員・女性）。

＊歯周病菌によって血管がつまりやすくなると分かり定期的な歯科受診の大切さが分かりました（51歳・主

婦・女性）。

＊歯周病大変です(歯の弱い私)。医療費負担の件つらいです（75歳・不明・女性）。

＊歯周病で血管がつまりやすいと初めて知りました。近いうちに歯科健診に行こうと思いました（37歳・主

婦・女性）。

＊歯周病と心疾患等との事は知らなかった。為になったので気をつけていきたい。社会保障（医療費）は増

税に伴い負担減となるようにすべきである（58歳・会社員・女性）。



＊歯周病と心臓疾患、脳血管疾患が関係していることを初めて知った。歯医者さんに行こうと思います（26

歳・会社員・女性）。

＊歯周病等も糖尿の合併症の一つとも言われており、診療をうけやすくすることも大切かと感じています

（30歳・栄養管理士・女性）。

＊歯周病の予防が大切だとわかりました（67歳・自営業・女性）。

＊歯周病の予防は大切だと思ったので、子どもにも歯みがきや定期的な歯科受診で歯を健康にしたいです

（44歳・不明・女性）。

＊歯周病予防で定期的に歯科受診に行ってます（65歳・主婦・女性）。

＊歯周病を甘くみてました。血管がつまりやすくなるとは、とてもこわいです（39歳・パート・女性）。

＊歯周病を予防することで心臓や脳血管疾患を予防することを知る事ができました。定期的に歯科受診をし

ようと思いました（33歳・主婦・女性）。

＊施設職員として入居者様の体調管理は出来ていると思っているが中々自分自身の体調管理はどうかと…？

特に歯科治療がスムーズに出来たら良いと思う（61歳・看護師・女性）。

＊自治体によって、子供の治療費の負担が変わるのに納得できない時がある。自治体レベルではなく、全国

レベルで同じようにして欲しい（29歳・看護師・女性）。

＊自治体によって子ども医療費の助成があるのはとてもありがたいことだと思います。ただ皆が平等な医療

を受けられると、もっとすばらしいと感じます（30歳・会社員・女性）。

＊自治体による乳幼児～児童への医療費助成は本当に有り難いですが、自己申告制でなく、医院で自己負担

額だけを払う方が親も楽ですし、確実に援助を受けられると思います。各自治体でバラつきがあると思い

ますが、統一して欲しい制度です（46歳・パート・女性）。

＊湿布や痛み止めの負担引き上げ反対。私もお金を理由に歯の健診、治療を控えました。あとから考えると

マイナスでした（61歳・その他(紙作業)・男性）。

＊自分が高齢者になったとき窓口負担が何割になっているのか不安です（36歳・会社員・女性）。

＊自分たちの老後がとても心配になります。医療費が今以上増えないよう何か考えはないのか（53歳・会社

員・女性）。

＊自分もよく知らないことがたくさんあり、子供達も勉強になったと言っておりました。このようなクイズ

などをもっと増やすといいと思います（48歳・会社員・男性）。

＊締められた枠の中で、それぞれが懸命に生きている。たくましさを感じると共にお互いに支え合って生き

るしかない（85歳・不明・男性）。

＊社会保障は国の責任です。お金の切れ目が命の切れ目にならないように（66歳・団体職員・女性）。

＊週２～３度利用しています。医療負担はとても生活に関係してきます。気になります（73歳・主婦・女性）。

＊重症化する前に受診できる環境へ！（38歳・事務・女性）。

＊収入がなくなる高齢者の負担は極力低くおさえて欲しい。又高齢者のハシゴ通院、残薬の扱いなど注意す

るべきだと思う（56歳・会社員・女性）。

＊収入の少ない息子達にとって、子ども医療費の助成はすごく助かります。早く無料になるといいですね

（61歳・会社員・男性）。

＊住民税非課税者は全額免除にしてほしい。又は１回500～1000円の定額制に（63歳・主婦・女性）。

＊小学生以上も現物給付にしてほしい（42歳・医療事務・女性）。

＊小学生以上も現物給付にしてほしい。75歳以上の負担も上げないでほしい（34歳・医療事務・女性）。

＊小学生まででも良いので、医療費負担ゼロに取り組んでほしい（66歳・無職・女性）。

＊少子高齢化の影響をうけて、私達高齢者の年金に課税する予算編成するとのこと。病気になりがちの高齢

者のことをよく考えて予算編成をしてほしい（85歳・不明・男性）。

＊消費税を上げて、老後受け取れる年金も増やしてほしい（57歳・事務・女性）。

＊将来、子供たちの医療費等への不安がります。助成などもっと充実するとうれしいですが（47歳・医療事

務・女性）。

＊将来が不安…という前に、「今」が大切だと思っています。「今」をいかに楽しく健康で過ごせるのかによ

って、「将来」が見えてくるのだと思います。そのためには「医療」がとても重要になってくるのではな

いかと考えます。よって、全ての人が平等に「健康」を考えられるよう政策を実行して下さい（29歳・団

体非常勤・女性）。

＊将来的に前期高齢者の医療費負担が２割から３割に上がるのではないかと不安に思うことがあります。収

入に応じた助成を希望します（30歳・歯科衛生士・女性）。

＊将来的に負担がかからないように医療費を見直すようにして欲しい（59歳・会社員・女性）。

＊将来的に負担額が軽減すればありがたいです（41歳・会社員・女性）。

＊将来病院費が不足する不安もありますが、現在子ども医療にかかる金額も大きいです。インフルエンザ接

種や矯正など、子どもへの助成も高齢者より未来を背負う方へとシフトしてほしい（38歳・会社員・女性）。



＊知らないことばかりで勉強になりました（50歳・主婦・女性）（51歳・会社員・男性）（24歳・看護師・女性）。

＊知らない社会保障の変化や病気のことがクイズ形式で説明してありわかりやすかった（49歳・無職・女性）。

＊知らない知識を知る事ができました（42歳・主婦・女性）。

＊知らなかった情報をとてもわかりやすく、親しみやすく伝えてもらってよかったです。小学生の医療も現

物給付になると助かります（35歳・会社員・女性）。

＊心配な事があっても、お金を理由に病院を受診できないという今の現状に納得もしたし悲しい気持ちにも

なりました。どんな人でもどの世代でも自分の健康をしっかりと守っていける社会になる事を願います。

患者さんの負担を軽減する運動がもっと世の中に広く周知され、大きな輪になればいいなと思います（35

歳・主婦・女性）。

＊診療報酬削減反対！（64歳・医師・男性）。

＊少しづつでも受診しやすい環境になっているといいなと思いました（25歳・会社員・女性）。

＊全ての国民が安心して医療や福祉を受けられるようにして下さい（63歳・団体職員・男性）。

＊すべての世代が安心して医療を受けられるような制度を願います（45歳・受付・医療事務・女性）。

＊すべての世代が医療費が無料になる国の制度を望みます（消費税が25％でもＯＫです）（64歳・パート・

女性）。

＊すべての人が安心して受診できるよう医療費の引き下げ、無料化されたらよいと思う（74歳・不明・女性）。

＊全ての人が受診費用を考えず受診できるように…（58歳・看護師・女性）。

＊すべての人が病院受診できるように収入に応じた医療費負担であってほしいと思います（65歳・主婦・女

性）。

＊生活一般の底上げをするには消費税等を上げる等の方向での改革を願っています。部分的ではダメじゃな

い？（53歳・福祉法人職員・女性）。

＊生活が苦しく病院にかかりたくても通えない人が増えています。もっとかかりやすい医療にしてほしい

（56歳・看護師・女性）。

＊生活習慣病健診の乳癌、子宮癌の検診を２年に１回ではなく毎年行ってほしい。バリウムではなく胃カメ

ラで受けられるようにしてほしい（53歳・医療事務・女性）。

＊生活習慣を今の歳になり感じてこれからも努力の毎日です（63歳・無職・男性）。

＊生活保護者の医療費負担は一度払った後に返すべきです。たいしたことなくてもムダに医療機関に行って

る（45歳・会社員・女性）。

＊生活保護者の方へ病院のかかり方をきちんと指導してほしいです。お金がかからないからといって同じ病

気で多数病院にかかる人がいます（46歳・事務職・女性）。

＊生活保護世帯の医療費負担額（国の）の拡大化がどうにかならないものでしょうか…（薬等を余計にもら

いすぎている等）（33歳・主婦・女性）。

＊生活保護の医療費が限度額があり、月末になるとシップが減らされることあり、ジェネリックを進められ

ることが多い（65歳・不明・女性）。

＊税金の使い方をもっと考えて欲しい（58歳・自営業・男性）。

＊税金は増える一方、負担される額は少なくなっていくようでは本当に医療が必要な人が受けられなくなっ

てしまうと思う。ムダな使い方をしないで必要なところに国民の税金を使うようにしてもらいたいです

（35歳・薬剤師・女性）。

＊税金をたくさん払っているので医療費負担軽減＋０円にしてほしい！（68歳・無職・男性）。

＊税金をもっと国民の為に使ってほしい（52歳・会社員・女性）（24歳・会社員・女性）。

＊政府はこれから年金暮らしをする年寄りに、いろいろな負担をかけさせ、死ぬまで働けと言っている様な

もの、悲しいかぎりです（62歳・主婦・女性）。

＊税を軽くしてほしい（23歳・アパレル・女性）。

＊ぜひ私たちが75才になっても負担金は多くしないで下さい（25歳・会社員・女性）。

＊先進国では医療費は無料が当然！（60歳・団体職員・男性）。

＊全体の医療費減のため予防のための教育が必要だと思います（76歳・不明・女性）。

＊祖父が70才になりましたが、医療費の負担が75才でも２割になってしまうと知りました。あまり病院に行

きませんが、無駄な受診はしないように心掛けていこうと思います（20歳・アルバイト・女性）。

＊体調が悪くても病院は最後の手段、医療費を考えると病院の敷居は高いです。保険料、何のために払って

いるのだろうと思うこともしばしばです（43歳・会社員・女性）。

＊大変勉強になりました（44歳・主婦・女性）。

＊確かに医療費は高いと感じ、少しのカゼくらいなら自宅で治そうとしてしまいます。もっとかかりやすく

なると助かります（52歳・主婦・女性）。

＊確かにすべての世代がお金の心配がなく医療機関に受診できることが理想ですが、まず子ども達は平等に

厚く助成して、少々老人は負担引き上げもやむをえません（74歳・不明・男性）。



＊タバコがなくなれば少なくなる病気があるのではないかと思っていますが…（55歳・パート・女性）。

＊ためになった（43歳・会社員・男性）（51歳・ケアマネ・女性）。

＊誰でも安心して必要な医療を受けられる社会になってほしい（44歳・会社員・女性）。

＊誰もが安心して医療を受けられる社会になって欲しい（46歳・会社員・男性）。

＊誕生日が来たら70才（悲しい）で医療費が３割→２割になり少し負担が安くなります。うれしさ半分、悲

しさ半分です（69歳・無職・女性）。

＊小さい子供がいるので子ども医療費助成は本当に助かっている。そのおかげで病院に行きやすくなった

（26歳・主婦・女性）。

＊小さい頃はまわりの人には虫歯時代。この何十年間、歯医者の先生方により現在の予防をする時代を基づ

いて来られたとしみじみ思っています（76歳・主婦・女性）。

＊小さな子どもが２人いる私にとって、とても考え深い内容でした。私の場合、歯科治療を放置し、抜歯と

なった経験があるので、もっと費用を助成して歯科受診を増やす機会を与えるべきだと思いました（23歳

・保育士・女性）。

＊知識が増えました（24歳・不明・女性）。

＊父が熊本で透析入院２年目です。病院のご厚意で長期入院でしたが、とうとう老人ホーム探しとなりまし

た。安心して老いて治療し、死んでゆける世の中になってほしいです（58歳・会社員・男性）。

＊父も歯の治療費がかかると本当に痛くなったり詰めものが外れたりしないと通院しません。皆がお金を気

にせず健康でいれるようになってほしい（30歳・無職・女性）。

＊中学生までの医療費の補助になると助かります（41歳・歯科助手・女性）。

＊中学生も月800円の医療費負担にして欲しい。そうすれば虫歯の数を減らせると思います（45歳・パート

・女性）。

＊貯蓄を取り崩す生活とも、あと１～２年で底をつく医療費の節約か。ここで１句「長生きも困ったもんだ」

（75歳・無職・女性）。

＊治療費を安くしてほしい（36歳・卸売業・男性）（36歳・看護師・女性）。

＊治療や予防をすれば治る病気を、お金がないからできないというのは非常に残念です。お金がある人にだ

け健康が保障されるのはおかしい（43歳・公務員・女性）。

＊通院費が年金暮らしの私にとっては大きな負担。自分でなった病気とはいえ、この先心配は増えるばかり

（66歳・主婦・女性）。

＊定期検診をきちんとしたいと思います（39歳・会社員・女性）。

＊定期的な歯科受診が無償で出来るような施策を講じてほしいと思います（66歳・年金受給者・男性）。

＊定年を迎えた時、医療費の負担は大変なのであろうと思います。明るい未来だといいですね（50歳・公務

員・男性）。

＊どういう治療をするのか選択させてほしい（72歳・不明・男性）。

＊当選させて下さい（40歳・主婦・女性）（91歳・主婦・女性）。（44歳・料理研究家・男性）（64歳・主婦・

女性）

＊年をとって病気が出る→医療費が増える＋年金は減る。で老後の生活が心配です（57歳・パート・女性）。

＊とても良い勉強になりました。歯周病菌によって血管がつまりやすくなるということにはビックリでした

（56歳・自営業・女性）。

＊とてもわかりやすい説明で医療費についてよくわかりました。国民健康保険料が高いのが悩みのタネです。

将来のために貯金もしなければ…。ブラーバあたりますように（45歳・パート・女性）。

＊とてもわかりやすかった（55歳・自営業・男性）。

＊どの家庭でも医療費の高さは切実な問題だと思います。このような啓家活動は大切な事だと感じました

（43歳・事務（教育関係）・女性）。

＊長崎県内でも市町村で子育て医療費が違うのは県で統一できないのでしょうか？子育て支援が充実してい

る市町村がうらやましい（33歳・主婦・女性）。

＊長崎市は最近中学生までの入院負担金が延びたばかりですが、高校生までにしていただけるとかなり違っ

てきます（47歳・事務職(パート)・女性）。

＊長崎は子どもの医療費を（小学生まで無料）もう少し考えて頂きたい。せめて中学生まで無料にお願いし

ます（50歳・介護職・女性）。

＊長崎は乳幼児の医療費が小学生までです。クイズ②で20％の方に入ると知り驚きました。全国で統一はで

きないのでしょうか？（48歳・パート、主婦・女性）。

＊長崎も高校卒業程度まで通院の医療費を助成して欲しい（69歳・団体役員・女性）。

＊長年通院していますが老人の方にやさしく、一人暮らしのものも安心しています（79歳・主婦・女性）。

＊日本の医療制度には助けられつつも負担が増大したり…など本当に年齢によって難しい問題があることを

考えさせられます（18歳・学生・女性）。



＊入院した際の限度額申請は便利になった！（58歳・団体職員・男性）。

＊入院する場合、高額療養費用の個人負担限度額を見直してほしい（50歳・会社員・男性）。

＊年金額も減額、医療費の増額、負担する前に国会議員の身を切る事案も考える事ではないか（75歳・不明

・男性）。

＊年金額を上げてほしい！（65歳・会社員・男性）。

＊年金暮らしでは何百円単位の負担も苦しくなってくると思う。金持ち政治家の考えることはわからん。底

辺にいる人たちのことを本当に考えているのか？（46歳・パート・女性）。

＊年金暮らしなので２割へ増えると負担が重くなります。１割継続を希望します（80歳・主婦・女性）。

＊年金暮らしになったとたんに医療費が増え、年齢とともにますます増加傾向です。負担増は困ります（73

歳・無職・男性）。

＊年金受給者にとっても医療費は頭がいたい。お金の心配がなく受診できるようがんばってください（66歳

・建設業・男性）。

＊年金受給の両親と同居しています。私自身まだ仕事が見つからないので毎月医療費が高く感じられます。

もう少し安くなると嬉しいです（52歳・フリーター(家事手伝い)・女性）。

＊年金生活者にとって医療費の負担が増すのは困ったことでなないか。治療したくても、がまんをしいられ

るのでは？増税は必要でも使い方を考えてほしい（58歳・パート・女性）。

＊年金生活者には医療費が負担になる（S19年生まれ）（73歳・無職・男性）。

＊年金生活で医療費はできれば低いと助かる（67歳・無職・男性）。

＊年金生活で医療費負担は大きいです。医療費負担を増やすのであれば年金も増やすべきだと思います（67

歳・無職・女性）。

＊年金生活で医療費負担は大きくひびきます。最近は病院にかかる事が多くなり大変困ります（80歳・自営

業・男性）。

＊年金生活です。自分でも体に気をつけているが年にはかないません。むやみに病院に行ってはいません。

医療費負担はますます大変になります（76歳・不明・女性）。

＊年金生活になった時、お金の心配がなく医療をうけられるか不安です（43歳・受付事務・女性）。

＊年金生活になったら今のように病院に行く事はできなくなるのではと今からとても不安です。高齢の方は

医療費大変です（54歳・ＯＬ・女性）。

＊年金の引き下げ（28歳・会社員・女性）。

＊年金は下がり、医療費は上がると大変になります。そのままで！（66歳・三井生命保険㈱・女性）。

＊年金は下がるのに負担が増えるのは困る（71歳・パート・女性）。

＊年配の人が薬を沢山飲んでいる。本当に全部必要なのか？（66歳・主婦・女性）。

＊年齢だけで医療費負担を変えるのではなく、収入でも変えればいいと思います（33歳・不明・女性）。

＊年齢を増すと歯科の定期検診をしたくても医療費がかさむので出来ないようになる。血圧や糖と命に係る

方を優先するので歯科は後回しにすることが多くなる（65歳・主婦・女性）。

＊のちのち後期高齢者になるので今後の医療費負担はとても心配です。国はお金を国民の生活のために使っ

てほしいと思います（55歳・事務・女性）。

＊肺炎球菌予防接種は該当者は全期間無料にして欲しい（現在は65才以上１回限り）（71歳・無職・男性）。

＊肺炎の予防接種を今年受けました。なるべく病院にかからなくていいように健康に気をつけていきたいと

思っています（70歳・無職・女性）。

＊初めて知る事もあり、このクイズはよかった。難病指定の枠が拡大されているのは知っているが、本当に

必要な人に医療費負担軽減になっているのか疑問に思う時がある（38歳・会社員・女性）。

＊初めて手にしました。こういうのがあると待ち合いの時にも時間をもてあまさなくてもいいので、これか

らも続けて欲しいです（36歳・会社員・女性）。

＊働いている人の個人負担額を１割か２割にしてほしい（不明・不明・女性）。

＊歯並びは大切とされていますが矯正の費用が高すぎます（40歳・主婦・女性）。

＊歯並びも歯周病や虫歯の大きな要因だと思います。子ども限定でもよいので歯列矯正の費用の負担軽減を！

（36歳・主婦・女性）。

＊はみがきは大切なことがわかりました（12歳・小学６年生・男性）。

＊歯みがき含め、口の中をきれいにする重要性がよくわかりました（56歳・公務員・男性）。

＊早く知ってたら良いと思います。今では遅い（75歳・不明・女性）。

＊日頃あんまり考えていないがクイズで興味を持っています（49歳・介護士・女性）。

＊必要なときに病院へ行けるような生活ができればと思います。※病気によってお金が高いときもあるので

（49歳・病院（耳鼻科）・女性）。

＊必要なのはすべての世代がお金の心配なく医療機関に受診できることです（60歳・事業主・男性）。

＊病院代が３割負担のため具合が悪くてもなかなか行けないです（67歳・主婦・女性）。



＊病院などにもっとかかりやすくなればいいと思う（17歳・学生・女性）。

＊病院にかかることはあまりないけど、これからも健康管理をしっかりしていきたいと思います（23歳・公

務員・男性）。

＊病院によって医療の差がわかりにくい（68歳・自営業・男性）。

＊病院を受診する方の負担を減らすよう頑張って下さい（49歳・自営業・男性）。

＊病気が増加する原因の一つに農薬や化学肥料で土を汚染したことがあげられると思う（48歳・不動産賃貸

業・男性）。

＊病気になっても医療費が払えない。いつまでも続く悩みですね。残念でなりません（不明・パート・女性）。

＊病気にならない人、子どもがいない人等、不公平な負担にならない様な税金の使い方を検討して欲しい

（60歳・看護師・女性）。

＊病気やケガの際にはお金の心配なく病院にかかれるようにして欲しい。今以上の高齢者への負担増はその

尊厳を傷つけ、命を縮めると思います（50歳・会社員・女性）。

＊費用で病院に行くのを悩んでしまうことがあるという話をよく聞きます。改善されると良いですね（33歳

・事務・女性）。

＊ヒント、ありがとうございました（９歳・小学３年生・男性）。

＊ヒントがありよかったです（55歳・会社員・女性）。

＊ヒントが書かれてあり、やさしさ（心）マンサイのクイズでした。景品があたるといいな（63歳・主婦・

女性）。

＊ヒントが寛容過ぎると思いました（26歳・会社員・女性）。

＊ヒントが答えになっているので、もう少し難しくしてもいいのではないでしょうか？（21歳・会社員(歯

科衛生士)・女性）。

＊ヒントにより改めて医療事情を検討する重要性を感じました（70歳・不明・男性）。

＊風疹のワクチンはもっと安くすべきだと妊娠中にリスクを知り思いました。そしてもっと世間に妊娠中の

風疹リスクを伝えるべきです（37歳・事務員・女性）。

＊夫婦で生活しています。私は今のところ元気に生活しておりますが、主人はいくつかの病気で病院通いで

す。これから私も重い病気になったら医療費の負担が心配です（80歳・無職・女性）。

＊夫婦とも85歳以上、週３～４回通院している。年金だけの生活では医療費が増えると衣食住に影響する医

療費の負担を少しでも軽くして欲しい（85歳・不明・女性）。

＊福岡県八女市より2011年４月にＵターンしてきました。医療費（子供）が遅れていると感じました。長崎

は（温かな住・地域・人でカバーですかね。）人口などからしかなないこと！？と感じました（病院も少

ないし）（49歳・専業主婦・女性）。

＊福祉受給者の免除制度を高校卒業までとかにのばして頂けたら助かると思います（29歳・パート・女性）。

＊福祉受給者の免除制度を高校卒業までにできたらいいなぁーと思います（47歳・会社員・女性）。

＊負担が大きくなれば病院へ行きたくても行けない…不安です（35歳・受付・女性）。

＊負担が多くなり、受診回数を減らさなければなくなるのではと心配！（67歳・無職・男性）。

＊負担は減になってほしいです。クイズはヒントがありやさしかったです（58歳・パート・女性）。

＊不妊治療に関係する検査、人工、体外授精をぜひ保険診療にして下さい。精神的金銭的に苦しいです（34

歳・事務・女性）。

＊不妊治療に社会保険が使えるようにして欲しい（35歳・事務・女性）。

＊不妊治療の無料化も実現して欲しいです（35歳・主婦・女性）。

＊不妊治療を一部でもいいので、保険適用にしてほしい（34歳・会社員・女性）。

＊プレゼント当たりますように！（45歳・会社員・男性）（49歳・会社員・男性）。

＊勉強になりました（23歳・会社員・女性）（18歳・学生・女性）（36歳・会社員・女性）（11歳・小学生・

男性）（54歳・会社員・女性）（69歳・主婦・女性）（21歳・学生・女性）（30歳・会社員・男性）。

＊暴飲暴食をせず健康を心懸けることが医療費の抑制につながります（65歳・会社員・男性）。

＊ホームの中で安楽死を認めてもらいたいとの声をよく聞きます。希望をかなえてもらいたいです（93歳・

無職・女性）。

＊他の県は中学生まで医療費が無料です。また小学生からは助成を受けるには手続きが必要でめんどうです。

やり方を考えて欲しい（４歳・無職・女性）。

＊僕の祖父達年金だけの暮らしの高齢者の方の負担が１割→２割に増えるのはおかしいと思います。僕も中

学卒業した後助成されたのでもっと早くなればよかったのにと思いました。みんなが安心して受診できる

ようになればいいです（17歳・学生(高３)・男性）。

＊保険医協会があるのを初めて知りました。自分が55才になり、体の変化も出はじめ病院に行くことが多く

なりました。医療を考えるきっかけになりました。ありがとうございました（55歳・華道講師・男性）。

＊保険医協会の仕事の内容をもっと知りたいと思った。この景品のお金はどこから出ているのか疑問に思っ



た。入会している病院から？（32歳・主婦・女性）。

＊保険医療の制度があることで医師、患者が安心して治療を受けられると思います（68歳・不明・男性）。

＊保険適応がもっとあると助かります（34歳・事務・女性）。

＊保険で良い入れ歯を入れられたらなと思います。保険外ではとてもできません（80歳・主婦・女性）。

＊保険のきかない歯科治療をかえてほしいです（57歳・会社員・男性）。

＊保険費が国民全体の保険でという意識がわかりにくい、わからない（56歳・主婦・女性）。

＊母子家庭である。生活が苦しい。子どもを育てやすい社会にしてほしい。国民の生活をもっと知ってほし

い。子どもと一緒の時間をもっともらいたい。仕事の時間を少なくすると生活できない（31歳・介護士・

女性）。

＊本当実際、収入の１／４が医療費で経済的に困っています。（持病のため）娘の歯科治療も受けたいので

すが、これ以上医療費払えません…（42歳・サービス業・女性）。

＊本当に困っているお年寄りの方にとって、医療費負担増は大変困ると思います。クイズはどれも興味深か

ったです（29歳・会社員・女性）。

＊毎年接種のインフルエンザ予防接種の負担をもう少し下げて欲しい（43歳・会社員・女性）。

＊孫が３人（６才、４才、２才）います。子どもの医療費助成制度で医療費負担が軽くありがたいと娘は孫

達の通院のたびに言っています（60歳・不明・女性）。

＊待合室にゲームが欲しいです。病院に行きたくなります（11歳・小学生・男性）。

＊窓口負担が２割になると云う事は老人の身体が弱い人に早く死ねと云う事になります。なんとか考えて欲

しい。老人が早く死ねば国家助かるとおもうけど？（83歳・年金・男性）。

＊窓口負担が増えてほしくない（82歳・不明・女性）。

＊窓口負担が増えると医療機関への受診が出来なくなるので大変困る（87歳・無職・女性）。

＊窓口負担が増えると病院にかかりづらくなり病状の悪化につながったりしないか心配…（75歳・主婦・女

性）。

＊窓口負担にプラス追加負担は年金生活者にはきついです。「保険で良い歯科医療」の署名はどこで？歯医

者さんでしょうか（68歳・主婦・女性）。

＊窓口負担の軽減（72歳・パート・男性）。

＊窓口負担の軽減はありがたいのですが…。年金からの保険料の引き落としが大きすぎませんか？（70歳・

不明・女性）。

＊窓口負担の割合が低くなるとありがたいです（68歳・不明・男性）。

＊窓口負担を気にしない医療保障が必要だと思う。（特に歯科）（13歳・学生・女性）。

＊窓口負担を増やすより、薬の出しすぎや検査の必要性の見直しをした方がいいと思います（38歳・医療事

務・女性）。

＊窓口負担を増やそうとしているなどとは頭にきました。孫達のことも気になります（71歳・無職・男性）。

＊窓口負担を減らしてほしい（25歳・会社員・女性）（18歳・学生・女性）。

＊慢性期のリハビリ入院が難しいので改善を望みます（70歳・無職（年金生活）・男性）。

＊身近な医療費負担は知っているけど知らないこともあり勉強になった。医療費だけではなく税金なども平

等にすべての世代に心配のない国にしてほしい（32歳・パート・女性）。

＊皆さんが安心して受けられるようにお願いします（48歳・不明・女性）。

＊昔おばあちゃんは月に数百円の負担で良かった。会社員も１割からあっという間に３割。これからどうな

るのでしょうか？（55歳・会社員・女性）。

＊むずかしかったです。ハミガキは大事です（11歳・小学５年生・女性）。

＊目につきやすい用紙で待合室キャンペーンというのがよかったです（68歳・主婦・女性）。

＊もうすぐ70才になるので、１割負担を楽しみにしていたので、２割負担にしてほしくありません（68歳・

主婦・女性）。

＊もう少しクイズの量や難しさを多めにした方がいい（12歳・小学生・男性）。

＊もう少し個人負担が軽減されて欲しいです（46歳・会社員・女性）。

＊もう少しむずかしいクイズがいいです（49歳・主婦・女性）。

＊もう少し安い負担になったら安心して病院に行ける（69歳・無職・女性）。

＊もっと安心して病院受診できるように保険見直しをしてほしい（45歳・会社員・女性）。

＊もっと医療費を下げてほしいし、工賃（作業所での報酬）を上げてほしいです（55歳・作業所（障害者）

・女性）。

＊もっといろんな医療情報が気軽にわかるツールとか欲しいです（52歳・事務・女性）。

＊もっと気軽に負担が少なく診療して欲しい（55歳・会社員・女性）。

＊もっと健康に気をつけなければいけないと思った（13歳・学生・男性）。

＊物事を決める時は庶民の意見を聞いて欲しい（67歳・不明・男性）。



＊良い歯科での歯科医療を受けたいです。窓口負担の削減を希望します（48歳・看護師・女性）。

＊良かった。老人医療の負担を下げて欲しい（60歳・主婦・女性）。

＊予防接種の無料化をお願いしたい（47歳・歯科衛生士・女性）。

＊予防接種は年齢関係なく無料にする。予防治療につながる。お金を気にしなくていいと思う（52歳・看護

師・女性）。

＊来年は市からの助成がないので、ケガしても受診を控えるかも…治りが遅くなりますね（15歳・中学生・

男性）。

＊離島の医療施設の充実を希望します（76歳・無職・女性）。

＊老後安心して病院にかかれるようにしてほしい。費用をただにしてほしい（55歳・医療職・女性）。

＊老後が不安（61歳・ケアマネ・女性）。

＊老後の負担が心配（54歳・会社員・男性）（49歳・ケアマネ・女性）。

＊老後は健康で長生きしたいと思います。しかし年齢を重ねると医療機関を利用することが増えてきます。

家族もあります。人間ドックなどの検診の料金もかかります。健康であるための努力もしますが、お金の

負担が少なく受診できると嬉しいです（60歳・主婦・女性）。

＊老人の２割負担は厳しい。医者で薬など必要最低限処方するようにしてほしい（55歳・会社員・男性）。

＊老人の負担を増やすのはよくないと思う。それなら生活保護の負担を１割でもとるべきだと思います。税

金を払ってない人ばかりが優遇されるのはおかしいと思います（50歳・事務・女性）。

＊老人も子供達も安心して医療が使われたら良いですね（62歳・主婦・女性）。

＊老若男女、健康でありたいと思います（57歳・主婦・女性）。

＊我が市は昨年の８月から小学生も福祉医療の対象となり、小学生の子どもがいる家庭には大変たすかりま

す（47歳・主婦・女性）。

＊判り易く、面白いし貴重な質問です。ベリーグッド（85歳・不明・男性）。

＊わかりやすいクイズで応募しようと思える内容でした（35歳・会社員・女性）。

＊わかりやすいし、意識の向上にもつながるとてもよい企画だと思います。私は定期的に歯科にかかってい

ますが、負担が軽減されれば嬉しいです（57歳・介護福祉士・女性）。

＊わかりやすい説明でした（29歳・会社員・女性）。

＊私がおばあちゃんになったら、もっと医療費が増えるのかなぁ…。私はもやもや病だから歯を毎日きれい

に磨こうと思います（10歳・小学生・女性）。

＊私が仕事をはじめた頃は高齢者の負担も１回800円だったように思います（月２回）。前／後期高齢者の１

／２割の違いも不快に感じます（44歳・医療事務・女性）。

＊私達が後期高齢になる時、何割になるのかこわいですね（39歳・主婦・女性）。

＊私達が高齢者になるときの負担を考えると不安になります（26歳・介護職・女性）。

＊私達世代が75才になった時に今のままだと負担が３割とか又はそれ以上になったりしそうでとても不安で

す（27歳・OL・女性）。

＊私たち低所得者の医療費負担は大変きつく、今後が心配です。高齢者いじめの国のやり方は絶対納得がい

きません（55歳・介護職・女性）。

＊私達の子育て時代は、現在の様に医療費助成もなく大変でしたが、今は助成が有り助かっている様子です

（75歳・不明・女性）。

＊私達の出生数が多く、70代を目の前にして今後国はどういうことを改善するのだろうとよく考えます。と

にかく今は少子化を止めるため何か手をうたないと未来が見えない気がします（68歳・主婦・女性）。

＊私的に医療機関で働いていますが、これ以上患者さんや自分の将来的に医療費は上がってほしくないです

（49歳・看護師・女性）。

＊私の自治体は数年前にやっと小学校卒業まで医療費の助成が行われるようになり、本当に助かっています。

実際中学校卒業までが５割超であることに驚きました（40歳・主婦・女性）。

＊私の住む大村でも医療費助成がありますが、それが高校まで拡充されるとうれしいです。昔と比べて口腔

内の重要性が広く知られ私の家族はみな定期的に歯科医へ行っています（35歳・パート・女性）。

＊私は看護に携わっているので、内容が分かりやすく勉強になりました。これからの医療の変化が楽しみで

す（19歳・学生・女性）。

＊私は月に７～８千円医療費がかかってます。もう少し安くならないかな！（39歳・主婦・女性）。

＊私も今やっと歯の治療を受けてます。自営業で毎日借金に追われ結局倒産。二つ三つと仕事をかけ持ち、

81才まで働きました。歯の治療なんて、とてもじゃなかった。でも歯はとても大切、きちんとかめて初め

て健康につながると思います。これ迄元気なのに感謝してます（82歳・主婦・女性）。

＊何年も前の事ですが、老人の１ヶ月800円負担とか先の事を考えず行っていたことが、今の人に大きな負

担となっているのではないでしょうか。医療費を無料にしてもその財源はどこから出すのでしょうか。目

先の事では無く将来的に考えてほしいと思います（59歳・主婦・女性）。


