
鹿児島県保険医協会に寄せられた県民の皆さんからの声

職業 年齢 ご意見

会社員 57
高齢者が増加する中で、医療費の負担増、年金減など生活を圧迫する政策
は、政治家の責任において改善して頂きたい。（見直して頂きたい）

医療 63
高齢者の２割負担に反対します。年金は減り、介護保険は年々上がり、生活苦
になっている高齢者が増えています。

医師 64 国庫を医療・福祉へまわし利用者負担を減らして下さい〔保険料 窓口負担〕

教員 64 若い世代に負担をかけまいと働いてきましたが、今後が、どうにも不安です。

無職 63
国民から社会保障（医療が）遠くならないで欲しい。弱者を見捨ててはいけない
と考えます。

准看護師 41
コロナ禍で生活の不便さを感じています!!安心して生活できる環境 それにはぜ
ひ減税を!!

会社員 48 経済的に余裕のある方が負担をもって、国民を助けてください。

大工 77
人口減少や災害など、国の負担が大きくなるので、みんなで負担するしかない
と思います。

事務職 46
収入が多くある方に負担を大きく持って欲しい。震災、自然災害で困っている方
を助けてください。

パート 48
新型コロナ感染拡大の中、負担が増えることばかり、収入も減るとなると、病院離
れが心配ですネ。国民が安全に暮らしていけるように、国がしっかり考えてほし
いです。国民の声をきいてほしいです。

事務職 58
医療費負担は所得額によって設定して頂きたい。限度額認定証も申請有無で
はなく、対象者には交付して頂きたい。

会社員 41
老人が多くなっていくので医療費の負担が2割になるのはわかりますが、その前
にすべき事をしてからしてほしい。

医師 65
今はコロナの影響で受診をためらう人が増えているが、安心して医療・介護を受
けられるような体制をとった上で受診できるようになってほしい。

会社員 25
国へ、本当にお金ないですか?無駄な物に使ってないですか?負担多くなるし、
経済まわせって言うし、国がどうにかしてください。

事務員 46

医療費も介護負担金もこのままではパンクしてしまう。これ以上国に負担させる
のは、結局国民1人１人にのしかかって来るので、実際使用、利用している人の
負担を増やすのは仕方のないことだと思う。特に生活習慣病と言われるものは、
自分がかわらないと薬だけに頼っても意味ないのでは。

会社員 43
今払っている介護保険が本当に自分達の時に活用されるのか…不安しかありま
せん。

受付事務 66
現在は、何とか仕事ができていますが、年金生活のみとなったら、想像すると
ぞっとします。(国民年金2人共)医療費はもちろん、固定費の支出、食費はなん
とか調整できますがー自給自足で!!健康保険、介護保険…の光熱費…

会社員 49
日本は、アメリカなどとちがい、安心して医療保険で医療が受けられる国なの
に、コロナの影響で、制度が悪い方に変わっていかないように強く願います。

会社員 49
今現在も３ヶ月ごとに病院は転院することになっているのに、ベッド数が減れば、
もっと大変になってしまいそうです。ご家族の方のふたんも考えてほしいと思い
ます。

主婦 26
これから、どんどん社会保障が厳しくなるので、窓口負担を減らしてほしいで
す。

無職 69
医療費は少なくなると大変です。増やす方にお願いします。年金は下がる方向
になっているし、年金生活者は大変です。



パート 41

新型コロナウィルスで思ってもいなかったような世の中になってしまい、国民の
生活はどんどん苦しくなっていく中、国は優しくないなーと痛感しています。医
療に対してもこんな政策があることを知り、とてもショックでした。みなが心身共に
健康に生きることができる日本になってほしいですし、せめて鹿児島県にそう
あって欲しいと強く思いました。

主婦 62

医療費負担増は反対です。年金生活者(特に国民健康保険料)には、医療費負
担増加はきついです。ただでさえ、日常の生活費もむだづかいしないように頑
張っているのに…。私は、花粉症もアレルギーもあって耳鼻科によくいきます。
花粉症治療薬、漢方薬など保険からはずされたら大変です。病院に行く回数を
へらすしかありません。

主婦 68
介護保険が2割になると利用回数を減らしたりして、対処するしかありません。各
団体に呼びかけて、大がかりな署名活動をして、政府に働きかけるべきだと思い
ます。

62 医療費負担はこれ以上増やさず、現状のままであってほしいです。

会社員 58
75歳以上の2割は反対、花粉症治療薬はアレルギーの方は大変です。保険か
らはずすのは反対!!

歯科医師 58 すべての人が安心して医療や介護を受けられる事をお祈りします。

主婦 74
年金の減少やスマホ使用の支払いなど、老人にはとても住みにくい世の中にな
りそうで不安です。

学生 18
勉強になりました。国へは税金を箱物に使うのではなく、医療費負担減などの人
に対して使ってほしい。

無 71
年金生活ですが、毎年生活は厳しさを増していますが、75歳以上は現行どおり
1割にしてほしいものです。2割になると受診回数(毎月1回→2カ月に1回)など自
己防衛しないといけません！

看護師 61
新型コロナ感染拡大の中、公的医療機関の役割は大きい、今後もこのような緊
急事態は予想されるからこそ、病院を再編・統合するのではなく、もっと充実させ
ていかないといけないと痛感しました。

看護師 41 高齢化に向けて高齢者にやさしい世の中になればと考えます。

主婦 58
政府と国民の温度差を感じながら過ごしています。国民の痛みを本当に肌で感
じ取ってほしい。

会社員 46
糖が高いため毎月、かかりつけの病院を受診し、改善に努めています。今の政
府の計画は自分にとって大変不安なものです。断固として反対します。

看護師 46
このコロナ禍で国民の負担がさらに増えるのはどうなのか?国は補償すべきだと
思います。

主婦 72
毎年花粉症で病院で薬をもらっています。4～5ヶ月に渡るので保険がきかなく
なると困ります。年金生活者にとっては大問題です!

会社員 58
今の時期でなくとも負担増は困ります。医療費が高いと必要であっても行けなく
なります。

無職 61

今年６月から年金がもらえるようになったものの、前年は個人年金のみでの収
入・生活にもかかわらず、その収入に対しての医療費(国保税)があまりにも高過
ぎで、思わず市役所に確認の電話をかけてしまった程です。検診で再検査の通
知が来ても、ためらう事も…。

金融業 38
窓口負担も少なくなれば、家計に助かります。給与から引かれる社会保障費も
大きく、手取りが増えません。医療費が減ればうれしいですが、現状は難しいの
でしょうね。



歯科医 63
コロナ禍で患者激減、感染対策費用かかり、これに保険の負担金が2割になれ
ば医院経営は成り立ちません

歯科助手 27
自分が年をとって高齢者になる時も今と同じように1割負担か2割負担のままにし
てほしい。年金暮らしの時に3割負担は大変そうです。

会社員 49 医療費負担は人口減少のため増やさざるを、得ないと思います。

主婦 62
保険制度があり、医療費の負担が少なくてありがたいと思います。福祉制度が
良くなり、無料で受診できる様になることを願っています。今現在、薬代が、もう
少し安くなればありがたいのですが…!!

歯科衛生士 46 すべての人が安心して医療や介護が受けられるようにお願いします。

無職 68 安心して受けられる医療、介護の日本の将来を望んでいます

会社員 54
これ以上の医療費が負担増になったら、病院に行きたくても行けず、行った時
には悪化していてますますの医療費がかかるようになるのではと不安です。

会社員 59
地域で高齢の両親が支えあって暮らしていきたいと頑張っています。しかし、何
かあったら無理せずに安心して、入院治療を提供していただけると働く娘は
願っています。

会社員 33

医療機関のベッド数が減ったり、医療費の負担が増えるのは、受診したくてもで
きない人が増えると思うが、医療関係者の負担や環境も整えてあげるべきだと思
う。そしてたくさんの人が安心して医療を受けられる世の中にしてほしい。双方
が少しでも楽になれる医療環境がみんなの理想だと思います。

パート 61

主人は漢方医から処方された漢方薬を服用しております。以前は３、４件の病院
に行っておりましたが、現在調子よく過ごしています。東洋医学が身体全体の状
態を見て症状を消してくれたのだと思います。昔からある漢方薬がこれからも使
われる様、保険からはずさないで下さい。

看護師 53
消費税は増税されるのに、高齢者の医療費負担が増えるのは理解できない。高
齢者が安心して生活でき、病院受診もできる環境を作ってもらいたい。

看護師 58
消費税が上がる時は、手厚い医療と福祉に当てる等言っていたが、実際は増々
負担増になるばかりなのは、だまされた感がぬぐえない。すべての人が安心して
胃腸・福祉・介護を受けられる世の中であってほしいものです。

パート 44 安心して病院へ行けるようにしていければよいと思います。

看護師 38
医療費の負担は、75歳以上の方、2割に増額は負担が大きく、収入により考慮し
てもいいのではないかと思います。又、その他の年代の保険料の負担も一定金
額上乗せという以外にも、何か違う提案がいいのではないかと思う。

会社員 33

社会全体が高齢化社会である現在、社会全体で高齢者を支え、人権が尊重さ
れて生きやすい環境をつくってほしいと心から思います。今のこの問題を解決
する力は私には無いけれど、今私ができる事を精一杯やっていきたいと思いま
す。

会社員 46

世の中難しいですね～、ただただ難しいですね～と思う次第です。もう、ぶっ
ちゃけまして申すならば、日本の医療、医療側も患者側も、その取り巻き(例:薬
屋とか)も優遇されていると思います。全く具体案はないのですが、優遇から適
正へ、この道、何かあると思ってます。

パート職員 61
７５才以上の高齢者はほぼ年金受給者です。この年代の方から２割負担の医療
費は生活にかかわります。断固反対します！

事務 58 年金だけの高齢者の医療費負担増は大変だと思います。



専業主婦 40

新型コロナの影響で、病院に行く機会が減りました。自分達が75歳以上になっ
たときの不安や子供達が成人したときは医療制度はどのようになっているかが心
配です。現在、マイホームを建てているので将来の事はとても心配になります。
コロナ早く消滅して欲しいです。

学生 22
コロナの感染拡大が続く中、生産年齢人口の収入が減っているのにもかかわら
ず負担が増えるのは厳しい。

主婦 55 将来、娘たちの負担率が大変きになります。

学生 23 予防に対する支援をさらに増やしてほしい。

学生 23 負担が大きくなることについては本当に反対したいです。

主婦 53 医療費負担の増加は辛いです。

看護師 65
応能負担の原則の徹底で社会保障を確保できる…（所得に応じた課税、法人
課税強化、正規雇用労働者へ)望まれます。

パート 53
コロナ後の社会の情勢がとても不安です。加齢にともなう健康不安もあります。
全ての人が安心して医療や介護を受けられる世の中になって欲しいと思いま
す。

団体役員 67

あまりにもひどい国の政治に、毎日怒りがおさまらない。コロナ禍の中で負担を
ふやす、それも年金しか収入がない弱い高齢者に。又、病床が足りなくなる情
況でも、ベッドを減らすことをやめない…自分自身におきかえても不安を消すこ
とができない。野党も共斗がすすんでいるが、国民側も何か一致していっしょに
やっていける運動が必要だと思います。

会社員 45
高齢者の医療費は負担が大きいと思うのでそのまま（1割）がいいと思う。（年金
生活者は特に）

無職 87 年金は減るのに、医療費負担が増えるのは困る。

小学6年生 12 みんなが安心してくらせる医療体制にしてほしいです。

学生 21
予防に力を入れることで、生涯の医療費の負担が少なくなるのでとても良いと
思った。

主婦 70 国民皆保険制度は良い制度だと思うので、破綻しない様にして行ってほしい。

歯科医 60 すべての人が安心して医療や介護を受けられるようになってほしい！

管理栄養士 56 医療を受ける権利をうばう政府の対応は許せません。

歯科衛生士 46
患者数が減り、健康になる人が増える事が互いに良いと思うので、何事も予防
に努めることが大切だと感じます。

小学生 7 何事も健康な身体を維持できたらと考えます。

団体職員 37
年金生活をしている高齢者にとっては２割負担は負担が多くなると思います。た
だ窓口で｢会計２００円」などの金額で安いと喜んでいる当事者の姿を見ると、若
年層の負担が大きすぎて、なんだかなぁと思うこともあります。

会社員 64
毎年、医療費が10万円を超え、控除を受けています。年金生活を目前に控え、
不安、いっぱいです。

建設業 71

医療費負担は出来るだけ少なくして、入院患者のベッド数はこれから先ふやし
て欲しい!!※75歳以上の医療費負担増は仕方のない事かと思う。※新型コロナ
ウィルス拡大で医療崩壊が心配、日本の医療体制がこんなにも脆弱だと思って
もみなかった!!この先が心配です。



介護福祉士 59

私は非正規雇用労働者です。もう20年働いています。回りの方も同様で現場を
ささえています。正規雇用にして、税や保険料をふやし、若者にも正規雇用で
バリバリ働いて職場や日本を背負ってほしいです。いまのままでは、若者も年金
を払いたくないと言っているのが、わかるような気がします。どうか正規雇用に転
換していただきたいと思います。

看護師 57
現在、コロナ禍にて厳しい状況の中、医療費の負担も大きくなり、国民の生活も
困難になる方も多くなると思いますので、できるだけ、減税の努力をお願いした
いと思います。

運送業 48 親も高齢で、今は元気なのですが、不安になりました。

会社員 44 医療は安心してうけられるようにしてほしい。

主婦 43
介護保険料も一生払っていかないとならない上に、医療費の窓口負担が２割に
なると、けっこうな負担になるのではないかと感じています。

主婦 83
75才以上の医療負担増となると、やはり受診をためらう人も多くなると思います。
心配なく医療が受けられる様であってほしい。

サービス業 41
収入減高齢化社会の高齢者の負担になるので高齢者の過ごしやすい世の中、
手助けになる案を考えなければならないのではないか。口腔ケアの大切さを知
らない人達は多いのでもう少し情報をひろげられるようにしたいと思う。

看護師 42

高齢者が増えていくなか、ベッドは減らす、負担は増やすでは困る方々が多い
と思います。私の親も、今年70才の為人ごとには思えないのが現状です。色々
な事を知り、世の中に知ってもらうことで、国民がしっかり政治についても考える
のではないでしょうか。

無職 89 老人の窓口負担などふやして苦しめないように。

なし 80
病院をへらしても患者さんにとっては困りますし、負担をふやされても収入は国
民年金にたよっています。それに年をとると病気やけがが多くなります。なるべく
負担がかからないような政治にしてほしいです。

看護師 48
コロナ禍で生活困窮者が増えている中で、国民の負担になることはやめてほし
いです。

看護師 64

すべての人々が平等に安心して医療・介護を受けられるように、コロナ禍で国民
一人一人が生活困難になり国民の負担になることは絶対に止めてほしい。皆で
負担増反対、経済的理由で沢山の人々が受診をためらうことのないように負担
増絶対に反対。

会社員 64
75才以上の医療費の窓口負担割合が2割になれば医療機関の受診控えとな
り、益々患者が増えるのではないかと想定される。よって医療機関のベッド数削
減、75才以上医療費2割負担、断固反対します。

看護師 53
75歳以上で年金額の少ない方もいると思いますが、そのような方の窓口負担は
どうなるのですか?ケアプラン作成の有料化について軽微の変更の際でも有料
ですか、どこまで有料になりますか?

主婦 71

医療は人間にとって最も大事なものでありますが、軍事費などを増やし、医療、
教育、福祉にしわ寄せが来ていると思います。歯科は、食べる生きるにつなが
り、大切な医療です。年を取るにつれ、歯も弱り、口のケアを全員が受けるように
なり、守ってほしい医療です。

看護師 60
新型コロナの影響を受けて、明日をも予想しづらい世の中に不安が大きくなっ
て心身共に元気のないうえに、医療費のUPは更に心配が先にたって、せめて
安心をもって医療を受けることの出来る日本であってほしいです。

事務 46 国民の生活を守るのが国の役割だと思います



会社員 31
非正規社員の雇用の見なおしや所得に応じた課税にするなど問題はたくさんあ
るのですね…

会社員 45 医療はすべての人が平等に受けられるべきだと思う。

30 医療費はあげないでほしいです。

会社員 58
命の選別や経済格差によって、医療が不平等になる方向に行っています。何が
大切か、考え直して頂きたい。

看護師 49 みんなが安心して医療を受けられる体制を整えてもらいたいです。

主婦 47
病気になった時にみんなが安心して受けられる医療体制を確立してほしいで
す。そして医療費の負担減を願います。

歯科医師 65
これ以上、高齢者の窓口負担を2割にすると、生活困窮となり命を守れなくなっ
てしまう。社会保障、福祉が充実していない国ではますます格差が広がる。経済
は命あってのことです。

主婦 63 医療費負担があまりかからないようにして下さい。年金では支払いが大変です。

主婦 36
増え続ける医療費を抑える為に、国民の負担が増えてしまうのは仕方のない部
分があるが、全ての人が安心して医療や介護を受けられるよう、このコロナなど
の不安定な情勢を考慮して頂けたらと思いました。

パート 37 給料低下、税、医療費増負担が増える一方。一般家庭では深刻です。

会社員 37 全ての人が安心して医療や介護を受けられるようになって欲しいです。

受付(歯科) 32
両親も年金をもらうようになり、生活も大変と聞きます。高齢者の負担ばかり増や
すのはひどいと思う。税金の使い道を改めて考えてほしい。

歯科助手 34 安心して医療や介護を受けられる社会になってほしいです。

主婦 49 これ以上、負担増にならないようにお願いします。

主婦 37
必要な時に必要な医療をすべての国民が安心して受けられるようになって欲し
い。

事務職 62
収入(年金)は少なくなるのに、生活できなくなる様な医療費にしないでほしいで
す。

パート 63
これから高齢を迎える者にとって、おちおち病気できなくなり、今までの倍の窓
口負担は、年金生活者にはきついと思います。痛みこらえて、ガマンしろというこ
となのでしょうか?不安だらけです。

60 国へは医療費抑制策の転換を求めたいです！

サービス業 20
今の医療機関のひっ迫はかなりのものだと思います。政府に任せるだけでなく、
自分達がまず考えるという事が一番だと感じました。

事務 54
高齢者の2割負担は、かなり大きいと思います。年金生活でのやりくりも大変な
情況なのに、2割となるとどうなるのでしょうか?!病院に行くのも我慢せざる得なく
なるのでは…自分達が高齢になった時は、どうなるのか、先が不安です。

主婦 49
大企業優遇の政治から、国民の暮らし、いのち最優先の政治へ変わってほしい
と思っています。

主婦 52 安心して医療、介護を受けられるよう負担増はなくして欲しいです。

学生 18 全ての世代で受診しやすい環境、制度を整えてほしいと感じました。


