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（１）調査の方法

（２）調査実施期間

2010年10月～2010年12月

（３）回収数 10129

（４）都道府県別回収状況
地域別 都道府県 総件数 比率

総計 10129 100.0
北海道01：北海道 475 4.7

（改3） 7 0.1
03：岩手県 276 2.7
04：宮城県 160 1.6
05：秋田県 59 0.6
06：山形県 31 0.3
07：福島県 3 0.0
08：茨城県 88 0.9
09：栃木県 62 0.6
10：群馬県 28 0.3
11：埼玉県 101 1.0
12：千葉県 1754 17.3
13：東京都 401 4.0
14：神奈川県 75 0.7
15：新潟県 1 0.0
16：富山県 201 2.0
17：石川県 3 0.0
18：福井県 2 0.0
19：山梨県 6 0.1
20：長野県 244 2.4
21：岐阜県 7 0.1
22：静岡県 125 1.2
23：愛知県 881 8.7
24：三重県 110 1.1
25：滋賀県 3 0.0
26：京都府 25 0.2
27：大阪府 1270 12.5
28：兵庫県 297 2.9
29：奈良県 277 2.7
30：和歌山県 61 0.6
31：鳥取県 241 2.4
32：島根県 3 0.0
33：岡山県 15 0.1
34：広島県 275 2.7
35：山口県 4 0.0
36：徳島県 252 2.5
37：香川県 2 0.0
38：愛媛県 106 1.0
39：高知県 192 1.9
40：福岡県 194 1.9
41：佐賀県 0 0.0
42：長崎県 1142 11.3
43：熊本県 146 1.4
44：大分県 302 3.0
45：宮崎県 3 0.0
46：鹿児島県 54 0.5
47：沖縄県 0 0.0
記入無し 165 1.6

（５）質問項目

都道府県名

1．性別

2．年齢区分

３．現在、歯科医院に通院していますか

４．歯は全身の健康にとって、どの程度大切ですか

５．保険のきかない歯の治療について、どう思いますか

６．歯科の保険の窓口負担について

７．治療をせずにそのまま放置しているところがありますか

８．治療しない理由は

Ⅰ．調査概要

中国

四国

九州

東北

関東

中部

関西

全国の保険医協会を通じて、街頭アンケート、歯科医院窓口アンケート、市民団体へのアンケートを実施。

475件

7件

276件

160件

59件

31件

3件

88件

62件

28件

101件

401件

75件

1件

201件

3件

2件

6件

244件

7件

125件

881件

110件

3件

25件

1270件

297件

277件

61件

241件

3件

15件

275件

4件

252件

2件

106件

192件

194件

0件

1142件

146件

302件

3件

54件

0件

165件

1754件

0件 500件 1000件 1500件

01：北海道

02：青森県

03：岩手県

04：宮城県

05：秋田県

06：山形県

07：福島県

08：茨城県

09：栃木県

10：群馬県

11：埼玉県

12：千葉県

13：東京都

14：神奈川県

15：新潟県

16：富山県

17：石川県

18：福井県

19：山梨県

20：長野県

21：岐阜県

22：静岡県

23：愛知県

24：三重県

25：滋賀県

26：京都府

27：大阪府

28：兵庫県

29：奈良県

30：和歌山県

31：鳥取県

32：島根県

33：岡山県

34：広島県

35：山口県

36：徳島県

37：香川県

38：愛媛県

39：高知県

40：福岡県

41：佐賀県

42：長崎県

43：熊本県

44：大分県

45：宮崎県

46：鹿児島県

47：沖縄県

記入無し
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　回答数は10129票（男性票が3831票、女性票が6199票。性別無回答99票）。

　調査結果の要約は以下のとおり。

＜通院状況＞

＜歯の健康に対する意識＞

　歯は全身の健康にとって大切かという問いに対しては、「とても大切」と回答した人が
全体で95.3％。「少し大切」と回答した4.1％を合わせると、99.4％の人が大切だと回
答している。男性と女性で比較すると「とても大切」と思っている比率は女性のほうが
3.2ポイント高い。

Ⅱ．調査結果の要約①

　調査は2010年10月～12月の期間に全国の保険医協会を通じて、街頭・歯科医院窓口・市民
団体へのアンケートを実施。

　設問項目は８問。1.性別、2.年齢、3.歯科医院への通院状況、4.歯の健康に対する意識、5.保
険のきかない治療に対する意識、6.保険の窓口負担、7.歯の未治療の状況、8.治療しない理由

　歯科医院への通院状況は、現在通院していると回答した人は全体の37.1％、通院していない
人は62.2％。男性、女性で通院比率に大きな差はなく、女性が2.0ポイント高い程度。通院中
を年代別で見ると、７０代が最も高く53.0％、約半数の人が通院中であると回答。70代をピー
クに20代までは、年代が下がるごとに通院率も下がっている。10代は通院比率が高くなり
（34.5％）、50代（36.0％）と同程度になっている。地域別で通院比率を見ると「北海道地
方」が26.9％で最も低く、「中部地方」が44.4％で最も高くなっている。

37.1

35.9

37.9

34.5

22.5

24.9

27.2

36.0

45.3

53.0

52.0

32.4

62.2

63.6

61.3

65.5

77.2

74.6

72.4

63.3

53.8

46.0

46.4

61.8

通院している(%) 通院していない(%) 無回答(%)

0.7

0.5

0.8

0.0

0.3

0.5

0.4

0.7

0.9

1.0

1.5

5.9

全体(N=10129)

男性(n=3831)

女性(n=6199)

１０代(n=194)

２０代(n=864)

３０代(n=1589)

４０代(n=1478)

５０代(n=1767)

６０代(n=2193)

７０代(n=1538)

８０代(n=392)

９０代～(n=34)

37.1

26.9

36.6

33.4

44.4

34.8

43.7

41.5

37.8

62.2

72.2

62.3

65.6

54.8

64.6

55.8

58.3

61.8

通院している(%) 通院していない(%)

0.4

0.2

0.6

0.7

0.9

1.0

1.1

0.8

0.7

無回答(%)

全体(N=10129)

北海道地方(n=475)

東北地方(n=536)

関東地方(n=2509)

中部地方(n=1470)

関西地方(n=2043)

中国地方(n=538)

四国地方(n=552)

九州地方(n=1841)
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＜保険のきかない治療について＞

＜保険の窓口負担＞

Ⅱ．調査結果の要約②

　保険のきかない治療に対しては、全体で91.6％の人が｢保険のきく範囲を広げて欲しい」と
回答している。男性と女性で｢保険のきく範囲を広げて欲しい」回答を比較すると女性の比率
（93.0％）が男性の比率（89.4％）を3.6ポイント上回っている。年代別に見ると、20代～
60代までは「保険のきく範囲を広げて欲しい」比率が90％を超えている。特に働き盛りの
30代（95.0％）、40代（94.8％）の比率が高い。地域別に見ると、北海道地方と四国地方
が「今のままでよい」の比率が10％を超え、他の地域と比べ高くなっている。通院中の人と
通院してない人では通院中の人が「今のままでよい」比率が10％であるのに対し、通院して
いない人は6.6％。

　歯科の保険の窓口負担については、全体で52.7％が「高い」と回答しており、「適当」（41.6％）
と「安い」（3.5％）を足した45.1％を上回った。男性と女性で比較すると、「高い」と回答した比率
は女性（53.5％）が男性（51.4％）の比率を2.1ポイント上回っている。年代別で見ると、10代～
40代までは年代が上がるごとに「高い」と答えた比率が上がっているが、50代～90代までは年代が
上がるごとに「適当」と回答した比率が上がっている。地域別に見ると、「高い」と回答した比率が
もっとも高かったのが「関西地方」の56.1％。通院中と通院していない人では「高い」と回答した比
率は通院中の人の46.7％に対し、通院していない人が56.4％で9.7ポイント上回っている。

52.7

51.4

53.5

41.8

54.3

60.9

62.5

60.0

52.9

33.6

28.1

17.6

46.7

56.4

41.6

42.5

41.0

53.1

41.9

36.2

34.5

35.9

41.1

55.0

56.9

61.8

46.8

38.5

高い(%) 適当(%)

2.6

5.0

11.8

9.7

8.1

3.0

2.6

1.4

2.0

1.6

3.1

3.2

3.9

3.5

安い(%)

2.5

1.5

8.8

5.4

3.4

3.0

1.5

1.6

0.9

2.1

2.2

2.2

2.2

2.3

無回答(%)

全体(N=10129)

男性(n=3831)

女性(n=6199)

１０代(n=194)

２０代(n=864)

３０代(n=1589)

４０代(n=1478)

５０代(n=1767)

６０代(n=2193)

７０代(n=1538)

８０代(n=392)

９０代～(n=34)

通院中(n=3755)

通院していない(n=6300)

52.7

53.1

50.6

54.5

46.7

56.1

52.6

50.2

52.5

41.6

42.3

44.6

40.1

46.3

38.0

40.7

41.5

43.2

高い(%) 適当(%) 安い(%)

3.5

1.5

4.1

3.1

3.9

3.2

5.2

6.3

3.3

無回答(%)

2.3

3.2

3.1

0.7

2.4

2.7

1.5

2.0

1.1

全体(N=10129)

北海道地方(n=475)

東北地方(n=536)

関東地方(n=2509)

中部地方(n=1470)

関西地方(n=2043)

中国地方(n=538)

四国地方(n=552)

九州地方(n=1841)
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＜治療をしないで放置している状況＞

＜治療をしない理由＞

Ⅱ．調査結果の要約③

　治療をせずそのまま放置しているところがありますかとの問いに対して、全体の36.6％の人が「あ
る」と回答している。男性と女性を比較すると男性の比率（40.6％）が女性の比率（34.1％）を6.5
ポイント上回っている。年代別で見ると20代～50代までが治療を放置している比率が40％を超えて
いる。10代が最も放置している比率が低く26.8％。地域別に見ると、治療を放置している比率が最
も高いのが「東北地方」の45.7％。最も低いのが「中部地方」の31.0％。

　治療しない理由については、全体では「時間がない」が52.0％で最も高く、次いで「費用が心配」
が34.5％、「治療が苦手」が32.1％と続く。男性と女性を比較すると、「時間がない」では男性
（54.6％）が女性（50.1％）を4.5ポイント上回っており、「治療が苦手」では女性（34.6％）が
男性（28.5％）を6.1ポイント上回っている。「費用が心配」では男性（34.4％）と女性
（34.6％）でほとんど差はない。地域別で見ると、「時間がない」では「東北地方」が61.2％で最
も高く、「治療が苦手」では「中部地方」（38.4％）、「費用が心配」では「北海道地方」
（49.4％）が最も高かった。

52.0

54.6

50.1

53.8

59.1

64.3

64.4

54.9

39.2

31.1

23.9

0.0

41.8

55.9

32.1

28.5

34.6

21.2

25.9

30.0

32.1

34.8

35.3

34.0

31.2

9.1

28.1

33.5

時間がない(%)治療が苦手(%)

32.1

40.8

0.0

27.5

37.1

36.2

33.9

36.2

33.3

32.1

38.5

34.6

34.4

34.5

費用が心配(%)

12.2

12.8

90.9

26.6

18.3

16.1

11.5

7.6

9.3

5.8

14.0

10.4

10.5

12.5

その他(%)

0.0

1.9

0.7

3.2

3.7

2.2

1.7

1.5

0.8

0.9

0.5

1.6

1.1

1.4

無回答(%)

全体(N=3710)

男性(n=1556)

女性(n=2113)

１０代(n=52)

２０代(n=386)

３０代(n=667)

４０代(n=644)

５０代(n=716)

６０代(n=688)

７０代(n=415)

８０代(n=109)

９０代～(n=11)

通院中(n=973)

通院していない(n=2712)

52.0

43.1

61.2

51.7

51.1

50.1

51.7

54.8

54.4

32.1

35.6

27.8

30.9

38.4

34.7

28.4

32.3

28.4

時間がない(%)治療が苦手(%)費用が心配(%)

34.5

49.4

31.8

33.9

35.1

35.3

40.3

36.3

29.0

その他(%)

12.5

13.2

12.7

9.4

13.0

13.9

14.4

9.7

10.8

1.2

無回答(%)

1.4

1.1

0.4

1.5

1.7

1.0

0.4

2.0

全体(N=3710)

北海道地方(n=174)

東北地方(n=245)

関東地方(n=937)

中部地方(n=456)

関西地方(n=746)

中国地方(n=201)

四国地方(n=248)

九州地方(n=649)
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（改3）

Ⅲ．単純集計結果
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＜単純集計＞

Q1 性別

回収数 比率

合計 10129 100.0

男性 3831 37.8

女性 6199 61.2

無回答 99 1.0

Q2 年齢区分

回収数 比率

合計 （改3） 100.0

10代 194 1.9

20代 864 8.5

30代 1589 15.7

40代 1478 14.6

50代 1767 17.4

60代 2193 21.7

70代 1538 15.2

80代 392 3.9

90代～ 34 0.3

無回答 80 0.8

Q３ 現在、通院している

回収数 比率

合計 10129 100.0

している 3755 37.1

していない 6300 62.2

無回答 74 0.7

Ｑ４ 歯は全身の健康にとって大切か

回収数 比率

合計 10129 100.0

とても大切 9658 95.3

少し大切 419 4.1

あまり関係
ない

45 0.4

無回答 7 0.1

質問項目と回答結果①

37.8

61.2

1.0

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

男性

女性

無回答

1.9

8.5

15.7

14.6

17.4

21.7

15.2

3.9

0.3

0.8

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

10代

20代

30代

40代

50代

60代

70代

80代

90代～

無回答

37.1

62.2

0.7

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

している

していない

無回答

95.3

4.1

0.4

0.1

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

とても大切

少し大切

あまり関係ない

無回答
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質問項目と回答結果②

＜単純集計＞

Q5 歯の治療には保険のきかない治療がありますが、どう思いますか

回収数 比率

合計 10129 100.0

今のままで
よい

801 7.9

保険のきく
範囲を広げ
て欲しい

9279 91.6

無回答 49 0.5

Ｑ６ 歯科の保険の窓口負担

（改3） 比率

合計 10129 100.0

高い 5336 52.7

適当 4210 41.6

安い 353 3.5

無回答 230 2.3

Q７ 治療せずそのまま放置しているところがありますか

回収数 比率

合計 10129 100.0

ある 3710 36.6

ない 6359 62.8

無回答 60 0.6

Ｑ8 治療しない理由

回収数 比率

合計 3710 100.0

時間がない 1930 52.0

治療が苦手 1190 32.1

費用が心配 1279 34.5

その他 462 12.5

無回答 52 1.4

7.9

91.6

0.5

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

今のままで
よい

保険のきく
範囲を広げ
て欲しい

無回答

52.7

41.6

3.5

2.3

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

高い

適当

安い

無回答

36.6

62.8

0.6

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

ある

ない

無回答

52.0

32.1

34.5

12.5

1.4

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

時間がない

治療が苦手

費用が心配

その他

無回答
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（改3）

Ⅳ．クロス集計結果
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N=回答数

（改3）

　「歯科医院に通院している」と回答したのは全体で37.1％。男性は35.9％、女性は37.9％。
年代別に見ると、２0代～70代までは年代が高まるごとに通院比率が高くなっている。
10代の通院比率が34.5％で50代～80代に次いで高くなっている。

Ｑ３　現在、歯科医院に通院していますか①

◆性別・年齢別

37.1

35.9

37.9

34.5

22.5

24.9

27.2

36.0

45.3

53.0

52.0

32.4

62.2

63.6

61.3

65.5

77.2

74.6

72.4

63.3

53.8

46.0

46.4

61.8

通院している(%) 通院していない(%)

5.9

1.5

1.0

0.9

0.7

0.4

0.5

0.3

0.0

0.8

0.5

0.7

無回答(%)

全体(N=10129)

男性(n=3831)

女性(n=6199)

１０代(n=194)

２０代(n=864)

３０代(n=1589)

４０代(n=1478)

５０代(n=1767)

６０代(n=2193)

７０代(n=1538)

８０代(n=392)

９０代～(n=34)

11



（改3）

Ｑ３　現在、歯科医院に通院していますか②

◆都道府県別

　都道府県別に通院比率を見ると、通院比率が最も高い都道府県は山形県の77.4％、反対に最も通院比率
が低い都道府県は鹿児島県の13.0％（回答数10人未満の都道府県は除く）。

37.1

26.9

14.3

20.7

45.6

67.8

77.4

33.3

38.6

27.4

21.4

24.8

33.8

35.7

28.0

100.0

71.6

0.0

0.0

33.3

24.2

14.3

26.4

46.8

39.1

0.0

28.0

34.4

35.0

34.7

37.7

56.8

33.3

53.3

32.0

25.0

38.9

50.0

57.5

35.9

24.2

0.0

49.0

17.1

18.2

66.7

13.0

0.0

62.2

72.2

85.7

77.5

54.4

30.5

22.6

66.7

60.2

72.6

78.6

74.3

65.3

62.8

72.0

0.0

26.9

100.0

100.0

66.7

74.6

85.7

72.8

52.6

60.9

100.0

72.0

64.9

63.6

65.0

62.3

42.3

66.7

46.7

67.6

75.0

60.7

50.0

42.5

64.1

74.2

0.0

50.6

82.9

81.8

33.3

85.2

0.0

0.0

0.0

通院している(%) 通院していない(%)

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

0.4

0.8

0.4

1.3

0.7

0.7

0.8

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

0.9

無回答(%)

0.7

0.8

0.0

1.8

0.0

1.7

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

1.0

全体(N=10129)

01:北海道(n=475)

02:青森県(n=7)

03:岩手県(n=276)

04:宮城県(n=160)

05:秋田県(n=59)

06:山形県(n=31)

07:福島県(n=3)

08:茨城県(n=88)

09:栃木県(n=62)

10:群馬県(n=28)

11:埼玉県(n=101)

12:千葉県(n=1754)

13:東京都(n=401)

14:神奈川県(n=75)

15:新潟県(n=1)

16:富山県(n=201)

17:石川県(n=3)

18:福井県(n=2)

19:山梨県(n=6)

20:長野県(n=244)

21:岐阜県(n=7)

22:静岡県(n=125)

23:愛知県(n=881)

24:三重県(n=110)

25:滋賀県(n=3)

26:京都府(n=25)

27:大阪府(n=1270)

28:兵庫県(n=297)

29:奈良県(n=277)

30:和歌山県(n=61)

31:鳥取県(n=241)

32:島根県(n=3)

33:岡山県(n=15)

34:広島県(n=275)

35:山口県(n=4)

36:徳島県(n=252)

37:香川県(n=2)

38:愛媛県(n=106)

39:高知県(n=192)

40:福岡県(n=194)

41:佐賀県(n=0)

42:長崎県(n=1142)

43:熊本県(n=146)

44:大分県(n=302)

45:宮崎県(n=3)

46:鹿児島県(n=54)

47:沖縄県(n=0)

12



（改3）

　地域別に通院比率を見ると、最も高い地域は「中部地方」の44.4％、反対に最も通院比率が低い地域は
「北海道地方」の26.9％。

Ｑ３　現在、歯科医院に通院していますか③

◆地域別

37.1

26.9

36.6

33.4

44.4

34.8

43.7

41.5

37.8

62.2

72.2

62.3

65.6

54.8

64.6

55.8

58.3

61.8

通院している(%) 通院していない(%) 無回答(%)

0.7

0.8

1.1

1.0

0.9

0.7

0.6

0.2

0.4

全体(N=10129)

北海道地方(n=475)

東北地方(n=536)

関東地方(n=2509)

中部地方(n=1470)

関西地方(n=2043)

中国地方(n=538)

四国地方(n=552)

九州地方(n=1841)

13



（改3）

Ｑ4　歯は全身の健康にとって大切だと思いますか①

◆性別・年齢別

　歯は全身の健康に「とても大切だと思う」と回答した人は全体で95.3％（男性は93.4％、女性は
96.6％）で「少し大切」と回答した4.1％を合わせると99.4％の人が大切だと回答している。「とても大
切だと思う」比率が最も高かったのが60代の97.4％、最も低い10代（87.6％）より9.8ポイント高く
なっている。
「とても大切だと思う」比率を通院中と通院していない人で比較すると、通院中の人の回答（97.0％）が
通院していない人の回答（94.3％）よりも2.7ポイント高くなっている。

95.3

93.4

96.6

87.6

90.3

93.6

95.0

96.5

97.4

97.1

96.7

88.2

97.0

94.3

4.1

5.9

11.9

9.0

5.7

とても
大切だと思う(%)

5.1

4.6

2.7

5.9

2.8

2.4

2.2

3.2

3.0

少し
大切だと思う(%)

0.6

0.2

5.9

0.3

0.4

0.3

0.3

0.3

0.6

0.7

0.5

0.3

0.7

0.4

あまり関係
ないと思う(%)

0.0

0.1

0.0

0.3

0.1

0.0

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.1

0.1

無回答(%)

全体(N=10129)

男性(n=3831)

女性(n=6199)

１０代(n=194)

２０代(n=864)

３０代(n=1589)

４０代(n=1478)

５０代(n=1767)

６０代(n=2193)

７０代(n=1538)

８０代(n=392)

９０代～(n=34)

通院中(n=3755)

通院していない(n=6300)

14



（改3）

　都道府県別に歯の大切さを見ると、「とても大切だと思う」と回答した人が100％だったのが「京都府」
と「和歌山県」。他の都道府県でも90％を超えており、歯の大切さの意識は高い（回答数10人未満の都道
府県は除く）。

Ｑ4　歯は全身の健康にとって大切だと思いますか②

◆都道府県別

95.3

94.1

85.7

93.8

93.1

98.3

96.8

100.0

97.7

95.2

96.4

92.1

95.5

96.0

94.7

100.0

94.0

100.0

100.0

83.3

96.3

100.0

97.6

96.4

94.5

100.0

100.0

94.1

95.3

96.8

100.0

97.5

100.0

93.3

96.4

100.0

90.9

100.0

90.6

93.2

96.9

0.0

96.8

95.9

95.7

100.0

94.4

0.0

4.1

5.3

14.3

5.4

5.0

3.2

0.0

4.8

3.6

5.9

3.9

4.0

5.0

0.0

16.7

3.3

2.4

3.3

5.5

5.6

3.4

2.9

6.7

3.6

0.0

8.3

8.5

6.3

3.1

0.0

3.0

3.4

3.3

3.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

とても大切だと思う(%)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.7

0.0

2.1

1.1

0.0

5.3

少し大切だと思う(%)

0.0

0.0

1.9

1.0

0.7

0.2

0.0

0.5

0.9

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.4

0.7

0.3

0.0

0.0

0.0

0.2

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.5

2.0

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

1.9

0.7

0.0

0.6

0.4

あまり関係ないと思う(%)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

無回答(%)

全体(N=10129)

01:北海道(n=475)

02:青森県(n=7)

03:岩手県(n=276)

04:宮城県(n=160)

05:秋田県(n=59)

06:山形県(n=31)

07:福島県(n=3)

08:茨城県(n=88)

09:栃木県(n=62)

10:群馬県(n=28)

11:埼玉県(n=101)

12:千葉県(n=1754)

13:東京都(n=401)

14:神奈川県(n=75)

15:新潟県(n=1)

16:富山県(n=201)

17:石川県(n=3)

18:福井県(n=2)

19:山梨県(n=6)

20:長野県(n=244)

21:岐阜県(n=7)

22:静岡県(n=125)

23:愛知県(n=881)

24:三重県(n=110)

25:滋賀県(n=3)

26:京都府(n=25)

27:大阪府(n=1270)

28:兵庫県(n=297)

29:奈良県(n=277)

30:和歌山県(n=61)

31:鳥取県(n=241)

32:島根県(n=3)

33:岡山県(n=15)

34:広島県(n=275)

35:山口県(n=4)

36:徳島県(n=252)

37:香川県(n=2)

38:愛媛県(n=106)

39:高知県(n=192)

40:福岡県(n=194)

41:佐賀県(n=0)

42:長崎県(n=1142)

43:熊本県(n=146)

44:大分県(n=302)

45:宮崎県(n=3)

46:鹿児島県(n=54)

47:沖縄県(n=0)

15



（改3）

　地域別に見ると、「とても大切だと思う」比率が最も高い地域は「中国地方」の96.8％。反対に最も比
率が低い地域は「四国地方」の91.7％。

Ｑ4　歯は全身の健康にとって大切だと思いますか③

◆地域別

95.3

94.1

94.2

95.5

96.1

94.9

96.8

91.7

96.5

4.1

5.3

4.9

4.7

7.6

とても
大切だと思う(%)

3.1

3.0

3.5

4.0

少し
大切だと思う(%)

0.4

0.5

0.2

0.3

0.3

0.4

0.9

0.6

0.4

あまり関係
ないと思う(%)

0.1

0.2

0.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

0.1

無回答(%)

全体(N=10129)

北海道地方(n=475)

東北地方(n=536)

関東地方(n=2509)

中部地方(n=1470)

関西地方(n=2043)

中国地方(n=538)

四国地方(n=552)

九州地方(n=1841)

16



（改3）

◆性別・年齢別

Ｑ5　歯の治療には保険のきかない治療がありますが、どう思いますか①

　保険のきかない治療についてどう思うか聞いたところ、全体で91.6％が「保険のきく範囲を広げてほし
い」と回答している。男女別に見ると、男性は89.4％、女性は93.0％の人が「保険のきく範囲を広げてほ
しい」と回答している。
　年代別にみると10代～40代までは年代が上がるごとに「保険のきく範囲を広げてほしい」比率が増える
傾向にあるが、50代以降は年代が上がるごとに「今のままでよい」比率が増える傾向にある。
　また、通院中の人と、通院していない人で比較すると、「通院していない人」の93.0％が範囲を広げて
ほしいと答えており、「通院中」の89.5％を3.5ポイント上回っている。

7.9

10.1

6.5

12.4

6.1

4.8

5.1

4.9

7.2

14.2

23.2

26.5

10.0

6.6

91.6

89.4

93.0

87.1

93.6

95.0

94.8

94.6

92.1

84.8

76.0

73.5

89.5

93.0

今のままでよい(%)
保険のきく範囲を
広げて欲しい(%)

無回答(%)

0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.1

0.1

0.6

0.7

1.0

0.8

0.0

0.5

0.4

全体(N=10129)

男性(n=3831)

女性(n=6199)

１０代(n=194)

２０代(n=864)

３０代(n=1589)

４０代(n=1478)

５０代(n=1767)

６０代(n=2193)

７０代(n=1538)

８０代(n=392)

９０代～(n=34)

通院中(n=3755)

通院していない(n=6300)

17



（改3）

◆都道府県別

Ｑ5　歯の治療には保険のきかない治療がありますが、どう思いますか②

　保険のきかない治療に対する意識を都道府県別で比較すると、「保険のきく範囲を広げてほしい」という
回答が100％だったのは「鹿児島県」。反対に「今のままでよい」が最も高かったのが「愛媛県」の
21.7％（回答数10人未満の都道府県は除く）。

7.9

10.5

0.0

4.0

11.9

10.2

12.9

0.0

13.6

12.9

7.1

5.9

7.2

7.0

5.3

0.0

14.4

0.0

0.0

16.7

7.4

0.0

6.4

6.4

10.9

0.0

4.0

5.3

6.4

17.0

8.2

8.3

0.0

20.0

8.7

0.0

8.3

0.0

21.7

10.9

3.1

0.0

8.7

6.8

6.6

0.0

0.0

0.0

91.6

88.8

100.0

96.0

88.1

88.1

87.1

100.0

84.1

87.1

92.9

94.1

92.3

92.5

93.3

100.0

84.6

100.0

100.0

66.7

92.6

100.0

93.6

92.7

89.1

100.0

96.0

94.3

92.3

83.0

91.8

91.3

100.0

80.0

90.9

100.0

91.3

100.0

78.3

89.1

95.9

0.0

91.2

92.5

93.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

今のままでよい(%) 保険のきく範囲を広げて欲しい
(%)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

0.0

0.0

1.7

0.0

0.0

0.0

0.6

0.5

無回答(%)

0.5

0.5

1.0

0.0

0.0

16.7

0.0

0.0

0.0

0.9

0.4

1.3

0.0

0.4

0.4

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.7

0.3

0.0

1.3

全体(N=10129)

01:北海道(n=475)

02:青森県(n=7)

03:岩手県(n=276)

04:宮城県(n=160)

05:秋田県(n=59)

06:山形県(n=31)

07:福島県(n=3)

08:茨城県(n=88)

09:栃木県(n=62)

10:群馬県(n=28)

11:埼玉県(n=101)

12:千葉県(n=1754)

13:東京都(n=401)

14:神奈川県(n=75)

15:新潟県(n=1)

16:富山県(n=201)

17:石川県(n=3)

18:福井県(n=2)

19:山梨県(n=6)

20:長野県(n=244)

21:岐阜県(n=7)

22:静岡県(n=125)

23:愛知県(n=881)

24:三重県(n=110)

25:滋賀県(n=3)

26:京都府(n=25)

27:大阪府(n=1270)

28:兵庫県(n=297)

29:奈良県(n=277)

30:和歌山県(n=61)

31:鳥取県(n=241)

32:島根県(n=3)

33:岡山県(n=15)

34:広島県(n=275)

35:山口県(n=4)

36:徳島県(n=252)

37:香川県(n=2)

38:愛媛県(n=106)

39:高知県(n=192)

40:福岡県(n=194)

41:佐賀県(n=0)

42:長崎県(n=1142)

43:熊本県(n=146)

44:大分県(n=302)

45:宮崎県(n=3)

46:鹿児島県(n=54)

47:沖縄県(n=0)

18



（改3）

◆地域別

Ｑ5　歯の治療には保険のきかない治療がありますが、どう思いますか③

　保険のきかない治療に対する意識を地域別で比較すると、「保険のきく範囲を広げてほしい」という割合
が最も高かったのが「東北地方」と「九州地方」でともに92.4％。「今のままでよい」という回答が最も
高かったのが「四国地方」の11.8％。

7.9

10.5

7.5

7.4

7.6

7.4

8.7

11.8

7.3

91.6

88.8

92.4

92.0

91.6

92.2

90.9

88.0

92.4

今のままでよい(%)
保険のきく範囲を
広げて欲しい(%)

0.3

0.2

0.4

0.4

0.7

0.6

0.2

0.6

0.5

無回答(%)

全体(N=10129)

北海道地方(n=475)

東北地方(n=536)

関東地方(n=2509)

中部地方(n=1470)

関西地方(n=2043)

中国地方(n=538)

四国地方(n=552)

九州地方(n=1841)
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（改3）

Ｑ5　歯の治療には保険のきかない治療がありますが、どう思いますか④

◆治療を放置している、放置していない別

　保険のきかない治療に対する意識を「歯の治療をせずに放置しているところがある人」と「放置している
ところはない人」で比較すると、「放置しているところがある人」の94.3％が保険の範囲を広げて欲しい
と回答しており、「放置しているところがない人」（90.2％）を4.1ポイント上回った。

7.9

5.5

9.3

91.6

94.3

90.2

今のままでよい(%)
保険のきく範囲を
広げて欲しい(%)

0.5

0.2

0.5

無回答(%)

全体(N=10129)

ある(ｎ=3710)

ない(ｎ=6359)
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（改3）

Ｑ5　歯の治療には保険のきかない治療がありますが、どう思いますか⑤

◆治療をしない理由別（費用が心配）

　治療をしない理由で「費用が心配」と答えた人の97.4％が保険のきく範囲を広げて欲しいと回答してい
る。

7.9 91.6

97.42.3

今のままでよい(%)
保険のきく範囲を
広げて欲しい(%)

0.2

0.5

無回答(%)

全体(N=10129)

費用が心配(ｎ=1279)

21



（改3）

　保険の窓口負担について聞いたところ、全体では「高い」が52.7％、「適当」が41.6％。「安い」が
3.5％と回答している。「高い」を男女別で見ると、女性（53.5％）が男性（51.4％）を2.1ポイント上
回っている。年代別で見ると10代～40代までは年代が上がるごとに「高い」という比率が上がっている
が、50代以降は年代が上がるごとに「適当」という比率が上がっている。
　通院中の人と、通院していない人で比較すると、「通院中」では46.7％が「高い」と答えているが、「通
院していない人」では56.4％が「高い」と答えており、「通院中」よりも9.7ポイント上回っている。

Ｑ6　歯科の保険の窓口負担は①

◆性別・年齢別

52.7

51.4

53.5

41.8

54.3

60.9

62.5

60.0

52.9

33.6

28.1

17.6

46.7

56.4

41.6

42.5

41.0

53.1

41.9

36.2

34.5

35.9

41.1

55.0

56.9

61.8

46.8

38.5

高い(%) 適当(%) 安い(%)

3.5

3.9

3.2

3.1

1.6

2.0

1.4

2.6

3.0

8.1

9.7

11.8

5.0

2.6

無回答(%)

2.3

2.2

2.2

2.2

2.1

0.9

1.6

1.5

3.0

3.4

5.4

8.8

1.5

2.5

全体(N=10129)

男性(n=3831)

女性(n=6199)

１０代(n=194)

２０代(n=864)

３０代(n=1589)

４０代(n=1478)

５０代(n=1767)

６０代(n=2193)

７０代(n=1538)

８０代(n=392)

９０代～(n=34)

通院中(n=3755)

通院していない(n=6300)
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（改3）

　保険の窓口負担について、都道府県別で見ると「高い」という比率が最も高かったのが「京都府」の
68.0％。「適当」と「安い」を足した比率が最も高かったのが「秋田県」の74.6％（回答数10人未満の
都道府県は除く）。

Ｑ6　歯科の保険の窓口負担は②

◆都道府県別

52.7

53.1

57.1

60.9

46.3

23.7

29.0

66.7

38.6

58.1

53.6

56.4

56.0

50.6

54.7

100.0

21.9

100.0

100.0

33.3

52.5

71.4

56.8

48.8

33.6

66.7

68.0

61.7

57.2

35.7

62.3

45.6

66.7

33.3

59.6

50.0

67.5

100.0

26.4

40.1

64.9

0.0

51.6

54.8

47.0

66.7

50.0

0.0

41.6

42.3

42.9

35.9

48.1

71.2

54.8

55.7

41.9

46.4

35.6

38.4

44.4

69.7

50.0

38.5

28.6

36.8

44.9

57.3

33.3

28.0

32.9

35.0

59.2

31.1

47.7

33.3

46.7

34.2

50.0

29.0

53.8

51.6

30.4

0.0

45.2

41.1

43.7

33.3

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

高い(%)

0.0

0.0

0.0

33.3

適当(%)

40.0

0.0

0.0

0.0

安い(%)

3.5

1.5

0.0

2.5

5.0

3.4

16.1

0.0

5.7

0.0

0.0

3.0

3.3

2.5

1.3

4.0

0.0

0.0

0.0

7.0

0.0

4.8

3.0

8.2

0.0

4.0

2.3

5.1

2.5

6.6

6.2

0.0

20.0

3.6

0.0

2.8

0.0

16.0

5.7

1.5

2.7

2.1

7.6

0.0

0.0

0.0

無回答(%)

2.3

3.2

0.6

0.0

0.7

1.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

2.3

2.5

4.0

4.5

0.0

0.0

16.7

2.0

0.0

1.6

3.3

0.9

0.0

0.0

3.1

2.7

2.5

0.0

0.4

0.0

0.0

2.5

0.0

0.8

0.0

3.8

2.6

3.1

0.5

2.1

1.7

0.0

全体(N=10129)

01:北海道(n=475)

02:青森県(n=7)

03:岩手県(n=276)

04:宮城県(n=160)

05:秋田県(n=59)

06:山形県(n=31)

07:福島県(n=3)

08:茨城県(n=88)

09:栃木県(n=62)

10:群馬県(n=28)

11:埼玉県(n=101)

12:千葉県(n=1754)

13:東京都(n=401)

14:神奈川県(n=75)

15:新潟県(n=1)

16:富山県(n=201)

17:石川県(n=3)

18:福井県(n=2)

19:山梨県(n=6)

20:長野県(n=244)

21:岐阜県(n=7)

22:静岡県(n=125)

23:愛知県(n=881)

24:三重県(n=110)

25:滋賀県(n=3)

26:京都府(n=25)

27:大阪府(n=1270)

28:兵庫県(n=297)

29:奈良県(n=277)

30:和歌山県(n=61)

31:鳥取県(n=241)

32:島根県(n=3)

33:岡山県(n=15)

34:広島県(n=275)

35:山口県(n=4)

36:徳島県(n=252)

37:香川県(n=2)

38:愛媛県(n=106)

39:高知県(n=192)

40:福岡県(n=194)

41:佐賀県(n=0)

42:長崎県(n=1142)

43:熊本県(n=146)

44:大分県(n=302)

45:宮崎県(n=3)

46:鹿児島県(n=54)

47:沖縄県(n=0)

23



（改3）

　保険の窓口負担について、地域別で見ると「高い」という比率が最も高かったのが「関西地方」の
56.1％。「適当」と「安い」を足した比率が最も高かったのが「中部地方」の50.2％。

Ｑ6　歯科の保険の窓口負担は③

◆地域別

52.7

53.1

50.6

54.5

46.7

56.1

52.6

50.2

52.5

41.6

42.3

44.6

40.1

46.3

38.0

40.7

41.5

43.2

高い(%) 適当(%)

3.3

6.3

5.2

3.2

3.9

3.1

4.1

1.5

3.5

安い(%)

1.1

2.0

1.5

2.7

2.4

0.7

3.1

3.2

2.3

無回答(%)

全体(N=10129)

北海道地方(n=475)

東北地方(n=536)

関東地方(n=2509)

中部地方(n=1470)

関西地方(n=2043)

中国地方(n=538)

四国地方(n=552)

九州地方(n=1841)
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（改3）

Ｑ6　歯科の保険の窓口負担は④

◆治療を放置している、放置していない別

　保険の窓口負担について、「歯の治療をせずに放置しているところがある人」と「放置しているところは
ない人」で比較すると、「放置しているところがある人」の64.0％が保険の窓口負担が「高い」と回答し
ており、「放置しているところがない人」（46.3％）を17.7ポイント上回った。

52.7

64.0

46.3

41.6

31.2

47.8

高い(%) 適当(%)

4.0

2.6

3.5

安い(%)

2.3

2.2

1.9

無回答(%)

全体(N=10129)

ある(ｎ=3710)

ない(ｎ=6359)
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（改3）

Ｑ6　歯科の保険の窓口負担は⑤

◆治療をしない理由別（費用が心配）

　保険の窓口負担について、「治療をしない理由別（費用が心配）」で見ると、85.2％が保険の窓口負担
が「高い」と回答しており、全体の52.7％を32.5ポイント上回っている。

52.7

85.2

41.6

高い(%)

12.0

適当(%)

1.1

3.5

安い(%)

2.3

1.6

無回答(%)

全体(N=10129)

費用が心配(ｎ=1279)
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（改3）

　治療せずにそのまま放置しているところが「ある」と答えたのは全体で36.6％（男性40.6％、女性
34.1％）。男性の比率が女性よりも6.5ポイント上回っている。年代別で見ると、20代が治療を放置して
いる比率が44.7％で最も高く、１０代（２６.８％）が最も低い。

◆性別・年齢別

Ｑ7　治療をせずにそのまま放置しているところがありますか①

36.6

40.6

34.1

26.8

44.7

42.0

43.6

40.5

31.4

27.0

27.8

32.4

25.9

43.0

62.8

58.7

65.4

73.2

54.7

57.8

56.1

59.0

68.0

72.0

70.7

67.6

73.2

56.6

ある(%) ない(%)

0.3

0.9

無回答(%)

0.6

0.7

0.5

0.0

0.6

0.3

0.3

0.5

0.6

1.0

1.5

0.0

全体(N=10129)

男性(n=3831)

女性(n=6199)

１０代(n=194)

２０代(n=864)

３０代(n=1589)

４０代(n=1478)

５０代(n=1767)

６０代(n=2193)

７０代(n=1538)

８０代(n=392)

９０代～(n=34)

通院中(n=3755)

通院していない(n=6300)
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（改3）

Ｑ7　治療をせずにそのまま放置しているところがありますか②

◆都道府県別

　「治療せずにそのまま放置しているところがある」を都道府県別で見ると、「ある」という回答が最も高
かったのは「鹿児島県」の72.2％。反対に「ない」が最も高かったのが富山県の73.6％（回答数10人未満
の都道府県は除く）。

36.6

36.6

42.9

48.2

43.8

42.4

35.5

100.0

38.6

46.8

32.1

49.5

37.1

32.7

44.0

100.0

24.9

66.7

50.0

0.0

40.6

28.6

29.6

30.0

33.6

66.7

40.0

37.7

36.0

32.5

34.4

35.3

33.3

33.3

39.6

25.0

49.2

50.0

39.6

42.2

53.6

0.0

28.5

32.2

44.4

0.0

72.2

0.0

62.8

62.7

57.1

50.7

55.6

57.6

64.5

61.4

53.2

67.9

50.5

62.4

67.1

56.0

73.6

33.3

50.0

100.0

59.0

71.4

69.6

68.9

65.5

33.3

60.0

61.7

62.3

67.5

65.6

64.3

66.7

66.7

60.4

75.0

50.8

50.0

59.4

57.8

45.4

0.0

70.8

67.8

55.6

100.0

25.9

0.0

0.0

0.0

ある(%)

0.0

0.0

ない(%)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

1.1

0.0

0.6

0.6

無回答(%)

0.5

0.2

1.5

0.0

0.0

0.0

0.4

0.0

0.8

1.1

0.6

1.7

0.0

0.4

0.0

1.0

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.9

0.0

0.8

0.0

0.0

1.9

0.0

全体(N=10129)

01:北海道(n=475)

02:青森県(n=7)

03:岩手県(n=276)

04:宮城県(n=160)

05:秋田県(n=59)

06:山形県(n=31)

07:福島県(n=3)

08:茨城県(n=88)

09:栃木県(n=62)

10:群馬県(n=28)

11:埼玉県(n=101)

12:千葉県(n=1754)

13:東京都(n=401)

14:神奈川県(n=75)

15:新潟県(n=1)

16:富山県(n=201)

17:石川県(n=3)

18:福井県(n=2)

19:山梨県(n=6)

20:長野県(n=244)

21:岐阜県(n=7)

22:静岡県(n=125)

23:愛知県(n=881)

24:三重県(n=110)

25:滋賀県(n=3)

26:京都府(n=25)

27:大阪府(n=1270)

28:兵庫県(n=297)

29:奈良県(n=277)

30:和歌山県(n=61)

31:鳥取県(n=241)

32:島根県(n=3)

33:岡山県(n=15)

34:広島県(n=275)

35:山口県(n=4)

36:徳島県(n=252)

37:香川県(n=2)

38:愛媛県(n=106)

39:高知県(n=192)

40:福岡県(n=194)

41:佐賀県(n=0)

42:長崎県(n=1142)

43:熊本県(n=146)

44:大分県(n=302)

45:宮崎県(n=3)

46:鹿児島県(n=54)

47:沖縄県(n=0)
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（改3）

Ｑ7　治療をせずにそのまま放置しているところがありますか③

◆地域別

　「治療せずにそのまま放置しているところがある」を地域別で見ると、「ある」という回答が最も高かっ
たのは「東北地方」の45.7％。反対に「ない」が最も高かったのが「中部地方」の68.0％。

36.6

36.6

45.7

37.3

31.0

36.5

37.4

44.9

35.3

62.8

62.7

53.5

62.3

68.0

62.8

62.5

54.9

64.1

ある(%) ない(%)

0.7

0.2

0.2

0.6

1.0

0.4

0.7

0.6

0.6

無回答(%)

全体(N=10129)

北海道地方(n=475)

東北地方(n=536)

関東地方(n=2509)

中部地方(n=1470)

関西地方(n=2043)

中国地方(n=538)

四国地方(n=552)

九州地方(n=1841)

29



（改3）

Ｑ8　治療しない理由①（複数回答）

◆性別・年齢別

　「治療しない理由」について、全体では「時間がない」が52.0％でトップ。次いで「費用が心配」が
34.5％、「治療が苦手」が32.1％と続く。
男女別で見ると、「時間がない」では男性（54.6％）が女性（50.1％）より4.5ポイント上回っている。
「治療が苦手」では女性（34.6％）が男性（28.5％）を6.1ポイント上回り、「費用が心配」では男女差は
ほとんどない。
　年齢別に見ると、「治療しない理由」の最も高い比率が、10代～60代までは「時間がない」、70代では
「費用が心配」、80代では「治療が苦手」、90代は「その他」としている。

52.0

54.6

50.1

53.8

59.1

64.3

64.4

54.9

39.2

31.1

23.9

0.0

41.8

55.9

32.1

28.5

34.6

21.2

25.9

30.0

32.1

34.8

35.3

34.0

31.2

9.1

28.1

33.5

時間がない(%) 治療が苦手(%)

32.1

40.8

0.0

27.5

37.1

36.2

33.9

36.2

33.3

32.1

38.5

34.6

34.4

34.5

費用が心配(%)

12.2

12.8

90.9

26.6

18.3

16.1

11.5

7.6

9.3

5.8

14.0

10.4

10.5

12.5

その他(%)

0.0

1.9

0.7

3.2

3.7

2.2

1.7

1.5

0.8

0.9

0.5

1.6

1.1

1.4

無回答(%)

全体(N=3710)

男性(n=1556)

女性(n=2113)

１０代(n=52)

２０代(n=386)

３０代(n=667)

４０代(n=644)

５０代(n=716)

６０代(n=688)

７０代(n=415)

８０代(n=109)

９０代～(n=11)

通院中(n=973)

通院していない(n=2712)

複数回答のため合計は100%にはなりません。
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（改3）

　治療しない理由を都道府県別で見ると、「時間がない」が最も高い比率は「熊本県」で74.5％、「治療
が苦手」は「鹿児島県」で48.7％、「費用が心配」は「北海道」で49.4％（回答数10人未満の都道府県
は除く）。

Ｑ8　治療しない理由②（複数回答）

◆都道府県別

52.0

43.1

100.0

66.9

54.3

48.0

45.5

100.0

55.9

65.5

22.2

66.0

50.1

51.9

51.5

0.0

44.0

50.0

0.0

0.0

71.7

100.0

43.2

45.8

54.1

100.0

60.0

53.0

46.7

38.9

33.3

45.9

100.0

60.0

56.0

0.0

53.2

100.0

52.4

58.0

51.0

0.0

51.7

74.5

59.7

0.0

43.6

0.0

32.1

35.6

0.0

30.1

31.4

20.0

9.1

29.4

34.5

44.4

36.0

31.2

25.2

0.0

44.0

0.0

0.0

27.3

0.0

48.6

40.9

37.8

20.0

35.3

30.8

35.6

42.9

34.1

20.0

23.9

100.0

33.1

0.0

28.6

33.3

32.7

0.0

21.5

25.5

36.6

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

0.0

時間がない(%)

0.0

0.0

48.7

0.0

36.4

治療が苦手(%)

0.0

30.8

29.1

36.2

22.5

45.2

32.1

19.0

100.0

44.4

0.0

48.6

40.0

0.0

30.6

42.9

36.7

37.4

34.9

40.0

0.0

27.0

39.0

45.9

50.0

30.3

0.0

100.0

50.0

12.0

36.4

31.3

34.7

32.0

44.4

27.6

32.4

0.0

36.4

24.0

44.3

26.3

66.7

49.4

34.5

費用が心配(%)

0.0

12.8

10.4

14.9

8.6

15.4

14.8

14.3

0.0

4.8

0.0

11.9

0.0

0.0

18.8

23.8

12.2

16.8

12.1

50.0

0.0

18.9

15.9

2.7

0.0

9.1

0.0

0.0

0.0

12.0

6.1

17.6

12.4

18.0

0.0

10.3

11.8

0.0

9.1

16.0

9.0

33.3

7.1

13.2

12.5

その他(%)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

1.1

1.4

0.0

1.5

0.0

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2.4

0.0

0.9

2.5

0.0

0.0

0.8

2.7

0.0

1.0

0.0

1.5

1.1

2.0

0.0

0.0

無回答(%)

全体(N=3710)

01:北海道(n=174)

02:青森県(n=3)

03:岩手県(n=133)

04:宮城県(n=70)

05:秋田県(n=25)

06:山形県(n=11)

07:福島県(n=3)

08:茨城県(n=34)

09:栃木県(n=29)

10:群馬県(n=9)

11:埼玉県(n=50)

12:千葉県(n=651)

13:東京都(n=131)

14:神奈川県(n=33)

15:新潟県(n=1)

16:富山県(n=50)

17:石川県(n=2)

18:福井県(n=1)

19:山梨県(n=0)

20:長野県(n=99)

21:岐阜県(n=2)

22:静岡県(n=37)

23:愛知県(n=264)

24:三重県(n=37)

25:滋賀県(n=2)

26:京都府(n=10)

27:大阪府(n=479)

28:兵庫県(n=107)

29:奈良県(n=90)

30:和歌山県(n=21)

31:鳥取県(n=85)

32:島根県(n=1)

33:岡山県(n=5)

34:広島県(n=109)

35:山口県(n=1)

36:徳島県(n=124)

37:香川県(n=1)

38:愛媛県(n=42)

39:高知県(n=81)

40:福岡県(n=104)

41:佐賀県(n=0)

42:長崎県(n=325)

43:熊本県(n=47)

44:大分県(n=134)

45:宮崎県(n=0)

46:鹿児島県(n=39)

47:沖縄県(n=0)
複数回答のため合計は100%にはなりません。
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（改3）

　治療しない理由を地域別で見ると、「時間がない」をトップにあげる地域が多く、特に「東北地方」が
61.2％で6割を超え、次いで「四国地方」の54.8％が高い比率となっている。「治療が苦手」ではいずれ
の地域でも3割～4割前後の回答。「費用が心配」では「北海道地方」が49.4％で他の地域より高い数字と
なっている。

Ｑ8　治療しない理由③（複数回答）

◆地域別

52.0

43.1

61.2

51.7

51.1

50.1

51.7

54.8

54.4

32.1

35.6

27.8

30.9

38.4

34.7

28.4

32.3

28.4

時間がない(%) 治療が苦手(%)

29.0

36.3

40.3

35.3

35.1

33.9

31.8

49.4

34.5

費用が心配(%)

10.8

9.7

14.4

13.9

13.0

9.4

12.7

13.2

12.5

その他(%)

2.0

0.4

1.0

1.7

1.5

0.4

1.1

1.4

無回答(%)

1.2

全体(N=3710)

北海道地方(n=174)

東北地方(n=245)

関東地方(n=937)

中部地方(n=456)

関西地方(n=746)

中国地方(n=201)

四国地方(n=248)

九州地方(n=649)

複数回答のため合計は100%にはなりません。
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❏ 痛くならないとついほっておく。 ❏ まとめて治療する予定。
❏ 夜間診療は治療が雑なところが多く通院しずらい。 ❏ そのままでも差し支えない為。（知覚過敏）
❏ 高い。矯正したいのにできない。 ❏ 大事になりそうでこわい。
❏ どの歯科医院にかかれば良いか分からない。 ❏ 足が悪く出て行くのが大変。
❏ 長期間に渡って通院しなければならない。 ❏ 通院が長くかかる。
❏ 軽度の虫歯の為、経過観察中。 ❏ 近くに歯科がない。
❏ 何とかやっていけそうだから。 ❏ 先日行った歯科院であらすぎてこわくなった。
❏ 不安がある。 ❏ 近いうちに行く。
❏ （改3） ❏ 医師の判断。
❏ 出血がこわいから。 ❏ 痛くない。
❏ 面倒。 ❏ 私にとっての良医様探しが難しい。
❏ 信頼できる医者がいない。 ❏ 評判の良い歯科医院がない。
❏ 差しあたって困っていない。 ❏ 痛みがない。
❏ どこの歯科に行けばいいかきめられない。 ❏ 何度も通わないといけない。
❏ まだ治療しなくても大丈夫かな？と思うから。 ❏ 今まで虫歯がなくて、 近虫歯がありそうなので。
❏ 痛みが、今の所ないから・・・。 ❏ 信用できる医師ではない。
❏ 痛いとか不具合を感じない。 ❏ 痛みなど苦になる症状がないため。

❏
検診が無料ならよいが、虫歯がなく、痛みもないのに検診で
料金が発生するのは高い。

❏ その内に行きます。

❏ 痛くないから・・・。 ❏ 安心して任せて治療してもらう所がない。
❏ 通院するキッカケがない。 ❏ 総入歯。
❏ 途中でどうしても断念してしまう。時間がかかりすぎて・・・。 ❏ 歯のかみ合わせが悪いが食事には困らないので。
❏ 心臓病による投薬の関係。 ❏ 経過観察。

❏ 信頼できる歯科がない。 ❏
治療ではないが、定期的なクリーニングがおろそかになってし
まう。

❏ 今の状態で不都合がない為。 ❏ どの歯科に行ったらよいかわからない。

❏ 一度治療し始めると通院期間が長くなる。 ❏
放置し過ぎていて恥ずかしい。近々行こうと思っているが勇気
が無く行き出せないでいる。

❏ 順次治療の予定。 ❏ 通院が面倒。１回では終わらない。
❏ １番の問題はお金の負担がきついことです。 ❏ インプラントが入っているから出来ない所。
❏ 治療に回数がかかりなかなかすすまない。 ❏ 痛みがないから。自分がルーズだから。
❏ 体調が良くないので。 ❏ 遠方に引っ越されてしまった。
❏ 信頼関係がない。 ❏ 日数がかかる。

❏
予約の時間に行けなかった時又、予約しないといけないのが
不便。

❏ 必要を感じない。

❏ 症状が出ないとわからない。 ❏ 痛くないから。
❏ 上下入歯ですがゆるんでくるので見てもらって居る。 ❏ 面倒くさい。
❏ きちんと対応してくれる歯科がよくわからないので。 ❏ 妊娠中のため。
❏ 父の死亡等で治療が中断した。近々再開予定。 ❏ 今の所、痛みなし。
❏ ぎ歯がなじまない。 ❏ 歯科医が下手で合わない。
❏ 週１回しか通院できない。 ❏ 合わない。
❏ 治療に時間・日数がかかりすぎる。 ❏ 一度ドタキャンをしてしまってそのままにしている。
❏ 痛みがないので。（通院がおっくう） ❏ 予約が面倒。
❏ 行くのがおっくう。不便に感じない。 ❏ 面倒（億劫）。
❏ 特に心配していないから。 ❏ かかりつけの歯科が無い。
❏ 待ち時間が長い。 ❏ 入れ歯を作ること。自分の歯になるまで時間がかかる。
❏ 特別費用で治療を受けても合わなくて残念。 ❏ 痛いの嫌い。
❏ 夜間やってない。 ❏ 歯科医院が多過ぎて選びにくい。
❏ そこの治療が大掛かりな治療になるため面倒。 ❏ 木曜休診が多い。
❏ 痛くないから。 ❏ 前歯をやり直すと穴が大きくなる気がして不安。
❏ 費用がない。 ❏ 治療対象が多すぎて手がつけられない。
❏ 今は別に困らない。 ❏ 義歯の調子が良くない。外しても特に不自由を感じないため。

❏
３本（１本は親知らず）抜歯のまま。（医師はそのままでよい
と）

❏ 治療期間が長くなる。

❏ 現在口を大きく開けられないため治療が困難。 ❏ 自分の歯が少なく、入れ歯にする為。
❏ 入れ歯になるのがいや。 ❏ 治療に時間がかかる。忙しいので行くのが大変。
❏ 入院中。 ❏ とりあえず痛くない。
❏ 放置していて困らない。 ❏ 面倒。
❏ 治療時間が長い。 ❏ ブリッジの入れ歯がすぐ駄目になる。
❏ インフォームドコンセントが欠如している。 ❏ 保険の医療証明が嫌だ。
❏ ついつい。 ❏ 面倒くさい。
❏ 保険では良品の医療が受けられないから。 ❏ 他の歯を治療中。

❏ 面倒だから。 ❏
時間がかかり、何回も通院しないといけないので途中でやめ
てしまう。

❏ 予約がとれない。土曜日など。 ❏ 経過観察しながら予防しています。

Q8　治療しない理由　その他①
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❏ 個人開業が多く、スキルのバラつきが心配。 ❏ 痛みがほとんど無い為。

❏ 怖い。 ❏
土日の診療がないｏｒ混む。　・待ち時間が長い。　・治療完了
までの通院回数が多く、面倒になってしまう。

❏ 出産、育児のため。 ❏ 特に不自由がないから
❏ 見付かったばかり。 ❏ 歯石とってもらっている途中で中断
❏ 経過観察。 ❏ 歯科はキライ
❏ 痛い。 ❏ 行くのが面倒くさい
❏ 行くのが面倒。 ❏ めんどう
❏ 体調が悪い。 ❏ 治療内容について、不安が大きい
❏ （改3） ❏ 必要性ない
❏ 発作性心房細動が起こってから怖いので我慢している。 ❏ どの医院を信頼出来るか、見きわめられない。
❏ 続けて通うのが困難。 ❏ 仕事の都合が合わない

❏
良い病院が遠い。医院同士で施設、治療方法等の落差が大
きい。

❏ 治療が長くかかりそう。連続していけなくなる。

❏ 通院が困難。 ❏ もう手おくれ
❏ 仕事で帰りが遅くなる。 ❏ 転居
❏ 保険範囲ではない。 ❏ 良い歯医者さんがわからない
❏ 面倒。 ❏ 治らないから
❏ しばらく検診にも行っていないので行きづらい。 ❏ つい、後回しになってしまう
❏ 深刻な状況ではない。 ❏ キッカケがなかなか作れない
❏ 衛生面が心配。 ❏ 面倒くさい
❏ 歯科分野の知識が乏しいから分からない。 ❏ 通院がしにくい。
❏ なかなか昔のイメージで歯科には足が遠のきがち。 ❏ 仕事が少ない為費用が出せない
❏ 目の前での器械の動きが気になる。 ❏ あまり痛くない
❏ 痛くもないし日常生活に不自由ないから。 ❏ 面倒
❏ 面倒くさい。 ❏ 歯周病の自己ケア
❏ 定期検診が近いから。 ❏ 怠慢
❏ 予約がとれない。 ❏ なんとなく行く踏ん切りが…
❏ 病気があり受けられない。 ❏ 必要を感じない
❏ 歯医者嫌い。 ❏ 時間がかかりすぎる。一度にやってもらえない。

❏
長期間に渡って治療するため、なかなか行けなくなってしまう
から。

❏ 何度治しても、うまくやってもらえないのでがまんする

❏ ついつい痛くなるまで放っておいてしまう。 ❏ もう年だから
❏ 怖い。 ❏ 治療につかれます
❏ なかなか改善しないため。 ❏ 痛みの症状がないため様子をみている
❏ 近々治療の予定。 ❏ 通院しているが少しずつの治療なので暇がかかる
❏ 信頼できる医者が分からない。 ❏ 自分の歯にみれんがある
❏ 順次治療中の為。 ❏ 体力がない
❏ 何回か通わないといけないから、ちょっと面倒くさい。 ❏ 保険外になると高いので、そのままにしている
❏ 通院するのが億劫。 ❏ 特病の為

❏
治療がどう行われているのか見れない。健康な歯まで傷つけ
られている不安がある。

❏ 自分の足で行けない

❏ 症状無し。 ❏ 転居して、どこがいいか考え中
❏ これまでかかっていた医院が引っ越したから近くにない。 ❏ 特に痛みがないので
❏ 今の所、痛みなど無くあまり不自由していないから。 ❏ 痛くなったら行く。
❏ 回数を通院すると費用がかさむ。 ❏ 他の歯の治療を優先しているため
❏ 痛みがないのでついつい。 ❏ 軽いからしばらく様子見
❏ 歯がぐらついていて抜歯だと思うから。 ❏ 来院するまでがオックウ…
❏ 痛みが無いので放置。そのうちにとは思う。 ❏ 予約が面倒

❏ 緊急性がないので。 ❏
かみ合せが悪い（治療待）。これ以上どうしようもないと言わ
れた。

❏ 歯を抜かれる。 ❏ 治療中断
❏ 痛い治療が怖い。 ❏ なんとなく
❏ 現在入院中にて。 ❏ いい歯科がない
❏ 行くの面倒。少し高い。 ❏ 動けない

❏
高かった治療費のわりに、技術への不信。長い間通院し、入
れ歯（さし歯）を作ってもらったが、おさまりが悪い。

❏ 行ったが余り良い治療ではない事が多かった

❏ 不精をしている。 ❏ 痛くない
❏ 通院回数が多い。 ❏ 痛みがないから
❏ 治療して時間がかかりすぎる。 ❏ 治療日数がかかりすぎる
❏ 痛くないので。 ❏ 仕事をしながら通院しずらい
❏ 適切な治療がなかなか出来ない。 ❏ 良い歯医者がどこかわからない

❏
歯医者に行けば「入れ歯に」と言われそうなので。入れ歯はし
たくない。

❏ 階段で足が痛くて登れない。

❏ ろくな医者がない。 ❏ 不安

Q8　治療しない理由　その他②
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❏ もう遅い。咬合逆。 ❏ ガマンできる
❏ 痛みがあまりない ❏ 忘れていた時がある
❏ 痛みがない ❏ 痛くない

❏
掛りつけの先生が引退された為、次のステップに行けてな
い。

❏
何度も通院しなければいけないのが大変。時間がかかりす
ぎ。

❏ 悪くないところまで治療されそうで恐い ❏ 待ち時間が長い。予約の電話をするタイミングがつかめな
❏ 痛みがないから ❏ とりあえず日常生活で支障がない
❏ 体調不良 ❏ 新技術を応用してほしい＝保険適用除外との関係
❏ 医者に対する不信感 ❏ もうすぐ行こうと思っている
❏ （改3） ❏ 治療したばかりなのですが、何となく具合が悪くなっている。

❏
初に予約して行くのがめんどう。予約してから受診までに日

がかかりすぎる。
❏

本当に必要な治療だけを過不足なくする医師を探せていな
い。

❏ 足がダメ ❏ 治療法を考えています。
❏ 足が痛い ❏ まだ困っていないから

❏
前歯が少し虫歯ですが、治療をしてもすぐにつめものがとれ
てしまう。噛むのに不便がないので治療に行かない。

❏ 痛い

❏ 入歯が合わない ❏ すぐに治療する
❏ 色々の事情で時間がとれなかった ❏ 入歯
❏ 治療を受ける際、リスクが多い ❏ 気にする程度でない

❏
詰めた部分がとれやすくなってきているが、次とれた時に新し
く詰めましょうという話をされている。

❏ 治療時間が（期間）長い

❏ 治療してもすぐ駄目になる（サシバ） ❏ 面倒くさい
❏ 医師の技術力が全てなのにその点がとても不安である。 ❏ きらいな為。
❏ ブリッジにするより今のままが便利 ❏ 不安
❏ 予約制だからいきづらい ❏ １回の治療が短すぎる
❏ 病気のため ❏ 大した影響が無いと思うから
❏ 医師に必要ないと言われ ❏ 治療が長すぎる。
❏ お金がない ❏ 治療に時間がかかりすぎる！
❏ 通院している歯科医はいつもおこられるからいきにくくなった ❏ 痛みがないので、虫歯の有無がわからないから
❏ 必要のない治療までする（歯を削るから） ❏ 良い歯科医を検討中
❏ 近くに自分に合った歯医者がないから ❏ 医師が変わった為、思案中
❏ 気にいる歯医者が無い ❏ チョコチョコ回数多く、通院が面倒
❏ 痛みを感じないといかない ❏ なまけている
❏ 日曜診療が近所にない ❏ 船員
❏ お金がナイ ❏ 体の都合

❏
ついつい行きそびれる。半年に一度の定期検診をと思ってい
る。

❏
過去の治療に少し不備があるらしく、でも生活に大きな支障
はないので「様子をみましょう…」と言われているので。

❏ 他の病気治療で歯科治療が受診できない ❏ 体調が悪い
❏ こわいから ❏ 治療に時間がかかる。
❏ いい歯科がない ❏ 体調が悪い
❏ 治療中であるのですが、地方に行く事が多いので。 ❏ 他の治療が終わってから。
❏ めんどうで… ❏ 時間（日数）がかかりすぎ

❏
期間を掛けすぎだと思う。※歯に物を詰める際に、少しの費
用で、長期間掛け過ぎだと思います。

❏ 歯が動いているのでもっと動くまでまって抜きに行く予定。

❏ 今の歯で当分もつため ❏ 様子をみながら治療しましょうという事で
❏ 技術に差があると聞くと、どこへ行ったらいいのか迷う ❏ 70才になったら窓口負担が１割になるのを待った。
❏ 軽度 ❏ 現在痛くないので
❏ 医者がキライ。 ❏ 親知らずなので少し怖いと思って治療が出来ていません。

❏ 必要と思わない ❏
子供が小さくて主人の休みがとれずに歯科へ行きたいけれ
ど、面倒を見てくれる人がいなくて困っている。

❏ 時間が無い ❏ どの病院がいいのかがわからない。
❏ よい医者を探している ❏ 保険の利がないのでするには？と考えて…。

❏ 痛みが有る時に行く ❏
１ヶ所だけでも全体のパノラマ撮られたり、治療以外の事（ハ
ブラシ指導など）をされる。

❏ 本当に必要かどうかわからない ❏ 痛みがないのでつい手遅れ
❏ 痛い！差し歯が良いやつは高すぎる！ ❏ 入れ歯が高いので
❏ めんどう ❏ 子育ての中の時期、歯科になかなか行けない。
❏ 何度も行かなくてはならず面倒くさい ❏ 今治療している所が済んでから。
❏ 何回入れ歯を作っても合わない ❏ １回治療したのがとれてしまった。
❏ 痛くないから ❏ なかなか改善しない。良くならない。

❏
助手でなく、歯科衛生士にかかわってほしい。診察台が苦
手、衛生士のサポートがあれば受診できるのだが・・・

❏
インプラントによる総入歯を希望、技術や価格など安心できる
病院を探しています。

❏ 痛くないので ❏ 予約していても忘れてしまう。
❏ 医者が合わない ❏ 歯科へ行くのが忘却、緊張する
❏ 治療手段の選択。 ❏ 下手な人がやると後々困る。

Q8　治療しない理由　その他③
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Ⅴ．歯の治療に関しての希望や悩み

自由回答編
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❏ 和歌山県 男性 ６０代 歯科技工士に対する報酬をもっと仕事と苦労に値するものに！

❏ 北海道 男性 ３０代
保険外の治療が多く困る。健康の為や多少見栄えに事もあるかも知れないが、保健でカバーできる治療を増やして欲し
い。

❏ 北海道 女性 ６０代 インプラントに付いて知りたい。

❏ 茨城県 女性 ６０代

私は歯の治療は当地に移ってきた２８年前から同じ先生にお世話になっています。信頼している先生なので、時間の都合
がつけば出来るだけ医院に伺いたいのですが、私も仕事を持っていてなかなか行くことができません。現在では治療でき
る医院さんも時間帯は色々設定しているとは思いますが、主治医を変えたくはなく悩んでいるところです。茨城県つくば市
在住。

❏ 広島県 男性 ７０代
信頼できる医師に出会えるか否かで変わります。不都合なところがあれば率直に伝えることができるような関係ができれば
良いと思います。

❏ 愛知県 男性 ７０代
インプラントが高過ぎる。又３～４年で折れたとか何とか云われて再度しなおしても割引がないのは困る。保障期間を設定
して欲しい。インプラント後の手入れも保健がきかなく高過ぎる。

❏ 愛知県 女性 ８０代 口元は大切です。細かい治療を望みたい。

❏ 三重県 女性 ２０代 歯列矯正・差し歯を保険適用にして欲しい。

❏ （改3） 女性 ２０代 歯列矯正・差し歯を保険適用にして下さい。

❏ 三重県 女性 ２０代 歯列矯正・差し歯を保険適用にして下さい。

❏ 宮城県 女性 ３０代
現在、歯科医院で勤めていますが、 近金属アレルギーの患者さんが多くなってきて、金属をはずして、エステニア等に詰
めかえています。ただ今の保険では、自費で治療している状態です。そういう方は審美ではなく、治療になるので保険が使
えるようになれば助かると思います。

❏ 福岡県 女性 ７０代

４０年前に治療した箇所は今だに何も問題はないのに、新たに治療した箇所は１年もしない内に又治療をしなければならな
くなるのに疑問をもつ。私が信頼を失くしたのは、「スキマ」がないので「スキマ」をあけるように言われてからです。技術が
進歩しているのは分りますが、まるで時々の政権によって国民の生活が変えられるように歯の治療をするのも思うように安
心できないのは如何なものでしょうか。

❏ 岩手県 男性 ５０代 通院回数が少なくて済むと助かります。

❏ 岩手県 男性 ６０代
定期的な通院をしています。健康な歯を維持するためには、それが必要ではないかと思うようになっていますが、治療費、
窓口負担の軽減があればと望みます。

❏ 三重県 女性 ４０代 説明が、十分ではない。治療期間が長くかかりすぎる。（一回にかける時間が短い）予約していても待たされる。

❏ 愛知県 男性 ７０代
歯科医院が増えてありがたいのですが、信頼できる医院かどうか判断が出来ません。治療を始めたら途中で変えることは
できないし・・・

❏ 熊本県 男性 ６０代 保険適用の範囲を拡げるとともに、保険内と適用外の技術上、医療効果の差をなくすことが必要で強く要望する。

❏ 愛媛県 女性 ７０代 インプラント治療中なのですが、高いと思います。

❏ 愛知県 女性 ７０代 治療費が保険でも高額である。

❏ 鳥取県 女性 ６０代
今より悪くならないよう残っている歯を大切にして行きたい。ほとんどの先生は説明なしの治療ですが今の先生は良くわか
るように教えて下さるので大変嬉しいです。

❏ 福岡県 男性 ５０代
歯科技術がとても発展してきましたので、以前のように歯科治療が憂うつではなくなってきました。感謝しています。ただ、
治療費がもっと安くなることが希望です。アンケートをもとに誰でも安心して高度な治療が受けられる環境づくりの運動が
もっともっと進むよう、皆様のご奮闘に期待します。

❏ 大分県 女性 ４０代
歯科矯正をしたいのですが、費用が高くてできません。もう少し安くして欲しいです。差し歯が３本取れたので、仕方なく通
院を行なっています。１本の歯を治すのに、時間と費用が、かかるのでしんどいです。

❏ 大分県 女性 ３０代
大体の自費診療（インプラントetc.・・・）の金額を明確に院内掲示してほしい。インプラントを保険適用に出来る様、検討して
いただきたい。

❏ 千葉県 男性 ４０代
歯を削る時に、「痛くなったら教えて下さい」と言われるが、痛くなる前に（事前に）麻酔等をして欲しい。（笑気ガスを使って
恐怖心を除くものもあるが）保険の適用範囲を大幅に拡げてほしい。

❏ 高知県 女性 ５０代 治療に時間がかかりすぎる場合が多い。治療方針に関して相談をして欲しい。（費用だけでなく回数なども）

❏ 静岡県 女性 ５０代
歯の大切さをひしひしと感じていますが、受診となると、不安が色々あります。“治療が長期にわたるかもしれない”状態な
ので、費用や時間がとても心配です。もっと日常生活の中で、歯を大切にするべきだったと反省していますが・・・。

❏ 静岡県 女性 ７０代
悩みは大事な奥歯を抜いてしまったこと。自分に知識がなかったため、いわれるままに。歯の治療は保険がきかないと言
われる自己負担は痛いです。

❏ 静岡県 女性 ４０代

歯周ポケットが１ヶ所深いと言われたが、その治療について、特に説明がなく、言われるままに、通院したあげく、その歯を
あきらめて、インプラントをする様言われた。インプラントは高額で、無理なため、他の方法を選択する旨伝えたら、歯科医
の態度が変わり、その後、その医院に行き辛くなり、治療を中断している。もう少しわかりやすい説明（恐怖心をあおるので
なく）をしてほしいのと、高額な治療に（もちろん受けられるならうけたいのは山々）ムリな場合の対応の改善をしてほしい。
仕事も休みや、残業の関係で、夜間やっている歯科医に行ったが、粗雑な治療で、かぶせた物がすぐ取れるなど、安心し
て治療をうけられる医院（地域の）の情報などがほしい。

❏ 岩手県 女性 ６０代 部分入れ歯が合わずに困っているが、歯医者さんの技能がたよりない。

❏ 大阪府 女性 ６０代 医者によっては、治療費や詳しい説明をしない人がいる。

❏ 大分県 女性 ５０代 インプラントの治療の費用を考え直していただきたい。（高過ぎでは。）

❏ 愛知県 女性 ６０代
部分的な入れ歯にしたのですが、かみあわせとか発音がスムーズでなくなり、はめている時がつらいです。先日インプラン
トを紹介する講習がありましたが費用面や失敗例で訴訟している記事も読み、もっと小さい頃から歯の大切さを自覚してい
れば！！

❏ 愛知県 女性 ８０代 ミニ入歯をさし歯で支えているので、さし歯が不安。

❏ 大分県 無回答７０代 出来ればインプラントも保険がきくようにしてほしい。高すぎます。

❏ 広島県 女性 ３０代
子育て中は、子供を連れて歯科受診する事はかなり困難です。子供の歯は必ず治すけれど、自分の歯はついつい負担金
も気になり後回しにしてしまいます。歯は大切とわかっているけれど限られた家計の中でやりくりする為には、歯科受診は
負担が大きすぎます。保険適応範囲を拡げてほしいです。

❏ 愛知県 男性 ４０代 保険の範囲を広げてほしい。

❏ 大阪府 女性 ３０代 保険の範囲が狭いから、費用たくさんかかる不安が、あるので行く勇気が出ない。

❏ 宮城県 男性 ７０代 歯間接着剤？セメント？治療はやめてほしい。すぐ駄目になります。

❏ 兵庫県 女性 ６０代
歯石をとったりすることは大切だとわかっていてもあのウィーンという音だけで・・・。気持ちの安らぐ方法での治療は・・・ぜ
いたくですかね。

❏ 愛媛県 男性 ５０代 保険診療を拡大し、窓口負担の軽減して、安心に受診できるようにして下さい。

歯科の治療に関しての希望、悩み（自由回答）1
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❏ 兵庫県 女性 ５０代
歯の手入れに気をつけているが、歯並びだけはどうしようもない。（悪い）子供の時、矯正をすればよかったと後悔してい
る。妹もそう言っている。（妹も悪い）現在、子供は３人とも矯正をした。小さいときから矯正で歯並びをよくするのは大事な
ことだと思うが、高額な費用がかかる。保険がきくようになるのは無理だろうが、せめてもう少し負担が軽くなればと思う。

❏ 徳島県 女性 ３０代 矯正治療等の料金、体系等がわかりづらい。

❏ 福岡県 女性 ６０代

現役で働いている時は歯科にかかる暇がないほど多忙を極めていました。（労組）それ以前にも治療にはかなり費用をか
けて（２８万円）治療はしていたのですが転勤で福岡へきたとたん（１年未満で）こわれてしまい、新しい歯科にかかったとこ
ろそれは使えないので（セラミック３連ブリッジ）新たに作りなおし７万円くらいかかりました。そして定年になり期待していた
インプラントを別の歯科で２本入れてもらいました。しかしインプラントの上の歯もブリッジで入れたのですが、かみ合わせで
きないほど元の歯の高さより低く（途中で何度も指摘したにもかかわらず）一番先にあたるのは前歯です。そのことも言いま
したが、「歯ぎしり」のせいだと「ナイトガード」を作らされ、失敗して２回作られましたが費用は患者負担です。インプラントを
つくってもらった歯科には通算４年通院しましたが支払った費用は７０万近くです。「森をみて、木をみない」診療患者の言
い分を一切聞かない歯科治療の合う合わないはあるのかもしれませんが、どこにも相談できない、インプラントに期待して
いただけにそのギャップは大きいです。たぶんこのアンケートの主旨に沿わない内容だと思いますが現実です。上の歯を
低くする理由は「インプラントに負荷がかからないように」と言われました。

❏ 徳島県 男性 ４０代 歯科矯正の保険適用の範囲を広げて欲しい。

❏ 福岡県 男性 ５０代 １回の治療内容を濃くし、治療期間の短縮をめざしてほしい。

❏ 広島県 女性 ６０代 ほかの方から聞きましたが、金額の高い方をすすめられ行きにくいとの事です。

❏ 三重県 男性 ８０代
歯科治療時に治療台に仰臥し、口を開けて治療の開始を待つ時間が、相当な不安感を齎すものである。治療が始まって
少しの疼痛はあるものの、開始前の不安に比べると問題はない。

❏ 三重県 女性 ３０代
歯科医院によっては、治療室に通された後、検査担当の診療補助の職員、歯科衛生士、歯科医etc・・・様々な職種と関わ
りますが、その都度歯の状態について同じ質問をされ、同じ事を説明しなければならず、たまに不信に感じます。（私が
行っている歯科医院がたまたま職種間の連携が取れていないだけかもしれませんが・・・）

❏ （改3） 女性 ５０代
インプラントは個人に対する適合性、有効性、耐用年数は現在どの程度わかっていますか。今後費用が安くなる可能性は
ありますか。

❏ 兵庫県 女性 ２０代
定期的に歯をみてもらって歯垢をとってもらっていましたが、費用面で毎月行くのは負担です。親知らずのことや過去に治
療した歯について相談したい気持ちはあるのですが・・・。

❏ 三重県 男性 ７０代
１回の治療時間が短く回数が多くなると再診療の増額になるが、医師一人の場合は仕方がないのでしょうか。歯科衛生士
の方が居られ関連の治療、処置をしていただくのでよろしいが、回数が多い傾向にありまず１回の時間を多くして回数を減
らしていただくとよろしいと思います。

❏ 広島県 女性 ４０代
どんな治療をしているのか、説明不足だとすごく不安で少しの痛みでも倍増するような気がする。治療中には、もう二度と
歯の治療はしたくないと思う。辛い思いをした人でなければ患者の気持ちは分らないと思う。少しの気配りや声かけで患者
の気持ちは和らぐと思う。

❏ 愛知県 男性 ７０代

歯医者は自分の儲けのため、ほんの少し治療して、次回へ次回へとくりのべます。一回の出費は４００円から８００円ほど
ですが、私は一割負担ですから、歯科医師は、４０００円、８０００円得ることになります。こうした（こま切れ治療）のため、何
度も何日も歯医者に行かなければならない、患者の不都合ははなはだしいものです。私は三軒の歯医者にかかりました
が、みな同じでした。こま切れ治療を止めさせてください。

❏ 愛知県 女性 ７０代
老いると歯ぐきが、どんどんほそまる？ようで、それにともない歯も全体にわるくなり治療が必要となります。従って高い水
準の治療を受けたいと思うのですが保険では不可能です。その様な治療のためにもぜひ保険で受けれるようにしていただ
きたい。

❏ 鳥取県 女性 ４０代 保険のきく治療を増やして欲しい。保険の窓口負担が高いので、患者負担金を安くして欲しい。

❏ 千葉県 男性 ３０代 「正しいハミガキのしかた」等のＤＶＤを無料配布してほしい。

❏ 千葉県 女性 ６０代 保険が使える治療範囲を広げて下さい。

❏ 千葉県 男性 ５０代 歯周病を完治する方法を見つけて欲しい。インプラントをもっと安くしてほしい。

❏ 千葉県 女性 ６０代
海外技工の問題などもあり、どこの歯科医院にいったら良いのか不安です。治療に時間がかかることや、ちょくちょく仕事を
休んでもいられないなど。物をおいしく食べたいので歯は一番大事だとわかっていても痛みがないのでおっくうになってい
ます。とにかく安心して治療を受けたいです。（お金の面、時間の面、海外技工の面など）

❏ 大分県 男性 ６０代 まともな虫歯の治療をした時の技術料が安すぎると思う。

❏ 鳥取県 男性 ８０代 後期高齢者の保険料を下げて下さい。

❏ 鳥取県 女性 ５０代 保険のきく範囲を広げてほしい。保険の窓口負担を安くしてほしい。

❏ 鳥取県 女性 ４０代 治療費を安くして、保険のきく範囲を広げて欲しい。

❏ 鳥取県 女性 ４０代
歯で顔の印象は変わり、歯が整っていると自身が持て表情も明るくなりますから、多くの人が審美的にも医学的にも質の高
い治療をできるだけ費用をかけないで受けられるようにしてください。

❏ 徳島県 男性 ４０代
インプラントは（歯を抜くことは）本当に良いのか疑問がありますが、素人は歯科医の言う通りにしないといけないと思いつ
つ歯科医に通院しております。

❏ 広島県 女性 ６０代

現在治療中です。ブリッジにしていた歯の根がぐらついてきたので抜歯し、新たに作り直すのですが、２年前に、より前歯に
近い歯なので保険のきかない白いので８万円かけてしてもらったのに、今回１部分だけに使用出来ない（強度の関係）の
で、８万×４本にするか保険範囲のシルバーでするかとっても迷っています。どうしてこんなに差が出るのか…、理解に苦
しみます。一律保険で出来ないのでしょうか。

❏ 愛媛県 男性 ７０代 義歯と公費負担、治療費についてなやんでいる。

❏ 三重県 女性 ４０代 先生の笑顔の対応を希望します。

❏ 三重県 男性 ５０代 麻酔技術の向上を望みます。

❏ 愛知県 男性 １０代 もう少し早く終る治療を受けたい。

❏ 岩手県 女性 ６０代 歯の健康が全身の健康にとっていかに大事であるかの啓蒙の機会がもっとあって良いと思う。

❏ 兵庫県 男性 ６０代
歯の治療は大切だと思っている人は多いと思うが、しかしながら治療費の事を考えると、高額で現実には治療が出来ない
事実。

❏ 鳥取県 女性 ６０代
殆んど予約制なので忙しさにかまけています。子供の歯の治療が経済状態と直結している、と話し合いました。子供の歯
の治療も医療費のように無料にさせる運動をしなければ…、と話し合っています。

❏ 徳島県 男性 ８０代 保険のきく範囲をもっと広げてほしい。

❏ 鳥取県 女性 ５０代 インプラント治療の代金が（ちょっと）高いです。もう少し良心的な価格になることを願っております。

❏ 宮城県 女性 ３０代 冠をかぶせた後、その後２年間は取りかえられないと言われた。合わなくなってきていて、虫歯にならないか心配。

❏ 宮城県 男性 ２０代 １０月から金属が高くなったときいたが、国で何とかしてほしいです。

❏ 宮城県 女性 ２０代 医者に比べるともらう紙が多いが、会計の時に時間がかかる。

❏ 宮城県 女性 ４０代 歯周病の治療をしないと冠をかぶせられないと歯医者さんに言われた。急いで治療してほしいのに困る。
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❏ 広島県 男性 ７０代 入れ歯等の治療費はもっと安く出来る様にして頂きたいと思います。

❏ 愛媛県 男性 ３０代 何回も通院するのは大変です。

❏ 栃木県 女性 ６０代 インプラント治療を希望してますが、費用の面で心配です。インプラントの情報もまだまだ少ないです。

❏ 三重県 女性 ６０代 治療の回数が長い。

❏ 三重県 男性 ７０代 治療の説明が殆んどない。いつまでかかるかわからない。

❏ 三重県 女性 ２０代 夜遅くまで治療してほしい。（週１でいいので）

❏ 三重県 女性 ３０代 ホワイトニングを保険適応にしてほしい。

❏ 三重県 男性 ７０代 インプラントを保険適用にして欲しい。ホワイトニングを保険適用にして欲しい。

❏ （改3） 女性 ７０代
私のかかりつけの歯科医院は良心的で保険で治療してくれます。２０００円位かかる時でも事前に次はそのくらいかかりま
すと言ってくれるので安心です。

❏ 愛媛県 男性 ６０代 インプラントにも保険適用できる様にしてほしい。

❏ 兵庫県 男性 ５０代
歯科治療に際して、個々のＤｒの技術的水準があまりに違いすぎる点と、費用がいくら自費でも格差が大きく不透明、その
ことが自費で歯科医は潤っているという国民的誤解を招き、歯科診療の保険点数など低くてもいいと世論は見てしまう。

❏ 奈良県 男性 ４０代 肉、白砂糖、白パンなどの摂取を控えるといった食事指導を行い、根本的な治療を行なうことを求む。

❏ 大阪府 女性 ６０代
今通院している病院の先生方と受付のスタッフの人と衛生士の人々、とっても親切で優しい人達ばかりです。いつも感謝し
ています。

❏ 茨城県 女性 ５０代
欠損になるインプラント治療が、保険適応の範囲になることはないのですか？（一番奥の場合、ブリッジできない）美容目的
でなくとも一般的治療でも、この時代に矯正、前歯でも保険適応となってもよいのでは？と思います。

❏ 岩手県 男性 ７０代 健康・長寿のため「定期検診」制度を創ってほしい。

❏ 岩手県 女性 ７０代 部分入歯で定期点検をしてますが、点検時期が長くて途中で痛みが出現することが時々あります。

❏ 福岡県 男性 ６０代
歯が悪くなってしまって本当に後悔しています。もっと早い時期に治療しておけばよかったと思っています。でも、治療が痛
くてなかなか足が向きませんでした。

❏ 徳島県 女性 ７０代

５０才～年を増すごとに歯の並びにまで全身の健康にまで関係すると聞き、（とり返しのつかない年月を過ごしたことを悔い
てます）テレビを見るのもいつも右寄りに見、寝るのも右下と片寄り、悪い事を平気でしていた様で今不自由してます。の
で、小学生から授業に組み込み知識を付けると共に、子供の時から３ヶ月に一度位は歯垢とり、歯の健康診断をして欲し
いです。

❏ 和歌山県 女性 ６０代
歯科の先生の言っていることがみんなバラバラ。何を信じたらいいのかわからないから、みんなで話し合って決めてほし
い。

❏ 福岡県 男性 ６０代
簡単な治療は何度も通わないようにしてほしい。インプラントについて、安全性をキチンと説明してほしい。値段が高過ぎ
る。

❏ 北海道 女性 ４０代
高い差し歯を入れても１年もしないで根の治療が必要になり、再度差し歯代がかかり多少の痛みだとがまんしてしまう。保
険のきく白い詰め物を増やしてほしい。

❏ 愛知県 男性 ７０代
長時間待たされること。抜歯後の処置が不明。歯ぐきのやせるのは歯磨きのせいといわれていたが（医師から）、 近テレ
ビで歯ぎしり、パソコン時の圧力などが原因とされているように知識不足。

❏ 大分県 男性 ６０代 すべての年令で負担１割に。（受診しやすくなるので）

❏ 兵庫県 女性 ７０代
歯周病の為、１ヶ月に１回遠方の歯科医院に通っています。３０分位かけて歯周ポイントの掃除等をしてもらっています。悪
くなるまで分らず、今までの医院（数件）の診断は何だったのかと不信感を持っています。予防に力を入れる様になったと聞
きますが、近くでは見つかりません。困っています。

❏ 和歌山県 女性 ５０代 インプラントも保険扱いにして頂きたいと思います。

❏ 大阪府 女性 ６０代 歯の定期検診も３割負担は高齢化になると負担になってきます。でもこれからが大切なことなのですが…。

❏ 栃木県 男性 ４０代 自由診療もいいと思いますが…。

❏ 大阪府 女性 １０代
母子家庭の医療免除が１８才で終わりました。大学生になっていろいろ費用が出費が多く、少し位の歯の痛みだったら歯
科医にいけないです。

❏ 大阪府 女性 ５０代 歯の治療の時の機械の音、これだけ医療が進んでいるのに、あの音をなくすことができないのか？

❏ 愛知県 女性 ７０代 保険のきかない治療を必要とし行なおうとする為歯科医を変える。すると又 初からの治療となる。

❏ 岩手県 女性 ６０代
孫が現在矯正治療を受けているが、矯正の場合、受けている歯科医の技術料として一時金（大金）、通う度ごとに？千円
の支払い。この技術料が果たして適当なのか、私達にはわかりません。歯が一番大事な事はわかります。誰でもいつでも
お金の心配なくかかれる様、保険適用、補助金制度があれば良いですね。是非ご検討を！

❏ 福岡県 女性 ７０代 ３ヶ月毎に定期検診を受けてます。

❏ 大阪府 女性 ６０代 保険のきかないのがあるので心配です。

❏ 愛知県 女性 ７０代 抜歯した歯の後に保険の効かない歯をすすめられ承知をするのだが、全額前金を請求されるのは納得いかない。

❏ 福岡県 男性 ３０代 インプラント治療の保険適用化！

❏ 福岡県 男性 ８０代 予約制で待ち時間がなく、満足している。

❏ 鳥取県 女性 ５０代 少々痛くてもなかなか受診できない。治療が時間がかかる。

❏ 福岡県 女性 ５０代 健診の中に組み入れてもらうと良いかも！！行政の定期健診や広（公）報にもっと歯に関する事があれば良いと思う。

❏ 千葉県 男性 ７０代 全て無料にしてほしいです。

❏ 熊本県 男性 ５０代
１ヶ所治すと次に横の歯、その横の歯とキリがない。（詰めのもがはずれて行って１～２ヶ月かかったので途中で止めた）医
者が治療中にセキをしたり、鼻水が出ている。こちらは大口を開けているのでマナーを守って欲しい。 新の遺伝子培養技
術の応用で自分の歯を再生させる技術を早く、安く実現させて！！

❏ 愛媛県 女性 ６０代 窓口の治療費は高い。

❏ 愛媛県 男性 ４０代 白い歯にしたいが、保険でできない。

❏ 熊本県 女性 ５０代
介護予防の講習で口腔ケアを学んだが、とても勉強になり、歯の大切さを知ることができた。しかし、一部だけだったのだと
思うので、国民にアピールする機会をたくさん作り、意識改革を断行すべきだと思います。

❏ 熊本県 女性 ５０代 治療費に病院間の格差があるのはどうしてなのでしょうか？

❏ 熊本県 女性 ３０代 道具が金属なのが苦手。歯にあたると気持ち悪い。

❏ 熊本県 男性 ４０代 以前、虫歯を放置して大変なことになったので、ここ５年ほどは定期的に（半年に１回）歯石の除去等を行なっています。

❏ 広島県 男性 ４０代 毎月高い保険料を支払っているのに、歯科は保険の効かない治療が多くあるのはおかしい。

❏ 大阪府 男性 ２０代 フリーターでお金がないから歯医者に行けない。

❏ 大阪府 女性 １０代 治療費が高くて通えない。少し良くなったらいけない。
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❏ 東京都 女性 ２０代
窓口の患者負担を下げて下さい。ただですら受診の時間を確保が困難で、その上窓口の３割負担は経済的にも大打撃で
す。

❏ 神奈川県 女性 ２０代
保険の効く範囲を広げて下さい。今は歯に病気がありませんが、もし治療が必要なことになったらと思うと不安です。窓口
でいくら負担するのかどきどきしながらの治療なんて苦痛です。

❏ 鳥取県 女性 ６０代
歯の治療に行く時はお金がたくさんいると心配しながら行きます。現在は歯磨き指導などもきちんとしているからいいと思
います。もっと予防にお金を使って歯が守れるように（子供たちは特に）して欲しいです。

❏ 兵庫県 男性 ６０代
診療報酬と深い関係があると思います。歯石除去の程度と回数（治療）、治療時間の明確化をして合理的な整合性あるマ
ニュアル化は協会として作成できませんか？

❏ 徳島県 女性 ４０代 通院回数を減らして欲しい。

❏ 徳島県 男性 ２０代 歯は命です。

❏ 愛知県 女性 ７０代 歯の治療費、一割負担でもとても高い感じがします。

❏ 岐阜県 女性 ４０代 歯並びが悪いのでみがき残しがあると言われることがあります。４０後半でもあり直す必要があるものかと思っています。

❏ （改3） 男性 ６０代
私は昨年、歯の治療を５ヶ月ほど通院しました。ほぼ完了したかと思っていましたが、また虫歯で気になる所が出て来まし
た。が、年金生活者です。治療費がとても気になります。もっと安くならないものかと気になります。

❏ 熊本県 男性 ３０代
歯の治療技術については日々進歩していることと思います。歯を削らないで治療できる技術が早く確立され、普及していく
ことを希望します。（初期虫歯を薬剤のみで治す技術）また、医師間の技術力差が小さくなることを希望します。

❏ 千葉県 男性 ４０代 銀歯を白い歯（詰める物）に変える時に保険が効くようにしていただきたい。

❏ 千葉県 男性 ４０代 治療の進みがもっと早くなってほしい！

❏ 千葉県 女性 ３０代 治療費が高額なためローンを組んで払った。

❏ 千葉県 男性 ４０代 矯正治療ですが、「予防」の観点から保険治療扱いにしてほしい。

❏ 鳥取県 女性 ７０代
歯科はすでに混合医療状態です。私は保健医療を選択しています。しかし、今日の歯科医療の 高の治療を誰もが受け
られるようにすることは国の責任です。先生は「正直に云って、保険では経営は成り立ちません」と云われるのは本当にわ
かります。歯は健康の元、医療費削減のためにも保険で良い治療できるように。

❏ 鳥取県 女性 ７０代
保険では歯科医師は赤字、こんなひどい状況を変えてほしい。診療報酬をいい治療をできるように引き上げるべき。インプ
ラントに保険適用をすべき。私は医師ではありません。患者。

❏ 愛媛県 男性 ５０代
歯科の先生は貧しいので医学部希望者が減っています。指導を少なくしてお金が入るようにして、日本歯を守ってくださ
い。

❏ 千葉県 女性 ７０代
義歯もないので高い治療費を負担した事がないので、それほど高いと感じた事がないのだと思います。矯正とかマウス
ピースとか必要な人は経済的に大変だと思います。保険で殆んどの治療等が出来れば気軽に医院に行けるのではと考え
ます。

❏ 愛媛県 女性 ４０代 ディスポコップや手袋など、使い回ししないよう徹底して欲しい。

❏ 福岡県 女性 ６０代
治療費がいくらかかるか心配です。薬手帳がある様に歯科手帳があったら良いと思います。民医連の歯科で「次の歯科検
診をお知らせします」と云われたのは良かったです。

❏ 大阪府 男性 ６０代 インプラントに関心があります。安全性はいかがと。（費用も）

❏ 三重県 男性 ７０代 保険適用の拡大。

❏ 鳥取県 女性 ７０代
毎食後のブラシ、歯間ブラシの徹底、その使用方法などのＰＲ、義歯を防ぐ為の日常の心がけなど、高齢化社会に向けて
努力していただけたらと思います。

❏ 埼玉県 男性 ２０代 費用面から治療は後回しになりがち、痛みが耐えられなくなるまでは行かない。

❏ 群馬県 男性 無回答夜遅くまでやっているところが少ない。（予約がじゃまくさい）

❏ 栃木県 男性 ３０代 予約が希望の時間が取りにくいので通いにくい。

❏ 三重県 男性 ２０代 待ち時間が長い。１ヶ所の治療に何回も通院するのが面倒。

❏ 大阪府 男性 ３０代 奥歯を抜かないといけないので、インプラントに興味があります。

❏ 鳥取県 男性 ３０代 治療期間が長い。

❏ 東京都 男性 ６０代 歯科のことを広く国民に知らせることはとてもいいことだ。国民の健康に役立つ、ひいては国の医療費も少なくなる。

❏ 埼玉県 女性 ５０代
今通院していますが、どんな治療をするのか説明なく不安です。痛いのが苦手と話すとやたらと麻酔をうちますが大丈夫で
しょうか。

❏ 埼玉県 男性 ３０代 内科の診療所を定期的に受診しているので、とても歯科でお金を払う経済的余裕はありません。

❏ 東京都 男性 ５０代 若い時からもっと歯の大切さを知っていればと思います。

❏ 埼玉県 女性 ３０代 予約診療なので面倒くさい。行けるときに行きたい。（医科みたいに）

❏ 東京都 女性 ５０代 日曜診療を増やしてほしい。

❏ 東京都 女性 ５０代 やはり料金がややもしますと高額なこと。（インプラントでずい分と出費したばかりなので）

❏ 東京都 女性 ３０代
１回行かなくなると、検査などにも全然行かないので、自分の歯がどんな状態なのかちょっと心配です。区や職場でも、無
料の検査とかがあるといいなと思います。

❏ 東京都 女性 ５０代
これから歯ぐき含め、年とともにどんどん弱くなっていくので、予防歯科に関心あるものの、ほかにも病院通いしているので
時間がない。

❏ 長野県 男性 ６０代 全般にレベルが低く、特に目先の新しい小手先に捕われ医の心の教育が不足している。

❏ 鹿児島県 女性 ５０代
自分にあった歯科医院をどんなにしてさがせばいいのかわかりません。今行っている歯科はあらくて、歯ぐちの骨がすこし
ずつさけたじょうたいでこわいです。つきささっていたいけど行くきになりません。どうしたらいいでしょうか。

❏ 東京都 女性 ６０代 １年に１回、歯の健康治療をしています。８０才で２０本自分の歯を！目標に毎日歯間ブラシを続けています。

❏ 神奈川県 男性 ６０代 保険で全ての治療できるように望む。

❏ 京都府 男性 ８０代
私は医師ですが「歯科」については、一般の市民と何ら変るところがありません。歯科医学を医学とごっちゃにしては困りま
す。保険医と保険歯科医とは別の職業です。

❏ 大阪府 男性 ４０代 非常通院に時間がかかる。上と下と同時の治療も場合によって検討下さい。

❏ 大阪府 女性 ４０代 治療に時間がかかるのはわかるが、ほとんどの歯科が予約制なので仕事をしている人は継続しての通院はむずかしい。

❏ 大阪府 男性 ７０代 非保険治療費は高額である。保険適用範囲を拡げると共に、治療費の引下げ療治の検討を願いたく。

❏ 大阪府 女性 ６０代 治療しても歯がうまく合わない。予約が取りにくい。

❏ 大阪府 女性 ７０代 ブリッジをする時に正常な歯をあまり削ってほしくない。

❏ 大阪府 女性 ８０代 保険の効く範囲を広げて欲しい。

❏ 大阪府 女性 ４０代 予約していてもずいぶん待たないといけない！

❏ 大阪府 女性 ５０代 歯石を取ってもらうために数回通院し、一度に３～４千円も費用がかかった。これは少し高いと感じた。
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❏ 大阪府 女性 ６０代 インプラントの保険適用？

❏ 東京都 男性 ４０代 セラミックを安くして欲しい。

❏ 東京都 男性 ４０代 評判の良い歯科は予約が大変取りにくく、足が遠のきがちです。

❏ 神奈川県 女性 ４０代
それぞれの歯科医院によって治療方法がまちまちであったり、無駄な治療や検査を進めたり、費用が（毎月歯のレントゲン
をとられたりで）高価で驚くことがあります。もっと説明をして頂き、インプラントなど高価な治療を望む方と一般的な治療を
する科で分けてほしいと思います。

❏ 三重県 女性 ４０代
側弯症なので咬み合わせの大切さを実感していますが、今さら高額で治療出来ないです。子供には矯正をさせてます。（２
級こうごう）費用負担が大変です。

❏ 岐阜県 女性 ３０代 矯正治療も保険の対象にしてほしい。

❏ 愛知県 女性 ７０代 現在は歯が痛くなれば通院可能、歩行困難になった時のことが心配です。他の病気の場合も同様です。

❏ 愛知県 女性 ３０代
歯のホワイトニングへしばらく通院しましたがあまり効果が出ず、やめてしまうとすぐ戻ってしまいました。自費だったので費
用的にも苦しいなぁと。トホホ…。

❏ （改3） 女性 ６０代 一回の治療時間が短いため、何回も通わなくてはならない。そのため足が遠のきます。

❏ 愛知県 女性 ２０代 界面活性剤の入っている歯磨き粉と入っていないもので、それぞれ良い点、悪い点が知りたいです。

❏ 愛知県 男性 ７０代
入れ歯などのお世話になった時のことが不安です。現在は３ヶ月に一度検診、歯の掃除をしてもらっているだけで済んでい
ますが…。

❏ 愛知県 女性 ４０代 矯正代がとても高い。保険対象にしてもいいと思う。（ 近多いですし…）

❏ 愛知県 女性 ６０代
高齢になっても自分の歯で食べることが大切。そのためには、市民健診で定期的に検診、歯石除去などが安心して受診で
きるようにする必要があると思う。

❏ 愛知県 女性 ６０代 治療の時間の予約が出来ない場合と、又少し入歯の負担額の重さに不安を感じている。

❏ 愛知県 男性 ５０代
地域社会まで、目線を下げる。まだまだ歯科医院は病院（医師）の目線に固執している。上から目線。地域社会からも別格
と思われている。地域住民の集まりなどに参加や、自治会、保健所などとも連携して街の歯医者さん（交番のように）なって
いって欲しい。

❏ 愛知県 女性 ５０代
治療高齢者は、なかなか行けないのでそのまま放置。在宅あるいは施設、デイサービスなどに出むいて行なう機会があれ
ばうれしいです。

❏ 愛知県 女性 ５０代 なかなか予約通りに日程がとれない。

❏ 愛知県 女性 ４０代 仕事をしていて平日予約がとれなく、土曜日、日曜日診療があると通いやすいと思う。（一日）

❏ 愛知県 女性 ５０代
十分な話し合いや説明のないまま治療が進んでいってしまう。専門的な知識のない患者であるが納得のいく説明がほし
い。とくに抜歯については生きることにかかわる大切なことなので。

❏ 愛知県 女性 ５０代
歯の定期検診は必要ですが、毎回歯のみがき方指導があり、その為に使われる歯ブラシ代など余分な料金がかかってい
る。治療も短い時間で出来るのに、台にのってから待たされたり、他の人の治療に途中で行ったりで１時間くらいかかること
が多い。少しずつ治療し、何日も通うことが多く治療費も高い。１回２～３０００円。

❏ 愛知県 女性 ３０代 仕事をしていると、

❏ 愛知県 女性 ６０代 退職金をつぎこんでインプラント治療をしましたが、かなりの高額でした。もっと安くできるとありがたいと思いました。

❏ 愛知県 女性 ６０代
歯周病がくり返されるのは糖尿病にもよると聞きましたが、菌が血管の中に入ってしまっているのか調べるにはどうしたら、
何科へ行けばいいのですか。ＬＤＬが異常値です。

❏ 愛知県 女性 ５０代 歯周病だと思う歯をみがくと血が出る。

❏ 愛知県 男性 ６０代 歯の治療をしている中、頭痛を訴えると歯を削られてしまう不安あり。

❏ 愛知県 女性 ６０代
長く治療していただいた方の死から新しい先生が見つからず悩んでいます。自分にとって合性のいい主治医の先生を探し
ています。

❏ 愛知県 女性 ６０代
１９９４年にプラチナカンと１８Ｋつめものをしたがしみる様になってきているが金額を考えるとなかなか歯科にかかれない！
保険治療も考えています。年金月１２万の私はなかなか行けないです。元気な歯が希望なのにお金がないので行けない。

❏ 愛知県 女性 ５０代 障害者治療がおくれている。治療する側が障害の理解されて居ない場合が多すぎる。

❏ 愛知県 男性 ５０代
右下の奥歯がなくて、入れ歯ではなくてインプラントという治療でと思うのですが、大丈夫なのかも心配だし費用も心配で
す。保険はきかないしなんとか保険できくようにしてほしいです。

❏ 愛知県 男性 ６０代 先生と話し合える時間をもう少しとれるようにしてほしい。

❏ 愛知県 女性 ６０代
大企業に相当分の法人税を上げ、国の収入を上げ、政党助成金や米国の思いやり予算をなくして、社会保障に廻してくだ
さい。後期高齢者医療を廃止！改悪反対。

❏ 愛知県 女性 ２０代 新しい治療法を情報としてどんどん発信して頂きたいです。

❏ 愛知県 男性 ６０代
上の歯がボロボロで、下は差し歯が３本、もう柔らかいものしか食せない。ちゃんと治療した場合（入れ歯は嫌なんだけ
ど・・・）どの程度費用負担か心配！！

❏ 愛知県 女性 ７０代
後期高齢者医療制度で医療費３割負担です。４０万円もかけた義歯の具合が加齢に伴っていつ不具合になるかと冷や冷
やしています。

❏ 愛知県 男性 ６０代 歯の治療は期間が長くかかるので途中で嫌になる。

❏ 愛知県 女性 ７０代 ７０歳以上は歯の治療は無料にして欲しい。

❏ 愛知県 女性 ７０代
歯の質が悪く次第に自分の歯がなくなり、義歯になっています。総入れ歯は間近な事と思いますが安心してかかれる医療
であってほしいです。

❏ 愛知県 男性 ７０代 今は１割負担ですんでいますが、来年４月以降上がったら負担が大きく不安。

❏ 愛知県 女性 ６０代
今通院中です。かみ合わせが悪いと言われ歯型をとられ仮歯ばかり作っていて、実費です。３年目左の５本の仮歯がすぐ
とれて今ノイローゼ気味です。安心してかかれる歯の医者はないのでしょうか？

❏ 愛知県 女性 ７０代
入れ歯を使っているのですがなかなか合わなくほっぺたから首にかけて、いつも痛みがあります。食事以外は外して７ヶ月
になります。

❏ 愛知県 男性 ７０代 歯科医のレベルがバラバラの様に思う。医師によって当たり外れが無いように出来ないか？（研修制度など）。

❏ 千葉県 女性 ６０代 自費の基準価値を下げて欲しい。出来れば保険で出来る様にして下さい。

❏ 千葉県 女性 ３０代 保険適用外の被せ物が高いです。

❏ 千葉県 女性 ５０代 インプラントしたいが高い。

❏ 千葉県 男性 ３０代 保険の範囲を広げて下さい。高いです。

❏ 千葉県 男性 ５０代 小臼歯には白い歯は被せられないのか？

❏ 千葉県 女性 ５０代 材料の説明を丁寧にして欲しい。

❏ 宮城県 女性 ６０代
自分が通院している歯科医院は予約時間通り治療してもらっています。どの病院でも待ち時間の長いのにはうんざり・・・そ
の点、本当に助かっています。治療には不満なし。
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❏ 千葉県 女性 ７０代
歯の場合、若い時から維持管理について指導してほしい。現在８０，２０ということで３ヶ月に１回掃除とレーザーをかけても
らっているが、これは大変有難い。先生の方から言って頂き知ったので、もっと早くからやるともっと良いと思います。

❏ 千葉県 男性 ６０代 時間がかかりすぎる。

❏ 千葉県 女性 ５０代
歯の治療に行ったら「保険では長持ちする治療はできませんよ」と言われ、結局全部自費での治療をローンを組んでやりま
した。保険で安心できる治療を増やして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ６０代 材料の説明をして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ５０代
歯が４本無くなっちゃってあまり苦に致しませんが昔の知り合いの内に歯の無い人（方）が居なかったので宜しくお願い致し
ます。

❏ 千葉県 女性 ４０代 何回にも分けて治療されると、もっといっぺんに出来ないのかと思います。でも、先生にはなかなか聞けません。

❏ 千葉県 女性 ５０代
・保険で良い入れ歯を！！　・特定保健指導、健診など歯科領域にも拡大して欲しいです。　・歯科衛生（公衆衛生）もっと
備えて欲しい。

❏ 千葉県 女性 ５０代 １回の治療時間が短いので何度も足を運ぶことになる。疲れない程度で治療時間を増やす様、工夫して欲しい。

❏ （改3） 女性 ６０代
幸いに今のところ歯医者での治療は何年かに一度ですが、保険での治療か自費なのか、ほとんど説明がなく、ちょっと診
てもらおうと行ったのに何千円も払うことになってびっくりすることがある。

❏ 千葉県 女性 ６０代
若い頃、差し歯だらけにして、今歯を失っています。歯医者に自己負担１００万～２００万のノルマがあると聞いたのは随分
後のこと。「保険を基本に」という世論を「歯」にも当てはめる運動が必要です。今は民医連で保険で丁寧な治療を受けてい
ます。

❏ 千葉県 女性 ８０代
気が小さいので抜けてしまったとか痛んだ時しか行かない。昔から怖い、痛いという気持ちを引きずっている。優しい対応
を希望しています。歯には多少お金をかけても良いと思っている。

❏ 千葉県 女性 ６０代
１回治療に行くと長く日数がかかるので仕事をしていたりすると億劫になってしまう。だからといって１回の時間が長いのも
嫌ですね。やっぱり歯医者は苦手かな！ゴメンナサイ。

❏ 千葉県 男性 ２０代 痛くしないで・・・。

❏ 岩手県 男性 ５０代 ・歯科医院が多く、どこが良いか分からない。　・治療時間がかかる。

❏ 愛知県 男性 ６０代
インプラントを２本入れました。費用が高額なので次のインプラント入れ歯を迷っています。２本入れたインプラントの状態
はまずまずです。もう少し安いと良いのですが。

❏ 愛知県 女性 ７０代
７０代後半で、自分の歯は２本しかない。もっとあれば美味しく食べられると思うが、若い頃は歯周病はさっさと抜かれるよう
な治療法だった。若い人に歯の大切さを十分に教育して欲しい。私の今は月１回検診で丁寧に診てもらって不満は無い。

❏ 愛知県 女性 ７０代 保険で作る入れ歯と自己負担の入れ歯とで大きな違いがある。保険で使い易い入れ歯が作れるようになることを望む。

❏ 奈良県 男性 ７０代
通院で一番嫌に思うのは歯科医院です。治療中いつ痛いのがくるかびくびく・・・痛みの不安を取り除く治療はできないので
しょうか・・・そのような医院はよく流行るでしょうね・・・「患者」。

❏ 愛知県 女性 ５０代
私は以前、歯の治療で抜歯してブリッジがけをしています。虫歯で前の医者は抜かずに治療をして頂きましたが、今の医
者は抜いた方がいいということで従ってしまいました。本当に良かったのか？今になって考えています。

❏ 奈良県 女性 ８０代
私は現在８７歳。４，５年前連結してあった歯を６本程抜いて今では全部入れ歯です。歯は大変丈夫でしたが７０歳位から
歯茎の病気で入れ歯になりました。

❏ 愛知県 無回答７０代
歯は健康の入口。とても大切だと思うが医院が多すぎ、又、信用出来るのかどうかも判らず「歯医者→いい加減→金儲け」
のイメージが強く行くのをためらってしまうのが実情です。歯医者は自律を！

❏ 宮城県 女性 ４０代
歯科にかかる費用が年々高くなっている（１本に対する）。不景気で働く所がない人やフリーター、子供は痛くても我慢する
しかないのかも？もう少し安くして時間も早く完治さえすれば行くはず！

❏ 三重県 女性 ３０代
木曜日に休診の医院がほとんどであり、木曜日しか行けない者にとっては非常に困ります。診療体制の検討を是非ともお
願いしたいです。

❏ 三重県 男性 ４０代 一度にたくさんの歯を治療して欲しい。

❏ 岡山県 女性 ７０代 近くに歯周病専門医が無いので通院が遠いこと（歯科医は多いのですが）。

❏ 奈良県 女性 ８０代 今は国の経済が乏しいから若い人の為にこれ以上無理は言えないと思います。

❏ 大阪府 女性 ２０代 ・３割負担でも歯科治療に行くと高いので渋ってしまいます。　・もっと安くかかりつけの医師を作りたいです。

❏ 三重県 女性 ７０代
よく行く歯科医は治療費の領収書をもらったことがありません。医院では明細書までもらえるのですが、出す義務はないの
でしょうか。家計簿をつける時によく忘れて困る事があります。歯科医でも是非レシートでも頂けないのでしょうか。

❏ 奈良県 男性 ７０代
私は愛知県岡崎市の田舎で育ち、当時は歯に全く無関心の家庭で、全く治療しませんでした。今は総入れ歯で後悔してい
ます。初期の段階での治療の大切さを痛感しています。

❏ 奈良県 男性 ７０代 入れ歯のため会話しにくい。会議に出られない。

❏ 奈良県 男性 ８０代 適切な治療をして頂き感謝しています。近所の歯の先生です。

❏ 奈良県 男性 ６０代
歯医者の治療は長期を要するので困る。内容にもよると思うが１回の治療を出来るだけ長くして期間を短く願えればと思
う。

❏ 奈良県 女性 ７０代
・１本の歯の治療に１５回以上通院後にようやっとという事が 近というより今年から多くなっている。　・４，５回の通院で完
治しますからと言って、それから１０回以上通院ようやっとという事が多い。その通院時１０分５分位の時、これをもう少し何
とかして通院数を少なくして下さい。

❏ 奈良県 女性 ８０代 何の治療にしても少し高いと思う。

❏ 北海道 女性 ２０代
仕方ないことだとは思うが、予約しても待ち時間が長い。幼い子供がいたり、仕事をしていたりすると都合がつかないので
困る。

❏ 北海道 男性 ８０代 入れ歯の不具合有るのに２年間作る事出来ないと言われた。札幌市の病院で。

❏ 千葉県 女性 ５０代
貧困は口の中からと言われていますが、受診時の待ち時間や所要時間がかかることと、窓口負担が高いことがあり、なか
なか受診できない人が多いと思います。せめて窓口負担を無くして欲しいです。

❏ 千葉県 女性 ６０代
治療費が高い。治療に時間がかかる。６０代を過ぎると次々と悪い所が出てきて、なかなか終わらない。いつも窓口で数千
円支払わねばならないのが痛い。

❏ 岡山県 女性 ６０代 予約日がとれにくい。何週間も先になる。

❏ 大阪府 女性 ６０代
個人医院では、次の受診が１週間後となり、治療が長引く結果になります。治療は上手なので他に行くつもりは無いのです
が。

❏ 奈良県 男性 ７０代
歯の磨き方について医師により違うのはおかしい。磨き方の統一は出来ないのでしょうか。８０歳過ぎても自分の歯（入れ
歯なし）で生活出来る人生を目指すように連合会として啓蒙活動を強く要望す。

❏ 奈良県 男性 ８０代
部分入れ歯を使用していますが、なかなか噛み合わせがうまくいきません。外に出る時以外は外しています。食事の時も
外しています。

❏ 奈良県 男性 ７０代 インプラントを保険対象にされたい。

❏ 奈良県 男性 ７０代 金さんは歯がなくても１００歳以上頑張っていたが、食べれるものですね。

❏ 奈良県 男性 ７０代 予約しても担当医がよく替わり、その都度治療の仕方が違う。

❏ 奈良県 男性 ７０代
今の制度は有難い事ながら、私の場合色々な事情があって、団体等々の事などで治療して頂く時間作りに苦労しておりま
す。時間が欲しいです。

歯科の治療に関しての希望、悩み（自由回答）6
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❏ 奈良県 男性 ７０代 山村で歯科医がおりませんので１時間かけて吉野町まで治療に通っています。

❏ 奈良県 男性 ８０代 歯の治療でインプラントが有りますが、もう少し安いと良いのにと思います。

❏ 和歌山県 女性 ４０代
アマルガムの健康被害の実態や、それに替わる今の治療法や費用の負担など。入れ歯や矯正の費用などが詳しく知りた
い。

❏ 奈良県 男性 ７０代 上下入れ歯の為、歯茎にすれて痛い時がある。やはり硬い物は食べにくい。

❏ 奈良県 男性 ７０代
歯の治療の期日（虫歯治療）で長時間続けなければならず現在は全面義歯で色んな面で困っています。大切にしなければ
と無くなってから思っています（義歯技術の向上）。

❏ 岩手県 男性 ６０代
金属アレルギーのためセラミック材使用の治療になったが、３本ブリッジの保険適用外のため、２４万円（＠８万×３）＋税
の自費治療になった。やむを得ない事情による代替素材の場合、保険適用を認めてもらいたい。ちなみに 初の治療（ブ
リッジ）が２年ももたず、再治療になり５０万円超になった。

❏ 愛知県 女性 ７０代 医院によって治療費の違いが有るように思う点がある。治療についての説明が不足がある様に思う。

❏ 愛知県 女性 ６０代
（部分）入れ歯を作りましたが噛み合わせや発音時に違和感があり、外している方が楽に思います。インプラントをすすめら
れますが、費用が高いし問題（事故）もあり、悩んでいます。

❏ （改3） 女性 ５０代
予約がなかなか取れない。月１回の予約が精一杯である。予防処置を含めて歯科口腔衛生全般に時間をかけたいと思っ
ている。

❏ 愛知県 女性 ５０代
息子が口の開閉で痛みがあり、これは口腔外科の扱いと聞きました。でも近くに口腔外科が少なく、２～３ヶ月待ちとの事
です。口腔外科がもっと沢山あると嬉しいです（歯科とは違った要望ですみません）。

❏ 愛知県 女性 ７０代 歯磨き指導して下さる時、座位で歯ブラシを使って指導して欲しい（椅子に寝たままでは感覚がわからない）。

❏ 愛知県 女性 ６０代
以前お世話になった歯医者さんは、歯磨きの上手なやり方を尋ねても指導して下さらなかったのですが、現在かかってい
る所はしっかりと歯磨き指導をして下さって、患者の身になった親切な診療をしてもらえるので、本当に良い歯医者さんに
巡り会ったと喜んでいます。どの歯医者さんもこういう方であるといいとつくづく思っています。

❏ 千葉県 女性 ２０代 治療費が高いので、もう少し保険をきかせて下さい。

❏ 千葉県 女性 ５０代 前歯も保険をきかせてほしい。

❏ 千葉県 女性 ５０代 娘の歯の治療に１本３５万円かかりました。とても高額で負担が大変でした（保険ではできないと言われました）。

❏ 千葉県 女性 ６０代 インプラント治療をしましたが、高額なので驚き、もっと安くならないか。

❏ 千葉県 女性 ６０代
治療に長い時間がかかることと、保険がきかないと高額負担になり、ついつい治療をしないで過ごしてしまっているので、
何とかならないかと・・・。

❏ 愛知県 女性 ７０代
なかなか歯の痛みは医師にうまく伝えられなく、入れ歯を作るにもどういう時に入れ歯にした方がいいのか不安を感じてい
ます。毎月１回医師に診ていただくことが私にとってはとても安心感をもらっています。

❏ 大阪府 女性 ７０代 今、３ヶ月で１回治療しています。必要なんでしょうか。

❏ 千葉県 女性 ５０代 定期的に診てもらう事が出来れば、治療が早い段階で出来るが、それがなかなか悪くなってから病院に行く事になる。

❏ 奈良県 女性 ７０代
昔から行きつけの歯科医療を行って下さる先生にお願いしていますが・・・現代の設備や技術等にも関心を持ちます。これ
で良いのでしょうか？

❏ 大阪府 女性 ４０代
今は良い歯科医に定期的にｃｈｅｃｋしてもらっていますが、かつてすごく高額だったり、保険外のものをすすめられたり、治
療が下手だったり（“予防に力を入れている”と宣伝してました）とレベルがバラバラで困りました。

❏ 大阪府 女性 ７０代 個人医院もバリアフリーになるよう行政の補助制度を作って欲しい。

❏ 広島県 女性 ６０代
３０年程前はこの地に歯医者さんが少なかったが、今自分で選んで決める事が出来ます。だが、やはり高額にて気後れ致
します。誰もが年取ればお世話になる病院で、出来るなら治療費はもう少し安ければ通いやすいと・・・。

❏ 愛知県 女性 ５０代
悪い歯を全部抜かれてしまったが、インプラントも事件があり不安です。費用の不透明なこともあり、踏み切れません。是
非、保険でインプラント治療が受けられるように望みます。

❏ 千葉県 女性 ５０代 インプラントを考えているが高額すぎて・・・。

❏ 大阪府 男性 ６０代
若い頃は歯痛の時だけ通院していましたが、 近は６ヶ月に１回位の割合で定期検診のつもりで行っています。そして歯垢
や歯石を取ってもらったり管理してもらっています。

❏ 愛知県 女性 ６０代
治療しても何年かすると具合が悪くなることがある。自覚症状が全く無かったのに治療をすすめられ、前より噛みにくくなっ
て、がっかりしたことがある。

❏ 千葉県 女性 ６０代
痛みなどの症状がかなり進行する前に定期的に検診を受けることが大切とは思いますが、費用のことを考えるとつい、後
回しになってしまいます。定期的に歯の健康診断が無料で出来ると良いと思います。

❏ 千葉県 女性 ３０代
歯の治療で、同じ場所の治療を行う場合に、一回で終わらせてくれればいいのに、何回にも分けて治療を行う事が大変煩
わしく思う。又、別の場所の治療は後日に行いますと言われたり、理由が分からないのでイライラさせられる。

❏ 広島県 女性 ５０代
金属アレルギーと言われたが、全部変えると保険がきかないので１００万円位いると言われ、そのまま皮膚科でステロイド
を飲み続けている。皮膚湿疹が辛いです。

❏ 奈良県 男性 ７０代
吉野の山奥に住居を持った者にとっては、都会の方で職を持っている息子達も帰宅するのは月に１回位。それも土日祭日
に旧舎へ来る具合で、歯科へ連れて行って貰いたいと思っても、休日の為、治療を受けられない悩みが沢山あり、昔の生
活が懐かしいよ。

❏ 千葉県 女性 ７０代
・歯茎が腫れやすいのは炎症を起こすリノール酸の過剰摂取も原因であることをもっと知らせて欲しい。　・治療と検査とケ
アのための費用に国の補助を出す。　・同上に働く人が行ける時間の保障をすることを望む。

❏ 千葉県 女性 ７０代 心臓病を抱えている人間でも安心してかかれる歯科があると安心です。

❏ 奈良県 男性 ７０代 治療は非常に高い。

❏ 愛知県 女性 ６０代 右上の奥歯３本が入れ歯です。硬いものは噛めず、左側だけで噛んでいます。大丈夫かなと思っています。

❏ 愛知県 女性 ６０代
定年前にかかっていた歯科へ３０分位かかりますが、気に入っているので続けて通っています。特に悩みなどはありませ
ん。

❏ 茨城県 男性 ６０代
６５歳の男性です。何年も前から抜けてきました。入れ歯にしなくてはならないのですが、費用等で行けないのです。 後
に歯が無くなりそう。前歯の３本（上）、奥歯の上３本、下４本が無いのです。硬いのが噛めず、困っている時もあります。歯
は大切なのは分かっているのですが。

❏ 千葉県 男性 ６０代 入れ歯が合わない。

❏ 千葉県 女性 ５０代
かれこれ１０年以上歯科に通院しております。歯肉炎があり月に１～２回通っています。この前、前歯を差し歯の相談で保
険適応でないと１本１０万であると知り、保険の歯を入れました。とにかく歯科は保険適応が少なく高価です。切実な願いで
す。

❏ 大阪府 女性 ７０代 差し歯、入れ歯の作り替えで、いらなくなったものを毎回捨てるのはもったいないと思います。回収出来ないのでしょうか。

❏ 愛知県 男性 ６０代
・以前の歯医者は予約無し、治療も早いと思っていたが、歯槽膿漏との関係で何でもすぐに歯を抜いてしまった。　・現在の
歯医者は「なるべく自分の歯を残そうという考えにたって色々教えてくれる。しかし、歯槽膿漏はどんどん進んで、「残すか
どうか？」を苦労しているようだ。でも嬉しい。

❏ 愛知県 女性 ６０代
ブラッシングの指導、プラークコントロールなど、不十分な歯科医が多いと思います。私がこれまでお世話になった医師は
そうでした。

歯科の治療に関しての希望、悩み（自由回答）7
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❏ 奈良県 男性 ７０代 上の歯が総入れ歯ですが、食事がしにくいです。大変不自由を感じています。

❏ 岩手県 女性 ３０代 （矯正）治療を保険適応にしてもらいたい。

❏ 岩手県 女性 ６０代
治療の事ではないですが、６番の質問に私は 初安いにチェックをつけたのですが、私が通院している歯科は大学の歯科
医療センターでは医者、衛生士等２～３人ついて、１時間位治療します。それで窓口で払う医療費は医科に比べて安く抑え
られていると思ったからです。窓口負担を増やさず、病院収入が増える方法は無いのかと。

❏ 岩手県 女性 ６０代
歯科医は都市部に多いが、田舎に少ない。安心して歯科治療できるように、どこでも経営が成り立つようにして欲しい。ま
た、患者負担が少ない様にして欲しい。私の切なる希望です。

❏ 岩手県 女性 ２０代
以前、歯科医院で働いてから、衛生面が心配。患者毎にグローブを変えなかったりしていた。衛生面について指導してもら
いたい。

❏ 長野県 女性 ５０代 もっと保険適応の範囲を広げて下さい。

❏ 千葉県 女性 ７０代 良い治療と分かっていたら保険でも出来る様にして欲しいです。

❏ 千葉県 女性 ６０代 特に保険外が高額すぎる。 良の治療を全ての人に安い治療費で可能にして欲しい。

❏ （改3） 女性 ６０代
市民アンケートであれば、市単位に集計するのでしょうか？歯だけでなく、一般医療もお願いしたい。特に千葉市は市立病
院が２カ所で専門科が少ない。小児科、産科。

❏ 長野県 男性 ３０代 何度も通うのが大変。

❏ 長野県 女性 ３０代 予約がもう少し入れやすいと受診しやすくなります。

❏ 長野県 女性 ４０代
歯科矯正は、かみ合わせ、摂食、衛生面でとても重要なことです。でも、保険外適応で自費となり、とても金銭面で大変な
思いがあります。是非、保険内で出来る事を望みます。

❏ 大阪府 男性 ８０代
１）歯の治療に圧力水が使用されますが、喉にたまり苦痛が伴う。飲んでも構わないらしいが、腹が張ってしまう。よい方法
は無いのでしょうか。　２）自由診療は年金生活者では負担が大きすぎる。保険治療の範囲を広げて欲しい。例えば奥歯の
入れ歯など・・・。

❏ 愛知県 男性 ８０代
今、月に１回診療と歯の掃除をしてもらっている。いつも綺麗に「磨けているよ」と誉められている感じの良い先生も技師さ
んも通院も健康なうち。いつまで続くか。今は通院を楽しみにしている。

❏ 岩手県 男性 ３０代 普通の病気と違って、１度行くと何回も通院しなくてはならなくなるので、時間もお金もかかると思うと我慢してしまう。

❏ 岩手県 女性 ３０代 歯科治療費、検診代が安くなって欲しい。

❏ 大阪府 女性 ７０代
歯を入れるところが多いので、お金が心配。今、保険がきかない歯を進められると良く聞くので、何万円もかかることは大
変です。入れ歯が心配の種です。

❏ 千葉県 女性 ６０代
２０１１年１月で７０歳になり、健康保険料が１割になり、負担が減るので喜んでいたのですが、３月いっぱいで終わり、又、
２割に戻ります。残念です。

❏ 奈良県 女性 ６０代 治療の期間が長すぎると思います。

❏ 奈良県 男性 ７０代 現在は特にないが、インプラント治療は費用が高すぎる感がします。

❏ 大阪府 女性 ５０代
歯は痛くなければ病院に行きません。歯のケアは大切だと思いますが、一度行くと治療費がかなり高いのでびっくりです。
何日も通い続けなければならないので、お金がかさみます。３割負担（全ての医療）はきついです。薬が無い歯科は通って
治療するしかありません。

❏ 京都府 男性 ５０代 もっと保険で良い歯科治療を受けたい。

❏ 千葉県 女性 ７０代 医院によって治療費の違いがまちまちで、納得いきません。

❏ 千葉県 女性 ６０代
治療とは言えないのですが、歯周炎の予防としては根を残してのセラミックなどの使用は非常に効果があると思います。若
干の個人負担の軽減を望みます。

❏ 奈良県 男性 ８０代 若い頃から正しく治療をすることが大切です。今の歳になって反省しています。若い人に対し指導をしてあげて下さい。

❏ 奈良県 男性 ７０代 歯の治療は長く引っ張られるように思います。

❏ 奈良県 男性 ７０代

アンケート本面でもお答えしましたが、保険のきく範囲を広げて欲しい。この要望は保険組合にするのが本筋であると思い
ますが、誰でも良い治療（保険のきかない治療）をして欲しいのですが、費用的に予算に合わなかったり、経済的に無理だ
から出来ないのが実情だと思う。保険でしておけば結果的にすぐに悪くなったり、安い治療で世間的に格好が悪く後悔して
やり直すといった実状を見かける。このような金銭的、時間的に無駄なこと少なくするためにも本要望の実現を願う者で
す。

❏ 広島県 女性 ６０代 歯の大切さは認識しています。歯の治療の時、とても緊張するので緊張をとくように接して欲しい。

❏ 広島県 女性 ６０代 歯の治療はとても高いと思います。どうしてあの様に高いのでしょうか。入れ歯を作っても高いのです。

❏ 広島県 男性 ７０代 無駄な歯は早めに抜いて欲しいです。

❏ 愛知県 女性 ６０代 歯の治療代が高いのでなかなか行けない。痛くならないとなかなか行けない。

❏ 岩手県 男性 ３０代 歯の矯正も保険の対象としてもらいたい。

❏ 千葉県 女性 ７０代
自分の経験から、次のことを希望しています。・労働者の検診項目に歯科を加える。　・学校教育（誰もが受ける機会を持
つ）の中学、高校で、歯と全身の健康の関係について理解できる場とする。そのための副読本を作り、より理解が深まるよ
うにする。

❏ 千葉県 女性 ７０代
歯科医の判断で差し歯等の値段が決められるのでしょうか？（１本７万円と言われたのですが、後で６万円で良いと言われ
た）。どうなっているのでしょうか？

❏ 千葉県 男性 ６０代 日数がかかりすぎる事。

❏ 千葉県 男性 ４０代 インプラントは金額が高いし、あまり良くない（ばい菌が入りやすい）と聞きました。入れ歯の方がいいのでしょうか。

❏ 千葉県 男性 ６０代 インプラントの保険の適用を。

❏ 千葉県 女性 ６０代
今は治療は終了したばかりですが、これから半年後に定期点検をする予定ですが、３ヶ月、半年後の通知がくるといいと思
います。

❏ 千葉県 女性 ４０代 年齢に伴い、気になることがあるが、費用も不安で通院の決心がつかない。

❏ 千葉県 女性 ６０代 入れ歯がすぐ合わなくなってしまう。今治療してないが近々また通う予定。

❏ 広島県 女性 ４０代
保険で治したい？自己負担（自費）があってもいい？と治療前に聞かれるところが多くなったけど「あなたは貧乏ですか？」
と聞かれているような気がします。そんなこと聞かれなくても普通の治療が受けられる様にして欲しい。

❏ 宮城県 女性 ３０代 「デンタルテン」というものがあるようですが、どんなメリットがあって、どんなものなのですか？

❏ 宮城県 女性 ５０代 なかなか改善しないため。

❏ 宮城県 女性 ６０代
コーヒー、お茶の色素沈着を落とす安全性の高い物（自宅で出来る物も含めて）を研究して欲しい。ホワイトニングの薬が
きつすぎると思う。

❏ 千葉県 女性 ３０代 保険外（矯正、さし歯など）を保険が使えるようにして欲しい。

❏ 神奈川県 男性 ７０代
低限必要な治療は全て保険でできるようにして欲しい。開業医は５～１０年毎に再国家試験を受けて 新レベルの治療

をして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ７０代 場合によっては保険のきかない歯がありますが、全部保険が効くようにして欲しい。
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❏ 栃木県 男性 ５０代 歯医者によって治療費がまちまち。値段によって良い悪いが決まるのか不安があるのが歯科医である。

❏ 長野県 女性 ５０代 保険で良い治療ができることを望みます。口腔ケアを時間かけてやっているのに点数の低さにビックリです。

❏ 長野県 男性 ５０代 １回の治療時間を長くして（治療内容にもよるのでしょうが）通う回数を減らして欲しい。

❏ 愛知県 女性 ３０代
子供の歯列矯正について、色々と金額が違ったり、歯科医の考え方が大きく違っていたりして、困惑しています。歯並びと
健康が結びついていると考えている私は、矯正の保険がほとんどきかない事をとても疑問に思っています。

❏ 愛知県 女性 ６０代
週１回ほんの少しずつの治療で何ヶ月も通う場合がある。もう少し治療期間を短縮して欲しい。内科に比べ高いような気が
する。

❏ 千葉県 男性 ６０代 窓口負担を２割に戻して欲しい（老人は１割負担に）。

❏ 大阪府 女性 ６０代

３年前、前歯の冠が外れたので近くの歯医者に行き、治療をしましたが、治療説明もなく処置されました。又、奥歯の治療も
しようと思っていましたが、歯周病の歯は抜歯すると言われ、治療法は無いとのことでしたので前歯だけで行くのをやめま
した。抜歯すると言われた歯はまだ残っています。しっかり説明し、患者の納得する治療をしてくれる所を探していますが、
どうすればいいのでしょうか。

❏ 大阪府 女性 ３０代 矯正は保険がきかずにお金がないと子供の歯も治してあげられません。矯正も保険をきかせて欲しい。

❏ （改3） 女性 ５０代
４ヶ月に１回検診に行っており、その時悪くなっている所を治してもらっていますが、会社の保険で１回の検診が３０００円か
ら４０００円近くかかり、やはり費用は経済的にきついです。窓口負担を少なくして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ６０代 料金に関して不透明に感じることがある。定期検診等、料金を下げて欲しい。

❏ 千葉県 女性 ７０代 保険適用でもっとよい治療が出来る様にして欲しい。

❏ 岩手県 男性 ７０代
近所の医院で親切に治療してもらえて有難い。通院の頻度が多くて時間がかかるのはもう少し減らして欲しい。薬代がほと
んどかからず安いのが特徴的で、他の病院は薬代がめちゃめちゃに高く、薬代を払うのに腹が立つ。薬代が世界一高いと
聞いている。所得番付で製薬会社の社長が 上位にランクされている。許せない。世界並みに出来るはずと思う。

❏ 千葉県 男性 ７０代 治療期間が長すぎる。

❏ 愛知県 無回答無回答
保険による義歯が割れたので、保険外治療にした。保険による義歯なら壊れやすくて、保険外義歯なら壊れやすくない・・・
というのは納得できない。

❏ 愛知県 女性 ８０代
部分入れ歯が一部痛い。入れ歯の有料、保険の場合の違い、有料料金、保険の料金を知りたい。かかりつけの歯科では
聞きにくい。

❏ 愛知県 女性 ７０代
自分の歯で噛みづらくなると食べる楽しみが半減するというより苦痛にさえなります。味覚も衰えていくような気がします。
今日の素晴らしい医学の進歩、先生方の高い技術を貧富の差に関係無く誰もが安心して治療を受けられることを切に願っ
ております。

❏ 千葉県 女性 ７０代
歯の健康に関する事、例えば歯石を除去する等を気楽にしてもらえるとか、高齢者の指導とか（歯磨きの方法、研磨剤の
事とか）歯を悪くしない予防等、気軽に知識を得られる機会を欲しいと思います。

❏ 奈良県 女性 ７０代
一日３回歯磨きをしていますが、次々歯がぐらついてきています。歯槽膿漏と言われています。 近歯槽膿漏に内服薬を
飲んでいるとよく聞きますが、私の通っている歯科医院はそんな薬は無いと言われます。本当はどうでしょう。あればどこで
買えるのでしょう（７２歳、女）。

❏ 千葉県 男性 ３０代 説明の紙はいらない（銀歯つけた後などの紙）。

❏ 千葉県 女性 ３０代 治療の時の音が嫌。ヘッドフォンで音楽を聴きながらだといいのに。

❏ 千葉県 男性 ５０代 窓口での金額が気になる。１３０円の時もあれば１０，０００円に近い時もある。説明してもらえない。

❏ 茨城県 女性 ４０代
私は歯科恐怖症のため行きたくてもなかなか一歩が出ません。治療したいのに行けないつらさ。心療歯科が近所にあれば
是非通いたい。歯医者さんはたくさんあるのに・・・。心療歯科、増えて欲しいです。

❏ 千葉県 男性 ３０代 週１回の治療では期間が長くかかるので、短期集中で治療できると有難いです。

❏ 千葉県 女性 ６０代 口頭説明希望（治療後の説明書類は不要かと思います。口頭で説明して頂く方が分かりやすい）。

❏ 千葉県 女性 ６０代 虫歯の治療で白い歯の治療が保険が利かないのは納得出来ない。

❏ 無回答 男性 ６０代 治療の時マメにバキュームして欲しいです！

❏ 千葉県 男性 ３０代 白い詰め物、かぶせ物など、保険適用にして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ５０代 夜間診療を希望する。

❏ 千葉県 女性 ２０代 通院回数が多いので１度に治療する箇所を増やして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ３０代 奥歯に白い歯の保険適用をお願いしたい！！

❏ 千葉県 女性 ４０代 医師の技術の低下をどうにかして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ５０代 歯周病が治る飲み薬を開発して下さい！！

❏ 千葉県 男性 ６０代 治療後、かぶせたり、詰めたりしたところが長持ちせずに医者通いの連続。技術の進歩を願う。

❏ 千葉県 女性 ７０代 自費で治療したものの、ケアは自費扱いと聞きましたが本当でしょうか。

❏ 千葉県 女性 ６０代 自費診療の場合、事前に処置法、治療費、保険適用だとしたらとの諸々の事項を提示して考える余裕を持たせて欲しい。

❏ 千葉県 男性 ５０代 機械のキーンという音を何とかして欲しい。

❏ 千葉県 男性 ６０代 予防が大切であるのに、予防関係の点数が低すぎる。歯石除去など３０分近くかけても医科の「指導料」程度ではないか。

❏ 千葉県 男性 ３０代 医科に比べて安いので医科も同じぐらいにして欲しい。

❏ 宮城県 女性 ６０代 自己負担が高い。

❏ 千葉県 男性 ４０代 短い日数で治療して欲しい。

❏ 東京都 女性 ２０代 歯周病への保険適用を広げて欲しいです。特にペリオメントやＮＫ細胞ｅｔｃの分野。

❏ 大阪府 女性 ６０代 治療に行く必要があってもギリギリまで我慢してしまう。「痛い治療」の思い込みが消えない。

❏ 大阪府 女性 ６０代 保険治療の範囲をもっと広げて欲しい。 初の説明のとおり、治療を進めて欲しい。治療費をもう少し安くして欲しい。

❏ 大阪府 女性 ７０代
近保険外治療をしていますが、やはりべらぼうに高いと思います。もう少し負担の少ない金額にならないかと思います

が・・・。

❏ 大阪府 女性 ６０代
誰しも良い治療をしてほしいのに、お金で内容が変わるのはおかしいと思う。貧しい者は常も厳しい生活を強いられるのは
何故だ。

❏ 大阪府 男性 ６０代 歯槽膿漏で半分を失い入れ歯です。インプラントなどが保険で使えればいいなあと思っています。

❏ 大阪府 女性 ５０代
口腔内のことでも女性ホルモンが影響すると歯科の先生から聞きました。性差治療の視点から診てもらえる歯科が増える
よう願っています。

❏ 大阪府 男性 ３０代 もっと安く歯の治療をしたい。

❏ 大阪府 男性 ５０代 全ての治療が保険適用を望みます。

❏ 大阪府 女性 ４０代
インプラントなどは大切なものだと思っています。再生のきかない歯ですから、たとえ人工であっても歯（しっかりと本物と同
じ様な）は必要なのに、私達には５０万（１本）とか、費用はありません。どうか医療として、皆が出来る様にして欲しいです。
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❏ 大阪府 女性 ７０代
悩みではなく、歯科は保健指導が医科に比べて詳しく丁寧だといつも思っています。今かかっている医院だけではなく、全
般的にそうだということを体験しています。頑張って下さい。

❏ 大阪府 男性 ６０代
保険外治療は非常に高いので、初めて治療した時はその額にびっくりした。しかし２０年、３０年も再治療をしていないの
で、まあそこそこの額なのかと思っています。保健のきく範囲が広がることを願っていますが、どれだけ期待できるのか？

❏ 大阪府 女性 ６０代
日々治療方法が進歩していて、それ自体は有難いのですが、治療費が高すぎます。又、インプラントでは外の病院でレント
ゲンを受けなくてはならない等、健康でお金のある人とない人の差別を感じます。

❏ 大阪府 男性 ６０代
歯の治療が１回１回短時間で実施されています（私が通院した所では）。その度に１０００円を超える医療費がかかります。
虫歯や詰めていた所が外れたという程度のものですが、もっと大きな治療ということになれば、この金額では済まないだろ
うと思います。

❏ 大阪府 女性 ７０代
義歯がなかなかぴったり合わないとき困る。骨格が悪いと言われている。こんなことあるか。こういうことをきちんと治療
（？）して下さる所を沢山作って欲しいと思います。

❏ 大阪府 女性 ６０代
歯のレントゲンをよく撮るが心配がないのかどうか。年を重ねてきて、歯だけじゃなく目、耳と悪くなるところが多く、医療費
が多くなり心配です。

❏ 大阪府 女性 ５０代 エンドレス治療はやめて欲しい。

❏ 大阪府 女性 ７０代
治療費が高いと書きましたが、私（７０代）のことではなく、４０代の娘の子の治療費が１回で３０００円～４０００円もかかる
ので、気の毒でならない。だから行けない。

❏ （改3） 男性 ６０代
抜歯しないで虫歯治療だできないかと不安です。歯科医の皆さんの中で自分の歯を 後まで残すことを考えてくれる先生
を紹介して下さい。

❏ 大阪府 男性 ７０代
今、毎月１回点検に通院しており、歯は今は悪くなくとも、歯の磨き方、歯肉の健康状況を教えてもらっている。義歯につい
ても使用状況を言って調整してもらっている。

❏ 大阪府 男性 ５０代 時間をとりにくい。保険のきく治療の範囲を広めて欲しい。

❏ 大阪府 女性 ３０代 歯科の医院について。週末も営業するか、営業時間を延ばして欲しい（２１時くらいまで）。

❏ 大阪府 男性 ２０代 歯科はなぜ何回も通院させるのですか？すごく面倒くさいです。

❏ 大阪府 男性 ５０代 医院によって金額が異なるのが不思議で困る。なるべく統一して欲しい。

❏ 大阪府 男性 ６０代 保険のきく範囲を広げて欲しい。

❏ 大阪府 男性 ３０代 全ての歯の治療が保険で安心して治療出来るようにして欲しいです。

❏ 大阪府 男性 ３０代 土日に開業して欲しい。

❏ 大阪府 男性 ６０代
歯は大切な所で、胃腸などの消化器に大きな影響をもつもの。いつまでも自分の歯でしっかり噛めて、食べものが美味しく
味わえることが健康に大切ですから、歯の管理を手軽に相談できる様な「町医者」を政治として努めて欲しいものです。

❏ 大阪府 男性 ６０代 仕事の関係で平日は通院しづらい。土日開業してもらえれば、有難いです。

❏ 大阪府 男性 ５０代
保険の適用範囲をもっと広げて欲しい。少しの治療でも「保険外だとこのような治療もできます」と説明されるが、金額を聞く
とあまりにも高額なので治療を受ける気が無くなります。

❏ 大阪府 男性 ５０代
保険料の高さに比例しない、歯科医療の現状（高い、利用しずらい、歯科医が不親切）は我慢ならない。こんな日本に誰が
した！！（怒り、怒り、大怒り）。

❏ 大阪府 男性 ５０代 なかなか満足できる状態にならない。

❏ 大阪府 男性 ５０代 歯の治療の際、よく患部の撮影をしますが、それって治療費に反映されているのでしょうか。

❏ 大阪府 男性 ４０代
８年前に前歯が欠けて以来、補完しないまま新しい治療の開発を待っています。しかし保険適用範囲から外れるなら早く治
したいと思います。

❏ 大阪府 男性 ６０代 今だにわからない点…インプラントについて（どうして、何んで、結果、費用）

❏ 大阪府 男性 ５０代 窓口負担が大きすぎる。

❏ 大阪府 男性 ５０代
一本の歯を治療するのに何日も通う必要がある。時間が取れなくなったり、費用が掛かり過ぎたりし、途中で断念してしま
います。通院日数・費用の軽減を求めます。

❏ 大阪府 男性 ６０代 入れ歯の生活はとても苦しい！！

❏ 大阪府 男性 ６０代
現在総入れ歯だが、ガタツキ、割れやすいので、新たな入れ歯を作らないといけない状態だが、保険のきかないものでな
いと不充分な治療になると聞いているので、費用が心配で現在の不充分な入れ歯で頑張っているが…。

❏ 大阪府 女性 ６０代
歯科医によって、治療方法や意見が異なる場合が多く、患者としては２～３件行かざるを得ない。事前に調整／相談先を
設けてほしい。

❏ 大阪府 女性 ５０代
歯は大事とわかっていても、痛くならないと行けません。抜かれる恐怖があるからですが、治療も長くかかり、いきたくない
です。お金も５０００～６０００円、普通でも２０００円弱かかり、そうしょっちゅうはいく気になりません。

❏ 大阪府 女性 ６０代 窓口負担が高い。健診もままならないです。３ヶ月は行かない。６ヶ月に１回行けたら行きます。

❏ 大阪府 女性 ６０代 予防にもっと関心を持って、学校教育等で取り入れる。家庭でも話題にできるように。

❏ 大阪府 女性 ６０代
８年前、インプラントを進められ入れたが、 近歯ぐきが、はれ、ぐらぐらになり、歯科（別の）にいき治療を受けた際、インプ
ラントを入れるべきではなかったと指摘された。先生によって見解が大きく違いとまどう。結果全部抜歯する事態になりまし
た。

❏ 大阪府 女性 ６０代
歯の治療が高いという事を聞きます。お金の心配をして受診をひかえる（低所得者）人が多い。保険で安心してかかれる制
度の確立をおねがいしたい。又予防に対して子供の頃より重視して、とりくんで欲しいです。

❏ 大阪府 男性 ７０代
歯の手入れが悪く、自分の歯が殆んど残っていない。インプラントが保険で安くできるならば、助かる。１０数年前に３本程
インプラントを入れて、何とかかめるようになっている。

❏ 大阪府 男性 ３０代
・インプラントも保険適応となるように。　・小臼歯も白い歯（かぶせ）が保険適応となるように。　・せめて年に１回の定期歯
科検診を無料制度に（他の内科的な検診は無料又は実費でも安くなっているが…）

❏ 大阪府 女性 ８０代 １人暮しなので、治療中に気分が悪くなったりした時のことなどを考えると、なかなか歯科へ通えない。

❏ 大阪府 男性 ７０代

２０数年、同一医院（個人）にて治療し、ここ１０年余りは毎週一回以上歯石除去治療をしてるのに、ときどき急にその日に
なって虫歯だと、手鏡で見る様指示され、患者が見ても分からないがうなずくと、もう顔のそばに注射器が来てる。麻酔さ
れ、けずられたり抜歯される。時々Ｘ線撮影しても説明の無い時が多い。医師は予定を立て効率よくやってるのだろうが、
生身の患者はたまったものではない。事故の様に緊急では無いのに。その日は電話にも出られない。年間６０回位、１０数
年間歯石除去をしているのは何だったのか。数日で虫歯になるのか。治療方法も荒く、患者の健康状態を無視し抜歯をさ
れ、翌日、昨日出血が止まらなかった、と伝えると気にするなと言われた。他の医院を受診すると一本を残し（此は自分か
ら逃げ出した為）治療は終ってるとの事。もし他で受診しなかったら、まだ延々と治療が続くであろう。個人差もあろう。医学
的根拠もあろう。が、今でも抜歯は疑問に思っている。

❏ 大阪府 男性 ２０代 血液感染病の方が治療出来る歯科医をもっと増やして頂きたい。

❏ 大阪府 女性 ７０代
歯科医によってずい分ちがうのではないかと思います。母は歯が弱くて早くから入れ歯でしたが、入れ歯の接着剤など使う
事なく、なんでも食べていましたが、私は入れ歯がよくない様で、御飯が食べられません。うどんとか、おかゆを食べる毎日
です。困ったもんです。

❏ 大阪府 女性 ６０代
年をとってから歯が悪いため、少し硬いものが食べられなくなり、若いときに不摂生していたことに反省しています。歯の健
康が大切なこと、今になってわかります。
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❏ 大阪府 女性 ７０代
後期高令者の保険支払いの２割～３割負担は絶対反対です。加令していくのは人間の必然であり、歯も悪くなっていくし、
治療費増は困ります。

❏ 大阪府 女性 ６０代
昔は歯の治療に行くと、治癒するまで毎日通院したと記憶していますが？現在は予約制となり、曜日が合わなければ治癒
するまでに日数が掛り過ぎる事による不快な気分が長引く…。昔のような治療体制にできないのでしょうか？…

❏ 大阪府 女性 ７０代
年金生活なので治療費を心配するけど悪くならんように歯みがきをしっかりしています。かかりつけ医があり半年位で通っ
ている。

❏ 大阪府 無回答６０代 出来るだけ多く保険がきく様にして頂きたいと思います。

❏ 大阪府 男性 ５０代 インプラント治療に保険を。

❏ 大阪府 女性 ６０代
歯科の治療費が高い安いは、相場が分らないので答え様がない。同じ治療でも、値段にばらつきがある様に思うし、歯科
に限らず、病院で診てもらう時に支払う金額は、個々に違うのでくらべる事が出来ないのでは？

❏ 千葉県 女性 ７０代 保険がきかない治療は良いと思いますが、代金が気になります。

❏ 千葉県 女性 ７０代
治療費が高すぎる。少しづつしか治療しない。何ヶ月も続けて通院して治す状態。数回で（短期で）治療して欲しいと思いま
した。

❏ （改3） 女性 ６０代 食べることがだいじなのに歯科治療代が高い。

❏ 千葉県 女性 ６０代 治療費が高い

❏ 千葉県 女性 ７０代
夜間も診療してくれる歯科医が近所にできて、助かっています。金属床の保険のきかない義歯を入れていますが、とても具
合いいです。もっと安価ならいいと思いました。

❏ 千葉県 女性 ６０代 時間がかかりすぎだと思う。（１回の治療が少ない）どうにかなりませんか。

❏ 千葉県 女性 ２０代

約４年間、矯正をしています。今は下の歯の裏に針金がついていて上の歯にはプラスチックのカバーをはめています。月
に１度のクリーニングはとても良いです。でも基本料金プラス調整料金月５千円はちょっと高いと思います。スウェーデンで
は１８歳までなら矯正無料と聞き、うらやましいと思いました。歯の治療ってとても大切だと思うので、もっと多くの人に通っ
てほしいと思います！！

❏ 千葉県 女性 ３０代 もっと気軽に矯正治療を受けたい

❏ 千葉県 女性 ６０代 保険適用の治療範囲が狭すぎる。

❏ 千葉県 女性 ６０代 保険適用の治療をひろげてほしい

❏ 千葉県 女性 ７０代 医療費が高すぎる。後期高令者で現役並みの収入というが、働く人達の給料が安すぎると思う。

❏ 千葉県 女性 ７０代
歯みがきが下手だと言われ、はずかしいです。忙しいくらしで時間がとれず、あまり習慣づけられず、きてしまいました。子
供のころ、現在のように健康教育がなかったせいとも思います。

❏ 千葉県 女性 ６０代 今、通院している歯科はとても良いクリニックです。３ヶ月に１回行って検査とスケーリングをしています。

❏ 千葉県 女性 ６０代 保険のきく範囲を広げて、安心して治療できるようにしてほしい。

❏ 千葉県 女性 ９０代～
歯の手入れについて、よく分ってないので、分るように教えてほしい。栄養がよければ歯みがきなど要なしと思っていた。み
がき方について具体的に教えてほしい。（特に高齢者の歯の知識と手入れについて）

❏ 千葉県 男性 ８０代 ①保険のきく範囲を拡げて安心して治療を受けられるようにしてほしい。　②歯は身体全体の健康にとって大切。

❏ 千葉県 女性 ６０代
・インプラント治療が高すぎる。　・金属アレルギーが心配。　・各歯科医の値段の差が疑問です。　・歯科医の指導がマチ
マチで困ります。

❏ 千葉県 男性 ４０代
６ヶ月に一度、定期健診をしています。定期健診の場合、治療費より高い気がします。メリットは、軽度の虫歯が見つかる
事です。

❏ 千葉県 男性 ６０代
高度な治療も保険でできるようにしてほしい。大金をはたいてインプラントにしました。私の場合は適性だったようで、現在
は快適です。子どもの頃から歯科のみの身体です。インプラントにして人参のお新香をかじった時の喜びは忘れません。
下顎の左右、上顎の左の３ヶ所をインプラントにしています。高価ですが脱着式の入れ歯と雲泥の差です。

❏ 千葉県 女性 ７０代
・歯科にかからなければ、と思いながら、なかなか時間がとれず、困っています。今月からかからなくては、と思っています
が。　・歯科も年１回～２回検診があるといいですね。

❏ 千葉県 女性 ６０代
近所の歯科で６ヶ月治療しましたが、痛みを含め（原因わからない）（通院）症状改善せず、他院に変ったら、レントゲン装置
が新しく、即診断され安心して治療しているところです。きちんと診断ができる装置を入れて診療できる歯科治療を。

❏ 千葉県 男性 ７０代
子供の時代から歯では苦労している。ぎりぎりにならないと医者に行かないが、行った結果はいつも早く治療すれば良かっ
たと思うことばかり。これからも同じことの繰り返しではないかと思うが…今も行かなければいけないのですが…。

❏ 千葉県 女性 ７０代 なかなか歯（入歯）が合わないのが残念です。

❏ 千葉県 男性 ７０代
入れ歯の不具合などすぐに治療するようにしていますが、高令になり今のままの状況をいつまで保てるかが大変心配で
す。

❏ 千葉県 女性 ８０代 治療不可能な医師がいる。インプラントをすすめる～高価で手がでない。

❏ 千葉県 女性 ７０代 保険のきく歯の治療をし、歯を入れていますが、歯の色が変るような（黄色っぽく）気がしますので品質の向上を望みます。

❏ 千葉県 女性 ８０代 保険で治療ができる範囲でおねがいします。

❏ 千葉県 男性 ６０代
治療前、治療中に薬がきちんと入ったかどうか、その後はどうかなど、Ｘ線の撮影が多く、影響があるのではないか、と心
配です。

❏ 千葉県 女性 ６０代
私の通院している歯科医院は領収書も毎回請求しないとくれないし、何にどれだけの金額がかかったかわからない。病院
などのように診療明細を義務づけたらいいと思う。

❏ 千葉県 男性 ６０代 歯の治療費の窓口負担を安く、保険のきく範囲を広げて下さい。

❏ 千葉県 女性 ５０代 時間をかけて、よけいな所まで治療しようとする歯科医がいる。

❏ 千葉県 女性 ６０代 歯医者さんの上手な人を知りたい

❏ 千葉県 女性 ３０代 すべて保険が使えて、もっと安くしてほしい。お金がかかりすぎて通院できません。

❏ 千葉県 男性 ７０代 治療（けずる）のが痛い（こわい）

❏ 千葉県 女性 ８０代

歯は内臓であると云われていますし、歯の健康は体全体の健康に直結していると聞いています。自治体健診には各種の
検診が設定されています。高令者は無料又は低料金で歯科検診も是非して下さい。私は８０３４です。自分でできることは
しているつもりですが、内科治療を先ずは優先します。歯科には余程困らないと、経済的にも考えてしまいます。せめて検
診を受けて医師の助言がほしいです。健康保険での治療を受けたいです。

❏ 千葉県 女性 ６０代
定期的に歯の磨き方等指導していただいています。２０年前位に治療した所が、ちょっと変と思いつつ、特別どうということ
はないので、少し不安ではあります。

❏ 千葉県 女性 ６０代
・インプラントが高すぎると思います。後のケアがとても大変です。でも使用感はとても安心できます。もう少し安価だといい
のですが。　・私の主治医はとても良く治療の説明をしてくれます。信頼できる医師だと思います。

❏ 千葉県 女性 ７０代
歯の検診を年３回受けてます。「８０、２０大丈夫ですね」と言われました。歯は大事にしたい。良い歯科医と廻り合えたと思
います。

❏ 千葉県 女性 ７０代 予約の時間に行っても待たされる事が多いので、時間の調節をしていただきたいと思います。

❏ 千葉県 女性 ６０代 治療の時、何回も何回も通わなければならないことがあるので、つい医院に行くことをあとまわしにしてしまう。
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❏ 千葉県 女性 ６０代 歯科医によって、治療価格が違う様に思うが、表示価格（保険の範囲額）が出してあると可。

❏ 千葉県 女性 ７０代
高齢になると歯肉がおとろえたりして、入れ歯も合わなくなりがちです。１本何万もかけて治療した歯も結果抜くことになった
りもったいないです。年をとっても口元を美しくしていることは元気のもとであり、保険でよい歯の治療ができればよいと思い
ます。

❏ 千葉県 女性 ６０代

・一回の治療が１０分～１５分で回数多く通院しなければならないと、再診料をその都度支払うことになり、健康保険の負担
も増えるので一回の治療に可能な限り２回分の治療をするような指導をされてはどうか。一人に 低３０分はとってほしい。
・判定が難しいとは思いますが、保証制度が出来ないものか。具体例が浮かびませんが、どんな場合も患者が負担してい
ます。例えば仮の詰め物など、その日の内にはずれてしまっても、また全額支払いますから、医者にとっては全て収入とな
るでしょ。

❏ 千葉県 男性 ６０代 治療期間が長くかかりすぎると思う。

❏ 千葉県 男性 ６０代 治療が長びく。混んでいる。

❏ 千葉県 男性 ４０代
治療のときに「痛くなったらおしえて下さい」と言われ、その通りになるわけですが、痛くならない（痛まないよう）ように治療し
て欲しい。かなりストレスです。

❏ 千葉県 女性 ７０代 歯周病の治療を、どこでもきちんとしてほしい。

❏ 千葉県 男性 ７０代 保険で作る入歯をもう少し丈夫に作ってもらえるとありがたいと思います。

❏ （改3） 女性 ６０代
・歯の検診を６ヵ月ごとにやっています。　・インプラントの治療がもう少し安くできるようになるといいのですが。　・８０歳２０
本の目標を持って歯みがきやっています。

❏ 千葉県 女性 ６０代
歯は痛くならなければ医者に行かないが、定期的に検診し、ケアしてもらえれば、老人になっても自分の歯でいられるそう
です。検診のシステムを政策としてやってもらえたら、医療費の減少に資すると思う。

❏ 千葉県 女性 ５０代 どの歯もすべて保険で安く治療が出来るようにしてほしい

❏ 千葉県 女性 ７０代
歯は健康にとって も重要です。歯の管理についてもっと一般に知識を与えて欲しい。維持管理と早期治療の啓もうもして
欲しい。現在８０、２０運動（この前全然知りませんでした。たまたま歯医者に行ってわかったのです）で３ヶ月毎に歯のク
リーニングとレーザー照射をしているが、大変良好です。

❏ 千葉県 男性 ５０代 いたいのがきらい！

❏ 千葉県 女性 ６０代

１０．７．３１から歯の治療をしています。奥歯を抜き噛みこめる歯が無くなりブリッジで入れ歯を作りました。初めから保険
治療を希望したのですが、保険では１万円、もっと歯茎にフィットするのは２０万円と言われました。１万円の入れ歯が当り
何回も治療に通っています。又、説明が２０万円のブリッジの見本を見せられ、保険では良い入れ歯は作れないのでしょう
か？

❏ 千葉県 女性 ６０代 どこの科も同じ様だと思いますが、保険がきかない部分が多いのと、その説明が（歯科）医者からほとんどされない。

❏ 千葉県 女性 ６０代
歯科医により、同じような治療なのに治療費が著しく異なる場合があります。どこにどんなことを得意とする歯科医師がいる
のかを口こみ以外に知る方法はないかと思います。

❏ 千葉県 女性 ６０代 歯科検診を公費でやってほしい。インプラント治療をもっと負担を少くしてほしい。

❏ 千葉県 女性 ５０代 定期検診を公費でして下さい

❏ 千葉県 男性 ７０代 「歯が人間が生きていくために大切なものである」ということを国民に知らせて下さい。

❏ 千葉県 女性 ６０代 高令者にとって歯は生きて行くのに大切なものです。もっと歯（口腔）を大切にするキャンペーンをして欲しいです。

❏ 千葉県 女性 ６０代
入れ歯を作りなおさなければならないのだが、又、たくさん費用がかかると思うと二の足をふんでいる状態。８０才で２０本
の歯は無理…。

❏ 千葉県 女性 ７０代
一度前の人のそのままの手袋（ラーメンの匂いがした）らしき手で治療されたことがある。とても不愉快だった。歯科医自身
を守る手袋と思った。

❏ 千葉県 男性 ６０代
現役時代は時間がなく治療する時間がとれないのが悩みだった。今は退職し、年金生活で時間はあるが、虫歯の治療に
はどうしても数回通院しなければならず、治療費がかかり過ぎとなる。

❏ 千葉県 女性 ７０代
８０、２０運動はやはり必要ですね。歯みがきの正しいやり方の励行こそ健康のもとです。良心的な歯科治療をする歯医者
さんをたくさんふやして下さい。私たちの地域では民医連関係の歯科医は地域の医師会に入れてもらえていません。

❏ 千葉県 女性 ５０代
歯みがき指導で、２ヶ月に１度ぐらいの割合で歯科医院に通っています。１日３度の歯みがきをやっていて、口腔内も快適
です。虫歯になる前にやっていればもっと良かったはずです。

❏ 千葉県 女性 ３０代
子供の歯みがき習慣や、虫歯などについての講座を定期的に開催していただけると助かります。（その時その時で歯の生
え具合や悩みも変化していくので、１回受けただけではあまりわからないので）

❏ 千葉県 女性 ６０代 全ての治療は保険で安く治療できるようにしてほしい

❏ 千葉県 女性 ６０代 全ての治療は保険でみて欲しいと思います。

❏ 千葉県 女性 ６０代 全て歯の治療に保険の対象になるようにしてほしい。

❏ 千葉県 女性 ７０代
現在の所、定期的に歯石を取り、状態もチェックで具合の悪い箇所が有れば治療を受け状態を保っていられるが、高令が
進み通院等困難になった場合どうなるであろうかと心配になります。

❏ 千葉県 男性 ６０代 治療回数が少ないのに期間が長すぎる。

❏ 千葉県 女性 ７０代
歯が治療されてないと不健康になります。良い治療は保健がきかないので、（さし歯・インプラント）もっともっと安くしてもら
わないと、みんな治療出来ません。

❏ 千葉県 女性 ７０代
私の通院している歯科医院は２週間～４週間に１度歯の様子や入れ歯の様子をみてくれますのでとても安心です。外科的
治療を要する場合は紹介してくれていいと思います。

❏ 千葉県 男性 ６０代 混合治療をやめ、元の保険治療にもどしてほしい。

❏ 千葉県 女性 ７０代 １．治療費が非常に高くなった。（１回４～５０００円位）　２．歯を抜く治療（抜歯）を良く考えて欲しい。抜かないでほしい。

❏ 鳥取県 女性 ７０代 治療費が高い。入れ歯が高い。治療が長くかかる。保険がきくように。歯科医院により治療費が違うのは何故ですか。

❏ 鳥取県 女性 ７０代 歯医者さんの長いのが大変。

❏ 鳥取県 女性 ５０代 インプラントを数本していますが、保険が適用されるとありがたいです。

❏ 鳥取県 男性 ７０代 定期的に検査を受けるよう、歯石をとるよう、 と と啓蒙して下さい。

❏ 鳥取県 男性 ７０代 治療に対して期間と時間が長いが結果は良でした。

❏ 鳥取県 女性 ７０代
今、治療に通っていますが「さし歯」をするのに一本一本にかぶせず数本を一度にかぶせるのはどうかと思う。前歯等は歯
並もよくきれいになりますが、一度に数本かぶせた中の一本が後で痛んできたら、一本のために数本全部はぐり、治療を
するかたちになるので一本ずつの治療方法ではいけないのかと思います。

❏ 鳥取県 女性 ５０代 費用の事だけ心配。収入がないのに生活保護も受けられない。借金して治療している現実。

❏ 鳥取県 男性 ４０代 インプラントを保険でできる様にしてほしい

❏ 鳥取県 女性 ４０代 治療をこまめにしてもらいたいが、費用が嵩み、生活費に負担がかかる。

❏ 鳥取県 男性 ７０代 インプラント治療を普及する為、治療費を安くしてほしい。
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❏ 鳥取県 女性 ４０代
保険対象を広げてほしい。歯が欠損しているが、とても歯に大きなお金がかけられない。保険内ですると、とても格好が悪
く、年寄りくさくなるし、気持ちまで沈みます。何でもそうですが、お金がある人はどーにでもできるけど、ない人は…我慢す
るしかないです。

❏ 鳥取県 男性 ６０代
・虫歯の治療も大切だと思いますが、虫歯にならないように総合的な医療をもっと進める必要があるのではと思います。　・
保険の適用範囲を広げてください。

❏ 鳥取県 女性 ８０代
近年孫のＰ．Ｔ．Ａの関係でいつも診てもらっている歯科医さんと、以前便利がよく通っていた歯科医さんとの治療費の格差
におどろきました。どうしてこうなるのでしょうか？

❏ 鳥取県 男性 ７０代 幼少に「歯の大切」を知らせてほしかった。これには「親の教育」が大切だ。

❏ 鳥取県 女性 ４０代
時間がなくて、なかなか治療に行けません。日曜の治療ができると嬉しいです。早朝、遅い時間の治療、時間を選んで行
ける事ができればと思います。

❏ 鳥取県 女性 ７０代 歯石とりの費用は治療費とみなされないためか、高くてびっくりするときがある

❏ 鳥取県 女性 ７０代 いつも親切に説明していただき、ほぼ満足している

❏ 愛知県 女性 ６０代
公費で、歯科衛生実施が年１回、誰もが受けられるよう、施設利用の高齢者や、自力ではでかけられない高齢者・障害者
までを対象にお願いしたい。

❏ （改3） 女性 ６０代 医者によって料金が高い低いがある。

❏ 愛知県 女性 ６０代
歯は年々心配です。働きざかりから歯のケア・予防等、通院出来るシステムになると良いと思います。もちろんすぐに通院・
治療出来る歯科があって良かったです。生協北医に通ってます。

❏ 愛知県 女性 ６０代 保険が使えない治療が高いので、保険の使える範囲を広げて欲しい。

❏ 愛知県 女性 ７０代
今の所、半年に１回は通っているので、あまり悪くならない位の程度で費用もまあまあだが、１割負担から絶対あげてほしく
ない。むしろ、高令者医療は無料にしてもらうと安心です。

❏ 愛知県 女性 ７０代
入れ歯の不具合で問い合せたところ、以前（５～６年前）は、金属と併合して作れたが、現在は悪い方に改正されて、併用
出来なくなって、医者も、いいものを作ってあげたいのに矛盾です、といわれました。私もおかしいと思います。保険でもより
よい入れ歯が出来るよう、おねがいします。

❏ 愛知県 女性 ６０代
・レントゲンをよく（新たに治療に行った時々に）とりますが、必要なのかと思う時があります。　・虫歯など治療方法としてぬ
くのではなく、歯を残しつつ治療する方法を開発してほしいと思う。　・歯ぐきが後退していくがなんとかならないか、と思う。

❏ 兵庫県 女性 ４０代 よい歯医者さんを見つける方法がわからない

❏ 兵庫県 女性 ３０代 矯正など保険がきかないものはちゅうちょしてしまう。必要な治療を何の心配もなく受けたい。

❏ 兵庫県 男性 ４０代
何故、歯科治療は１本の歯を治療するのに、何日もかけて治療するのでしょうか？もう少し、１回の治療に時間をかけて、
通院する回数を減らせないのか、いつも疑問に思います。（診療報酬に絡んでくる問題なのかな？）

❏ 兵庫県 男性 ６０代 幸い、７０才にしてすべて自分の歯です。半年又は１年に１回の検診で、ほぼ健全に保っています。

❏ 兵庫県 女性 ４０代
子供（中１男）の奥歯左右共に永久歯がありません。治療方法の選択としては、成長期のため、ブリッジが不可能で矯正し
かありません。多額の治療費になるため、知り合いの同じ症状の子供たちも、そのまま放置している状況です。私もどうす
ればいいかわかりません。このような子に、自費扱いではない方法を作ってほしいです。

❏ 長野県 女性 ６０代
年令を重ねるとあっちこっちわるくなります。歯もそうです。昨年目立つところの歯がダメになりインプラントで入れました。選
ぶように言われましたが、結局キラキラするのもイヤでインプラントにしました。（７万円高かった！）歯医者さんは大変てい
ねいで満足してます。

❏ 長野県 男性 ６０代 子供の時に歯の大切さを知らせる。

❏ 長野県 女性 ４０代
歯医者さんに行くたびに、咬み合わせが変化してしまい、歯医者さんが信じられない。どの歯医者さんに行ったらよいかわ
からない。

❏ 長野県 男性 ５０代 インプラント治療を保険がきくようにしてほしい。

❏ 長野県 男性 ４０代 労働現場がきびしくて、なかなか行けません。二回くらいでおわるといいのにと思います。

❏ 長野県 女性 ７０代
予防のための定期健診をうけており、大変助かっています。予防（歯周病等）について熱心な歯科医師が増えることを望ん
でいます。

❏ 長野県 女性 ５０代
日生協でやっていただいている年１回の歯科健診はありがたいです。忙しくて歯医者になかなかいけないけれど、健診で
少しでもチェックしていただけるので歯のみがき方なども指導してもらえて、すぐ忘れるのですが、又、そこで気を引きしめ
て一年歯みがきがんばるという思いです。

❏ 長野県 女性 ５０代 新の治療方法や素材を早く保険がきくようにしてほしい。

❏ 長野県 男性 ５０代 できれば週１ｏｒ２日、６時～７時過ぎに治療して欲しいデス。

❏ 長野県 女性 ５０代
・在宅で介護を受けている高令者の治療で出かけられない。　・認知症で自分の意志が伝えられない、又、医師に言われ
ることを理解できない場合の治療や、義歯を作る、又は調整する場合に不安がある。

❏ 長野県 女性 ６０代 口臭があり、他人に迷惑をかけているのではといつも心配している。

❏ 長野県 女性 ６０代
歯の治療について、保険のきかない治療したことがありますが、とても治療のあとがよかったです。保険がきいての治療も
よくしてほしいです。それに医者によって、とてもじょうずに治療する人とうまくできない人がいますが、なんとかしてほしいで
す。

❏ 長野県 女性 ３０代
子どもの歯の仕上げみがきがうまくいっているのか心配。子どもの歯の定期健診は無料にしてほしい。乳歯なのに歯並び
が悪いのはどう対応したらよいか知りたい。

❏ 長野県 男性 ４０代 抜歯により入歯を選択しているが、人口歯根（インプラント）について保険で一部負担頂けたらと考えています。

❏ 長野県 女性 ６０代 歯科医のモラルを医師並にひき上げて下さい

❏ 長野県 男性 ３０代 １回あたりの治療時間を長くして、通院回数を減らして欲しい。定期的な予約がとりづらい。

❏ 長野県 男性 ５０代 インプラントも保険がきく様にしてほしい

❏ 広島県 女性 ６０代 すぐ抜歯するところがあります。なるべく残して欲しいと思います。

❏ 広島県 女性 ５０代
健康を維持するために、歯の健康はとても大切だと認識しています。是非、保険のきく範囲を拡大して、国民が皆、安心し
て歯科治療を受けられるようにして下さい。

❏ 広島県 女性 ７０代 歯科治療にかかる時いくらお金がかかるのか心配です。保険のきく範囲を広げてほしいと思います。

❏ 広島県 男性 ６０代 年金生活者に取って歯の治療費が高く、治したくても簡単に治療出来ない。どの歯を治しても保険がきくようにしてほしい。

❏ 広島県 女性 ４０代
歯の治療は大切だと思っていますが、痛い所がないと受診していません。（時間がない。お金がかかる。）全体的に医療費
がもっと安くなれば助かります。

❏ 広島県 女性 ３０代
前歯上２本、ケガの為、さし歯となっています。いい歯にしようと思うと、８万×２本、とても出せません。保険の範囲だとすぐ
に変色する、いいものではありませんでした。見える場所なだけに、いいものを使いたいと思います。

❏ 東京都 男性 ３０代 歯は、全身の体調バランスに大きく影響すると思いますので、企業・学校などに検診を義務づけると良いと思います。

❏ 東京都 男性 ２０代 歯ぎしりがひどい。しかし、マウスピースは苦手。

❏ 東京都 男性 ６０代
全ての健康の源は歯です。インプラントにしましたが、保険が効ず、出費が多くて困ります。是非とも保険の拡大の中に入
れて戴きたい！！
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❏ 東京都 女性 ７０代
将来義歯が必要になった時、インプラントは一歯３０～４０万円と聞いていますので、とても無理かな、と悩んでいます。保
険適用になったらと思います。あるいは技術の進歩でもっと安くなるとか…。期待しています。

❏ 東京都 男性 ４０代
口の中のことは、他人に見られたくない、と思っている人が多いと思いますが、やっぱり大切ですよね。でも以前奥歯の治
療でガク関節症になったことがあって、今でも少しコワイ。

❏ 東京都 男性 ５０代 保険で適切な治療が受けられること。矯正等の予防的治療にも保険適用の拡大を。

❏ 東京都 男性 ３０代
歯医者さん自身は、歯を治療受けたことがあるのでしょうか？患者はみんな歯医者はさけたいと思っています。だから悪化
するまで放置する人ってけっこういると思います。治療って痛いので「がまんして下さい」（って治療するとき言われる）って、
できたら歯医者にいかないって思いませんか？患者の心に寄りそってほしいです。あと治療費が意味なく高すぎです。

❏ 東京都 男性 ６０代
保険で治療できるのを基本に改善を望みます。自費が余りに高額で重い負担感があります。これが医科に拡大され、混合
診療につながる危険があり、それをストップさせるにも、１日でも早く歯科の診療報酬を適切に改善させ、自費診療を狭め
てほしい。

❏ 東京都 男性 ６０代 インプラント治療法も普及してきたので、保険適用を広げてほしい。

❏ 奈良県 男性 ７０代 本年春にムシ歯の治療、夏に歯石除去の処置を受けたが、窓口支払いから推して診療報酬があまりに少いのに驚いた。

❏ 奈良県 男性 ６０代
裏面にもありますように、治療が苦手。スクリューの音とか、大人げないが、精神的に圧迫感すらあります。体力が消耗す
るかのようです。なんとか「苦手」にならないものかと思っています。よろしくお願いします。

❏ （改3） 男性 ８０代 一回に少ししか治療してくれない。日数がかかりすぎる。一回行く、半年かかる。

❏ 北海道 男性 ５０代 口をあけている時に質問をしたり、寝ている状態で歯みがき指導をしたりするのはやめてほしい。

❏ 北海道 女性 ２０代 治療費がかかるので行きたくても行けません。

❏ 北海道 女性 １０代 歯の矯正したいが高いのでできない。歯ならび悪るいので矯正したい。

❏ 北海道 男性 ６０代 娘に歯の矯正させたいが費用が高いので、できない。もっとやすくならないのか。

❏ 岩手県 男性 ６０代 歯の治療は一度に多くの歯の治療が出来ず、通院回数が多い。通院回数がもう少し少ないといいな～。

❏ 岩手県 女性 ４０代
仕事の関係上、休みがとりにくく、自分のことだとはわかっていても、少しの治療で１回が終ってしまい、せっかく休みをとっ
たのだから色々な歯を治療してほしいと不満で終ります。

❏ 岩手県 男性 ６０代
治療の期間が長くなる。次から次へと歯を治療したがる。治療金額の高い（保険のきかない）方法を何回も患者にすすめる
医者がいる。

❏ 茨城県 女性 ７０代 歯の色がだんだん赤っぽくなるので、もう少しさし歯も変色しない様な方法はないのでしょうか。

❏ 茨城県 男性 ６０代
・歯科の場合、医院間に技術の格差が大きすぎる。　・必ずしも良医が良い評判ではなく、患者の評判の良い所が低レベル
であったりしている。　・良医を何とかして広めてほしい！！

❏ 茨城県 男性 ４０代
良く噛んで食べる事は大事です。健康にも、生き甲斐にも、年を取るにつれて、歯が無くなるのが心配です。数年前に親が
総入れ歯になりましたが、上手く合わないのか、よくゲーゲーしています。食べる量も減りました。それなりの値段はした物
ですが、インプラントがもっと安価で出来るようにして下さい。

❏ 神奈川県 男性 ５０代 だれもが安心してかかれる医療をお願いします。

❏ 神奈川県 女性 ５０代 インプラントをもっと安く早くできるようにして欲しい。

❏ 神奈川県 男性 ５０代 負担割合を減らして欲しい

❏ 山形県 男性 ８０代 希望　保険の効く範囲を広げて欲しい。

❏ 山形県 女性 ３０代
私の通っている医院の先生は、時間をかけてとても丁寧に診療して下さいます。お会計の時、いつもあんなに時間をかけ
て治療して下さるわりに安いなと感じます。嬉しいですが、歯科の先生方にとってはどうなのでしょうか…？

❏ 京都府 男性 ５０代
・歯がボロボロになってしまいましたが、なかなかいきにくい。－通ったらいけるのですが。　・１回目のスタートがむずかし
い。

❏ 宮城県 女性 ４０代
アレルギーなどがあり金属など入れられない場合は保険外の材料を使って高くなり、なかなか出来ません。保険がきくよう
にしてほしいです。今後アレルギーなど多く悩んでいる人も多いはず。

❏ 福岡県 男性 ３０代 インプラント治療を保険の適用にしてほしい。

❏ 福岡県 女性 ５０代 歯医者へ行けば行くほど、結果、削りすぎて、治療が必要になる。

❏ 秋田県 男性 ３０代 窓口負担が３割になってから通いづらい。負担を減らしてほしい。

❏ 無回答 女性 ８０代 ３ヶ月に１回検診がありましてとても助かります

❏ 無回答 女性 ７０代 どうして集中的な治療が出来ないのでしょうか。通院回数が多いことは大変です。

❏ 無回答 女性 ７０代 インプラントは全額個人負担となっているが、半分でもよいから保険がきくようにしてもらいたい。

❏ 千葉県 女性 ５０代
歯のつめ物、かぶせ物が粗悪品があるとのこと、身体に害のないように、安全な基準をもうけてほしい。又、保険の適用範
囲を広げてほしい。

❏ 千葉県 男性 ６０代 予約時間を設定していて、３０～６０分も待たされるケースがある。（１～２度ではない）なんのための予約かと思う。

❏ 無回答 男性 ５０代 歯科医を選ぶ情報が全くない。友人・知人の口コミを信じて歯科医を選んでいる。的確な情報提供を希望する。

❏ 無回答 男性 ３０代 窓口の金額がいくらになるかわからない。不安だ。

❏ 静岡県 男性 ４０代 とにかく歯医者は怖いです。

❏ 青森県 女性 ３０代
歯医者のイメージがあまり良くない。（こわい・痛い）子供を連れていくのもひと苦労する。でもこれは大人の言い方や、虫歯
を放っておいて痛いから…だと思う。

❏ 青森県 女性 ６０代 治療方針の説明がほしい時がある。

❏ 青森県 女性 ４０代
歯の治療に入る前に十分な説明と、治療には何通りからの方法があるのか教えてほしい。どの方法がよいのか判断でき
なくても、何年ぐらいもつのかとか、おおまかでもわかれば、後何年後には作りかえが必要になるかも知れないと予想がつ
くので助かります。

❏ 富山県 女性 ３０代 保険のきく範囲を広げてほしい。（金歯などの）

❏ 東京都 女性 ４０代 開業している歯医者さんの知識の差を感じます。なにかそれを知ったうえで通院できる方法があるとよいです。

❏ 東京都 男性 ３０代
・突然、歯を削られたことがあった。「あ～、こりゃダメだね」と言われ（大塚の歯科）　・治療の途中で歯医者が転院（大塚）
・今かかっている歯医者（田端）は丁寧で、親知らずを三本抜いた。

❏ 東京都 男性 ６０代 入れ歯とインプラントのメリットとデメリットについて分かりやすく説明したものがほしい

❏ 東京都 女性 ６０代
医師の技術が一定していないので、どの医師が腕がいいのか判らない。人柄がいいから腕がいいとは限らないのでクレー
ムがつけにくい。金属を被せて頂いたが、食べ物が詰まるので、手でかき出している状態。こんなんでいいのかなと思う被
せ方の先生の場合、満足する。歯は自分でよく見えないのでむずかしい。

❏ 東京都 男性 ６０代 歯周病だが治療に行くのが恐い。麻酔の効きの悪い体質で、いつも非常に痛い思いをしている。

❏ 埼玉県 男性 ５０代 インプラントが高すぎる。

❏ 埼玉県 女性 ５０代 インプラント治療を行う医療機関が多くなりましたが果たして、歯科医師の技術が伴っているのか疑問に思います。

❏ 神奈川県 男性 ３０代 虫歯の治療方法が医者により、削る、削らない 違う。患者として削らない方法が良い。
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❏ 千葉県 女性 ６０代
現在、インプラントの治療中です。入れ歯で苦しんだので、調子が良いです。料金がもう少し安いと良いと思います。良心
的な歯科医師なので信頼しています。時々、「もうからない！！」と嘆いています。患者のためを思って、治療している先生
方にも、よき報酬がありますように！！

❏ 千葉県 女性 ６０代 歯の一回の治療時間が短い（保険だとしょうがないと言われますが、もう少し通う回数が少なくなればといつも思います）

❏ 千葉県 女性 ７０代 「インプラント」に補助金を出してほしい。（保険がきくといい。）

❏ 千葉県 女性 ６０代
･治療後、痛みがあるのに説明がない　・保険内で・・・治療中に1万～2万～5万が有りますと言われる　・麻酔の前の麻酔
をしないで注射をされる

❏ 千葉県 女性 ６０代 歯は健康のバロメーター　誰もが定期的に検査をして健康チェックができる検診を安くできるようにして欲しい。

❏ 千葉県 女性 ６０代 椅子に座るだけでコワイと感じる。音で緊張する。

❏ 千葉県 女性 ６０代 保険のきく範囲を広げてほしい。

❏ 千葉県 男性 ７０代
保険でとてもしっかりした入歯を作って頂き満足しています。今まではポリクリップ等安定剤を使用しても食べ物のカスが入
りましたが、先日保険でしたが作って頂き安定剤の使用なしでまったく食べカスも入らず、満足です。保険でこんなスバラシ
イ入歯が出来る事にビックリです（代筆）

❏ （改3） 女性 ７０代
子どもの時からの歯磨きの習慣を正しい磨き方と共に躾けてほしかった。私は歯磨きはしていましたが、正しい磨き方では
ありませんでした。（特に歯ぐきの磨き方）

❏ 千葉県 女性 ６０代 治療法のメリット・リスクなどの説明を望みます。

❏ 千葉県 女性 ７０代 1ヶ月に1回、検査をしてもらっていますが、それが続けられる様にしてほしい。

❏ 千葉県 女性 ６０代 インプラント費用、保険がきく様にならないか。

❏ 千葉県 女性 ７０代 インプラント治療のための費用が安く出来ないでしょうか？

❏ 長野県 女性 ５０代
・予約をしても待ち時間があり、勤務中、後、短時間には済まず、なかなか通いきれない。・費用についても心配だが、一番
は事前の説明が不足している為、例えば、前歯の差し歯なのに違う色（同じ白でも）でやられたりした事があり、足が遠の
く、と同時にどこなら良いのか分らない。

❏ 長野県 女性 ５０代 インプラントの保険適用を！

❏ 長野県 男性 ５０代 歯のドックがあるといい。何でもない時にみてもらいたい。

❏ 長野県 男性 ３０代 歯の健康について一般市民にも広げてほしい。

❏ 鹿児島県 女性 ６０代
部分入歯をしていますが、なかなか慣れません。インプラントがもう少し安くなり、保険で出来たらいいのですが。又、治療
がわからず心配で、一歩踏み出す勇気がありません。

❏ 広島県 男性 ７０代
こまめに歯の治療に心掛けていれば良いですが、仕事にまぎれて忘れており歯の健康を阻害しております。高齢者にも健
康指導 宜しくお願いします。

❏ 広島県 男性 ７０代 インプラント代の保険適用を希望します。

❏ 広島県 男性 ５０代 自分も時間がない上、親（高齢者）を治療に連れて行けない

❏ 大阪府 女性 ７０代 窓口負担を安くして下さい

❏ 大阪府 女性 ６０代 窓口負担を軽減して下さい

❏ 大阪府 男性 ７０代
・高齢者差別の後期高齢者医療制度は廃止して高齢者が安心出来る制度にして下さい。　・家事援助、軽度要介護者の給
付削減や利用料の引上げをやめ必要介護サービスを受けられる介護保険制度にして下さい。

❏ 大阪府 女性 ６０代
家事援助や軽度要介護者の給者の利用料の引き上げをやめ必要な介護サービスを安心して受けられる介護保険制度に
して下さい。

❏ 大阪府 女性 ６０代 患者の医療費窓口負担を大幅に軽減して下さい

❏ 大阪府 男性 ６０代 先生の説明にもありましたが もっと早く歯科医療に行けば良かったとつくづく思います。（歯周病です）

❏ 大阪府 男性 ３０代 一部負担を1割にして欲しい。

❏ 大阪府 女性 ６０代 患者の医療費負担を1割にして下さい。

❏ 大阪府 女性 ８０代 高すぎる国保保険料を下げて下さい

❏ 大阪府 男性 ７０代 窓口負担を1割にして下さい

❏ 大阪府 女性 ４０代 医療費を1割負担にして下さい。

❏ 大阪府 男性 ４０代 患者の医療費窓口負担を大幅に軽減して下さい

❏ 大阪府 男性 ６０代 患者の医療費窓口負担を大幅に軽減して下さい

❏ 大阪府 女性 ６０代 定期検診の無料化お願いします。

❏ 大阪府 女性 ６０代 通院が長期に及びいやになっている

❏ 大阪府 女性 ４０代 治療費を安くして下さい

❏ 大阪府 女性 ５０代
高すぎる国保保険料（税）を引き下げて下さい。国民保や後期高齢者医療制度の保険料を払えない人から、保険証を取り
上げないで下さい。

❏ 大阪府 女性 ８０代 高すぎる国保保険料を下げて下さい

❏ 和歌山県 女性 ３０代
1本の歯を治療するのにどうして少しずつしか治療してもらえないのですか？1日で治療できないのですか？費用も高いし
仕事をしているので通院するのも大変です。

❏ 北海道 女性 ６０代 医師のレベルがとても違う（低い）人がいるので気付いてわかるまで とてもストレス大でした。（うつ的でした）

❏ 北海道 女性 ５０代
・インプラント･ホワイトニング･矯正など、一部分でも保険が使えたら助かります。・歯周病、知覚過敏に対する治療が、さら
に効果的になれば良いと思います。

❏ 北海道 女性 ７０代
インプラントをすすめられて治療したが右方下2本で2年もかかり食べられず、どんどん体重が減少し、免疫力も落ち肺炎に
なり入院した、左側の1本は断った。

❏ 北海道 女性 ４０代
子どもの「矯正」について、一般歯科医と専門医との治療費の違いのポイントを初めて知り、知らない情報の多さに気付き
ました。周知方法のご検討を！

❏ 北海道 女性 ２０代
定期健診を理解してくれる方が少なすぎる。痛みが出てから行くものだと思っている方が多い。虫歯ができない様に、予防
するために、来院するという考えを改めてほしい。子供がかわいそう。

❏ 北海道 男性 ６０代 治療を行う日の間隔が長い。せめて2～3日おき位で出来ないものか。

❏ 北海道 女性 ６０代
退職して時間ができたので、半年ごとには検診を受けるように心がけています。しかし、その前に十分悪い状況になってい
て、半年と経たないで治療が必要になっています。私より若い人達がどうしようもなく悪化してしまう前に、予防の検診や早
期の治療を受けられるシステムが出来れば良いと思います。

❏ 北海道 女性 ６０代 保険外の費用が高く困っている。

❏ 北海道 女性 ３０代 保険外の費用が高く困っている。

❏ 北海道 女性 ４０代 自分の歯がなくても、おいしく食べられるような歯ができるといいと思いました。

❏ 北海道 女性 ６０代 矯正も保険適用にして欲しい。
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❏ 北海道 女性 ７０代 ・歯みがきがうまくいかない。　・電動歯みがきがいいのでしょうか

❏ 北海道 女性 ５０代 予防歯科の部分を充実してほしい。

❏ 北海道 女性 ４０代 子供の歯の矯正をすすめる歯科医とそうでもない医院がありますが、どうしたらよいかわからなくなります。

❏ 兵庫県 男性 ６０代 医療費の窓口負担を3割から1割にして下さい

❏ 兵庫県 女性 ８０代
入歯を（義歯）作ってもらったが痛い処や噛み合わせが悪く三度か四度削ってもらいに行きましたがその都度お金を支払っ
ています。義歯料の中に含まれているのではないでしょうかと（疑問）を抱いております。又、鈎の部分がきつく痛んで歯が
ぐらぐらになっているので抜歯することになった場合でも全額支払わされたが（疑問）に思っている。

❏ 鳥取県 男性 ５０代 全て保険のきくように願う。

❏ 秋田県 女性 ４０代 待ち時間が少なくなるようになるといいなぁと思います。あと、音が頭に響く感じがもう少し改善されるとうれしいです。

❏ 愛知県 女性 ６０代 治療費がとても高い

❏ （改3） 女性 ７０代
高齢になり、急速に歯が悪くなりました。入れ歯では食事がおいしくいただけないし、食べるものも制限されてしまい残念で
す。インプラント治療をと思うのですが、保険がきかず、高額だし不安もあります。

❏ 奈良県 女性 ５０代 患者の医療費窓口負担を大幅に軽減して下さい。

❏ 奈良県 男性 ３０代 後期高齢者医療制度の廃止

❏ 福岡県 男性 ６０代
治療だけで良いが他の所も調べ、１回で治療は終るが、１ヶ月以上かかってる。（いろいろココが悪い等いって）本当に悪い
のか、私達ではわからない。

❏ 福岡県 男性 ２０代
歯は健康にとって非常に大切だと思います。その大事な歯の維持が、お金が無くてほったらかしにせざるを得ない社会で
はおかしい！！

❏ 福岡県 男性 ３０代
・インプラントを保険適用にして欲しい　※いくつかのプランを提示されたが、質よりも価格で選ばざるを得ない。質の高い
治療がのぞめない。希望のサービスを受けられない。

❏ 福岡県 男性 ６０代 削りすぎを感じる。歯の治療は手足のより痛い。早目と定期的が大事と思う

❏ 福岡県 男性 ５０代 受診する際に費用がいくらかかるか不安がある。

❏ 福岡県 男性 ５０代
歯周病になり、この先が心配です。歯は健康の基本だと思います。保険の適用範囲を広げて、安心して治療できるようお
願いします。

❏ 福岡県 男性 ６０代
・医師のレベル差が大きいと思う。（伎倆、知識とも）　・せめて、患者に治療法を選択できる（させる）程度の対応はして欲し
い。なぜなら以前、同じ様な治療をそれぞれ違う医院でやった結果が全然違ったため。

❏ 福岡県 男性 ５０代 生まれてこの間、むし歯がないので、病院に１回も治療で行っていません。

❏ 千葉県 女性 ６０代
上を入歯、下一部入歯、上下ともガタが来ているので医者に行きたいのですが、前に１回失敗しているので、再度行きたい
と思うのですが、費用の事も心配ですし、医者を選ぶのも今考え中です。

❏ 千葉県 男性 ７０代 ７０才近くまで来て治療はしてませんが、色々と病気を持っているので医者を選ぶ事が悩みです。

❏ 千葉県 女性 ６０代 歯の健康は全身に影響し、長生きにかかわるほど大切である。

❏ 千葉県 女性 ７０代
保険の義歯について、私は現在は使っておりませんが、人の話では保険の入れ歯は作ってはくれるが、その後の調整は
快く行ってくれないと苦情が多い。以前歯科の仕事に従事したことがあるが、調整の点数が低すぎると思います。これでは
先生方も何分も時間をかけられないと思うので、保険点数にご一考をお願いしたい。

❏ 千葉県 女性 ６０代
糖尿、心臓（ステントなど入）他複数の病気有り。今迄（６８才）歯医者も行かないで、自然と抜けてしまうので、治療もしない
ままですが、痛いと思いこんでいる為、足が遠のいてしまいます。

❏ 長野県 男性 ４０代 歯石を取るために歯科に通う回数を減らして下さい。

❏ 長野県 女性 ２０代 ・事前にどのくらいの費用と時間がかかるのか知りたい。　・もっと保険適用の範囲を広げて欲しい。見た目は大事。

❏ 東京都 男性 ６０代
日本の医療保険は、皆保険と言われながら高い保険料を払った上に、受診時にも患者の窓口負担が高すぎます。ただち
に窓口負担をなくし、早期発見、早期治療で国民の健康を守る政治を強く希望します。

❏ 東京都 男性 ３０代
保険で治療のきくものを増やし、お金があまり無く、保険に入っていない人でも、わかりやすく支払が出来て、進んで歯科に
行けるような制度を作って欲しい。

❏ 愛知県 女性 ５０代 インプラントが普及してきているので、保険適用できるようにして欲しい。

❏ 大阪府 女性 ６０代
治療するとなると費用もかかるし、苦痛も伴います。そのこともあり定期健診には行くようにして予防に心掛けています。特
に費用がかかり過ぎる事が一番心配なので、何とかならないものでしょうか

❏ 大阪府 女性 ７０代
７０才になり１割負担。少し支払が助かります。でも３割負担の時は、いつも５０００円ぐらい財布に入れておかないといけま
せん。今は治療というより、歯みがき・歯石取りですが、以前は家計を圧迫しでも払わないといけない状態。保険がきかな
い所は１５万円かかったり、本当に困りました。

❏ 和歌山県 女性 ３０代
同じ様な処置（私には違いがよく分からない）を受けても、治療費が毎回違う。でも、どうして違うのか聞きづらい。なので、
どういう計算でその費用になったか教えて欲しい。そうすれば、高く感じる治療費も、まだ納得して支払えると思う。

❏ 奈良県 男性 ３０代
歯の治療が経済的理由で受けられないことは問題です。国が補助を出すか、保険のきく範囲を大幅に増やして欲しいで
す。

❏ 無回答 女性 ７０代 保険がきかなくて医者は自費をすすめます。これは疑問符です。

❏ 東京都 女性 ３０代 金属アレルギーなのに、白い歯にするのに保険がきつい

❏ 大阪府 女性 ６０代 保険の窓口負担を１割以内

❏ 大阪府 男性 ３０代 治療費を安くして欲しい

❏ 兵庫県 男性 ６０代 保険の窓口負担を０にして欲しい。保険の範囲を広げて欲しい

❏ 千葉県 女性 ６０代
歯科受診は、歯が痛いとか歯茎が腫れてがまん出来ないといった状態にならないとしないので、自分の歯・口腔内の状態
が健康なのか不健康なのかわかりません。歯科検診は大人の場合何か制度的な助成はあるのか知りたい。

❏ 長崎県 男性 ８０代 ウィーン、ビーンと言うような音がない器具があればいいなと。

❏ 長崎県 女性 ７０代
１割負担の場合は重く感じませんでしたが、インプラントは保険がききませんので、利くようにしてほしいなー２本入れまし
た。

❏ 長崎県 女性 ２０代
歯は一生ものなので保険が安くなるとすごく行きやすいです。とくに歯がなくなった時、保険がきかないのはきついです。保
険がきく場合はみんな行くと思います。参考になったらいいです。

❏ 長崎県 女性 ７０代
私は老人ですので保険適用で十分ですが、若い方々には保険の範囲を広げて欲しいです。身内の一人に保険のきかない
診療を受けた子がいますが、高額なのでどの方もという訳にはいかないと思います。保険適用にしていただいて快適な毎
日を送ってほしいと思います。

❏ 長崎県 女性 ７０代 保険が利く治療がふえるといいですね。

❏ 長崎県 男性 ７０代 月１回の受診（検査）を10年以上継続中。現状維持のため今後も続ける。

❏ 長崎県 女性 ７０代 安心して病院にまかせています。

❏ 長崎県 女性 ８０代 比較的ゆったりした治療なので、少し速度をあげて欲しいです。

❏ 長崎県 男性 ６０代 保険診療の範囲を広げること、診療報酬の引き上げも必要。

❏ 長崎県 男性 ６０代 今の歯科医に満足しております。
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❏ 長崎県 女性 ６０代 前の医者で抜かなくてよい歯も何本も抜いたと思ってます。今の先生にめぐりあって良かったと思ってます。

❏ 長崎県 男性 ４０代 自己負担（自費）の分をもう少し保険内で出来るようにして欲しい。

❏ 長崎県 女性 ３０代
歯科によって治療費の差がありすぎると思う。高知県では定期検診に行くとおすすめの歯みがき粉をいただけると聞いたこ
とがあるので、長崎でもやってほしい。歯科医がすすめる歯みがき粉を知れるといいと思う。

❏ 長崎県 女性 ６０代 日曜日に診療していただければ、もっと行きやすくなるのですが…。

❏ 長崎県 男性 ６０代 山崎歯科の先生には大変お世話になっています。

❏ 長崎県 女性 ５０代 自分の歯で食事を一生できるように大切にしていきたいと思います。

❏ 長崎県 男性 ５０代 歯が健康でないと笑顔もでません。食物も食べられない。

❏ 長崎県 男性 ７０代 健康で丈夫な歯あっての人生です。定期検診を忘れず受けてます。感謝でいっぱいです。

❏ （改3） 女性 ５０代
年齢を重ねるごとに歯の大切さというものをひしひしと痛感しています。歯の治療と言うと「痛い」「長くかかる」というイメー
ジを持っていましたが、痛みを軽減する病院の雰囲気や治療法に努力されている病院もあり、 近では歯科通院も楽しく
なりました。

❏ 長崎県 男性 ６０代 予約時間を守ってほしい。

❏ 長崎県 男性 無回答ぼくは今のところ虫歯がありません。これからも歯みがきをがんばりたいです。

❏ 長崎県 女性 ４０代
12才の息子と月に１回メンテに通ってます。おかげさまで息子は虫歯ゼロ…私も歯ぐきの状態も良好です。これからも毎月
のメンテを続けていくつもりです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 子連れでも気軽に治療に行けるよう利用しやすい環境の充実を希望します。

❏ 長崎県 女性 ６０代 いつもていねいにしていただいています。

❏ 長崎県 女性 ４０代 現在歯科治療を行っていないのでこれと言って意見ありません。

❏ 長崎県 女性 ５０代
私が通う歯科は定期検診時には電話を入れて頂き、忘れたりするので助かります。治療費はもう少し安くなると嬉しいです
（ちなみに娘は歯科衛生士です）。

❏ 長崎県 男性 ５０代 もっと歯科医院の評価を進国並にして欲しい。低すぎます。

❏ 長崎県 女性 ３０代
保険の使えない診療の金額を分かりやすく表記しているところが少ないので、相談もしずらくどのような治療ができるのか
も分からない。ホワイトニングの方法とか。

❏ 長崎県 女性 ５０代 材料が中国製のものがあり不安。

❏ 長崎県 女性 ３０代 もっときれいな歯にしたいのに、保険が利かずに諦めた事があります。もっと範囲を広げて欲しいです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 子ども（乳児）がいると、なかなか行きづらいので、行きやすい歯科が増えるといいと思います。

❏ 長崎県 女性 ４０代 勤務時間帯とかがうまくいかず、早退の場合が多い。時間的に融通性が欲しいです。

❏ 長崎県 男性 ７０代 すべて保険が適応されるとよいですね。

❏ 長崎県 女性 ４０代 日頃から心がけてはおりますが、実際に痛くならないと治療はしない欠点あり。

❏ 長崎県 男性 ６０代
現在、通院している歯科医院が完全予約制なので、時間帯が病院次第となっている。時間が合わなくて受診出来ない事も
多々あり。

❏ 長崎県 女性 ２０代 全ての治療を保険適応にして欲しいです。

❏ 長崎県 男性 ２０代 口をずっとあけていると唾がつまり、たまに苦しい。

❏ 長崎県 女性 ６０代

近は、どの歯科医院に行っても「インプラント」をすすめられる。費用と体力的な事があるので、すすすめるのもほどほど
にしてほしい。と友人達が言っておりました。私は８年程前に博多でインプラント手術（前歯）をしました。快適で笑顔でいら
れます。肩こりもなくなりました。費用がかかりすぎなのがちょっと難点です。簡単な治療は佐世保市内で受診しております
が、定期検診は（年２回）博多まで行っております。博多でインプラントの手術をした時、見積りと詳しい説明（メンテナンスを
含む）があり、納得できました。佐世保の歯科医院では詳しい説明がないようです。

❏ 長崎県 女性 ４０代 会社勤めなので時間を長くしてもらえたら、もしくは、日、祭日など開いていたら助かります。

❏ 長崎県 女性 ５０代 設問④＝イの高いにしました。ちょっと違う治療をした時にびっくりする位高い時があったので…。

❏ 長崎県 女性 ３０代 治療の期間（一本の歯に対する）を短縮してほしい。

❏ 長崎県 男性 ４０代
虫歯など何本もあると思うので費用や、また時間など取れないので行くタイミングをのがしているんで休みの日に開けても
らえたらいいと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯の矯正も保険適応にしてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ８０代
見た目はきれいではないが自分の歯ですから一生大切に使いたい。かたい物が好きなのが今になって少々心したと思い
ます。

❏ 長崎県 男性 ６０代
内科で主治医との認識があります私は歯科医師の先生に主治医にお願いし、小児のことも相談しております。このことは
絶対に必要です。

❏ 長崎県 女性 ５０代 歯は大切だと思う。

❏ 長崎県 女性 ２０代 あまり行かないのですが、清潔なイメージがあって良いと思います。

❏ 長崎県 女性 ４０代
かかりつけの歯科で治療をするにも勤務で休みをとらないと治療できません。夜間診療8:00位までしていただけると助かる
のですが！

❏ 長崎県 男性 ２０代 日曜、祭日などにも治療ができるといいのですが。

❏ 長崎県 女性 ３０代 医師により（病院により）治療の仕方が違うようです。（うわさ話で）はずれの病院にかかると怖いですね。

❏ 長崎県 女性 ６０代
近年の医療に関しては大変進歩し、すばらしく安心しての治療をしていただきとてもありがたいなと思いました。丁寧な歯み
がきの仕方など教えていただき、これからも残り少ない歯を大切にしたいと思います。

❏ 長崎県 女性 ２０代 お薬の味がおいしかったらいいなと思います。

❏ 長崎県 女性 ４０代
生活が困っている方や歯科医院等に行きづらい（活動費がなかなか払えない）方や行きたくても時間などがなくて行けない
（仕事等）方々に気軽に行けるよう時間延長週１～２回でも考えてほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 治療中に子どもを見てもらえる制度があると聞いたことがあるが、費用などもっと広く知らせてほしいと思う。

❏ 長崎県 男性 ８０代 よく面倒を見て頂き感謝しています。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯科医院の皆様とても親切で安心して通院出来ます。

❏ 長崎県 女性 ４０代
いつもお世話になっております。大人向には医院毎に、もう少し診療時間がバラければいいのになと思ったりしています。
子供向もできれば２時間ほど延長して欲しいなあと…。

❏ 長崎県 女性 ７０代
近所の歯科院に月１回、若松看護師の手当い口の中を目一杯１本づつ丁寧にして下さり、月２回あるとよいのだけど月２
回は出来ないと、年老いると歯が一番です。保険できかないとか何とかならないかといつも思います。

❏ 長崎県 男性 ８０代 義歯がもう少し安かったらありがたいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 南島原市の子供のフッ素湿布を無料化してほしいです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 鼻づまりから歯が痛くなるという事がありました。全部つながっているのだなと思いました。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯をけずる音が何とかならないのかな？
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❏ 長崎県 女性 ６０代 歯の健康は全身の健康にとっても大切なもの。自分自身を専門家のケアをもっともっと自覚し大切に。

❏ 長崎県 女性 ３０代

保険治療について…まず歯科院に通院してすることは、虫歯治療、歯周病治療、義歯などありますが、一言…歯周ポケッ
ト計28（32）本の深さ、ぐらつきなどを調べますが、あれ点数とりすぎです。毎年改定があってると思いますが点数が高いと
思います。ただポケットを計るだけなのに何であんなに高いの？。　あと前歯３～３（上下）、どこの歯科院も同じですが、１
本あたりの点数が高い！　子供もそうですが…初診、再診にかかわらず加算点数が高い。いい子もいます。歯周病はこわ
いです。それをまだ知っている人が少なすぎる。それは、歯科院は痛い高いといったイメージが強いからだと思います。もう
少し歯周病の怖さを周りに理解してもらうようDr、衛生士、協会ととりくんでいったほうが良いと思う。

❏ 長崎県 女性 ３０代

保険外治療、ホワイトニングやインプラント、アタッチメント義歯などいろいろありますが、高い技術はわかりますが…やはり
歯科院によって大幅な金額の差があるのはどうかと思います。今審美歯科が流行していますが、もちろん歯がきれいにな
ることはうれしいことです。でも歯をきれいにした以上はアフターをきちんとやってほしいです。中には、やりっぱなしのDrも
いると聞きました。特にインプラントなんてアフターをきちんとしないと大変なことにもなるし、またお金もかかるって言うこと
がでてくると思います。私もホワイトニングをしていますが、きちんと定期検診も受けてますしDrを信用しています。これは
Drだけじゃなく衛生士も同じです。

❏ 長崎県 男性 ７０代 歯は健康の源、大事にしています。

❏ 長崎県 女性 ７０代 よく指導して頂き感謝しています。

❏ 長崎県 男性 ７０代
先生、歯科助手の方はとても親切で安心して治療受けられます。予約時間がづれる場合がありますが、前の患者さんの治
療時間がながくなるのでしょうね。

❏ 長崎県 女性 ２０代 病院にはなかなか足が向かないものですが、歯科へは特に歯が痛くならないと行こうという気にはなれません。

❏ 長崎県 女性 ６０代
４ヶ月に１回メンテナンスに行っています。若い時にまじめに虫歯治療をしていればと後悔しています（若い時は治療費が
なかった）。

❏ （改3） 女性 ３０代 親知らずを長崎大学病院にて抜歯しました。大村でも出来たら良いと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯科へは３ヶ月に一度定期検診に行っています。必ず次の予約を入れて継続していくように心がけています。

❏ 長崎県 女性 ８０代 痛くないようにしてほしい。

❏ 長崎県 男性 ５０代 少し治療期間が長い様に思われる。

❏ 長崎県 女性 ６０代 治療の進み方により時間がかかり、ゆっくりした時に予約を取る。歯の健康が大事なことが初めてわかり大事にしたい。

❏ 長崎県 女性 ４０代 近は親切に説明をしてくれるので安心です。

❏ 長崎県 女性 ７０代 先月１回恵美須町、山田歯科に通院しています。

❏ 長崎県 男性 ６０代 当方、車椅子ですが近くの歯医者さんがよくしてくださり助かっています。

❏ 長崎県 男性 ３０代 インプラントや歯列矯正に興味がありますが「高い」という印象もあります。

❏ 長崎県 女性 ５０代 治療費が安い時と、ひどく高い時があるので、持ち合わせがない時などに困る。

❏ 長崎県 男性 ６０代 治療を出来るだけ合理的にして欲しい。例えば検診と治療とか何回も行かなければならない。

❏ 長崎県 女性 ６０代 病院でも歯科は特に治療費が高いため、ぎりぎりまで待って行きます。我慢しないで通院出来る様、望んでおります。

❏ 長崎県 男性 ７０代 歯の矯正を保険適用にして下さい。

❏ 長崎県 女性 ６０代 医学管理等はどうしているのですか。

❏ 長崎県 女性 ８０代 接着剤等付けて食べてみるが、歯ぐきと歯の接着がわるく、入れ歯が口の中で動く。

❏ 長崎県 男性 ６０代 インプラント治療を保険で利くようにして下さい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 白いつめ物、かぶせ物が保険で利いたらいいのにな…と思います。

❏ 長崎県 女性 ５０代 保険の歯と保険外の歯の治療金額が違いすぎるので、保険の範囲を広げて欲しい。

❏ 長崎県 女性 ２０代 治療内容の説明も分かりやすく丁寧にしてもらって満足してます。

❏ 長崎県 女性 ４０代 検査料が高いと思います。

❏ 長崎県 男性 ４０代 予約をとってまで行く気がせず、直接診療してくれる病院へ行っている。

❏ 長崎県 女性 ８０代 私の場合は、部分入れ歯のため、いろいろと迷惑をおかけしましたが、親切にして頂き感謝致しております。

❏ 長崎県 女性 ２０代

島原にも小児歯科専門の歯科医院がもっとあればなと思います（小児向けの環境が整った設備やスタッフなど）。一般歯
科でも赤ちゃんからでも治療中お母さんが安心して受けられるように小守りをしてくださるスタッフや保育士さんがいれば助
かるなと、妊娠、出産、育児を経験していてとても強く思いました。歯科医院の方からも積極的に定期検診に根気よく誘って
いただけるとありがたいです（ハガキはもちろん、ＴＥＬでのお知らせも良いと思います）。歯科治療より歯科予防がもっと
もっと主流になって小さい頃から予防だけでお世話になれるような病院が増えたらなと思います。子供の診療後のごほうび
的なもの（おもちゃ、シールなど…）を用意してくださると、とても喜んで頑張ってくれると思います。歯科衛生士さんのご活
躍が、歯科医院にお勤めの方もお休み中の方も医院外の方もボランティアでも良いと思うのでどんどんあったら良いなと思
います。

❏ 長崎県 女性 ８０代 面列の入れ歯は良いかげんで止められる。

❏ 長崎県 女性 ７０代 今さらのように歯の大切さ、噛むことの大切さを感じています。孫の歯に充分気をつけている嫁に感謝、まさに明眸皓歯！

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯は一番大切と思ってます。先生がいい方なので同じ病院を長く通ってます。

❏ 長崎県 男性 ２０代 治療費の負担を軽減してほしい。

❏ 長崎県 女性 ２０代
幼い頃、矯正を勧められたこともありましたが、やはり予算的に厳しいのが現状でした。歯並びが美しいと自信（笑顔）にも
つながるので、より庶民に優しい料金保険になればとは思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 フッ素は３ヶ月に一度子供に受けさせていますが、大人にもきき目はあるのでしょうか。

❏ 長崎県 女性 ６０代 予約が週１回位なので治療日数が長い。もう少し１回の治療に時間をかけて期間が短縮されればと思います。

❏ 長崎県 女性 ６０代
主人も私も定期検診で歯の状態をチェックしていただいている。自分の歯でおいしく食事出来ることは健康の源。是非全て
の人の検診を普及してほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 特定健診のように歯の健康診断も受けられると良いのですが、特にはないのですね。

❏ 長崎県 女性 ４０代

歯の治療はとても大切な事だと思います。しかし私の場合小学６年生の時、麻酔なしで神経を抜かれてその医者からすご
くおこられた事があり、その事がトラウマになって20才まで治療をしなかった事がありました。今は医者も優しくなりきちんと
説明もしてくださいます（別のところに行っている）。歯科助手の方の優しい言葉かけとかとても緊張をほぐしてくれます。現
在の様な治療方法だと私の様な歯医者嫌いな方々もすごく行きやすいと思う。只、治療費が高いのでもう少し安くならない
でしょうか…。次回高くなりそうな時は、次回「○○円位かかります」と前持って伝えてほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 仕事をしているため、平日なかなか歯科に行けずにいます。日曜日などでも受診できる様な歯科があれば嬉しいです。

❏ 長崎県 女性 ７０代
私は近くの医院に通院していましたが、少しの虫歯も抜いてしまい、今はインプラントを入れなくてはならない、治療して欲
しかった。

❏ 長崎県 女性 ６０代
歯科の治療はお金と時間がかかり、まだ少々痛くないと行きません。それに歯の矯正は保険がきかないので国に望いをか
けて下さい。
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❏ 長崎県 男性 ７０代 インプラントを進められるのですが、保険がきかないので考えさせられる。安くできないものか？

❏ 長崎県 女性 ６０代 子供のころから歯を大切にしてればよかったと思います。

❏ 長崎県 女性 １０代 いつも親切にしていただいて本当に助かってます。

❏ 長崎県 女性 ４０代 全部の歯の治療に保険を使えるようにしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 歯科の治療費が高い。

❏ 長崎県 女性 ６０代
もともととてもきれいな歯をしていたのですが一時期歯周病にかかりショックでしたが、今は治療して良くなり歯の大切さを
かみしめています。

❏ 長崎県 女性 ５０代

以前かかっていた歯科２軒は、毎回5,000円位かかっていました。今通っている歯科は1,000円ちょっとで以前通っていた所
が、すごく高かったなと実感しています。実は昨年インプラント治療をしました。インプラント治療が高いというのは想像して
いたのですが、その後のメンテナンス（２～３ヶ月に一度の歯みがき指導、歯みがき等）が全額自己負担なので、けっこう大
変です。（歯ブラシや歯間ブラシ等も特殊なので）インプラント治療も保険が利くようになれば良いなと思います。虫歯治療
は近所の歯科に先週まで通っていました。病院によって治療費が違うのは何故だろうと思いますが、やはり今後もこの歯
科に通おうと思います。とても丁寧で説明して下さるので気に入っています。先日インプラントの歯みがき指導とレントゲン
で10,000円かかりました。保険診療ができるようにならないかと希みます。よろしくお願い致します。

❏ 長崎県 女性 ６０代 大きく口を開けるのが苦手、しかたないですが通院期間が長くかかるのも負担になります。

❏ （改3） 女性 ２０代
歯科へは通った事はあるのですが、仕事が不規則な為予約が取りづらく、金額も大きくなってしまうので通わなくなってしま
いました。予約が取りやすく、金額も安くなっていただければ通いやすいのですが…。

❏ 長崎県 女性 ３０代
一度、治療に通うと再診が多く時間も費用もかかります。日々忙しくしていると治療が中途半端になったり、治療を始めるの
も考えてしまったりしてしまいます。もっと治療回数的にも費用的にも通いやすくなってほしいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 治療に時間がかかりすぎだし、お口ケアの大切さを指導してほしいと思います。

❏ 長崎県 男性 ４０代 治療は短期間で終わらせたい。費用が高いのでは？　説明は丁寧にしてもらった。

❏ 長崎県 女性 ４０代 矯正に関心を強めることが全身の健康に大きく影響るすと思います。

❏ 長崎県 男性 無回答もっとけんこうなはをひろめてほしいです。

❏ 長崎県 男性 ４０代 家族でむし歯「０」を目指しています。

❏ 長崎県 男性 １０代 もっともっと人体に被害の少ない治療をしてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯の管理ケアをして頂き指導して下さるので有難く思って居ります。今後とも続けて下さるようお願い致します。

❏ 長崎県 男性 ３０代 定期検診へ行っていますが、保険がきく時もあればきかないと言われることもあり、しくみがよく分からないです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯は本当に体全体の健康のもとだと思います。私は２ヶ月に１回定期検診に通っています。

❏ 長崎県 男性 ３０代 いつも歯磨きしているつもりですが、タバコを吸うのでヤニがつき定期的に除去してもらってます。

❏ 長崎県 男性 ４０代 レントゲンの費用高い。体への負担も心配。

❏ 長崎県 女性 ６０代 治療すみだから、すっきりしています。

❏ 長崎県 男性 ７０代 治療中ですが治療すみのところはとても気持ちいいです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 半年に一度、家族全員で定期検診に行っています。お陰で皆、歯は健康です。

❏ 長崎県 女性 ６０代 治療日の間隔を狭めてもらえれば助かります。

❏ 長崎県 女性 ６０代
インプラント興味ありますが金額が高いので考えさせられますね。医学はどんどん進歩しています。入れ歯？も簡単にでき
るといいですね。歯科受診若干です。娘は歯の矯正を受けました。金額が高いのにビックリ。長い月日がかかるのもビック
リ。

❏ 長崎県 男性 ６０代
急に痛みが来ても歯科医を決めているので快く治療して下さるから嬉しいです。これから年齢とともに悪くなるので保険を
見直してほしい。

❏ 長崎県 女性 ２０代 インプラント治療に興味があるが値段が高すぎる。

❏ 長崎県 女性 ４０代 治療の期間が長くなると費用と時間がかかるので短期間で治療がすむと通院するのも苦にならないです。

❏ 長崎県 女性 ４０代 今、歯の矯正をしています。治療費用が高いです。もう少し安くできればいいなと思います。今後の事も考えて。

❏ 長崎県 女性 ５０代
インプラントの安全性はどうなのでしょうか。保険の適用外ということですが、今後さまざまな治療法（保険内）でのぞれま
す。

❏ 長崎県 女性 ５０代 年を重ねる度に歯の大切さに気付かされる事が多くなります。いろんな情報を教えてほしい。

❏ 長崎県 男性 ８０代 自分が行っている歯科病院は親切で、悪い所は丁寧に治療してもらいます。

❏ 長崎県 女性 ２０代 １回で１本しか治療しないので何回も行く時間がない。

❏ 長崎県 男性 ７０代 費用が高くて入れ歯が作れない。

❏ 長崎県 女性 ７０代
この年齢になってとても歯の大切さをしみじみ感じております。若い人にもっともと歯に関心をもってほしいと、身のまわりの
人に活しております。

❏ 長崎県 男性 ３０代 歯医者はどうしても苦手で小学生の時に行ったきりです。

❏ 長崎県 女性 ４０代 受診をするのに予約を入れないとならないのが面倒です。

❏ 長崎県 女性 ２０代 開業医のレベルアップや技工士等のランク付け。研修制度等、下手な人が多い。

❏ 長崎県 女性 ５０代 個人負担で10万円の義歯を入れたが、本当に10万なのか？

❏ 長崎県 女性 ５０代 半年に１回定期的に歯科にかかってますが、もう少し窓口負担が軽いと助かります。

❏ 長崎県 女性 ７０代 １本の歯に何日もかかる。

❏ 長崎県 男性 ４０代 歯石取りもけっこう検査料などかかって初診時の費用が高い？と思う。

❏ 長崎県 女性 ３０代
仕事時間上遅くまで開いている病院でないと行けません。唯一の今の病院は夜８時まで開いているので助かります。18時
まで勤務で帰宅時間に30分以上かかる。

❏ 長崎県 女性 ２０代 学校も忙しくバイトにも行っているので、なかなか歯科へ行けません。待つ時間、治療時間を短縮希望します。

❏ 長崎県 男性 無回答給料が安い仕事なので病院（特に長く治療を必要とする歯）になかなか行くことができません。安い価格を希望します。

❏ 長崎県 男性 ６０代
退職後、第二の人生を送っている身の上、下の子は大学３年生で大学院希望というのであと３年半学費にかかります。年
齢的にも歯科へはお世話になりますから安くなることを望みます。

❏ 長崎県 女性 ５０代
歯槽膿漏で50才前には前歯を５本抜かれ部分入れ歯になり、今は上歯は入れ歯、下の歯は４本のみ残って部分入れ歯と
歯の治療に通う日々です。安くなってほしいことを願っています。

❏ 長崎県 女性 １０代
小３から矯正治療していますが、現在まだ継続中です（現在は取り外しの装具使用中）。もっと短期間で治療できるものが
あったらいいと思います。

❏ 長崎県 女性 １０代 定期検診をかかしません。歯ならびの相談にものてもらっています。

❏ 長崎県 女性 無回答定期的に予防に行くハガキを頂き大変助かります。

❏ 長崎県 男性 ５０代 生まれて初めての歯医者丁寧にしてくれるのでびっくり。

歯科の治療に関しての希望、悩み（自由回答）１９
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❏ 長崎県 女性 ４０代 娘が２人歯の矯正治療中ですが、自費負担なのでかなりきついです。少しでも安くなれば助かりますが…。

❏ 長崎県 女性 １０代
今年から歯の矯正を始めました。透明のワイヤーなのであまり目立たないので良かったですが、歯みがきが大変です。値
段も高いのでこれからももっと安く便利（使いやすい）装具を開発して欲しいです・

❏ 長崎県 男性 １０代 定期検診をかかさず行っているので虫歯０です。

❏ 長崎県 女性 ５０代 私の歯医者さんはやさしいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代
近特に歯は大切だと言われています。80才までの歯の大事さ、歯周病は恐いし、夜中にバイキンに繁殖されたくありま

せんから定期検診の大切さをアピールして下さい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 治療に通い始めたら何ともないが行くまで大変。なぜなら長期通院と費用を考えてしまう。また何箇所か不安になる。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯は本当に大事だと思いますよ。若いときからもっと歯みがきに気をつけていればと思いました。

❏ 長崎県 男性 ６０代 今までの治療に無関心だったので悪い所を治療に頑張ります。

❏ （改3） 女性 ４０代
一度通い始めると週一で数ヶ月かかり、終わる頃には違う歯をまた一から…となってしまうので、行きたいと思いつつ、なか
なか通えません。短期で終わる方法はないのでしょうか？

❏ 長崎県 男性 ６０代 明るい雰囲気と気遣いがあります。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯みがきが出来る待合所があった方が良い。

❏ 長崎県 男性 ２０代 いらない麻酔が多い

❏ 長崎県 男性 ２０代 保険でできる治療の範囲が広がるといいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯を白くしたりしたいのに高すぎて行けない保険適用にして欲しいです。

❏ 長崎県 男性 ２０代 高いので続けていくのが難しい。

❏ 長崎県 女性 ５０代
治療のための費用は仕方ないですが、予防の為の費用（歯石除去とかフッ素）は、もっと安くするべきだと思う。予防の方
に力を入れてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 大人の矯正について知りたいです。

❏ 長崎県 女性 ４０代 定期的に検査に歯科を受診すれば良いことをわかっていても、なかなか行きたくない所ですね。

❏ 長崎県 男性 ７０代 現状の歯科医院、約30年来の付き合い。代は代わられたが相変わらず安心。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯はとても大切なので、これからも歯科医療の発展を希望します。

❏ 長崎県 女性 ３０代 子供の歯の治療費だけでも安くなってほしい。それだけでも大分違います。

❏ 長崎県 男性 ５０代 ３ヶ月に１回、歯科の定期検診を受けています。

❏ 長崎県 女性 ５０代 歯はとても大事です。一生自分の歯で食べれるよう努力したいと思います。治療費がもう少し安くなると助かります。

❏ 長崎県 女性 ４０代 現在、歯ならびの矯正中で月１回通院しています。日々きれいになってうれしいです。

❏ 長崎県 女性 ３０代
埋められた歯の根は傷つかないよう磨いていくのが大切だなと感じています。治療できるようにして治療をありがとうござい
ます。歯の中を美しく健康に持続できたらいいなと思います。おかげで食べ物が美味しく食べられます。末長い歯とつきあ
えるように、そして歯一本づつの吐息が嬉しいです。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯みがきの指導をしてもらっています。いつもやさしく接していただきありがとうございます。

❏ 長崎県 女性 ３０代

なんとなく歯科って足が向かない。昔のあのｷｨｨｰﾝの治療で痛い思いをしたトラウマか…。なるべく定期検診にも行くように
していますが、ちょっとの時間で「また次回」と言われると、もう少しまとめて治療してほしいと思うことがあります。度々、仕
事を休まないといけなくなるし。でも１回の治療で「うわっ思ったより高い！」と思うときもあるので、そういうときは、まとめて
あったら、さらに高くなってしまう心配もありますね。「歯は大切に！」はわかってはいるんですが、いろんな意味で他の科に
比べてちょっと敷居が高いかな。という気がします。すみません。勝手な言い分ですが。

❏ 長崎県 女性 ６０代 私の時間に合わせて頂けるので助かっています。

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯医者でいつも保険きかない歯をすすめられるので、保険のきく範囲を広げてほしい。

❏ 長崎県 男性 無回答
幼児～小学卒業までは歯みがきも上手ではないので、歯科の方で定期検診など有ると、ムシ歯予防にもつながると思いま
す。

❏ 長崎県 女性 ５０代 現在通院してますが、機会のキーンという音が苦手です。音を小さくする事はできないでしょうか？

❏ 長崎県 女性 ７０代 セカンドオピニオンの大切さを実感致しました。今現在通院している歯科医院は満足しています。

❏ 長崎県 女性 ６０代 １年８ヶ月ぶりに受診しましたら、ずいぶん治療費が高く感じました。

❏ 長崎県 女性 無回答歯科定期検診で、ちょっと費用が高く感じるので少しでも安くなればなと思いました。

❏ 長崎県 女性 ３０代 自費の分の費用を明確にしてほしい。

❏ 長崎県 男性 ５０代 歯は体の障害をおこすので特に治療が必要であると思う。時間をかけて歯を磨くことが必要。

❏ 長崎県 男性 ４０代
歯科医師が行う治療行為と歯科衛生士が行う行為との協会が不明瞭。直接目で見えないので詳細な説明がほしい。医師
が少ししか見ないということもあるので。

❏ 長崎県 男性 ２０代
歯や口腔内を健康な状態に保つことは大切だと思います。ただ情報が多く、どの情報が正しくて、どの情報が間違っている
のか分からなくなります。正しい情報が多くの方へ伝わるように様々なキャンペーンがあればより多くの方へ伝わり歯科治
療の大切さなど関心を持ってくれるのではないでしょうか。

❏ 長崎県 女性 ２０代
治療費がどれくらいかかるかわからなく、いくらもっていけばいいのだろうとよく思います。なので、おおよそでいいので、次
はどのくらいかかりますと言ってくれると助かります。

❏ 長崎県 女性 ５０代 近は歯の予防に関心が高まってきている。とてもいい傾向だと思います。

❏ 長崎県 女性 ６０代
孫に歯科用のハミガキ剤を使っています。カライと言って何もつけないで磨いていますが、それでも良いのですか。３才で
す。

❏ 長崎県 男性 ３０代 早期治療で完治したいと思います。

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯をこれからも大事にします。

❏ 長崎県 無回答５０代 歯の健康大事ですね。

❏ 長崎県 男性 ６０代 キレイな歯一生大事にしたいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 キレイな歯大事にします。

❏ 長崎県 女性 ５０代

現在何本か入れ歯になって不都合を感じています。解決方はインプラしかないらしいのですが、高額で！　保険でできませ
んか？　子供達には歯の大切さを伝え、虫歯にならないように伝えていますが、私達の時代では痛みがあるときに歯科へ
行って治していましたが、歯科医に言われるままの治療で結局３本程入れ歯になってしまいました。時すでに遅く、現在も
ブリッジをしている歯も痛みが出れば入れ歯にしなければと言われています。使ってみて初めて入れ歯の不快さが分かり
ました。食事がおいしくない。少々固い物でもかめない。お手入れが必要等。何故？かを強く広く伝えて元気な歯を守る運
動を力説したいものです。

❏ 長崎県 女性 無回答フッ素をぬるのが好きです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯科の場所により金額が異なるので、はじめて行く歯科は不安になります。

❏ 長崎県 女性 無回答歯科さんは恐かったけど、先生がとてもやさしいので治療できました。
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❏ 長崎県 男性 ３０代 仕事が終わってからしか治療に行けず、そのままになる事がとても多いです。時間があれば治したいのですが…。

❏ 長崎県 女性 無回答
おしゃぶりで前歯が少し出ていたので、気になって矯正の話を聞きに行きました。もうすこし矯正の事を身近に知りたいの
で歯ブラシ指導と一緒に指を口に入れる子には、いれたらどうなるかとか、片側だけで噛むとよがむとか、口をあけている
と…など、小学校でもそういう時間を年に１回でも取り入れて歯の大事さをもっと知りたいなと思いました。

❏ 長崎県 女性 ７０代 昔から機具が変わらないようですが、音が静かな機具になると、恐さもへるのでは…。

❏ 長崎県 女性 ３０代 小さい子供がいるので定期的な通院が難しい。費用については予め見積のようなものがあると良いと思います。

❏ 長崎県 女性 １０代
歯の治療に行ったとき、キシリトールでできたチョコレートをもらいました。とてもおいしくて虫歯の予防にもなるのでもっと手
軽に買えたらいいのにと思いました。

❏ 長崎県 男性 ３０代
治療が終わって定期的に検査してほしいと思っているが検査だけでも高い。歯石を取ったりすると、経済的につらい。予防
の値段を下げて欲しい。

❏ 長崎県 男性 ４０代 会社が終わってから、すぐ治療できる歯科医院が増えてほしい。

❏ 長崎県 男性 １０代 歯の治療は痛いけど先生が楽しく言ってくれるから良い。

❏ （改3） 女性 ３０代 ただいま妊娠８ヶ月です。歯がやせている気がするのですがやはり影響大きいんでしょうか？

❏ 長崎県 女性 ６０代 医師からの詳しい説明、治療過程の期間などを明確にしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯のお掃除は好きですが、なかなか行く時間がありません。

❏ 長崎県 男性 ３０代 健康クイズおもしろいですね。まじめに調べて解答しました。

❏ 長崎県 女性 ３０代 大人も歯科検診を安く受けられたら、もっと歯科に行きやすくなると思います。

❏ 長崎県 女性 ５０代

以前かかっていた病院では、毎回怒られていて行きにくく途中で止めてしまいましたが、現在の病院は親切にホローしてく
れるので気持ちよく治療してもらえて長く続けて通ってます。現在、２ヶ月毎に歯石の清掃をしてもらっています。以前は歯
医者に対する恐怖から遠のいていたのですが、自分の歯を維持することの大切さを納得させられ意識を変えて通っていま
す。これも巡り会った先生のおかげです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 50代になっての歯科検診など行きたいと思っていますが、どこの歯医者さんへ行ったらいいのやら。

❏ 長崎県 女性 ４０代
いろんな歯医者さんのやり方があり、私達には良くわかりませんが精神的にフォローしてくれる方に出逢い嬉しく思ってい
ます（昔かなり言われて落ち込んでたので）。「一緒に頑張りましょう！」と言われ救われました。

❏ 長崎県 女性 ５０代
今、定期検診のハガキを頂いているので助かっています。痛みがないと歯科には行かないのでこの様な事を話していいか
なと思っている事も気軽に相談できるのがいい。「例えば、食事中にギイギイ音がする…と相談したら、かみ合わせを調整
していただいた。不思議な事に肩こりが以前より楽になった。」

❏ 長崎県 女性 ５０代 近歯科通院しましたけど、つくづく歯の大切さを痛感しました。精神面もダメージを受けました。

❏ 長崎県 女性 ３０代
今の歯医者さんは通い始めて３年ぐらいになります。いつも定期的に検診の案内はがきをもらうので、今のところ虫歯もな
くきれいにしています。忘れない為にも本当に助かります。案内ハガキです。

❏ 長崎県 女性 ５０代

歯（虫歯になりかけている）は、ほっておくと大変なことになるということ！　30年近く前、つめてもとれ（前歯）行く気がしなく
なった。歯科医をかえればすむことだったのに、そういう歯科医が以前はいたこと、今ももしかしたら…？　患者には誠実で
あってほしい。今かかっている歯科医20年近く前から、別の歯科医だった人も、そのようなことはなかった。あなた方はどち
ら？開業医の皆様。ありがとうございます。

❏ 長崎県 男性 ５０代 インプラント治療も、もっと多くの方ができるように保険適応になればよいと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代

10年程前、歯並びの悪さから「歯周病になるのは時間の問題です」と歯医者さんんから言われ矯正治療を受けることを決
意。予定では２年だった治療もまだ全ては終わらず続いています。ですが、歯並びも落ち着き笑顔の回数も増え元気に生
活しています。時が過ぎるとまわりの人に「以前は口臭がひどかったのよ。今はもう気にならないわよ」と言われドキッとしま
した。今回のアンケートに答えるにあたり、歯周病の恐ろしさを改めて学べることができ、自分の治療に間違いがなかったと
思うことができました。近所には 近数多くの歯科医院が開業しています。病院の数より信頼できる先生を求めてしまいま
す。ひどい虫歯になる前に足を運びやすくなる、そんな歯科医院を望んでいます。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯の矯正やホワイトニングを安くして欲しいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代
近親知らずを抜歯したのだが、その時歯よりもアゴが大変つらかった。長時間口をあけたままで片方のアゴに加重がか

かりつらかった。アゴをささえる補助道具を考えてほしい。

❏ 長崎県 女性 １０代 フッ素治療は嫌だけどスタッフの人達みんながやさしい歯を守るために頑張っています。

❏ 長崎県 女性 ３０代
以前は定期的に検診にいって掃除などしてもらってましたが窓口負担が高くて段々行かなくなってしまいました。本当は検
診したいです。

❏ 長崎県 女性 １０代 矯正をしています。保険がきかないので使えると助かります。

❏ 長崎県 女性 １０代 中学生でもフッ素塗布や定期検診があまり費用かからずできたらいいと思います。

❏ 長崎県 男性 ３０代 歯科により技術に差がある気がします。今のところはとても親切で良いです。

❏ 長崎県 女性 無回答いつも案内状（次回受診の日）を送ってくれて助かります。

❏ 長崎県 女性 ５０代 自分自身歯周病なので月１回は行きつけの歯科に行って見てもらいます。だから安心しています。

❏ 長崎県 男性 ５０代
日々の仕事に追われて、よほどの痛みがないかぎり、歯科医院には行きません。早期治療が大切とはわかっているので
すが、平日に気軽に病院に行けるようになればよいのですが。

❏ 長崎県 女性 ４０代 子供の矯正治療費がもう少し安くなってくれると助かります。

❏ 長崎県 女性 ３０代
子供が小さいうち、入院などで自分の歯の治療がストップしてしまい行きづらくなってます。大事とはわかっているのです
が。

❏ 長崎県 女性 ４０代
歯科によって、ある所では支払い額がすごく安いとお友達に聞きました。かかりつけの歯科は割と１回の支払額が高いの
で病院を変えた方がよいか思案しています。家族の医療費もかさむと出費も増えるので。

❏ 長崎県 女性 ４０代 歯科専門のキシリトールガムが大好きです。リフレッシュできて歯もツルツル。もっとピーアールすべきですよ。

❏ 長崎県 女性 ２０代
近、治療途中だったのですが、診療終了時間が早く、仕事との都合が合わなかったため夜遅くまでやっている所に移り

ました。スタッフの対応も良く、患者の立場に立った医療を提供してもらえるのでとても助かってます。今後このような歯医
者さんがもっと増えると良いと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 毎年、年１回のはがきで定期検診を受けているので、歯の健康状態を確認できて、とてもいい習慣だと思います。

❏ 長崎県 女性 １０代 ２，３ヶ月に１回ブラッシングに行って指導してもらってます。とてもていねいにしてくれます。

❏ 長崎県 男性 ２０代 忙しいのでもうすこし治療の時間を短くしてほしいです。

❏ 長崎県 男性 ６０代 どこの地域でも医師が存在する陽ご努力をお願いします。

❏ 長崎県 女性 ３０代
歯科医院によって治療回数が異なり、何回も通わなくてはいけないのが苦痛です。また器具の消毒についても不安があり
ます。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯の大切さは分かっているつもりでも、痛みがないとつい治療を後まわしにしてしまいます。反省ですね。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯科の先生がよく見てもらっております。３ヶ月に１回行く

歯科の治療に関しての希望、悩み（自由回答）２１

57



都道府県 性別 年齢

❏ 長崎県 女性 ３０代

いつもホームページをみて、いろいろ参考に（病気のことなど）させていただいております。現在、歯周病の予防として３ヶ月
に１回は歯科の受診をしています。おかげ様でムシ歯なし、歯周病もなく健康な歯を維持しておりますが、やはり少々費用
が高いということと、ムシ歯の治療はないとわかっていてもなんとなく、まだ「歯医者さんの治療は痛いので行きたくない」と
いう気持ちがあり、内科のように気楽には行けません。保険適用の範囲を広げていただくとともに費用の方ももう少し安く、
そして「痛くない治療」を目指して、今後頑張っていただきたいと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 治療前にもっとくわしく説明して欲しい。

❏ 長崎県 男性 ３０代 仕事をしているので終わってから歯科に行こうと思うと診療時間が終わっている為なかなか行けない。

❏ 長崎県 女性 ５０代 インプラント治療がもっと手軽に出来ればと思います。

❏ 長崎県 男性 無回答親が共働きでなかなか行けない。

❏ 長崎県 女性 無回答親が共働きでなかなか行けない。

❏ 長崎県 女性 ３０代
歯科によって治療費が高い病院があるので行きにくい。たいした治療をしていないのに高額な治療費を支払ったので治療
をする時に、このくらいかかりますよと教えてほしい。

❏ 長崎県 男性 ３０代 勤めの関係で年に１度の検査をして頂き無理に土曜日に予約を取るが心よく診て下さる。

❏ （改3） 女性 ３０代 歯科の窓口負担は高いのでなるべく安くしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ６０代 もう少し治療費が安くなれば病院にも行きやすい。

❏ 長崎県 男性 ４０代
やはり治療代が高いと思います。１回行くと1000円以上はかかりいます。１回健診行くと数回通わなければならないのが負
担。

❏ 長崎県 女性 ３０代 無料相談会など開いて欲しい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯周病のうたがいがあるみたいなので、しっかりブラッシングしています。月１回は歯科に行こうとは思っています。

❏ 長崎県 女性 ２０代 治療のたびにレントゲン取るのはやめてほしい。

❏ 長崎県 女性 ４０代 夕方18:00以降診療可能な歯科が増えることを希望します。又、土日の診療も可能であればありがたいです。

❏ 長崎県 女性 ４０代
近の歯科治療は昔に比べると随分痛みや恐怖がなくなってきたと思います。子供の頃、歯医者さんが大キライで、治療

しなかった為、大人になって大変な目にあいました。今はとても優しい先生やスタッフの方のおかげで３ヶ月ごとに通ってま
す。

❏ 長崎県 女性 無回答毎回歯科医院より定期検診の案内をいただいて大変助かります。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯医者さんがとてもやさしい方です。

❏ 長崎県 女性 ３０代
歯みがきのイベントをもっと行ってほしい。（小さい子でも親しみやすいキャラクターを）※うちの子はサンスターのイベントで
とても喜びました。

❏ 長崎県 男性 ８０代 皆様とても親切です。

❏ 長崎県 男性 ８０代 治療機の音を何とか消せないのだろうか？

❏ 長崎県 女性 ５０代 満足している。私がお世話になっている医院に関しては。

❏ 長崎県 女性 ４０代 先月治療は終わりました。歯並びのきれいな人がうらやましいです。

❏ 長崎県 女性 ３０代
いつもお世話になっている歯科の先生はとてもていねいでよくして下さいます。でも週１通うとして月の負担は大きいです。
つい飛び飛びになってしまいます。

❏ 長崎県 男性 ６０代 歯は強いです。

❏ 長崎県 女性 無回答定期検診がもっとまめにあればいいのにと思います。なかなか自分から歯科へとは行かないものです。

❏ 長崎県 女性 １０代 待ち時間が長すぎる。宿題をできるスペースがほしい。

❏ 長崎県 女性 無回答学校で虫歯を見つけてくれるので、ひどくなる前に治療できてうれしい。

❏ 長崎県 女性 ６０代
毎月、定期検診で管理していただいて、とても助かっています。アンケートにもありましたが保険のきく範囲がひろくなると
助かります。

❏ 長崎県 女性 ５０代
仕事の関係でなかなか受付時間に間に合う所が少ない。回数にもかかる為休みにまとめて治療をしてほしいと思う。ホイト
ニング等も保険が利けば嬉しいです。

❏ 長崎県 男性 ６０代 治療に行きたいのですが、回数、時間、費用がかかるため、なかなか足が運べません。

❏ 長崎県 男性 ４０代 歯が悪いと生命にも危険と聞いたことがありますが本当ですか。

❏ 長崎県 男性 無回答治療のとき痛くないようにしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ６０代
貧困のため歯科治療ができず歯がボロボロになった子供達の写真を雑誌で見て衝撃が走りました。この実態を多くの人に
知ってほしく、又何か行動を今すぐ始めなければと思いました。ぜひ協会でも提起を希望します。

❏ 長崎県 男性 ３０代 １等が当たりますように！

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯科医が多すぎて、選ぶに困ります。出た大学でも治療法がちがうのでしょうか。

❏ 長崎県 女性 ３０代 子供達の歯を守ってあげたいと思います。歯科選び迷います。

❏ 長崎県 男性 ５０代 時間が長くまでしている歯科があるといいですね。近くだと助かります。

❏ 長崎県 男性 ２０代 保険のきく治療がふえるといいな。

❏ 長崎県 女性 ６０代
年を重ねるごとに口腔や歯のケアがどれだけ大切か痛感させられます。一日も早く歯科受診しなくてはと思っております
が。

❏ 長崎県 男性 ３０代
障害者対応の歯科を増やしてほしい。高齢の母の歯科受診できるところが少なく受診したくても受診できずにいます。イン
プラント治療も保険の適用にしてほしいです（費用が高すぎて治療が出来ず、放置しているのが現状です）。よろしくお願い
します。

❏ 長崎県 女性 ３０代 県民の無料検診をやってほしい。

❏ 長崎県 男性 ３０代 歯の治療費が高いこと、歯の矯正が保険が利かないので国に要望してほしい。

❏ 長崎県 女性 ７０代 現在まで親知らずがはえていました。ほっぺたの方を向いていて抜歯が大変でした。

❏ 長崎県 女性 ６０代
原因がわからず、何軒か歯医者を転々としました。いまだにわからず、結局行きつけに行ってますが、いい歯医者の見つ
け方を教えてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 保険の利く範囲を広げてほしいと切に願います。歯は命。

❏ 長崎県 女性 ２０代 虫歯薬の普及をしてほしいと思います。

❏ 長崎県 男性 ３０代 診療時間が長いと助かりますが。

❏ 長崎県 男性 ２０代 痛くない治療があるとうれしいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代
接客なので歯にはとても気をつかってます。今は悪い歯はないのでいいのですが、休みの日が決まってないので、いつで
も行けるようになれば…と思ってます。

❏ 長崎県 女性 ４０代
技術はもちろんですが、信頼関係がとても大切だと思います。今のかかりつけ（楠田歯科）はきちんと説明して治療してくれ
ます。歯は自分で見えない所だからこそ信頼できる先生がとても大切だと思います（過去にとても怖い思いをした経験あ
り）。

歯科の治療に関しての希望、悩み（自由回答）２２
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❏ 長崎県 女性 ６０代 夜間治療が出来る所が近くにあればよし。

❏ 長崎県 女性 ３０代 いろんな病気と虫歯は関係しているんだと知り、進んで定期検査に行こうと思いました。

❏ 長崎県 男性 １０代 治療の時のキーンの音が苦手です。

❏ 長崎県 女性 無回答怖くない、痛くないようにしてほしい。虫歯ゼロがんばります。

❏ 長崎県 女性 ２０代
子供を連れての自分の歯科治療に行けず…。治療おそくなりがちなので、なんとか対処、対応してもらえたらなと願いま
す。

❏ 長崎県 男性 ３０代 歯科でのハブラシなどを安くで販売してもらえたら嬉しいです。

❏ 長崎県 女性 無回答泣かないでもいいようになるといいなぁ、楽しい歯医者だんだと行きたいけど…。

❏ 長崎県 女性 ３０代
歯並びの悪さが全身に悪影響を及ぼすといわれているので、矯正を子供にしていますが、金銭的負担が大きいので保険
適用になればいいと思います。

❏ （改3） 男性 ３０代 一度にもっと治療をすすめられないのでしょうか。何度も仕事を休む訳にいかず、まとめて治療ができたらと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 何も異常がなくても３ヶ月に一度はチェックとクリーニングを受けるようにしています。

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯の先進医療を受けれる病院をふやして下さい。

❏ 長崎県 男性 ６０代 歯の先進医療を受けられる病院を増やして下さい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 歯の先進医療をうけやすくして下さい。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯の先進医療を受けれる病院をふやして下さい。

❏ 長崎県 男性 ６０代 児童のフッ素塗布と歯周病予防の継続指導をもっとやるべし

❏ 長崎県 女性 ３０代 親子で歯の健康に気をつける。もっと定期検診など増やしてほしいですね。

❏ 長崎県 男性 ７０代 義歯を作るような場合、現行の保険の範囲を拡大される事を希望。

❏ 長崎県 女性 ４０代 設問③でも回答しましたが、保険治療の範囲を広げて欲しいです。

❏ 長崎県 男性 ６０代 設問③のみ

❏ 長崎県 女性 １０代 治療時の機械の音って変えれないでしょうか…。怖いです。

❏ 長崎県 男性 ３０代
近は遅い時間まで開いている歯医者もありますが、なかなか続けて通うことができず、その時その時治療をしてもらって

います。

❏ 長崎県 男性 無回答小学校での検診、小児歯科での半年に一度検診を受けています。虫歯なしをキープしたいと思います。

❏ 長崎県 男性 ３０代 これを機にインターネットで歯周病を調べました。放っておいた虫歯の治療と検診を受けようと思いました。

❏ 長崎県 女性 無回答
小児歯科での検診は受けてますが、永久歯への生え替わりの時期なので気をつけたいと思います。虫歯なしをキープした
いです。

❏ 長崎県 女性 ３０代
仕事をしていると治療の時間がとれませんので、もうすこし遅くまで（19:00とか19:30）開いているととてもありたがいと思い
ます。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯科医院により治療費が高い所と安い医院がありますが疑問に思います。

❏ 長崎県 男性 ５０代 料金が医院によってまちまちのような気がする。治療行為の基本料などを明らかに。

❏ 長崎県 女性 ６０代 8020を目標に、月１回のメンテに通っているが、検査料が高いと思う。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯科医の先生方で患者のために単価も少ないのに心をこめて治療してくださり、感謝しています。

❏ 長崎県 男性 ６０代 食べ物、歯みがき等気をつけています。歯は健康の基です。

❏ 長崎県 男性 ２０代 昔から“歯みがき”“甘味料は毒”等しつけられたので歯はきれいで感謝しています。

❏ 長崎県 男性 ９０代～年寄りは長い時間は大変なのですが良く診てもらっています。

❏ 長崎県 女性 ４０代 治療に通う回数が多いと思うので、１回で済むことは済ませるようにしてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ４０代
定期的に歯の定期検診に行っていますが家族全員なのでかなりの金額になります。もう少し負担が少ないと助かるのです
が…。

❏ 長崎県 女性 ５０代
今、新聞等によくインプラントの広告を見ますが、費用がどれくらいなのかわからない。世間のうわさでは高いと聞いており
ます。少しでも安くなれば良いなと思います。

❏ 長崎県 女性 ４０代
フッ素をぬるのに４～５年前までは500円のみだったのに今は1000円以上かかる。医療費の点数がかわったらしいですが、
せめて０才～12才（小学校卒業）までは500円に下げてほしい。あとは、永久歯にはえかわる時の矯正（ブリッジ等）が保険
がきくようにしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 治療に時間がかかる。何ヶ月も通院とか。

❏ 長崎県 男性 ５０代 定期的に（２ヶ月毎）歯の検診、清掃に行く様にしてから歯の大切さを実感しております。

❏ 長崎県 男性 ４０代 子供のフッ素塗布にも保険がきけばいいと思います。

❏ 長崎県 女性 ６０代
歯科に通院中に指導として使用される歯ブラシは指導後には回収されますが、その後どうなっているのでしょうか？　よろ
しければ希望があればいただけたらと思います。

❏ 長崎県 女性 ６０代 インプラント治療中なのですが、もう少し低額でしたら助かります。

❏ 長崎県 女性 ５０代
詳しい説明もあり先生への信頼はあるのですが、治療期間が長いのがついつい苦になる時期があり、しばしば中途で通院
を断念してしまうことがあり、次回痛くなってからと…、何かよい方法がないものかと思いつつも、自分の意志が弱いだけで
しょうね。

❏ 長崎県 女性 ７０代 「おかしいな」と感じたらすぐ治療する。先生がよく説明して治療してくださるので納得しており意見などない。

❏ 長崎県 女性 無回答歯の矯正が安くなるといいな。

❏ 長崎県 男性 ４０代 器具をのせている台が不潔でしたので大丈夫かなと思いました。

❏ 長崎県 女性 １０代 よろしくお願いします。

❏ 長崎県 男性 ６０代 インプラントの費用をもう少し安く出来ないのでしょうか？

❏ 長崎県 女性 ４０代 インプラント・矯正と保険外治療を行い金銭的にも大変でした。でもやってよかったです。

❏ 長崎県 男性 ７０代 入れ歯の保険適用範囲を広げて欲しい。

❏ 長崎県 女性 ８０代 若いとき、もう少し歯を大切にしておきたかった。

❏ 長崎県 女性 ７０代 治療をしています。

❏ 長崎県 男性 ６０代 保険外の金額の設定料金がわからないが…。

❏ 長崎県 男性 ５０代 歯を大切にしないとだめですね。

❏ 長崎県 男性 ７０代 医者に一任しているため治療については心配しておりません。

❏ 長崎県 男性 無回答歯科によって指導される内容が違うので、どこを信じればいいか迷います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 定期健診は無料にしてほしいです。

❏ 長崎県 男性 ５０代 １回に少しの治療しかしないので期間が長くかかる。

歯科の治療に関しての希望、悩み（自由回答）２３
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❏ 長崎県 女性 ５０代
50歳の歯周病の検診のハガキがきた時、ご無沙汰してる歯医者さんへ行きました。いいきっかけになると思いました。そん
な機械が増えるといいと思います。

❏ 長崎県 女性 ４０代 治療期間が長くかかりすぎると思います。

❏ 長崎県 男性 ７０代 歯の大切さ、治療方法などわかりやすい情報がほしい。

❏ 長崎県 男性 ３０代
歯が黄色くなり、歯みがきしてもきれいになりません。不潔な感じがして、とても気になりますが治療費を考えるとなかなか
行けずにいます。

❏ 長崎県 女性 ３０代
子供の歯並びが悪いので矯正をしたいのですが、高額のため躊躇しています。もう少し安くなればいいなと思ってます。あ
と歯のお手入れに年に１回程行くのですが、レントゲンをとらないと保険がきかないので高くなりますと毎回言われます。で
きればレントゲンをとらないで歯石とり等をしたいのですが…。必ずレントゲンをしないといけないのでしょうか？

❏ 長崎県 女性 ６０代 保険（国保・社保）治療が出来るよう、仮歯の白い歯も別に料金を取るのはおかしい！　（歯科医院によって違うのか？）

❏ 長崎県 女性 ３０代 きちんとした説明があって安心です。信頼ある先生です。

❏ 長崎県 女性 ７０代

私の場合、予約制ですので待ち時間もなく10年来通っていますので、特に不満ありません。急に寒くなりました。私は、もう
十年以上も同じ歯科医院に通っています。定期健診も必ず受けていますが、もう私に専用の看護師さんが毎回診て下さい
ますので、良い所も悪い所も知りつくして下さってますので、安心してまかせて診てもらえるので満足しておりますが、もっと
若い時に歯にもっと気をつけていたら入れ歯にならずにすんだのにと今後悔。子供や孫に私のようにならないよう歯みがき
の重要性をしっかりと云っております。

❏ （改3） 女性 ６０代
市内から引っ越しましたが、知らない土地では何処にかかればいいのか分からず！やっぱり遠くても今までの歯科に行っ
ています。始めての所は恐い気持ちが先にたちます。どんな先生なのか治療費はどのくらいかかるか知りたいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯科の待ち時間の長さが改善されるとよいと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 先日、健診費が1,600円と思いのほか高かった。せめて1,000円以内だったらなと思いました。

❏ 長崎県 女性 ５０代 近年の研修会では口腔ケアの大切さを詞った技術指導等が頻回にあり歯周病予防に取り組んでいます。

❏ 長崎県 女性 ２０代
歯周病についてあまり知らなかったので、このキャンペーンを機械に調べてみて、歯周病と全身の病気がこんなにも関係し
ていると知って、改めて歯を大切さにしなければいけないと感じました。もう少し治療費が安ければいいですね。歯石とるの
が怖い…。痛い…。

❏ 長崎県 男性 ７０代 よく説明され、ていねいにしてもらっています。今のところ楽しく通院しています。

❏ 長崎県 女性 ６０代 やさしく親切ていねいな仕事をして下さって安心してお願い出来ています。

❏ 長崎県 女性 ３０代 保険の利かない歯（インプラント）などを少しでも範囲を広げて欲しいです。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯全体に保険適用をして欲しい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 １つの虫歯の治療に時間がかかりすぎる（回数）。

❏ 長崎県 女性 ４０代
近はテレビなどで歯の特集が多くあり興味を持って見る事が多くなりました。歯周病のこと、虫歯の種類のことなど、質問

が出来る「相談室」があればいいなと思います。

❏ 長崎県 女性 ４０代 相性の良い歯医者をみつける事はとても大切ですよね。相手の方々の笑顔があると、とても安心します。

❏ 長崎県 女性 ６０代 保険適用範囲が広がると良いと思います。

❏ 長崎県 男性 ７０代 大村市のいちのせ歯科に通院中、8020の目標に向かって進行中！

❏ 長崎県 女性 ６０代
現在62才です。私は小さい頃（４～５才）から歯科治療とは切れる間がない程の人生でした。50才をすぎた頃から自分の歯
の大切さをしみじみ感じている今日この頃です。時間と費用痛みに費やす事のむなしさを感じながら週１の治療に通院して
います…。

❏ 長崎県 女性 ４０代 子供がいて何度も通う時間がないので、一度に治療が出来るといいなと思います。

❏ 長崎県 女性 ５０代 若い頃から歯医者さんと縁が切れず悩みの種です。どれだけお金をつぎこんだ事か！　もう少し安いと助かります。

❏ 長崎県 女性 ４０代
治療に行かなきゃとわかっていてもなかなか…でも年齢的にも歯周病等の問題を考えると、そうも言ってられないので歯科
の門をたたきたいです。

❏ 長崎県 男性 ２０代 具体的な治療内容と次回の治療費の定時が必要ではないか？

❏ 長崎県 男性 １０代 治療期間が長くかかりすぎると思います。

❏ 長崎県 女性 ２０代 １回１回レントゲンを撮るのをやめてほしい。ガンになる。

❏ 長崎県 男性 ８０代
時間がもう少し早く終わるようにしてもらいたいです。いろいろ面倒ですが予約制は大変良いと思います。費用は少し高い
と思いますが、治していただくのでいろいろと病院も費用がかかりますので歯は大切ですから有難いと思っています。

❏ 長崎県 女性 ７０代 治療に関して説明をしてもらっているので、今のままで良いと思います。

❏ 長崎県 女性 ４０代
昔に比べ痛くない治療方法にかわってはいますが（今年歯科受診）緊張はします。保険が利く治療内容ももっと増えるとう
れしいです。子供の歯の矯正など。

❏ 長崎県 女性 ５０代 インプラントが高いので安くしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 歯科には出来れば行きたいが待って本番になる時までドキドキが嫌です。

❏ 長崎県 女性 ６０代 会計時間を短くして下さい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 保険の利く治療範囲をもっと広げて欲しいです。お願いします。

❏ 長崎県 男性 ７０代 ていねいにしてくれます。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯医者でお勧めされるセラミックの歯が高すぎて手が届かない。

❏ 長崎県 女性 ４０代 歯科で 終的にインプラントしかありませんと診断された場合は、もう少し保険の範囲を広げて欲しいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 入れ歯などは、保険適用外のものも多いと聞きます。なので、保険のきく範囲がもっと広がると有難いです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 いろんな歯科の治療に保険が使えるようにしてほしいです。１等２万円当たりますように！　歯科の治療代にしたいです。

❏ 長崎県 男性 ３０代 歯科医によって治療の時に痛かったりするので痛くないようにしてもらいたい。後、治療費も安くしてもらいたい。

❏ 長崎県 女性 無回答
治療がもう少し痛くならないようにすることができたらいいかなと思います。１等２万円当たりますように！　子供達３人の歯
科の治療代にしたいです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 治療が終わった後、治療した歯が（治療してすぐに）痛くなったらなんとなく同じ歯科に行きたくなくなる。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯科医院で治療費が違うのはおかしいと思います。

❏ 長崎県 女性 ２０代 インプラントがもう少し安くなれば良いなと思います。

❏ 長崎県 女性 ６０代 早目の治療を心がけているので歯科医院への出向きは気にならない。歯の掃除の後の爽快さは何事よりもたえがたい。

❏ 長崎県 女性 ７０代 入歯治療の際、金環代金が高く、保険治療にしてほしい。

❏ 長崎県 男性 ４０代 よく説明して丁寧にして下さいます。

❏ 長崎県 女性 ２０代 インプラント等の保険適用範囲を広げて頂けたら助かります。

❏ 長崎県 女性 ５０代 保険治療が出来るようにしてほしい。保険が利いたら治したい。
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❏ 長崎県 女性 ２０代

今までは痛みがないと歯科へ受診する気にならなかった事が多かった。でも歯周病についてのＴＶを見ていろんな影響が
ある事を知り恐くなった。このように「痛み」がないと歯医者さんに行かないという人は多いと思います。定期的に通う事が
大事なんだと改めて感じました。女性は「早産」、「低体重児出産」などへの影響もあるという事なのでもっともっとこの事を
広めて認知度を上げた方がいいと思います。

❏ 長崎県 女性 ７０代
口の中を健康に保つには定期的に検診をして指導していただければ、永く入れ歯しないで過ごせると思ってしていただい
ています。

❏ 長崎県 女性 ２０代 これからもキレイな歯のままでいます。

❏ 長崎県 女性 ３０代
職場の近くの歯科へ行っています。待ち時間が少なく、とても助かっています。人生について、いろいろためになるプリント
もありいつもありがたいです。

❏ 長崎県 男性 ２０代
いつも歯は大切にしようと心がけています。しかし、歯をみがき忘れる事が多々あります。歯周病から全身の病気に関係あ
ると考えると、ますます大切にしていきたいと思います。目指すは8020運動の80才までに20本の歯を残せるよう日々歯を大
切にしていきたいです。今回改めて歯の事を考える機会となりました。ありがとうございました。

❏ 長崎県 女性 ２０代
歯科治療は金銭面で高いというイメージが強いです。もっと保険が利く治療の幅が広がればいいなと思います。友達の中
では虫歯や親知らずをそのままにしている人が多いです。

❏ 長崎県 女性 ６０代 良く今どうなっているかという説明をして下さいます。

❏ 長崎県 女性 ５０代

11月８日は私の55回目の誕生日です。現在、長年の夢でした矯正治療中です。日々きれいになってゆく歯並びに感動して
います。実はもっと早期に治療したかったのですが、金銭面での負担、都合をつけるのに時間がかかりました。きっと多く
の方々が同様の状況にあるのではないでしょうか。おかげさまで１年が過ぎ、きれいな歯並びになりつつあります。歯みが
きは予測通り大変ですが、１食１食歯みがきをする事で忍耐力と持久力が身につき何より「自分の歯を大切にしなくては」と
いう思いが強くなりました。「80才で20本」を目標にこれからも歯を大切にしてゆこうと思っています。

❏ （改3） 女性 ４０代
現在小４の子供が１才６ヶ月の時から定期健診を受けている病院は、先生をはじめ、スタッフのみなさんが優しくて正しい
歯みがきの指導をして下さるので虫歯で痛い思いをすることもなく健康に成長しています。子供と一緒に私も定期健診を受
けているので安心していられます。

❏ 長崎県 女性 ３０代

私は定期的に歯科へ行き、お口の中をクリーニングしています。今後もそうするつもりでいます。子供は２才５ヶ月になり大
人と同じ物を食べます。甘い物も大好きで私が仕上げに歯を磨いていますが、黒く点が歯に見えるようになりました。多分
虫歯から？　それを待たずに歯科連れて行くべきか迷っています。虫歯は急激に進行するものですか？　まだ１度も歯科
に行った事がないので、恐い所とは思ってないみたいです。それと大人のように定期的に歯科に連れて行けば、いつもお
口の中はきれいに保てると思うので子供でもないのかな？　と思います。小児歯科も少ないと思います。大人の歯科に連
れて行くのはＮＧなんでしょうか？　大人でも歯科のあのキーキーという音は何回聞いても慣れません。きっと我が子も号
泣すると思います。いつ頃になれば泣かずに治療できるのでしょうか？

❏ 長崎県 女性 ５０代
歯の手入れが悪かったせいか部分入れ歯になるのが早かったのですが、となりどうしが治療の時に見えます。とてもはず
かしいので、となりどうしをせめて、ついたてなど配慮していたあければと思います。ほとんどの女性はそう言ってます。

❏ 長崎県 男性 ５０代
何年もそのままにしてあわなかった入れ歯を 近かえました。やっと食事をする時に、入れ歯をつけれるようになりました。
今まで食事をする時ははずしていた。久しぶりに行くと色々進歩していて以前より楽にできました。

❏ 長崎県 女性 ５０代 内容による診療報酬を表示してほしい。

❏ 長崎県 男性 ２０代 歯の治療費をチラシやパンフレット、ＨＰや院内に表示してほしい。

❏ 長崎県 女性 ５０代
歯科へ行くのはすごく勇気がいります。時間もお金もかかるし、働いているとなかなか時間がとれなかったり…。何より治療
が怖いです。今現在も虫歯があり、たまに痛むのですが、やはり足が向きませんね。治療が長引くので費用の心配もあり
ます。歯科治療は高いというイメージが強いです。

❏ 長崎県 男性 ７０代 ２ヶ月毎に定期検診実施！

❏ 長崎県 女性 ７０代 前歯は保険適用がなされないが適用されるようにして欲しい。

❏ 長崎県 女性 １０代
医科に比べて診療報酬が極端に低いと感じています。私は歯科に行くのが好きです。楠田先生にいつもお世話になってい
ます。

❏ 長崎県 女性 ４０代 長く通院するのが大変なので、なかなか受診できない。

❏ 長崎県 男性 ３０代 何度も通うのが面倒。毎回、途中で治療に行くのが嫌になる。１回（初診）で治療が終わればいいと思う。（せめて２回で…）

❏ 長崎県 男性 無回答
低料金で、フッ素塗布してくれると良い。痛くない怖くない治療が良い。少しでも良い治療が受けられるよう。関係者の
方々、頑張って下さい。町歯科（田舎の方）でも新しい治療法で行ってほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯の定期検診は無料でして欲しい。

❏ 長崎県 女性 ６０代 治療代が高い時があります。

❏ 長崎県 女性 ４０代 歯科衛生士の向上を望みます。

❏ 長崎県 女性 ４０代
治療の時の機械の音と痛みが苦痛で歯科に通えずにいます。費用が高いのも負担になります。たくさんある歯科の中でど
こにいけばいいのか迷っていますのでインターネットなどで細かく比較や医院のセールスポイントなど案内してあるサイトを
作ってもらえたら良いですね。

❏ 長崎県 女性 ２０代 子供の治療費を０円にして欲しい。

❏ 長崎県 女性 ２０代 歯科医院が多くてどこの病院に行ったらいいかわからない。

❏ 長崎県 女性 ２０代 インプラントが保険きくようになったらいいなと思います。

❏ 長崎県 女性 ５０代 奥歯を白い差し歯にしたい時保険が適用されないのがいたいです。

❏ 長崎県 男性 ６０代 何回も通院する時間の余裕がない。何とか効率的に治療できないでしょうか。

❏ 長崎県 男性 ７０代 治療の機械が良くなって気にならなくなった。

❏ 長崎県 女性 ２０代 待ち時間を短縮してほしい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 スタッフ教育を頑張ってほしい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 定期的に無料検診があると助かります。

❏ 長崎県 女性 ２０代 日曜、祝日に診療している所が増えたら歯科に行きやすいです。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯の矯正費用が高いのでもっと安くできるようにしてほしい。

❏ 長崎県 男性 ５０代 病院に行かなければと思っていますが、時間がなくていけません。

❏ 長崎県 女性 ２０代
今の歯科の保険でできる治療の範囲は狭すぎると思います。もっと範囲を広げれば患者さんも選択肢が広がり、今よりも
もっと快適に食事やおしゃべりができると思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 できれば保険の利く範囲を広げてほしいが、そうなると精勤のアップも避けられないと思うので仕方ないと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 窓口負担をもう少し安くしてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 私は歯周病があるので定期的に行くようにしています。

❏ 長崎県 女性 ７０代 音が少し小さくなればいいと思いますが（けずる時）
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❏ 長崎県 女性 ４０代

いつも疑問と不安に思うことは治療の際に使用するバキュームの消毒はどうなっているのでしょうか？　どこの歯科（私は
三軒ほどしか知らないのですが）も消毒せず、そのまま次の人に使用している様ですが感染がすごく気になります。小さい
子供など特に心配です。もし血液などが付着していてＣ型肝炎などに感染したらどうしようという不安が常にあります。機具
などの消毒を徹底して頂きたいと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 保険の利く治療を多くしてもらいたい。

❏ 長崎県 男性 ４０代 治療前にくわしく説明して欲しい事と選択する時間を与えて欲しい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 歯の健康を守る為、定期検査を６ヵ月毎受けていますが、お陰でここ10年以上治療は受けずに済んでいます。

❏ 長崎県 女性 ８０代 歯の中心部に色素（黒い）が進入して黒くなっているのがどれないものか？

❏ 長崎県 女性 ６０代 アンケートは関係ありませんが、先日のビワの演奏聞けなくて残念です。

❏ 長崎県 男性 ６０代

フロス、歯ブラシ、歯間ブラシなど保険の利くようにして欲しい。定期検診のお知らせなどいただき忘れずに受けられて助
かっています。又、介護施設への出張診療も助かっています。自営業なのである程度時間をつくることが出来ていますが、
家族の中には休みをとれず歯科だけでなく病院にかかることがなかなか出来ずに居るものもおります。時間延長など何か
良い方策はないものでしょうか。

❏ 長崎県 女性 ６０代 定期的に歯科には行くべきだと思います。予約をとるのが面倒という人が多いので相談窓口などあればと思います。

❏ （改3） 女性 ３０代
歯を健全に保つことは子供、大人問わず大切だと思いますので保険適用外の治療も受けやすく、また 新医療の情報を
知ることが出来たら良いと思います。

❏ 長崎県 女性 ５０代 銀歯ではなく白い歯にしてほしい。保険の利く歯、全体白い歯にしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ５０代
近、久しぶりに治療に通っています。衛生士の方が歯や歯ぐきのチェックや磨き方などの指導など丁寧にして下さいます

ので有難いです。ひとつ気になっているのですが、直接聞いてもいいのか…。コップや器材などは消毒してあると思います
が、備え付けの機械たとえば吸引器などはどうなんでしょう。ずっと気になっています。

❏ 長崎県 男性 ４０代
治療する前と治療後には説明してほしい。窓口負担がもう少し安価なら助かるのですが…。３割でなくせめて２割だったら、
予防のためにも、少し通院してみてもいいかなと思います。

❏ 長崎県 男性 ７０代 歯周病のため、通院治療しているが歯石除去の方法がコロコロ変わり不信感あり。

❏ 長崎県 女性 ３０代 小学校などへお口の健康（はみがきなど）出張講座を行って欲しい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 入れ歯（インプラント）等はとても高くてもっと安くして身近に感じられたらと…。

❏ 長崎県 女性 ２０代 健康診断に歯も取り入れたらいいと思います。

❏ 長崎県 女性 ６０代 毎年１回検査しており合格です。

❏ 長崎県 女性 ８０代

高齢者からよく聴くことだが保険外の金属床がベラボーに高く、老人は又すぐ合わなくなるので…という悩み。重いドア、階
段、下足場など靴脱ぎの時の手すりなど高齢者が緊張してオロオロしている場面は自他共に経験する。小さな問題だから
取り上げられないのかもしれないが患者側には大きな問題である。転倒防止運動など沢山の指導書はあるが、もはや高
齢には追いつけない。

❏ 長崎県 男性 ６０代 保険の適用範囲を拡大してもらいたい。

❏ 長崎県 女性 ６０代 インプラントを保険でしてほしい。

❏ 長崎県 男性 ６０代 歯のみがき方の説明があるので大変によいと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 歯科医院は気軽に行きたいのですが、痛みもなく行くと？とされます。もっと予防の取り組みをしてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ４０代 隔月で歯科検診に通っています。お口の中がスッキリなりますね。

❏ 長崎県 女性 ４０代 歯科治療は時間もかかるし、治療も少しづつしかできないため長時間かかる。

❏ 長崎県 女性 ５０代 いろんな治療法の情報を待合い室等で知ることができたらいい。

❏ 長崎県 男性 ３０代 歯科医院は保険の利かない治療が多いので保険が利く治療の範囲を広げて欲しいです。

❏ 長崎県 女性 ７０代
13年前に上顎洞の手術をして、歯ぐきと骨を取り、総入歯を作ってますが食事が思うように食べられません。体重も減り体
の調子が悪く生活も不便です。長崎では良い治療が出来ない様です。何か良い方法はないでしょうか。入れ歯も保険で出
来るのと出来ないのがあるので困っています。

❏ 長崎県 女性 ７０代
歯科医院（他科も同じく）の、人口に対する数が多いように思います。せっかく勉強されて開業されても大変なのではと他人
事ながら老婆心で心配しました。

❏ 長崎県 女性 ６０代 歯科医院が増えて、又治療も痛みが少なくされて利用しやすくなりました。

❏ 長崎県 女性 ５０代
歯石取りなど清掃をする場合、どうして一日で終わらせてくれないのでしょうか。時間をやりくりしてお願いしているのに。売
上を増やしたいから？

❏ 長崎県 女性 ７０代 新技術をどんどん取り入れて欲しい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 親切に指導してもらっています。治療というよりメンテナンスみたいに通っています。

❏ 長崎県 女性 ３０代 親知らずの治療など期間が長く、なかなかしようと思えなくなる。

❏ 長崎県 男性 ４０代 白いつめものも保険で出来るようにしてほしい。

❏ 長崎県 男性 １０代 痛くない治療を開発して下さい。

❏ 長崎県 男性 １０代 新しい治療法などを早く保険で出来るようにして下さい。

❏ 長崎県 男性 ７０代 月１回の検診等行き届いた治療で満足しています。

❏ 長崎県 女性 ４０代 保険の適用範囲を広げてほしい。

❏ 長崎県 男性 １０代 治療の時の歯を削るキィーンという機械音がなくなれば治療がスムーズにいくと思うのですが…。

❏ 長崎県 女性 ４０代
予約して診察を受けますが、待たされることがよくあります。急いでいる時は、困るのでスムーズにいくといいなと思いま
す。

❏ 長崎県 男性 ５０代
ブラッシング指導の時、歯ブラシを買うようにすすめられたが自分が今使っているのを持ってくるように言う医院もあると
か、医院によってマチマチですね…。

❏ 長崎県 女性 ７０代 近くの西岡歯科に通院しておりますが、とても良くして下さり、又時間予約なのでとても助かります。

❏ 長崎県 女性 ３０代
３人の子の母です。子供の歯並びの事が気になりますが矯正は保険が利かず高額だと聞きます。もう少しみんがな出来る
ようになればいいと思います。

❏ 長崎県 女性 ５０代 待ち時間が長い。

❏ 長崎県 女性 ４０代 自分の口臭がとても気になる。どうしたらいい？　周りの人にかなり気になる人がいるため。

❏ 長崎県 女性 ３０代 小学生の治療費の負担が軽くなればもっと受診しやすくなるとおもう。

❏ 長崎県 女性 ４０代 定期検診についつい行き忘れてしまいます。案内とか頂けると助かるのですが…。

❏ 長崎県 女性 ９０代～この年になるまで、きっちり歯の治療はしておくべきでした。後悔してます。

❏ 長崎県 女性 ３０代 子供の為には、３ヶ月ごとに歯科へ行き、フッ素塗布をお願いしてます。親の歯はどうしても後まわしになってしまいます。

❏ 長崎県 女性 ２０代 保険の点数が分かりやすくなったら良いなと思います。

❏ 長崎県 男性 １０代 上下の歯の矯正を行っています。毎月の検診の分だけでも保険が利くようにして欲しいです。
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❏ 長崎県 男性 ５０代 定期的な歯科ドック（補助費も含めて）推進していただきたい。自己管理しているが思うようにできない。

❏ 長崎県 女性 ６０代 治療代が高いので、もう少し安くなればと思います。

❏ 長崎県 女性 ７０代
若いときは歯周病のこと知らなかった。虫歯がなかったため安心していたが、今歯科通い、一生自分の歯で食べれるよう、
よく磨こうとしています。

❏ 長崎県 女性 ７０代
私の行く歯科医ではありませんけど、予約の時間より長く待たされる事があると聞きました。この頃は働く人の為に夜遅くま
で見て下さるので助かります。

❏ 長崎県 女性 ４０代
今やっと痛みに対して前向きに治療していただける病院に通院しています。患者の話を聞き、症状にあった治療を受ける
のにとても時間がかかりました。技術だけではなく患者の声を聞いてくれるお医者が一人でも多くいらっしゃることを望みま
す。

❏ 長崎県 女性 ４０代
毎日お世話になっている歯ですが、永久歯になってむし歯になって治療に行くと、もうちょっと毎日はみがきして大事にしと
けばよかったと反省しています。

❏ 長崎県 女性 ４０代 治療に日数がかかり通院がおっくうになる。白いつめ物が高い。

❏ 長崎県 女性 ３０代
定期検診になかなか行きだしきれないので市町村負担でチェックに行くなどあれば少し気軽に行けるようになるかもと思い
ます。

❏ （改3） 女性 ４０代
この説明について他のデータは何かに使われるのでしょうか？と疑問に感じました。また当選者にも発送で通知なのにな
ぜＴＥＬ番号が必要なのか疑問。失礼かと思いましたが感想まで…。

❏ 長崎県 女性 ３０代 白いつめ物（現在２～３万以上）のを保険でできるようにしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 なるべくかかって虫歯を治したいのですが、期間が一番かかってなかなか病院に行くのがおっくうになります。

❏ 長崎県 女性 ６０代
一時期悪徳医の横行が話題となり諫早でも散見したが、 近はずいぶんと良くなったと思います。治療には時間がかかる
場合が多い。待ち時間短縮のため予約制は合理的。歯痛は辛抱しきれないほで激しく、又急に襲われることがあるので救
急的に対応してもらえるところがあると安心です。

❏ 長崎県 女性 ５０代 治療の回数が長くて、仕事との兼ね合いがなかなかつきにくくて治療にいきそびれます。

❏ 長崎県 女性 ３０代
短期間で治療できれば良い。少しの治療を何度も行くのが嫌です。奥歯に銀歯が入ると笑った時にはずかしいので保険適
用の白い歯が入れられるといい。

❏ 長崎県 女性 ６０代 衛生士の技術の差が大きい。医療現場に出る前に患者としての実習はあるのでしょうか！

❏ 長崎県 男性 ２０代 １回１回麻酔をするから嫌になる。

❏ 長崎県 男性 ６０代 ２年ほど定期検診をしていなかったら虫歯が数本見つかり検診をさぼったことを大いに反省しています。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯は大事なので病院には定期的に通院してチェックしてます。

❏ 長崎県 女性 ４０代
近は治療よりも予防に重点をおいて診ていただいていてアドバイス等役に立って、自分で気をつけようという気持ちにな

ります。

❏ 長崎県 男性 ５０代 現在～治療に入りました。

❏ 長崎県 女性 ６０代
歯ぐきが腫れる事あり、歯のかむ時強すぎ常に力が入ると言われ治療しています。薬アレルギーがある為に化膿止めの薬
に先生は色々調べて下さり、結果的に漢方内科を進めて下さって大変感謝致しております。

❏ 長崎県 女性 ７０代 歯科にお世話になっている様になって歯を大事にする様になった。

❏ 長崎県 男性 ７０代 歯科で治療中ですが末期の状態で近い時期総入歯が必要と言われどうなるかと不安です。

❏ 長崎県 男性 ５０代 新しい技術を取り入れてほしい。

❏ 長崎県 女性 ４０代
定期検診で歯石除去を行っているが、必ず３回行かなくてはならず、仕事の都合もあるので１回で終わらせたい。（保険の
請求の都合で３回にして欲しいと言われた！）患者の為の保険診療を考えて欲しいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 かなもり歯科はとてもステキな歯医者さんです。

❏ 長崎県 男性 ２０代 治療の時の音がイヤ。ゴム手袋がイヤ！

❏ 長崎県 男性 ２０代 正しい歯の磨き方のプリントとかがあれば、歯科医師に行ったとき貰いたい。

❏ 長崎県 男性 ２０代
歯の治療を少しづつ進めるのは、治療上仕方のないことなのでしょうか？　何回も治療に行かないといけないのが負担に
なり、途中で治療を中断してしまうこともありました。１回でできるだけ治療を進めて欲しい。

❏ 長崎県 男性 ２０代
歯の治療を少しづつ進めるのは、治療上仕方のないことなのでしょうか？　何回も治療に行かないといけないのが負担に
なり、途中で治療を中断してしまうこともありました。１回でできるだけ治療を進めて欲しい。

❏ 長崎県 女性 ２０代

現在歯科矯正をしています。上の歯と下の歯がくっつかず、食生活に支障をきたしていました。しかし医療保険が利かな
かったので、大変負担が大きいです。治療をしないとうまく噛めず、ものを喉につまらせるリスクが大きいのに、歯科矯正だ
からと保険が利かないのは納得がいきません。私のようにうまく噛めないのに治療ができないがために毎日つらい生活を
している人もたくさんいると思われます。長くなりましたが、長崎県の歯科医療がより良きものになるよう願っています。

❏ 長崎県 男性 ５０代 安心してまかせられるので不安がない。

❏ 長崎県 女性 ５０代 先生が優しい方なので聞きたい事、言いたい事が言える。

❏ 長崎県 女性 ７０代 大変良い治療をしていただきました（丁寧）。

❏ 長崎県 男性 ６０代 入れ歯になって食事はまずいし、言葉はつまるし残念です。

❏ 長崎県 男性 ７０代 医療費負担が３割なので年金に対して多いので困る。75才になったら３割になったので大変です。

❏ 長崎県 女性 ５０代 設問３…外見的（矯正やインプラントなど健康よりも外見？）に関する事項までは広げなくてもよいと思う。

❏ 長崎県 男性 ４０代 歯の治療は時間（期間）が長くかかるのでなかなか行けない。悪くなる前に行くのが基本だと思うが難しいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 子供のアゴが小さく歯が２本並んで生えてしまいました。保険のきかない治療しかないのでしょうか？

❏ 長崎県 女性 ６０代 治療しないですぐに抜歯されます。

❏ 長崎県 女性 ６０代 予約制なので特にありません。

❏ 長崎県 男性 ６０代 特にありません。娘は評判の良い歯科で受付をさせてもらってます。

❏ 長崎県 女性 ２０代
かかりつけの歯科の先生がとても良く診てくれます。治療等の方法もていねいに説明してくれるので、満足しています。ホ
ワイトニングが保険で出来れば良いなと思います。

❏ 長崎県 男性 ２０代 歯は大事

❏ 長崎県 女性 ７０代 いつもていねいに治療してもらっている。

❏ 長崎県 女性 ４０代 予約時間に行っても長く待たされる。衛生師の手入れは毎回必要か。

❏ 長崎県 女性 ４０代 ほとんどの治療が保険診療になったらいいと思います。

❏ 長崎県 女性 ３０代 保険診療の範囲を広げて頂きたい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 インプラントは良いのか悪いのか？

❏ 長崎県 女性 ３０代 いつも良くしてもらっています。もっと早く通院すれば良かったと思ってます。

❏ 長崎県 女性 ２０代 前から疑問に思ってた事は「なぜ一度に処置治療しないのか？」という事です。

❏ 長崎県 男性 ５０代 かかりつけの歯科より定期検診を受けてます。案内が来るので助かります。
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❏ 長崎県 女性 ５０代

病院によって医師の技術の差も感じるが、特に歯のクリーニングをしてもらうときは血だらけになったりする。何度もそういう
目にあって歯の治療の怖さにプラスされ、病院の中でも歯医者へ行くのは気が重かった。上手な人に遇うときは本当に
ほっとした。現在は大学病院へ行っているので開業医と違ってそれほどの差は感じないでいる。安心して歯の定期検診を
受けているので今は虫歯治療をすることはありません。

❏ 長崎県 女性 ４０代
けがなどで病院に行く場合と違い、歯科の場合、治療している箇所が、自分の目で見えない。そのため、何をされているか
不安を覚えることがある。（器具が特殊なせいもある。）事前にどういう治療をどういう器具を使ってどのようにやるかなどを
十分に説明してもらえたら嬉しいのだが。

❏ 長崎県 女性 ５０代 歯を削る時のあのキーンと言う音なんとかなりませんか？こわいです。虫歯をたくさん、つくった私が悪いですが。

❏ 長崎県 女性 ４０代
歯科は虫歯の治療のみする医療機関だと子供の頃から思っていました。口内炎も（難治性）歯科医にかかっていいことを
広報して下さい。

❏ 長崎県 女性 ５０代 病院いよって費用がバラバラなので

❏ 長崎県 女性 ６０代 現在、長崎歯科大学にて治療してますが、とても凄腕の先生に診てもらえてます。

❏ 長崎県 女性 ３０代 仕事上、治療に行きたくても時間がないと思う時がある。診療時間を夕方～夜などしていただければ大変助かりますが…。

❏ 長崎県 女性 ２０代 矯正治療をしたかったが金額が高くてできませんでした…。

❏ （改3） 女性 ２０代 治療費がもう少し安くなると嬉しいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 治療も大切ですが通って何でも話せる明るい笑い声の出せる医院を増やしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代

助産婦の歯っぴいスマイル検診や、１歳半検診のフッ素無料券は非常に助かります。先月産婦で使いました。第３子の１
歳半は来年だと思います。ありがとうございます。自分自身が学生時代に県外にいて虫歯を放っていたため、今になって苦
労し、後悔してますので、子供達は定期的に検診＆フッ素塗布に行っています。治療で金属のみが保険適用で、白くしたい
場合は自己負担なので、保険適用にしてほしいです。また子供の矯正治療も保険対象にしてほしいです。是非保険医協会
様から国へ要望をお願いします。

❏ 長崎県 女性 ６０代 数軒の医院で同じ歯の治療をしても医師の見立てが違いすぎる、抜歯されてしまい残念なことになりました。

❏ 長崎県 女性 ３０代 ていねいに説明をしてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ５０代 予約制で長く待たされる事があるが改善して欲しい。

❏ 長崎県 男性 ３０代
今回は定期検診に行ってきました。自分はよく磨いている方だと思っていたのですが、虫歯があるとわかってショックでし
た。何でもそうですが定期検診の大切さを痛感しました。

❏ 長崎県 女性 ６０代 ３ヶ月に一度の口腔ケアを受けて安心です。部分入れ歯の調整費が今年から2,000円／回要るようになりました。

❏ 長崎県 男性 ６０代
ほとんどの作業はナースが行っていて医師は重要な点だけしか手を施さない…。作業の質、単価から言えば料金等再考し
てほしい。

❏ 長崎県 女性 ４０代
負担金が安くなるともっと治療しやすくなる。においももっといいにおいがいい。治療時もアロマのにおいなどがしたら気が
ゆるむ。

❏ 長崎県 女性 ７０代 いつもきれいにしてもらって食事をとりたくない時があります。

❏ 長崎県 女性 ５０代 病院によっても違うでしょうが、予約が随分先になる痛くてもがまんしなければいけない。

❏ 長崎県 女性 ５０代
２年前から歯ぐきが腫れて病院に行かなければと思いつつ、４、５日するとおさまるのでそのままにしていました。ようやく今
日、病院に行ってきました。歯を半分に切って抜かなければならず、やはり初期の段階で病院に行っておけばよかったと痛
感しております。

❏ 長崎県 女性 ３０代 小学生までの医療費を無料にしてほしい。

❏ 長崎県 女性 ３０代 現在、長崎歯科大学に通ってますが、とても丁寧で隅々まで診察していただけてます。

❏ 長崎県 女性 ６０代 白い歯をブリッジ等で使う場合、保険を利かせてほしい「見た目も大事」。

❏ 長崎県 男性 ３０代 麻酔が効きにくい体質なので虫歯の治療が苦手なのですが、少しでも痛みの少ない治療をして欲しいです。

❏ 長崎県 女性 ４０代 口をずっとあけるのはきついので、なるべく頻回にうがいをさせてほしいです。

❏ 長崎県 女性 ２０代 もっと行きやすい雰囲気、料金であれば早期に気軽に通える気がします。

❏ 長崎県 男性 ２０代 やさしく治療をしてもらって恐怖感がなく、治療も丁寧にしえもらっています。

❏ 長崎県 女性 ３０代 プレゼント当たりますように！

❏ 長崎県 女性 ４０代 矯正むし歯予防につながるので保険が利くとうれしい。

❏ 長崎県 女性 ８０代 入院中等の口腔ケアを歯科の先生により充実してほしい。

❏ 長崎県 男性 ４０代 費用が高い。

❏ 長崎県 女性 ３０代 こういう企画が毎年あったんですね。イイ企画だと思います。

❏ 長崎県 男性 ６０代 歯周病についての啓発をもっと進めていただきたい。

❏ 長崎県 女性 ４０代
回数の多い受診が大変だと感じています。保険が利く治療をふやすと、気軽に治療しようという箇所もでてくる事と思いま
す。

❏ 長崎県 女性 ５０代 良いアンケートと思いました。他のアンケートはたくさん見ておりますが、歯科部門では少ないと思います。

❏ 長崎県 女性 ６０代 治療に入ると期間が長期にわたることが多い。もう少し短期間で治療が終了するようにして欲しい。

❏ 長崎県 男性 ８０代 他の病気はともかく歯科にかんしては大変お世話になって居ります。年寄りは歯科が一番です。
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