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東日本大震災被災者

医療費窓口負担アンケート集計結果
2018 年 6 月 28 日
岩手県保険医協会
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医療費負担アンケート集計結果
１．お住まいの市町村
1

釜石市

556

25.2%

2

陸前高田市

348

15.7%

3

山田町

345

15.6%

4

宮古市

301

13.6%

5

大槌町

281

12.7%

6

大船渡市

219

9.9%

7

盛岡市

52

2.4%

8

野田村

29

1.3%

9

田野畑村

29

1.3%

10

岩泉町

13

0.6%

ほか 11 市町村

37

1.7%

2,210

100.0%

２．お住まいの形態（1 つに〇）
仮設（みなし含む）
災害公営住宅
その他（戸建てなど）
無回答
計

444

20.1%

1,382

62.5%

368

16.7%

16

0.7%

2,210

100.0%
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３．病名又は診療科について
診療科

病名

1

内科

587

31.9%

1

高血圧

372

31.3%

2

眼科

281

15.3%

2

糖尿病

152

12.8%

3

整形外科

241

13.1%

3

歯科疾患

116

9.7%

4

歯科

116

6.3%

4

高脂血症

65

5.5%

5

外科

96

5.2%

5

喘息

41

3.4%

6

皮膚科

94

5.1%

6

脳梗塞

38

3.2%

7

泌尿器科

77

4.2%

7

白内障

35

2.9%

8

神経内科

57

3.1%

8

骨粗しょう症

33

2.8%

9

耳鼻咽喉科

51

2.8%

9

狭心症

28

2.4%

50

2.7%

10 緑内障

24

2.0%

190

10.3%

286

24.0%

10 消化器科
ほか１6 科

他の病名の計

1,840 100.0%

計

計

1,190 100.0%

４．医療費の窓口負担が免除されている方へ。来年 1 月から負担が発生した場合、どのよ
うにされますか？（1 つに○）
ア．これまで通り通院する

680

32.0%

イ．通院する回数を減らす

833

39.3%

ウ．通院できない

385

18.2%

エ．分らない

223

10.5%

計

2,121 100.0%

５．免除が打ち切られた方へ。打ち切り後について。（1 つに○）
ア．これまで通り通院した

191

39.5%

イ．通院回数を減らした

182

37.6%

ウ．通院できなくなった

93

19.2%

エ．その他

18

3.7%

計

484 100.0%
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寄せられたご意見の集計
【意見の内容別内訳】
・意見総数 1,279 件（複数回答含め 1,638 件）
・複数回答あり（1 文章に複数の趣旨の意見がある場合、それぞれ集計）
1,034

63.1%

生活面

320

19.5%

インフラ

107

6.5%

54

3.4%

123

7.5%

1,638

100.0%

免除関連

医療供給体制
その他
計

【意見の内訳の詳細】
免除関連

生活面

インフラ

免除を続けて欲しい

492

30.1%

免除はありがたい・助かっている

252

15.4%

免除がないと困る・通院できない・通院回数を減らす

181

11.0%

社保も免除を

21

1.3%

免除は不要

19

1.2%

その他

69

4.1%

244

14.9%

家賃・生活費等の出費が大変

48

2.9%

その他

28

1.7%

107

6.5%

24

1.5%

30

1.9%

123

7.5%

1,638

100.0%

低収入・年金のみで生活が大変

交通が不便・交通費がかかる・医療機関まで遠い

医 療 供 給 医師不足
体制
診療科目を増やして欲しい
その他
計
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寄せられたご意見【分類別】
１．免除を続けて欲しい（492 件）
1

生活を立て直すのに、まだまだ時間がかかります。免除して頂けるとありがたいです。

2

高齢で病気が増えていく。現在免除で国民年金だけど、どうにか生活してます。この先
を考えると夜も眠れません。免除の救済で大変助かり感謝しております。どうか来年も
続けてくださいますよう祈ってます。

3

免除で助かっています。これから自力再建で出費が大変です。もう少し免除続けて欲し
いです。

4

来年度も免除が延長されるようにお願いいたします。

5

今まで助けてくれて感謝します。また、続けて頂く事を望みます。

6

今後免除継続、願いたいです。

7

日々の生活の中で、金銭的にかなり苦しい状況。医療費がかかると生活していけません。
今後も医療費免除をお願いしたいです。

8

医療費窓口負担免除のおかげで、安心して病院で診てもらえます。免除を止めないでく
ださい。

9

医療費免除のおかげで大変助かっています。安心して病院に行くことができます。これ
からも医療費免除を永く続けてください。

10

これまで通り免除して欲しい。

11

母が入院中です。費用がかかり大変です。免除延長をお願いします。

12

免除期間の延長をお願いします。

13

今後も免除を継続して欲しい。年金だけでは生活が苦しい。医療費免除は非常に助かっ
ております。

14

公営住宅に入居して家賃が負担になっている。できたら医療費の窓口負担の免除を継続
して欲しい。

15

公営住宅に入居して家賃等、大変です。引き続き免除お願いします。

16

来年も免除お願いします。

17

夫婦で年金暮らしです。来年も免除お願いします。

18

震災後、高血圧を発症しました。年金生活で医療費免除は必要不可欠です。

19

生活面の心配もあり、これからも免除が延長されると助かります。

20

これからも免除して欲しい。年金だけでは苦しいです。

21

公営住宅に住んで 1 年を迎えます。経費、生活費ともに厳しい状況です。医療費免除を
今後もお願いしたいです。

22

高齢で収入もなく、公営住宅の家賃も発生するので、免除の延長をお願いします。

23

今まで免除されていたため元気になってきていますが、まだまだ通院は続くと思います。
震災後 3 回ほど入院。安心して通院できるように、免除を続けてください。

24

年金で暮らしています。出来れば来年も医療費免除をお願いします。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
25

これからも是非続けて欲しいです。

26

子どもが小さい時は免除があるが、高校でも病気になるしその他でお金がかかるので免
除もあっていいと思う。

27

子どもが大きくなると免除もなくなり親の負担も大変になる。免除もあっていいと思う。

28

来年だけでも、医療費免除願いたい。無理でしょうか。

29

医療費免除となり、これまでどれだけ助かってきたかわからない。毎月通院していると
全額が大きく大変なので、免除がなくなると我慢して通院しなくなると思う。これから
再建なのに、免除がなくなると再建の方にもお金をかけられなくなり、ものすごく不安
になる。まだまだ土地の引き渡しが出来てない人も多く、再建するにあたってお金が必
要。再建できるまで免除してもらえたら助かります。

30

診察料、薬代、交通費と計算すると、どうしても通院は無理です。免除してください。

31

老後の介護保険、本人に連絡もなく引かれる。その分あれば病院代になると思う。今は
生活もこまるし、どうにか免除して欲しい。

32

年金で生活しています。来年も医療費免除をお願いします。

33

来年も免除お願いします。

34

色々な支援の中で、一番ありがたい支援です。医療費免除もう少し続けてください。

35

来年も医療費免除をお願いしたい。

36

来年も免除して欲しい。

37

免除をお願いしたいと思います。

38

免除延長を 2020 年まで。

39

年金生活、免除されると助かります。

40

免除を来年も延長して欲しい。

41

公営住宅に入ったが、ガス代水道代が倍の支払いになり、年金でギリギリです。出来れ
ばあと 1 年、免除があればありがたいです。

42

今まで通り、免除してもらいたいです。

43

免除お願いします。

44

大震災から 7 年が過ぎました。人生最大の打撃を受け、何もかも失ってしまいました。
どの様に生きて行けば良いのか答えが見つかりません。残りの人生、病院だけは行きた
い。引き続き負担金の免除をお願いします。

45

出来る事なら、免除してもらいたい。お願いします。

46

医療費が家計を圧迫することを免除のおかげで防げています。今後も引き続きよろしく
お願いします。

47

免除は本当に助かっています。免除打ち切りにならないように、お願いします。

48

あと１年助けて欲しいと思っています。

49

免除を続けてください。お願いします。

50

医療費免除、延長をお願いします。
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51

医療費免除には感謝しています。出来れば来年も免除されればありがたいです。

52

免除されて病院に通えるので、まだ延長お願いします。震災の影響はまだまだあります。

53

今まで通り免除して頂きたいです。

54

年金生活なので来年も免除して頂きたいと思います。

55

免除していただいて大変助かっています。来年もよろしくお願いします。

56

生活が厳しい。免除がなくなると通院も難しいので延長をお願いします。震災直後もそ
うですが、7 年経った今の方が肉体的、精神的にも辛い感じです。長期的なケアをお願
いします。

57

仕事の日数や時間を減らされ生活はますます苦しくなりました。血圧を下げる薬だけで
も続けなければ仕事も辛くなりますので、延長を願います。

58

医療免除についてはありがたく感謝しております。年齢も 80 代で年金生活者、全壊被害
にとりましては非常に助かってます。多病の者として国、県には事情もあると思います
が、継続して頂ければ非常に助かります。お願い出来れば継続をよろしくお願い致しま
す。

59

長い事助けて頂きました。申し訳ないと思います。未だ自分の屋敷も工事中で未定で、
気持ちも落ち着きません。どうか医療費の方を延ばして下さる様にお願いします。

60

年金しか収入がないので、なんとか免除をしてもらいたいです。お願い致します。病気
で年金収入だけなので、免除して頂ければたいぶ助かります。なんとか免除になるよう
にお願い致します。

61

健康には気を付けてはいますが、他の病気や事故で怪我をした場合を考えると不安です。
できれば継続になればうれしい思いです。よろしくお願いいたします。

62

免除には感謝しております。歳を取ると共に薬の量も増えて、免除がなければ医療費が
大変だと思います。この先が不安だらけです。免除のおかげで生きてるようなものです。
来年も免除であれば助かります。どうか宜しくお願いします。

63

2 人の高齢者を抱えていまして医療費免除がどれだけ助かっているか。また延長されれ
ば幸いです。

64

医療費免除のおかげで助けて頂いてます。ありがとうございます。よろしくお願い致し
ます。

65

通院のための交通費が大変となるので、免除が延期となるよう強く要望する。

66

ここしばらくは免除を延長してほしい。最低でも 10 年間は継続して下さい。

67

医療費免除は本当に本当に助けられています。今後もできる限り免除をしてほしいです。
そうでなければ、本当に助けて下さい。お願いします。

68

年金が少ないのでお金がないから免除よろしくお願いします。

69

わずかな年金生活です。歳を重ねて病院費そして交通費が重なってくると思っています。
免除を継続して欲しいです。

70

免除が打ち切られれば生活が苦しくなる。1 年でも 2 年でも長く続けてほしい。免除を
続けてほしい。
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71

夫婦で通院しているため、医療費の免除延長をお願いします。

72

これまで病状が安定していた時に思いがけないかかりつけの病院閉鎖があり、日増しに
悪化が進んできた。仮設を出ても病気との戦いで日々の暮らしが苦しいです。免除がす
ごく助かりありがたいです。私は病院通いがかかせず、少々の事でも大病になるので免
除がすごく助かります。お陰様で助かりました。どうか本当に助けて下さい。お願いし
ます。

73

今まで通り続けてほしい。なるべくお願い致します。切られると、本当に困ると思いま
す。

74

喘息は発作が起きたらすぐ病院へ行かないと駄目な状態。すぐに肺炎にもなりやすい。
左足のケガは毎日夜になると痛みだす。喘息、高血圧は毎月出費が多くなるので医療費
免除延長をよろしくお願いします。

75

親が認知症で介護度が上がり施設の利用料などの負担が大きくなったので、せめて来年
まで免除してほしい。

76

被災三県（岩手、宮城、福島）で免除が行われているのは岩手のみと聞いていますが、
国はなぜか困っている人に協力的でないです。残念です。高齢化になって、交通もまま
ならない状態で交通費がかかって大変です。自然災害も多くなって、国の負担も多くな
って大変でしょうが、もう少し頑張って続けていってほしいです。よろしくお願いしま
す。

77

高齢と共に医療費の負担が増している。被災者免除続けて欲しい。

78

現在長期の仮設住宅の生活で、津波前より病気が増えて病院の診療科数も増えています。
月に家族で 10 日以上通院が必要で、どの診療科も長期通院が必要です。今の免除制度の
おかげで通院もできて生活もできますが、制度の打ち切りになれば通院が難しくなり、
家族が病院に行けなくなり家族の生命にかかわります。制度の継続を何とぞよろしくお
願いします。世帯主夫婦も超高齢で日々通院が大切です。子どもも就労不可で収入源も
ありません。父 89 歳、母 82 歳。

79

もう少し免除してほしい!!

80

免除をお願いします。

81

医療費免除は大変助かります。ぜひ延長をお願いします。

82

免除が打ち切られると通院する回数を減らす事になるので、できれば免除の延長をお願
いしたい。

83

震災で財産を失い苦しい生活が続いております。是非、医療費の免除期限の延長をして
いただきたくお願い致します。

84

後 1～2 年免除を願いたい。被災者は経済的にも参っているが、一番は環境が変わり仲間
と別れ精神面がズタズタだ。免除されている方は生活の基盤を根底から無くした方々で
復興にはもうちょっとかかると思います。これからの仲間作りにも時間がかかります。
経済、精神面の援助が必要。我々も甘えてばかりいられないが。

85

被災後、生活再建も思うようにゆきません。免除の継続をお願いします。

86

少ない年金で生活しているので、免除を継続して欲しいです。
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87

オリンピックどころではない。被災者は免除、来年も願います。

88

震災後、本当に心から寄り添いいただきありがとうございました。お陰様で 82 歳まで長
生きする事が出来ました。御恩は忘れません。今回の大津波で家屋跡形もなく流失、家
内も未だ行方不明。現在 4.5 帖の仮設住まい。それも退去を迫られております。全てが
不安。被災した高齢者医療費、何とかならないものなのか。よろしくお願い致します。

89

震災発生後に生じた病気もあり、もうしばらく免除してほしい。

90

仮設住まいでいるかぎり免除をお願いします。

91

公営住宅でもお金が多くかかる。来年も免除願います。

92

この他に整形、眼科があります。妻の心臓、血圧、目もあります。まだしばらく継続し
てほしいです。

93

医療費の窓口負担が免除され有難いです。その半面いつまでも甘えていられないと思う
気持ちと、でも生きるのが厳しいので続けてもらいたい気持ちと半々です。復興が進み
新しい家も建ち並び外観は元に戻ったように映るけど、手持ちを全部使い果たし、足り
ないところをローンを組み、最低限の生活をしているのは俺 1 人だけではないと思いま
す。

94

被災者はまだ生活が苦しい。免除は続けて下さい。被災者はオリンピックどころでない。
負担がまだかかり、免除を続けるようお願いします。

95

長期間にわたって大変ありがとうございました。私は何回か入院しました。今の所はま
あまあ、しばらく通院しなければなりません。来年も免除になる様にお願い致します。

96

朝昼夕食後、寝る時、薬多量のため料金負担が多く、もっと免除してほしい。

97

災害公営住宅に入居したとは言え、住民とのコミュニケーションの取り方や精神的ケア
等の継続的な支援と復興宣言までは医療費負担の免除をお願いしたい。年金額が減額し
ている事、病気の回復が望めない事から、完全復興宣言が出来るまで医療費の一部負担
金免除を切望する。

98

年金生活です。毎年年金が下がっている中、家賃は年ごとに上がっていて生活は大変な
ので、国や県の支援をもう少しお願いします。毎月病院に通院する中、年金は少なくな
ってきているので精神的に安定するまで医療費の免除をお願いする。

99

親子で血圧が高いため病院通い、薬ももちろん切らすことができません。免除はありが
たいです。引っ越しなどで、薬で抑えていた症状が悪化し今に至ります。助けて下さい。
お願いします。

100 不治の病と言われ、その上年々呼吸が苦しくなって酸素吸入しており、家業も大震災を
機に閉鎖。年金収入だけで借金の返済と医療負担に耐えられません。困っております。
東日本大震災以後、肺気腫が（避難所生活、仮設生活で）一段と進行、挙句 80 年続いた
家業も再建できず閉鎖のまま年金頼りに借金の返済に追われ、医療費支援に大変助かっ
ておりました。不治の病、段々悪化する中で支援（免除）中止に只々困惑しております。
80 代の高齢です。余命何年か、せめて天寿全うまでの短い期間、御支援（免除）を御継
続下さい。老妻も腰痛、下肢痛で病身ながら私の介護をしてくれております。併せて免
除継続を御願い申し上げます。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
101 もう 1 年免除されたい。
102 年金暮らしなので困ります。
103 免除延長お願いします。
104 ハウスローン（10 年）もあるので一部を修理して住んでいます。毎日のように家がビリ
ビリ壊れる音がして、いつ壊れて住めなくなるか心配で住んでいます。年金生活なので
新しく建てる事はできません。住めるうちは住みます。できればもう 1 年医療費お願い
します。
105 平成 31 年まで、あと 1 年間免除お願いしたいです。
106 引き続き医療費の免除を希望致します。
107 免除期限が切れた後の生活が不安です。助けて下さい。お願いします。
108 来年も医療費免除にしてもらいたい。
109 現在国民年金だけです。5 つの診療のうち 3 つが釜石の奥の方です。バス代も大金です。
これに医療費がかかる様になると、町に支払うお金も大変です。免除はまだ絶対必要で
す。宜しくお願い致します。
110 免除の延長。
111 国では何をやっているのか？国民が今でもお金に困っているのに何一つやってくれな
い。今後も免除を続けてほしいと思っています。
112 年金が少ないため続けて免除してほしい。
113 医療費免除有難うございます。お陰様で自宅そして店、再建出来ました。しかし自宅の
ローン、補助外の店舗再建不足分の借入等で悩んでいます。その中、医療費免除には大
変心苦しいのですが助かっております。どうぞ、医療費免除延長お願いします。もう少
し復興出来るまで…（商売、思っていた以上悪いです）。母親も脳梗塞で寝たきり、現在
入院中。妻と 2 人で商売頑張ってます。
114 急性薬物誘発性肺障害と、心臓が悪くなっているから仕事をしないで下さいと医者に言
われまして、食べて行くのもやっとです。貯金もあと少しでなくなります。助けて下さ
い。
115 被災者にとって非常に助かってます。継続お願いします。
116 妻、乳がん治療、80 歳、助かってます。今後もよろしくお願いします。
117 半壊した自宅を直して住んでいます。父親は施設に入所し、介護度は 5 です。医療費免
除があるから何とかやっていますが、免除がなくなると苦しくなります。もう少し生活
が安定するまで免除をお願いしたいです。
118 年金暮らしなのでお願いしたい。
119 もう 1 年免除されたい。
120 まだ仮設にいて皆決まって出て行っていますが、90 歳すぎた母が老人ホームに入所して
いるので、来年はとても厳しくなってきます。あと 1 年延びてほしいです。母は老人ホ
ーム、夫婦国民年金でどうにか今の所過ごしてます。これから先が不安です。明日を考
えると眠れません。せめて 1 年の延長、お願い致します。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
121 災害公営住宅から病院までの交通費のみで通院させてきただき、感謝しております。交
通費がかかるので免除していただけると安心して通院できます。
122 1 人の年金では生活が大変なので、毎日の食事を切りつめて生活しています。病院には
きまって通院します。なるべく長く生きたいので、病院には通いたいのでよろしくお願
い致します。生きて生活して行くという事は本当に大変な事です。笑顔のある生活を望
みたい。孫たちのためにも長く生きて頑張りたい。医療の事を、来年も長く続く様よろ
しくお願いいたします。
123 震災で生計維持者が死亡しました。その後、私も病気になり働く事が出来ません。医療
費免除により今まで助かってきました。出来れば、免除が延長になる事を望んでおりま
す。
124 公営住宅に移ったからといって生活が良くなるわけではない。ますます苦しい。免除期
間の延長をお願いします。
125 交通費と医療費となれば、収入は年金だけなので通院もできなくなります。どうぞ免除
を打ち切らないで下さい。
126 申し訳ありませんが、あと 2 年位免除をお願い致します。
127 自立再建等により、費用も震災前と比較し増加しておりますので、今後も医療費の負担
免除をお願いします。
128 厳しいのは分かりますが、どうぞよろしく。
129 これまで通り。
130 切らずにつなげてほしい。
131 これまで通り免除お願いします。
132 仮設から災害公営住宅へ移っても、生活は苦しくなる一方です。このままでは生きる気
力もなくなります。免除期間の延長よろしくお願いします。
133 免除延長希望します。
134 再建もまだまだで、医療費も負担となるとかなり生活も厳しくなると思います。免除延
長お願いします。
135 ぜひ今後も医療費免除をお願いします。収入は年金しかありませんので。
136 家を建てなければならないので、これからも医療費免除をして下さるようお願いします。
被災者にもっと支援して下さい。みんな大変です。
137 これからもお願いしたいです。
138 年金だけの生活で医療費免除は本当に助かり、来年免除がなくなると、ますます高齢に
なってくるので病気になっても病院にかかれなくなるのではと不安になって来ます。災
害前は自宅だったので家賃がなかったが今は公営住宅、家賃を払いながらの年金生活。3
年後には家賃も高くなるとの事。又、町では 75 歳以上も医療費 1 割から 2 割になるとの
うわさもあり、病院に行く交通費や医療費を考えると通院を減らすだけで生活出来るの
か不安になります。
139 今後も免除を継続して欲しいです。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
140 これまで通り。
141 もう 1 年免除されたい。
142 7 年間も見て頂いて本当にありがたく思っております。今年も又ハガキを頂いて嬉しく
て涙が出ました。29 年には目の手術をやって頂いて助かっております。よろしくお願い
致します。
143 今後も負担免除を延長していただきたい。
144 これまでは本当に助かっております。今後ももう少しご支援いただきたいと思います。
145 今後も宜しくお願いします。
146 免除の延長お願いします。
147 まだまだ災害病ですので、免除が延長になるようにお願いします。
148 これからもお願いします。
149 今までありがとう。これからもお願いします。
150 これまで通り免除を要望します。
151 免除お願いします。
152 免除を延長してほしいです。
153 これからもお願い致します。
154 お願い致します。
155 助けていただいております。感謝です。復興住宅に入っておりますが、多少なりとも家
賃も納めておりますので国民年金では正直苦しいです。加齢と共に通院する回数も増え
て…。医療費免除、もう少し助けて下さい。生活費を切り詰めても医療費だけはどうに
もなりません。長生きしたいとは思いません。
156 年金が少ないので免除してもらいたいです。
157 31 年も、年金が少ないから、国も大変でしょうが免除よろしくお願いします。
158 私の住所は災害住宅ですが、私の娘が諸事情で孫を育ててます。娘も身体的に足腰、肉
体的に弱く無理でも孫を育てているので、せめて医療費をお願いします。少ない金額で
も国民年金で頑張れるだけ頑張っています。生活保護はなるだけ貰わないで生きたいと
思います。せめて医療費だけでも助けて下さい。
159 医療費負担のアンケートがある度、いつも同じ事を書いてしまいます。年金月 10 万円以
下の生活です。免除なしになったら通院出来ませんが、命にかかわる事、ストレス性の
事もあり、釜石まで往復 1000 円のバス賃をかけて通院しています。年々体調が悪くなる
一方で、医師に頼るしかありません。薬は服用しても、食費は減らさねばなりません。
もう少し助けて下さい。
160 毎年年末に免除が認められるかどうか不安と期待で見守り、OK と分かると同時に来年
はどうだろうと不安で毎回思います。毎年思う事は、医療費はお願いしたいと願うだけ
です。国のお金も理解したい。せめて震災後の医療費だけでも保障お願いしたいです。
助けて下さい。お願いします。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
161 97 歳になり、自分の事も出来なくなり子供たちに負担をかけており、国民年金だけでは
生活できません。今までは自分の自宅でどうにか生活して来ましたが、家族もバラバラ
で自分の事が出来なくなりました。大正生まれの 97 歳です。もう少し免除期間を延ばし
て下さい。
162 引き続き医療費負担免除を希望します。
163 国保です。津波前は月 1 回血圧の薬だけでしたが、津波後 5 ヵ所に通院して体調は本格
的でないので通院したいです。年金生活なので免除延長お願いします。
164 引き続き免除になって欲しいです。
165 これからも免除お願い致します。
166 これまで通り通院したいが、夫の運転免許証の返納でバス停、駅も遠く足が不自由で大
変です。2 人とも国民年金でお金もままならず、どうする事もできません。よろしくお
願い致します。
167 28 年にガンの手術をしましたが、お陰様で今日まで生きてます。知事様、本当にありが
とうございます。復興のために毎日頑張っている知事様、応援しています。保険医協会
様、被災地・被災者の声を聞いていただきありがとうございます。協会さんは私達の命
綱です。この葉書が配られると涙が流れます。老妻と二人、年金暮らしは正直厳しいで
す。免除を社保の皆さんに妬まれて肩身が狭いですが、もう少し続けてほしいです。市
役所からは仮設を出るように言われ、苦しくてはっきり見通しが立ちませんが仮設を出
ます。できれば住み慣れた仮設であと少しの人生を終えたいです。復興住宅に入った人
たちも、家賃や近所付き合いで苦労してます。医療費免除でもう少しの間、生かして下
さい。知事様お願いします。
168 免除をよろしくお願い致します。
169 免除をお願いします。
170 高齢者で年金暮らしです。免除が打ち切られたら生活が出来ません。死活問題だと思っ
ています。震災後、免除頂き感謝しています。継続出来ますようお願い致します。体調
不良で大変です。
171 住宅再建で全財産を使ってしまい、年金生活ですので 1 年でも長く免除して頂けると助
かります。
172 お陰様で大分良くなり、有難うございます。今後も宜しくお願い致します。
173 来年も免除ができれば助かります。よろしくお願いします。
174 仮設住宅時は家賃は無しでしたが、災害住宅へ住みまして家賃その他ガス、電気、水道
共に 4～5 倍のお金がかかり大変です。どうか免除が延期されますようお願い致します。
有難うございました。
175 被災し生活が苦しい中、どうにか医療費を工面し通院してまいりました。この先これま
で通り通院できる生活が保障されていないまま通院していくのは困難であり、免除をし
ていただけるよう強く望みます。
176 せめて無職の者、低年金生活者等は免除を継続して頂きたい。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
177 現在、災害公営住宅に入居しています。災害前と違い今は家賃、共益費、色々な面で出
費が多く、年金暮らしでは生活していくのも大変です。その上、交通費を出して病院に
通う事は本当に無理です。どうか来年も免除出来ますようお願い致します。
178 通院できなくなるので来年も続けて欲しい。
179 これからの生活は大変です。国、県によろしくお願い致します。
180 免除を来年以降も続けてほしい。
181 夫婦共に年金を受給しており、二人とも病院を複数受診しており医療費の免除は大変有
難くもあり、これから免除が打ち切られると思うと不安です。
182 歳を取るごとに体の異状が増え、医療費が生活を圧迫します。安心して歳を取れるよう
に、窓口負担の免除を続けてほしいです。
183 自宅再建に向け負担が多い中、医療費の免除は本当に助かっています。来年度も延長さ
れる事をお願いします。
184 国や県には本当にありがたく思っております。でも、もう少し免除延長をお願いしたい
と思います。
185 治療が今後も続く予定なので、継続してほしい。
186 免除されなければ現在の治療を続けられないので、継続してほしい。
187 免除の延長をお願いしたい。
188 仮に免除が打ち切られた場合、私達みたいな病気をしている者はどうすれば良いです
か？今、災害公営住宅で母と暮らしています。私は仕事をしていません。現在は母の年
金で暮らしています。そういう事もふまえてもう１年間免除をお願いしたい。
189 保険制度のお陰様になり大変助かっています。よろしくお願い致します。岩手県の高度
な医療体制に感謝致します。これからもよろしくお願い致します。
190 お陰様で助かっております。保険制度に感謝致します。免除制度が続きます様によろし
くお願い致します。
191 ジェネリックを使用したくても、小さな薬局は後発品の在庫がない事が多く使用できま
せん。ドクターにも言いにくいです。免除を続けて下さい。お願いします。なくなると
生活が苦しいです。
192 年金だけの収入しかないので、来年も免除にしてほしい。通院できなくなる。
193 免除を延長する事をお願いしたいと思う。
194 仮設暮らしも 7 年すぎて、心身ともに疲れています。医療費の免除は本当に助かります。
これからもお願いします。
195 これからもお願い致します。
196 延長の方向でよろしくお願いします。
197 国保で 1 人暮らしで病院に通うのも大変です。できれば免除を続けてほしいです。
198 出来れば来年もお願いします。
199 「免除証明」まだ必要です。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
200 震災後、加齢に伴い病院に行く機会が多くなりました。医療費免除して頂き本当に助か
っています。7 年間もと思うと感謝でいっぱいです。もし可能であれば、国民年金のみ
の収入しかない人に対して延長して頂ければ幸いです。
201 もう少し免除を延長してもらえたら助かります。
202 医療費免除の期間をもう少し延長してほしい。
203 高齢のため身体の痛みが多くなり、それでも今の所、天候が良ければ自転車で通院して
ます。免除のお陰です。是非免除続けて下さい。高齢になれば皆同じ免除を受けて、ま
だ生きる意欲を持ち続けます。色々事情はあろうと、是非続けて下さる様お願い致しま
す。
204 年金が少ない。来年も是非免除をお願いします。
205 年金生活なのでお金の面で難しい。医療費免除のお陰さんで生活出来てます。どうかあ
と 1 年免除お願いします。
206 今まで医療費免除でとても助かっています。まだまだ不安な毎日を過ごしているので、
あともう少し支援していただきたいと思います。
207 昨年末から体調不良になり、現在 3 つの病院に通っています。免除の期限の延長を是非
ともお願い致します。宜しくお願い致します。心より感謝しております！ありがとうご
ざいます！
208 全額でなくてもいいから免除を継続してほしい。
209 母が倒れて約 2 年になり、未だ病院に入院中です。ひとり暮らしで、私も一人息子も仕
事でどうしても母に寄り添えなくて…。災害住宅は去年に入居手続きはしましたが、私
がたまに帰り泊まるだけ。早く母を、最低車椅子に乗せてたまには連れて泊めたいです。
私も母が心配で、宮城県多賀城市（現住所）の近くの病院に転院させて、行ける時は 1
日 2 度行き声掛け、マッサージ、音楽を聞かせたり、一緒に暮らせる事をあきらめてい
ません。その為にも医療費の免除はどうか、どうか来年も受けられればと思います。
210 家を流され、住宅ローンのため土地も手放したため財産もなくなりました。今までとて
も助かってきたので、これからも免除にして頂くと本当にありがたいです。
211 財産が流され困っていた所、医療費免除していただき助かりました。本当に感謝してい
ます。今後ともお願いします。
212 仮設での 7 年間、また公営住宅。血圧、ストレスです。医療費どうか後もう少し。
213 軽い負担で済むようにしてもらいたい。
214 7 年間の長い間、病院窓口負担が 0 という事で本当に助けられ、有難く感謝感謝の気持
ちで一杯です。30 年後の医療費負担を考えると申し訳ない気持ちです。色々考えながら
通院し、完治を頑張る事も大切かと思う事もあります。
215 生活をいくらかでも楽にしたいので免除がほしいです。お願いします。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
216 満 80 歳になりましたが、まず元気です。病気になることはごく自然と思いますが、7 年
前被災した時までは病気もしないで元気でした。しかし避難所、仮設住宅で生活状況が
変わり、いっぱい病気になりました。この自然災害で、日本という国だから医療費免除
していただき本当にありがとうございます。免除期限があと 1、2 年延長されれば助かる
と思います。
217 負担免除の継続を強く望む。
218 私は働いていますが、父母は国民年金のみ。減免は大変ありがたい。ただ、課税者と非
課税も同じ減免でなく、非課税世帯だけ減免にすれば良かったのではないかと思います。
今更ですね。
219 年金で生活をしている単身者です。加齢により通院する病院が増えてきております。通
院回数を減らすと生活に支障がおきます。免除していただくとありがたいです。
220 来年まで後 1 年窓口負担を免除してほしい。
221 医療費免除で助かっています。できたら続けてほしいです。
222 全員ではなく障害者だけ免除してほしい。給付金とかも被災者全員ではなく障害者だけ
にしてほしい。
223 年金生活で最低の暮らしです。医療費が免除されていてありがたいです。
224 国民年金のみが収入源。免除は大変ありがたい。せめて医療だけでも免除が続いてくれ
れば助かります。
225 免除があると生活がいくらかでも楽になります。続いてほしいです。
226 高齢者なので医療代が楽になり大変助かります。免除お願いします。
227 来年も延長願います。
228 薬が切れると具合が悪く何も出来ない。あと 1 年医療費窓口負担免除して下さるように
お願いします。
229 震災後、父の体調が悪くなり何度か入院した。その時は免除してもらえて食費などの少
ない金額ですみとても助かった。年金が減っているようなので、病院代が発生すると生
活が厳しくなります。今年中の期間をもっともっと延ばして下さい。所得の少ない人の
事をもっと考えて下さい。お願いします。歯医者も途中でやめた（負担があるから）。子
供の病院も 1500 円以上窓口で払わないと補助してもらえない。いつも 1500 円ギリギリ
乳 の制度か分からない。意味もないと思う。
で終わり。2 割全部払っている。何のための○
子供だけでも全額免除にしてもらいたい。困っている!!
230 家の問題、大きな借金です。免除延長助かります。
231 歩くのが困難になり、通院のための交通費もかかってきてます。医療費負担がとてもあ
りがたいです。これからも医療費負担お願いします。
232 年々、年を取り自由が利かなくなってきているので、医療だけでも免除になると助かる。
233 治療できる病院が限られている。医療費、交通費が大変です。ぜひ免除をお願いしたい。
切れれば沿岸大混乱です。

16

１．免除を続けて欲しい（492 件）
234 高齢へと毎年進む中、公営住宅の住宅費も今後上がる。収入が増える見込みもない中、
医療費の打ち切りは考えていただきたいと思います。
235 年金が月 4 万円で生活するのが大変です。医療費が負担になると更に生活が苦しくなり
とても不安です。どうか医療費免除をお願い致します。
236 医療費の無料とても助かっております。もうしばらく無料お願いします。
237 免除期限の延長。
238 来年も延長お願いします。
239 免除対象者を年金生活者等にした方が良い。個人事業者で収入があるのに免除はおかし
い。
240 私は 3 ヵ月ごとに定期検査を受けております。薬はもちろん毎日飲んでおります。私は
震災の免除になっておりません。恐れ入りますが宜しくお願い申し上げます。
241 年金生活の中で、高齢になるにつれ色々な病気が出てきて増々困っています。通院する
だけでも金額がかかっていて通院できるか心配しています。皆さん大変な日々を送られ
ていると思います。少しでも健康状態を良くするためにもよろしくお願いします。
242 通院の為にもバスの回数ほしい!!国民年金者の医療免除が出来ないものですか。
243 免除期限の延長。
244 生活が困窮している為、医療費負担の免除延長をお願いします。
245 科が多いため薬の数が多く、どうしても通院できなくなりますので免除をお願いいたし
ます。薬は必ず飲まなければなりません。
246 透析は必ず行かなければなりません。それに薬を数多く飲んでいるので、どうしても免
除をお願いしたいです。
247 家計や病気などの不安が多くなってきている。完全に復興を終えるまで延長を希望しま
す。
248 来年も免除お願いします。
249 私はバスから又バスへ乗り換えしなければならないので大変です。出来れば又免除がで
きれば良いと思います。79 歳。
250 私は今のところ少々の年金をもらうようになりましたが生活するのには足りません。病
院にかかりながら、バイトで少しではありますが生活の糧にとしておりますが、食べる
ため生きるため健康になりたいためとは言っても、もう私には限界が来そうです。宜し
くお願いします。国民年金を受けておりますが、今のところどうにか続けておりますが、
来年 1 月から負担が発生した場合は分かりません。年金といっても 2 ヵ月で 41,313 円、
生活にも通院にも困ります。宜しくお願い致します。
251 免除の延長を希望。
252 現状、免除が打ち切られる事は大変な事ですので、何とか続けてもらいたいです。2020
年頃までは。
253 医療費の負担が大きいので、免除の延長をお願いします。
254 経済的に医療費負担なしは非常に助かります。免除の延長をお願いします。

17

１．免除を続けて欲しい（492 件）
255 医療費と住宅使用料が毎年上がるのが不安。年金は一定なので、通院回数を減らすしか
ないと思っている。後期高齢者の負担が 10%から 20%にあがり大変なので、あと 1～2
年程度免除期間を延ばしてほしいと思う。
256 今まで本当にありがとうございました。感謝です。延長してほしいですけれど大変なん
でしょうね。
257 家賃、税金等の支払いに追われて大変です。一人暮らしには大変。見捨てないで下さい。
258 年金生活において、家賃他生活に必要な出費等で大変です。せめて医療費負担が免除さ
れれば有難いです。
259 免除が終わると、負担が多くなるので心配です。半額負担とか段階を踏んでいくと慣れ
ていいかもしれません。
260 体が弱く高齢の為、仕事も出来ず年金生活なので仮設を出てから病院の事、生活の事を
思うと夜眠れない日が多くなりました。毎年お願いばかりで申し訳ありませんが、医療
費がかなりかかる為医療費免除が延長になると助かります。どうぞよろしくお願い致し
ます。
261 体調を崩す事が多くなり、通院が増えました。災害公営住宅の入居もやっと決まったば
かりなので、もう少し免除の延長をお願い致します。
262 年金も貰っていないのでまだ続けてほしい。71 歳。
263 新居に入るまで免除される事、願います。
264 被災後から血圧も上がり、国民年金で生活もぎりぎり、仮設で一人暮らし。来年もどう
か医療免除されますようお願い致します。
265 もう少し医療を免除してほしいです。年金生活のため。
266 震災後、通院が 1 ヵ所増えて更に新たに病気になり日々病との闘いです。最低限の年金
で生活しているので、年末が来ると来年はどうなるのだろうかと不安でなりません。ど
うかお願いです。来年も延長して下さる様希望します。
267 長く免除して下さい。被災で大変。
268 震災後自宅を再建したものの月々の返済が大きく、今後医療費の工面に苦慮しておりま
す。どうか今まで通り免除の継続をお願い致します。
269 七年も医療費がかからなかったから本当に助かりました。これからも少し助けて下さい。
お願いします。
270 震災後、杉山に隣接した避難所にいた時から花粉症を発症したり脳梗塞や乳がんなど高
額医療費がかかる病気が発生し、免除のおかげで大変助かり感謝しています。年金収入
だけの生活なので高額な医療費（診察や薬、治療等）にほとんどが使われてしまうので、
受診を制限しようと考えています。可能であれば免除期限を延長していただくようお願
いいたします。
271 災害公営住宅の家賃が高額のため生活が苦しい。医療費の免除が無くなると治療するこ
とが出来ない。助けて下さい。今まで医療費の免除により病気と闘うことが出来ました。
これにより明日の生活にハリが生まれました。本当に心から感謝しております。どうか
少しでも長くこの医療費の免除を続けて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
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272 津波で全部失いようやく立ち直りつつあります。もう少しの間免除して頂ければ幸いで
す。年金だけでは生活でいっぱいです。長い間免除して頂き有難うございます。今後と
もご支援お願い致します。
273 被災して 7 年間、医療費免除は本当に助かりました。ありがとうございました。我家で
は重度の病気を患って通院してます（2 人）。免除がなくなると厳しくなります。住宅再
建もまだなので免除を希望します。
274 現在仮設住宅ですが、復興住宅に転居し落ち着くまで延長できれば有りがたい。
275 国民年金生活ですので来年から大変ですが、通院せざるを得ないと思います。宜しくお
願い致します。
276 年金もらっていないので、続けてほしいです。お願いします。
277 病院代免除してほしい。社保の人も免除してもらいたい。
278 私の場合ですが、3.11 東日本大震災にて 5 ヵ月間避難所生活余儀なくされ、その時発生
した血栓です。この先も不安です（どこへ飛ぶのかと）。この先免除お願いします。
279 被災してマイナスからの出発。借金する所もなく年齢的にも弱い所ばかり多くなり生活
も大変です。もう少し免除期限を先延ばししてほしいです。35 年頃まで。まだ仮設住ま
いです。来年度には家も出来るかと希望しています。
280 心臓機能障害（1 級）で仕事も出来ず国民年金だけの収入で、まだ仮設で宮古病院まで
の通院、交通費もかかり免除が打ち切られるとこれからどうしたらよいか大変に困りま
す。どうか免除の継続をお願いします。
281 もう少し免除期限を延ばしてほしいです。35 年頃まで。まだ仮設住まいです。
282 7 年になりますが、これまで通り長く続けてほしいです。年金生活の為、より良い関係
をお願い致します。
283 今免除でとても助かっている。病名上中止する訳にはいかないので、大変な事は事実で
すが仕方ないと思います。来年も免除になって欲しいです。今の医療費が、免除が中止
になるとかなりの生活費の負担になるのは確実です。
284 免除になれば助かります。3 ヵ月に 1 回薬、CT とか血液検査とかあるので大変になると
思います。
285 出来る事ならもう 1 年延ばしてほしいです。助けて下さい。お願い致します。平成 31
年 3 月 1 日から、アパート代が 3 倍も上がります。無理な事と思いますがお願い致しま
す。
286 困っている事の一番は経済面です。公的年金だけの収入でとても生活できません。今は
医療費の免除があるのでどうにか生きていますが、打ち切りになればとても困ります。
どうか来年も免除をお願い致します。
287 免除の延長を強くお願いしたいです。
288 仮設を利用している人達がいる間は免除を切らないで下さい。
289 2、3 年先延ばしに協力お願い致します。
290 国保と後期高齢者医療免除期限は引き続き免除延長を強く要請します。年金暮しの為、
もしなくなった場合は通院回数が少なくなります。
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291 震災被災市街地区画整理事業により、一度修復して入居した住宅を解体させられ現住宅
に入居中。換地される土地の引き渡しがまだで、来年 3 月の予定。それから住宅を再建
しなければならず、これからが大変。医療費は再建が終わるまで（その後も大変ですが）
免除していただくと助かります。
292 被災し換地される土地は減歩され不足な場合買わなければならず、その上住宅再建。体
が健康でなければそれも出来ません。せめて医療費窓口負担だけでも無料であってほし
いです。
293 国民年金だけのため生活苦。免除の延長していただければありがたいです。
294 免除をぜひ続けてほしい。
295 ガンで 5 回入院しました。今は 3 ヵ月に 1 回通院しています。打ち切りになったら高齢
なので子供の世話にもなりたくないし、高血圧の方は通院回数を減らそうと思っており
ます。災害がなければ高血圧にならなかったのに。精神的高血圧に。
（強くならなければ）
強くなります。
296 来年も免除でお願いします。
297 建築業者の都合により、あと 1 年ほど仮設住まいになります。せめて医療費免除の延長
をお願いします。
298 災害に大きな損害を受け、大変な援助を深く感謝しています。老齢になり今迄の通り助
けて下さい。
299 神戸震災では 10 年間免除されたと聞きました。東日本大震災でもそうであれば有難いで
す。
300 仮設からのタクシー代が大変です。薬代がかかると大変。また免除が延長されると良い
です。
301 全額免除でなくても半額免除でも。
302 使用している薬がとても高価で、延長されたらとても有難いです。
303 人により免除で助かった方もいるので、復興終了まで支援いただくと助かります。
304 通院するのに交通が不便。仮設生活の間は医療費負担お願いします（免除）。
305 仮設生活の間は免除をお願いします。
306 50 代の娘も扶養している（仕事が出来ずの体調）。自分(男）も 80 代で歩き方もうまく
行かない。今までもこの制度には感謝しながら申し訳ない思いは消えずに受診しました。
でもお願いです。助けて下さい。いつまでもこの様なつもりは無かったです。甘える様
で切なかったです。でもどうか助けて下さい。お願いします。
307 沢山の医療費負担に甘えたつもりはありませんでした。私はお薬をため込むしかなかっ
た。せめて両親は助けて下さい。私は良いですから、せめて高齢で大変な治療が必要な
両親を助けて下さい。私はもう疲れました。
308 84 歳、自分も要介護 2 で不自由な状態。骨転移、他の転移で痛み止めの回数が増えてま
す。夫も体調思う様にならず、娘は身体弱く無職ながらギリギリ。助けて下さい。何と
か助けて下さい。今までの免除にも申し訳なく…でも何ともなりません。
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309 今後ともよろしくお願いいたします。
310 会社を辞めたのでこれまで通り国保は免除してほしい。
311 免除打ち切られると生活にも負担がかかります。病名としてまだ不整脈、肺気腫、高血
圧、その他 3 ヵ所。年金暮らしで、病気が多いので通院ができなくなります。交通費だ
けでも大変です。
312 岩手県保険医協会の皆様ありがとうございます。皆様のお陰で本年までは医療費負担が
免除になっております。収入も少ない老人と初老の息子の母子家庭には大変助かってお
ります。私は自営業ですが、震災後なかなか商売も再開できるという状況とはなってお
りません。加えて上述のように母親も費用がかかりそうなボケの症状が出始めており、
母から目を離しにくくなってきました。私も身体が丈夫ではなく、病院の医療費免除が
来年も継続になると、90 歳オーバーの母と一緒に生活している私としては本当に助かり
ます。よろしくお願いします。
313 仮設が 2 年延長になりましたので、せめて仮設に住んでいる間は免除をお願い申し上げ
ます。
314 この先も免除の延長お願いします。
315 私は通院が出来なくなる。まだ死にたくありません。免除打ち切らないで下さい。お願
いです。
316 免除期間の延長をお願いします。
317 津波前は甲状腺科だけでしたがその後 3 つの科に通院する様になり、でも医療費が無料
という事で大いに助かっています。是非続けて免除お願いします。なかなか仮設を出ら
れず毎日いらだっています。早い復興を希望致します。仮設も半分に減り今年中にまた
引っ越し。残り少なくなり付き合ってた方々がいなくなり不安になります。体の不調が
増すばかりです。続けての医療費免除お願いします。
318 年金生活で今後災害住宅の家賃もある事だし、高齢者の医療費窓口負担は大変です。延
長をお願いします。
319 免除していただくようお願いします。71 才男。
320 高齢者には免除を考えて欲しい。
321 被災後、体力的精神的にダメージを受けて、次々体の不調が出てきています。これ以上
医療費負担が多くなると通院の回数を減らすより他なくなります。免除を受けるのも気
がとがめますが、何とかあと一年くらい延長して欲しいです。
322 体調崩して収入が少なくなり、苦しい生活が続く中で免除はありがたいです。ぜひお願
いします。
323 被災された人達は自分達の生活だけでも大変です。せめて医療費負担が少しでも軽減さ
れるとありがたいです。またお願いします。
324 仮設に 7 年、災害公営住宅に 10 ヵ月お世話になり大変感謝しております。日々の生活が
楽ではなく、医療費免除は本当に助かっています。家賃も発生し、先のことになります
がやがて上がるであろう家賃には大変恐々としています。医療費免除の打ち切りは「命」
にかかわる問題になります。是非継続をお願いします。
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325 年金生活者です。震災後病気が重なり 2 年前ガンの疑いがあり検査入院。自宅を失い現
在民間賃貸アパート、家賃の出費も多く医療費免除には大変感謝しております。打ち切
られたら今まで通りにはいかないだろうと不安を感じます。医療費負担免除が延長され
ることをお願いします。
326 私も高齢者で車も乗れなくなりますので、何卒これまで通りに免除お願いします。
327 お互いに高齢になって来るので、車の運転も出来なくなるので困ります。今年も宜しく
お願いします。
328 震災後に発症した疾病なので免除は本当に助かります。今後も継続してほしいと思いま
す。
329 後 10 年位続けて欲しいです。
330 今年度で仕事を中止するので年金のみであり、夫婦共々通院すると経費が多額となり生
活も困るので、せめてもう 3 年位免除を願いたい。患者さん（被災者）の多くが免除に
より命を永らえられた事実を見ている。医療の援助は多くの方が感謝している。生きて
る事がこれ程幸せかと思い暮らしてます。
331 夫婦共足腰不自由の為、通院のたびタクシーを使ったり介護を頼んだり大変な事です。
私もふらつきがひどくなって来ましたので、不自由な夫をつれて通院大変です。二人と
も国保です。生活が大変に行き詰まりそうです。免除もう 1 年延長願いたいと思ってま
す。本当に考えてます。
332 震災後に糖尿病、緑内障になり膝の痛みと病院通いです。震災前には病院に行ったこと
のない私でしたが…。ショックが大きかったです!!微々たる年金生活ですが、6 月から災
害住宅に入居します。病院には行けなくなり家賃が優先になり、病気は後回しです。住
む所が大事なのでどうか免除を切に!!切に!!お願い申し上げます。
333 この先の災害公営住宅料金はっきりして欲しいです。入居したはいいですが不安です。
皆様いかが過しているのでしょうか。年金生活の医療負担厳しすぎると思います。免除
延長ができたら良いと思います。よろしくお願いしたいです。
334 何も無くなった人の心境が分かるでしょうか。年金暮らしは辛いです。もう少し助けて
下さい。低所得（国民年金）は食べるだけで大変です。もう少し援助して下さい。
335 家を建てようと思ってます。年齢が 65 才過ぎ、病気を持ってますもので、病院代がかか
らなかったので助かりました。できればもう少し助けていただきたいです。お願いしま
す。
336 今迄免除していただきありがとうございます。通院は往復のタクシー代もかなりお金が
かかります。そして入退院のくり返し、この先を考えると真っ暗です。どうか来年もよ
ろしくお願いします。震災後、次から次と病気ばかり増えて、なぜかなと思う事ばかり
です。周りの人達も同じ様な病気になったり亡くなったりと、やはり津波の影響もある
のかなと思ってます。来年も免除の方よろしくお願いいたします。
337 免除打ち切りになった場合、本当にどうなってしまうのか不安でいっぱいです。
338 私は 67 才で先天性股関節脱臼両方で障害年金 2 級、歩く事が困難でタクシー通院です。
医療免除来年もお願いします。大槌病院に通院リハビリがあるといいです。
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339 これまで通り医療免除になればいいと思う。年金生活者には生活をするのが大変になる
と思う。
340 今まで通り免除してほしいです。65 才になって仕事も出来ないから大変です。
341 ギリギリの生活です。医療費免除の打ち切りは命にかかわってくることになります。延
長必ずお願いします。
342 高齢者としては、続行していただければ本当に助かりますし感謝感謝です。
343 後期高齢の医療費のお知らせを見てびっくりしています。私の場合年間 70 万、調剤料は
医療外来の約 2 倍。1 割負担としてもかなりの金額で大変だと思います。窓口負担免除
は本当にありがたい制度です。続行をお願いいたします。
344 病気や、もう 68 才になり仕事ができず生活も苦しくて、年金 75 万円位でやっているの
でよろしくお願いします。
345 高齢になり診療科数が増えるばかりです。免除期限が 12 月で切れると経済的に大変です
が、通院は欠かせません。31 年以降も免除が延長されるよう切に願います。
346 病院代金高いので免除してもらえれば助かります。
347 2 年ぐらい免除してほしい。
348 災害後、年々身体が病んで病院に行く回数が増えました。昨年主人が死亡して、年金が
減少して援助してもらえず生活面で苦しいです。免除の延長お願いします。
349 出来れば来年度も被災者医療費免除をお願いしたい。
350 続けてほしい。お願いします。
351 災害公営住宅に入ったはいいが、毎月の支払いが 3 万円ぐらい。年金ギリギリでやって
いる。せめてもう一年免除出来ればと思います。
352 来年度からも免除になってほしい。
353 高齢とともに通院回数も増えて来ましたし免許証の返納も考えていますが、県立釜石病
院までタクシーを利用すると往復 13000 円かかるので、せめてあと 2 年位医療費免除を
何とかお願いしたい。（83 才 5 ヵ月）
354 生活困難者や年金暮らしの人達がたくさんいると思います。そのような人達に対して何
とか免除をお願いしたい。私はコレステロール、高血圧と甲状腺などの病気等で複数の
病院に行ってます。免除を打ち切らないで欲しいです。
355 年金も下がって困っています。免除が延長になるようよろしくお願いします。
356 もう少しの間、無料にしていただければ助かります。
357 年金暮らしなのでしばらく無料にしてほしいです。
358 何もかも一からの再出発でした。その中で、医療費にかかる免除大変助かりました。も
う少し長い目で見て頂けたらと願っております。
359 医療費の免除について全財産の流失、再建ローン、心労等々を考慮いただき、引き続き
ご配慮願えればありがたいです。
360 後期高齢者だけでも引き続き免除をお願いしたい。
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361 お世話になっております。公営住宅の生活は予想以上で、仮設住宅の倍以上の出費にな
りました。現在は国民年金で暮らしています。これからの将来が不安です。医療費負担
免除の延長をお願い致します。現在の金銭面での現実はとても厳しく大変です。何卒今
少し延長を宜しく願います。合掌
362 国民年金で生活しています。糖尿病のためインシュリンを注射しています。毎月病院に
行かなければなりません。今迄通り医療費を免除していただければ助かります。よろし
くお願い致します。
363 今まで助かりました。少しでも長く続きますように。
364 色々お世話になっています。年金生活で大変です、少なくて…。来年も免除お願いしま
す。
365 仮設住宅にいる限りは免除してもらえればありがたいので、よろしくお願いします。
366 国民年金生活なのでよろしくお願いします。
367 私ではありませんが、友人である医院（医師）に心ない皮肉を言われたと聞き心が痛み
ます。例…たいした症状でもないのに負担がないから来てるのか。ただのうちに薬を溜
めているのか等。私は大腸がんの内視鏡手術を受け現在経過観察で定期的に通院してい
ますが、少しでも期間延長していただければとても助かります。お願いします。
368 もう少し免除期間延長して下さるとありがたいです。免除対象外の方々のことを考える
と申し訳ない気もしますが、もうしばらく甘えさせていただきたいと思います。
369 もう 1 年免除して下さい。お願いします。
370 来年も免除して下さい。お願いします。
371 今年ガンになって金がかかるので、免除をお願いします。
372 公営住宅への入居が来春なので、延長される事を願います。
373 出来る事ならなるべく長く医療費の免除を続けてほしいです。
374 年金なので今までのように通院出来なくなるので、まだ来年も免除してもらえればあり
がたいです。
375 治療に日数のかかる場合、免除期限が切れるとにっちもさっちもいかなくなります（年
金生活者なので）。せめて仮設住宅やみなし住宅から解放され、復旧復興が一段落するま
で医療費の免除をお願いします。免除に対しては大変感謝しておりますが、通院治療し
ている者にとっては通院費（バス代タクシー代）もばかにならず、今後の在り方が不安
です。
376 私共 70 代は年金生活なので、年金額から保険料、介護保険料を徴収されております。被
災者と致しましては、大変お世話様になっております。最近あまりにも自然災害が起き
ているので、心配という気持ちもございます。長期間、国、県からご支援頂きまして本
当に心より感謝申し上げます。どうか今後とも宜しくお願い致します。
377 後期高齢者です。平成 31 年も免除を延長して下さい。医療費、薬代払えなくなります。
お願いします。
378 障害年金が減額されて困っています。来年も医療費免除して下さい。
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379 助けて下さい。苦しいです。
380 未だ、未だ生活再建へは程遠いです。せめて医療費負担を現状のままで継続して頂けれ
ば助かります。
381 大変厳しい生活をしておりますので、これ以上の負担は耐えられません。助けて下さい。
382 免除を望む。
383 いつまでも無料という訳ではないと思うが、負担割合を少なくしてほしい。
384 免除を延長して下さい。
385 高齢の母親が施設に入所しておりますが、負担金免除のおかげで助かっております。免
除が打ち切られるのは命綱が切られるのと同様です。特にも後期高齢者の医療費負担の
免除は延長をお願い致します。たのみの綱です。
386 無職のため免除を延長してほしい。
387 免除を延長して下さい。
388 少ない年金で暮らしているので、来年も免除してくれないかと思っております。
389 今日、抗がん剤の治療に入りました。できる事なら来年も免除をお願いできればと思い
ます。よろしくお願い致します。
390 にこにこバスの運行時間帯が悪いため利用出来ず交通費がかさむため、打ち切りになる
と通院回数を減らすしかないので是非延長をお願いしたい。
391 現在も仮設暮らしです。交通費の方が過分にかかります。免除延長を切にお願い致しま
す。
392 これからも免除お願いします。
393 通院や薬を減らす事は出来ないので、免除が延長されると助かります。
394 大人は通院できない、または回数を減らさざるを得ない。子供は通院させなければなら
ない。免除を願いたい。5 年目から家賃が高くなると生活が厳しい。だんだんと東日本
大震災の事を皆、国や県、市と忘れている気がする。被災した人の気持ちは未だに傷が
沢山残っている。命は助かったものの精神的に傷がある。
395 無料にして下さい。
396 山田町には耳鼻科がなく、宮古に通院するのは時間も交通費もかかります。できるだけ
長く免除をお願い致します。
397 収入が年金のみなので免除を続けてほしい。
398 助かっています。あと 1 年位延長してほしいです。
399 震災から 7 年たったからもう大丈夫だなんて勝手に思ってほしくない。症状的にもきつ
いし、年金しか収入がないので金銭的にもきつい。家を焼かれてみなし仮設に入ってい
るが、年が年なのでローンは組めない。子供に迷惑を掛けたくない。これから医療費は
ますます増えると思うので、せめてもう少し医療費は勘弁してほしい。
400 年金生活者には医療負担免除は大変ありがたく感謝申し上げます。できればあと 2～3 年
はお願いしたいと思います。
401 災害公営住宅の家賃が年々高くなるのに病院費まで…。
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402 来年も免除をよろしくお願いします。
403 来年も免除をお願いします。年金暮しのためよろしくお願いします。
404 できれば免除していただきたいです。
405 生活して行くのに家賃が大変。何とか免除してほしい。
406 公営住宅は家賃もあり、生活していくにはとても大変だ。高齢者だけでも免除してほし
い。
407 国民年金受給者で年収が少なく、免除打ち切られたら通院出来なくなりますので、もう
少し長く免除お願い致します。男性 74 歳女性 68 歳 2 人で通院してます。
408 現在通院中ですが、これからも免除期限延長お願いします。現在医療費免除で通院中で
すが、今後も通院したいので是非とも医療費免除継続お願い致します。
409 年金暮らしで老夫婦で病院通いです。何とか免除あと 1 年延長して下さい。看護師血圧
測り、先生はパソコン見て変わりなければいつも薬出す。薬は 2～3 ヵ月分出してほしい。
410 84 才の母の事ですが転んだり等突然のケガや病気をしても、免除していただければ心配
なく安心してすぐ病院に連れていけるので、引き続きお願いしたいです。後期高齢者だ
けでも免除の制度を引き続きお願いします。
411 震災のため高台へ移転。せめて薬 2 ヵ月分出してほしい。何もかもなくなって、医療負
担の免除助かりました。あと 1 年何とか延長お願いします。
412 生活はまだ安定しておりません。今後も医療費免除の延長は必要と考えます。よろしく
お願い致します。
413 私は年金生活者であり後期高齢者です。同じ境遇の方々は負担免除があるから生活がで
きると申しております。年金額が目減り状態ですが、免除によってプラスになっており
ます。もう少し延長がほしいです。
414 お世話様になっております。病院通いに大変助かっています。どうぞよろしくお願い致
します。
415 今まで助けていただいて参りました。ありがとうございます。今我が家は夫 69 才、9 年
前に百万人に 1 人の発症率と言う病に倒れ、ありがたくも命をいただいているところで
す。妻 80 才、歩くのもままならない状態です。妻は更に災害のショックで耳が遠くなり
夫婦の対話もままならない。又今の薬を止めれば、ただちに全く聞こえなくなるという
事です（盛岡の黒沢耳鼻科）。免除を切られてしまえば私達夫婦はもうおしまいです。現
在の我々の収入、2 人の年金で 10 万足らずです。内科にもお世話になっています。生活
保護に頼らず頑張りたい、頑張っています。何とか助けて下さい。
416 高齢に無所得なので、出来れば窓口負担を免除していただきたい。
417 生活が苦しいから。
418 医療費負担が増えると、1 週間に 1 回の通院を減らすしかない。透析を減らすことは死
を近づけることと思いますので何とかお願いしたい。
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419 高齢で無職の身ですが、東日本大震災大津波被害により命は取りとめたものの家屋と家
財一式失い、結果体調不良により 7 年間に渡り避難生活を余儀なくされ現在災害公営住
宅に入居出来、通院生活を送っています。2 年 3 ヵ月前、大学病院で腎盂ガンの手術以
来 3 ヵ月毎の経過観察が必要であり、交通費の負担が重く悩んでいます。どうか先 3 年
間は免除医療処置をお願い申し上げます。
420 高齢で無職の身ですが、東日本大震災大津波被害により住居と家財一式失い結果体調不
良により 7 年間も避難生活を余儀なくされ、現在幸いにも新居災害公営住宅に入居出来
通院生活を送っています。この先免除証明を 3 年間延長お願い申し上げます。
421 今年まで 7 年間有難うございました。今後も免除いただければとても助かります。
422 まだまだ仮設住宅です。仮設に住むうちは免除願います。
423 医療費免除のおかげで本当に助かっています。ありがとうございました。通院について
は窓口負担だけでなく、交通費等もかかり大変です。どうか免除延長されますようにお
願いします。
424 住宅費が上がる予定なので、医療費免除がもう少し長くできないか？
425 年金生活者です。食べるだけで精一杯です。病気できません。病院にかかれません。助
けてー。
426 さほどの人たちが免除されているからと病院に行くのが許せない。本当に困っている人
に免除して欲しい。
427 再建の格差があります。金額免除とまで言わないが、助成補助があれば助かる。
428 年金生活ですので、ご支援ください。継続して支援してください。
429 津波で全壊して失職して、現在は年金生活です。ご支援をお願いします。
430 災害がなければ持ち家で少ない年金でもなんとか生活できた。公営住宅で部屋代、共益
費、駐車代など払うと手元にいくらも残らない。医療費が打ち切られると通院できない。
医療費免除されますようお願いします。
431 病気には勝てない。助けてください。
432 10 年は継続してください。
433 半額でもいいから是非お願いします。
434 継続してください。
435 自宅再建できそうにないので、被災した土地が心配です。固定資産税等どうなるか不安。
医療費負担免除はとても助かっています。震災から高血圧になり病院通いが始まりまし
た。免除の延長をお願いします。
436 出来るだけ免除の延長期限を延ばしていただきたいです。
437 今まで、ありがとうございました。もう少し支援して頂ければありがたいです。
438 復興が終わり、確実に落ち着くまで免除してもらいたい。
439 年金が少ないので、家賃等で医療費の捻出が困るので、もう少し続けて欲しいです。
440 お金が少なく、窓口負担免除をして欲しい。
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441 年金暮らしのため、お金が少ないため、免除を続けて欲しいと思います。
442 おかげ様で長い間助けて頂いております。本当にありがとうございます。大変申し訳な
く思っております。よろしくお願いしたします。
443 年金生活なのでもう 1 年間くらい現制度の継続を願います。
444 体が丈夫であれば頑張って行けると、震災、台風と家庭事情も乗り越えてきましたが、
病気になって絶望的な気持ちで、何も楽しくありません。打ち切りは、まだやめてくだ
さい。
445 生活が大変で医療費を払っていけないです。これからも免除をお願いします。
446 長い間のご支援に感謝。津波で全壊し何一つない生活の時、医療費補助は本当に助かり
ました。財政難の中ご支援心苦しいですが、長期治療の為、安心して治療できます。続
けて頂ければすごく幸せです。
447 70 歳までは健康で通院した事がなく、70 歳からは大腸ポリープ、白内障と診断され、免
除証明書にて助かりました。この先、家賃と通院で生活が大変と思います。
448 平成 31 年 1 月 1 日、よろしくお願いします。
449 免除されると助かります。
450 病気で県外に通院のため宿泊代、交通費他、出費が多く大変なので免除期間延長を希望
します。
451 病気が原因で働きたくても働く事ができない方もいます。助けてください。
452 1 回病院に行くにも交通費が高く、病院代を出すようになると回数を減らすしかない。
なんとかあと 1 年でも継続してもらいたい。本当にお願いします。
453 費用が 1 回につき 3 万ほどかかり病院に通えなくなるので、来年も免除して頂きたい。
454 現在、免除されているから通院できますが、なくなると余裕がないので、免除を続けて
ください。
455 加齢と共に病気も増え、治療費がかさむことになり、生活も体調も厳しい。窓口負担の
延長をお願いします。
456 被災での生活が助かっております。復興までの免除お願いします。
457 免除の方よろしくお願いします。
458 少ない年金だけど、自分の身体なので、何とかして 1 年でも延長して欲しいです。
459 年金も下がって困っています。免除が延長になるようよろしくお願いします。
460 支払い、ローンとか色々な問題がありなるべくならお願いしたい。
461 まだ仮設住宅で生活している。再建の見通しがたってきたが、金銭的に大変です。家族
も体調を崩し入院中。仮設での生活が長くなる事で、体調を崩している。ストレスもあ
ると思う。延長して欲しいです。
462 被災者には、まだまだ免除してもらいたい。社保にも免除が必要です。生活が苦しくな
ります。国も県も考えてください。
463 被災後は免疫力低下がひどく病院通いが続いています。免除期限の延長をお願いします。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
464 医療費免除の期限が切れ、公営住宅の家賃もあり、負担がかさみ年金暮らしには厳しい
生活かと思われ不安です。せめて医療費だけでもあと 1.2 年は免除お願いします。
465 震災後は仮設に住んでいたが、家をリフォームして生活している。老後の資金もリフォ
ーム代になり、今後の生活が不安だ。医療費を免除して頂き大変助かりました。あと数
年免除してください。
466 あと 1 年助けて欲しい。
467 本年度も昨年と同様お願いします。
468 年金だけですけど、医療費を負担して頂いて、大変助かっています。なくなってしまう
と大変です。来年もお願いします。
469 家のローンや病気の通院でお金がかかるので、医療費の窓口免除を続けて欲しい。
470 失業したので今後が心配。免除を延長して頂きたい。
471 病気の診察科が精神科のため、薬を止めることが出来ません。毎月ですので、負担にな
っているので免除が延長されると助かります。
472 自宅再建もまだ決まらず、毎日眠れない日々が続き精神的にも疲れが出て大変です。こ
れでは病気が進む一方です。復興が完全に終わるまで、医療費だけでも延長してくださ
い。早く落ち着いた生活が出来るようにお願いします。
473 いろいろ病気を持っていて、年金暮らしなので、続けて免除お願いします。
474 年金生活なので、免除延長お願いします。
475 国も県も苦しいでしょうが、なんとか免除延長をお願いします。
476 全額免除が一番望ましいですが、せめて 1 割負担くらいにして欲しい。
477 あと 1 年延長して欲しい。
478 もっと免除を続けて欲しい。
479 わがままでしょうが、免除をお願いします。
480 年金の受給額を増やしていただきたい。医療費を安くしてください。
481 勝手なお願いだが、再建したことで家計が苦しく、せめてあと 2 年医療費免除をして欲
しい。
482 再建したばかりなので、医療費免除つづけて欲しい。
483 自宅再建中、子供達 2 人、年金で支援しているので、継続して頂きたい。本当に免除で
助かっています。
484 免除が打ち切られると、病院に行くこともままならない。来年も免除を希望します。
485 公営住宅に移ると、生活費も増えるので不安です。免除が少しでも長くなると助かりま
す。
486 医療費の免除が一番ありがたいです。
487 癌の注射だけでも、免除して頂きたい。医療費が免除なので、今はどうにか生活ができ
ますが、災害公営住宅の家賃もそのうち上がっていくので、来年も免除をお願いしたい。
488 お金がないから通院できなくなる。今まで通りにして欲しい。
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１．免除を続けて欲しい（492 件）
489 少ない年金なので免除延長お願いします。
490 医療費免除があったから受診できた。打ち切りになったら受診出来なくなる。いままで
ありがとうございました。生活が大変なので、これからも免除があれば大いに助かりま
す。
491 被災しましたが、支援金、義援金の配分が家族内でほとんどなかった為、生活にいまだ
に困窮しております。免除延長を強く希望します。
492 生活に困窮しておりますので、まだまだ免除延長お願います。
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
1

高齢で病気が増えていく。現在免除で国民年金だけど、どうにか生活してます。この先
を考えると夜も眠れません。免除の救済で大変助かり感謝しております。どうか来年も
続けてくださいますよう祈ってます。

2

免除で助かっています。これから自力再建で出費が大変です。もう少し免除続けて欲し
いです。

3

手術後からインシュリン使用。娘は精神病で薬服用。2 人とも無職で医療費負担は助か
りました。

4

医療免除があって助かりありがたく思います。

5

65 歳すぎて国保になり、70 歳代の今、医療費免除は助かります。そのしわ寄せが何方の
負担になるかと思うと気が重くなります。

6

今まで助けてくれて感謝します。また、続けて頂く事を望みます。

7

今までは免除されてたので、とても助かっています。本当に感謝しています。薬がたく
さんなので、窓口負担が免除されなくなったらと思うと、夜も眠れない。

8

通院を続けなければならない。これまで免除ありがとうございました。

9

ずっと薬は続けなければならないので、行かざるを得ないと思います。今まで本当に助
けられています。

10

今まで大変助かっています。

11

医療費免除のおかげで大変助かっています。安心して病院に行くことができます。これ
からも医療費免除を永く続けてください。

12

医療費免除があり助かってます。打ち切られると経済的にこまります。

13

免除があり安心して通院しております。

14

年金で暮らしています。医療費免除があり、ありがたいと思っています。

15

免除をしていただき、大変ありがたく思います。被災の年に乳がんが見つかりましたが、
しっかり治療する事が出来助かっています。

16

震災後、次から次へと悪い所が出てきました。年金生活なので、今は免除されてありが
たく思っています。この先が不安です。

17

これまで医療費が免除になって大変助かりました。

18

今まで免除ありがとうございました。

19

医療費免除となり、これまでどれだけ助かってきたかわからない。毎月通院していると
金額が大きく大変なので、免除がなくなると我慢して通院しなくなると思う。これから
再建なのに、免除がなくなると再建の方にもお金をかけられなくなり、ものすごく不安
になる。まだまだ土地の引き渡しが出来てない人も多く、再建するにあたってお金が必
要。再建できるまで免除してもらえたら助かります。

20

体が不自由なので、移動サービスの車で病院に行っているので、交通費もかかります。
医療費が免除になって助かります。
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
21

医療費の免除は大変たすかりました。それだけに今後は健康に留意していかなければな
らないと思います。

22

色々な支援の中で、一番ありがたい支援です。医療費免除もう少し続けてください。

23

7 年間も免除してくださり心から感謝しています。そろそろ打ち切ってくださって結構
だと思っています。無料が続けば不要な方も通院するのではないかと思います。いつま
でも甘えていけないと自分は思っています。

24

家の再建、子供の進学でお金がかかる。免除はありがたい。

25

保険制度のありがたみや、関係各所のみなさんに、感謝申し上げます。

26

医療費免除、感謝しております。

27

年金生活なので、免除されると助かっています。医療費負担は結構高額なので。

28

年金生活でやりくりしてます。医療費免除は大変ありがたく思っています。

29

震災から 7 年経ち、免除されて申し訳ないと思っています。しかし、家が全壊した者に
とっては、大変助けられました。

30

免除は本当に助かっています。免除打ち切りにならないように、お願いします。

31

1 年前は 2 人の年金で生活してきたのですが、今は自分 1 人の年金では、とても大変な
事だと思います。医療費の免除がされなくなると、どうしたらよいか困っています。7
年間医療費免除して頂きありがとうございました。本当に助かりました。

32

打ち切られても、病院には行かなければなりません。今までありがとうございました。

33

医療費免除には感謝しています。出来れば来年も免除されればありがたいです。

34

自宅再建に伴い「ローン」も発生し、今まで以上に引き締めた生活が予想されます。震
災以後、血圧の薬も飲む様になり全部欠かす事のできない薬ですので続けるつもりです
が大変です。今までの免除が大変ありがたかったです。

35

免除していただいて大変助かっています。来年もよろしくお願いします。

36

7 年以上にわたり無料にして頂き本当に感謝致しております。医療もいつまでも無料も
申し訳ありません。津波にあっても楽に暮らしている人もいるし、あわなくても大変な
人もいます。今までは助かりました。

37

医療免除についてはありがたく感謝しております。年齢も 80 代で年金生活者、全壊被害
にとりましては非常に助かってます。多病の者として国、県には事情もあると思います
が、継続して頂ければ非常に助かります。お願い出来れば継続をよろしくお願い致しま
す。

38

津波前からの通院ですが、大変助かってます。感謝です。

39

年金暮らしで生活が大変です。今まで免除されて助かっていました。切られたら今後ど
うしたらよいか悩んでます。

40

医療費免除本当に助かりました。有難うございました。薬飲みながらでも仕事をし、少
し生活も落ち着き始めて来ました。有難うございます!!
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
41

免除には感謝しております。歳取ると共に薬の量も増えて、免除がなければ医療費が大
変だと思います。この先が不安だらけです。免除のおかげで生きてるようなものです。
来年も免除であれば助かります。どうか宜しくお願いします。

42

2 人の高齢者を抱えていまして医療費免除がどれだけ助かっているか。また延長されれ
ば幸いです。

43

医療費免除のおかげで助けて頂いてます。ありがとうございます。よろしくお願い致し
ます。

44

年金暮らしで、医療費で食べて行かれません。今迄は免除されて助かっておりました。
今後の事心配です。

45

医療費免除によって病気に対する不安も軽くなっております。

46

医療費免除は本当に本当に助けられています。今後もできる限り免除をしてほしいです。
そうでなければ本当に助けて下さい。お願いします。

47

高齢でバスの停留所まで歩けずタクシーでの通院なので、医療費免除に助けられており
ます。

48

長い間に渡り私達を助けて下さいました事に、大変ありがたく感謝致しております。ど
うもありがとうございました。

49

これまで病状が安定していた時に思いがけないかかりつけの病院閉鎖があり、日増しに
悪化が進んできた。仮設を出ても病気との戦いで日々の暮らしが苦しいです。免除がす
ごく助かりありがたいです。私は病院通いがかかせず、少々の事でも大病になるので免
除がすごく助かります。お陰様で助かりました。助けてほしいです。お願いします。ど
うか本当に助けて下さい。お願いします。

50

震災後に発症した病気で 6 年間免除で助かりました。今は働けるようになりました。

51

被災後リストラにて職を失いアルバイト生活中。安定した職に就けるまで医療費負担免
除の延長をお願いします。あれから 7 年、毎年ありがとうございます。

52

現在長期の仮設住宅の生活で、津波前より病気が増えて病院の診療科数も増えています。
月に家族で 10 日以上通院が必要で、どの診療科も長期通院が必要です。今の免除制度の
おかげで通院もできて生活もできますが、制度の打ち切りになれば通院が難しくなり、
家族が病院に行けなくなり家族の生命にかかわります。制度の継続を何とぞよろしくお
願いします。世帯主夫婦も超高齢で日々通院が大切です。子どもも就労不可で収入源も
ありません。父 89 歳、母 82 歳。

53

医療費免除は大変助かります。ぜひ延長をお願いします。

54

今年いっぱいでも免除されていますので、本当にありがたく感謝しております。申し訳
ないくらいです。

55

震災後、本当に心から寄り添いいただきありがとうございました。お陰様で 82 歳まで長
生きする事が出来ました。御恩は忘れません。今回の大津波で家屋跡形もなく流失、家
内も未だ行方不明。現在 4.5 帖の仮設住まい。それも退去を迫られております。全てが
不安。被災した高齢者医療費、何とかならないものなのか。よろしくお願い致します。
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
56

医療費の窓口負担が免除され有難いです。その半面いつまでも甘えていられないと思う
気持ちと、でも生きるのが厳しいので続けてもらいたい気持ちと半々です。復興が進み
新しい家も建ち並び外観は元に戻ったように映るけど、手持ちを全部使い果たし足りな
いところをローンを組み最低限の生活をしているのは俺 1 人だけでないと思います。

57

被災者はまだ生活が苦しい。免除は続けて下さい。被災者はオリンピックどころでない。
負担がまだかかり、免除を続けるようお願いします。

58

長期間にわたって大変ありがとうございました。私は何回か入院しました。今の所はま
あまあ、しばらく通院しなければなりません。来年も免除になる様にお願い致します。

59

この取り組みに携わる方々に心から感謝申し上げます。被災前は自営業でした。住む家
もあり、老後も何とか食べて行けると思う矢先の出来事です。高齢で再建も無理、蓄え
もなく国民年金ばかりの生活は不安です。今はお陰様で医療負担が無いので通院もでき
ています。いつまでもとの陰口は聞こえますが、何とか生きて行けたらと思っておりま
す。

60

普段からの病院通いが多く薬が切らせません。免除のお陰で助かります。血圧、膝や腰
の痛みがひどく立つことや歩くことが困難の中生活をしています。みなし仮設からの引
っ越しで症状が悪化しては病院へ行くのくり返しなので本当に助かります。免除のお陰
で病院に行くことができます。

61

親子で血圧が高いため病院通い、薬ももちろん切らすことができません。免除はありが
たいです。引っ越しなどで薬で抑えていた症状が悪化し今に至ります。助けて下さい。
お願いします。

62

不治の病と言われ、その上年々呼吸が苦しくなって酸素吸入しており、家業も大震災を
機に閉鎖。年金収入だけで借金の返済と医療負担に耐えられません。困っております。
東日本大震災以後、肺気腫が（避難所生活、仮設生活で）一段と進行、挙句 80 年続いた
家業も再建できず閉鎖のまま年金頼りに借金の返済に追われ、医療費支援に大変助かっ
ておりました。不治の病、段々悪化する中で支援（免除）中止に只々困惑しております。
80 代の高齢です。余命何年か、せめて天寿全うまでの短い期間、御支援（免除）を御継
続下さい。老妻も腰痛、下肢痛で病身ながら私の介護をしてくれております。併せて免
除継続を御願い申し上げます。

63

医療費免除のおかげで生活ができます。

64

医療費免除は大変助かってます。子育て中、負担が多く困った思いが未だにあります。
現在孫もいるわけではありませんが、小学生までは無料（みんな）が良いと思いました。
母子家庭の方がすごくうらやましかったです。

65

国、県、市の支援に感謝致します。
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
66

年を取ると増えて行く受ける科、免除があったため気軽に受けに行き病気が見つかった
例もあり助かりました。正直、年金から払うのは大変なものがあり痛くてもガマン…す
るかな。年金生活者（高齢者）は免除して、若い人が大変な思いをするのかな?色々考え
させられるけど、少ない年金から家賃払ってギリギリの生活をしている一人暮らしの人
もいる。震災後、家族がバラバラに年寄りを残して子供達は別地域で生活している所が
あったりで。これから先の事が心配ですが、お陰様で生活も安定してきたので今まであ
りがとうございました。1 人になっても、待つことがなくスムーズに老人ホームに入れ
る様にしてほしいと思います。

67

今まで免除されありがたかった。厚くお礼申し上げます。これからは自力で頑張ること
にします。いつまでも迷惑かけられません。今迄免除いただき本当にありがとうござい
ました。

68

この制度はありがたいですが、すでにたっぷり助けてもらいました。打ち切ってほしい
です。医療費もさることながら、バスの本数が少なくタクシー代の負担が大きいのです。
「バスの増便」をお願いします。

69

免除を受ける事により安心して通院する事が出来ている。

70

現在まで免除していただいて大変助かっている。今後、治療方針の変更により高額医療
になる可能性あり。年金暮らしであり不安がある。

71

震災後からこれまで免除制度に助けられたと思っています。高齢者の受診、冷たく「加
齢が原因です」
「やせなさい、歩きなさい」の指導、繰り返し言われたらストレス。薬だ
けはいっぱい、薬で腹いっぱいになるようだ。術後、ふらつく足元で退院強要。できれ
ば病院には行きたくないよ。

72

医療費免除有難うございます。お陰様で自宅そして店、再建出来ました。しかし自宅の
ローン、補助外の店舗再建不足分の借入等で悩んでいます。その中、医療費免除には大
変心苦しいのですが助かっております。どうぞ、医療費免除延長お願いします。もう少
し復興出来るまで…（商売、思っていた以上悪いです）。母親も脳梗塞で寝たきり、現在
入院中。妻と 2 人で商売頑張ってます。

73

災害者にとって非常に助かってます。継続お願いします。

74

妻、乳がん治療、80 歳、助かってます。今後もよろしくお願いします。

75

災害公営住宅から病院までの交通費のみで通院させてきただき、感謝しております。交
通費がかかるので免除していただけると安心して通院できます。

76

震災で生計維持者が死亡しました。その後、私も病気になり働く事が出来ません。医療
費免除により今まで助かってきました。出来れば免除が延長になる事を望んでおります。

77

年金が少々少ないので、大変です。私は今の所お陰様で病院に通わせていただいていま
すが、来年は通う事が出来なくなります。すごく心配です。

78

医療費免除、本当に本当に感謝しております。年々高齢になっていき、健康面での不安
や病院までの交通費等、年金の中で節約しています。

79

医療費免除は大変ありがたいと感じております。
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80

長い間、医療費免除の恩恵にあずかり感謝しております。これ以上免除の延長を願うこ
とは出来ないと思っております。

81

今まで被災者に多大な支援をして頂き有難く思っております。しかし今も数多くの人達
が仮設での生活をしております。せめて全被災者が定住するまではと思っております。

82

国保なのでとても助かってます。ありがたいです。

83

社会保険だったので国保になって助かりました。

84

すごく助かっています。

85

お世話になっています。

86

医療費無料に大変助かっていました。中止になったら生命が縮みます。

87

7 年間も見て頂いて本当にありがたく思っております。今年も又ハガキを頂いて嬉しく
て涙が出ました。29 年には目の手術をやって頂いて助かっております。よろしくお願い
致します。

88

これまでは本当に助かっております。今後ももう少しご支援いただきたいと思います。

89

医療費免除、大変助かっております。年齢と共に痛い所が増えて来て、どれかを我慢し
なければいけません。

90

年金生活のため生活が苦しいので助かっています。

91

今までありがとう。これからもお願いします。

92

今までありがとうございます。

93

今日まで免除頂きありがとうございます。

94

助けていただいております。感謝です。復興住宅に入っておりますが、多少なりとも家
賃も納めておりますので国民年金では正直苦しいです。加齢と共に通院する回数も増え
て…。医療費免除、もう少し助けて下さい。生活費を切り詰めても医療費だけはどうに
もなりません。長生きしたいとは思いません。

95

今のところ医療費免除で無料になっているので、我慢する事なく安心して病院に行けま
す。

96

7 年過ぎ元気とばかり思っていたのに、色々なストレスが病気を発症させているのか、
昨年は免除で本当に助かりました。

97

交通費の負担も大きいので、医療費の免除はありがたいです。

98

震災後、長年働いていた職場が無くなり無収入になって困っています。無収入になった
私には、医療費の免除されている今日はとてもありがたく助かっています。

99

今まで医療費免除にして頂いただけでも感謝です。私は釜石の整形以外、石鳥谷の整形
にも通っております。今は交通費だけで済んでおりますが、来年になって医療費となる
と、1 回通院するのに 5000 円以上になるとどうしたら良いのか考え中です。車でなく釜
石から電車ですので大変だと思います。

100 いつもありがとうございます。
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101 28 年にガンの手術をしましたが、お陰様で今日まで生きてます。知事様、本当にありが
とうございます。復興のために毎日頑張っている知事様、応援しています。保険医協会
様、被災地・被災者の声を聞いていただきありがとうございます。協会さんは私達の命
綱です。この葉書が配られると涙が流れます。老妻と二人、年金暮らしは正直厳しいで
す。免除を社保の皆さんに妬まれて肩身が狭いですが、もう少し続けてほしいです。市
役所からは仮設を出るように言われ、苦しくてはっきり見通しが立ちませんが仮設を出
ます。できれば住み慣れた仮設であと少しの人生を終えたいです。復興住宅に入った人
たちも、家賃や近所付き合いで苦労してます。医療費免除でもう少しの間、生かして下
さい。知事様お願いします。
102 まだ仮設入居中です。後 1 年、後 1 年で 8 年も経ってしまいました。医療費 0 には本当
に助かりました。ありがとうございます。私達はまだ高台移転もできず後 1 年に夢を持
っています。高台移転希望ですが、土地造成の遅れで家もまだ建てれません。歳は増す
ばかりで不安になってきました。まだ内科通院はないですが、これからが不安。
103 ありがとうございました。
104 被災後の 3 年目、急に体が痩せる事に気付き検診して貰いましたが、正確な結果が得ら
れたのは 3 件目の病院（盛岡）でした。それから眼科（盛岡）にて 3 度の手術。それ以
来、現在も 2、3 ヵ月に 1 回検診治療。内科は 6 度の入院等、現在も定期的に検診治療し
て頂いております。震災では家は全壊でしたが家族は無事でした。その後、沿岸部の高
台に小さい家を建て、これからという時に見つかった病気でした。でも、この医療費免
除のお陰で大変助かっています。本当に有難うございます。感謝しております。年金生
活者の為、特に助かっています。
105 高齢者で年金暮らしです。免除が打ち切られたら生活が出来ません。死活問題だと思っ
ています。震災後、免除頂き感謝しています。継続出来ますようお願い致します。体調
不良で大変です。
106 災害公営住宅の家賃がいつ高くなるのか心配しており、一日一日生活が不安でなりませ
ん。年金生活のため、医療費負担の免除が助かっております。
107 お陰様で大分良くなり、有難うございます。今後も宜しくお願い致します。
108 目も見えなくなってきて困っています。仕方がありませんよね。歳取って来たんだもの!!
日本始め世界各国からご支援いただきまして本当にありがとうございます。感謝でいっ
ぱいです。
109 仮設住宅時は家賃は無しでしたが、災害住宅へ住みまして家賃その他ガス、電気、水道
共に 4～5 倍のお金がかかり大変です。どうか免除が延期されますようお願い致します。
有難うございました。
110 夫婦共に年金を受給しており、二人とも病院を複数受診しており医療費の免除は大変有
難くもあり、これから免除が打ち切られると思うと不安です。
111

自宅再建に向け負担が多い中、医療費の免除は本当に助かっています。来年度も延長さ
れる事をお願いします。
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112 国や県には本当にありがたく思っております。でも、もう少し免除延長をお願いしたい
と思います。
113 保険制度のお陰様になり大変助かっています。よろしくお願い致します。岩手県の高度
な医療体制に感謝致します。これからもよろしくお願い致します。
114 お陰様で助かっております。保険制度に感謝致します。免除制度が続きます様によろし
くお願い致します。
115 仮設暮らしも 7 年すぎて、心身ともに疲れています。医療費の免除は本当に助かります。
これからもお願いします。
116 震災後、加齢に伴い病院に行く機会が多くなりました。医療費免除して頂き本当に助か
っています。7 年間もと思うと感謝でいっぱいです。もし可能であれば、国民年金のみ
の収入しかない人に対して延長して頂ければ幸いです。
117 7 年間有難うございます。とても助かりました。有難うございます。
118 いつも有難うございます。年金だけなので大変ですけど、申し訳なく思ってます。
119 脳梗塞や飲み薬代が高いです。医療費免除がなくなると思うと、来年からどうしたら良
いか今でも悩みです。今までありがとうございます。保険医協会の皆様方に感謝申し上
げます。医療費免除に助かっています。
120 高齢のため身体の痛みが多くなり、それでも今の所、天候が良ければ自転車で通院して
ます。免除のお陰です。是非免除続けて下さい。高齢になれば皆同じ免除を受けて、ま
だ生きる意欲を持ち続けます。色々事情はあろうと是非続けて下さる様お願い致します。
121 震災で家を失い年金生活の為、余裕のない生活をしています。病院へも定期的に通って
おり、医療費の負担は大変な事です。医療費免除が延長になり大変助かってます。
122 昨年末から体調不良になり、現在 3 つの病院に通っています。免除の期限の延長を是非
ともお願い致します。宜しくお願い致します。心より感謝しております！ありがとうご
ざいます！
123 7 年間もありがたいと思っています。本当にありがたいと思ってます。
124 2 年間医療費免除していただきありがとうございます。
125 家を流され、住宅ローンのため土地も手放したため財産もなくなりました。今までとて
も助かってきたので、これからも免除にして頂くと本当にありがたいです。
126 財産が流され困っていた所、医療費免除していただき助かりました。本当に感謝してい
ます。今後ともお願いします。
127 免除いただいている事には感謝致しております。何時までも甘えていられないと思いま
す。
128 満 80 歳になりましたが、まず元気です。病気になることはごく自然と思いますが、7 年
前被災した時までは病気しないで元気でした。しかし避難所、仮設住宅で生活状況が変
わり、いっぱい病気になりました。この自然災害で、日本という国だから医療費免除し
ていただき本当にありがとうございます。免除期限があと 1、2 年延長されれば助かると
思います。
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129 高齢者入りをして、低年金額での生活はとても大変です。病院へは行かなくなると思い
ます。免除いただいてもよほどの痛みなどが（現在）無ければ通院しません。期限が終
了になりましたが。救急以外は我慢して過ごそうと思います。ご尽力いただきありがと
うございます。心より感謝申し上げます。
130 これまで医療費が免除になっていて本当に助かりました。年金も減らされて生活するの
が大変な日々ですので、もし医療費免除を延長されなくなったら病院にもかかれず夫婦
共々死んでしまいます。これまで医療費を免除していただき感謝しております。ただ、
医療費がかからないというので、無駄に病院に行っている人達を見かけます。これは皆
さんの負担のお陰なので、もっと気をひきしめて感謝しながら気を付けてやらなければ
と思います。
131 医療費免除で助かっています。できたら続けてほしいです。
132 家や店を流され土地も手放し、何もなくなりました。今まで免除されとても助かりまし
た。同じ状況の人が、ストレスのためガンになる人が多いように感じます。私も健康に
は気を付けたいので、具合の悪い時は早めに病院に行くようにしています。
133 国民年金のみが収入源。免除は大変ありがたい。せめて医療だけでも免除が続いてくれ
れば助かります。
134 医療費の負担というのは大変ですが、今まで有難うございます。病気を増やさないよう
日常生活を気を付けていきたいと思います。
135 高齢者なので医療代が楽になり大変助かります。免除お願いします。
136 医療費の負担が発生すると少しは大変になると思います。今迄ありがとうございます。
これ以上病気を増やさないよう頑張ります。
137 被災後、7 年間医療費を免除して頂き心より感謝、御礼申し上げます。
138 約 2 年半前に認知症と診断され、月 1 回の割で通院しております。最近は徘徊もするよ
うになり気を付けてはいたのですが、勝手に外に出て行かれ大ケガをしてしまいました。
1 度警察のお世話にもなってしまいました。4 月に病院に行った時、かなり進行してます、
重度の認知症ですと言われました。我家は厳しい生活が続いてますのでとても助かって
おります。本当に有難うございます。心より感謝申し上げたいと思います。
139 免除のおかげで本当に助かりました。痛い所だらけなので、先生に診ていただく事が出
来て良かったです。
140 歩くのが困難になり、通院のための交通費もかかってきてます。医療費負担がとてもあ
りがたいです。これからも医療費負担お願いします。
141 医療費の負担を免除してもらい有難く感謝しております。病気の事情から定期的に宮古
のクリニックに通わなければならず、交通費が身にしみます。健康管理とペースメーカ
ー点検の面からも、負担が発生してもクリニックに通わねばならないと思ってます。
142 いつもお世話になっております。有難うございます。医療費免除はとても有難く助かっ
ています。震災前にはなかった家賃と共益費の出費はやっぱり重いですが、
「いつまでも
甘えるな」という世間の声があるのも理解しなければならないと思っています。
143 医療費の無料とても助かっております。もうしばらく無料お願いします。
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144 現在私は年金生活です。そして家内は精神障害を持っていますので生活が大変です。大
震災で大変な国や県そして市に感謝致しております。有難うございます。
145 整形外科、内科、歯科、精神科と毎月の様に通っています。打ち切られた後は大変だと
思うが、通院が必要との事。免除を延長にして頂き有難く思ってます。来年からは打ち
切りになりますが、今まで免除して頂き感謝しております。
146 医療費免除を受けて来た者として大変有難く、皆様に感謝致します。
147 経済的に医療費負担なしは非常に助かります。免除の延長をお願いします。
148 今まで本当にありがとうございました。感謝です。延長してほしいですけれど大変なん
でしょうね。
149 年金月 5 万位から介護保険、後期高齢を引かれ生活が苦しいので、病院にかかりながら
パートに出ています。医療費免除大変助かっています。
150 七年も医療費がかからなかったから本当に助かりました。これからも少し助けて下さい。
お願いします。
151 とても感謝しています。
152 震災後、杉山に隣接した避難所にいた時から花粉症が発症したり脳梗塞や乳がんなど高
額医療費がかかる病気が発生し、免除のおかげで大変助かり感謝しています。年金収入
だけの生活なので高額な医療費（診察や薬、治療等）にほとんどが使われてしまうので、
受診を制限しようと考えています。可能であれば免除期限を延長していただきたいとお
願いいたします。
153 災害公営住宅の家賃が高額のため生活が苦しい。医療費の免除が無くなると治療するこ
とが出来ない。助けて下さい。今まで医療費の免除により病気と闘うことが出来ました。
これにより明日の生活にハリが生まれました。本当に心から感謝しております。どうか
少しでも長くこの医療費の免除を続けて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
154 津波で全部失いようやく立ち直りつつあります。もう少しの間免除して頂ければ幸いで
す。年金だけでは生活でいっぱいです。長い間免除して頂き有難うございます。今後と
もご支援お願い致します。
155 被災して 7 年間、医療費免除は本当に助かりました。ありがとうございました。我家で
は重度の病気を患って通院してます（2 人）。免除がなくなると厳しくなります。住宅再
建もまだなので免除を希望します。
156 今まで医療費が免除になって本当に助かりました。
157 困っている事の一番は経済面です。公的年金だけの収入でとても生活できません。今は
医療費の免除があるのでどうにか生きていますが、打ち切りになればとても困ります。
どうか来年も免除をお願い致します。
158 前立腺（泌尿器科）ガン、毎月 1 回通院しています。まだ仮設にいますので本当に助か
っています。医療費の免除、今年で終わりでしょうか？
159 高齢者で年金暮らし、借家料も年々高くなるというので小さい家を建てた。通院は回数
を減らそうと思っています。術後 3 ヵ月の入院、免除されて助かりました。
160 お陰様で各病院に通院しておりまして、元気で生活しておりありがたく思っております。
40

２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
161 災害に大きな損害を受け、大変な援助を深く感謝しています。老齢になり今迄の通り助
けて下さい。
162 ありがとうございました。
163 ある日突然家も家族も亡くし、さらに 6 年間の仮設住宅の生活で体調が悪くなってしま
いました。毎年 2 月～3 月は食欲もなくなり毎月の通院が支えになっています。体力的
にアルバイトでギリギリの生活状態な為、医療費免除は命を守っていただいていると感
謝しております。
164 何年もありがたい事だと思っています。助かります。
165 今まで免除が続いて来たことに感謝しています。薬を服用し続けなければならないので
続行してほしいです。
166 今まで助かりました。
167 今迄免除していただき有難うございます。今後は、高齢者ですので収入も少なく、出来
る限り病気が悪化しない様努力したいと思います。
168 岩手県保険医協会の皆様ありがとうございます。皆様のお陰で本年までは医療費負担が
免除になっております。収入も少ない老人と初老の息子の母子家庭には大変助かってお
ります。私は自営業ですが、震災後なかなか商売も再開できるという状況とはなってお
りません。加えて上述のように母親も費用がかかりそうなボケの症状が出始めており、
母から目を離しにくくなってきました。私の身体も丈夫ではなく、病院の医療費免除が
来年も継続になると、90 歳オーバーの母と一緒に生活している私としては本当に助かり
ます。よろしくお願いします。
169 復興住宅にも入り、やっと体の調子も元通りになってきたように思います。免除がなけ
れば元気を取り戻せなかったと思います。これから気持ちも前向きに過ごしていきたい
と思っています。免除に感謝しています。
170 長い間ありがとうございました。
171 今迄免除して頂いてありがとうございます。本当に助かりましたが、いつまでも甘えて
いてはいけません。7 年も過ぎたので区切りよく打ち切っても結構です。
172 津波前は甲状腺科だけでしたがその後 3 つの科に通院する様になり、でも医療費が無料
という事で大いに助かっています。是非続けて免除お願いします。なかなか仮設を出ら
れず毎日いらだっています。早い復興を希望致します。仮設も半分に減り今年中にまた
引っ越し。残り少なくなり付き合ってた方々がいなくなり不安になります。体の不調が
増すばかりです。続けての医療費免除お願いします。
173 仮設に 7 年、災害公営住宅に 10 ヵ月お世話になり大変感謝しております。日々の生活が
楽ではなく、医療費免除は本当に助かっています。家賃も発生し、先のことになります
がやがて上がるであろう家賃には大変恐々としています。医療費免除の打ち切りは「命」
にかかわる問題になります。是非継続をお願いします。
174 今まで有難く思っています。いつまでも甘えていられない気持ちですが、所得の少ない
人には大変です。実際、自分だけの問題ではないと思います。

41

２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
175 年金生活者です。震災後病気が重なり 2 年前ガンの疑いがあり検査入院。自宅を失い現
在民間賃貸アパート、家賃の出費も多く医療費免除には大変感謝しております。打ち切
られたら今まで通りにはいかないだろうと不安を感じます。医療費負担免除が延長され
ることをお願いします。
176 今迄免除していただき助かりました。
177 今年度で仕事を中止するので、年金のみであり夫婦共々通院すると経費が多額となり生
活も困るので、せめてもう 3 年位免除を願いたい。患者さん（被災者）の多くが免除に
より命を永らえられた事実を見ている。医療の援助は多くの方が感謝している。生きて
る事がこれ程幸せかと思い暮らしてます。
178 家を建てようと思ってます。年齢が 65 才過ぎ病気を持ってますもので、病院代がかから
なかったので助かりました。できればもう少し助けていただきたいです。お願いします。
179 今までの免除、心より有りがたく思っています。
180 妻が難病で入院しています。助かっています。
181 今迄免除していただきありがとうございます。通院は往復のタクシー代もかなりお金が
かかります。そして入退院のくり返し、この先を考えると真っ暗です。どうか来年もよ
ろしくお願いします。震災後、次から次と病気ばかり増えて、なぜかなと思う事ばかり
です。周りの人達も同じ様な病気になったり亡くなったりと、やはり津波の影響もある
のかなと思ってます。来年も免除の方よろしくお願いいたします。
182 医療費が免除され本当に助かっています。感謝しかないです。
183 震災後、収入となる漁業が出来なくなり年金も少ない事で、医療費の補助をしていただ
いてる事は大変有難く思っています。
184 後期高齢の医療費のお知らせを見てびっくりしています。私の場合年間 70 万、調剤料は
医療外来の約 2 倍。1 割負担としてもかなりの金額で大変だと思います。窓口負担免除
は本当にありがたい制度です。続行をお願いいたします。
185 1 ヵ月に 1 回の通院、投薬があります。免除で本当に助かってますが、財源にも限度が
あると思い心苦しく思っています。防衛予算の削減を!!宮古市の県立宮古病院の医師不足
は深刻です。中央にだけ医師が集中、地方はおきざり感があると思います。耳鼻科、眼
科が宮古市は不足です。2 ヵ月に 1 回盛岡の眼科、耳鼻科に通院しており交通費がバカ
になりません。今は医療費が免除なので助かってます。
186 医療費が免除という事はとても有難いです。ましてや年金は下がり、色々な食べ物が高
くなっています。年金生活者にとっては、災害公営住宅に入居してからはお金がとても
かかります。
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
187 お陰様で目の治療や手術の時も助かりました。一人身、通算老齢年金（20 代後半慢性疾
患により国民年金）、あと半年で後期高齢者世代。精神的ストレスはもとより体力的にも
限界を感じています。内科の必要以上の検査はあまりありがたくないと思っております。
現在手出してなくとも驚く金額。風邪を引いた時の薬 2、3 日分かと思ったら 3 種類、量
も沢山。薬局で見てびっくり、肝臓の方が悲鳴あげそうでお断りしました。生意気な患
者です。年齢を思うと大事を考えるべきなのか。風邪薬は医大入院中 2 日分飲んで以来
服用してません。医療費は私には癌となります。これ以上痛い所が増えないよう、悪く
ならないよう祈るだけです。
188 無料なので助かっています。
189 何もかも一からの再出発でした。その中で、医療費にかかる免除大変助かりました。も
う少し長い目で見て頂けたらと願っております。
190 震災から体が変わり、2 人年老いて生きる事が大変です。医療負担長い間、感謝申し上
げるしだいです。ありがとうございます。
191 7 年間医療費免除して頂き、安心して通院する事が出来助かりました。来年からの通院
が心配です。
192 今まで助かりました。少しでも長く続きますように。
193 免除には大変経済的に助かっております。
194 医療費の他に交通費もかかるのでどうしたらよいか分かりません。これまで免除をいた
だき大変助かりました。
195 私共 70 代は年金生活なので、年金額から保険料、介護保険料を徴収されております。被
災者と致しましては、大変お世話様になっております。最近あまりにも自然災害が起き
ているので、心配という気持ちもございます。長期間、国、県からご支援頂きまして本
当に心より感謝申し上げます。どうか今後とも宜しくお願い致します。
196 お陰様で大きな病気も早期に見つかり助かりました。この措置がなければ検査を受ける
ことはなかったと思います。
197 恩恵に肩身の狭い所もありますが、それにも増して助かっているのが事実です。
198 この特典に改めて感謝しています。
199 未だ未だ我々には復興は程遠い。医療費免除は大変助かる。
200 医療免除させていただいて大変助かっています。
201 このことは大変助かっています。
202 今まで免除していただきましてありがとうございます。通院している病気は治ることは
ないと思います。夫婦二人共同じように通院しておりますので、医療費が高くならない
事だけを望みます。
203 高齢の母親が施設に入所しておりますが、負担金免除のおかげで助かっております。免
除が打ち切られるのは命綱が切られるのと同様です。特にも後期高齢者の医療費負担の
免除は延長をお願い致します。たのみの綱です。
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
204 通院がなくなったら病気は治らない。年金生活になるけど病気と闘って生活しないと。
今まで約 3 年間助かりました。免除があったおかげで助けられています。乳がんになっ
て 7 年、どうにか生かされている。今は元気、明日はどうなるか、でも元気でいたい。
薬だけの治療だけど時々の検査に金がかかるでしょう。免除がなくなったら大変かも。
これからは年金生活。
205 震災後発病した 2 つの病気も、医療費の心配する事なく 5 年目を迎えようとしています。
感謝します。年金生活も始まり出費が限られて来る事を考えると、健康に十分気を付け
て生活して行こうと考えています。病気を増やさず薬を減らす努力あるのみです。
206 長い間（7 年間）本当に有難うございました。無料で助かりました。70 代の頃は余り病
院代もかかりませんでしたが、80 代になり身体の弱い面が多くなりこれからが大変なよ
うに思います。
207 おかげさまで医療費免除していただいて助かっています。ありがとうございます。交通
費はかかりますけどしょうがないです。
208 有難い制度で、大きな手術も 3 度できました。これが無かったら助かっていなかったと
感謝しています。
209 助かっています。あと 1 年位延長してほしいです。
210 自分をはじめこの措置でたくさんの人が救われています。待合室でよく耳にします。
211 年金生活者には医療負担免除は大変ありがたく感謝申し上げます。できればあと 2～3 年
はお願いしたいと思います。
212 7 年免除していただきましてありがとうございます。
213 震災のため高台へ移転。せめて薬 2 ヵ月分出してほしい。何もかもなくなって、医療負
担の免除助かりました。あと 1 年何とか延長お願いします。
214 医療費免除で大変ありがたく思ってます。
215 助かってます。
216 年々足腰が弱り病院まで通うのも大変で、タクシー代も雨降りにはかかります。医療費
免除で助けられております。
217 お世話様になっております。病院通いに大変助かっています。どうぞよろしくお願い致
します。
218 二人共年金生活、医療費免除は大変助かります。国、県も大変な事は肌にしみて分かり
ます。免除にならないと食を考えるしかない。通院は減らされないので!!
219 今まで助けていただいて参りました。ありがとうございます。今我が家は夫 69 才、9 年
前に百万人に 1 人の発症率と言う病に倒れ、ありがたくも命をいただいているところで
す。妻 80 才、歩くのもままならない状態です。妻は更に災害のショックで耳が遠くなり
夫婦の対話もままならない。又今の薬を止めれば、ただちに全く聞こえなくなるという
事です（盛岡の黒沢耳鼻科）。免除を切られてしまえば私達夫婦はもうおしまいです。現
在の我々の収入、2 人の年金で 10 万足らずです。内科にもお世話になっています。生活
保護に頼らず頑張りたい、頑張っています。何とか助けて下さい。
220 今年まで 7 年間有難うございました。今後も免除いただければとても助かります。
44

２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
221 収入が少ないので免除が助かります。
222 年金は下がるし家賃は上がるばかり。震災にて恩恵を受けていた免除も今年で終了する
が、全財産を失ったとはいえ、これまで大変ありがたく感謝でいっぱいです。服用、通
院回数を減らし生活しなければならない。
223 7 年間も医療費が免除され、大変ありがたく感謝しております。今後は本当の生活困窮
者に限定しても良いと思います。
224 今まで国に支援していただいた事、感謝しきれない気持ちでいっぱいです。収入もない
高齢者にとっては必要な支援です。
225 おかげさまで生きています。
226 医療費免除のおかげで本当に助かっています。ありがとうございました。通院について
は窓口負担だけでなく、交通費等もかかり大変です。どうか免除延長されますようにお
願いします。
227 震災から 7 年間も医療費免除で本当に感謝しています。1 人で生活していてお金もない
ので医療費を払うようになったら大変困ります。通院して薬を飲まないと症状も重くな
ると考えると食費を減らしても通院します。
228 専門医が足りなくて困っている。眼科、整形外科、耳鼻科。免除がなくなり、治療をや
めたら病気が悪化する。今、免除してもらって助かっています。
229 大変ありがたかったです。自分が少しの事でも病院に行くようになった気がして申し訳
ないです。
230 仮設は、入居費は無料で大変助かりました。災害住宅に入居しましたが、家賃が毎年高
くなり、年金では納めることができません。病は増える一方です。
231 自宅再建できそうにないので、被災した土地が心配です。固定資産税等どうなるか不安。
医療費負担免除はとても助かっています。震災から高血圧になり病院通いが始まりまし
た。免除の延長をお願いします。
232 今まで、ありがとうございました。もう少し支援して頂ければありがたいです。
233 年金生活のため、医療費負担は大変です。
234 今まで 8 年近く医療費免除をしていただき、ありがとうございました。これからは自分
の力で…と思います。災害後の健康を支えて頂き本当に感謝しております。
235 おかげ様で長い間助けて頂いております。本当にありがとうございます。大変申し訳な
く思っております。よろしくお願いいたします。
236 今まで 7 年もお世話になり、健康ですごしてきました。どうもありがとうございました。
237 長い間のご支援に感謝。津波で全壊し何一つない生活の時、医療費補助は本当に助かり
ました。財政難の中ご支援心苦しいですが、長期治療の為、安心して治療できます。続
けて頂ければすごく幸せです。
238 災害は大変でしたが、お金の面では皆様からのご支援でどうにかなった。
239 被災での生活が助かっております。復興までの免除お願いします。
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２．免除はありがたい・助かっている（252 件）
240 長い間免除して頂き、助かりました。病気はしたくないけど、生きている限り病気の世
話になります。
241 免除して頂いたことに感謝しております。ありがとうございます。
242 通院回数をなるだけ減らすようにしています。今までありがとうございました。
243 震災後は仮設に住んでいたが、家をリフォームして生活している。老後の資金もリフォ
ーム代となり、今後の生活が不安だ。医療費を免除して頂き大変助かりました。あと数
年免除してください。
244 年金だけですけど、医療費を負担して頂いて、大変助かっています。なくなってしまう
と大変です。来年もお願いします。
245 仕事が出来る状態ではないので、免除がなくなったら、困ります。病気になってしまい、
免除は助かります。毎日、大変な思いで生活しております。家族もなく一人くらしなの
で、本当に大変です。仕事できる見込みも先も見えない状態です。
246 おかげ様で助かります。
247 個人的なことですが、震災後、背中の痛みで寝ている以外は強い痛みを感じ、精神的に
もつらい状況です。同じ痛みを持つ人たちとの交流の場があればいいなと思います。免
除してもらって助かりました。
248 自宅再建中、子供達 2 人、年金で支援しているので、継続して頂きたい。本当に免除で
助かっています。
249 7 年間の免除ありがとうございました。12 月末で打ち切られますと、年金が少ないので
医療費が大変になると思う。
250 いままで本当にありがとうございました。これからは自分で頑張っていかなければと思
っています。
251 医療費免除があったから受診できた。打ち切りになったら受診出来なくなる。いままで
ありがとうございました。生活が大変なので、これからも免除があれば大いに助かりま
す。
252 被災して医療費が免除になったことが、どれだけ助かったか。ありがたかった。
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３．免除がないと困る・通院できない・通院回数を減らす（181 件）
1

高齢になって病気が増えるばかりです。国民年金では暮らしていけなく、医療費が加算
したら生活の目途が立ちません。

2

免除がないと、負担が増え通院の回数をへらすか、やめるしかない。

3

今はある程度大丈夫だけど、打ち切られたら不安です。

4

定期的に検査を受け、薬をもらいに行きます。医療費免除を受けなければ通院の回数を
減らし、痛みも我慢しなければなりません。

5

通院回数が減りますので、来年も免除してください。

6

薬も貰えなくなると困る。

7

免除期限が近くなると、本当に不安です。災害住宅の近くには、スクラップ業、セメン
ト工場の出す黒いホコリが風によって入り、窓など開けられない事があります。夏は大
変です。

8

１年前は２人の年金で生活してきたのですが、今は自分１人の年金では、とても大変な
事だと思います。医療費の免除がされなくなると、どうしたらよいか困っています。7
年間医療費免除して頂きありがとうございました。本当に助かりました。

9

年金では生活するのがやっと、病院には免除がなければ通院出来ません。

10

被災後発症し入院している親の入院費が高額の為、支払いが困難になります。又、自宅
に戻された場合、面倒を見ることができません。

11

生活面も苦しいので、免除打ち切られたらかなり困る。

12

心筋梗塞と消化器と血液内科と関連している神経内科の病気の為、どれも通わなければ
ならないので通院しないという選択はあり得なく、免除がなくなれば生活が出来なくな
ると思います。
（月に 5 万～6 万かかりますので）毎月の高額医療に達しない金額なので
それも困ります。

13

病気のため年金だけの生活（国民年金）なので、免除がなくなると本当に大変になりま
す。1 人暮らしでもあるため災害住宅に住んでいますが、バス停も遠く運転も出来なく
なりコミュニティバスがあるといいと思っています。

14

今まで通り続けてほしい。なるべくお願い致します。切られると本当に困ると思います。

15

高齢者となり（70 歳）年金生活となっているが、少ない年金から免除なしで医療費を取
られると生活が危ぶまれる。しかし、現役の皆さんが支払う税金から負担してもらうの
も心苦しく思う。国の経済状況の改善と財政面での改善を強く望む。

16

免除が打ち切られると通院する回数を減らす事になるので、できれば免除の延長をお願
いしたい。

17

3 月に母親が亡くなり、現在 1 人暮らしです。今後国民年金だけの生活で医療費の支払
いが出来るか不安です。

18

仮設に居住している頃より、全てに金額的に負担が増加した。医療費については体が資
本ではあるが、通院しないわけにはいかないし、不安である。

19

災害復興住宅の家賃が最初の説明よりかなり高い。10 万以上の方々もいらっしゃる。病
院に行けなくなる可能性はあります。死ぬしかないでしょう。
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３．免除がないと困る・通院できない・通院回数を減らす（181 件）
20

国民年金では生活するのがようやっとです。免除が打ち切られたら通院できません。

21

仮設住宅から復興住宅へ引っ越して 2 年くらい経ちますが、生活は苦しくなっていくよ
うに感じるばかりです。体調も良くないので通院するしかないのですが、免除が打ち切
りになったら通えないかもしれません。いつまでも震災、被災者などと言っているのは
良くないと思うけれど、住宅が被害にあった方とあわなかった方との区別をもっとつけ
てくれてもいいと思う。震災の後の大雨の被害もあり、災害と隣り合わせの生活に疲れ
果ててしまいそうです。

22

今まで通りに免除してもらわないと生活が出来ない。

23

不治の病と言われ、その上年々呼吸が苦しくなって酸素吸入しており、家業も大震災を
機に閉鎖。年金収入だけで借金の返済と医療負担に耐えられません。困っております。
東日本大震災以後、肺気腫が（避難所生活、仮設生活で）一段と進行、挙句 80 年続いた
家業も再建できず閉鎖のまま年金頼りに借金の返済に追われ、医療費支援に大変助かっ
ておりました。不治の病、段々悪化する中で支援（免除）中止に只々困惑しております。
80 代の高齢です。余命何年か、せめて天寿全うまでの短い期間、御支援（免除）を御継
続下さい。老妻も腰痛、下肢痛で病身ながら私の介護をしてくれております。併せて免
除継続を御願い申し上げます。

24

病気なったら少しためらう。お金がかかるから。

25

国民年金で生活しており、生活費で目一杯です。医療免除がなくなると通院できるかど
うか不安です。

26

免除期限が切れた後の生活が不安です。助けて下さい。お願いします。

27

免除期限が切れる頃、とても不安になります。

28

87 歳になりますが、免除が切れたらどうなるか今から心配です。回数を減らすしかあり
ません。

29

現在まで免除していただいて大変助かっている。今後、治療方針の変更により高額医療
になる可能性あり。年金暮らしであり不安がある。

30

必ず通院に行かなければならない病気の為、体の為、何としても免除がなければ大変で
す。

31

年を取ることにより病院に行く回数が増えるので、免除がなければ大変です。

32

これまで通り通院したいが無理だと思う。

33

半壊した自宅を直して住んでいます。父親は施設に入所し、介護度は 5 です。医療費免
除があるから何とかやっていますが、免除がなくなると苦しくなります。もう少し生活
が安定するまで免除をお願いしたいです。

34

お金。終わると困ります。

35

年金が少々少ないので、大変です。私は今の所お陰様で病院に通わせていただいていま
すが、来年は通う事が出来なくなります。すごく心配です。

36

バスで通院しているので、免除が打ち切られれば通院できなくなります。
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37

87 歳女、一人暮らし年金生活。震災で何もなくなり仮設生活も長い。今後医療費もかか
るなら生活できなくなる。偉い人、お金のある人にだけ優しくするのではなく、弱い人
にもっと目を向けて下さい。

38

B 型肝炎の薬を服用してますが、医療費の免除が打ち切られたらとても不安です。これ
から公営住宅の家賃も発生するので、生きる気力がないです。このまま家賃の発生しな
い仮設住宅のままで生活は出来ないのでしょうか？

39

４、アと答えましたが、減らすわけにはいかない病気です。負担は多くなり大変だと思
います。

40

免除が打ち切られると病院に行くことが出来なくなる。年金では大変ですので考えて下
さい。

41

打ち切られたら通院できない。

42

年金生活のため、医療費の負担金が大きいため通院を減らす他ない。

43

通院が出来なくなったら大変だと思う。自分も 2 ヵ所通院しています。

44

医療費無料に大変助かっていました。中止になったら生命が縮みます。

45

薬を止めたらますます血圧が上がりそうです。

46

近くに病院がなく、タクシーを使わないと行けないので交通費がかかり、免除が打ち切
られると大変です。

47

10 月で喜寿の歳になり医療費の負担が心配。独身で 1 人住まいのために、引きこもりが
ちが心配です。公共交通の利用のために交通費も心配です。

48

今年金生活なので、来年からの通院を考えると少し不安です。

49

高齢になると病気が増えるし、市のはしに住んでいると通院にも多く費用がかかるので
困ります。

50

免除が打ち切られますと生活が出来なくなります。

51

被災して精神ストレス外来で「震災 PTSD」と診断されました。追加の診断で元々前よ
り通院歴があるとのことで、被災の際の診断では見舞金を頂くことが出来ず苦しかった
です。陸前高田市高田町在住ですが、この地はまだまだ工事の途中も途中、生活も全く
改良とは遠いものです。日々目前の工事の音や姿にため息つくばかり。この上、体調の
方の心配に免除もされないなんてなれば、不安の一向は続くと思います。

52

年金生活での住宅の支払い、介護費用の支払いとなれば大変です。医療費の免除がいつ
まで続くか分かりませんので不安です。月に 1 度は必ず診察を受けなければなりません。

53

年金だけの収入しかないので、来年も免除にしてほしい。通院できなくなる。

54

震災の後、高血圧や逆流性胃炎など病気が増え、年金暮らしなので病院へ通う回数が減
ります。

55

ジェネリックを使用したくても、小さな薬局は後発品の在庫がない事が多く使用できま
せん。ドクターにも言いにくいです。免除を続けて下さい。お願いします。なくなると
生活が苦しいです。
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56

まだ仮設に住んでいて、これから家を建てます。まだまだお金がかかるので医療費負担
は大きいです。

57

脳梗塞や飲み薬代が高いです。医療費免除がなくなると思うと、来年からどうしたら良
いか今でも悩みです。今までありがとうございます。保険医協会の皆様方達に感謝申し
上げます。医療費免除に助かっています。

58

年金生活だから、免除打ち切りだからと言って甲状腺の薬やめるわけにいかず、通院続
けるしかないです。甲状腺の薬 6 ヵ月分処方されていますが、免除負担なくなると全額
も大きいと思います。盛岡迄の交通費、薬代は負担が大変です。

59

医療費が負担になれば通院できない。助けて。

60

これまで医療費が免除になっていて本当に助かりました。年金も減らされて生活するの
が大変な日々ですので、もし医療費免除を延長されなくなったら病院にもかかれず夫婦
共々死んでしまいます。これまで医療費を免除していただき感謝しております。ただ、
医療費がかからないというので、無駄に病院に行っている人達を見かけます。これは皆
さんの負担のお陰なので、もっと気をひきしめて感謝しながら気を付けてやらなければ
と思います。

61

年金で生活をしている単身者です。加齢により通院する病院が増えてきております。通
院回数を減らすと生活に支障がおきます。免除していただくとありがたいです。

62

免除が切れましたら一部負担金を支払うのでしょう。色々考えております。

63

薬が多いため、今後の医療費の負担に心配がある。

64

年金だけの生活で苦しい。復興住宅の家賃も高くなれば、医療費を払えなくなるかもし
れないので不安です。

65

薬の量が多いので通院が困難になる。脳梗塞を患い右半身が不自由です。病院が近い時
はタクシーで行けますが大変です。

66

免除が切れると困る。

67

安い家賃で入っていますが、年齢で働けなくなり国民年金生活ですので、ましてや 1 人
での生活。病院で検査を受けなくなると思います。

68

歳取っていますので、皆に迷惑かけたくないので免除が打ち切られたら本当に困ってし
まいます。国や県に宜しくお願いします。

69

年金生活です。パートで少しの収入はありますが、これから家の再建を計画しローンを
抱えることになるので、病気になっても医療を受けることができないと考えています。
夫婦共 70 歳を超えました。年金生活ですが 2 人共パートで働いています。震災で会社が
なくなり退職金もありませんでしたので、家の再建には借金することになります。長男
も仕事を無くし再就職は低賃金であり、1 人でローンを組めません。孫は小 3～高 1 の 3
人でこれから教育費を心配しています。

70

後期高齢のため年金暮らし。通院はあきらめる事も思っている。

71

年金が月 4 万円で生活するのが大変です。医療費が負担になると更に生活が苦しくなり
とても不安です。どうか医療費免除をお願い致します。

72

年金生活ですのでこれまで助けられました。免除打ち切りとなりますと生活が大変です。
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73

整形外科、内科、歯科、精神科と毎月の様に通っています。打ち切られた後は大変だと
思うが、通院が必要との事。免除を延長にして頂き有難く思ってます。来年からは打ち
切りになりますが、今まで免除して頂き感謝しております。

74

私は今のところ少々の年金をもらうようになりましたが生活するのには足りません。病
院にかかりながら、バイトで少しではありますが生活の糧にとしておりますが、食べる
ため生きるため健康になりたいためとは言っても、もう私には限界が来そうです。宜し
くお願いします。国民年金を受けておりますが、今のところどうにか続けておりますが、
来年 1 月から負担が発生した場合は分かりません。年金といっても 2 ヵ月で 41,313 円、
生活にも通院にも困ります。こんなことなのですが、宜しくお願い致します。

75

薬代が高いので大変だと思う。

76

収入が少ない為、医療費の負担が大変です。

77

収入が減り医療費にかかわる出費は不可能に近い状態です。震災後の生活は、収入が少
なくなったこともありとてもストレスを感じることがあります。慢性的な疾病は我慢し
て治療を止めることを考えています。

78

医療費と住宅使用料が毎年上がるのが不安。年金は一定なので、通院回数を減らすしか
ないと思っている。後期高齢者の負担が 10%から 20%にあがり大変なので、あと 1～2
年程度免除期間を延ばしてほしいと思う。

79

年金が少ないですけど、食べ物でも減らしてでも病院に行って薬を飲まないと子供に迷
惑をかけるので。12 月までは病院費もかからないので今はいいんですけど、1 月からは
本当に大変だと今から心配です。お金がなくても子供には迷惑をかけたくないので心配。

80

年金が少なくこれからどうしたらよいのか。医療費はできるだけ少なく済むようにお願
いしたいです。

81

年金だけの収入で災害公営住宅の家賃もあり、免除がなくなると医療費が払えなくなる。

82

足腰も弱って交通費、医療費となると通院もできない。

83

家もようやく建てたので、働いていないので通院は減らさざるを得ない。

84

自分の年金では通院するのが大変なので、子供達に迷惑かけてしまう。

85

免除が打ち切られても透析には通うしかないが、万が一ケガや他の病気になって通院が
必要になった場合のことを考えると頭が痛くなります。透析以外の通院等はガマンする。

86

家族みんな病気を持っていて病院に通っているので、お金がかかって大変になります。

87

交通費と医療費がかかる。交通費だけでも大変なのに医療費となると、国民年金だけで
はとても大変な事になります。生活出来ません。

88

災害公営住宅の家賃が高額のため生活が苦しい。医療費の免除が無くなると治療するこ
とが出来ない。助けて下さい。今まで医療費の免除により病気と闘うことが出来ました。
これにより明日の生活にハリが生まれました。本当に心から感謝しております。どうか
少しでも長くこの医療費の免除を続けて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

89

病気が多いので、免除が打ち切られると医療費の負担額が支払いできるかどうか心配で
す。私達の震災地、釜石の災害復旧工事が遅れ宅地引き渡しが（市より）終わっており
ません。
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90

被災にあってから病気の数（薬の数）も増え、被災によるストレスの為だと思っていま
す。現在は 75 歳になろうとしていますが、免除が受けられないと終わりです。

91

国民年金生活ですので来年から大変ですが、通院せざるを得ないと思います。宜しくお
願い致します。

92

免除が打ち切られれば心配です。今バスで行ってますが、足が不自由になれば車を頼む
と考えると尚心配です。

93

この先の生活が不安になります。

94

身体の痛みはやっぱり軽くしたいから、負担が発生しても行きます。只ひとつ交通費も
あり大変です。もしかすれば通院が遠くなると思います。

95

現在年金生活で県立釜石病院、県立中央病院、釜石ファミリークリニック、釜石のぞみ
病院に通院してますので、免除が打ち切られると通院する回数を減らさないと生活が出
来なくなります事が心配です。

96

国保と後期高齢者医療免除期限は引き続き免除延長を強く要請します。年金暮しの為、
もしなくなった場合は通院回数が少なくなります。

97

昨年 6 月公営住宅に移り、仮設の時と違い家賃が発生し生活は苦しくなりました。医療
費の免除により病院には通えております。免除がなくなれば回数を減らす事を考えてい
ます。

98

通院回数が減って薬を飲めない日も出てくると思う。その時、急に血圧が高くなったり
すると脳出血、脳梗塞が心配です。窓口負担を少なくしてほしいです。

99

ガンで 5 回入院しました。今は 3 ヵ月に 1 回通院しています。打ち切りになったら高齢
なので子供の世話にもなりたくないし。負担免除がなくなったら、高血圧の方は通院回
数を減らそうと思っております。災害がなければ高血圧にならなかったのに。精神的高
血圧に。（強くならなければ）強くなります。

100 年金生活のため、窓口負担が増えることは生活に支障が出てきます。
101 医師の意見を聞きながら対応したい。日数の減等。
102 保険料が高いので通院できない。
103 高血圧の薬は毎日飲まなければならないので通院しないわけにはいかないが歯科、耳鼻
科は行かなくなる。災害公営住宅の家賃が毎年上がり、年金の手取りが少なくなり毎月
赤字で生活が苦しい。
104 免除打ち切られると生活にも負担がかかります。病名としてまだ不整脈、肺気腫、高血
圧、その他 3 ヵ所。年金暮らしなので、病気が多いので通院ができなくなります。交通
費だけでも大変です。
105 私の場合は通院といっても薬をもらうのが必要なわけで、月 1 万 3000 円位かかります。
薬代だけで。だから非常に困ります。
106 老夫婦二人で暮らしているので負担が出ると大変です。
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107 年金生活のため負担が大きくなるのが不安です。住宅料も 30 年 4 月から金額が今迄以上
に高額となっております。又、交通の便が悪いため交通費もかかります。
（県に要望です）
夫婦共高齢になってます。今はどうにか運転できますが、今年中に車を手放そうと思っ
てます。将来は便利の良い盛岡に転入し通院したいと思いますが県営、市営アパートに
入居しやすくして欲しいものです（無理かもしれませんが、所得に関係なく）。
108 年金が少ないために今は助かっています。これから負担となると大変です。
109 私は通院が出来なくなる。まだ死にたくありません。免除打ち切らないで下さい。お願
いです。
110 一人暮らしで年金のみで生活している。体調がおもわしくないが、免除がなければ通院
を減らすしかない。
111

被災後、体力的精神的にダメージを受けて、次々体の不調が出てきています。これ以上
医療費負担が多くなると通院の回数を減らすより他なくなります。免除を受けるのも気
がとがめますが、何とかあと一年くらい延長して欲しいです。

112 年金生活なので打ち切られると生活が困る。薬は一生飲まなければ大変です。
113 今の生活の状態は、高齢で仕事が無く少ない年金でやっています。医療費が発生すると
どうしたら良いか分かりません。震災で働き手の息子を亡くして、どの様に生きていっ
たら良いのか分かりません。私は 70 代です。働く所がありません。
114 年金収入しかないので免除がなくなると生活が大変になる。
115 年金生活で公営住宅に入所した為、家賃の支出があり医療費まで出す事は出来ません。
116 打ち切りになると大変です。歳はいくし病気は増えるし、打ち切りになるのであれば翌
年からではなくせめて 2 年くらいは 5%くらいにしてほしいです。お願いします。
117 医療費がかかると、薬がいっぱいなので金銭面でも大変になります。歳を取ると、病院
に通うとなると足が悪いのでタクシーが良いので大変です。
118 通院は県立釜石病院の為、交通費も医療費も負担となると年金生活では生活できません。
7 年を生きたのでいつ死んでもいいと思っています。
119 高齢になり診療数が増えるばかりです。免除期限が 12 月で切れると経済的に大変です
が、通院は欠かせません。31 年以降も免除が延長されるよう切に願います。
120 震災後ようやく災害住宅に入居しました。財産も全てなくして年金生活です。免除がな
くなれば病院に行けない。
121 無職の為、通院費、薬代等医療費負担が大変になり生活出来なくなる。
122 免除が切れた時、医療費、薬代、通院費と大変になるのではと思っています。
123 7 年間医療費免除して頂き、安心して通院する事が出来助かりました。来年からの通院
が心配です。
124 1 日置きに通院しているため、通えなくなると困る。
125 収入の少ない仕事のため通院が難しくなる。
126 交通費（通院の為の）もかかるので、医療費を負担するようになると生活すらあやぶま
れるので心配している。
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127 バス停から病院まで距離があるので、タクシーで行くとなると 1 回の通院代がかさむの
で病院代まで出せません。
128 年金なので今までのように通院出来なくなるので、まだ来年も免除してもらえればあり
がたいです。
129 治療に日数のかかる場合、免除期限が切れるとにっちもさっちもいかなくなります（年
金生活者なので）。せめて仮設住宅やみなし住宅から解放され、復旧復興が一段落するま
で医療費の免除をお願いします。免除に対しては大変感謝しておりますが、通院治療し
ている者にとっては通院費（バス代タクシー代）もばかにならず、今後の在り方が不安
です。
130 年老いてからの医療費の事が心配です。年金だけの生活でとても心配です。
131 後期高齢者です。平成 31 年も免除を延長して下さい。医療費、薬代払えなくなります。
お願いします。
132 検査の費用や欠かせない薬の事を考えると心が沈んでしまいます。
133 この措置が切れたら通院できないので、色々考え悩んでいます。
134 打ち切られると大変困ります。
135 年金生活でギリギリと言うより生活費が現状で不足しているので、これ以上の負担は死
を意味する。
136 今現在でも大変厳しい生活を続けているので、これ以上の負担は耐えられない。
137 年金での生活ですので、医療負担が発生すると生活出来なくなる。
138 通院の表をいただき、それを見て医療の高いのにびっくり致します。医療費を払うこと
になれば大変です。年金は少ないのに全てが少しずつ上がり生活が大変です。医療を取
られると大変です。これからどうしたら良いか悩んでいます。
139 今仮設におります。通院出来なくなったら不安でなりません。
140 これからの通院で医療費がかさむので困ります。
141 通院がなくなったら病気は治らない。年金生活になるけど病気と闘って生活しないと。
今まで約 3 年間助かりました。免除があったおかげで助けられています。乳がんになっ
て 7 年、どうにか生かされている。今は元気、明日はどうなるか、でも元気でいたい。
薬だけの治療だけど時々の検査に金がかかるでしょう。免除がなくなったら大変かも。
これからは年金生活。
142 大人は通院できない、または回数を減らさざるを得ない。子供は通院させなければなら
ない。免除を願いたい。5 年目から家賃が高くなると生活が厳しい。だんだんと東日本
大震災の事を皆、国や県、市と忘れている気がする。被災した人の気持ちは未だに傷が
沢山残っている。命は助かったものの精神的に傷がある。
143 高齢になり、免除が無ければ病気も生活も不安になります。
144 周りの皆様は通院できないと言ってます。
145 通院しないと不安。死を感じる。
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３．免除がないと困る・通院できない・通院回数を減らす（181 件）
146 二人暮らしで年金生活です。年をとってくると病院にかかる事も多くなり、医療費負担
がなくなると我慢せざるを得ないと思います。いつまでも甘えてはと思っているのです
けれど…。保険医協会の皆様にはいつも感謝しております。ありがとうございます。
147 薬が途切れるのが心配です。
148 国民年金受給者で年収が少なく、免除打ち切られたら通院出来なくなりますので、もう
少し長く免除お願い致します。男性 74 歳女性 68 歳 2 人で通院してます。
149 今まで助けていただいて参りました。ありがとうございます。今我が家は夫 69 才、9 年
前に百万人に 1 人の発症率と言う病に倒れ、ありがたくも命をいただいているところで
す。妻 80 才、歩くのもままならない状態です。妻は更に災害のショックで耳が遠くなり
夫婦の対話もままならない。又今の薬を止めれば、ただちに全く聞こえなくなるという
事です（盛岡の黒沢耳鼻科）。免除を切られてしまえば私達夫婦はもうおしまいです。現
在の我々の収入、2 人の年金で 10 万足らずです。内科にもお世話になっています。生活
保護に頼らず頑張りたい、頑張っています。何とか助けて下さい。
150 現在投薬治療と 2 ヵ月に 1 回の検査をしています。検査に盛岡まで行くことがあり、行
くだけでも大変なのに免除がなくなると多額の費用がかかると思うとどうしたらいいの
でしょうか？
151 医療費負担が増えると、1 週間に 1 回の通院を減らすしかない。透析を減らすことは死
を近づけることと思いますので何とかお願いしたい。
152 年金は下がるし家賃は上がるばかり。震災にて恩恵を受けていた免除も今年で終了する
が、全財産を失ったとはいえ、これまで大変ありがたく感謝でいっぱいです。服用、通
院回数を減らし生活しなければならない。
153 高血圧なので死を覚悟します。
154 年金生活のため免除が切られれば生活が大変です。高齢のため認知症が進み経済的な事
もあり自宅で面倒みております。介護の日々で大変です。
155 震災から 7 年間も医療費免除で本当に感謝しています。1 人で生活していてお金もない
ので医療費を払うようになったら大変困ります。通院して薬を飲まないと症状も重くな
ると考えると食費を減らしても通院します。
156 年金生活で医療費を月 2 万円払うことが出来なくなる。住む家もまだ決まってない状況。
157 災害がなければ持ち家で少ない年金でもなんとか生活できた。公営住宅で部屋代、共益
費、駐車代など払うと手元にいくらも残らない。医療費が打ち切られると通院できない。
医療費免除されますようお願いします。
158 震災から 7 年、60 代だった私たちは、70 代へ。いろいろな病気で通院し、命にかかわ
る為通院しなければならない。これから家のローンもあり先が不安です。
159 新しい生活が始まり、経費がいろいろかかり大変さがあります。何を切り詰めていけば
いいのか、これからが大変です。
160 手取り 10 万円に満たない年金者には 3 割負担はきつい。なので現在は非常に助かってい
ます。感謝しております。今後、家賃も上がることだろうし、恐ろしく考えたくない事
ばかりです。
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３．免除がないと困る・通院できない・通院回数を減らす（181 件）
161 年金生活で、災害住宅で家賃と駐車場代を支払いその上医療費の免除がなくなると大変
です。
162 生活が大変で医療費を払っていけないです。これからも免除をお願いします。
163 国民年金のため、今まで通りには行かない。とても医療費が払えないから。
164 70 歳までは、健康で通院した事がなく、70 歳からは大腸ポリープ、白内障と診断され、
免除証明書にて助かりました。この先、家賃と通院で生活が大変と思います。
165 1 回病院に行くにも交通費が高く、病院代を出すようになると回数を減らすしかない。
なんとかあと 1 年でも継続してもらいたい。本当にお願いします。
166 費用が 1 回につき 3 万ほどかかり病院に通えなくなるので、来年も免除して頂きたい。
167 薬を止めると、動けなくなると言われている。寝たきり？
168 薬を止める事は「死ね」ということ。まともに働けないのに、医療費がかかるとつらい。
169 医療費を支払うためには、何かを節約しなければ普通の生活は無理。困窮生活は確実。
170 年に 2 回 MRI 検査をしているが、検査できなくなる。白内障の手術も受けられない。
171 完治する病気ではないので、免除が打ち切られると、家の借金もあるので通院を減らす
しかない。
172 仕事が出来る状態ではないので、免除がなくなったら、困ります。病気になってしまい、
免除は助かります。毎日、大変な思いで生活しております。家族もなく一人くらしなの
で、本当に大変です。仕事できる見込みも先も見えない状態です。
173 病気の診察料が精神科のため、薬を止めることが出来ません。毎月ですので、負担にな
っているので免除が延長されると助かります。
174 家族 4 人のうち 3 人が複数の病院に行っているので、打ち切られたら、行かない病院が
出てしまう。
175 免除打ち切られたら、病院に行くことは出来なくなります。心配です。
176 免除が打ち切られると、病院に行くこともままならない。来年も免除を希望します。
177 通院は必ずしなければならない。家賃もかかるので、大変になると思う。
178 高血圧なので、通院しないわけには行かない。それ以外の事では多少の事があっても病
院に行けない。
179 7 年間の免除ありがとうございました。12 月末で打ち切られますと、年金が少ないので
医療費が大変になると思う。
180 死ぬしかない。
181 免除が終わると、負担が多くなるので、心配です。半額負担とか段階を踏んでいくと慣
れていいかもしれません。
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４．社保も免除を（21 件）
1

国保だけ免除でなく、社会保険加入の人も免除して欲しい。60 歳過ぎでも病院へ通い、
働かなくては生きていかれません。

2

国保だけの免除は不公平だ。社保の免除もすべきである。平等に受ける権利があると思う。

3

社保の方も医療費免除をお願いしたいです。

4

医療費の負担が大きく、生活費も削っていかないといけないのかと思うと不安になりま
す。体の事を考え、自宅で療養しながら通院しています。仕事を見つけるのにも困難です
が、少しでも生活費を軽減できるよう社保の免除をお願いします。社会保険の免除はいつ
になったら実行するのでしょうか？毎年のようにこのハガキが来たら書いて要望してい
ます。国保や後期高齢者の方の延長は続いているのに、社保は打ち切られるなんて面白く
ありません。社保の方の住所や氏名を集めて県か国に提出するのはどうでしょうか？

5

社保の免除もぜひお願いします。新しい職に移れない。

6

社保の免除！

7

社保の免除!!

8

社保で免除なくなって困っている。国保や後期高齢者だけでなく社保も免除してほしい。
心の病気で困っている。

9

震災から 7 年。そろそろ免除を終了しても良いと思う。免除にするなら再度被災者全員を
免除にすべきだと思う。

10 社保の免除もう少し続けられたら…。
11 社保の方も免除をお願いしたい。国保は免除が長いので打ち切りで良い。ありがたかった。
12 難しいと思いますが、社保も免除にしてほしい。
13 社保の免除も早急に求めてほしい。法の下に平等でなくてはいけないと思う。
14 病院代免除してほしい。社保の人も免除してもらいたい。
15 社保に入っているとはいえ手取りが 15、6 万程度で住宅ローンもかかえ、体に異変を感じ
ても病院へ行くことは控えてしまいます。社保に加入していても、収入が低い人は免除し
てほしいです。お願いします。
16 社保でも被災全壊してるのは同じなのに、免除がないのは不公平だ。病院に行きたくても
行けない。
17 社保の免除は望んでました。（同じ被災者なのに…）
18 被災者には、まだまだ免除してもらいたい。社保にも免除が必要です。生活が苦しくなり
ます。国も県も考えてください。
19 社保の人も対象にして欲しい。
20 卵巣腫瘍の手術をしなければならないのですが、社保のため手術費用がかかるので、治療
をするのにも費用がかかり、大変です。母親の介護もあり、生活も大変です。どうか社保
も免除して下さると助かります。よろしくお願いしします。
21 社保なので、国保と同じに免除して欲しいです。
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５．免除は不要（19 件）
1

国保の方だけが、いつまでも無料とはあまりにも不公平だと思います。最低限の医療費で
も払うべきだと思います。

2

7 年間も免除してくださり心から感謝しています。そろそろ打ち切ってくださって結構だ
と思っています。無料が続けば不要な方も通院するのではないかと思います。いつまでも
甘えていけないと自分は思っています。

3

打ち切りで良い。

4

負担が大きいと言う人は何年たっても同じことを言うでしょう（免除打ち切りの場合）。
手厚い行政によって 7 年間も医療費免除はとても有り難いことです。思っていたより長い
期間でした。もうそろそろ打ち切ってもいいと思います。生活の基盤は整ってきてます。
少なくとも私は安定しています。ありがとうございます。

5

医療費の免除はもういらないと思う。7 年たち今医療費が払えないと言うのは怠慢、甘え
だと思う。

6

震災から 7 年。いつまでも免除はいらないと思います。

7

この制度はありがたいですが、すでにたっぷり助けてもらいました。打ち切ってほしいで
す。医療費もさることながら、バスの本数が少なくタクシー代の負担が大きいのです。
「バ
スの増便」をお願いします。

8

長い間ありがとうございました。もう 7 年以上も経過したので自費でいいと思います。

9

長い間、医療費免除の恩恵にあずかり感謝しております。これ以上免除の延長を願うこと
は出来ないと思っております。

10 国保だけが免除されるのも納得いかない。少しの収入（社保）でも行ってるのに甘すぎる。
いつまでも甘えず自分で努力すべきだ。もう 7 年も経つのに不平等だと思う。困ってる人
はたくさんいる。いい加減に打ち切った方が良い!!
11 震災から 7 年。そろそろ免除を終了しても良いと思う。免除にするなら再度被災者全員を
免除にすべきだと思う。
12 社保なので免除はありませんでした。免除されたとしても、その財源が次世代への負担増
になるなら免除がなくても良いです。
13 延長はしなくて良い。
14 社保の方も免除をお願いしたい。国保は免除が長いので打ち切りで良い。ありがたかった。
15 免除対象者を年金生活者等にした方が良い。個人事業者で収入があるのに免除はおかし
い。
16 国保のみが免除されるのはおかしい。免除するなら社保もすべき。被災者に変わりなし。
打ち切るなら国保も打ち切るべき。
17 今迄免除して頂いてありがとうございます。本当に助かりましたが、いつまでも甘えてい
てはいけません。7 年も過ぎたので区切りよく打ち切っても結構です。

58

５．免除は不要（19 件）
18 現在 70 歳現役です。フルタイムで働いています。働けるのに働かないで、無料と伝え、
わざわざ病院に行く人もいます。不平等。津波から 7 年医療費の免除はもういいです。無
理して働いて医療費を払っています。働けるのに働かないで医療費を免除にしている人が
沢山います。不平等です。
19 国保の人の医療費免除はもう不要です。働いている社保の人は偉いです。
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６．その他（免除関連）（69 件）
1

検査代や薬代が結構高いので、この先払えるか不安です。

2

仮設の住民だけにすれば、予算も大丈夫だと思う。

3

通院の回数を減らすと共に、具合が悪くても悪くないふりをして薬を減らす。

4

負担するのが 2 割か 1 割なら何とかなるんですが。

5

全額免除でなくても、負担が少しでも軽くなれば良いんですが。

6

被災してから薬を飲みはじめ、今では歩行も困難です。通院はまだまだ続きます。

7

これまで通り免除を希望したが、財政赤字を考えると、いつまでも甘えるのはどうかと思
う。

8

来年の 1 月から医療費が上がったとしても、今まで通り治療は続けるつもりでいます。

9

社会保険料は高いし、年金は差し引かれるし、通院する余裕がありません。公営住宅も高
いし、このまま 1 人で死をむかえると覚悟しています。

10 震災後は、いろいろな薬を飲んでいる。
11 震災前も薬を飲んでいたが、震災後はさらにいろいろな薬を飲んでいる。
12 年金生活で、いつまで元気でいられるか分かりません。震災後、薬なしでは眠られず精神
科に通院しています。
13 歳をとると、病気が増えていきます。
14 年金受給者なので、生活優先を考えると、いつまで通院できるかわからない。
15 免除があるうちは、病院にいっぱい通う人がいる。
16 通院出来なくなると、これからが心配です。
17 自民党が免除に反対してる事が分からない。
18 薬は飲み続けなければならないので、これまで通り通院したい。
19 薬の投与で生き延びている。生活費を切り詰めて医療費を調達する。
20 通院する事が出来なくなる。1 人暮らしなので、大変です。
21 被災したのは同じなので、国保社保同じに。独居は年々老いていくのに。
22 通院出来なくなると困る。生きていけない。
23 80 代の夫婦で国民年金生活なので、医療費負担は大変です。その時がきたら 2 人で行く
事にしています。
24 罹災証明書があって仮設住宅に住んでいても、社保なので医療費免除がないため、昨年度
入院 3 回して主人と 2 人で医療費 45 万円かかりました。国保の方達だけ無料というのは
おかしいと思います。
25 医療負担を軽減して欲しい。
26 医療費の費用（社保）。病院までの交通費用。薬、レントゲン、その他費用。国保に戻る
と大変になる（65 歳以上）。健康で病院にはかかりたくないけれど、これだけは分からな
い。
27 自営業です。町民の減少で売り上げが減っています。少しでも通院できるように御援助下
さい。
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６．その他（免除関連）（69 件）
28 社保、国保とも被災者は同じ扱いにしてほしい。
29 社保であるが家のローン、子供にお金がかかるので免除にしてほしい。好んで病院にかか
るわけではないし年に数回だから、国保で免除の人はタダだからと頻繁に通っている。
30 貸家で自宅の支払いを計画。自宅建築後 13 年目で貸家津波で流失。自宅も被害。年金で
の支払い。又、私は足に障害ありで仕事が出来ず生活が苦しい。貸家に支援金等なかった。
この震災で病気が増えた。貸家には一切補助、支援金なしは理解出来ない。月に 6 科の受
診は苦しい。
31 全額免除でなくても 1 割負担などの考えでも良いと思います。とても助かります。
32 薬を飲み続けなければならないので、薬代がかかるのが心配です。
33 薬を飲み続けなければならないので、薬代がかかるのが心配です。
34 今まで通り通院しなければ死が待っています。血小板が下がると死に至ると言われていま
す。
35 せめて医療費半分負担に。
36 だんだん年とともに医療費がかかり、年金生活なので不安はある。釜石に良い病院（先生）
をおいて安心した生活をしたい。色んなウワサを聞いているので。
37 社保と国保で免除期間が違うのは不公平。年寄りが病院にいっぱい居すぎて、本当に受診
が必要な人が時間がなくて受けられない。
38 国保だけなぜ今まで免除だったのか不思議です。
39 回数が前より少なくなったので大丈夫、通院します。
40 全部でなくても半分とかに。
41 薬、毎食後ありますので負担をもっとやってほしい。
42 国保だけが医療費の免除の対象となるのはいかがなものか!!医師は薬を出し過ぎ、4 ヵ月
分も一度に出されるとは。
43 年齢とともに他の科も受診したいと思うが、月に一万円以上病院代がかかるので薬を減ら
すか考えている。働いているが 3 割負担はきつい。意外と細かい症状で何ヵ所も受診する
というのはお金がかかる。55 歳を過ぎたら色々と症状が出てきたので、この先の医療費
が心配だ。
44 通院する回数は自分では減らす事が出来ません。命に直結している事ですので負担かかっ
ても行くしかない。生活がだんだん苦しくなりにけり！
45 保険税の免除もしてほしいです。全額でなくても半分だけでもしてほしいです。
46 震災後、体調を崩す事が多くなり不安です。
47 年金暮らし。
48 病気が多くあるので通院は必ず必要。食事代とか切りつめ、色々心配あります。
49 この病気は治らないと言われております。治療は 3 ヵ月に 1 度薬を注射して多少の軽減く
らいなので、何かしらの障害補償と考えてほしい。
50 もう少し医療費がかからないでほしいです。
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51 通院の回数は減らせないので、全額免除でなくてもいいので、いくらかの免除があると助
かります。
52 4 についてアと書きましたが、半額免除でもやってもらえれば助かります。
53 アレルギーなのでずっと薬を飲むことになるので、負担額を 3 割でなく 1～2 割にしてほ
しい。
54 アレルギーの為、ずっと薬を飲まなくてはならない。負担額を減らしてほしい。
55 負担額を 3 割ではなく 1～2 割でお願いしたい。
56 免除が打ち切られたからといっても通院しなければならない。（高血圧の薬などをもらわ
なければならないので…）
57 4、5 について、通院せざるを得ない。社保でも医療費が負担になっている。月の給料 11
万～12 万。4／30 まで国保でした。
58 介護保険や後期高齢者（保険）には医療費が高すぎる。
59 税金だから申し訳ない気持ちです。
60 震災時重症の病気が長引き現在も通院中。加齢もあり不安が大きいです。
61 震災時重症の病気が長引き現在も通院中。加齢もあり不安が大きいです。
62 医療負担は平等にしてほしい。
63 全額免除でなくても、せめて一部負担位になってくれればありがたいですが…。
64 これからも通院します。
65 これからも通院したいです。
66 家を建てるまで大変です。家族が病気なので悩みです。
67 国保はいつまでも免除されていて不公平です。
68 医療費が高い。MRI。
69 国保のみが免除されるのはおかしい。免除するなら社保もすべき。被災者に変わりなし。
打ち切るなら国保も打ち切るべき。
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1

高齢になって病気が増えるばかりです。国民年金では暮らしていけなく、医療費が加算
したら生活の目途が立ちません。

2

パート収入が少なくて、仮設を追い出され住宅費の負担もあり、切り詰めるだけの生活
です。助けてください。

3

通院しながらアルバイト時給 750 円で働いてます。車がないと仕事も医者も行けない。
負担が増えるのは困る。

4

今は免除されているけど、打ち切られると医療費で年金が半分は無くなります。それに
年金も少なくなって来て生活するのが大変です。

5

私は目的外で家賃を払って仮設に入っている 73 歳の年金生活者です。2 割負担で払って
います。生活も大変なのでパートをしています。被災者だけでなく、私のような者の事
を考えてください。

6

障害者のため、仕事が出来ず年金の支払いもあり、困っています。

7

今後も免除を継続して欲しい。年金だけでは生活が苦しい。医療費免除は非常に助かっ
ております。

8

夫婦で年金暮らしです。来年も免除お願いします。

9

震災後、高血圧を発症しました。年金生活で医療費免除は必要不可欠です。

10

これからも免除して欲しい。年金だけでは苦しいです。

11

年金でやりくりしています。負担で大変です。生活はいつも不安です。

12

年金を下げないで欲しいです。病院に行くのが大変です。

13

お金がない。

14

給料が安い。

15

年金生活で毎月赤字で困っている。

16

年金暮らしで、医療費免除でギリギリの生活で今後心配です。

17

年金だけの収入で通院できない。

18

年金だけの収入では苦しい。

19

年金は減るばかりで物価は高くなるばかり、家賃を払うとやっていけるか心配。前の仮
設は便がよかったが、団地は店はない、ポストもない、前よりお金がかかります。

20

夫婦で年金暮らし。毎月 1 回以上通院しなければなりません。生活はできるのか？

21

年金生活で苦しい生活です。年金額が低いので上げて欲しいです。

22

少しの年金なので、通院が難しい。

23

１年前は２人の年金で生活してきたのですが、今は自分１人の年金では、とても大変な
事だと思います。医療費の免除がされなくなると、どうしたらよいか困っています。7
年間医療費免除して頂きありがとうございました。本当に助かりました。

24

年金だけでは生活が大変です。我慢するしかないです。

25

国民健康保険、介護保険高い。年金者はどうすれば良いのか。
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26

国民年金暮らしなので、家アパート代等医療費払うのは大変です。

27

年金暮らしで生活が大変です。今まで免除されて助かっていました。切られたら今後ど
うしたらよいか悩んでます。

28

年金暮らしで、医療費で食べて行かれません。今迄は免除されて助かっておりました。
今後の事心配です。

29

年金が足りないのでお金がないから免除よろしくお願いします。

30

医療費が高い、3 割です。介護保険料が高く年金手取りが少ない。年金だけの生活はと
ても大変。毎月やりくりしてます。73 歳、68 歳の夫婦です。

31

わずかな年金生活です。歳を重ねて病院費そして交通費が重なってくると思っています。
免除を継続して欲しいです。

32

これから医療費がかかると、少ない年金でやるのが心配です。

33

年金で少しばかり食べるのが精一杯。

34

生活が年金だけなので通院回数減らした。宜しくお願いします。

35

少ない年金で生活しているので、免除を継続して欲しいです。

36

金欠で毎日の生活がギリギリです。70 歳で何とか働いていますが、それでも生活が大変
です。生活保護も簡単に受けれないそうです。どうしたらいいか分かりません。

37

この取り組みに携わる方々に心から感謝申し上げます。被災前は自営業でした。住む家
もあり老後も何とか食べて行けると思う矢先の出来事です。高齢で再建も無理、蓄えも
なく国民年金ばかりの生活は不安です。今はお陰様で医療費負担が無いので通院もでき
ています。いつまでもとの陰口は聞こえますが、何とか生きて行けたらと思っておりま
す。

38

災害公営住宅に入居したとは言え、住民とのコミュニケーションの取り方や精神的ケア
等の継続的な支援と復興宣言までは医療費負担の免除をお願いしたい。年金額が減額し
ている事、病気の回復が望めない事から、完全復興宣言が出来るまで医療費の一部負担
金免除を切望する。

39

年金生活なので毎年年金が下がっている中、家賃は年ごとに上がっていて生活は大変な
ので、国や県の支援をもう少しお願いします。毎月病院に通院する中、年金は少なくな
ってきているので精神的に安定するまで医療費の免除をお願いする。

40

国民年金では生活するのがようやっとです。免除が打ち切られたら通院できません。

41

年金が 2 ヵ月で 9 万やそこらで何もできない。ご飯は知人の所で食べさせてもらってい
る。腰がいつ立てなくなるか分からないので、生活保護をもらうと車を手離さなくては
ならない。車がないと何もできない。電話も何もない。

42

年金の減額とか物価の値上がり等で生活が苦しい。

43

国民年金で生活しており、生活費で目一杯です。医療費免除がなくなると通院できるか
どうか不安です。

44

年金生活者には大変です。
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45

年金が少ないので死にたい。無駄が多いです、いらない所に。大船渡線やっぱり作って
ほしい。介護受けないうちに他界したら掛け金も戻らない、国民年金と同じ。介護受け
たくないけど。

46

独居で災害公営住宅家賃も 30 年 4 月より上がる。年金暮らし大変です。

47

後期高齢者、年金だけで生活できない人の対応をお願いしたい。

48

一人暮らしでさみしいです。介護費も生活費も医療費も年金だけでは足りません。施設
利用もできません。どうしたら住みやすく安心安定した生活ができるのでしょうか。教
えて下さい。

49

生活が楽にならない。

50

お金がない。

51

年金が少ないため続けて免除してほしい。

52

お金がない。

53

私は年金をもらうまであと 7 年位です。それまで食べて行けるぐらい金がほしいです。
だめですか。災害公営住宅の家賃を払えなくなりました。

54

国会議員は国民の生活を考えてほしい。自分達の事しか考えていない。森友みたいな余
計な所で金使うな。本当に国で考えてほしい。自分勝手だと思う。

55

公営住宅に入れば自立できたと思われているが、そうではありません。生活は困窮して
おり、食事か病院かどっちかを選べ！と言われている様な事になります。

56

年金暮らしです。眼科、耳鼻科、整形外科、歯科に通ってます。白内障、網膜剥離と手
術の予定です。病院までタクシーを使わなければなりません。困っています。

57

1 人の年金では生活が大変なので、毎日の食事を切りつめて生活しています。病院には
きまって通院します。なるべく長く生きたいので、病院には通いたいのでよろしくお願
い致します。生きて生活して行くという事は本当に大変な事です。笑顔のある生活を望
みたい。孫たちのためにも長く生きて頑張りたい。医療の事を、来年も長く続く様よろ
しくお願いいたします。

58

年金生活で生活がぎゅうぎゅう。生活困窮になるため。

59

国の方でもう少し生活困窮者の事を考えてほしい。森友などでお金使うな。年金生活で
生活困窮になる。

60

年金が少々少ないので、大変です。私は今の所お陰様で病院に通わせていただいていま
すが、来年は通う事が出来なくなります。すごく心配です。

61

交通費と医療費となれば、収入は年金だけなので通院もできなくなります。どうぞ免除
を打ち切らないで下さい。

62

87 歳女、一人暮らし年金生活。震災で何もなくなり仮設生活も長い。今後医療費もかか
るなら生活できなくなる。偉い人、お金のある人にだけ優しくするのではなく、弱い人
にもっと目を向けて下さい。

63

年金を上げてほしい。

64

年金が少ないので困ります。
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65

ぜひ今後も医療費免除をお願いします。収入は年金しかありませんので。

66

県、町も大変でしょうが、生活が大変です。

67

免除が打ち切られると病院に行くことが出来なくなる。年金では大変ですので考えて下
さい。

68

年金だけの生活で医療費免除は本当に助かり、来年免除がなくなると、ますます高齢に
なってくるので病気になっても病院にかかれなくなるのではと不安になって来ます。災
害前は自宅だったので家賃がなかったが今は公営住宅、家賃を払いながらの年金生活。3
年後には家賃も高くなるとの事。又、町では 75 歳以上も医療費 1 割から 2 割になるとの
うわさもあり、病院に行く交通費や医療費を考えると通院を減らすだけで生活出来るの
か不安になります。

69

収入源がなくなり毎日の生活だけでいっぱいです。

70

まだまだ生活が苦しい。

71

金が少なく大変。

72

資金不足で住宅の修理がまだできない。

73

年金だけなので生活が苦しい。

74

生活費が年金だけなので苦しい。

75

月 1 回くらい 2 人で通院しているので、年金生活しているので不安です。夫は介護 4 に
なり介護が大変。2 人とも 70 歳高齢なので何とかなりませんか。国ですぐ入れるような
施設を作ってもらいたい。申請してもあきを待っている。

76

年金生活のため生活が苦しいので助かっています。

77

助けていただいております。感謝です。復興住宅に入っておりますが、多少なりとも家
賃も納めておりますので国民年金では正直苦しいです。加齢と共に通院する回数も増え
て…。医療費免除、もう少し助けて下さい。生活費を切り詰めても医療費だけはどうに
もなりません。長生きしたいとは思いません。

78

年金が少ないので免除してもらいたいです。

79

31 年も、年金が少ないから、国も大変でしょうが免除よろしくお願いします。

80

私の住所は災害住宅ですが、私の娘が諸事情で孫を育ててます。娘も身体的に足腰、肉
体的に弱く無理でも孫を育てているので、せめて医療費をお願いします。少ない金額で
も国民年金で頑張れるだけ頑張っています。生活保護はなるだけ貰わないで生きたいと
思います。せめて医療費だけでも助けて下さい。

81

医療費負担のアンケートがある度、いつも同じ事を書いてしまいます。年金月 10 万円以
下の生活です。免除なしになったら通院出来ませんが、命にかかわる事、ストレス性の
事もあり、釜石まで往復 1000 円のバス賃をかけて通院しています。年々体調が悪くなる
一方で、医師に頼るしかありません。薬は服用しても、食費は減らさねばなりません。
もう少し助けて下さい。

82

年金が少なくて行けません。

83

年金が少ない。
66

７．低収入・年金のみで生活が大変（244 件）
84

97 歳になり、自分の事も出来なくなり子供たちに負担をかけており、国民年金だけでは
生活できません。今までは自分の自宅での生活でどうにか生活して来ましたが、家族も
バラバラで自分の事が出来なくなりました。大正生まれの 97 歳です。もう少し免除期間
を延ばして下さい。

85

震災後、長年働いていた職場が無くなり無収入になって困っています。無収入になった
私には、医療費の免除されている今日はとてもありがたく助かっています。

86

健保、介護保険等値上がりとなってきて、年金手取りが少なくなってきて生活が苦しい
です。被災者、住宅全壊された人に、新築する方には国、県、市町村からの補助として
500～700 万円の補助があるのに、災害公営に入居した人には数年後の家賃の値上がりと
なっていますがおかしいでしょう。災害公営分としてまだ 500～700 万使ってません。
その金を使い切ってから値上げだと分かりますが。

87

国保です。津波前は月 1 回血圧の薬だけでしたが、津波後 5 ヵ所に通院して体調は本格
的でないので通院したいです。年金生活なので免除延長お願いします。

88

年金だけの生活なので大変だと思います。

89

今年金生活なので、来年からの通院を考えると少し不安です。

90

これまで通り通院したいが、夫の運転免許証の返納でバス停、駅も遠く足が不自由で大
変です。2 人とも国民年金でお金もままならず、どうする事もできません。よろしくお
願い致します。

91

医療費が 2 割なので、年金も少ないので病院代は大変です。

92

年金生活のため医療費負担は大きいです。

93

国保で国民年金で生活は大変で!!次の生活の場所も決まらず、これからどうしたらいい
か。高齢男。

94

被災後の 3 年目、急に体が痩せる事に気付き検診して貰いましたが、正確な結果が得ら
れたのは 3 件目の病院（盛岡）でした。それから眼科（盛岡）にて 3 度の手術。それ以
来、現在も 2、3 ヵ月に 1 回検診治療。内科は 6 度の入院等、現在も定期的に検診治療し
て頂いております。震災では家は全壊でしたが家族は無事でした。その後、沿岸部の高
台に小さい家を建て、これからという時に見つかった病気でした。でも、この医療費免
除のお陰で大変助かっています。本当に有難うございます。感謝しております。年金生
活者の為、特に助かっています。

95

高齢者で年金暮らしです。免除が打ち切られたら生活が出来ません。死活問題だと思っ
ています。震災後、免除頂き感謝しています。継続出来ますようお願い致します。体調
不良で大変です。

96

仮設住宅時は家賃は無しでしたが、災害住宅へ住みまして家賃その他ガス、電気、水道
共に 4～5 倍のお金がかかり大変です。どうか免除が延期されますようお願い致します。
有難うございました。

97

被災し生活が苦しい中、どうにか医療費を工面し通院してまいりました。この先これま
で通り通院できる生活が保障されていないまま通院していくのは困難であり、免除をし
ていただけるよう強く望みます。
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98

せめて無職の者、低年金生活者等は免除を継続して頂きたい。

99

現在、災害公営住宅に入居しています。災害前と違い今は家賃、共益費、色々な面で出
費が多く、年金暮らしでは生活していくのも大変です。その上、交通費を出して病院に
通うという事は本当に無理です。どうか来年も免除出来ますようお願い致します。

100 少ない年金、上がる物価、老人が明日に希望を持てる様な社会になる様に願っておりま
す。
101 症状はひどいが収入が低いため、十分に病院に行くことができない。一人身で相談する
こともできず、パートなので休めばさらに収入が無くなり不安定。家賃がさらに高くな
ると聞き毎日不安。自分が前向きに頑張ることができない。
102 県立で透析してます。週 3 回なんですが、やらないと死にますからしますがまだ分から
ない。障害者もこれからお金がかかると思います。年金だけではやっていけません。
103 年金生活での住宅の支払い、介護費用の支払いとなれば大変です。医療費の免除がいつ
まで続くか分かりませんので不安です。月に 1 度は必ず診察を受けなければなりません。
104 生活費の苦しさ。
105 震災の後、高血圧や逆流性胃炎など病気が増え、年金暮らしなので病院へ通う回数が減
ります。
106 社保でも震災で給料が減額になり医療費がかさみ大変です。
107 無職になり国保税、医療費と払わなければならない為、生活費を節約しなければならな
い。
108 年金が少ない。来年も是非免除をお願いします。
109 年金生活なのでお金の面で難しい。医療費免除のお陰さんで生活出来てます。どうかあ
と 1 年免除お願いします。
110 震災で家を失い年金生活の為、余裕のない生活をしています。病院へも定期的に通って
おり、医療費の負担は大変な事です。医療費免除が延長になり大変助かってます。
111 年金が少なく大変です。
112 当然ですが、仮設を出ると全てが厳しい現実が待っている。昨年 6 月より災害公営住宅
に移りました。当然ですが家賃、駐車料、共益費等、また水道料金が高く下水道工事の
ためとの説明でした。このように仮設を出た場合、より厳しい現実です。私は年金受給
者です。
113 年金生活で最低の暮らしです。医療費が免除されていてありがたいです。
114 障害年金が 1 級から 2 級になり、年間 20 万円も少なくなり大変です。
115 国民年金のみが収入源。免除は大変ありがたい。せめて医療だけでも免除が続いてくれ
れば助かります。
116 年金が低いのに保険料高い。
117 少ない障害年金で暮らしてるので、薬代が発生するとバカになりません。
118 年金生活、1 人暮らしの今の生活すごく大変です。命のあるかぎり通院が必要です。
119 一人暮らし、年金生活、食べて行くのに大変な生活です。命のあるかぎり通院必要です。
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120 復興アパートに入って 7 年、年金生活でこれからどうしようかと思っています。82 歳と
80 歳です。アパートに入ったけど病院、買い物に行くのに交通の便が不便。バスかタク
シー。
121 安い家賃で入っていますが、年齢で働けなくなり国民年金生活ですので、ましてや 1 人
での生活。病院で検査を受けなくなると思います。
122 震災後、父の体調が悪くなり何度か入院した。その時は免除してもらえて食費などの少
ない金額ですみとても助かった。年金が減っているようなので、病院代が発生すると生
活が厳しくなります。今年中の期間をもっともっと延ばして下さい。所得の少ない人の
事をもっと考えて下さい。お願いします。歯医者も途中でやめた（負担があるから）。子
供の病院も 1500 円以上窓口で払わないと補助してもらえない。いつも 1500 円ギリギリ
乳 の制度か分からない。意味もないと思う。
で終わり。2 割全部払っている。何のための○
子供だけでも全額免除にしてもらいたい。困っている!!
123 年金が少なくなってきてるので生活が大変です。
124 年金生活です。パートで少しの収入はありますが、これから家の再建を計画しローンを
抱えることになるので、病気になっても医療を受けることができないと考えています。
夫婦共 70 歳を超えました。年金生活ですが 2 人共パートで働いています。震災で会社が
なくなり退職金もありませんでしたので、家の再建には借金することになります。長男
も仕事を無くし再就職は低賃金であり、1 人でローンを組めません。孫は小 3～高 1 の 3
人でこれから教育費を心配しています。
125 高齢へと毎年進む中、公営住宅の住宅費も今後上がる。収入が増える見込みもない中、
医療費の打ち切りは考えていただきたいと思います。
126 年金が月 4 万円で生活するのが大変です。医療費が負担になると更に生活が苦しくなり
とても不安です。どうか医療費免除をお願い致します。
127 国民健康保険ですが、年金から支払いするのは大変です。デイサービスやショートステ
イにもお金がかかるので。
128 生活が困窮している為、医療費負担の免除延長をお願いします。
129 年金生活ですのでこれまで助けられました。免除打ち切りとなりますと生活が大変です。
130 現在私は年金生活です。そして家内は精神障害を持っていますので生活が大変です。大
震災で大変な国や県そして市に感謝致しております。有難うございます。
131 年金暮らしです。交通費、医療費、とてもこれから先の暮らしが不安です。
132 収入源であった船が流され年金のみとなり、病気になりました。高齢で本当に困ってい
る人は沢山いると思います。
133 年金生活です。
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134 私は今のところ少々の年金をもらうようになりましたが生活するのには足りません。病
院にかかりながら、バイトを少しではありますが生活の糧にとしておりますが、食べる
ため生きるため健康になりたいためとは言っても、もう私には限界が来そうです。宜し
くお願いします。国民年金を受けておりますが、今のところどうにか続けておりますが、
来年 1 月から負担が発生した場合は分かりません。年金といっても 2 ヵ月で 41,313 円、
生活にも通院にも困ります。こんなことなのですが、宜しくお願い致します。
135 収入が少ない為、医療費の負担が大変です。
136 収入が減り医療費にかかわる出費は不可能に近い状態です。震災後の生活は、収入が少
なくなったこともありとてもストレスを感じることがあります。慢性的な疾病は我慢し
て治療を止めることを考えています。
137 年金が少ないですけど、食べ物を減らしてでも病院に行って薬を飲まないと子供に迷惑
をかけるので。12 月までは病院費もかからないので今はいいんですけど、1 月からは本
当に大変だと今から心配です。お金がなくても子供には迷惑をかけたくないので心配。
138 年金が少なくこれからどうしたらよいのか。医療費はできるだけ少なく済むようにお願
いしたいです。
139 年金だけの収入で災害公営住宅の家賃もあり、免除がなくなると医療費が払えなくなる。
140 年金だけのため生活が大変です。年金を減らさないようにお願いします。
141 被災後から血圧も上がり、国民年金で生活もぎりぎり、仮設で一人暮らし。来年もどう
か医療免除されますようお願い致します。
142 年金月 5 万位から介護保険、後期高齢を引かれ生活が苦しいので、病院にかかりながら
パートに出ています。医療費免除大変助かっています。
143 もう少し医療を免除してほしいです。年金生活のため。
144 震災後、通院が 1 ヵ所増えて更に新たに病気になり日々病との闘いです。最低限の年金
で生活しているので、年末が来ると来年はどうなるのだろうかと不安でなりません。ど
うかお願いです。来年も延長して下さる様希望します。
145 自分の年金では通院するのが大変なので、子供達に迷惑かけてしまう。
146 災害後に夫が病気。手術や通院と種々ありましたが死亡。自営業の店もやめ、収入は年
金（国民）だけ。生活費も預金を切り崩しての生活。今後医療費がかかるとなるとどう
して生活したらいいのか？
147 交通費と医療費がかかる。交通費だけでも大変なのに医療費となると、国民年金だけで
はとても大変な事になります。生活出来ません。
148 国民年金、最低収入は 2 ヵ月で 10 万位です。治療費だけでなく交通費もかかります。
149 困っている事の一番は経済面です。公的年金だけの収入でとても生活できません。今は
医療費の免除があるのでどうにか生きていますが、打ち切りになればとても困ります。
どうか来年も免除をお願い致します。
150 入ってくるのは年金だけで、これからの生活が不安でいっぱいです。
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151 昨年の 9 月末から薬の処方が多くなりました。薬局さんからジェネリックにする様に勧
められています。免除がなくなると 1 ヵ月 8000 円以上の負担になる様です。国民年金
生活者なので切ないです。
152 収入が少ないため大変です。公営住宅代が高くて大変なので、もう少し下げるように考
えてもらいたいです。
153 家賃が高く収入が少なくなったので、医療費が負担になり病院に行けない。
154 高齢者で年金暮らし、借家料も年々高くなるというので小さい家を建てた。通院は回数
を減らそうと思っています。術後 3 ヵ月の入院、免除されて助かりました。
155 国民年金だけのため生活苦。免除の延長していただければありがたいです。
156 年金生活のため、窓口負担が増えることは生活に支障が出てきます。
157 年金が減って暮していけないです。年金だけの生活なので本当に困っています。年金を
減らさないで下さい。お願いします。83 歳です。一人暮らしです。
158 年金生活なので、アパート代や医療費を支払わなくてもギリギリです。一人暮らしです
から大変です。
159 高血圧の薬は毎日飲まなければならないので通院しないわけにはいかないが歯科、耳鼻
科は行かなくなる。災害公営住宅の家賃が毎年上がり、年金の手取りが少なくなり毎月
赤字で生活が苦しい。
160 69 歳の女性です。少ない国民年金で医療費を払うのは大変ですが、高血圧のため薬を飲
まないと生活できませんので今まで通り 1 ヵ月 1 回通院します。高台への住宅再建が不
安です。3.11 から 7 年と 2 ヵ月、生きていくのが大変。再建のための借金の子供達。生
きる不安。毎日が格闘です。
161 老夫婦二人で暮らしているので負担が出ると大変です。
162 年金生活です（国民年金）。60 歳からもらいましたので少ないです。
163 年金が少ないために今は助かっています。これから負担となると大変です。
164 一人暮らしで年金のみで生活している。体調がおもわしくないが、免除がなければ通院
を減らすしかない。
165 年金生活で今後災害住宅の家賃もある事だし、高齢者の医療費窓口負担は大変です。延
長をお願いします。
166 年金生活では病院に通うのは大変です。
167 年金の額が少ないので、負担が出てくるとこの先々が心配になる。
168 今まで有難く思っています。いつまでも甘えていられない気持ちですが、所得の少ない
人には大変です。実際、自分だけの問題ではないと思います。
169 震災後に糖尿病、緑内障になり膝の痛みと病院通いです。震災前には病院に行ったこと
のない私でしたが…。ショックが大きかったです!!微々たる年金生活ですが、6 月から災
害住宅に入居します。病院には行けなくなり家賃が優先になり、病気は後回しです。住
む所が大事なのでどうか免除を切に!!切に!!お願い申し上げます。
170 1 人暮らしで年金生活で大変なので、どうしたらいいか分からないです。
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171 災害公営住宅料金、この先の料金はっきりして欲しいです。入居したはいいですが不安
です。皆様いかが過しているのでしょうか。年金生活の医療負担厳しすぎると思います。
免除延長ができたら良いと思います。よろしくお願いしたいです。
172 何も無くなった人の心境が分かるでしょうか。年金暮らしは辛いです。もう少し助けて
下さい。低所得（国民年金）は食べるだけで大変です。もう少し援助して下さい。
173 住民がまとまりがよく住みやすいです。ですが 3 人暮らしにはきついです。毎年年とと
もに片付けがきついのは高いところだけ。踏み台から何回も転びました。落ちました。
冬になると身体が痛くなります。今年高台移転し小さな家を建てたいと思ってます。少
ない年金を減らされるので、身体に気を付けながら節約しながら暮らしてます。
174 今の生活の状態は、高齢で仕事が無く少ない年金でやっています。医療費が発生すると
どうしたら良いか分かりません。震災で働き手の息子を亡くして、どの様に生きていっ
たら良いのか分かりません。私は 70 代です。働く所がありません。
175 年金収入しかないので免除がなくなると生活が大変になる。
176 年金生活で公営住宅に入所した為、家賃の支出があり医療費まで出す事は出来ません。
177 通院は県立釜石病院の為、交通費も医療費も負担となると年金では生活できません。7
年を生きたのでいつ死んでもいいと思っています。
178 ギリギリの生活です。医療費免除の打ち切りは命にかかわってくることになります。延
長必ずお願いします。
179 病気や、もう 68 才になり仕事できず生活も苦しくて、年金 75 万円位でやっているので
よろしくお願いします。
180 災害後、年々身体が病んで病院に行く回数が増えました。昨年主人が死亡して、年金が
減少して援助してもらえず生活面で苦しいです。免除の延長お願いします。
181 災害公営住宅に入ったはいいが、毎月の支払いが 3 万円ぐらい。年金ギリギリでやって
いる。せめてもう一年免除出来ればと思います。
182 震災後ようやく災害住宅に入居しました。財産も全てなくして年金生活です。免除がな
くなれば病院に行けない。
183 無職の為、通院費、薬代等医療費負担が大変になり生活出来なくなる。
184 医療費が免除という事はとても有難いです。ましてや年金は下がり、色々な食べ物が高
くなっています。年金生活者にとっては、災害公営住宅に入居してからはお金がとても
かかります。
185 お世話になっております。公営住宅の生活は予想以上で、仮設住宅の倍以上の出費にな
りました。現在は国民年金で暮らしています。これからの将来が不安です。何卒免除延
長が適しますようお願い致します。医療費負担免除の延長をお願い致します。現在の金
銭面での現実はとても厳しく大変です。何卒今少し延長を宜しく願います。合掌
186 年金生活のため、自宅はリフォームしたけど生活が大変です。
187 年金暮らしなので大変です。
188 色々お世話になっています。年金生活で大変です、少なくて…。来年も免除お願いしま
す。
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189 ケガ（脊椎骨折、膝）神経痛、更年期など年金も少ないし 75 才以上では働けない。
190 病院が新しくなっても遠くて交通費が大変だ。国民年金も少しだけなので、本当に病気
になるのが怖い。
191 年老いてからの医療費の事が心配です。年金だけの生活でとても心配です。
192 障害年金が減額されて困っています。来年も医療費免除して下さい。
193 年金生活でギリギリと言うより生活費が現状で不足しているので、これ以上の負担は死
を意味する。
194 年金での生活ですので、医療負担が発生すると生活出来なくなる。
195 仕事がなくなって収入は国民年金だけになった。今後の薬代だけでも大変だ。
196 国民年金以外の収入がないので生活のめどが立たない。
197 通院の表をいただき、それを見て医療の高いのにびっくり致します。医療費を払うこと
になれば大変です。年金は少ないのに全てが少しずつ上がり生活が大変です。医療を取
られると大変です。これからどうしたら良いか悩んでいます。
198 少ない年金で暮らしているので、来年も免除してくれないかと思っております。
199 年金も下がって困っています。免除が延長になるようよろしくお願いします。
200 年金だけで大変です。
201 一年増しに病気が増えてもうどうにもなりません。一番悪いのは喘息の吸入器です。生
きるのが辛いです。頑張って働いて年金をかけて来たのに知らないうちに少なくなって
いるし、夫の遺族年金はだめになるし家賃は高くなるしだめな事ばかりです。私の神様
はどこにいるのでしょうか。賞味切れの食料があったらほしいです。
202 国民年金暮らしなので、食べる事だけでその他の余裕がありません。これから年をとっ
て医療費が嵩むと思います。生活保護の人達は医療費の心配をせずに病院に行く事が出
来ます。年金で食べるだけが精一杯の人達の医療を考えて下さい。
203 収入が年金のみなので免除を続けてほしい。
204 震災から 7 年たったからもう大丈夫だなんて勝手に思ってほしくない。症状的にもきつ
いし、年金しか収入がないので金銭的にもきつい。家を焼かれてみなし仮設に入ってい
るが、年が年なのでローンは組めない。子供に迷惑を掛けたくない。これから医療費は
ますます増えると思うので、せめてもう少し医療費は勘弁してほしい。
205 二人暮らしで年金生活です。年をとってくると病院にかかる事も多くなり、医療費負担
がなくなると我慢せざるを得ないと思います。いつまでも甘えてはと思っているのです
けれど…。保険医協会の皆様にはいつも感謝しております。ありがとうございます。
206 来年も免除をお願いします。年金暮しのためよろしくお願いします。
207 低年金でこの先が見えず、とても不安です。病院には行かなければならず、でも行ける
かどうかとても不安です。
208 年金生活（国保）の為、生活が大変で病院に通院するのにお金が足りなく大変と思う。
209 国民年金受給者で年収が少なく、免除打ち切られたら通院出来なくなりますので、もう
少し長く免除お願い致します。男性 74 歳女性 68 歳 2 人で通院してます。
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210 私は年金生活者であり後期高齢者です。同じ境遇の方々は負担免除があるから生活がで
きると申しております。年金額が目減り状態ですが、免除によってプラスになっており
ます。もう少し延長がほしいです。
211 年金生活のために通院できないです。
212 二人共年金生活、医療費免除は大変助かります。国、県も大変な事は肌にしみて分かり
ます。免除にならないと食を考えるしかない。通院は減らせないので!!
213 高齢に無所得なので、出来れば窓口負担を免除していただきたい。
214 眼科と甲状腺は山田から盛岡まで通院費だけでも大変です。今月まではパートしてます
が、膝が悪くパートできなくなり 70000 円の年金では無理です。
215 収入が少ないので免除が助かります。
216 年金暮らしなので病院代が大変です。
217 年金生活のため免除が切られれば生活が大変です。高齢のため認知症が進み経済的な事
もあり自宅で面倒みております。介護の日々で大変です。
218 年金生活者です。食べるだけで精一杯です。病気できません。病院にかかれません。助
けて。
219 年金生活で医療費を月 2 万円払うことが出来なくなる。住む家もまだ決まってない状況。
220 年金生活ですので、ご支援ください。継続して支援してください。
221 津波で全壊して失職して、現在は年金生活です。ご支援をお願いします。
222 年金生活のため、医療費負担は大変です。
223 年金が少ないので、家賃等で医療費の捻出が困るので、もう少し続けて欲しいです。
224 お金が少なく、窓口負担免除をして欲しい。
225 年金暮らしのため、お金が少ないため、免除を続けて欲しいと思います。
226 税金等も負担が増となっているので、年金だけでは今後の生活に不安。
227 手取り 10 万円に満たない年金者には 3 割負担はきつい。なので現在は非常に助かってい
ます。感謝しております。今後、家賃も上がることだろうし、恐ろしく考えたくない事
ばかりです。
228 年金生活で、災害住宅で家賃と駐車場代を支払いその上医療費の免除がなくなると大変
です。
229 年金生活なのでもう 1 年間くらい現制度の継続を願います。
230 2 人暮らしなのですが、2 人とも国民年金です。介護保険は上げて欲しくないです。
231 今現在、低所得の中で家賃、光熱費の支払いだけで生活がきつい。これで免除なしはと
ても厳しい。
232 少ない年金だけど、自分の身体なので、何とかして 1 年でも延長して欲しいです。
233 年金も下がって困っています。免除が延長になるようよろしくお願いします。
234 年金生活なので通院したくても負担が大きいと通院できない。
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７．低収入・年金のみで生活が大変（244 件）
235 まだ仮設住宅で生活している。再建の見通しがたってきたが、金銭的に大変です。家族
も体調を崩し入院中。仮設での生活が長くなる事で、体調を崩している。ストレスもあ
ると思う。延長して欲しいです。
236 年金を減らすな。
237 震災前は年金以外に漁業で生計をたてていました。全部流され、今は年金のみです。
238 いろいろ病気を持っていて、年金暮らしなので、続けて免除お願いします。
239 年金生活なので、免除延長お願いします。
240 少ない年金なので免除延長お願いします。
241 ますます年齢と共に病院への回数やら病名もいろいろだったり、夫婦の年金だけでは食
べて行くのがやっとです。
242 年金の受給額を増やしていただきたい。医療費を安くしてください。
243 年金も少なく、交通費もかかるので。
244 病気で仕事ができず収入が減って先が不安です。
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８．家賃・生活費等の出費が大変（48 件）
1

災害公営住宅へ入居できホッとしたのも束の間、家賃が重くのしかかって大変です。年金
生活者は悲しい！

2

年金暮らしの中で大きな出費があったりして、何かと出費を抑えるよう努力はしています
が厳しいです。健康管理もやっているのですが。

3

家賃が高くなって生活が大変です。

4

災害復興住宅の家賃が最初の説明よりかなり高い。10 万以上の方々もいらっしゃる。病
院に行けなくなる可能性はあります。死ぬしかないでしょう。

5

国保が高すぎる。

6

住宅ローンで生活とこれからが心配です。

7

生活費がかかる。

8

薬をやめると命にかかわるので通院を続けるつもりですが、災害公営住宅は家賃の負担も
必要なので大変です。

9

当然ですが、仮設を出ると全てが厳しい現実が待っている。昨年 6 月より災害公営住宅に
移りました。当然ですが家賃、駐車料、共益費等、また水道料金が高く下水道工事のため
との説明でした。このように仮設を出た場合、より厳しい現実です。私は年金受給者です。

10 年金だけの生活で苦しい。復興住宅の家賃も高くなれば、医療費を払えなくなるかもしれ
ないので不安です。
11 年金が低いのに保険料高い。
12 年金生活です。パートで少しの収入はありますが、これから家の再建を計画しローンを抱
えることになるので、病気になっても医療を受けることができないと考えています。夫婦
共 70 歳を超えました。年金生活ですが 2 人共パートで働いています。震災で会社がなく
なり退職金もありませんでしたので、家の再建には借金することになります。長男も仕事
を無くし再就職は低賃金であり、1 人でローンを組めません。孫は小 3～高 1 の 3 人でこ
れから教育費を心配しています。
13 三世代で生活しているが、息子が失業した。孫 3 人を育てる必要があるので、自分の事は
後回しとなる。年金収入だけで生活しているので孫の学校の費用と食費が最優先となる。
孫は受診させるが自分は受診できないことがある。
14 医療費のために生活費に負担が！
15 いつもお世話になっております。有難うございます。医療費免除はとても有難く助かって
います。震災前にはなかった家賃と共益費の出費はやっぱり重いですが、「いつまでも甘
えるな」という世間の声があるのも理解しなければならないと思っています。
16 生活が大変。
17 国民健康保険ですが、年金から支払いするのは大変です。デイサービスやショートステイ
にもお金がかかるので。
18 公営住宅に入居し 3 年目、家賃上がり必ず薬は切らせない状態で、かなり厳しい状態が続
くと予想。
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８．家賃・生活費等の出費が大変（48 件）
19 公営住宅に入居し、通院は必ずしていかなければならないまま厳しい状態が続いている。
20 震災前からでさえ医療費は家計に大変だったのに、今は更に家賃なるものを支払いながら
の暮らしになってしまった…。
21 薬は安くなっているが、他の得体の知れない名前の下に支払いが多くなり、来年からは本
当に考えます。県立のトロトロとした動き、我々の税金が使われているのですね。
22 健康状態や生活状況が一段と悪くなってきている。又 1 人暮らしに伴う孤独感が多くなっ
てきている。公営住宅に入居して家賃、共益費、駐車場代、町内会費等、今迄と違い支払
いに負担が多く毎日が大変。
23 医療費、薬代が高く、窓口負担が通院の妨げとなり困る。国保も毎月、負担重く感じる。
24 家賃、税金等の支払いに追われて大変です。一人暮らしには大変。見捨てないで下さい。
25 年金生活において、家賃他生活に必要な出費等で大変です。せめて医療費負担が免除され
れば有難いです。
26 震災後自宅を再建したものの月々の返済が大きく、今後医療費の工面に苦慮しておりま
す。どうか今まで通り免除の継続をお願い致します。
27 収入が少ないため大変です。公営住宅代が高くて大変なので、もう少し下げるように考え
てもらいたいです。
28 家賃が高く収入が少なくなったので、医療費が負担になり病院に行けない。
29 昨年 6 月公営住宅に移り、仮設の時と違い家賃が発生し生活は苦しくなりました。医療費
の免除により病院には通えております。免除がなくなれば回数を減らす事を考えていま
す。
30 建設料を支払っているので経済的に大変である。
31 自宅新しく建築の借金がある。
32 年金生活者です。震災後病気が重なり 2 年前ガンの疑いがあり検査入院。自宅を失い現在
民間賃貸アパート、家賃の出費も多く医療費免除には大変感謝しております。打ち切られ
たら今まで通りにはいかないだろうと不安を感じます。医療費負担免除が延長されること
をお願いします。
33 震災後に糖尿病、緑内障になり膝の痛みと病院通いです。震災前には病院に行ったことの
ない私でしたが…。ショックが大きかったです!!微々たる年金生活ですが、6 月から災害
住宅に入居します。病院には行けなくなり家賃が優先になり、病気は後回しです。住む所
が大事なのでどうか免除を切に!!切に!!お願い申し上げます。
34 命、生活がかかっているので他の生活費等を減らしても通院しなければならない。住宅借
り上げ料、医療費、消費税の値上げ等どうにもならない。国、県に再考をお願いしたい。
35 お世話になっております。公営住宅の生活は予想以上で、仮設住宅の倍以上の出費になり
ました。現在は国民年金で暮らしています。これからの将来が不安です。何卒免除延長が
適しますようお願い致します。医療費負担免除の延長をお願い致します。現在の金銭面で
の現実はとても厳しく大変です。何卒今少し延長を宜しく願います。合掌
36 一年増しに病気が増えてもうどうにもなりません。一番悪いのは喘息の吸入器です。生き
るのが辛いです。頑張って働いて年金をかけて来たのに知らないうちに少なくなっている
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８．家賃・生活費等の出費が大変（48 件）
し、夫の遺族年金はだめになるし家賃は高くなるしだめな事ばかりです。私の神様はどこ
にいるのでしょうか。賞味切れの食料があったらほしいです。
37 災害公営住宅の家賃が年々高くなるのに病院費まで…。
38 年金生活で病気に次々と掛かり、免除でも出費する医療費があり食費減して医療費へ当て
ている。
39 ようやく災害公営住宅へ入居出来ました。これからは家賃等今まで以上出費があります。
40 今は食べるものを少しずつ減らしています。介護保険が高くなって食べていくのがやっと
です。
41 今現在、低所得の中で家賃、光熱費の支払いだけで生活がきつい。これで免除なしはとて
も厳しい。
42 病気の状態で県外に通院のため宿泊代、交通費他、出費が多く、大変なので免除期間延長
を希望します。
43 2 年後に家賃が上がるのに困っています。
44 1 人暮らし。お給料の中から、家賃支払いなどでいっぱいいっぱいです。具合が悪くても
受診はできないです。
45 免除が打ち切られ、医療費の負担が多くなり、生活が大変です。
46 被災した家の修繕費がかかるので、困っている。
47 まもなく復興アパートに行く。家賃が高くなると聞いて不安。
48 災害公営住宅もそのうち家賃が高くなるから不安。
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９．その他（生活面）（28 件）
1

老人の 1 人暮らし、辛い。

2

支援をお願いします。

3

国民健康保険が高いです。

4

年金生活者です。働く事もできません。

5

公営住宅の家賃が不安（駐車、自治会費）。

6

高齢者で年金暮らしで、介護保険料を強制的に通帳より引き落とされるため生活出来なく
なります。

7

交通事故による後遺症によって、右手右足が 6 年たっても良くならない。仕事も出来ない
状態です。

8

障害者のため、健康な時のような仕事が出来ず、困っています。

9

年金からは介護保険料は引かれ、家賃と生活費でいっぱいです。病気も気になるけど、自
分が我慢していけば、生きられると思います。

10 主人が神経内科で薬が必要で切らす事ができないので、私が整形外科を 2 回に 1 回減らす
ようにします。これで家賃が上がると、また大変です。
11 今後の生活が不安です。
12 年金から保険料を引かれるのは、戸惑いがある。年金支給時内訳の記載をして欲しい。所
得より支出の方が多い。健康的な日常生活はどこへ？通院だってやめるわけには行かな
い。
13 東京の生活保護並み、または年金月 10 万お願いします。
14 保険料とか物価が高くなってきているので、生活が大変になって来ている。
15 医療費の他に税金も支払いできなくて、困っています。
16 年金生活、1 人暮らしです。先を思うと心細いです。
17 年金暮しのため保険額の見直し。
18 年金生活者には気を配ってほしい。
19 高齢の為、車もなし金もなし 90 歳（ありがとうございました今まで）。これからどうした
らよいのでしょうか？（妻は入院中 87 歳、胆管がん）
20 病院に行くのに、何年先にかバスの回数を増やしてくれればバスにするし、病院の先生に
相談 1 回を減らしてもらえるのならそうしてほしいです。年金暮らしの方は昔の給料です
ので少なくないから大変です。アパート暮らしは辛いです。小さくても良いから家に住み
たい。もう少し補助があれば、共益費、駐車料金等がなく家賃も支払う事なく何十年と暮
らして来たので、借りて住んでいるのは色々な面において住みづらく毎日が嫌です。アパ
ートには住みたくない。
21 災害公営住宅に入居する為に色々な物品等。又 7 年もたったので身内の者も亡くなり生活
費がまだない。
22 生活費が圧迫される。
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９．その他（生活面）（28 件）
23 生活が苦しくなるばかりだ。
24 よその地で初めて暮らすことによるストレスで病気が出る。
25 知らない土地での生活と日常生活に疲れそうです。
26 災害公営住宅の家賃 5 年後の値上がりが不安です。
27 家賃が上がらないように願います。
28 家族 2 人が震災後ガンになりこれからも治療はしなくてはならないのに、住まいが復旧し
ても生活は苦しいままです。
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１０．交通が不便・交通費がかかる・医療機関まで遠い（107 件）
1

公営住宅は暮らしにくい。店も病院も遠い。

2

高齢者なので運転が出来なくなるので、通院が大変です。

3

医療費が免除になっても高齢者は車がないので大変です。

4

通院不便。

5

病院、通院、交通不便。

6

通院の交通手段に困っています。移動の支援があればいいです。

7

高齢になるとともに、病気が増えます。陸前高田市では診療のない科もあり、病院、医
院が少ないので大変です。鉄道が廃止になり、交通機関が不便。なんとかならないもの
でしょうか。

8

病院が遠く、タクシー代がかかり、医療費負担と併せると診察を受けることが出来なく
なる。

9

4 月から医療関係への送迎も打ち切られ、交通手段がない者には大変不便です。

10

交通が不便。道路状況最悪。

11

年金は減るばかりで、物価は高くなるばかり、家賃を払うとやっていけるか心配。前の
仮設は便がよかったが、団地は店はない、ポストもない、前よりお金がかかります。

12

山田町は商店街が大きな被害を受け、高齢者の買い物には不便に感じます。

13

医院で送迎してくださるので、とても助けられています。生活費より交通費が高くて困
ります。

14

交通の便が悪く、乗り継ぎが大変です。

15

バスの本数が少ない。外科、整形、皮膚科など開業医がもっとあれば良いと願う。

16

病院が遠いので大変です。

17

病気のため、年金だけの生活（国民年金）なので、免除がなくなると本当に大変になり
ます。1 人暮らしでもあるため災害住宅に住んでいますが、バス停も遠く運転も出来な
くなりコミュニティバスがあるといいと思っています。

18

山田～盛岡への交通費等もかかるので、また一泊したりすると金銭的に大変です。

19

病院に通院するにしてもまだ限られた所しかバスが通っていないので、車を運転しない
者はタクシーを利用したりするとお金が掛かって大変です。

20

高齢でバスの停留所まで歩けずタクシーでの通院なので、医療費免除に助けられており
ます。

21

病院に行くのに、何年先にかバスの回数を増やしてくれればバスにするし、病院の先生
に相談 1 回を減らしてもらえるのならそうしてほしいです。年金暮らしの方は昔の給料
ですので少なくないから大変です。アパート暮らしは辛いです。小さくても良いから家
に住みたい。もう少し補助があれば、共益費、駐車料金等がなく家賃も支払う事なく何
十年と暮らして来たので、借りて住んでいるのは色々な面において住みづらく毎日が嫌
ですね。アパートには住みたくない。
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１０．交通が不便・交通費がかかる・医療機関まで遠い（107 件）
22

被災三県（岩手、宮城、福島）で免除が行われているのは岩手のみと聞いていますが、
国はなぜか困っている人に協力的でないです。残念です。高齢化になって交通もままな
らない状態で交通費がかかって大変です。自然災害も多くなって国の負担も多くなって
大変でしょうが、もう少し頑張って続けていってほしいです。よろしくお願いします。

23

交通手段が娘に頼らないと通院できない。

24

市に専門医がいない場合の交通機関（列車とかバス）の不便さが大変。

25

通院のための交通費の負担が多くなった。

26

病院が遠いので交通面で大変。整形外科と眼科が少ないので待ち時間が長過ぎる。

27

公営住宅に入ってから内科が少し遠くなった。整形外科が盛に行く為困っている。

28

病院が遠い。

29

通院するの不便。

30

この制度はありがたいですが、すでにたっぷり助けてもらいました。打ち切ってほしい
です。医療費もさることながら、バスの本数が少なくタクシー代の負担が大きいのです。
「バスの増便」をお願いします。

31

現在国民年金だけです。5 つの診療のうち 3 つが釜石の奥の方です。バス代も大金です。
これに医療費がかかる様になると、町に支払うお金も大変です。免除はまだ絶対必要で
す。宜しくお願い致します。

32

通院が遠方になるので交通手段が限られており、何かあった場合には入院するしか無い
可能性がある。

33

BRT についてですが駅でしか乗れませんので、駅まで行くのに車のない私はタクシーと
か別の乗り物で行くしかないので、駅以外での停留所があればと思います。

34

年金で、病院や買い物やバス代が大変です。

35

陸前高田市で支援の車があったが、病院に行く時利用していたが中止になったので通院
の時大変である。同じ支援の車を再利用できる様に国に支援の継続を要望します。仮設
住宅に 7 年位住んでいるが、なかなか思う様に自力再建できないでいます。国に、再建
できない様な人にもう少し長期支援をしてほしい。仮設住宅を 3 月に退去する様に言わ
れたが、現実引っ越しできる住宅をすぐに確保できなかった。仮設住宅を被災地で使用
できる様に残し、長期利用できる制度に変えてほしい。制度も被災地の実態に合わせ、
総合的に問題を解決してほしい。

36

通院するにもタクシーを使うので大変です。酸素ボンベ使用してます。風呂も社協さん
に来てもらっています。

37

交通費の負担も大きいので、医療費の免除はありがたいです。

38

通院費が大変ですので、通院出来ないと思います。

39

通院に一人でないので、二人分の交通費だけでも大変です。

40

近くに病院がなく、タクシーを使わないと行けないので交通費がかかり、免除が打ち切
られると大変です。
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１０．交通が不便・交通費がかかる・医療機関まで遠い（107 件）
41

今まで医療費免除にして頂いただけでも感謝です。私は釜石の整形以外、石鳥谷の整形
にも通っております。今は交通費だけで済んでおりますが、来年になって医療費となる
と、1 回通院するのに 5000 円以上になるとどうしたら良いのか考え中です。車でなく釜
石から電車ですので大変だと思います。

42

10 月で喜寿の歳になり医療費の負担が心配。独身で 1 人住まいのために、引きこもりが
ちが心配です。公共交通の利用のために交通費も心配です。

43

これまで通り通院したいが、夫の運転免許証の返納でバス停、駅も遠く足が不自由で大
変です。2 人とも国民年金でお金もままならず、どうする事もできません。よろしくお
願い致します。

44

箱崎町白浜は交通が不便です。バスの数があれば良いと思います。95 歳の老人はバスで
も歩けません。

45

箱崎町白浜は交通が不便です。集合所に来る保健婦さんだけが頼りです。白浜に忘れな
いで来て下さい。

46

白浜は交通が不便ですので、保健婦さん来る様にして下さい。

47

白浜は不便ですので、必ず保健婦お願いします。

48

何時もお気遣い頂き本当にありがとうございます。私達 84 歳と 75 歳の高齢者です。こ
れからは運転も出来なくなり、通院も難しくタクシーを使うことになりますが、交通費
だけでも大変です。国保と後期高齢者医療免除をずっと続けて頂きますよう宜しくお願
い致します。①国民健康保険の値上げ②介護保険の値上げ、色々聞いておりますが病人
（特に年金暮らし、高齢者）の方々は生活していけないと思いますので、①②の値上げ
は絶対にしないように宜しくお願い致します。

49

現在、災害公営住宅に入居しています。災害前と違い今は家賃、共益費、色々な面で出
費が多く、年金暮らしでは生活していくのも大変です。その上、交通費を出して病院に
通うという事は本当に無理です。どうか来年も免除出来ますようお願い致します。

50

年金生活だから、免除打ち切りだからと言って甲状腺の薬やめるわけにいかず、通院続
けるしかないです。甲状腺の薬 6 ヵ月分処方されていますが、免除負担なくなると全額
も大きいと思います。盛岡迄の交通費、薬代は負担が大変です。

51

県立大槌病院は整形外科の新患は受け付けず、山田町の近藤医院に行くように言われま
す。通院するのにはタクシーで行かなければならず、行けません。

52

薬の量が多いので通院が困難になる。脳梗塞を患い右半身が不自由です。病院が近い時
はタクシーで行けますが大変です。

53

復興アパートに入って 7 年、年金生活でこれからどうしようかと思っています。82 歳と
80 歳です。アパートに入ったけど病院、買い物に行くのに交通の便が不便。バスかタク
シー。

54

歩くのが困難になり、通院のための交通費もかかってきてます。医療費負担がとてもあ
りがたいです。これからも医療費負担お願いします。
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１０．交通が不便・交通費がかかる・医療機関まで遠い（107 件）
55

医療費の負担を免除してもらい有難く感謝しております。病気の事情から定期的に宮古
のクリニックに通わなければならず、交通費が身にしみます。健康管理とペースメーカ
ー点検の面からも、負担が発生してもクリニックに通わねばならないと思ってます。

56

治療できる病院が限られている。医療費、交通費が大変です。ぜひ免除をお願いしたい。
切れれば沿岸大混乱です。

57

通院の為にもバスの回数ほしい!!国民年金者の医療免除が出来ないものですか。

58

私はバスから又バスへ乗り換えしなければならないので大変です。出来れば又免除がで
きれば良いと思います。79 歳。

59

津波で主人を亡くしました。私は 80 歳で免許も無く宮古までバスで通院してます。1 日
で 3 ヵ所を回りますと、家に帰った時は疲労で一杯です。今は県営北浜アパートに入居。
家も新築して 3 年で流され、1 人生活で不安で一杯です。亡くなった主人は老人ホーム
で、デイサービスの人はバスで安全な所に行けました。主人は二階の重症の人達を助け
るために一生懸命になって一人で一人を助ける事しか出来ませんでした。今七年も過ぎ
ても一生忘れる事は出来ない。

60

税金によって金額が上がってしまい、特定疾患難病だからこそ通院してるのに、仙台ま
で 1 回につき交通費と会計で 4 万円は厳しいです。何とか税金についての金額を考えて
下さい。病院内の諸経費を考えていただければお金の負担割が変わってくると思います。
国に対しての要望です。

61

交通費と医療費がかかる。交通費だけでも大変なのに医療費となると、国民年金だけで
はとても大変な事になります。生活出来ません。

62

通院するのにバスの便が悪い。

63

国民年金、最低収入は 2 ヵ月で 10 万位です。治療費だけでなく交通費もかかります。

64

地方の病院でも、中央の病院に行かなくても受けられるようお願いします。交通費が大
変です。

65

身体の痛みはやっぱり軽くしたいから、負担が発生しても行きます。只ひとつ交通費も
あり大変です。もしかすれば通院が遠くなると思います。

66

通院するのに交通が不便。仮設生活の間は医療費負担お願いします（免除）。

67

予約バスではなく気軽に通えるバスがほしいです。

68

免除打ち切られると生活にも負担がかかります。病名としてまだ不整脈、肺気腫、高血
圧、その他 3 ヵ所。年金暮らしなので、病気が多いので通院ができなくなります。交通
費だけでも大変です。

69

通院手段、足が悪いので困る。

70

年金生活のため負担が大きくなるのが不安です。住宅料も 30 年 4 月から金額が今迄以上
に高額となっております。又、交通の便が悪いため交通費もかかります。
（県に要望です）
夫婦共高齢になってます。今はどうにか運転できますが、今年中に車を手放そうと思っ
てます。将来は便利の良い盛岡に転入し通院したいと思いますが県営、市営アパートに
入居しやすくして欲しいものです（無理かもしれませんが、所得に関係なく）。
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１０．交通が不便・交通費がかかる・医療機関まで遠い（107 件）
71

病院への道のりが遠い。バス、タクシーなどお金がかかる。

72

病院までの交通費。一人暮らしで今後が心配。老年の生活不安定。三陸大津波後、家が
なく災害住宅を移転のたび独居生活で大変困ります。

73

交通の便が悪くて困っています。

74

バス回数、店がほしい。

75

大槌に病院が出来ても釜石に行かなければ診察が出来ないので、交通費など負担が大変
です。

76

今迄免除していただきありがとうございます。通院は往復のタクシー代もかなりお金が
かかります。そして入退院のくり返し、この先を考えると真っ暗です。どうか来年もよ
ろしくお願いします。震災後、次から次と病気ばかり増えて、なぜかなと思う事ばかり
です。周りの人達も同じ様な病気になったり亡くなったりと、やはり津波の影響もある
のかなと思ってます。来年も免除の方よろしくお願いいたします。

77

医療費がかかると、薬がいっぱいなので金銭面でも大変になります。歳を取ると、病院
に通うとなると足が悪いのでタクシーが良いので大変です。

78

1 ヵ月に 1 回の通院、投薬があります。免除で本当に助かってますが、財源にも限度が
あると思い心苦しく思っています。防衛予算の削減を!!宮古市の県立宮古病院の医師不足
は深刻です。中央にだけ医師が集中、地方はおきざり感があると思います。耳鼻科、眼
科が宮古市は不足です。2 ヵ月に 1 回盛岡の眼科、耳鼻科に通院しており交通費がバカ
になりません。今は医療費が免除なので助かってます。

79

高齢とともに通院回数も増えて来ましたし免許証の返納も考えていますが、県立釜石病
院までタクシーを利用すると往復 13000 円かかるので、せめてあと 2 年位医療費免除を
何とかお願いしたい。（83 才 5 ヵ月）

80

自立再建したので多額の借金のため、又交通の便が悪いため（バス）買い物、病院にお
金がかかるので生活が大変です。釜石の仮設で 5 年位生活しました。自立再建で室浜に
帰って来ましたが、不便で人口も少なくなり子供の声も聞く事もなく、その上市内（中
央）では色々な事がありますが私は参加したくても出来ない事ばかりです。80 才過ぎて
何の楽しみもありませんが、どうか生きる力をください。

81

釜石バス乗り換え時間合わなくて困っています。通院費大変です。

82

交通費（通院の為の）もかかるので、医療費を負担するようになると生活すらあやぶま
れるので心配している。

83

バス停から病院まで距離があるので、タクシーで行くとなると 1 回の通院代がかさむの
で病院代まで出せません。

84

医療費の他に交通費もかかるのでどうしたらよいか分かりません。これまで免除をいた
だき大変助かりました。

85

病院が新しくなっても遠くて交通費が大変だ。国民年金も少しだけなので、本当に病気
になるのが怖い。
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１０．交通が不便・交通費がかかる・医療機関まで遠い（107 件）
86

治療に日数のかかる場合、免除期限が切れるとにっちもさっちもいかなくなります（年
金生活者なので）。せめて仮設住宅やみなし住宅から解放され、復旧復興が一段落するま
で医療費の免除をお願いします。免除に対しては大変感謝しておりますが、通院治療し
ている者にとっては通院費（バス代タクシー代）もばかにならず、今後の在り方が不安
です。

87

バスの回数ほしい。

88

年を増す事により医療費が増えてくるのと、交通費もかさむ為通院を控えます。

89

タクシーで通っています。

90

にこにこバスが運行時間帯が悪いため利用出来ず交通費がかさむため、打ち切りになる
と通院回数を減らすしかないので是非延長をお願いしたい。

91

現在も仮設暮らしです。交通費の方が過分にかかります。免除延長を切にお願い致しま
す。

92

現在のところは夫婦二人でどうにか通院して薬で抑えております。一人になった時を考
えると交通費のこともあるので大変です。

93

山田町には耳鼻科がなく、宮古に通院するのは時間も交通費もかかります。できるだけ
長く免除をお願い致します。

94

おかげさまで医療費免除していただいて助かっています。ありがとうございます。交通
費はかかりますけどしょうがないです。

95

眼科と甲状腺は山田から盛岡まで通院費だけでも大変です。今月まではパートしてます
が、膝が悪くパートできなくなり 70000 円の年金では無理です。

96

年金暮らしなので病院代が大変です。

97

車がないのでバス、タクシー。今まで病院が無料でしたが、これから病院、タクシー代
大変です。

98

交通の便が悪く、日常の生活が思い通りに出来ない事。

99

災害後にクリニックが移転したため、通院代がかかります。

100 通院する時の交通費が高い。
101 通院のバスが不便で、高田病院でも 8 時前に家を出て帰りは最後のバスです。
102 バスでの通院なので、いつもの時間に乗れない時があります。バスの本数を増やして欲
しいです。
103 1 回病院に行くにも交通費が高く、病院代を出すようになると回数を減らすしかない。
なんとかあと 1 年でも継続してもらいたい。本当にお願いします。
104 年金も少なく、交通費もかかるので。
105 病院が遠くて、交通費が大変です。
106 お金もだが、交通の便が悪いので通院が大変。
107 津波の復旧がまだ進んでいなく、バスも不便。高台工事道路を歩いて病院に行っている。
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１１．医師不足（24 件）
1

県立病院の診療科と医師の充実。

2

新しい病院になったのに、医者がたりない。もう少し増やしてください。個人病院と同じ
です。

3

診療科によって常任の医師がいないので、曜日が限られているから困っている。緊急時に
専門の医師がいて欲しい。

4

釜石に皮膚科が少なく待ち時間が長くて子供が飽きてしまう。

5

内陸部と沿岸部では医療格差が大きい。大船渡市近辺には脳疾患のリハビリ施設がなく、
ほとんど内陸に回される。維持期の療養型病院がない、何とかしてほしい。

6

市に専門医がいない場合の交通機関（列車とかバス）の不便さが大変。

7

病院が遠いので交通面で大変。整形外科と眼科が少ないので待ち時間が長過ぎる。

8

前から婦人科は 2 件しかなく通院しにくかったが、とうとう 1 件だけになってしまい、大
変混雑しています。このままならば子供を諦めるしかない。盛岡には不妊治療専門のクリ
ニック、補助金対象のクリニックがあるのに、沿岸部にはない。それが内陸部と沿岸部の
格差にもつながっていると思います。働きながら盛岡への通院は難しい。

9

病院、医師、診療科を充実して欲しい。病院が少なく医師も少ないので、診療の待ち時間
が長く高齢者には病院が遠く、大きい病気をした場合遠くへ搬送される。総合病院があれ
ばと思います。

10 県立病院の窓口で待っている時間が長くて、仕事の休みを長く取る必要がある。診察は 3
分で待ち時間は 2 時間、うまく調整してほしい。
11 開業医院数が減って来ているので、専門家じゃない所に通院するので不安な所もある。
12 県立釜石病院に受診していますが、時々担当の医師が変わるのが困ります。カルテを見な
がら「そうなんですか」からの話になり、納得出来ないこともあります。医療費がかかっ
ても、痛みがあったり歩行が大変なので治療を受けます。薬が必要なので。
13 気仙 3 県立病院で、1 ヵ所充実した病院にして下さい。何かと盛岡に紹介されて行くのは
大変です。
14 県立大槌病院は整形外科の新患は受け付けず、山田町の近藤医院に行くように言われま
す。通院するのにはタクシーで行かなければならず、行けません。
15 県立宮古病院について改善してほしいんですが、医者が足りていない気がします。がん専
門や抗がん剤に詳しい人がもっといてほしいし、夜間救急で行っても、私は皮膚科だから
腹痛で来られても困りますって言われて帰されたり、救急で行く人は本当に助けてもらえ
るのか心配です。何科にかかっても助ける気がある先生には会える気がしません。宮古市
の市民みんな不安を抱えています。どうにかして下さい。病院の先生に言える立場の人は
いないのでしょうか？
16 地方の病院でも、中央の病院に行かなくても受けられるようお願いします。交通費が大変
です。
17 県立大槌病院では皮膚科、整形外科は新患の受付はありません。新患こそ診療が必要と思
います。県全体で医師の派遣を考えてほしいです。
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１１．医師不足（24 件）
18 ペースメーカー挿入なので気仙沼市立病院に通院中。当地の病院でも受診出来るようにな
れば良いと思う。
19 1 ヵ月に 1 回の通院、投薬があります。免除で本当に助かってますが、財源にも限度があ
ると思い心苦しく思っています。防衛予算の削減を!!宮古市の県立宮古病院の医師不足は
深刻です。中央にだけ医師が集中、地方はおきざり感があると思います。耳鼻科、眼科が
宮古市は不足です。2 ヵ月に 1 回盛岡の眼科、耳鼻科に通院しており交通費がバカになり
ません。今は医療費が免除なので助かってます。
20 県立山田病院に耳科の先生をおいてほしい。
21 県立山田病院の初診に町医者の紹介が無いと受診してもらえないというのは困る。町医者
が少ないし、セカンドオピニオンの考えからしても山田町の県立ぐらい紹介なしでも受診
できるようにして欲しい。
22 県立病院に外科医師と整形医師がいない。
23 病院が立派でも診療所（一応何にでも対応してくれると思う）より悪いと思います。年老
いてくると少しずつ薬を減らしたらいいかもしれない。なぜ病院ばかり立派になるのか不
思議。先生を呼べないのに。
24 山田町では新しい病院ができたのに入院するのも大変で、具合が悪くても先に宮古病院へ
救急搬送されます。山田町にいる人達はすがる病院がありません。何のための病院でしょ
うか？どこへ訴えたらいいのでしょうか？具合が悪い、早く診てもらいたい、でも搬送さ
れる。時間がかかる、死ねと言われてる気分です。山田病院も一人でも多くの医師を確保
してもらい、救急も診てくれるようにして欲しいです。お願いします。どうにかしてくだ
さい。
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１２．診療科目を増やして欲しい（30 件）
1

県立病院の診療科と医師の充実。

2

泌尿器科は大船渡市、眼科は盛岡市と通院が大変です。陸前高田市もいろいろな診療科が
あればと願います。

3

高齢になるとともに、病気が増えます。陸前高田市では診療のない科もあり、病院、医院
が少ないので大変です。鉄道が廃止になり、交通機関が不便。なんとかならないものでし
ょうか。

4

宮古病院に耳鼻科があればいい。

5

他の科を増やして欲しい。

6

バスの本数が少ない。外科、整形、皮膚科など開業医がもっとあれば良いと願う。

7

地区の皮膚科、耳鼻科が足りない。

8

皮膚科が少ないです。働く意欲のある元気な高齢者をどんどん雇用してくれる事業所がも
っとあれば良いと思います。

9

前から婦人科は 2 件しかなく通院しにくかったが、とうとう 1 件だけになってしまい、大
変混雑しています。このままならば子供を諦めるしかない。盛岡には不妊治療専門のクリ
ニック、補助金対象のクリニックがあるのに、沿岸部にはない。それが内陸部と沿岸部の
格差にもつながっていると思います。働きながら盛岡への通院は難しい。

10 病院、医師、診療科を充実して欲しい。病院が少なく医師も少ないので、診療の待ち時間
が長く高齢者には病院が遠く、大きい病気をした場合遠くへ搬送される。総合病院があれ
ばと思います。
11 耳鼻科を県立大槌病院で診療できるようにしてほしい。
12 県立大槌病院で整形外科、皮膚科を予約なしでも診察できるようにしてほしい。
13 近くに整形外科がほしいです。
14 岩泉病院、宮古病院にも耳鼻咽喉科があれば良いなと思います。
15 通院しないと薬がなくては困る。3 回食べるのを 2 回にしても通院する。皮膚科がほしい
です。
16 県立大槌病院は皮膚科、整形外科が新患は受け付けないことになっているので非常に困っ
ています。
17 釜石市は皮膚科に困る。
18 かなりの方々がリウマチになっているようですが、大槌町にはリウマチ専門の先生がなく
皆遠方へと通うのに困っています。
19 耳鼻咽喉科、眼科医があったらいいなと思います。眼科は予約で一般の人は診ないので。
20 もう少し大槌病院に科目を増やしてほしいです。（耳鼻科など）
21 眼科や他の科を増やして欲しい。
22 耳鼻科、皮膚科、眼科など今かかれない。個人病院をお願いします。
23 夜間診察がないので不安。診療科（耳鼻科、眼科）を増やして欲しい。
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１２．診療科目を増やして欲しい（30 件）
24 岩手県沿岸地区に小児科と泌尿器科をお願いします。
25 ペースメーカー挿入なので気仙沼市立病院に通院中。当地の病院でも受診出来るようにな
れば良いと思う。
26 私は 67 才で先天性股関節脱臼両方で障害年金 2 級で、歩く事が困難でタクシー通院です。
医療免除来年もお願いします。大槌病院に通院リハビリがあるといいです。
27 近くに整形外科がなく目、足が悪いので大変です。
28 大槌町に常勤の整形外科専門がほしい。手伝いに来てる先生だと何度も断られて足が不自
由になっている。病院が困っている人を受け付けしないとは、1 人者とか家族を困らせて
人生を終えるような道にたどりつくと考える。
29 宮古市で眼科や耳鼻科の病院を少し増やしてもらいたいです。とても市内で少なくて困っ
てます。
30 歯科は沢山ありますが、眼科、耳鼻科、産婦人科が一ヶ所しかなく病院を選べない。
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1

待ち時間が長すぎる。高齢者だと加齢だから仕方がないと診療時間は短い。

2

薬代が高い。

3

薬を安くして欲しい。

4

夫婦 2 人で通院するのが仕事みたいで、健康の元になっているのでは？

5

未だ仮設住まいです。あと 2 年はこの生活が続きます。

6

診察してくれないで、玄関でかかりつけの医院に行った方が良いと言われたのには本当
に困りました。一昨年あたりから「かかりつけの医院に行ってください」の言葉が多く
きかれますが、どうして受診したい病院では診察をしてもらえないのでしょうか？

7

宮古病院呼吸器科、岩手医大に 3 ヵ月に 1 度。

8

県立病院には良いお医者さんがいないので、もっと良いお医者さんが来てほしいです。
現在整形に通ってます。ボルトを取ったら痺れが取れません。どうしたら良いのでしょ
うか。

9

一人一人声にしても国会には届きませんね。

10

高齢者となり（70 歳）年金生活となっているが、少ない年金から免除なしで医療費を取
られると生活が危ぶまれる。しかし、現役の皆さんが支払う税金から負担してもらうの
も心苦しく思う。国の経済状況の改善と財政面での改善を強く望む。

11

復興の遅れに精神的不安を持って年を取るのが辛いです。

12

個人的プライバシーが守られ乍も不安な日々。

13

住宅の家賃や病気等の出費は考えていないので、所得のみではなく医療費や交通費も計
算に入れてほしい。

14

早く元の土地に帰りたい。8 年目になります。

15

膝から足の方が少し長歩きすると痛くなる。通院はしていない（お金の都合で）。72 歳。

16

一人住まいの女です。自分は 2 つの大きな病気を抱えています。歳は 78 歳ですが、国と
か市へ保険を自分としては払っていると思いますので、これからは大変申し訳ないです
が、少しは高齢者の事や医療の事を考えてほしいと思います。

17

仕事がなくなった。

18

大変でしょうが自立してほしい（免除されている方）。

19

なかなか精神科は行きづらい所がある。いきつけの内科医でも不安の薬等もらえると大
変ありがたい。

20

現在 75 歳（私）と 78 歳（主人）の二人で血圧の薬を飲んでいます。二人ともカルシウ
ムとストレス剤を飲んで、海にかかわる作業（ワカメ他）を手伝っています。海の仕事
はとても大変な力仕事です。血圧の薬は大事だと思っております。右手首の骨折と右足
首のはく離骨折をして、今は自由に歩きますが右手首は包丁等力仕事等は大変です。今
年の盆前に公営住宅に移りますが、家代を支払うそうです。二人とも漁で生活してきた
ので国民年金です。

21

遠い為大変である。
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22

病院には施設がない。十分対応できない。

23

遠方の地に暮らすことをキッカケに病気が出る。

24

薬を飲み忘れた時が死ぬ時と言われて内服しています。被災してこっちに来ています。

25

国民年金で高齢の母 97 歳の介護をしており、仮設の店も来年の 3 月に終わりです。その
後は仕事がなくなり、これからの生活の心配をして次の仕事場が無いありさまです。私
も 67 歳になり、これからの（来年から）病気の事＆母の介護!!

26

健保、介護保険等値上がりとなってきて、年金手取りが少なくなってきて生活が苦しい
です。被災者、住宅全壊された人に、新築する方には国、県、市町村からの補助として
500～700 万円の補助があるのに、災害公営に入居した人には数年後の家賃の値上がりと
なっていますがおかしいでしょう。災害公営分としてまだ 500～700 万使ってません。
その金を使い切ってから値上げだと分かりますが。

27

釜石市の癌検診のオプション検査項目を多くしてほしい。

28

何時もお気遣い頂き本当にありがとうございます。私達 84 歳と 75 歳の高齢者です。こ
れからは運転も出来なくなり通院も難しく、タクシーを使うことになりますが交通費だ
けでも大変です。国保と後期高齢者医療免除をずっと続けて頂きますよう宜しくお願い
致します。①国民健康保険の値上げ②介護保険の値上げ、色々聞いておりますが病人（特
に年金暮らし、高齢者）の方々は生活していけないと思いますので、①②の値上げは絶
対にしないように宜しくお願い致します。

29

高齢者 90 歳以上の母と叔母がいて、自分が先に死ぬわけにはいかないのに先行きが不安
であります。

30

国保で国民年金で生活は大変で!!次の生活の場所も決まらず、これからどうしたらいい
か。高齢男。

31

災害公営住宅の家賃がいつ高くなるのか心配しており、一日一日生活が不安でなりませ
ん。年金生活のため、医療費負担の免除が助かっております。

32

薬を切らさないように言われてますので、出来る事だけでも身体を動かしてお世話にな
りたくないと思っております。

33

症状はひどいが収入が低いため、十分に病院に行くことができない。一人身で相談する
こともできず、パートなので休めばさらに収入が無くなり不安定。家賃がさらに高くな
ると聞き毎日不安。自分が前向きに頑張ることができない。

34

高齢になってこのような事にあうとは思ってもいませんでした。精神面が体調を狂わせ
加速させるだけです。

35

ずっと薬を飲むのだろうと思う。薬代がかさむ。

36

診療費発生する前に行うことがあるのでは？社会生活のあり方、仕事や色々ある。経済
成長より健康な社会生活で医療費をかけないよう体作り。

37

区画整理事業の遅れで仮設住宅の退去の目途がたたず、ストレスがたまり体調が悪くな
っている。高血圧等。

38

具合が悪くてもすぐ病院に行く事をためらう。

39

交通費用等、生活が楽になります。
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40

今の自分にはローンで助けて貰うことは出来ないと思うのです。県、国の支援がほしい
です。77 歳。

41

高齢者が増え、これからの介護等考えると不安ばかりの世の中…税金のムダ使いはやめ
るべきです。

42

やっと区画整理終わり、長引いたため住宅再建予定も資金のやりくりが困難。日夜考え
中です。

43

予約日に行かないと次の予約が取れないため、回数を減らすしかないです。

44

津波だけでなく台風 10 号でも被災した（二重被災）ケースもあります。

45

病院窓口、薬局窓口での支払いが高額になるため生活が不安である。福祉（身障）の証
書を使って 3 ヵ月遅れで医療費が戻ってくるが先にお金を出すのが多く、そこをいいよ
うに出来ないものかと思う。

46

ほど遠い現実に直面してます。自立できない。まだまだです。

47

内科やその他病院を 1 つにした。

48

津波で主人を亡くしました。私は 80 歳で免許も無く宮古までバスで通院してます。1 日
で 3 ヵ所を回りますと、家に帰った時は疲労で一杯です。今は県営北浜アパートに入居。
家も新築して 3 年で流され、1 人生活で不安で一杯です。亡くなった主人は老人ホーム
で、デイサービスの人はバスで安全な所に行けました。主人は二階の重症の人達を助け
るために一生懸命になって一人で一人を助ける事しか出来ませんでした。今七年も過ぎ
ても一生忘れる事は出来ない。

49

住宅再建したいが、補助金が出るにはいろいろ基準あり、高齢で借入金も難しく絶望的
です。

50

県立病院に大きくめまいにおそわれた時行くんですけれど、どうでもいいような扱いを
受ける。冷たいです。助けて下さい。本当に真剣に私たちを診てくれる先生がほしいで
す。

51

1 番は健康でありますが、自分の周りの環境あり、自分の住宅があれば全てにつながる
と思います。

52

民間のアパートから現在の県営住宅へ移り、その金額の差を考えただけで有りがたいと
感謝しております。お互い大変なのは同じと思います。もう自分で努力して生きて行く
時と思ってます。

53

足が痛くて気分がすぐれない。

54

同じ病気で他に紹介受けて行っても必ず同じ検査。無駄なように思うのだが。
（患者に負
担）（医療費の無駄使い）どうにかならないのかと以前から思っている。

55

長男が入院している。

56

痛みがあっても病院に行くと歳のためとか言われる。まだ 60 代なのに。仕事がきつく大
変。

57

年を取ると診療科が多くなるので大変です。

58

歩行が厳しく、カートみたいな通路に邪魔にならない道具が欲しくなります。
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59

山田病院の車代。いつもお世話になってありがとうございます。これからもよろしくお
願い致します。

60

治療は 9 月で終了です。

61

私達はこれから家を再建しなければならず、年齢と共に体のあちこちに痛い所が出て来
て通院そのものも考えさせられます。世の中もあちらこちらで災害が多く、早目の対応
がほしい。7 年となるとストレスが多く頭がおかしくなって来ました。家の所はかさ上
げがまだで一番最後になりそうです。高いのですがそこまで高くすることが分かりませ
ん。逆に海が見えないのが不安です。地震、津波が来そうと思ったら早目に逃げる事だ
と思います。

62

当地の病院も開院し安心した。高台で大変ですが、命を守るため通う。

63

土地区画整理事業の遅れで、仮設から仮設の引っ越し 6 ヵ月目です。皆が仮設から新居
へ、自分たちだけ取り残されている様で悲しいです。子供も仮設からお嫁に行きました。
夫婦 2 人生活がさみしいです。住宅再建待ちです。資材、消費税等も上がってきて不安
です。長く仮設にいて気分も落ち込み、これから先の事を考える意欲がなくなります。
遅く再建する人に金銭的な特典がほしい!!

64

予約以外は診察できないので（県立大槌病院）どうにかしてほしい。

65

物価上昇や来年からは消費税増税等生活費に負担（大きい）がかかり、思う様な生活が
出来なくなるので何とか出来ないかと思います。

66

健康でいられるよう自分で管理します。

67

後期高齢年金生活。

68

東日本大震災及び要介護、年金生活のため。

69

要介護④でカテーテル交換の為、2 週間に 1 回宮古病院まで通院しなければなりません
（県立山田病院に泌尿器科無く）。

70

お金がほしい。

71

持病が重い為、通院はしなければいけません。ただ病院代（タクシー代、医療費）を考
えるとやはり切りつめるのは生活費であり、これ以上切りつめるのに頭をかかえていま
す。母の介護をしている為、働く事も困難な状況です。震災後すぐに脳梗塞を 2 度くり
返し不自由な体になりました。私は一人で母の介護をしています。年金に頼る生活がか
れこれ 8 年たちます。不安だけが毎日増していきます。これからを考える事が怖く、明
るい気持ちになれず暮らしています。不安、不安、不安、ただそれだけです。辛いです。

72

息子が派遣社員でしたが終わりなので、次の仕事を見つけるまで、見つかるかもう年な
のでどうか分からないので困っている。

73

身内とも疎遠な為、保証人がなかなか目途が立たず困っている（独身 1 人暮らし）。重い
物等、自分 1 人では移動が無理なものをどうしていいのか分からない。8 時(7：30)～17
時までの勤務なので相談したい事悩んでいる時電話できない（相談できる案内所は月曜
～金曜の 17:00 までな為）。

74

年金↓保険料↑
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75

仕事も出来なくなって困ってます。

76

明日の生活が不安。医者代がかかります。

77

バスで三鉄の駅まで行ってそこから宮古まで行きます。

78

7 年以上国にはお世話になっていて申し訳ない。もう人生も長くないので早くポックリ
いきたいと思う。老人は早く死んだ方がいいと新聞で目にする。私も同感だ。しかしど
うしたらポックリいくか教えて!!

79

震災被災者の理解が乏しい気がする。生活自体大変である。

80

股関節、右左痛みある。

81

町の健診（前立腺ガンの受診後）陽性反応ありとの事で後藤医院に通院中。27 年 11 月
より月 1 回。

82

病気（身体）の方か、生活の方をとるべきか、どうしていいか分からない。

83

公営住宅の抽選に落ちて現在の住宅でストレスを感じている。

84

家賃が高くなると生活出来なくなる。妻は骨折しており大変です。

85

大きな病院で診察してもらえない様になって来ている不安。

86

医師に相談してみようと考えている所ですが、発作の起きた時を思えば怖いです。

87

交通費なども考え、現在の状況では通院できなくなると思います。

88

仕事が無く収入が無く希望が無く、医療費どころではない。

89

津波により全てを流され、高齢で職も無く収入をとざされ途方に暮れている。

90

医療機関を充実して欲しい。

91

土地問題。

92

震災後に病気が見つかり大変です。

93

変わりなく通院しています。

94

霧のかかったような先の見えない不安でいっぱいです。

95

国保税を支払っている市民として、国保税とその不足分を何とか支払いで通院出来ると
良い。自分と同じ様な人のように通院をあつかってほしい。

96

被災して職場も主人は失い、長い仮設暮らしで精神的にも弱り、現在は仕事にも付けな
い体調で生活苦です。

97

国保の自分は免除なのに、同じ被災をした妻が社保の為免除にならなかった理由が不明。

98

精神が安定しないので薬代が大変です。

99

70 才過ぎても健康と思っているので仕事をしたくても仕事が無く元気がなくなる。

100 震災復興において国では完了と言っているが、今になり働き世代だった方々の病気が多
くなってきている。県立病院の再開や個人医院の再開もあるが、地元の住民にとって簡
単に行ける場所でない事も多い。医者不足が問題で薬に依存する医者も多い。
101 まだ住む場所も出来ないので、自分の身体が悪くなってきているから、この先が不安。
医者が人によって診てくれなない。
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102 毎月行かないと、安定剤がないと困ります。介護しているので私が倒れると困ります。
まだ新しい生活が始まってないので不安です。
103 公営住宅に移転予定。料金負担があるので大変と思う。
104 未だに仮設くらし、高台の工事はまだかかっている。仕事も、家族のがん発症で収入減
も、もともと収入が少ないのに。手術等は医療費免除でする事が出来ましたが今後は分
からない。道路、住まいなど、復旧が出来たからと言ってその先、収入が増えるとは言
えない。今は建設ラッシュだが、すぐ終わってしまう。その先のローン等に苦しむこと
になるのは目に見えている。
105 カウンセラーを配置して欲しい。自殺が多すぎる。行政は対策を何もしないのか。
106 診療代がないため、給料日後にしか病院へいけない。具合が悪くてもすぐに受診できな
い。
107 診察料、薬代などお金がかかるが、これまで通り通院しないと体がもたない。
108 お金がない。
109 自宅再建に老後資金を使ってしまったので、今後に不安がある。
110 返済がスタートするので、これからが大変です。
111 支援金、借入金で自宅を再建したが、返済する資金が必要なことから日常の生活費を切
り詰めている。
112 みなし仮設だったが、被災時の建物が残っているので、公営住宅に入居は出来ないと役
場に言われた。今月から月 4 万円の家賃の支払いも始まり、食べるのに精一杯。母子家
庭だが、子供二人育てられる自信がない。
113 たまたま、このハガキを見つけてアンケートに協力しましたが、できれば個人あてにア
ンケートを送って意見を聞いて欲しいと思いました。
114 交通手段、現在タクシー通院。
115 90 歳ですので、悪い所が出てきたらと困っております。
116 1 人暮らしですので、ヘルパーさんに来てもらえば助かります。
117 通院が長期化していること。
118 免除が打ち切られても、何とかして通院します。
119 医療費があまり高額にならない様にお願いします。
120 被災して、心身に大きなショックで大変影響を受けている。活力がない日々。被災前の
自分に戻れないでいる。
121 高齢者だが、工事道路で働いて頑張っている。
122 家を建てたものの、地盤が弱かったので工事代金が増えた。町で何とかならないか。
123 高齢者、独居者が多くなってきている時代。医療の存在はきわめて大きい。対策を充分
に。沿岸の過疎地、大震災に遭遇した地域は、未だに医療や買い物難民など、行政の「義
務」について考える時が多い。
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アンケート結果の推移
1 回目…2012 年 5 月 10 日～6 月 30 日 3,020 通
2 回目…2012 年 12 月 10 日～2013 年 1 月 31 日 2,654 通
3 回目…2013 年 8 月 12 日～9 月 30 日 2,402 通
4 回目…2014 年 8 月 1 日～9 月 30 日 2,331 通
5 回目…2015 年 6 月 1 日～7 月 31 日 2,616 通
6 回目…2016 年 6 月 1 日～7 月 31 日 2,403 通
7 回目…2017 年 4 月 1 日～6 月 30 日 2,262 通
8 回目…2018 年 4 月 1 日～6 月 10 日 2,210 通

１、病名（上位 10）の推移
1 回目

2 回目

3 回目

4 回目

5 回目

6 回目

7 回目

8 回目

１ 高血圧

高血圧

高血圧

高血圧

高血圧

高血圧

高血圧

高血圧

２ 歯科疾患

糖尿病

糖尿病

糖尿病

糖尿病

糖尿病

歯科疾患

糖尿病

３ 糖尿病

歯科疾患

歯科疾患

歯科疾患

歯科疾患

歯科疾患

糖尿病

歯科疾患

４ 高脂血症

脳梗塞

高脂血症

高脂血症

高脂血症

高脂血症

白内障

高脂血症

５ 脳梗塞

白内障

脳梗塞

脳梗塞

脳梗塞

白内障

脳梗塞

喘息

６ 喘息

喘息

白内障

白内障

白内障

脳梗塞

高脂血症

脳梗塞

７ 甲状腺

うつ病

喘息

腰痛

腰痛

腰痛

喘息

白内障

８ 白内障

狭心症

緑内障

緑内障

狭心症

骨粗しょ

緑内障

骨 粗 しょ

う症
９ 狭心症

痛風

狭心症

緑内障
１０ 緑内障

うつ病

骨 粗 し ょ 骨 粗 し ょ 緑内障
う症

う症

狭心症

喘息

喘息

う症
狭心症

狭心症

骨粗しょ

緑内障

う症

２、免除を受けている方へ。負担発生後について
1 回目

2 回目

3 回目

4 回目

5 回目

6 回目

7 回目

8 回目

これまで通り
通院する

70.2％ 50.3％

48.7%

42.8% 36.5％ 38.0％ 34.8％ 32.0％

通院する回数

20.7％ 32.8％

34.0%

35.8% 39.0％ 37.4％ 40.0％ 39.3％

通院できない

4.4％ 10.8％

11.8%

14.9% 17.5％ 17.3％ 18.0％ 18.2％

分からない

4.2％

6.1％

5.5%

6.5%

7.0％

7.3％

7.2％ 10.5％

無回答

0.5％

0.0％

0.0%

0.0%

0.0％

0.0％

0.0％

を減らす
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0.0％

３、免除が打ち切られた方へ。負担発生後について
1 回目

2 回目

3 回目

これまで通り
通院した

―

51.7％

53.2%

通院回数を
減らした

―

36.4％

通院できな
くなった

―

その他

―

4 回目

5 回目

6 回目

40.4%

43.1％

42.3％ 44.1％ 39.5％

33.2%

40.6%

37.6％

38.7％ 32.7％ 37.6％

10.0％

10.4%

16.6%

17.2％

16.7％ 17.3％ 19.2％

1.9％

3.2%

2.4%

2.1％

2.3％

7 回目

5.9％

8 回目

3.7％

※1 回目調査の時点で社保は免除されていたので、国保や後期高齢者医療と分けずに質問
した。1 回目の社保は前頁の２の 1 回目に含む。

窓口負担免除の必要性
（アンケートに寄せられた意見のポイント）
１、
２、
３、
４、

震災後、心身の病気が増えた。体調が悪化した
公共交通機関の利便性の問題、高齢で運転できないことなどにより、医療機関への
交通費がかかる（バス代、タクシー代）
病気、診療科によっては盛岡など遠方の医療機関を受診しており交通費がかかる
災害公営住宅には家賃、共益費、駐車場などの費用が発生している

５、 震災前の家の借金が残っている
６、 自宅の新築のための費用、ローンなどの支出がある
７、 低年金、低収入のため生活が苦しい
８、 国保税、介護保険税等が高い
９、 なぜ社保は免除がないのか
１０、今後の生活が不安
窓口負担免除は被災者の生きる支え－
１、 免除への感謝と、免除継続を求める声が多数
２、 免除があったから受診できたとの声が多数
３、 肉親・知人、財産の消失、将来への不安が多い被災者にとって、経済面・健康面は
４、
５、

もとより精神面も支えられている
お金の心配なく受診できる安心感
窓口負担の費用を住宅建築など他の支出に回せる事
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まとめ―
東日本大震災で被災された国保と後期高齢者医療の方の医療費窓口負担の免除が、本年
12 月末日で打ち切られる予定です。しかしアンケート結果では、負担が発生した後「これ
まで通り通院する」との回答は 32.0％にとどまり、
「通院の回数を減らす」
「通院できない」
「分からない」との回答は 68.0％に上りました。この背景には、アンケートに寄せられた
意見から、「低年金のため生活が苦しいこと」「公共交通機関の利便性の問題、医療機関が
遠方であること等により、バスやタクシー利用の経費が高額となること」また、被災され
た方々の事情として、
「肉親や知人・財産の消失、将来への不安から、窓口負担免除は経済
面や健康面の他に精神面も支えていること」「お金の心配なく受診できる安心感」「窓口負
担の費用を新たな住宅建築など他の支出に回せること」などが考えられます。
寄せられた意見を分類すると、最も多かった意見が「免除を続けて欲しい」30.1％、次
いで「免除はありがたい・助かっている」15.4％、「低収入・年金のみで生活がたいへん」
14.9％と続きました。
災害公営住宅の入居が進んでいますが、低所得や震災による収入減等の理由で家賃の滞
納が急速に増えています。仮設住宅には未だ 5 千名を超える方が入居しています。復興の
進捗も地域により大きく異なります。事業所の再開や雇用の確保も道半ばです。新たな住
宅建設には費用もかかります。こうした中で窓口負担が発生すれば、必要な受診が妨げら
れ健康をさらに悪化させる恐れがあります。
このようなことから、当面は窓口負担の免除を継続するべきであると考えます。また、
既に免除が打ち切られた社保の方々は、「これまで通り通院した」は 39.5％にとどまり、
60.5％の方が「通院回数を減らした」
「通院できなくなった」と回答しています。意見には
「社保も免除して欲しい」「被災者は全て免除して欲しい」との声が寄せられております。
社保の免除打ち切りについて厚生労働省は「収入がある」ことを理由にしていますが、被
災地においては事業所の再建等が道半ばであり臨時雇用や低賃金の仕事も多く、その上、
被災した住宅ローンの支払いや、新たな住宅建築への資金確保等も考えれば、窓口負担の
支払いは重い負担となります。社保の免除も復活させるべきです。
免除にかかる費用について、国は 8 割を補助し、残り 2 割は県と市町村でまかなってい
ますが、被災者の多い沿岸部以外の市町村には国の補助は全くありません。したがって、
県は国の支援がない市町村に対して 9 割、市町村（後期高齢者医療は後期高齢者医療広域
連合）が 1 割を負担している状況です。医療保険制度は国の制度であり、国の責任で免除
にかかる費用の全てを補助するべきです。
当協会は、引き続き被災者の医療費窓口負担免除を求める取り組みを進めます。今後も、
県や国、国会議員等に対して積極的に要望して参ります。
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