
歯の矯正治療に関するアンケート結果

取扱団体：「保険でより良い歯科医療を」宮城の会(事務局：宮城県保険医協会）

回収方法：調査用紙で返信もしくはホームページより回答

調査期間：2022年4月～7月

回答数： 1722

①【ご自身またはご家族が学校歯科健診で歯並び・嚙み合わせに関する指摘を受けたことがありますか。】

項目 人数 ％

ある 850 49.4

なし 842 48.9

その他 21 1.2

無回答 9 0.5

1722

②【①で「ある」と回答された方へ―結果後に歯の矯正治療を受けられましたか。】

項目 人数 ％

受けた 446 52.5

受けていない 350 41.2

その他 49 5.8

無回答 5 0.6

850

③【②で「受けていない」と回答された方へ―その理由をご記入ください。】

回答の主な特徴

記載回答308件の内、「経済的理由」や「費用が高いから」、「保険適用外だから」など

費用面を理由としている内容が146件あった。その他、「年齢的に様子をみようと言われた」

「経過観察と言われた」「必要ないと言われた」「やらない方が良いと言われた」

「難しい・出来ないと言われた」「自然に治った」「必要が無いと判断した」

「時間が無くて通院出来ない」「本人が嫌がった」「これから受診予定」等の内容でした。

（記載数1,499件）

④【現在、歯の矯正治療は保険適用外の治療であることから、健診などで治療の必要性
を指摘されても、治療を始められない、または、歯科医院を受診することすらできないと
いった現状があります。この様な日本の公的医療保険制度についてどう思いますか？率
直なご意見・感想を教えて下さい。】
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（回答の主な特徴）

1.保険適用に関する事項（509件）

3.歯、歯並び、嚙み合わせの重要性（247件）

4.子どもの歯科矯正に関する事項（「金額問題」に分類した事項を除く）（106件）

5. 「矯正治療に関する保険適用を疑問視する意見（17件）

6.現在も定期的に歯科医院に通院している（メンテナンスなど）（16件）

7.歯科医院への要望・不満（15件）

8. 治療の必要性がない、身近にいない、わからない（14件）

9.歯科検診について（13件）

10.見た目の重要性（12件）

11.その他（69件）

記載の中で、保険適用を望む意見は569件でした。

（記載数920件）

（回答の主な特徴）　

１．自分・子どもの矯正治療の経験（333件）

(1-1)治療代が高額だった(164件）

(1-2)治療の時間がかかった（46件）

(1-3)治療をして良かった（20件）

(1-4)矯正治療を途中でやめた（15件）

(1-5)痛かった辛い経験だった（14件）

(1-6)現在通院中（14件）

(1-7)その他の矯正治療の経験について(60件）

2.金額問題（「治療代が高額だった」経験に分類した内容を除く）（159件）

4.高額のため治療を諦めた（77件）

5.歯科医院・矯正治療への要望・不満（55件）

6.早期の治療の必要性・大人になって必要性に気づいた（43件）

7.歯、歯並び、嚙み合わせの重要性（39件）

8.矯正治療をしたことがない・わからない(24件）

9.矯正治療の情報が欲しい（21件）

10.友人、知人等が矯正治療していて、大変だと思った(14件）

11.子どもの歯科矯正に関する事項（「子どもの歯科矯正経験」に分類した内容を除く）（10件）

12.その他(50件）

記載の中で、保険適用を望む意見は284件でした。

2.金額問題（48１件）（この内「子ども・自分の治療費が高額だった」「高額の為に諦めた」
「今も受けられない」とする内容が96件）

3.保険適用に関する事項（95件）

⑤【ご自身や家族が実際に歯の矯正治療をされた中で感じたこと、または、矯正治療を
おこないたくてもできなかったことなど、なんでも構いませんので、歯科矯正治療に対し
て思っていることや、感じたことを教えて下さい。】



歯並びや噛み合わせが悪いと健康に悪影響をもたらすので、保険適用にして、お金の心配をせず、誰

もが矯正治療ができるようにすべきだと思います。

治療の必要性があるのなら、保険適用を望みます。

歯並びのせいで人体への影響もあると、聞いた事があり、やはり保険適用であれば見た目もですが、

そのような人体への影響も加減されるのではないかと思う。是非適用になってほしいです。

4．ご意見・感想

とても高額で長期間にわたる治療なのでお金がないと治療は難しいと思いました。

矯正しない事で生活に支障が出るので有れば保険適応すべきだと思う。

歯が悪くなると他にも影響されるといわれるので、ぜひ、保険治療にしてほしい。高齢者は、優遇さ

れて、若い子は。。。

保険適用されるなら受診を考える

どのような境遇でも、歯科治療は大事だと思います。

必要なのはわかっているが、給料が上がってない中、高額な矯正はハードルが高い

保険適用にしてほしいと思います。

少なくとも学校の検診で指摘された治療に関しては保険適用すべきだと思う。

矯正治療の全てを保険適用にするのは無理だと思いますが、もう少し検討してほしいと思います。

高い保険料を納めています。必要とする治療にこそ、保険を利用できるようであってほしいです。

親の収入により子供が矯正治療を行えないのは不平等なので、子供だけでも保険治療が出来たらいい

と思います

保険適用になれば良いと思う。

保険で治療できたら、老後も残る歯が増えるのかなと思います。

歯科の治療の見通しがわからない、いつ終わるのかも見当がつかない、先生のさじ加減でいつまでも

かかるとか不安でしかない。口内ケアの必要性は最近注目されていますが、通うのに時間の都合をつ

けられないと思う。ケガして生活に支障があるのとは違う。

矯正しないと健康を害するのであれば保険適用にして欲しい。

審美的なものは自己負担でも。身だしなみの一部として矯正するのがマナーの国もありますよね。日

本は少し遅れてるかなと思います。でも線引きが難しいですよね。歯並びをからかわれていじめに繋

がったり、悩みすぎて心を病んで社会生活を送れなくなったりもありますから。虫歯も口内の虫歯菌

撲滅技術があるなら保険適用でみんなにして欲しい。少しづつけずって通わせて金儲けしてますよ

ね。違ってるのかもしれませんが、そのようなイメージがあります。

子供が生まれつき永久歯の欠損が３本あり、いずれ歯並びや噛み合わせに必ず影響が出るので、矯正

に通っています。

大人の美容のための矯正は保険適用外でも仕方ないと思いますが、生まれつきや病気などやむを得な

い事情がある場合にも自費診療なのは、とても残念に思います。治療は長期に渡るため、精神的負担

もかなり大きく、経済的な負担が軽くなるだけでもとても助かります。

保険適用になって欲しい。

嚙み合わせが悪いと、健康に弊害も出てくると聞くので、気軽に治せる環境であればいいのにと思い

ます。

人生100年時代なので歯の健康は、とても大事に感じます。矯正治療だけでなく保険適用になる歯科治

療の範囲が広がる事を期待しています。



歯が大事といいながらなぜ保険が適用にならないのか不思議です。

娘の歯科矯正をしてあげたいけど高額すぎて無理でした。早く保険適用して欲しいです。

治療技術があるのに、生かされないのはもったいない気がします。高額な治療全てではなく、部分的

な保険適応があってもいいかと思います。

アメリカでは皆当たり前のように矯正します。面接でも矯正していないと響くと言われていて「出っ

歯はあくま」と言われるほどです。見た目ではなく歯並びは健康にもつながるということで運動神経

の良い人は歯並びが綺麗です。選手は皆矯正している人も多いです。身体にも影響のある歯を保険適

用にするべきだと思います。

保険適用出来たら、治療したいと思う。

この度、歯科矯正の相談をして費用の高さにビックリしました。なかなか一気に出せる額では無いと

も感じました。子供の今と将来の為にも仕方ないと思うしかない。学校行きながらの歯科受診はいつ

も予約がいっぱいで困難なのが現実

知り合いが矯正治療を受けたが、治療費用が高額で大変だったと言ってました。保険治療ができると

いいと思いました。

我が家は、息子2人とも矯正治療が必要と診断されました。高校受験も控えてるので、金銭面で高額に

なると聞いてまだ治療を開始できてません。保険適用になると本当に助かります。

金額が高くて負担になりやらない選択をしている人も多いと思います。

学校の定期検診で指摘される項目が保険適用にならないのはおかしいと思います。歯科矯正が見た目

だけのものと違って、健康に関係するのなら保険適用にしてもらいたいです。

歯並びや口腔環境が健康に影響があることがわかっているので、保険の適用で受診しやすくなること

を望みます。

高額な治療になるので、必要性を聞いたとしても考えてしまうと思います。誰もが同じように治療が

できる世の中になることを希望します。

身近に矯正治療を受ける方がいないので、保険適用の費用の面がよくわかっていませんでした。

子供のうちに治すことで、健康になり医療費削減になる。

歯の健康は命を直結するので、是非保険適用にしてほしいです。

歯科矯正は見た目だけの問題で行う治療ではないと思います。噛み合わせ、虫歯、歯周病、肩こり、

顔のゆがみなどさまざまな症状をもたらします。ぜひ、保険適用になってほしい。

矯正も保険内でできるといいとは思うけど、保険料も上がってしまいそう

子供の矯正治療に関しては医療保険が適用になればありがたいと思うが、保険金が嵩むと保険料の値

上がりが心配。

高額な治療費がかかるので、治療をためらい、悪化してしまうこともあるので、保険適用にしてほし

い。

治療費がとても高い。

矯正治療の範囲が広がるのは、良いと思います。学校の歯科検診で、歯並びが悪いと必ず歯科医院の

受診を進められました。安く治療できるのは助かります。なんらかの理由で保険が使えない子ども達

も治療できれば良いと思います。

保険適用になることによって治療したくてもできない方々が治療しやすくなると思うので早く保険適

用になってほしいです。

歯並び、あごの形は重要だと思うので、気軽に治療できないのは残念。



学校の健診等で矯正治療の必要性を指摘される子供は沢山いると思います。その中で実際に矯正治療

を始めることができるのは、ごく少数です。ぜひ、改善していただきたいと思います。

保険が使える歯の矯正治療があれば治したい。安くして欲しい。

歯並びや歯の健康は、健康寿命の点からも大切なので、保険適用になれば矯正しやすくなると思いま

す。

痛みがあったり、食べ物が噛み砕けないほどの歯並びや噛み合わせなら保険適用が必要だと思いま

す。

子供の健康に関わることなのに保険適用外は納得出来ません

歯の矯正は値段が高く、費用も医院によって差があると聞きました。子どもの前歯が大きく、本人も

気にしており、矯正を考えてはいますが、どこの医院に行けばいいのか、相場はどのくらいなのか一

切わからずに放置しています。矯正にも保険が適用され、もっと気軽に相談に行けるようになること

を切に願っております。

大変高額な為、保険適用になると助かります。

矯正したいがために一番初めに受診するだけでも、3000円かかり、びっくりしました。説明を聞いて

更にびっくりしました。

歯科治療や矯正に伴う費用は高額になりがちで、ともすれば諦めがちな部分もある。歯並びや嚙み合

わせは健康な生活にも影響があることなので、もっと気軽に治療や矯正が受けられるようになると良

いと思う。

子供四人がいて遺伝なのかみんな歯科矯正を受けています。

一人多い子だと10０万円歯科矯正にかかります。

本当に家計を圧迫して大変なんです。岸田総理が歯について改革をすることになりそうなので歯科矯

正も是非、保険適用にしてほしいです！

基本的な治療であれば、保険適用があると矯正もハードルがさがり、治療を受けてみようかと思う人

が増えると思います。

歯の矯正は費用が高いので、やりたくても出来ない人が多いと思います。保険が適用になると、とて

も助かります。

保険適用の範囲にもよるが、適用されることで転勤などで途中で医院を変えざるを得ない状況などの

場合にも治療までハードルが低くなりとても良いと思う。

我が家もそのような現状なので、保険適用になってほしいです。

なぜそうするのか疑問

不公平感がある。

どの家庭でも何十万というお金を用意できると思わないでほしい。治療費が用意できないと治療出来

ないのなら、学校での健診など、意味がないと思います。

治療に高額な費用がかかると友人知人から聞いていました。わが家も歯並びには不安がありましたの

で、保険適用となるなら大変助かります。歯並びは将来の健康にも関わってくると思うので、一般医

療と同じくどんな家の子どもも気軽に治療できればいいと思います。

歯の歪みは、今問題なくても将来骨格の歪みに繋がり、肩こり、腰痛、足の痛みなど様々な体のトラ

ブルになります。

現状ケガや病気になってなくても、将来なる大きな要因でもあるので、保険適用にすべきだと考えま

す。



治療時間が長い。

教育と同様、経済格差があると思う。嚙み合わせは直接健康に関係するので、ぜひ保険適用していた

だきたいです。

保険適用されるといいですね。

お金、時間

保険が適用されるといいですね。

レントゲンを撮ったり、写真を撮ったりしますが、その結果を詳しく教えてもらいたい。

年金生活者にとって大きな金額は、とても支払いが出来ません。ぜひ保険適用をお願いします。

孫が矯正で5～6年かかりました。現在はすごくきれいになりましたが、保険が効かず大金かかったよ

うです。

必要に応じて、保険治療にして欲しい。

矯正治療の全てを保険適用にするのは無理だと思いますが、もう少し検討してほしいと思います。適

齢期に始めるのが、時間と費用もおさえられるとききます。無理に幼少期から始めなくても良いです

が、自己管理が出来るようになる頃から保険適用になると良いですね。口内の健康は生涯現役で食事

ができる。脳の衰えも効果的だから重要なことだと思います。

公的医療保険制度があればいいと思いますが・・・。

3人の子どもが矯正の必要ありと言われ、百万円単位それ以上の出費だったので、家計のやりくりが大

変でした。

保険内と保険外では、材質、治療内容が違うので、どちらで治療するか悩む事がある。

歯の治療は大切だと思うのですが、定期的にするとなるとお金のこともあるし難しい。保険がきくの

であれば良いのですが。

保険適用にして下さい。

歯並びなどが経済状況をよく表す、ということは個人的な感覚からも理解できます。歯から全身の健

康がわかり、健康状態のメンテナンスにも重要な部位であることは、私自身定期検診からも感じるこ

とであり、保険適用範囲を広げることは、様々な病気の予防にもつながることは確かだと思います。

保険があれば矯正する人が増えると思う。すべてのものが値上がりする中で、保険が使えるのは嬉し

いと思う。

身近に矯正しなければならない人はいないから関心ありません。主人は78才ですが、現在上部総入れ

歯で通院し、けっこう苦労してます。安定しなくて・・・・。

治療費はかかった様ですが・・・。今はきれいな歯並びになっています。

保険がきけば、治療を受けやすい。

身近な方々から高額負担の話をよく聞きます。最近の子供はよく矯正を進められているように感じる

のでもう少し気軽に治療出来るようになればと思います。

合う歯医者さんにめぐり合わない。

保険適用外の治療であることから、検診などの治療が始められないのはおかしい。

大変だと思います。治療にあたっては、結構通院の回数も多く本人も痛みがあり、行きたがらないの

が現状でした。また金銭的にも負担が重なります。

子供が歯並びを指摘されて数年前に矯正しました。高額でとても大変でした。保険適用よろしくお願

いします。

健康に必要ならなるべく受けた方がよい



子供が小学校の頃行いました。料金が一度3万5千円かかり、とても大変でしたが、その時期にやって

良かったと思いました。

もっと公的医療保険制度は子供だけでなく広げてほしいです。

保険適用を希望します。

歯並びとかが悪いのは「生まれつき」とあきらめがちです。私も歯並びは悪くて劣等感がありまし

た。保険が適用されれば治療する人増えるのでは？

費用が高かった

矯正は高額というイメージがあり、実際子どもが小学生の頃に矯正を行いとても高かった事があり、

保険が使えればと思っていました。病院によって金額が大きく違う事にも納得がいかない事がありま

した。なぜ保険が効かないのか、きちんと説明されたか不明です。

かなり高額になった。長期にわたり治療をしたので、本人も大変だった。長男は医学的に必要な治療

だったが保険適用外になった。

高額ときくので保険適用にしてほしいです。

とにかく金額見直しお願いします。

高額というイメージがある。

保険適用になれば金銭的負担が減り、とても良い事だと思う。

歯科での健診で歯並びを指摘され、治療を開始しましたが、経済的負担が大きく生活に影響が出るか

もしれない・・・と不安があります。歯並びは一生の健康と切り離せない問題にもかかわらず、経済

状況によって治療の可否が左右されることに疑問です。健康的な生活は国民の権利です。ぜひ保険適

応の範囲を拡大してほしいです。

歯科によって治療費が色々なのは何故なのかな？と思います。保険が使えたら良いと思います。

ぜひ保険が適用になるといいと思います。

保険料支払っている立場から是非保険適用を希望する。

保険適用にしてほしい。

歯並びによって他の病気にもつながると言われているので保険適用になるべきだと思う。

日本人の国民性で歯並びに対する意識が低いと感じます。自分も子供も自費で矯正治療をし、歯に対

しての美意識は満足しています。是非、公的医療保険に適用にしていただきたい。

歯の矯正治療は高いものという概念がありますが、矯正したくてもできない現状があるのなら、その

ような人でも受けられるように是非とも保険適用にして欲しいものです。

健康な体には、歯も大事という事を強く感じています。その意見でも保険適用を強く望みます。

近くの歯科でも受診出来ることを願っています。気軽に受けられるような環境にして情報を多く発信

してほしい。

保険適用の範囲をもっと広げてほしい。最近口の中の健康状態が全身に影響すると聞いたので

どうしても治療しなければならない方が、保険適用で治療できるのであれば適用にしても良いと思い

ます。ただし無駄使いにならないようにして欲しいです。

矯正治療も上手・下手があると思います。先生と患者の相性もあると思うので・・・。保険適用にな

れば気軽に探せると思います。

是非とも保険適用にしてほしいです。

保険がきくととても受けやすくなると思います。

保険適用になることをのぞむ。



医師が必要（美的ではなく）という場合は、保険適用でも良いと思う。

公的な所から半年に１回は通知をして結果を報告するシステムを作ってみたら良いのかな？

ぜひ保険適用になる事を願います。けっこうな金額になるので大変だと思います。

保険適用になれば良いと思っています。子供の時から治療を始めていれば、大人になっても身体全体

に影響する病気が遠ざけられる

保険適用になったらありがたい。そしたら、矯正も少し気軽に考えられるかもしれない。

子供が嚙み合わせで指摘を受けているので、保険適用になったら嬉しいです。

歯の健康が体全体に影響すると聞くので、国民全体にとって必要な治療になっていると思います。

歯の健康は身体の中で一番命とつながる体の大事な一部と常々感じていますから、幼い時から異常

（矯正要）を知った際には公的医療保険も緩和し、一人でも治療を受けられ、豊かな人生にも影響す

るゆえ、保険適用を求めます。

孫が矯正治療をしているので、保険制度になったらいいと思います。

保険適用にするとよいと思う。

歯科検診で全国民が受けるようになる方向の話が出ていますね。予防医学の点からも歯科の方も公的

に治療等、受けられるようになればと思います。

学校の歯科検診では虫歯や歯並びで治療が必要な場合は勧告書を出しているのに、一方は保険を適用

し、もう一方は適用外にしているのは大きな矛盾であると思います。

政治家が市民のくらしを全くわかっていないせいだと思います。

現在治療中で自費は辛いです。一刻も早く保険適用にして頂きたいです。

保険適用の方がいい。歯並び悪いと虫歯にもなりやすそうだし。

保険適用外の治療を少しでも保険適用にできるといいと思います。

歯の治療代だけでも大変だったので、治療の方まではできなかったので良いことだと思います。

公的保険制度で治療を受けられる事は大変良いことだと思います。

あれば嬉しい

治療費が高くて、治療を受けるか習い事をするか子どもに決めさせた。保険が適用できるのであれ

ば、みんなが治療できると思う。期間も長くかかるし、子供の成長と学費がかかる時に親はその治療

費を出すのは大変でした。

矯正治療に関する情報？があまりなく、必要かあまりよくわかりません。体全体にかかわるようで誰

でも治療費も含め受けられるように学ぶと良いと思います。

矯正というと、どうしても美容と考えられやすいのか、保険の適用外となっていますが、嚙み合わせ

が悪いと体全体に支障が出ることがわかっており、不調の大きな原因になると考えられるので、是

非、保険の適用をお願いしたいです。

治療費の価格が適正かどうかわかりません。

歯科健診で指摘を受けるほどじゃなくても、歯並びに悩んでいる人はたくさんいると思うので、保険

適用でたくさんの人が助かるようにして欲しい。

子供が3人もいると矯正治療が受けさせられません。本当なら治療を受けさせたいです。

高額なので。

歯は胃・腸の歯と言われる様にとても大事なところです。お金の心配を気にせず利用出来る制度は是

非必要。



保険のきく材料はあまり良くなく。

歯医者さんの受診は金額が高い。安く診察出来るといいのですが…。

保険適用外の治療もだれでも皆が平等に受診出来るようにするべきだと思う。

歯医者は医療費が高いのと期間が長いので行くと長期間治療しなければならない。もう少し、期間が

短ければと思います。

歯の矯正は高額とよく聞きます。保険が使えればいいと思います。

日本は矯正治療について遅れていると感じます。保険適用していただきたいです。

子供が3人いると大変！！孫3人が歯列、嚙み合わせ悪く治療すすめられる。保険が効くとよい。

定期的に3ヶ月ごと歯の点検をうけている。虫歯、歯周病が予防できているので、歯並びだけでなく丈

夫な歯、歳をとっても歯並びの大切さが話題になっている様です。それで69才になる妹がインプラン

ト治療をしています。入れ歯等の年齢なのにと疑問を持ちました。インプラント治療をして物を嚙

み、おいしいものを食べ身体に良い物を食べて、余生をすごすことをすすめられたとのこと。

昔とても高かったので、改めて適用になれば一人でも多く治療されると思う。

女子の歯並びは心に残ることです。心の病にもつながる可能性があります。

治療費が高いのは本当に大変です。保険制度で適用になる事を望みます。

歯は大事であると思うので、歯並びで顔も変わってしまうようなことがない様に、子供のうちにきち

んと治療できることが望ましい。

治療したいと思う場合、負担を少なく受けられる保険制度であってほしいと思います。

保険適用されれば気軽に矯正出来るのはいいですが、高額となるため、それも心配です。

保険適用外だと高額な治療費が負担になる。保険適用になると治療のハードルが下がると思う。

全額保険で受診出来る様にして頂きたいです。高額な治療なのでしたくてもできない方もいると思い

ます。

保険適用でやっていただきたい。高額なので・・・。

ひどい人は公的な保障があると良いと思う。

昨日、年一回の歯科検診が国会で可決されましたが、早く実行してもらいたいと思います。また、１

回だけでなく回数を多くして予防歯科にも力を入れて欲しいです。また、矯正は高額治療で大変です

ので、保険適用を望みます。

80歳まで20本の歯を！！というスローガンを歯科でよく見ます。歯並びは良い方が歯みがきしやす

く、汚れも落ちやすいと思うので、矯正が保険適用されれば治療したい人が受けやすくとても良い事

だと思います。

保険適用になるのは良いと思う。

歯の治療は一生の問題でもあるので大切ですね。

美容以外の人には保険を使えるようになってほしい。

一人目の子は矯正治療したが、二人目の子は受けられていない。素直に治療費が高すぎます。

歯の矯正の場合歯ぐきとか歯並びだけとかだと思うのですが、保険適用してくれると嬉しいです。

予防医療としても重要な事から適用になればその後の健康を保つ上でも、その後の医療費を減らすた

めにも良い事だと思う。

一生の問題なので、指摘された時に受けられるように保険適用になって欲しいです。

保険適用にして、矯正治療がもっと身近なものになればいいと思います。

矯正治療は高額になるので、保険制度になれば治療できると思います。



補助がないと気持ちも進まない。なかなか知識がない。

高すぎると思う。

制度がかわれば様々な治療を受けられるのにいいと思います。

治療は大変高額と聞いている。保険で治療できるのであれば大いに助かると思う。

改善して欲しいのみです。

高額すぎる

歯の矯正治療は高額なので大変でした。やっぱり保険適用にしてもらうとこれから治療や歯科に行き

やすいと思う。

歯の治療そのものも高いような気がします。

矯正するまでには何回も歯科に通院しました。場所も遠くでお金もかかりました。治療費だけでな

く、入院交通費等かかるので治療できないことが多いと思います。

歯並びによって虫歯のリスクを指摘されても費用を考えると受診することもこわい。虫歯と結びつけ

るなら保険適用にしてほしい。

保険を適用にして欲しい。

早期受診をおすすめします。こじらせない為にも是非お願いします。

歯の健康が身体全体に及ぼす影響はかなり大きいと言われます。歯の健康が人の健康、社会で守って

欲しいです。経済的な要素などで治療を受けられないなんて、なくして欲しいです。

まず虫歯にならないようにする事、ハミガキが大事。保険がきくと嬉しい

保険制度があれば良いと思います。歯は一生大切なものなので。

可能に出来るなら、保険適用にして頂いた方がいいですね。

保険適用にするべきだと思います。矯正できなくて、消極的な生活を送る子はかわいそうです。ま

た、健康にも影響すると思います。

保険適用とするべき

保険適用されて欲しい

子供の頃、矯正しましたが、高額でした。たしか50万円位だったと思います。保険適用されればたす

かりますね。

保険適用にしてほしい。

矯正治療は高額にもなり、無治療では見た目の影響も大きいと思う為、逆に保険適用+αがあっても良

いくらいだと思います。是非手厚い保障がかなう世の中になると良いと思います。

保険が使えるといいですね。

保険適用であれば値段を気にすることなく治療をはじめられると思う。歯並びは大事だと思うので。

歯の矯正も健康な日常を過ごすために必要なのに、治療できない人がいるので、保険適用にしてほし

い。歯の矯正は美容ではない。

歯の矯正は美的なものだけでなく健康にも関わるので保険を使わせてほしい。

高いというイメージがあるので、少しでも適用になれば、治療する方が増えて子供達の健康に良いの

ではと思います。嚙み合わせ大事だと思うので。

確かに！もし自分も指摘されても治療を始めるか迷いますね。子供の場合は頑張って受けさせたいで

す。

歯の矯正は体の体調保全の上で大切だと思います。保険適用が妥当だと考えます。



私の子供が矯正したのですが、2人だったのでお金が大変でした。

保険適用に早くなれば良いと思う。治療しやすくなり多くの人が歯の健康を保つ事ができる。

幸い家族の中で治療が必要な事はなかったけれど、やはり嚙み合わせが一生に渡って大切な事や、年

を取ってからの歯並び等にかかわってくるので、保険適用は必要なことだと強く思います。矯正治療

は高いというと診療もなかなか受けがたいです。

国が決めたのなら従う

確かにとても高額な負担となり、公的制度が実施されるならとても嬉しいです。

適用されたらいいですね。

やはり歯は大事で身体にも影響があるので保険適用だと嬉しい。

保険制度があれば治療を受けやすいと思います。

みんなが治療できる社会になる方が良い。健康にも関わる事だと思うので。

保険適用を是非！もっと手軽に通院できる様に。

少しでもお金が出ると助かります。子供二人が矯正してます。

保険負担してほしい。

孫が小学校で歯並びが悪く、上下１本づつ並んでいない。小さいうちにということで、上下30万×２

で治しました。親の負担が大きかったので、保険がきけば大いに助かります。

保険適用になると良いと思います。

治療したくても保険適用外で治療を受けられないのは大変なことなので、是非保険適用になるように

お願いしたいと思います。

公的医療保険制度が適用になったなら、皆さん受診する人が多くなり助かると思います。健康は歯並

びから口腔ケア大事です。

保険適用になれば家計が助かると思います。

早く治療が受けられるようになることを望みます。

保険が適用されれば考える。

公的医療保険を使う事が望ましいと思う。もし子供さんが矯正の場合、学費もこれからかかっていく

ので。

やはり料金は大変でした。娘が小１から中３まで通いました。もう少し気軽、手軽に出来たらと思い

ます。

保険適用にして治せば虫歯のリスクも減ると思います。

歯科矯正してないから

歯の矯正治療は多額の治療がかかるので、家庭の負担が大きいと思います。公的保険で受けられるな

ら、家庭の負担も軽くなるので良いと思います。実施を望みます。

是非、保険適用になるといいと思う。

早く誰でもが治療できるようになるといいです。

保険適用をお願いします。

保険適用できるようになったら良いのではないか。

治療費が高いとどうしても治療する人が少ないと思います。適用の範囲が広がるよう願います。

保険適用になったらいいと思います。

医療行為ではないのかもしれませんが、歯並びを良くすることで、虫歯予防にもつながると思うの

で、保険適用になると良いと思います。



保険適用にして欲しい。その方が歯の治療にかかる保険料を下げる効果がでると思います。

保険で治療が出来ると思っていました。今まで出来てないところは驚きです。なんでも保険適用にな

れば良いと思います。

良い事だと思う。

歯の矯正は高額であるために、治療終了までいくらかかるのか等が不安

保険適用内であれば時間をやりくりして受診していたかもしれない。以前は歯の健康の重要性をそれ

程には認識していなかった。

治療しやすいような環境になれば良いと思います。

保険適用になるのがいいと思います。

保険適用の範囲を広げて欲しいです（インプラントなども）。

歯並びは体全身だけでなく心の健康にも一生かかわっていくことだと思います。ぜひ皆がうけられる

よう保険制度を確立してほしい。

矯正だけでなく歯の治療は時間もかかり、お金の負担も大きいと思います。特に子供の頃から矯正な

どは負担なくできるといいと思います。

全ての国民の健康維持のためにも、矯正治療も保険適用になることを望みます。

お金の負担が軽くなれば行きたいと思う人は必ず増えるはず！

学校歯科健診での指摘されたことはありませんでしたが、本人が気にして、娘が大学生の時に矯正を

始めました。矯正の途中で歯に虫歯が見つかり、歯の健康のためにも良いので、保険適用されるよう

になってほしいです。

かみあわせは、その後の影響が大きい部分なので、誰でも保障が受けられるべきと思います。矯正の

みならず、歯科治療の保険除外部分の見直しを希望します。

前よりも歯の矯正をしていても目立たない診療なので、費用もいくらかかるのかわかりませんが、歯

の検診なので早く治療できるように指導が欲しい。

昔とくらべ歯並びが悪いとのこと、将来的な害が理解されてきているが、一番は金額的な面が大きい

ハードルになっていると思われる。

高額治療費なので制度があれば良いと思います。

やはり高い治療は払うのが大変なので、保険適用にしてもらいたいです。

矯正もですが、フッ素塗布や定期検診（3ヶ月に１度）に通うのもかなり毎回受診料がかかります。こ

のあたりも改善して欲しいです。

歯は一生ものですから、この様な公的医療保険制度にしてほしい。

歯並びは顔の印象が変わるので、子ども達に笑顔でいられるために気になる子が矯正を受けられるよ

う、保険適用にしてほしい。

歯を大切にすることは、命を大切にする（寿命）ことにもつながるかと思いますので保険が適用され

ることを望みます。

身体全体に影響があらわれるので、保険適用にすべきだと思います。

必要とされる方に一部負担金が支給されることを望みます。

公的医療保険制度、有難いと思います。歯の痛みがないとなかなか受診しないので、定期的に治療に

通えればと思います。現在、歯の矯正治療はないのですが、孫達の年代には保険適用必要です。

歯科矯正治療は保険適用で多くの人達が助かるので、ぜひ実施して欲しいです。

少し遅いような気もしますが定期的な健診が必要です。



矯正治療にも保険適用してほしいです。多くの方が助かり、笑顔にも自信がもてるようになると思い

ます。

小学生の歯科検診の時に歯の矯正が必要なものには是非、無料で治療をしてほしいです。小さいうち

ですと費用も時間も少なくて済むと思います。ひいては大人になっても歯から体調不良になる事が防

げると思います。公的な保険診療の増額を防げます。

歯の健康が全身に及ぶという認識がないため保険適用にならないのだと思います。30年くらい前に始

めて10数年かかりましたが、全部で100万くらいかかったと思います。

保険適用にして欲しい（健康にも関わる事なので）。

経済的理由で治療を受けられないのはとても苦しい

健康維持の為に必要な治療には保険を適用させて欲しいと思います。

自分もやりたかったがあきらめました。

実際指摘受けても高額のため矯正治療を受けられなかったと思います。是非保険適用を認めていただ

きたい。

小学2年生の子がそろそろ治療をしないといけないので何とか保険で行ってほしいです。

１年位、毎月一回治療しています。

口腔外科に行きたいがなかなか行けない。

矯正は高額になるので保険適用であってほしい。

歯は一生ものですから国でしっかり公的医療保険制度で守ってほしい。

高額のため

治ったので

高額な金額がかかるので是非保険適用にしてほしい。

保険適用されると、将来の子供達に良いのではと思います。

保険適用を認めて欲しい。

おかしい

保険でうけられるようになったら良いと思います。また、期間が長くかかるのでなかなか大変です。

高額治療であるのと、どの程度必要性が有るか不明。指針となるパンフレット等わかりやすい資料が

手元に無い。何の為に、どのような治療が必要なのか告知されていない。

私はこのまま自由診療で良いと思います。しかし、矯正も審美歯科と同様に思われている部分がある

ので、理解が進むと思っています。

歯は大事だと思いますが、保険がきかないこともあって考えてしまう方も多いと思います。

金額が高すぎると思う。

保険適用外だから、治療する人が少ないため、大人になってもそのままの人が居ると思うので、適用

になると利用し、きれいな歯になるのではないかと思う。

子供のかみ合わせは健康にかかわる。

保険適用になればもっと積極的に治療できるのになと思います。

周囲の方から何十万もかかるとききました。もう少し安く治療できるようにしてもらいたい。

子供の歯並びが気になっているが、受診していない。保険が使えるなら治療費が安くなるので考えた

い。

とにかく治療費が高い



治療費が高い

嚙み合わせが健康の維持に必要なのであれば、ある程度の保険適用をしてくれたら良いなと思いま

す。

保険適用にして欲しい。

矯正治療も保険適用になれば良いと思う。

体に影響が出る。治療の必要な人にはぜひ保険で治せるようになってほしいです。子供には保険診療

や補助金などがあれば良いと思います。

一度矯正治療を始めると、何年もかかる上に高額になるので公的医療保険に適用してほしい

保険適用内の矯正はしましたが、外の治療はしませんでした。治療費が高い為。

矯正治療がどういう内容なのか良くわからない。歯はとても大切、でも病気につながる治療と美を求

める治療と境がわからないです。公的医療保険制度に求めるものが際限なくなっていくこと心配で

す。

保険が適用されないと100万単位の支出になり、コロナや社会が不安定なこともあり我が家も収入が不

安定になりつつあるため、今後治療を完了まで続けていけるのか、子供のためには頑張りたいが、不

安がなくはないです。早急に保険適用してもらいたいです。

保険適用外での受診料が高い

歯の矯正治療は見た目だけの問題ではなく、かみ合わせ等の問題などからいろいろな部分に支障をき

たすと思います。その為、保険適用にして欲しいです。

保険適用されたら良いでしょうね

保険外の白い歯の詰めもの等、安くなってくれたらいいのになあと思います。

高い、顎がずれるかも？と言われたので、やっているが高い。必要な子には保険でしてほしいです。

高い！

高額なので、もう少し気軽に治療できるように制度をかえてほしいです。

保険適用内で治療できるものを増やしてほしい

保険適用ならかんがえる。

保険適用になると嬉しい。

保険適用外で治療費が高く受けられないので諦めるしかない。保険でできるなら治療したい。

歯科に行っただけでお金がけっこうかかるので、矯正治療は保険が適用しないのは、家計負担増にな

るのは大変。

現在、歯科医院も受診することすらできない現状にすごく怒りを感じています。歯科医院受診の時も

保険適用外ではなく、保険を適用するべきだと感じています。

検診と治療は、同じくらい必要性を感じます。保険制度のかたよりを改善してほしいです。（子供が

使える保険制度を増やしてほしいです。）

歯科検診、年１回の義務化案が出るように、歯の健康が大切と認識されるようになってきました。子

供の時に気兼ねなく矯正を受けられると将来の歯の健康が守られると思います。ぜひ保険が適用され

てほしいです。

成長過程のはやい段階から治療を始められるといいと思う。「歯（口）から健康は始まっている」と

何かで見たが、他の病気につながる前に！！と思う。

平等に治療を受けられる様になると良いと思います。



歯並び、嚙み合わせの悪さが虫歯などのトラブルにつながるので、保険の適用だとありがたいです。

保険の適用になると治療がスムーズに始められる。高額に対するハードルが下がれば・・・迷いなく

なると思います。

嚙み合わせで指摘を受けたことはないが、歯並びが悪いので、保険適用になれば治療をしたい。

健診で指摘されたのであれば保険適用すべきだと思います。

今から何でも値上げが予定されているので、是非とも保険適用を実行したら良いと思います。

体の栄養を維持するために必要な歯の治療を手軽に出来る制度をお願いします。高くて生活に影響が

でてしまいます。

保険が適用になったら本当ありがたいと思います。

全額でなくも一部だけでも保険適用にしたら良いのではないでしょうか？

良いことではない

食生活は健康を保つ上で非常に重要。その食事を一生美味しく食べられるように貧しい子供達の歯の

治療の支援をすべきだと思う。

歯の矯正治療の必要があるのでは。保険適用外の治療ではありますが、保険適用にしてください。

歯は健康と直結。歯の矯正治療をしなければ、その後の健康にも影響があるので、是非保険適用にす

べき。健康診断同様の扱いにしてほしい。

歯のかみ合わせは大切なので、健康維持のためにも費用を気にしないで受診できることはとても良い

ことだと思います。

保険診療をしないで私費を進める歯科医、予約がなかなか難しい。

歯は生命にもつながると言われている。健康維持にも関係あるので、保険適用は必要であると思う。

私も歯並びが悪く、若い時からついそのままで現在に至る。今考えると矯正は保険適用として多くの

人々の健康維持につなげてほしい。

必要性・平等性を考えても公的支援は不可欠だと思います。

矯正というと、見た目を重視してのことと思ってましたが、歯というもの、かみあわせが生成にとっ

てとても重要だと感じています。

保険適用にして欲しいと思います。次女の矯正に初回18万かかりました。とても安いとは言えないの

で保険適用されたら助かると思います。

歯の矯正治療は先々の健康につながるので、いまだに保険適用外というのは良くないと思います。早

い時期に保険制度を変えて欲しい。

昔はあまりいなかったが、今現在、小学生～成人の方まで矯正治療をしている方々が増えて見かける

のが多くなっているので保険適用にしてほしいと思います。

歯の嚙み合わせ等は体にかかわることなので、一部だけでも保険適用にしてほしい。

乳児健診の延長として、小学生（永久歯がはえそろう時期）の健診から、受診する方向で公共機関が

働きかけていって欲しい。（受診したかどうか治療する場合に全額負担ではない方向に進めてほし

い）

ぜひ、保険適用にしていただきたいと思います。

40年位前に矯正をした事があります。値段も高かった記憶があります。時間もかかって子供には負担

でした。保険が適用されて誰でも簡単にできるようになればと思います。

保険適用になると良いと思う。



歯の矯正治療は高額すぎる印象があります。嚙み合わせなどは健康にかかわるので、保険が使えれば

いいと思います。

子供が矯正治療をしているが、子供のためと思い行っているが金額に対してはとても高いと感じてい

る。医者が認める内容であれば、保険対応にしてほしいと思っている。

子どもがかみ合わせが悪く矯正をすすめられており、現在検討中の段階です。費用の総額がいくらに

なるのか不明のところが不安です。また高額になることは明らかなので保険適用にしてくれるなら、

ぜひそうしてもらいたいです。

矯正治療には長い期間お金がかかり、なかなか治療にふみこめない人が多いと思います。人相も変わ

るので、保険がきくようになると良いです。

保険適用外の治療は大変です。

プロスポーツ選手は歯並びでパワーが違ったり、他にも骨などに影響するので本当に健康上必要な場

合は保険の適用があっても良いのでは。

歯の矯正には、時間とお金がかかるので、補助があると助かると思います。

歯の定期検診も義務化する案がでていますが、歯は大切です。全てにおいて、保障されれば有り難い

です。

歯の大切さが今叫ばれているので保険適用は賛成です。

歯並びが悪いことで将来、歯科治療が必要になる可能性が高くなるため、早い適切な段階で公的医療

保険制度を使って矯正治療が受けられると良いと思います。

金銭的、経済的にきびしければあきらめざるを得ないなあとも思います。これから成長する子どもが

そうなるなら、できるだけ治療させたい！とも思うので、保険が適用されたらそれにこしたことはな

いな！と思います。

歯の治療はとにかく治療費が高いので、しっかりと国で補助して下さるよう求めます。

矯正治療が保険適用されると良いと思います。保険がきかないと100万位かかると聞いて、負担出来な

い人も出てくるため

治療の必要があるものは、保険の適用をさせて治療するべき

歯の大切さは分かっていても、虫歯など不具合が無い限り、治療費が高いので歯医者に行くのをひか

えてしまう。

今の制度だとお金のある人は治療できても、そうでない人は治療できないという現実がある

北欧などと比べるととても遅れていると感じます。このごろ歯科検診の実施が叫ばれていますが、歯

と健康は深いかかわりがあるので検診は大切ですね。

保険適用になると良い。

保険適用にして欲しい。

保険適用になったら、もうちょっと身近なものになるのではないかと思います。見た感じももう

ちょっと見ばえの良い物だと、年頃になってからも、治す気になるのかなと思いました。

矯正治療も保険適用にしてほしい。

顎関節で矯正治療をしましたがとても親切にしていただき何の不安もありませんでした。今も3ヶ月に

一回点検治療に通っています。

子育て中は若い親は生活におわれてなかなか余分なお金の出費はきびしいので保険がきけば大変助か

ると思います。

保険適用を望みます。



どんな治療でも保険が使えるようになればいいと思います。

小さい内に矯正治療を受け、キレイな歯並びにして、コンプレックスの一つを無くしてあげたい。

矯正治療に関してはわかりませんが、日本は歯に関しての感心がおくれていると思われます。もっと

歯の予防に力をいれて欲しいです。

矯正治療もすべて保険でまかなってほしい。自由診療等、お金持ち、優遇制度は治療受けられる人と

受けられない人、差別はおかしい

子供の頃に矯正治療を始めなければならなく、長い期間を要するので、治療費が大変でした。保険制

度が出来てほしい。

治療費が高いと思いました。

小さいうちに矯正していた方が絶対良いと思うので、皆治療費が安く受け易いようになればと思う。

保険適用が必要ですが（美容の為とかの問題があるのかな）

高いので保険受けられると助かります。

歯の矯正治療はやはり高いという思いがあり、小さいお子さんのいる若い世代では、なかなか難しい

と思います。このような高額医療ほど保険が必要かと思います。

歯の矯正治療は是非保険適用にして頂きたい。歯並びは全身の健康にかかわるので大事だと思いま

す。

孫の矯正について受診までしたが、あまりの高額で治療を始められなかった。保険適用はとても良い

ことだと思います。

保険適用になれば治療が受けやすくなり良いと思う。子供の時に受けた方が良い

とても良いことだと思います。

ぜひ、保険適用してもらいたい。歯並びはとても大事で精神的な面にもかなり影響があると思いま

す。

歯の矯正治療も保険適用になるようになれば良いと思う。

矯正は個人の判断に任せられておりますので、一律に保険適用せずとも良いと思いますが、歯科ごと

に価格に差があるのは、納得できません。一応基準を決めて同じように受けられるようにして欲し

い。

イメージで治療代が高いという感じがあります。

保険適用となれば、治療費の負担も軽減されるので、矯正治療を、経済的な面からあきらめていた事

も前向きになるのではないかと思います。

保険適用にして欲しい。

子育て中の方は費用負担が大変であると思われるので、保険適用になると良い。

なるべく早く、公的医療保険が使えるようになればいいと思います。

歯の治療に定期的に通っています

歯は一生の一番大事な部分なので皆が平等に治療できる様に、保険適用を是非お願いします。

保険適用をちょっとでもしてもらえば考えられると思います。

スポーツをする子どもの場合、歯のかみ合わせによって記録の伸びが違ってきます（又、外口では歯

並びが入社の際のひとつのポイントになるとも聞いています）。歯並びが悪い事で子どもの成長にか

かわる点も見逃せない

嚙み合わせは全身に影響を及ぼします。体験で感じたことです



保険がきくなら素直にありがたい

歯科の保険外治療の治療費については歯科医院のいいなりで支払ってきたと思う。めやすもなく、立

地場所によっても大きなひらきがあったりするのではないか。友人の子どもが長い期間、大金をかけ

て矯正治療をしてきた話を聞くと、気軽にはできない事なのか・・・・と思ったりする。

保険適用が必要だと思う

保険適用になれば、歯の検診も含め治療を受けやすくなると思います。

美容目的ではなく、健康に影響があると認められる場合は、保険適用にすべき。

歯並びは、印象を決めるものの一つになるので、治療が必要と判断されたケースであれば保険適用に

なることが望ましいと思います。

口腔の検診も市町村の予算で早めに受けられるようにしてほしいです。

保険適用されたらやはり助かると思います。

保険適用にはならないのでしょうか？高額ですので、負担をへらしてもらえば皆さんできるのに残念

です。適用になってもらえれば嬉しいですよね。

矯正治療は保険適用とすべきである。今まで疑問に思っていたことがなんとなく理解できた。子供の

うちに矯正できれば受ける側、治す側、負担が少なくなるのではないか。どれだけの子供、大人が救

われるのではないかと思える。

歯並びが悪いと、体にも悪影響があるので、治療できる物は治療した方が良いと思います。その為に

は保険適用は必要だと思います。

東京の孫二人が矯正歯科にかかってます。保険適用になることを願っています。

保険適用になるとよい。継続できる。

貧乏で家にお金がなく、歯にかける余裕がなかった

矯正は見た目が大切と思われ、顎に対して歯が大きいので、健康な歯を抜いて並べると言われた時、

びっくり！！

みた目がよくなればいいけど、お金が高いからという理由で今までは治療したほうがよくても、しな

い人もいたと思うが、それが健康につながることであれば、公的な支援をしてくれるといいと思う。

以前より歯から心臓や他の内蔵等にも影響があると聞いていたので、治療を受けやすくしてもらうと

健康増進にもつながると思います。

是非、保険適用にして欲しい。

公的医療保険制度は必要です。歯は一生使うもの。健康に関わる大切なものなので、是非適用にして

欲しいと思います。

なるべく、保険の効く様にと願います。

保険適用にしてもらいたいです。

保険適用外の治療になるので、なかなか高額で大変です。補助があると（受けられる）と良いと思い

ます。

大金がかかるので、ぜひ、保険制度を適用して下さい。

とにかく医療費が高すぎる（矯正治療ではない）。私自身、今治療しているが、レントゲンをとり、

少しの治療で3,000円以上もの金額を支払いました。もう少し治療費を安くできないものでしょうか。

保険適用にするべきだと思います。

治療費が高額になるのはよく聞きます。保護者の収入によって治療が受けられないとすれば悲しいこ

とです。郡部では歯科医を探すのも大変だそうです。



歯の矯正治療は治療したくてもできない家庭が多いとききます。ぜひ、アンケートでたずねるのであ

れば、保険適用になるようにすれば、もっともっと積極的に歯科に通うのでは？歯は内臓にも影響が

あるので、だいじな事だと思います。

保険治療が受けられれば、治療する人が増えると思います。

保険適用にして誰でも気軽にできるようにしてほしい

保険適用が良い。収入が少ないので。

歯の矯正治療も保険適用してほしい

保険がきけばもう少し受けやすく（考えやすく）なると思う。

歯並びだけでも、でこぼこだったり、八重歯でも大変ですが、不正咬合の場合はさらに大変だと思い

ます。美的な面からよりも健康面から考えて保険適用にするべきだと思います。

適用外の保険とは知らなかったが、義務教育を受けている間はある程度、保険が使える様にしてはい

かがかな？と思います。

やった事が無いので状況がわからない。

保険適用が認められれば、治療費が増えると思います。

歯の矯正治療にあまり感心がなかったが、どうしても必要な治療の患者が多いのであれば、保険適用

ができればいいと思う。

保険適用を望みます。

歯の矯正は高額だと聞いています。子育てにお金がかかる中、保険適用になれば有り難いです。歯磨

きもきっちりして虫歯ゼロでも歯並びは自分ではどうにもできないのでかわいそうに思います。

保険制度はあってもいいと思います。

困っている人が周りに居るので、ぜひ保険適用になると良いと思います。皆さんで声を高くあげてい

きましょう！

未来のある子どもにとっては、公的医療保険制度で無料で検診されるべきである

やはり、公的保険制度があるなら、積極的に受診する方も増えるのではないか。

保険適用になれば受けやすくなると思います。

歯の矯正治療も保険でできる様にしてもらいたい。

歯の矯正治療は、かなり高額だと聞いているので、だれでも治療できるように保険適用にして欲しい

と思います。

「歯の矯正治療」は高価であるイメージがあるため、一般の家庭ではなかなか行なう事が出来なかっ

たと思っています。まして保険適用外であるなら尚更です。歯科の治療に関してどれが保険外である

等の知識もよくわからないので、周知して下さるとありがたいし、私自身でも調べたいと思います。

歯の矯正治療は高額なので、ぜひ保険適用で矯正治療出来る様になって欲しいです。これからの子供

達の為にも。

本当に必要な治療は受けられるようにするべきですが、子供の場合、親が消極的（仕事等などで時間

がとれない）になる事もあり、改善が必要と思う。そして保険適用で治療しやすくするべきです。

改善することはして欲しい。保険がきけば、受診する方も増えるのではないでしょうか。

お金の心配をしないで、治療出来る様に制度をしっかりして欲しい。

保険適用になって必要とする人みんなが、治療できるようになればと思います。

食事は生きていくのに大切なので歯が大事、公的保険医療制度をしっかりと考えて頂きたいと思いま

す。



食事に関しては歯は最も大切な体の一部だと思う。保険適用になれば、治療を受け健康な体作りにも

なると思う。

保険適用外の治療みたいで、少し考えざるをえないと思う。保険適用になる事を願います。

そういう事実（現実）すら知らなかった！考えた事もなかった！

歯並びで健康にかかわることがあるので、誰でも保険のなかで治療ができると良いと思います。

年を重ねてから、かみ合わせ矯正に時間とお金をだいぶ使いました。長年の不良かみ合わせの結果と

歯科の先生に言われ気付かなかったと残念です。早い（若い）うち検診でわかれば、その後の食生活

は大きく変わると思います。気付いた時に負担なく治療を始められるようになるといいですね。

保険適用だと矯正を始める人が増えるのになあと思う。

保険適用になれば受診しやすくなると思う。

必要最低限の矯正治療だけでも保険でまかなえてもらえるといいと思った。

指摘されても治療を始められないとなると経済的の余裕があれば治療となるかと思うが、それほど余

裕がなければガマンを強いられると思うため、皆保険で治療できれば受診率も高まりお口への関心も

高まりそうな気がします。

やはり矯正治療は、治療費の面でハードルが高いと感じます。全部でなくても、一部でも、保険で治

療できるようになると良いと思います。

矯正も治療の一環なのだから、保険適用外はおかしいと思う。

歯は命に関わるのでぜひ保険適用を希望したい

矯正治療も保険がきくようにして欲しい。

歯科を受診できないのは、ひどいです。矯正治療は保険適用外なのはわかりますが、普通の診療が受

けられないのは、負担割合が3割だからと思います。後期高齢者と同じ１割で受けられたらと思いま

す。

学校で歯科検診があり指導されても高額では、二の足を踏んでしまって治療をためらい困惑する

年齢と共に体のやせる影響で歯ぐきも変化するので、入歯を作り替えたりする経験が数度あります。

保険内の治療で済ませてますが、インプラントは外科手術と同額なので不可です。

公的な医療保険の範囲内で治療できるようにして欲しい。

インプラントなど治療費が高いので、国に治療費の補助をしてほしい。

「受けたくても受けられない」をなくすために公的医療保険制度をもっと緩和してもらえたらなと思

う。

今はコロナで生活が大変です。親の方も生活するのはやっとだと思います。４才から年に一回は国で

受診させる様に・・・

治療費が高く大変だった。子供のことを思うとやっぱり直してあげたいと思った。保険が適用になる

とありがたいと思う。

歯の矯正治療にも保険が使えれば良いのにと思います。

高額治療なので公的医療保険制度が必要ではと思います。

保険適用外だと、金額が高くためらう人が多いので、保険適用なれば矯正する人も多くなると思う。

保険適用にしてほしい！！子どもが中高生になったら矯正予定なので早く実現してほしい。

保険適用になれば、本人がやる気がなくてもやりたい



矯正治療は高額である事が知れているだけに、治療をあきらめてしまう家庭が多いと思います。歯は

体にも影響があるので保険適用にして欲しいです。

歯も医療の一環なのだから、保険適用にすべきだと思う。

歯並びやかみ合わせは健康への影響が大きいので、治療としてとらえ、保険適用してほしい。歯並び

ではないが、子どもの永久歯が曲がってうまっていて、正常位置に戻す外科的処置も保険効かないと

言われ、かなりのダメージです。

矯正にかかわらず歯の不具合の放置は体全体にも関係してくることだと思うので、この治療ならこの

くらいの金額という目安を設けて、保険の範囲内で治療ができることを望みます。

矯正治療、検診、治療等全てが保険適用となることを願っております。

とても高額なので、矯正治療が必要とわかってもお金がたまるまで治療を受けられない。保険適用に

なれば、とてもありがたいと思う。

保険適用になれば、とても助かる。

下手をすると100万円もかかる治療費ではなかなかふみ切れない親も多いと思います。保険適用は是非

進めて頂きたいと思います。

体調が悪かったため

子供だけでなく、年齢制限なく、保険や控除が適用されて欲しい。

必要である治療に対して保険が適用にならないというのは、なぜなのでしょうか？何のための保険な

のだろうと感じます。歯並びはとても大切です。ぜひ、どの治療にも適用されるように仕組み作りを

願います。

保険適用にすることにより、その後の健康に対するリスクが少なくなり、結果的に個人だけではなく

国にとっても大きなメリットとなると感じます。

保険適用にすればいいと思う。

保険適用になれば良いと願ってます。今、歯周病がさまざまな病気につながるので、それを少しでも

防ぐためにも、歯並びは重要なので、是非早く適用になればと思います。

治療と言われるならば、保険適用にすべきだと思います。（美的に見た目の問題の場合は現在のまま

で良いとは思います。）かみ合わせ等を放置すると歯列も狂い、嚙むことが難しくなります。高額な

治療費が必要な為、あきらめる事も多いと思います。

かみ合わせ等の理由は、保険適用にして欲しい。また、矯正は本当に高い！！

歯並びが悪いと、虫歯や歯周病になりやすいと聞いた事があります。また、よく嚙む事ができず、胃

腸に負担をかける。知人の中に、嚙み合わせの影響で骨盤の手術をした方がいます。身体に大きな影

響を与える歯は大切ですが、治療費が高額で治療を先延ばしにしたり、受けなかったりという事をよ

く聞きます。矯正治療の保険適用は必要だと思います。

保険適用外なので歯科医院により金額の幅があり、安心して受診する事が出来ない感じをもっていま

す。一部分でも適用されればと思います。

保険がきけばありがたいと思います。一部だけでも制度化できればと思います。

歯は一生の事なので公的医療保険制度があれば治療を始められると思います。

歯の矯正は大事なので早めの保険制度をのぞみます。

保険適用にしたらいいのにと思う。



保険適用ならば受けられる治療もありますが、高額な治療がほとんどなのが、今の状況なので、どう

しても金額の負担が多い治療は受けられない。保険適用を望みます。

一生使う歯なので、全て保険適用にすべきだと思います。

子どもの時の学校で受ける検診で、歯並びが悪いとか、かみ合わせがおかしいと言われた場合は、虫

歯治療と同様に治療代は保険適用されるべき。虫歯を治しても、歯並びが悪ければ歯磨きが上手にで

きなくなり、また虫歯ができるという悪循環にもなりかねないと思う。大人になってからの矯正とは

分けて考えるべき。

矯正治療は治療費が高額と聞きます。是非、保険適用して頂き、多くの子どもに治療が受けられるよ

うになればいいと思います。

国で「歯の検診を」と進めている様です。高額な矯正の上、時間、年月もかかりましたので、保険制

度があると助かります。

歯並びの悪さは虫歯や滑舌の悪さにつながると思うので、ぜひ保険適用してもらいたい。とても高額

なのでもう少し安くしてもらいたい。歯が生えそろってからの矯正等もあるので子ども＝20才までに

してもらいたい。

歯は時間もかかるし料金が高いイメージ

お金がけっこう高いので、保険適用なるといいな！

歯並びが悪いことが虫歯やかみ合わせや発達に悪影響があることがわかっているのに保険適用外なの

はおかしいと思う。歯並びを整えることは「キレイにする」ではなく「疾病予防」という考えのもと

に保険適用にしてもらいたい。

歯科医院では保険対応ではない治療「被せ物」などもあるので（１本あたり〇万）是非、保険適用を

すすめていただきたいです。矯正治療については、子供に負担にならない治療法で、矯正出来るよう

願っています。

歯の矯正治療を保険適用にして欲しいです。とても高いので。

自分には必要がない。矯正治療は長期なので必要

歯のかみ合わせが思わぬ病気の原因・遠因であるという話をききますので、矯正治療が保険でできる

のはよいと思います。

保険適用であれば有効だと思う。

保険適用になったら助かる子供が多いと思います。ぜひ制度になる様にしてください。

保険で治せますように

矯正費用は高く、期間も長くかかるため、治療に前向きになれないと思う。ある程度の助成は必要だ

と思う。

歯の矯正治療は保険適用にしてほしい

歯の矯正治療は保険適用でお願いします。

歯並びは大人になってからも、見た目以外にも、頭痛や色々な不調をきたすと聞くので、子どものう

ちに矯正できるよう、保険適用になって欲しいと思う。

歯は一生使っていかなければならない、とても大切なものです。子どもの人生にかかわるものなの

で、家庭の負担を減らしてくれる保険適用を望みます。

かみ合わせは健康の面からも大事なので、誰でも出来るように保険適用になって欲しい。

やはり保険適用にしてほしい

公的に治療が受けられるのは大変助かります。



費用が高いイメージがあるため、負担を少なくすれば行きやすくなるかと。

歯並びは健康に関係するので、保険適用になれば積極的に治療すると思います。

年をとると、ほとんどの人が入れ歯になるが、保険で作ると違和感があります。もっとよい入れ歯を

保険で出来る様になるといいです。

歯の矯正については日本は遅れていると思う。保険がきくようにして欲しい。

保険適用されるようにして欲しい。

保険適用にすればよい

学校歯科検診での治療なので公的医療保険制度は当然だと思います。一人でしたが100万以上掛かりま

した。

治療費が高いと思います。

矯正治療は高額なイメージもあるが、子供には治療を受けたいと思われる方も多いと思うので、公的

な保険が適用になればより治療も進むのではないか。

保険適応で負担を少なくなって欲しいと思います。

高すぎるので、がまんしている方が多い。少しでも安くなれば、みんなが健康な歯になると思う。

保険がつかえるようになったら嬉しい

保険適用であれば多くの人が治療が受けられると思います。

子供2人が治療しましたが、親の責任だと思い受けました。矯正も保険が適用されたらいいのにと思っ

ていました。

私は経験はないのですが、経費がかなりかかるようですので・・・・。これからの若者は100才が目安

なのでおおいに考察する必要があると思います。

受けたくてもあきらめる人を減らせたら良いなと思います。

子どもの歯並びはとても気になるので、もし矯正が必要となった場合は、保険適用にならないと治療

を受けることが出来るのか心配である。

保険内で治療をする事ができると子供の分は思っていました。少しの矯正ですむ方もいると思います

が、「まあ、いっか」と思う方もいると思うので軽い気持ちで歯科へ行けるといいと思います。

人生100年時代となり歯は一生健康で生きるために必要なものですが、治療に時間とお金がかかりまし

た。見た目だけの問題ではないので、保険適用になるとよいと思う。

保険適用にしてほしい。費用、日数もかかりすぎる為

歯の矯正治療は高額なイメージがある。生活費の負担が大きいと聞いたことがある。そういう人はた

くさんいると思う。

仕事上や家族問題で受診したくてもできない方が大勢いると思います。公的に義務的になれば、精神

的にも健康になれると思います。

保険適用すべき

保険適用になると良い

歯並びは人相にかかわるので、保険適用で治癒してあげたいと思います。

健康的な歯は大事だと思うので、保険適用外は残念だと思います。食べる事に関係し、その人の健康

にも大いに関わる事なので、保険適用にしてもらえればありがたいと思います。

歯は食事をする上でどれも大切なので、保険適用になれば多くの人が治療しやすいのではないでしょ

うか。

最低限でいいので、保険適用できたらいいと思う。



高額になれば治療をためらう。

まず、高額になる・・・というイメージがあり躊躇してしまう。はじめの一歩が、そんな感じなの

で、もっと気軽にできたら良いと思う。

長期間に渡って高額なお金がかかるので保険適用になれば大変助かります。

保険で対応してもらえるならやってもらいたい。高額だったり、矯正に特価した歯医者も少ない。

矯正治療をすることで、将来、治療に至らずに済むと思われるなら、保険適用もあってよいと思う。

高額で治療が受けられず、健康被害を招いてしまう事もあるので子どもの成長期に必要な矯正治療は

是非、保険適用にして欲しい。

医者よりすすめられて矯正を考える人が多くいるはず。そういった人達のためにも保険適応するべき

だと考えます。

歯並びのことでいじめが始まったり、嚙み合わせによる咀嚼不足による成長不良等があるので、保険

適用になることで治療を始められるきっかけになればいいと思います。

子供が矯正治療をしています。保険適用外の為できるだけ安い歯医者をさがして通っています。

歯並びは一生続く問題なので、良い口腔環境で誰もが過ごせるようになればと思います。

適用外はとても苦しいので、医療保険制度お願い致します。

嚙み合わせが治療の必要性があれば保険適用にして欲しい。

イメージは治療費が高いということが行きにくいと思います。矯正しなくても食べられるというの

も、行かなくてもいい感じです。痛くもないし、やはり急に行っても診てもらえない雰囲気もある

と・・・・予約しなくてもすぐに診てくれないイメージです。

保険適用などと言わず、無料で受診・治療をするべきと思う！

歯は身体の重要な一部なのに、受診するにも保険適用されないのは疑問に思います。未来を担う子ど

も達の健康の為に、ぜひとも医療保険と同等に受診できる制度を整備して下さい。

歯科治療は回数も多く通うため高額な金額となり、金銭的に厳しいと途中で通えなくなるのが現状で

す。もう少し負担を少なく治療できる対策が必要だと思います。

矯正治療は時間もお金もかかるので保険適用にして欲しい。

どの程度の役割で矯正治療が必要な方がいるのかわからない。

治療に時間とお金がかかり、正直大変でした。歯科も限られるので、交通費もかかったので、保険制

度制にしていただきたい。

保険適用なら治療する人、したい人が多いと思います。高額であきらめている人が多いと思います。

体全体に対する歯や口のケアが非常に重要であるという事が国の制度もようやく動きだしたので期待

したい

金額が異常に高い。それであきらめる人もいると思うので、保険適用にしてほしい。

気軽に受診できるように保険適用を実現してほしいと思います。子育て世帯には、かなり大きい出費

になります。早く治療を開始できるように保険制度を見直してほしいと思います。

矯正治療に公的支援があれば非常にありがたいです。美容的な問題と混合されがちですが、嚙み合わ

せは健康に直結することから、治療費であきらめることなく、治療が受けられる環境は大切だと思い

ます。

矯正治療が保険適用内になってほしい。歯は一生、経済的理由で断念することのないように。

矯正治療はとても高額なので、自費では治療できる人は限られていると思う。ぜひ、保険適用になっ

てほしい。



よくわかりません。

保険適用をしてほしい。高額なので少しでも

絶対おかしい。治さないとかみ合わせがおかしいことから頭痛などにもなってしまうと聞いていま

す。

矯正は「必要な事」であるので、保険適用にしてもらえれば状況は大きく変わると思います。子ども

だけでなく、大人も適用にしてほしいです。

美容の為でなく治療の為であるならば全ての歯科治療が保険適用であってほしいです。特に子供。

やはり保険適用外なので、高額になることから治療をあきらめる事もかなりあると思うので、保険が

適用されれば良いのにと思う。

保険を適用して欲しい！歯の治療だけでもかなりお金がかかっているので！！

治療が必要なものは、保険適用にすべき

年１回か検診を受けている。スケーリング他、前は2,000円ぐらいでしたが、今は保険が適用されてい

るのかなあ

予防医療なのでぜひ保険適用にしてもらいたい。

歯の矯正治療が保険適用外の治療が必要な人にとっては公的医療保険制度があれば、負担金が少しで

も減れば助かると思うので、その制度は必要です。

保険が使えないのは、現実よほどのことがない限り出来ないと思います。

大変良い事と思います。自分の歯程大事なものはないと思います。

保険がきけば今よりも矯正治療する人は増えると思う

保険適用になれば今まで治療をあきらめていた人も安心して歯科医院を受診することができると思い

ます。

歯の矯正治療を周囲に感じられない環境でした。必要な事態なら公的医療保険制度にしてもらいた

い。

指摘されたことはないが、娘が少し前歯が出ていると本人が気にして東北大の歯科に矯正の為、長期

間通ったことがあります。相当の金額と時間（長期間）がかかりました。女の子なので今となっては

直して良かったけど・・・・。

矯正も保険がきけばいいと思う。

歯並びは健康上とても大事なことなので、保険がきくようにしてほしい。大金になるので負担を少な

くしてほしい。

価格が高く中々治療にふみきれないのでは。

歯の治療は痛い、高いと思っています。

・治療費がかかる・予約と時間がかかる・コロナが気になる

保険適用になれば矯正治療に行ける人も多くいると思う。体の不調やコンプレックスがある人も安心

できるかと思います。

歯科治療はとにかく高いと思います。定期検診を受けていますが、毎回費用がかさんで大変です。

おかしいと思います。

針金など子どもの負担がかかる方法ではなく、マウスピースで治療できる方法を増やすとよいので

は。

歯は身体への影響もあるので、適用外はないと考えていた。

矯正治療はとても高額なので、保険適用にして頂きたい。



子供達の矯正治療は予防接種と同様の扱いにすると良いと思う。お金の問題で受けられないのは不公

平だと思う。

誰でも治療ができるよう保険適用になればいいと思います。

必要な治療であれば保険適用にすべきです。我が家も娘に30万使いました。

年１回の歯科検診が健康診断で受けられるようになると聞きました。歯の健康が認知症の予防など他

の身体の健康にもつながるそうなので大事だと思います。

歯の矯正は高額なので、ぜひ保険でできるようにしていただきたい

歯科矯正治療はとても高い。矯正することで食事栄養、咀嚼に影響するので医療保険で対応するのが

望ましいと思う。

治療費が高くて大変でした。家計への負担が大きかったです。女の子だったので大人になったらと考

え無理しても治療をうけさせました。

金額が高いため、治療が大変だと思います。公的医療保険制度で受けられるようになればと思いま

す。

高額になるのでぜひ保険適用になるとこれからの子供達は良いと思います。

自分の歯のほとんど（2本）さし歯

高いことと期間的に長いのは受けること（治療）を考えてしまう。

医療保険もっと安くして下さい。高齢者は大変助かりますよ。

歯並びは自分にとってもいいし歯科医院は月に一度行ってますので毎月検診してます。

歯は一生使用します。子どもの歯並びはとても大切です。18歳までは無料にすべきだと思います。

治療が必要とされた人には、始められるようにしてほしい。

いろいろムダな事に税金が使われているので本当に健康の為に必要な事につかってほしいです！！

保険適用があったらいいと思う（娘の場合でしたが、かなりの支払いがありました）

孫も治療中です。保険適用になれば、これから家庭の負担も楽になるのではと思います。

私自身が治療の必要性を指摘されず育ったのですが、かみ合わせが逆でもあまり問題なく生活してい

るため、今の現状があまりかわらないので教えてもらいたい。

保険でできるようになればありがたいと思う人がたくさんいると思います。

学校の検診で不正咬合と診断されたのに、治療は私費でしかも高額で驚いた。

歯の治療費は高い、高すぎると感じる。これは保険適用になるが、これは出来ないとか、なぜ？すべ

て保険適用にしてほしい。虫歯からいろいろな病気になる事があるので。

歯は大切ですから（生きていくうえで）保険がきくと良いですよね。

虫歯での治療でもけっこうな治療費になるのに、矯正は保険がつかえないととんでもない金額になる

ので、大変だと思います。

高額のイメージがあるので、気軽に受けられる制度があれば良いと思う。

全ての治療を保険適用にして病気の予防を行うことが必要と思う。

歯科治療は高い。日数もかかる分、更にお金もかかります。お金に余裕がないと行けません。

高額治療は負担が大きいので、もし矯正治療が必要と指摘されても受診出来ない人がいると思う。

自己負担だったものが保険適応になるケースもありますが、逆のケースもあると聞いています。ま

た、薬代がかかるということも耳にします。根本的に制度を見直す必要があると思います。

歯の矯正は精神的なものもあるのであまり小さな子には負担になるのではないかと思います。



保険適用があれば、ぜひ矯正したいと思います。歯科治療は一番大切だと思っています。→食と直結

してるから。

治療費の適用外で高くなるだけでなく、戦争のせいで歯の詰物の価格が値上がりまですると聞き、少

しガックリしています。

女の子なので金具をつけることは抵抗がある様です。様子見て成長してみてどうしてもの時は歯を一

本ぬく（？）ということも言われた様です。

美容のためではなく、健康被害にも発展する可能性がある歯並びのことなので、保険が適用されると

多くの人が治療できると思う。

歯の矯正治療、保険適用して欲しい。歯（かみ合わせ）が悪くなると他の病気にもなりそう。

歯並びだけだと緊急性を感じないので、ほったらかしにしてしまいがち・・・お金もかかるので。

必要性の高い治療に補助が出る様な医療保険制度への改正を望みます。

検診で治療の必要ありといわれたら保険適用外の枠をはずしてもよいのではないか！

かみ合わせなど生涯において、大切なことなので、１割でも負担が必要だと感じます。

歯の矯正治療は一般的に必要だと思っていますので、保険を認めてほしい。

歯は一生ものなので必要な方が安心して受診治療を受けられるよう、保険適用となるべきだと思いま

す。

保険適用するべきです。健康のためにも・・・。

歯列矯正を受けさせたいと思ったことがあるが、やはり治療費はネックになっていると思う。

歯並びが悪いと虫歯になりやすいと思うので、歯の矯正治療は保険適用になった方が良いと思いま

す。

受診ができない訳をクリアーし誰もが受診できる制度になると良いと思います

現在は、子供が小さい時から歯に気をつけている家庭が多いと思う。それでも、矯正が必要となった

場合は将来のことも考え保険適用にしてほしい。

矯正は小さい時からしないと時間がかかるので半額程度でも、補助があるといい。

歯の矯正治療を保険適用とし、治療を受けやすくしてほしい！！

歯で見た目はずいぶん変わるし、歯は体の健康にもつながるので、矯正治療を保険適用にして欲し

い。

歯医者に行くと治療が長くかかり、医療費もかなりかかる。明確な事がないので痛くならないかぎ

り、歯医者に行こうと思わない

保険適用であれば、もっと沢山の人が治療をうけられ、快適な生活ができると思う。

歯の矯正治療費は高く時間がかかるというイメージがある

我々には、歯科の保険適用の治療はわからないのが多いです。領収書に書かれてないのでいつもわか

らない。

歯並びは体への影響、健康への影響が大きいため、ぜひ矯正治療は保険適用とすべき

高額になる治療なので、検討も難しいというのが本音です。必要な治療でも負担の大きさから始めら

れないというのは不安があります・・・。

歯科矯正など、保険適用されれば受けられるのに、出来ていない為、保険適用にして欲しい。

歯並びは健康面にも影響が出るので、中度、重度であればできれば保険適用にしてほしいです。

保険適用を希望します。



歯ならび矯正も立派な治療なので保険適用にしてほしい。

定期的に無料で検診を受けられる

歯は人にとって、とても必要なものです。ぜひ全部保険適用にして欲しいです！

歯の治療の場合は日数を要するのでもっと受診しやすい環境を整えて欲しいと思います。

補助などの制度があればいいと思います。

矯正はお金がかかるというイメージが以前からありました。保険が適用になれば、不安なくもっと進

んで出来る様になると思います。

・歯は健康の源です。・小さい頃からきちんと歯の手入れや矯正をして生涯自分の歯で食事が出来る

ようにするためにも、保険治療の適用をお願いします。

治療の必要性を指摘された方は、やはり、病気治療と同様に保険適用を望みます。歯は特に大事にす

ると健康で生涯につながるものと信じています。

歯の矯正治療も保険適用治療になれば治療する人も、もっとふえると思います。

保険適用は良いと思うが、保険料の負担が増える問題もあります。よく話し合い、線引きをする必要

があるのではないでしょうか?

すべて歯も含めて保険が効くと、治療に安心して行けるのにと思います。

歯は一生使うものなので、公的医療保険も大切ですが、国民全員に歯科に通えるような制度があると

いいと思います。

治療費が高額掛かると聞いています。保険適用になるといいですね。

歯科も安く治療できると良いです。高いと思って迷ってしまって治療しないと思う・・・というかし

ません。

矯正するのに保険適用するのであれば、全部に対して保険適用してほしい

保険適用してほしい

公的医療保険制度はぜひ進めてほしいです。

負担が大変で治療するか迷ったので、補助があれば大分楽になると思う

医者の証明などがあれば保険適用になるようになれば患者にとっては良心的だと思います。

とても良い制度だと思います。

歯の矯正治療が必要な人が費用が高く出来ない人が多いので、保険適用になれば治療する人が増える

と思う。

保険適用外だと知りませんでした。美容的な矯正は適用外でも、子供のかみ合わせなどは、保険適用

にするべきだと思います。その方向に進んでいる事は望ましいです。

保険適用となるよう検討下さい。

治療費が高くてなかなか歯科に行けない人が多いです。早く治療すれば、後に病院に通う（頭痛、肩

こり等）回数も減り、医療費も削減できると思います。医療保険制度にはずいぶん助かっておりま

す。

保険制度を変えることができるということを考えてもいなかった。可能ならば保険適用にしてほし

い。

保険適用にぜひお願いします。

子どもに対する支援が少ないと感じています。改正して頂いているのもありますが、「子供の健康」

「学習」に関しては大いなる支援をして頂きたいと思います。



子供の成長に影響のある様な歯の矯正はぜひ保険適用にしてほしいと思います。歯の矯正の必要を

もっと周知する必要があると思う。

歯が大事な役割をになっているのに、体の病気として認められず保険適用外の部分があり治療へふみ

きれない。

歯の治療がもっと手厚いサポートがあると嬉しい。

保険がきかないので治療費が高く途中で止めてしまった。

矯正治療は高額だと聞いています。見た目だけでなく内科も悪くなるらしいので矯正治療が気軽に受

けられるようにして欲しいですね。

歯は一番、健康にとって大事なものなので、ぜひ保険適用にしていただきたいです

医療費が高いです。期間が長くかかる。この2点が受診するのがおっくうになる理由です。

保険適用外を減らし、本来は無料で受診、治療ができる制度があればなお良いと思います。

治療が必要と指摘された場合は、保険適用で治療してもらいたいと思います。

指摘されているのに始められないのは問題です。議員達の給料を減らしても保険制度を作るべきで

す。

矯正治療についてあまり詳しくはわかりませんが高額だということで治療を受けたい人が誰でも受け

られるようになればありがたいです。

ぜひ保険適用と、定期検診後に公的休業など通いやすい環境になってほしい

皆が保険適用になって治療できて健康にくらせば良いと思います。

保険使えないとなると生活も苦しい現状なので適用になれば嬉しい。

歯の治療自体、恐がる人もいるので、受けない方がいるのではないでしょうか。歯は欠損すると食べ

たいものも食べられないので、受診することは大事だと思います。

お金が高くて通いづらい。こみあっている歯科が多く予約がとりにくかった。定期的に行けるとみて

もらいやすい。

保険適用になると助かる

健康維持する為、歯は大事。治療にもよるが矯正治療は適用にすべきです。

子供が矯正していますが、成長するにつれて歯並びも変わり、治療を始めた箇所以外にも矯正が必要

になり１年間を目途にしていたが３年間継続治療をせざるを得なかった。治療開始時の費用と月2～4

回の金具調整の費用がとても高額で負担が大きい。保険適用すべきだと思う。

歯の健康は体の健康にもつながるので、保険適応にしてほしいです。見た目に悩む女児も多く、心の

ケアにもつながります。

めいが治療中です。やはり治療を途中でやめるわけにもいかないので費用が大変と申しております。

安心して取り組める治療になればありがたいです。

かなりの高額になるので保険を使えたら治療を受けられる人が増えると思います。

是非、保険適用にして欲しい。高額なのでなかなか矯正したくてもさせてあげられない。

適用外になっている理由が解るといいのですが身近に知ることがありません。

歯は一生のものなので、できるだけ保険適用になり、誰でも治療できるようにして欲しい

日本も海外のように小児からの矯正が当たり前になるといいなと思います。金額が抑えられる制度が

できるといいと思う

保険対象（その症状により）になると良いと思います。歯は大切です。

歯並びが悪いと虫歯になりやすいので、保険適用にしてほしい



保険適用での治療にして欲しい

歯並びは見た目の問題だけでなく、かみ合わせ等をととのえることで健康にもつながるとききまし

た。金銭面の問題で治療ができないことのないように保険適用にしてもらいたいです。

定期検診の中に歯の検診も無料で義務になってほしいです。

歯並びや嚙み合わせはなるべく若いうちに治した方が良いと聞いた事があります。なるべく早くなお

す事が出来る様に保険は適用可能にした方が良いと思います。

子供1人が歯並び、1人が嚙み合わせの矯正をしましたが高額な為かなりの経済的負担になりました。

たまたま一括での支払いでなく診療時ごとの会計だったので良かったですが、一括で数十万の支払い

のケースもあるようです。あきらめる方が多いのも仕方ないと思います。

歯並びは自分で直しようがないので保険で治療できたらいいと思う。

もっと早くこのような対策があったら良かったなーと思います。

かなり高額になるけど、やっぱり歯並びは大事だと思うので保険がきかなくても治療する人は多いで

す。保険適用になってもっと気軽に矯正できたらいいと思います。

歯は一生使うことなので、できれば保険適用できる様願います。若い時の矯正が最も重要だと思いま

す。

金額的な面と小さい時から始めなければならないと聞きます。何時間も口の中に入れておかなければ

ならないので大変な事だと思います。

歯の治療代3割負担だけでもけっこう大変なので、保険適用外だと受けないです。

高額のイメージがあるので、受診しない方は多いと思います。現在、歯の状態から大きな病気につな

がるという事が伝えられているので、保険適用になるべき事だと思う。

誰もが早目に治療し良くなりたいと思っていると思いますが、やはり治療費が高額だったり、保険適

用外であれば考えると思います。せめて保険内や少しでも補助金が発生すれば良いと思う。

矯正の治療費はかなり負担が大きく少しでも保険が適用になればありがたいです。

全てとは言わないが、もう少し、保険適用の枠を広げてほしい

保険適用外でなければたくさんの人が歯の矯正治療などする人がやはり増えると思います。

保険適用にしてほしい。

治療の必要性の度合いによっては、保険適用になるといいと思いますが、その度合いを決めるのは難

しいと思います。

必要な人が受診可能になると良い

矯正は多くの費用がかかるので大変だった。保険適用になるよう希望します。

誰でも治療が受けられる社会を目指すべきではないでしょうか。

アメリカでは昔から保険適用になっている。きれいな歯に対する意識は日本も以前より高まってきて

いて、保険適用になることで、治療が受けやすくなれば良いと思う。

歯のかみ合わせは一番健康につながると思いますので保険適用にしてほしいです。

お金持ちは矯正できて貧しい人はできないというのは不公平だと思う。

料金が高いとできない。

料金が高くて大変です。なかなかできない。

歯並びを直すことはとても大事な事なので１人でも多くの人が治療を受けられる様になる方がいいと

思うので保険適用することに賛成です。歯は一生物ですし虫歯になりにくくなり、歯から発生する病

気を少なくする事にもつながると思うので保険適用にした方が健康にも良いと思います。



歯並びが悪いと虫歯にもつながると思うので、子供のうちに治せるように保険適用になるといいなと

思います。

コロナ感染になってから歯科医院に通院する事が遠のいていっている方が多くなったように思われま

す。

矯正治療の前段階でも結構な費用負担が発生しました（検査等）。事前に聞かされていたとはいえ、

実際の金額が出て驚いたこともあります。せめて検査費用分だけでも公的な保険でまかなえたらいい

なと思います。

歯の検診など始まるようなので、良いと思いますが。

矯正治療ができる歯科医院がもっと増えてだれでもすぐ治療を始められる様になると良いと思いま

す。

子どもの歯は治さないと将来本人が困ると思います。金額も時間もかかるので躊躇してしまいます。

補助があったら助かると思います。

検診のように、毎年歯科に行くような制度を作ればいいと思う。

保険適用の範囲を増やしてほしい。

歯は食べる行為でとても大切！矯正治療も確かめてほしい。

ぜひ早急に保険適用で治療できる様にして欲しい。

矯正はとても大事なので保険適用するべき。

ぜひ保険適用されて、多くの方が治療できるようになってほしいと思います。

歯の嚙み合わせは、身体の健康にも関わってくるので保険適用になると助かります。

自分は中学の時に矯正した。早くからやれるように今の子供達に制度をよくしていくのは大人の仕事

です。

保険適用になるようにしてほしい。

保険適用が認められれば治療出来る人もふえると思います。

歯の矯正は年月と費用的に負担になる事がわかっているのでなかなか始められない方が多いと思いま

す。美容のためではなく、嚙み合わせに問題がある場合に限り保険適用にしたら良いと思います。

若い人で治したいのにお金がかかるからしない人が周りにいるので保険で治せたら良いと思います。

私の住んでいる地域では医療費が15歳（当時）まで無料だったので、3ヶ月毎（または１ヶ月毎）に通

院して経過を見てもらえました。子供の頃からきちんと診てもらっていれば、矯正までいく前にきれ

いに治る事もあると思うので、歯だけでなく、年齢で考えてほしいです。

自分自身の問題として歯を大切に思っているので半年ごとに歯の検診をしています（保険適用を気に

してませんでした）。

早く保険適用になることを願いたいです。

保険適用にしてもらえるともっと受診する人が増えると思う。

年齢や所得に応じた中の広い助成等があるといいのではないかと考えます。

歯が丈夫だと長生きできる。風邪予防にお口の中を清潔にしておくことが大事など。お口（歯）と健

康はつながりが強いと思っていますので、しっかりと食べる事ができるようにするためにも治療が必

要な方が治療しやすい環境、保険適用は必要かと思います。

小学生高学年の頃から保険が適用になるようにしてほしい。すると子どもの集中力、学習能力がアッ

プする。



歯の矯正治療は高額な治療費のイメージがあり子どもの矯正をしたくてもなかなか治療にふみきれな

いのではないでしょうか。保険適用であれば早めの治療もできると思う

歯の矯正治療は高いイメージがありましたが、娘の矯正治療には、安い値段でやってもらっていま

す。保険適用外でもやれる事をもっと伝えていってほしいです。

見栄えのためではなく、治療目的（うまくかめないなど）での保険はあっていいのでは。

治療の金額が高すぎるイメージしかありません。

いくらでも安くなると良いと思います。

歯は大切なので、もっと力を入れて公的医療保険制度をやってほしいです。

歯の矯正が一般的になっている現在、保険が使えるようにしてほしい。税の控除にもしてほしい。

無料、または低額にしてほしい。歯医者へのハードルが高い。予約がなかなか取れなかったり。

できれば保険適用で治療できればと思います。

子供は過剰歯なので保険適用も出来たので助かりましたが、自分も歯並びが悪いので保険適用されて

欲しいです。

歯は一生使う大切なものです。笑顔で自信をもてる歯は人生を左右します。

矯正をできる医師が少ないのも問題だと思います。

嚙み合わせが悪いといろいろな面に影響するので、保険適用にして欲しいです。数万円ならまだしも

最初100万かかるといわれた時に正直無理だと思いました。

歯科医院は痛くなければ行かない（虫歯とか）という日本人の考えがあると思うし、実際保険適用外

という事もあると思う。

治療費が高く、受けにくいと思うので保険がきくようになって欲しいと思います。

歯並びが悪いと食物の消化が悪くて、胃にも負担がかかり、将来的にも医療費増加につながると思い

ます。また、栄養も上手に取れなくて体や脳に栄養不足（？）になるのでは。高額な矯正治療だと受

診をためらう事になるので保険適用にしてほしいです。

そもそも保険は病気じゃないと適用にならないところに問題があると思います。歯並びや嚙み合わせ

の治療は予防的なものなのでしょうか？治療しない事により将来様々な障害が出る事が、知られるよ

うになった今日、保険で誰もが矯正治療が受けられる事が望ましいと思います。

歯の矯正はほんとうに高額なので大変でした。保険適用になるとほんとうにいいと思います。

歯並びや嚙み合わせが健康によくない影響を与えると言われているので、医療としての保険制度は

しっかり適用して頂きたい。

保険利用多くしてほしい。

もう一歩相談できるといい

保険適用になれば助かります。

当人にとってはとても負担増と思われますので、保険が適用されると、大変助かりますので是非保険

が使えるようにお願いしたいです。

皆さんが受けられるようにしてほしい。お金がかかるのは大変

公的医療保険制度の適用はすごく良いことだと思います。

大人になってから歯がとっても大事だと思っているので、保険適用が必要だと思う。

子供のうちの矯正はタイミングが大事と聞きました。矯正期間が短ければ負担も減ります。正しい情

報を得ることができれば、費用負担も減るので、公的に援助があっても良いと思います。



子どものうちになおしてあげれるなら、なおしてあげたかったと思う反面、家計の負担を考えると、

どうしても優先順位が低くなってしまうのが命にかかわらない歯並びの問題。子供も悩みのひとつ

だったようなので、是非、保険対象の拡充をしてほしいと思いました。

子供だけではなく、大人も矯正治療を保険適用してほしいです。歯は一生使う大切なものなので、む

しろ今までどうして保険適用されなかったのか不思議です。

歯の矯正は、大人になってから始めると金額的にも治療期間でも大変なので、歯科矯正も早急に保険

適用にして欲しいです。

今は身だしなみのひとつという意識が強くなってきてると思うので、早く保険適用になって欲しいで

す。

保険適用になれば絶対治療したい。子供にもさせたい。

健康に直結することなので保険適用になればいいと思います。

保険外という事と時代という事もあり、あまり深く考えた事がありませんが、そういう時代に生まれ

たかったとか、子供の時にやりたかったとか、自分の子供にも等々思いはあります。

現在、９歳の息子が反対咬合で治療中です。数千円で始められるからと始めましたが、なかなか改善

されず１年以上同じ治療中です。さすがに先生もこのまま大きく変化なければ次に進みますという話

を受けました。１回数千円が１年以上続いたら高い矯正で短期間で治療するのも変わらないのかなと

今は思っています。次は矯正器具を使うので数万円かかるそうです。

保険が適用されるといい。

子どものうちに矯正治療をすすめられるように、保険治療にしてほしい。

矯正治療は保険適用外という事で、治療したくてもあきらめている家庭が多いと思います。治療にも

よりますが、子供一人で１００万かかったとの話も聞きました。特に歯は目立つので、保険適用にな

ればもっと治療する方が増え子供の心身の健康にも役立つと思いますので、ぜひ保険適用にしてほし

い。

歯の矯正は今では特別な治療ではない。必要な治療だと思うが、それだけではなく、適応外のものも

あると思っている。日本ぐらいの経済力を持っている国ならば、当然できてもおかしくないと思う

が、国民に優しくない制度になっている。

高い・・・。保険適用になれば良いなと思っています。

娘に矯正をしたいと言われてきましたが、15年経ってもできていません。保険適用になればすぐにで

も始めたいです。

保険適用になれば助かる人が多く、先の人生においても歯並びに自信をもって生活できる人が増え

て、お金がないがためにコンプレックスをかかえず生活できる人がより多くなるように思います。

歯の矯正・・・高額な為、受けたくても受けられない状況だと思います。保険適用にしてほしいで

す。

歯の意識は年々高まっていると思います。矯正するのが当たり前になっていく世の中で、皆平等に医

療を受けられれば良いと思う。

矯正治療は高額になる事も多い為、保険適用にしてほしい。

保険がきく様にしてください。

歯の治療にかかるお金は高額になる場合もあるので、補助があると助かります。

全額の保険適用は無理でも一部だけでも保険がきくようにしてほしい。



保険適用になり、自由に受診できるようになってほしい

歯並びは食べることがちゃんとできるか、老いて、食事についてきちんとかんで食事できることで矯

正していて良かったと思っています。

保険適用になるよう皆さん声をあげましょう

歯の矯正って高額な治療費がかかるイメージがある。保険適用になれば受診しやすいと思う。

保険適用になれば受診し治療が積極的にできると思う。

この事に関しては外国に遅れをとっている。

子供が治療を受けました。30年程前になります。歯医者２箇所で見てもらったのですが、治療費の差

にもびっくりしました。高額になるので、保険適用になると受診しやすいですよね。

嚙み合わせはとても大事だと思う。食事がうまくとれないといずれ体に出てくる。健康を保つには食

事、そして歯が大切、治療できる環境が必要だと思う。

検診など何回も行けるように保険適用や無料でしてほしい

矯正治療がものすごく高額なことに、びっくりで治療を申し込めなかった経験がありました。

3人の子供のうち2人が歯列に問題があり、実際治療が始まると金銭的にも気持ちにも負担が大きかっ

たです。骨格が生まれながらのものが大きいですので、保険を使えたら大変いいと思います。

早く保険適用になってほしい。

歯ならびは健康でいるためにはきれいな方がいいので、ぜひ保険適用にしてください。

検診で指摘されたのであれば保険適用されることが望ましいと思います。

保険でできるようにしてくれるとありがたいです。

歯は長寿にも関係あるのでとても大事です。矯正治療も保険適用にしてほしい。

歯の治療で保険適用外だと、ますます受診が遠のくと思います。歯の治療は本当に大切、全ての人が

安心して少々の治療から気軽に受診できる体制になってほしい。

子供（４０代）は反対咬合を直しました。孫は10才、11歳、歯列等保険がきいたらいいのにと思いま

す。成長に合わせて長く治療が必要で学校や習い事をあきらめなければならないことになりそう。

虫歯治療はしたが、矯正治療も保険適用になれば治療をする子供や大人が助かると思うので早く適用

にしてほしい。

歯並びや、嚙み合わせはとても大切なので、ぜひ保険が使えるようになると良いと思います。

治療費が適用外だったので、子供に始めさせてあげられなかったことを大きくなった今（18歳）治療

すれば良かったと言われているので、何とかしてでも受けさせてあげれば良かったと思っています。

日本人は歯並びが悪いと聞きます。もっと気軽に矯正治療ができるといいと思います。

歯の定期的検診の重大さをあまり感じていないが、保険適用のところで負担が大きいかと思います。

保険制度の治療方法にしていただくと良いと思います。

次女が中学校入学と同時に矯正治療を始めました。高額でしたが将来の事を考えて治療に踏み切りま

した。当時はしかたがないと思いました。経済的負担は大きかったです。保険適用外の治療は家計の

負担重いものです。

歯の矯正治療はかなり高額と聞いております。是非保険適用になるよう願います。

公的医療保険制度ができるといろいろな意味で良いのではないかと思います。体の健康、かみ合わせ

の不具合から発音が違ってきたりもします。

公的医療保険が使えるようになると良いと思います。



実際、治療した事がないので、どれくらいの金額がかかるかわかりませんが、他の治療と同じように

保険対象になると気軽に相談できる人が増えるのでは？と思います。

歯並びは乳幼児検診の際の項目になっており、指摘されても全額自費、しかも高額というのは良心的

でないと思います。歯並びはいじめの原因にもなりかねないので、全員がもっと気軽に矯正できる時

代になればと願っています。

歯は嚙み合わせ等、日常生活において日々支障が出るものだと思うので、公的に助成が受けられると

いいのになと思います。

保険適用と分かっていれば、初期の時点で病院を受診するきっかけとなり、ぜひとも適用対象として

いただきたいです。

料金が安くなれば、治療したいと思いますので、そのような制度に変わる事を期待したいです。

近年歯の健康が体の健康といわれる程重要になったので、歯ならびを良くして生涯の健康を増進して

いくことは大切になってくると考えます。

自分も歯並びが悪く、3人の子供のうち2人は幼児のうちから歯並びに問題がありそうだと歯科医に言

われています。保険が適用されるなら、とても経済的に助かります。

昔に比べ装具も目立たず気軽に矯正が出来るようになってきたのでは？！女の子はとくに早いうちか

ら歯の矯正をした方が本人もコンプレックスの解消になるはず。是非保険治療を！！

保険が適用されないので治療には高額な料金がかかるというイメージがあります。

とても高価でしたが、失敗で他でやり直し、返金いただきました。病院選びが大事。娘が受けまし

た。

子どもが受けた。けっこう高額だった。保険適用されたら、多いに助かる。

費用が高いと聞いています。保険適用になれば、気軽に治療受けられると思います。

私の場合は微妙な歯並びで、矯正してもまた元に戻ってしまう可能性もあると言われた為、高額な代

金を払ってまでチャレンジできなかった。保険適用になれば、是非チャレンジしたいです。

小児歯科の頃から歯並びについての指導が必要だと思う。成人になってからでは負担が大きい、ま

た、保険適用を望む。

歯の矯正治療を保険適用にしてもらえれば、検診などに行くようになると思います。

適用外だと高いイメージがある。

「娘」の場合は歯学部（東北大）の研究対象だった為、費用はかかりませんでしたが、若い世代では

費用の負担は大きいと思います。とても良い制度だと思います。

矯正にお金を出せないことであきらめたり、意識が低いために子供の歯並び、または歯科治療を受け

られない方々もいます。是非、保険適用は大事だと思います。

たしかに時間がかかるうえに保険適用外でなかなか一歩が踏み出せずにいる現状です。保険適用範囲

を広げてほしいです。

矯正治療にいかせようと思いつつ、高額かつタイミングで始めるのが後回しになっている。

ぜひ、保険適用になってほしいです。

保険制度のはあった方が良い。

保険適用進めてほしい

歯科治療は自己負担などいろいろな選択肢があるが、高額なので希望とおりできず、保険内ですませ

てしまう事もある。

治療を必要としている人が増えているので、誰でも受けられるよう保険でできるといいと思います。



費用が高額であったこと

保険適用外なので高額なイメージがあります。保険適用にしてほしいです。

色んなケースで治療が必要なこともあると思うけど、保険のきかない矯正は金銭的にも悩みの種です

が、やはり保険がきくと非常にいいと思います。

歯科治療は保険適用外はかなり高くなるので、子どもの矯正治療は保険適用内にした方が良いと思

う。

歯の矯正治療は子供が受けた時高かったので、保険が適用されるといいと思います。

すごく高すぎるのでどうにかしてほしい！時間もお金もかかりすぎてできないのでどうにかしてほし

い

生活に支障が出ない場合はすぐに矯正治療とは考えにくいと思います。

歯並びで感じが変わるので、保険が適用したら、たくさんの方が治療が受けられてぜひ保険適用にし

てほしい

歯並びが悪いのはその本人にとってコンプレックスになるので、気軽に治療できたらと思います。保

険適用外が治療する側としては大きなハードルになり苦しいです。

とても高かったです。子供の頃は受けられず、大人になってから本人が受けました。

歯は顔全体を表現するため、早いうちに矯正するように、保険適用あれば良い

孫が矯正したのですがけっこうお金かかりました。

治療費が高額では、なかなか受診できないので保険適用を望みます。

保険適用外のため、先生に指摘されても考えさせられます。将来の子供の事考えますと治療の方へと

思いますが…。

矯正治療はすごく高額です。親にとっては負担が大きいので公的支援があるとありがたいです。また

お金のために治療をあきらめるお子さんがいたらかわいそうです。

歯は健康にとっても重要なので、ある程度の補助はあってもよいと思う。歯にかかる費用が大きいの

で、保険適用になってもよいと思う。

私の子供たちは治療で全員矯正しました。保険が効かないし、年数もかかる。本人にとってはつらい

だろうと思いましたが、社会人になってから治療して良かったと言ってくれたので、親としては嬉し

かったです。

早いうちから矯正治療をはじめられるよう保険適用にするべきだと思います。現在の治療費は高すぎ

ると思います。

・子供2人が矯正を受けて高額負担が大変でした。・歯は美容目的ではなく歯を守る上で必須な治療な

のでぜひ保険適応にしてほしいです。

歯は一生ものなので出来るかぎり治療が必要な方は公的医療保険制度を使用出来るといいと思いま

す。

矯正以外でも歯の治療は保険適用外のことが多いように思います。先日インプラントをすすめられま

したが、１本50万円とのことです。複数本治療の必要があり悩んでいます。

歯の矯正治療は大切なことだと思います。一生使うものであり、また歯の矯正によって噛む力、体の

バランスが保たれ老後の治療にも多いに響くことだと思います。

歯の矯正治療も保険適用になれば受診する方も増えると思います。

お医者様に行く時は、整形手術以外ではやはり体調に影響があるから行くのです。保険が適用になら

ないと二の足を踏んでしまうのです。歯も同じく思います。



学校の歯科検診で歯並びを指摘され、歯科へ行くと矯正（自費）しか治療方法が無いとの事、学校か

らの指摘で治療するのに、高額な自費治療しか方法が無い事が困ります。

入れ歯を作りましたが、高額なのにびっくりしましたが、自分でこれでと言ったので支払いました。

歯医者さんに１回５万円以上の金額を支払いするとは思っていませんでしたので、何とかならないの

かとは思っていました。ご検討してください。

優しい治療ではない。どんな治療にもできるような対応をしてほしい。

顎が細くて歯並びが悪くなると歯科医に言われましたが、そこでは矯正治療をしていなかったので、

治療はしませんでした。大人になってやはり他の病院に行って治療すれば良かったと後悔しました。

安く治療できると良いと思います。

歯の矯正治療は高額になる為、やりたくてもなかなかできないという方が多いと思います。なので、

保険適用になるのはとても良いと思います。

大人にも保険適用される事を願います。

必要な治療だと思うので保険適用になると良いと思います。

保険適用は助かるし治療を前向きに考える事ができると思う。

お金のある人だけが歯をきれいにできるのは格差社会だなと悲しく思います。ホワイトニングも気軽

にできたら嬉しいなと思いました。

健康は歯の健康からとありますが、なかなか歯の矯正治療は高額で治療を始められない制度に疑問を

感じます。子どもだけではなく成人した大人も保険適用になることを願います。

歯のかみ合わせ等は身体全体に影響を与える場合があるので（見た目の為ではない）保険適用になれ

ば良いと思います。

保険がきくようになってほしい。

子どもの嚙み合わせが悪く、歯科検診も行ってましたが、治療の話はされず。これが保険適用であれ

ば先生側もすすめてくれたのではないか？これから始めることにはなるが、もっと早くできれば良

かったのではと思う。

矯正治療は高く期間も長くかかるので、歯並びが悪くても矯正できず、大人になってしまう。子供の

頃から矯正を検討できるのは、とても良いと思います。

歯科は高額なので、保険適用の範囲を広げてほしい。

有効的に使えるようにしてほしい。

保険適用は早くしてほしいです。

治療費が高すぎると思う。子供に矯正治療をした。歯並びをなおした保険適用を認めてほしい。

歯並びによって虫歯になりやすかったり、印象が悪くなったりすることが多いので、子供のうちに治

すのが大切と思う。保険の適用できる症例を示して欲しい。

歯の矯正治療を保険適用内にしてほしい。

矯正治療はかなり高額だと聞いています。困っている人々が治療を受けやすい様、保険制度を整えて

いただきたいです。

保険適用にしてほしい（大人も）

日本は他の先進国にくらべると歯並びに対する対策が遅れていると思う。わかってはいても、やはり

お金がかかるので、手が出せない。とても残念な事だと思います。

保険が適用されれば、安心して歯科に行けると思います。

保険があれば安心して治療が始められると思います。



歯医者は治療だけでも金額が高いので、保険がきかない矯正は本当に必要だと思わないと受けないと

思います。

診断内容わかりにくい

保険適用以外だとたかくてなかなか治療にいけないので、保険適用になると良いと思う。

8020で表する制度がありますが、それ以前に適切な治療を安心して受けられれば治療以前の問題とし

て必要な事だと思います。

矯正治療は高額がかかると聞いています。保険制度が適応すればいいと思います。

歯の治療は費用がかかる。

病名が付けば、保険適用となるので、病名を付ければいいのがてっとり早い。しかし、世の中、国民

皆歯科健診と言われ始めたので、歯並びが悪いと老年になった時、果たして自分の歯がどれくらい

残っているのかとも思う。

治療の必要性が指摘されるのであれば保険適用にするべきです。

歯の丈夫さは長生きするにも大事なこと。保険適用は必要だと思います。

歯のかみ合わせが悪いと健康状態にも影響してくるので、矯正治療も保険適用にしてもらいたいと思

う。

少しでも保険適用になると良いと思います。

矯正が必要な子はすぐに治療が受けられるようになってほしい。自費がかからないようにしてほし

い。

口の中が健康なら、ならないかもしれない病気とかあるのに、どうして根本の歯の治療が保険が使え

ないのか不思議。

歯は健康に日々過ごす中でとても重要なものなのに、ないがしろにされている。歯が健康だったら、

病気になりにくいし、おいしいものも食べれて元気に毎日過ごせるのにと思います。

海外は歯並びが悪いだけで、まず、面接で落とされると聞きました。歯並びはどうにもできないもの

（個人で）、だからこそ国が費用を出して欲しいです。

定期的に歯の治療に通ってます。

健康被害を及ぼすような場合は保険適用治療を行えるようにしてほしいです。

孫が矯正をすすめられ、歯科医院を受診（最初の受診は無料）200万円かかると言われ、ためらってい

る。小さいうちにやった方がいいだろうが、若い夫婦は収入も少ないことが多いだろう。保険ででき

るようになれば良いと思う。矯正することにより、その後の虫歯、歯のトラブルも減るだろう

口の中の口内細菌についてもっと告知すべきだと思います。

保険適用にしてほしい。

歯並びや嚙み合わせは、一生の健康に関わってくる面があると思う。子どもの時に保険で治療できて

ほしい。

自分にあまり関係ないので「？」という感じ。保険がきくよう願います。

美容目的以外の矯正治療は心身の健康状態を良好に保つ上でとても大切だと思います。

矯正治療が気軽に受けられるよう、保険が適用されると良いと思う。料金が高い（保険適用外なの

で）から、治せないとよく聞く事がある。

大人で歯並びの悪い人など見た目気になりますね

高額な治療である為、保険適用外だと治療を始めにくい。歯科医によって抜歯する場合があると聞く

ので、判断が難しいところです。



外国に比べて遅れていると思います。

できたら保険適用になると良い。

娘が小学校の時から矯正治療を受けましたが、やはり高額のため最後の階段（定期検査）は受けない

ままになってしまいました。家計の負担が多すぎるので保険制度になれば助かると思います。

嚙み合わせは見た目だけでなく、健康に関わる部分なので、保険適用されると良い。

保険適用内の治療になればいいと思います。

矯正は１年ぐらいかかり費用もかかることから行動にうつすのは大変だと思う。公的医療保険制度は

生命にかかわることが対象だと思うので、保険制度に何でも入れるという考えは賛成ではありませ

ん。保険がまわっていないのに・・・。

どのような治療でも保険適用を願います。

ぜひ矯正治療の保険適用をすすめてほしい。

まだ歯科で様子を見ており、子供の成長に合わせ治療を検討している。

日本人は歯に対してあまり重視していないと報道がありましたが、他国ではとても歯に対して子供の

頃からとても重視しているようです。日本でも保険適用してもらって少しでも歯に対してもっと重視

できるようになって欲しいです。

矯正治療の治療費が高くて治療をあきらめるようになるのは親としても悲しい。本人も歯のことがコ

ンプレックスになって精神的な面でも影響があると思います。きちんとした歯並びが栄養摂取にも関

係すると考えられますので、保険適用になったら良いと思います。

歯科の治療は時間もかかるし、治療費も高いと思う。

嚙み合わせから健康面に不調・病気になりやすいと聞きます。治したくても適用外であきらめるしか

ない。

矯正治療は家族も受けてませんので、特別な思いはありませんが生活が大変な人達が皆様受けられる

ような公的支援があればいいですね。

我が家の娘が軽い嚙み合わせくらいで安くすみました。大人になっても歯並びの悪い方をみるとやた

ら良いのにとは思ってしまいます。みなさんが簡単にできたら良いのにと思います。

食事は生きるために一番大事なことだと思います。そのための歯の治療にも保険適用出来るようにし

てほしい。

歯並びは、健康への影響もあるので保険適用になるといいと思う。

特に子供に関しては成長に対して必要なことなので、保険適用にしてほしいと思います。

私三年前歯の治療で嚙みにくく歯科に行きましたら、入れ歯を作らなくてはならなくなりました。長

く持つのは保険適用でないとのことで３０万円かかりましたので、保険で出来ると助かりました。

この様な公的医療保険制度がある事は大賛成です。孫も健診で嚙み合わせの事で指摘され、治療中で

す。

確かにそう思います。治療を始める時期によっては親も付き添わなくてはならず、様々な事情がある

と思います。先ずは健康上の問題も含めて治療費は保険適用を用いてほしいと思います。

食事内容（柔らかい物が多い世の中）が昔と変化し、歯並びが良くない子が増えたように思います。

保険がきくと治療をしやすくなると思います。世の中にあわせて制度を見直すべきだと思います。

保険適用であれば治療したかったかも（自分）

年に一度、健診があり早期に治療、予防できる機会があるのは、大事だと思っています。先の人生を

考える予防医学としても矯正等、保険の適用の幅が広がれば良いと思います。



親として治療を受けさせたいと思うが、やはり高額過ぎてそのままにしてしまう人も多いと思いま

す。大人になって歯並びにコンプレックスを持たせるのはかわいそうなので、誰もが治療できる制度

にして欲しいです。

歯の矯正には何百万円かかるイメージがある。子供の医療費無料も歯科でも大丈夫というのがわから

ないかも。仕事をしていると痛くならない限り行かないと思う（連れていかない）。仕事休みの時に

行こうとすると、歯科はやってないという事がある。

大きな問題だと思います。少なくとも子どもの矯正治療は保険適用が必要だと思います。

歯並びが悪いと、子供の健康状態にも影響することなので、是非、保険診療で直せることを願ってい

ます。

保険適用外でかなり高いので、子どもの治療を受けられない人が多く、適用になればかなり助かると

思います。

インプラント治療も保険の対象にしてほしい。

歯の矯正治療は高額な治療代がかかるイメージがあるので、受診をあきらめる人がいるのはわかるよ

うな気がします。保険適用になり多くの人が受診できるようになるといいですね。

保険適用になることを願います。

将来の健康に害を与えるものなら保険適用にするべきである。

保険適用にしてほしい。子どもは無料にしてほしい。

医療、全てに保険がきくようになるべく早めに国の方で動いて欲しいです。

収入などに応じて公的補助を定めるべき

かみ合わせがよくないと虫歯治療の歯科医院で言われたが、自分は特に不都合を感じなかったし、費

用が３００万と言われ、矯正はどんな場合に必要なのかわからないので、保険制度にはあまり積極的

な意志がないです。

誰でも気軽に治療できる様な制度が望ましいです。

歯科治療で保険適用外が多い様な気がするのと、治療代が高いのもあるので、二の足をふむことがあ

る。

矯正は長期なので保険適用になってほしい。

娘は前歯が大きめで横の歯がひっこんでいて、矯正が必要かなと思い、学生のうちにと歯医者を予約

しました。まだ金額はわかりませんが、かなりの額になるとは思いますが、今まで貯めていた子ども

手当などで治そうと思っています。

治療費が高額なことが多いため、保険適用にして欲しい。

保険適用になってくれるととても助かると思います。

公的医療保険制度を見直して、矯正治療を少額で済む様になったら良いと思う。

保険適用（治療）にしてほしい。治療で使う物品、マウスなどは自費でも仕方ないけれど、治療の内

容も矯正をどのようにするかで金額が変わってくるので、大変高額になる場合が多い。

矯正はとても高額なので保険適用になるのが一番いいと思いますが、それが難しいならせめて助成金

とか補助してほしいと思います。

保険適用外なので高額になり、なかなか出来ないと思います。歯は大事なので、保険適用になって欲

しいです。

矯正治療を勧められること、治療をすることが多くなったと感じます。どんな治療をいつするか？費

用を考慮して諦めることなく、その人に合った治療法を選ぶことができると良いと思います。



歯の矯正治療に関して身近で聞いた事が無いので分かりませんでした。歯科医院で虫歯で治療したら

昔より治療代がかなり高かったのでびっくりしました。

平等に受けられる環境を望みます（公的医療保険も）。

子供の成長期に矯正治療を受ける様ですが、長期間の治療を受ける事となりますので保険の適用は必

要と思います。

孫達が歯の嚙み合わせが悪く歯科医院に通院しております。保険がきかないので、生活に響いている

ので是非保険適用させて欲しいと思います。

毎日使用しなければならないので、以前より歯科医院に通院することが増えてきました。若いうちに

しっかりした治療をしておくことが大切と考えます。でも治療費が高いとなると足踏みをしてしまい

ます。矯正治療にも是非保険が適用になることを望みます。

歯の矯正治療は子供にとってこれから成長していく上でとても大切な事です。公的制度によってそれ

が可能になれば、とても良い事だと思います。

うちの娘２人は保険をつかえず、多分２人で100万近くかかったように思います。おかげで歯並びは良

くなりましたが、経済的には大変でした。

歯は痛みがあっても命にかかわらないと思うところがあって、どうしても後回しになってしまいま

す。治療代が高いのも原因です。

現在歯医者に通っていますが年を重ねていますので、矯正治療まで行う気持ちはないです。

賛成

保険適用になって治療に専念できるといいと思います。

私は保険適用外でしたが、高額な費用を払い、送り迎えもやってもらい、小学生の頃から治しまし

た。適用外でも治してもらってありがたかった。何でもかんでも「政府が悪い」とありますが、費用

もなく子供を育てるのは無理です。自己責任ではないでしょうか。

是非保険適用してほしいと思います。

保険適用になれば経済的負担の面でも多くの方は治療するのではないでしょうか。

経済格差が大きくなっている現代では、保険適用が必要な事だと思われる。

矯正治療は大変高額なので、必要なのに受けていない方が多いと思います。保険適用になることを望

みます。

治療が必要なのに保険適用外というのは理不尽なことだと思う

早く保険適用になるようにお願いします。

特に目立つ程でなければ、長時間かかるので負担になるのではないか。

矯正治療は保険きくようにしてもらいたいです。

歯の矯正治療しないような歯並びになるように事前に説明を必要とする。

子供３人が皆治療しました。3人とも別の歯科だったので、金額もかなり違い驚きました。保険外のた

め、また治療箇所も違ったためかもしれませんが、3人で車一台買える金額でした。子どものためと思

いやむなく治療しましたが、痛い出費でした。保険が適応されたらこんなにいいことはないと思いま

す。

歯は生きていく上で大事。保険適用外だとなかなか歯科に受診できない。

自分自身、若い頃から歯並びが気になっていましたが、自費で高額なためずっとできずにいます。娘

も小学生の時に歯列矯正をすすめられましたが、今のように矯正している子も少なく、その時にはし

ていませんでした。社会人になってからしましたが、子どもの頃の方が矯正しやすいようでした。



保険適用になれば治療出来る人が増えると思うし、気になっている所を治せば自信にもつながると思

う（特に子どもや若い人は見た目の問題も気になると思うので）。

治療費は保険適用外のためとても高額なので家計にとても負担です。費用が少しでも安くなったら嬉

しいです。

なぜ適用外なのかわからない

治療費が高額すぎて治療したいのですが、正直悩んでいます。保険適用になればすぐにでも開始した

いです。

歯の検診に行っています（３ヶ月ごと）もっと安価で気楽に行けたら良い。

歯科治療が他の治療と違って高いと思っています。少しの痛みだと治療を後回しにしてしまうと思う

ので、安心して治療ができるように保険適用内にしてほしいです。

SDGSの取り組みから考えても、全ての人が健康で貧困の為治療できないことのない社会になって欲し

い

歯並び、嚙み合わせを整える事で、歯みがきしやすくなり、虫歯予防がしやすくなるなど、単に美容

の面ではなく、健康のために必要なことなので、公的な助けがあると良いと思います。

娘が矯正をすすめられましたが、費用が高くてなかなかふみきれません。保険が適用になれば、治療

を始める人も多くなるはずたと思います。

残念です。面接の印象にも関わってくるので、ぜひ、保険適用になってほしいです。

このような治療こそ、保険適用にしてほしい。

歯の矯正治療はとても高いです。ぜひ、保険適用できると良い思います。

現在高校生まで医療費が無料となり、とても良い時代になったと思います。歯科矯正に関しては、健

康が害される程でなければ無理に治す必要はないと思います。個性の尊重を考えても良いと思いま

す。

友達に子どもの矯正を続けた人がいました。終えるまで年数もかかった様ですが、約100万位治療代が

かかった！という話を聞いたことがあります。高額になると治療を途中で辞めざる得なかったりする

ので、保険適用になればありがたいと思います。

先日のニュースで日本の歯科医療はとても遅れており、世界で下位にあることを知りました。80歳で

自分の歯を維持している人の率がとても少ないことに驚きました。予防医療の観点からも子どもの歯

科医療に公的保険を適用されることを望みます。

保険が適用されれば、受診し、治療ができると思います。

矯正治療を子供二人が小学一年生の時に受けました。当時はそういうものだと何の疑問もなく治療し

ました。

歯の嚙み合わせの問題は健康被害へ直結します。治療を望む子が全て保険適用される事を望む！

年に何回かに分けて受けたいと思います。

審美的な矯正と正しくかみ合わせのための矯正治療かを区別して保険適用も考えてほしい。

矯正治療のベーシックなものは保険適用にしてもう良いと思うが、その前に歯並びが悪くならないた

めの予防法を皆に知らせるべきだと思う。

聞けば高額な治療費がかかるそうでなので対象になるといいと思います。子どもが大人になっても続

くそうなので、大人にも適用なるといいですね。

治療費が高く、断念してしまうのでは？

保険適用外の治療だとなかなか治療を考える事ができない状況だと思う。



子どもも普通だったので利用しませんでした。

保険が適用されれば、治療をする人が増えると思います。

歯並び、嚙み合わせが体に影響があることを再認識する必要がある。

歯の矯正治療を受けている人たちは時間もかかるし、お金もすごくかかると聞きました。すぐにでも

保険適用になる事を望みます。

どうにかすればよいのですが、歯科でも訪問して治療することができればよいですよね。

保険が利用出来る様に。

できれば保険の適用にしてもらった方が良いと思います。

辛い。

歯の矯正はけっこうお金がかかるというのをよく聞くので、気にしている方は多くいると思いますの

で、治療する人が多くなれば良いと思います。

高額なので負担が大きい。申請して多少の戻りがあるが手間がかかるので大変。

矯正には関心がありますが、結局そのままにしています。保険適用になると助かります。

歯は命・予防歯科が大切とよく耳にするけど、そのわりには歯の検診がおざなりにされていると思

う。歯の掃除も最近保険が効かなくなって１回に１万、子どもは3,000円くらいだという。年金暮らし

（弱者）でも気楽に通えるような制度にしてもらうと他の医療費にもいい影響につながると思う。

自分が小学生の頃、大学病院に通って治療しました。５～６年かけての通院はとても大変でしたが、

両親には感謝です。ただ、もし自分の子供が指摘されたら、その費用の工面が出来るか心配です。全

ての人が健康に過ごせる様に、保険適用内を求めます。

保険適用にして皆が健康な歯で長生き出来るようになれば良い。

元々のところで保険適用しないことは将来、医療機関にかかることが増加し、それこそが医療費の高

額化、保険医療制度の破綻につながるのでは？予防して医療下げる。

保険適用で治療出来るようになってほしい。

保険が適用される事で受診率のアップがはかれる事はとても良い事であり賛成です。

・保険の適応範囲を広げてほしい。・車の運転ができない人でも受診に行けるようなシステムを考え

て欲しいです。

高額のイメージがあるので、受診するのをやめている人もいるのではないでしょうか。

保険適用になると良いと思います。

大人でも保険で矯正できるようにしてほしい。歯並びがいいと病気になりにくい。

現在入れ歯（部分入れ歯）なので、定期検診は受けなくてもいいと思う。

治療費が高額なので行きたい時に行けない。気軽に通える様に保険制度を見直してほしい。

基準を設けて保険適用になると良いと思います。（美容目的でやる人も出てくるのではと思い）

健康に関わる事ではないので、優先順位は低いと思うが、財源があるのであればすすめて欲しい。

保険でお願いしたいです。

私はかつて2人の子どもの治療をしました。今から２０年前の事ですが、その時、治療費は大変でし

た。保険が使えればいいのかな。

歯の健康は内科の病気の原因になるとの事をテレビでやっていて驚きました。治療が必要との事で

す。特に子供達の為には本当に公的保険制度が是非実現されると良いと思う。

歯並びで病気になりやすいと言われているので保険適用治療になると良いと思います。ぜひ保険適用

にしてほしい。



保険適用になってくれたら、治療しやすくなると思う。

高い！！

検診があった方がいい

半年に１回歯科から連絡がくるので、受診してます。

歯の矯正治療も保険適用を望みます。

治療を始めたばかりですが、支払いが大変です。説明は受けましたが、保険適用外になるとこんなに

高額になるとは・・・。治療したくてもできない方がたくさんいると思いますので、保険が適用にな

ることを願っています。

できれば受診できて、保険制度で治療ができるのが望ましいとは思いますが、今でも国では医療費を

安くしようと処方箋を3ヶ月使えるようにしたり、改革しているところに、矯正までとなると、一体ど

の位負担が増えるのかそちらも不安（心配）です。年金生活の人にしわ寄せはいかないのでしょう

か？

検診などで治療の必要性を指摘されているのであれば保険適用されるべきだと思います。

保険を使って治療できるようになったら多くの人が助かると思います。

歯並びが悪いことは体調不良にもつながるとききます。矯正治療も公的医療に加えても良いと思いま

す。医療費削減にもつながると思います。

保険適用してほしい。

保険制度が出来ればとても良いと思います。なぜなら所得も低い国民でも治療ができやすくなるから

です。

金額聞いてびっくりして治療を断念したので、保険がきくのであれば受けられたと思う。

治療が必要なのだったら、保険も適用してほしい。自分自身も子供の頃に矯正を金額を理由に諦めた

ので、我が子には同じ思いをしてほしくないのでできれば治療してあげたい。保険が適用されれば、

負担も少なく済むので、ぜひお願いしたい。

中学生の娘が矯正治療中です。器具代はじめその後の治療費が保険適用外の自費精算なのでとても大

変です。せめて医療費控除の対象にして欲しいです。

食は子供の成長に大切な事です。歯の嚙み合わせ等により栄養等がうまく取れないことも歯の矯正治

療の保険適用は必要だと思います。

歯の矯正にも保険が入るように改正して

歯の矯正治療は高額であるため、治療を受けたくとも受けられない。保険が適用されれば治療を受け

る方が増えると思う。治療期間が短いと良いのですが。

保険が適用外の為に高かったので大変でした。早く保険でできるように願います。

健康診断の一部として行ってもらえばもっと身近な意識ができると思います。

保険制度を利用する事が出来る事を希望します。

少しでもいいので保険が使えるといいと思う。

保険適用で矯正治療ができるよう法の改善を望みます。

誰でも安心して治療を受けられるよう保険適用してもらいたい。

保険適用外なので治療をためらうと思います。

歯を大切にとか歯は命というので、できれば保険適用の方が良いと思います。

子供のうちに矯正をしたほうが良い例でも自由診療で子供が多いと難しい

歯の矯正について、高い金額のため受けさせたいけど厳しいという方の話はききます。

金額が高すぎて歯の矯正の必要性は分かりますが、なかなか進められません。



乳歯から永久歯にはえかわる時にどうしても歯並びが悪くなってしまい乳歯も抜けないと難しい、矯

正するにはお金がかかるのでできるだけ保険がきくようにして欲しい。

保険適用外だと治療しても金額が高くつくのではと思うとやめてしまうと思います。

保険制度を利用しても歯科の治療代は高い。

必要とされている治療は皆が受けられる治療費（保険適用）になってくれればよいと思ってましたの

で、国会で採択されてよかったです。

現在子どもが矯正治療を受けているが、子育て中のため保険治療だともっと治療を受けたい人が増え

ると思う

国民皆歯科検診という政策が検討されているということで歯の矯正治療に進む前の段階で見つけるこ

とが大切だと思います。早く制度化することを望みます。

美容目的ではなく、医療目的であれば、保険適用されてもよいのではないかと思います。

保険適用になってほしい。

子供が小学生の時、矯正と言われたので歯医者に行って話を聞いてみたが、その当時１００万と言わ

れ引いてしまった。

おかしいと思う。

インプラント治療も含め矯正治療は保険適用であってほしいです。

もっと安ければ治療しやすいと思う

保険が適用になるといいですね。

保険適用になると治療もスムーズにできると思います。

保険適用になる様にお願いしたい。

矯正治療は高いので治療を受けられない方が多いのではないか！と思います。せめて、保険適用内で

出来るようにしてほしいと思います。

大人の治療は別として、子供の矯正や治療は無料、もしくはそれに近い料金にしてほしいです。

自費診療だと高額になるので、なかなか治療出来ないと思う

現在国保料金です。病院にかかる頻度にあると思うけど食べることは大切で健全な身体の為にも保険

適用になれば検診や治療もしたいと思います。

保険適用にするべきだと思います。

保険適用にできると良いと思う。治療しないと良く嚙めないのは困ると思うので。

保険適用となれば前向きに検討するとは思う。制度が変わってくれたら家計的にも助かる。

他国ではどうなのか不明。生まれながら治療要の人に対して適切にして欲しい。そもそも不要になる

生活習慣の推進が必要では？

歯は一生使うものなので、歯の矯正治療で保険が適用されれば、矯正したいと思っている人も、もっ

と治療したいと思うのではないかと思いました。

本当にお金がかかりました（自費５０万以上）。幼い時からの検診で見極められるのかな。遺伝もあ

るようですし。娘達は歯並びがよくなり、やって良かったと思います。保険でできたらいいですね。

治療が必要な状況であれば他の病気の原因にもつながる可能性があるのだから、保険は適用されるべ

きだと思います。

治療の必要な矯正治療は保険適用になれば良いと思います。

やはり歯は大事でそこから色々な病気とかもありますから保険適用になってほしいです。

どのような治療でも保険適用してほしいと思いますので、よろしくお願いします。



保険適用を望みます。

保険適用にしてほしい。

保険適用になれば良いと思います。

小さい頃の歯医者での治療は痛い・怖いという思いが強く少々の痛みは薬でおさめたりしていた。年

を重ねて歯の大切さを痛切に感じている。家族特に小さい孫達へはしつこい程注意している。

保険適用にしてほしいです。治療を受けたいが高くて受けられない。一生必要なのでもっと治療を受

けやすくしてほしい。

矯正の必要はあっても経済的理由でできない人がいるのはよくないと思うので保険適用にしてほしい

と思う（歯科医院によって金額が違うのも困るため）。特に歯の矯正は年齢が早いほうが良いとも聞

くのでなるべく早く保険適用にすべきだと思う。

歯の治療は場合によっては高額になることもあるので、保険適用になると治療も積極的に行えると思

います。

保険適用外ですが、子供の事を考えて矯正治療をしました。とてもきれいな歯並びになり治療をして

良かったと思っています。

保険適用になって悩んでいる方が少しでも治療を受けられるようになってほしいです。

病気と同じように保険がきくようにしてほしいです。

ぜひ適用して欲しい。困っている方は多いです。

保険適用になればもっと多くの人が受けられると思う

治療期間や費用等わかりにくい

歯並びは大事ですので、助成等があれば良い。

矯正は高額になる事が多いと思うので、ぜひ公的保険に！あと矯正専門の先生がいる歯科が近所にあ

まりないので、増えたらいいなと。

食べることは健康であること、歯が大事とされ歯みがきの重要性を問われる中、矯正の必要性がある

方ができない現状はどうかと思う。健康保険適用にして欲しい。

保険が適用されれば歯の矯正治療をうける人が増えると思う。かなり金額もかかるのであきらめる人

も多いので、保険適用になると良いと思います。

誰もが費用に関して心配なく矯正治療できる様にして欲しい。

保険適用を望みます。

金額が大きいと大変です。保険適用にして欲しいです。

矯正期間が長期に渡るので一部負担してもらえるとはじめやすいと思う。

保険適用であれば受けさせたいが、高額なので難しい。是非保険適用にして欲しいです。

矯正治療は自由診療で良いと思う。クリーニングを保険適用にしてほしい。

歯は一生ものなので、ぜひ保険適用にしてほしい。

治療が必要な人が必要な治療を金額の面での心配がなく受けられたら良いと思います。

保険治療にするべきだと思います。歯ならびなどでの病気もあるので。

子どもが歯の生え変わり時期で、きれいな歯並びになってくれるのか日々不安を感じています（歯並

びが原因でいじめに発展したりなど治療したくてもさせてあげられない程の金額なのはおかしいと思

います。

保険適用があったら、ハードルも下がって治療を受けやすいと思います。子供の医療費無償の時だけ

でも適用してもらえれば早い治療が受けられると思います。コンプレックス等改善。



保険適用にするといいと思います。

残念です。治療も何か月もかかるし金額はまあまあ高いし遠くなるのが現状です。

保険適用になると貧富の差がなくなると思います。

保険適用にして欲しい（健康にも関わる事なので）。

保険適用になれば、ちょっとした歯並びでも治療できて良いと思う。

矯正治療は高額で長期に渡るので経済的に大変。保険適用を望みます。

高額、痛い、矯正の先生がなかなかいない

全部の歯が保険適用になれば通院しやすいと思います。

いまだに10年以上治療を受けています（娘）。顎関節症から顎がまがっていると言われずっと通って

いました。歯の力が強くてなかなか治りません。お金もすごくかかり、どこでやめるのかとても迷っ

ています。

保険適用にしてほしい。

保険適用はとても良いと思います。

知識がないのでわからない。

不妊治療と同じで、治療を必要とする場合の個人負担額が大きすぎるが、治療の不要な人が保険適用

となり、社会保険料等で間接的にでも負担（全て）するのも違うのではないかとも、厳しい社会情勢

を思うと感じます。

矯正治療は１００万単位でかかります。経済的に苦しいこともあり、もう少し、保険適用を広めてほ

しい。

歯科医院から大学病院を紹介され10年位通院しました。

歯の矯正治療＝高額治療と考えるので、もっと分かりやすく公的医療が受けられるようにして欲しい

です。

歯の嚙み合わせは消化に直接作用します。年々日本人が顎が小さくなり瘦せ型になっていますが、質

的栄養失調状態の人が増えているとききます。胃腸が弱まり、うつ、自律神経失調、万病のもととな

るきっかけが嚙み合わせとも言えるので、美容目的のようにとらえず、国として積極的に推進し、保

険適用すべきと考えます。

歯は食に直結しているので大事だと思います。是非保険適用になることを望みます。

保険の適用が早くなればと思います。

子供3人矯正治療を受けました。経済的負担が大きく保険適用になればありがたいのですが・・・。

歯の検診・治療は全体的に高額だと思います。歯は健康な生活を送るのに必要なものなので保険適用

になればいいと思います。

高額費用のため

歯並びが健康に影響を及ぼす事を考えると保険適用をしていただけると助かる。

歯の矯正は保険適用にするべきだと思います。経済的に矯正が出来ない人が出て来て後々後悔すると

思います。子供のうちに治療するのが良いからです。何故保険適用外なのか疑問です。

保険適用外とは知りませんでした。医療的に治療が必要な場合には是非適用してほしいと思います。

友人宅で矯正治療に１００万円もかかったと聞いた。保険適用してほしい。

美容のための治療でなければ、保険を適用してほしい。

子どもが小学生のときに受けましたが、病院によって治療も違いあまり高額だとなかなか受けられな

い



誰もした事がないので何とも言えないです。

矯正治療は早く始めた方が良いので誰でも治療できるよう、保険適用を望みます。

児童等の歯の治療しだいと思います。その子にあった治療時期が一番大切なのですぐ出来る様に国か

らの支援が必要だと思う。

現在40才になる息子が乱ぐい歯を指摘され、将来の事を考え、大学病院への紹介状をもらい受診しま

した。その時に治療時は担当医師の都合にあわせてもらうので平日授業のある日になりますといわ

れ、一般の矯正歯科専門医に変更。高額な金額を分割で支払いました。周りの人に聞くと１００万を

越える人もいて驚きました。

矯正＝高額のイメージが強い。歯はとても大事です。保険診療出来ればもっとたくさんの子供達が受

診できるのでそうなって欲しい。

どこの歯科医院を受診するか迷います。今現在迷ってなかなか受診出来ないでいます。

最近、矯正以外でも保険外の治療をすすめられることがあり、なかなか反対出来ず、高額な費用をか

けている。

矯正治療にも保険適用部分があると治療がやりやすいと思った。

保険適用にしてほしいです。高額すぎるので私自身も受けたいが受けられない。

矯正治療の大切さ、必要性を保護者に分かり易く伝えてほしい。

ぜひ、公的医療保険制度、賛成です。

治療費もあるが昔は虫歯治療に通っていても歯科医から親へ矯正をすすめる声かけなどは、あまりな

かったように思います。

治療が高額なため、早く保険適用内になることを願っています。

歯の矯正治療でも保険適用で治療できるようにして欲しいです。

なるべくなら指摘された人、全員が受診出来るようになれば良いと思います。必要な人は保険で行え

るそれが当然となれる政治をお願いします。

その家々の事情により、保険外に治療となると治療費負担が大変と言う事で治療が出来ないと言う人

が多いのでは。政府負担となるとそれもどうなのでしょう。

歯並び、健康状態にも関わるので、保険適用にしたらいいのにと思う。

保険適用内にしてほしい。治療費が高いので治療したくてもなかなか厳しいと思います。

保険適用を是非おこなって頂きたい。

日本は歯の治療代が高すぎる！！前歯の治療だけが保険が使えない理由が今でもわかりません。

美容的なことではなく、単に歯並びだけでも虫歯になりやすいので、保険適用になればいいと思う。

矯正することにより、歯による健康維持がより可能になるので、矯正も治療の一つだと思うので、保

険適用にするべきだと思う。

矯正治療のことを知らず、子供や孫の歯も関心を持っていなかったけれど、考えらたら絶対必要なこ

とでした。

自分が前歯が出っ歯なのでとても良いと思います。

一生使う歯なので検診を小さい時から行ってほしい。

一生にかかわること現代は知られている。日本の医療費削減の為にも国費でやるべきだ。

孫が今検討しているところですが、保険適用外の為、初期費用が10万以上との事、やはり適用して欲

しい。

保険適用であればすごく助かる



歯の治療は何度も通うので近くで安価で受けられるように考えて欲しい。保険診療できるようにして

ほしい。

女性や女の子は特に直してあげられる環境にすべきだと考える。

保険適用になると治療しやすくなる事でしょう。

歯の矯正をしようと思っても金額が高すぎる

自分は治療したことはないが、お話しを聞いたら保険適用となってもらうと一生を健康で過ごせるよ

うになるといいと改めて思いました。

保険適用はありがたいです。もともと、歯科の費用は高いです。

改善した方がよい。

不平等と感じる

矯正には数十万から百万円位かかると聞いたので、保険が使えれば大変良いことだと思います。

公的医療保険制度で受け入れ出来なかったことがわからなかったので改善できるような事は出来ない

のでしょうか。

子供達は治療していました。保険適用になればとても助かりますが間に合わないなと残念。

貧富の差が子どもの矯正治療をする・しないに影響するというのは、かわいそうだと思います。

2ヶ月に１回の通院してますが、料金が高いですね。矯正治療でなく歯周病の治療です。

少しでも金額が安くなるのであれば、考え中の人でもやってみようと思うかもしれない。

生きる上で、お口の健康は大切だと思うので、ぜひ気軽に検診を受けられる様にしてもらいたいで

す。

歯をなくさないためにも子供のうちに必要であれば矯正すべきです。長い人生の間に大切なことなの

で公的医療保険を認めるべきである。その方が後々になって医療費が抑えられると思います。

歯は生きるため、食べるためにとても大事な部分なので保険は使えると大変ありがたい。

全員が平等に受診できるような制度にして欲しいです。

歯の矯正治療は保険適用外です。治療が必要でも金額が高いため治療を断念せざるを得ません。歯の

矯正治療が出来るように保険の適用範囲を広げることを願います。

歯医者に行った時に矯正をすすめられたが、１００万と言われた。歯並びが、ガタガタだが、仕方な

いと思っている。虫歯を治すお金しかない。

検診が保険適用になれば悪化する前に治療出きて治療費もおさえられるのではないか。

お金がある・なしで治療できるかどうか決まるのは悲しいことなので、平等に受診できるようになれ

ばと思います。

保険適用であれば、治したいと思う方は増えることでしょう

子どもの時期に治療するのが良いと思うので、矯正に関する知識をもっと学校を通して教えてほしい

と思います。

歯は健康の源なので健康維持のため公的医療にしてほしい。

経済的理由で受けられない人達もいるのではないでしょうか。子どもの保険適用が出来ることを願い

ます。

健康な歯や口内の治療及び検診は全身の健康のカギを持っているので、とても大切です。本人の日常

での生活習慣の向上と歯科の連携が生涯自力で生活を送るためにも公的保険適用をすすめます。

今も月１回は受診しています



保険適用になると良い。歯は大事なので。

治療費が高いため受診がなかなかできないと思うから。

気になる人の割合が多いのであれば適用する事を検討して欲しいです。

子供が見た目を気にしていたが、治療代を考えると行かせられないのが現実でした。保険適用になれ

ば迷いなく行けると思いますので、ぜひお願い致します。

子供のうちに矯正をした方が良いと思う。

保険適用外の治療はどんな治療なのか良くわからないが、保険でまかなえる治療を万人の人に与えて

ほしい。

現状進まない状況。

歯の治療を適切に受けられないと菌が入って命に関わることもあるので、保険適用にして頂きたい。

歯並びが悪いと虫歯になりやすいということを含めて適用してほしい。

保険適用になると利用できる人、治療できる人も増えていいなと思います。

Drから（医療的立場の人）治療を進められても費用が高額なため、治療をためらうのではないか。更

にコロナによって両親の仕事がなくなり、収入が減ることにより、生活だけで精一杯で子供の矯正を

したくてもできない場合があると思う。Drからの指示の場合は治療を保険適用させてほしい（美容目

的なら自費でもいいが）

保険適用となるともっと多くの方に気軽に矯正治療ができるようになると思うので、保険適用がこの

先進めばよいと思います。

せめて子どもには補助を出して欲しい。

保険適用にしてほしいです。

孫が矯正しました。高かったので、少し出してあげました。もっと安ければいろんな人が受けられる

と思います。

誰でもやりたいと思ったらできる制度を希望

歯は長いお付き合い。ひどくなる前にだれでも良い歯で長生き続くといいですね。

ぜひ保険適用になって欲しいです。

矯正治療も保険適用になれば学校の歯科健診で指摘された子供達も親も助かると思います。ぜひ大事

なこれからの将来のある子供達の為にも、保険適用になってほしいと思います。

なぜ、子どもの矯正が保険適用外なのか？自分自身歯並びが悪く噛み合わせもよくありません。幼少

期経済面で矯正治療を受けられませんでした。大人になるにつれていろいろと影響が出てきます。

成長の過程にもよると思う。それを別（保険適用外）というのも違うと思うし金銭的な面で受けられ

ないと思います。

歯の治療はいろいろな通院の中で優先順位的に後ろになりがちですが、一生使い大切な歯を小さい時

からまめに検診受けるのは必要です。

歯並びは美しさのためだけではなく、虫歯予防やかみ合わせ、体調にも関わることなので保険適用と

なってみんなが始められるようになるのは良いことだと思います。

我が家は娘３人で矯正したいけれど、末っ子のみにしました。上の２人は社会人になってからと、な

ので幼い時にやりたかったです

毎回必要となる受診料（しかも長期間必要）一度にお支払いする高額な治療費（１００万円近く）な

かなかハードルが高く難しいですね。



見栄えだけでなく、かみ合わせの問題を解決するために子供だけでも、できれば大人も保険適用して

ほしい。

家族が矯正する時とてもお金がかかったと聞きました。保険が効く様になれば手軽にできると思いま

すが、アメリカでは普通の歯科治療費が高くてなかなか行けないと聞いたので、それよりは日本は良

いかもしれません。

6月歯周病検診を受けました。

噛み合わせが悪いと見た目だけでなく、いろいろ悪影響がありますので保険適用になるといいです

ね。

８０２０という様に、歯が弱ると健康にも影響されることは知っています。常に診てもらう医療機関

はあるのですが、コロナ禍で定期検診も案内がなくなり、残念です。署名もしたことがあるのです

が、早く保険適用がされることを願っています。

心と身体の健康を感じます。

歯の矯正治療は保険が効かなくて高いというので、家計にかなりひびくので、やりたくてもなかなか

できないと聞くので、保険が使えるようになると良いと思います。

海外ではきれいな歯並びは日本より重視されていて、多くの子供達が治療を受けている。

保険適用もしくは補助制度を望む

とにかく高いイメージでできない。検診も高額で、早く公費助成をできるようになって欲しい。

歯は一生使うものなので大事だと思っています。一度に高額の費用を払うのは大変です。長い期間か

かるので保険がきくと良いと思います。

学校検診で指摘を受けた児童については矯正治療を無料にして欲しいです。それが無理ならせめて保

険治療にして欲しい。

矯正治療は保険適用が良いです。

家計の負担が大きすぎ

歯の矯正をひとまとめで保険外にする事には疑問です。

一言、「高額すぎる」

保険適用外をなくしてもらえればもっと治療される方が増えるかも。

歯の治療代は高い！！保険が適用になるといいです。

３５年前に娘に矯正治療を受けさせました。その時３０万円くらい治療費がかかったと思います。

保険適用になれば良いと思う

必要な人には全部保険適用になれば良いと思います

定期的に歯の検診を受けていますが、お金もかかります。保険適用されることを望みます。

歯を保っていく事はとても健康的に過ごす為には大切なので、保険適用を常々思っています。

一般検診（市民）や癌検査などは市民検診で低額でうれられるのに、歯は自費になるのでなかなか足

が向かない。申し込みをして検査にいかない人は再通知がなんども郵送される無駄なお金を歯にまわ

して欲しい。

歯並び噛み合わせが悪いのですが、矯正治療するのに日数がかかり高額となるので、今まで虫歯、歯

周病の治療だけとなっています。

補助が欲しい

美容のためでなく日常生活に必要と判断されるものは保険適用されてよいと思う。

生活に支障を来す程度の異常な場合「保険適用」として欲しいと思っていました。



歯は大切なので保険適用になってほしいです。

出来れば保険適用に。

孫（今18歳）が矯正を行いました。成長期だったので、5歳くらいから中学まで期間がかかり子ども病

院にかかり多額のお金も祖父が応援しました。保険が適用なると助かります。

必要な方にはぜひ保険適用をしてほしい

食べる為、また見た感じでも歯並びは気になる事であり歯は大切です。保険適応になると受診しやす

くなり、今後保険適応になるといいと思います。

矯正は高額なので大変です。

保険適用になればやれるかもとは思う。

矯正治療の費用が高すぎると思います。保険適用になると助かります。

30年以上前の事で、長い時間を要しました。親としては治療し治してやりたいと思っていましたが、

自己判断で終了しました。治療費も負担が重荷になります。

今後は希望する人たちが治療を受けられるようになる事をのぞみます。治療を受けられると言うだけ

で、人生が違ってくると思います。

国民総歯科検診が始まるようですが、治療に高額な医療費がかかるのであれば、片手落ちですね。孫

が現在矯正治療中ですが、時間と費用の多さに驚いています。

若い人の為に保険は適用になった方が良い

保険が適用されれば治療しやすくなると思います。

保険適用になったら、気軽に治療でき歯に自信を持って日々過ごせるかと思います。

定期的に検査しています。

かみ合わせは見た目だけの問題ではなく、健康に関わる問題です。保険適用になるといいですね。

歯並びの悪い子→食べ物をかみ力が弱い。胃・食道・腸の病気になる多臓器にも影響を及ぼす。顔の

外見が悪くなる。固い物が食べられない。内蔵に負担がかかる。

高い、保険適用して欲しい。

受診すると治療を始めなければならないような気がするので、相談だけできるような場所があれば良

いと思う。

保険適用になるといいです。

食べる事は生きる事、是非保険適用になるといいと思います

出来れば早く保険が使える様にして欲しいです。

保険適用となればさらに治療に取り組む方が増え、歯、口の健康が保てると思います。

保険適用を希望します。現状、そのことでいじめをうけたり健康面でも命に関わるような事も耳にし

ます。ぜひ対象の方が安心して受けられるようになるといいですね。

歯の矯正はおしゃれとか自己満足とか日本ではまだまだ認められていないように思います。是非保険

適用をお願いしたいと思います。

歯は健康な身体を作るための大事なものです。ぜひ保険適用になって欲しいです。

歯並びが良くないと歯石や虫歯ができやすくなるし、歯の状態で認知症になりやすくなると聞いたの

で、保険適用になれば心身ともに健康になるのではないのかなと思います。

保険適用されても良いと思います。

今月末に娘が入院することになっています。

保険適用の範囲を見直し広げてほしいと思う。



歯並びや噛み合わせが悪いと虫歯などで歯の寿命が短くなったりするので、子どものうちに矯正でき

たら良いと思います。

子ども、孫のために保険適用なると良いです。

健康につながる大事な所なので保険適用にして欲しい。

自分で噛み合わせが気になるけれど歯医者さんに聞いてもなかなか納得できる返事がもらえません。

今回歯みがきの大切さをお聞きしましたので、保険適用にしてもらうと８０２０につながると思いま

す。

病気ではないが補助は考えてほしいと思いました。

歯並びは噛み合わせに関係していくので自身の健康のためにも保険が使える様になるといいな。

歯の健康はおいしく食事をとる。楽しみ、健康、長寿につながる大切な要素だと思います。誰でも食

事を始められる様、保険適用になれば良いと思います。

健診のように１年に１回無料の歯科検診があると歯医者に行きやすく治療も早目にできるのではない

かと思います。治療しやすい環境を切に願います。

健康は発育のために必要なので、保険がきくようにすべきである。

費用が高額で一括払いという場合も多いです。保険が適用できていれば多くの人が前向きに考えられ

ると思います。歯の治療については保険適用にならない場合も多く、制度の見直しに必要なのかもし

れません。

おかしいと思う。はじめるタイミングもあり、長期にわたる場合もあり、なんらかの補助なり必要で

す。

歯並びは顔の印象が大きいので保険適用できるといいですね。

治療費が高額なので、大変な思いをしている方には助かると思います。

現在、たいへん高額です。

保険適用になることを願います。（治療費があまりにも高いので、しないことが多いようなので）

歯の矯正は保険適用になった方がいいと思います

歯は生きている間ずっと使う大切な骨なので保険が使えるようになるといいなあ。

保険適用されれば良いと思う

日本では矯正治療費が高額になることから、まだ一般的ではないように思います。見た目に影響する

ので美容を考える人が多いからでしょうか。考え方を変えて少しでも保険適用になればいいと思いま

す。

多分、矯正が必要なのは子供たちだと思いますが、親が若い世帯は治療費が高くてなかなか受けられ

ないと思うので、保険が使えたらとても良い事で受けられる方が増えると思います。

保険が適用されれば（矯正治療は高額と聞くので）とても助かると思いますが財源はあるのでしょう

か。

歯の矯正治療代の保険適用外が問題で、早く保険適用になると良いと思います。

歯の矯正は金銭的にも時間的にも大変なので、せめて子供については保険で受けられたら良いと思い

ます。

私と妹が歯の矯正治療を受けましたが高額だったと今でも両親が申します。すべての方が治療できる

環境を願っています。

保険で治療が受けれる様になると、大人になって歯並びに困る子供が減るのでぜひ保険適用にして欲

しい。



やはり保険適用外というのはきついと思います。

歯並びは一生のもの。保険が使えるなら助かると矯正する人は増えると思う

東北大学病院へ通わせたので大変でしたが、長い期間の矯正してもらって良かったです。

将来にも関係あるので是非保険適用してほしいと思います

矯正治療は費用が高い。もっとやすくしてもらえると良い。

息子が矯正しましたがとても高かった

矯正は高額なので一生を健康にすごすためにも保険適用をお願いしたいです。

美容的な矯正ではなく、先天的だったり歯科医から治療が必要と診断された場合は、保険適用にして

ほしい。元々歯科治療代が高いので矯正治療となると我慢させてしまう。

長期間を要することからも保険適用を強く希望する

毎月一度検査が有るので必要な時は医院の方から注意があります。月に一度はとてもいいです。

改革すべきだと思います。

治療の必要な人が希望通りの治療が受けられるようになるといいのでは。

歯の矯正は見た目だけでなく、後々歯周病予防につながっていくと思うので、保険適用していただけ

たら、中高年の健康に効果があるのでは。

保険適用にしてほしいです。

矯正はどうしてもお金がかかるので保険適用になるならありがたい

歯科治療はお金も時間もかかるので保険がきくと良いと思っていました。

噛み合わせが悪いと身体にも良くないので、治療には保険適用になると良いと思います。

人生において元気で健康な歯を国が促進しているのに、治療費と時間がかかり過ぎるのはおかしいと

思います。歯科治療も公的、民間的にも保険適用があって良いと思います（歯の治療はどれも時間が

長期になってしまいます）

歯は食の入り口。食べることは大切なことですから、やはり保険適応が必要だと思います。

娘も矯正治療になるかもと医師に言われた時、高額な治療と知り、悩みましたが発育につれ、正常に

なり安心した事を思い出しました。保険適用はありがたいことです。

誰でも簡単に治療が受けられるといいと思います。

歯の状態を定期的にすすめられて受診していますが、歯の場合受診料が高いなと感じる。

自分も歯並びが悪い方なので、若い頃に矯正ができるのであれば、した方がよいと思います。保険適

用になればこれからの若い方々が治療を受けやすくなると思います。

費用を必要以上の負担に感じることなく治療ができるよう保険適用の早い実現を希望します。

歯の矯正治療が保険適用外であることがとても残念に思います。歯の矯正治療が受けられずにいる人

に手を差し伸べることができたらと思います。制度を見直すべきではないかと思います。

咀嚼が困難なら治療が必要だからその場合は保険適用されても良いと思う

保険適用であれば進んで治療を受けたいと思います。

たしかに良い事ですが、財源は税金からですよね。少し考えてしまいます。

今日まで歯の健康がおざなりにされて来た事が信じられない

保険でできたなら良い

歯は生きていく上で大切なので、ぜひ保険適用にしてほしいと思います。

高額なので保険適用なるように願います。



あまり考えた事がないが適用されたら助かると思う

噛み合わせ不合による二次的な症状が起こるため。治療を受けやすいよう保険適応させるべき

治療代が高い

歯の治療に保険が効く様にしてほしい

矯正治療は高額なので、医療的に必要な費用には保険適用は必要だと思います

健康な歯で過ごせることは身体の健康にもつながると思いますので保険適用になると治療もしやすく

健康にもつながると。

保険適用にしてほしい

保険適用とか学生割引とかあると助かります。

保険適用外とは思ってませんでした。適用にすべきだと思います。

今のきびしい時代、生活だけでも大変なのに、治療を必要としながらも高い為に治療に踏み切れない

人がたくさん居ると思う。美容目的でない場合は矯正は健康上必要な治療なのだからぜひ保険適用し

ていただきたい。矯正が単に歯並びだけの問題ではなく骨のゆがみやその他の病気につながる場合が

あるので、特に子どもには適応してほしい

口の中の菌は身体全体の病気を引き起こすと言われておりますので各自気をつけて検診を受診された

らと思います。

高額治療費なので保険に希望します。

歯は保険を使っても高いので虫歯の時しか行っていません。安くなるといいですね。

検診での治療の必要なしとの事でした。

年２回お掃除しております。

診療代はかかりましたが、きれいになったので治療して良かったと思います。

実際高かった。今は成人して矯正が上手くいったので良かった。

接骨院や歯科医院は保険外治療が増えて来ているように思います。

矯正したい方は多数いると思うので、保険適用になれば助かると思います。

歯の健康は基本、歯並びの悪さで色々支障出るならもっと気軽になおせるようになるといい。

歯の健康状態により身体への健康にも影響があるので状況によっては保険適用をしてほしい。

歯の健康が他の身体の病気の予防につながっていくものであるのでぜひ保険適用を進めてほしいで

す。高額すぎて何度も先延ばしにしてやっと治療を開始しました。

子供の歯並びを治してあげたいけど高いので治せないので。

保険適用になってほしいです。

矯正も保険適用になれば子供にすぐ始めてあげたい。

歯並びは遺伝するのか兄弟姉妹とも歯並びがよくないということがある。兄弟分の矯正支払いはとて

も大変で無理だと思う

高額の為、矯正治療できませんでした。ぜひ保険がきくと嬉しいです。

歯は元気に生きるために大切です。ぜひ保険が使えるようになるといいですね。

保険適用されることを望みます。治療代金が高くてとてもできませんでした。日数も期間もかかりお

金が高くて途中で断念しました。体調悪いです。

美容整形と同じ扱いになっていますので保険適用外になるのですが、歯に関しては見た目だけではな

く噛み合わせに関することになる。成長におおいに影響が出てきますので、是非なおしてあげたいと

思いますので、保険適用できるといいと思います。



妥当であると思う。しかし審美目的に近いあいまいな治療に保険適用になるようだと税金の無駄だと

思うので慎重にして欲しい。

治療が高額なので、ぜひ保険制度が導入されたらうれしい。うちの子供は見た目の問題ではなく、必

ず矯正が必要になるため、みんなが受けやすい体制になってほしい。

保険適用になると良い

矯正の費用の高さであきらめたり、十分な治療ができない方もいるかもしれないので、平等に治療を

うけやすい環境ができたら良いなと思います。

昔から矯正は保険がきかなくて高額なイメージがありました。国会で保険適用に関する請願が出てい

るとは知りませんでした。自分の子供がもし矯正必要だったら、出来るかもと可能性が広がっていい

なと思いました。

子ども達に必要な治療は無料。

保険適用になれば良いと思う。

歯並びはとても大切なので、是非保険適用となることをのぞみます。

保険適用になるといいと思います

お金がかかる。時間もかかるという感覚があり、子供の歯列矯正をせずじまいでした。健康上、障害

があるほどでしたら、保険が適用されれば、矯正しやすくなると思います。

かかりつけの歯科医から３ヶ月に一度の割合で検査を受けて悪い歯がある時は治療を受けており80歳

で２０本、表彰を受けております。

生死に関する治療であるなら適用すべき事だと思います

保険適用望みます

矯正治療にも保険適用にすれば、歯科医院での治療も受けやすくなると思う

歯科は特に治療の時、保険使用かきかれます。保険料を納めているので、特殊な事でない限り保険診

療して欲しいです。

矯正治療は保険対象外なので料金が高くて途中で矯正治療は止めてしまいました。マウスピースのみ

で夜はめて使用していますが、体調はあまりよくありません。

保険適用希望します

治療なのか美容なのか区別が難しいと思う。本当の治療なら保険対象だと思う。

保険適用になれば多くの子供たちがしっかり食事もでき、健康になれると思います。歯は大切です。

医療費を少し助成してあげればいいことではないでしょうか。

歯の健康は全身につながるので公的保険で治療できると良いです。

保険診療にすべき。噛み合わせがその後の身体全体の健康に影響すると思うから。

矯正治療は保険適用になって誰でも治療しやすいようになった方がいいと思います

なぜ保険適用外なのでしょうか？理由がわかりません。

国民皆保険で検診すれば医療費削減になり、とてもいいことだと思います。

昔子育てしていた頃は、知り合いの子供が矯正しててお金かかるし、見た目悪いしと大変なようでし

た。現在は子育て中に矯正する事になると家計が苦しくなると思います。

2ヶ月に１回メンテナンスで歯科に行っています。



いろいろな理由があると思うが経済面も多数理由があるので考えて頂たい。

歯の矯正治療をしている友人の子供さんの話を聞いたことがありますが、長期間に渡る矯正と高額な

治療費に悩んでいました．公的医療保険制度が適用なれば多くの方々に治療が受けられる様になると

思います。

保険適用認めてほしい。

歯は健康を維持するために大事です。誰でも必要なときにかかれるような保険制度にしてほしいで

す。

指摘されたならお金の心配がなく治療できるように保険適用してほしい。

歯のかみ合わせは頭痛や肩こりなど影響が多いに出るので保険適用にしてほしい。治療が高額なため

に幼少期に改善できる程度のものも悪化してしまう様に思う。

保険適用された方が良い。

大金がかかりました。保険がきけば助かります

治療費が高い為に治療したくともできないのが現状と知人もいっていた。

医院を充実されるように保険適用が望ましい

子供が過去の前歯の打撲により徐々に前歯の並びが変わり、痛みが出て来て歯科受診し、矯正治療し

ないと悪化すると言われ数カ所歯科受診した。同じことを話され、矯正治療しました。痛みという症

状がでて矯正しか方法がないというのに、医療保険がきかないのは厳しかったがすぐに矯正を始め

た。見た目を目的とした矯正なら自費でも仕方ないが自覚症状が出てる場合は保険適用させてほし

かった。

とても大切な治療になると思うので誰もが受診できるようにせめて保険が使えるようになってほしい

です。

治療は本当に高額で大変でした。でも保険がきくようになればとても良いと思います。

周りの知人などから子供が小さい時矯正のため仙台に行き何十万、何百万かかると聞いたことがあり

ます。とにかく歯の治療費はとても高いと私も感じています。

孫達が歯科検診で歯の噛み合わせが悪いと言われたが大金がかかるのでと相談を受けた。毎日の食事

が大切、健康に育って欲しいので是非保険適用をお願いしたいと思います。

矯正治療を受けているのは、結婚している40代の娘です。保険がきかないので、治療は月１回～２回

ぐらいです。噛み合わせがなかなかうまくいかず、体調をくずしているようなこともあるので、回数

多くみてもらえるようであればと念じます。

治療の必要な人が治療費が高額な為治療をやめる事のないように保険適用にしてほしい。

歯は健康にとって一番大事。人生100年時代。年をとってからの治療等は大変なので早目に歯医者に行

ける様補助お願いしたいです。

年金生活の者でも保険が適用し、気軽に歯医者に通えるようにしてほしいです。

もっと上手に歯医者を利用したいと常々思っているが、なかなかそういう歯医者に巡り会えてない。

全ての人が受けやすい保険制度であって欲しい。

かなり高額な医療費ですし、専門医が少ないのが現状です。歯が揃ってかむことが、人生の中で一番

大切なこと。その後の健康に大きく影響します。口の中の健康のため、保険制度にたしかな技術を

もった医師が郡部に少なく困りました。結局仙台通いをして治療し高額です。



保険適用にしてほしい。

自分自身が歯並びが悪く、大人になった今でも少しはずかしい思いもありますので保険適用になると

良いなと思います。

子どもの医療費や幼稚園まで税金をかけてもらって所得税など一生私たちは払い続けることを考える

とどこまで国に私たちは頼って自分達を苦しめていくのかと思うと、なんでもかんでも賛成できませ

ん。

矯正治療するほどではなかったので、思ったことは特になかった。

歯の問題は全身に影響すると聞きました。保険が使えるようになると病院に行きやすくなるので、利

用できるようになってほしいです。

国のお金は医療費に大金を使っています。とてもありがたいことですが、疑問に思うのは薬の過剰出

しや生活保護者の医療費代無料です。年金と４０年以上まじめに国におさめてやっと年金生活の人が

医療費3割を払っているのに生活保護の方が年金より多額の金額をもらい医療費が無料というのは、私

は納得できません。今回の「歯の矯正」については、自費治療については親が判断して治療を受ける

かやめるかを決めると良いと思います。

矯正治療は高額なので補助などありましたら知りたいと思います

昔から今（70代に入りました）も歯が弱くお金もだいぶかかりました。保険が適用になるといいなと

思います。

治療の必要性ありと診断されたものについては保険適用されることを望みます。

歯並びの良し悪しで歯周病&むし歯から全身の病につながると学びました。海外ではもう少しお安く出

来ると聞いたので補助があるのはとても難しいです。

高齢者も多くなり医療保険制度も大変きびしいと思う。無駄な治療や薬をなくしていきたい。

歯の矯正治療が保険適用になってほしいです。

現状のままでも特に不便、不都合を感じたことはありません。

子どもが20年前に歯ならびについて指摘を受けましたが高額の為様子を見るということで見送りまし

た。保険適用になることを望みます。

高額の金額は20年前から、子どもの同級生のママに聞いて知っていました。（50万円～100万円以上

費用がかかるそうです）ただ、子どもの定期医院へ通うことは、親にも責任があります。ひどい歯並

びなら仕方がありませんが、保険制度には理解しているつもりです。

長期的にお金がかかると聞くので、気軽には始められない。１回１回の治療費が他の医院よりも高額

でためらってしまう。もっと負担を軽くしてほしい。

矯正治療は高額なので是非保険制度をつくって欲しいです。子どものあきらめていた矯正をやってみ

たいです。

保険適用されて欲しいです。

歯の矯正治療は保険適用になってほしいです。小さいうちから矯正すればよい歯並びの大人になれる

と思います。

保険が使えたら、歯並びの悪化なども助かると思います。

孫が小１の時に矯正治療を受けた。上下１本ずつの治療だったが、30万×２回（上と下）計60万がか

かり大変だったと思う。

保険制度、昔より良くなっていると感じるが適用幅が増えれば困っている人も受診できるようになる

と思います。



大いに公的医療助成をしてもらえたら、受診する方も多くなるのではないでしょうかね。保険が使え

るようすべき。

3割負担で医療を受けられる事はアメリカなどに比べるととても素晴らしいと思います。このままでは

保険制度もパンクするのではと心配です。

検診で指摘された児童生徒が未治療のままで将来的に身体的（外面的）変化により精神面での苦痛や

物理的苦痛を有することが苦慮されることから、公的助成が望ましいと考える。

治療が必要な方はそれだけ困っているのだから、当然保険医療をするべきだと思います。

矯正も保険で診療できたらと思います。

8020でいたいので小さい時から保険適用で治療できれば良いと思います。

30年前に子供が矯正治療を受けましたが2人だったので大変でした。

歯の矯正を重要視しない人が多々あるような気がします。公共機関、教育機関等でもっと必要を周知

した方が良い。

治療の必要性を指摘された際には保険適用されるべきだと思います。

保険適用なればいいと思いますけど、財源不足？

健康に生活できる様に国や自治体でも様々な呼びかけをしていますが、なかなか歯の矯正については

ないように感じます。歯でしっかりかんで食べることが健康の一歩ですよね。今更ながら必要な事な

ので公的に適用になると良いです。

医療費が高校まで無料になる時代なので、歯もそうなって欲しいです。健康に生きる為には一番重要

でないかと思います。

どんな治療であっても保険適用で誰でも受けやすいようにして頂きたいです。

歯のかみ合わせが悪いと栄養の吸収が良くなかったりするので、歯の矯正治療が保険適用になれば良

いと思います。

制度を見直し歯に関する様々なことがもっと気軽に受診できるようになってほしい。年金生活者には

大変。

歯のかみ合わせが悪いと栄養が十分にとれなかったり、消化吸収が不十分なことがあったりする事が

あるので保険が適用されれば、ありがたいことです。

歯はとても大切なので、低所得者でも、気軽に手入れできる制度があると良い。

保険適用はやってほしい。特に子供たちには。

保険適用になれば多くの人が受けられるので早くなれば良いと思います。

保険適用は難しくても申請すれば補助を受けられるようになると良いと思う。

是非保険適用をしてもらいたい。

政策的には良いと思うが、医療費をささえている健康保険負担が上がらないのか疑問である。

子どもが幼稚園の時に矯正治療を受けましたが、検診治療はできるだけ早い方が良いと思いました。

誰でも検診が気軽に受けられる様になって欲しいと思います。

公的支援があれば子どもの為に助かります。子どもが劣等感を持たないですむと思うので、進めて欲

しいです。

医科についての学習が不足している（もっと力を入れていくべきだ）。保険を適用すべきだ。

歯並びがよくなると病気予防になるというので矯正も保険適用にして欲しい。

保険適用にしてほしい。矯正は見た目や美容にとどまらず、歯のかみ合わせが全身の健康や精神面の

健康にもつながると思われるので矯正は重要なことだと思います。



費用が高額なので保険適用してくれるとありがたい

なるべく早く保険が適用になるようにしてもらいたいです。子供の歯を治してあげたくても百万ぐら

いかかると言われて出来ませんでした、保険が適用になれば通うことができるのにとおもいます。

子供2人が歯科矯正をしたが、治療費が負担だった。

不正咬合の矯正をおこないました。

100万円程度かかりましたが、子どものために矯正しました。不正咬合のように後々健康に影響を与え

るような場合には保険適用にしてほしいと思います。

子供が矯正治療受けています。

健康上不都合があるとのことで、高額の治療費払いました。

保険適用されたらどれだけありがたいことかと、強く思っています。

高額だけれど、子供のことを考えれば親としては、生活に困窮していなければ治療は行うが、負担に

はなるので、4分の1でも免除してもらえたらと思います

歳を取ったら、またガタガタにときくと、踏み込めない。

抜いたりしない方がいいのでは？と。歯科医院によって、金額が全然違うのも不信感がつのる

金銭的に大変だった

自分もやりたくてできなかったし、その前にまずは子どもをと思ってもなかなか取りかかれない。保

険で治療できるようになればいずれは自分も取りかかれるかもしれません。

子供が小学生のころ矯正をしたが、中学生になると部活や受験などで通いきれなくなり、中断してし

まったことが悔やまれる。

大人になってから、時間とお金の都合ができたので、美容の矯正をしました。お金と金具とｽﾄﾚｽがか

かって完全ではなく途中でリタイヤしました。費用もですが、もっと気軽にできる技術の進歩があれ

ばいいのにと思います。

この数十年で日本人の食生活も欧米化し、柔らかい物を好む傾向にあります。骨格遺伝などもありま

すが、小さいうちから硬い食べ物や良く噛むメニューを取り入れるようにするなど、顎の発達を促し

ていけるよう食育も兼ね乳幼児検診や教育の場などで、さらに周知していく事も必要かと思います。

噛み合わせが悪い事で、将来的に身体の不調へとつながります。さまざまな理由で治療が受けられ

ず、大人になってから病院通いでは意味がありません。必要な治療には保険適用を、長い目で見て結

果的に医療費の削減にもつながるのではないでしょうか？治療を必要としている人達に、経済格差な

く治療を受けられる制度を強く望みます。

5．歯科矯正治療に対して思っていることや、感じたこと

矯正自体が高額な為、行いたくてもできない方も多いと思う。我が家は、支払いしたが家計の負担が

大きかった。

娘が歯の噛み合わせが悪かったので、小学生の時に矯正治療しました。うちの場合はすぐに治ったた

め、費用はあまりかかりませんでしたが、今後保険適用されれば、みなさん気兼ねなく治療ができる

と思います。

子供が指摘を受けたが、高額な為諦めた。申し訳なく思うが、大人になってからも気になるようなら

お金貯めて自費で治療してと伝えている。(もちろんこちらも少しづつ貯金している)

矯正治療をする状態ではない。



40代ですが、子供のころは矯正はしてもらえなかった。時代的にあまりしている人もいなかった。そ

ういう子供を減らすためにも、矯正の情報(やり方や金銭面)をもっと知る機会を増やしてほしい。

私が子供の頃は虫歯の治療の指導はあったが矯正治療は無かったと思う。今は噛み合わせ、歯並びま

で指摘指導があるのはとても良いこととおもう。

とにかく高額

子供が治療を受けました。長期間・定期的に通院し、費用もかかりましたが、キレイに治療できた事

は良かったと思っています。今は以前より負担なく治療できますし、歯並びはその後の健康にも関わ

ると思います。少しでも保険適応の部分があると、発達した矯正技術が生かされ、人生の質の向上に

つながると思います。

私自身が矯正していました。美的共生というタイプで　歯軋りと肩こりの治療のための矯正です。今

でも歯軋りはなくなりました。歯軋り食いしばりにより　歯の表面も削り取られてしまっていたので

保険適用ならもっと早くにできたのにと思います。

矯正治療したいと思いますが、費用が、かかる。

治療費が、高い。

第一印象が大事なんだろうと思いますが、どうしても高額になるため、後回しにしてしまってます。

手軽に治療ができるよう、保険適用をお願いします。

金額が高くて負担に感じました。保険でできることになるよう希望します。

私自身の歯並びが良くなくて親に相談したが、当時は兄優先（男は社会に出るから）だったので私の

矯正は経済的にも無理だと言われました。結局兄の矯正もしてませんが。社会に出てから祖母にも援

助してもらいながら歯科矯正を行った経験があるので、娘は小学生の時に歯科矯正しました（その時

は実家の親が援助してくれました）。高校時の状態で再度矯正の必要もあると言われてましたが、今

はその必要もないと言われたのでホッとしてます。下の息子も健診で何度も歯並びを指摘されていま

すが、今と高校生になったらとの2回の矯正になると経済的に大変なので、高校生になってからの一回

勝負で最小限の経費に抑えたいと思い、もう数年後にはさせたいと思ってます。親としてしてやらな

いといけないと思いつつも、相当な費用、アフターフォローも毎回数千円かかるので、一番お金がか

かる時に大変です。健康に関わるとわかっているのなら、保険適用にすべきだと思います。

子供は反対咬合、すきっ歯でしたが矯正をして改善されましたが約50万かかりました。この金額でも

安いほうと周りから聞きました。金銭的な負担が少しでも軽くなれば有難いです。

現代において子供の顎が小さい為か歯が並びきれなくてガタガタになっています。歯科矯正したいと

は思いますけど、治療費が高額すぎてとても無理な金額となっています。せめて所得に応じて適用す

るかどうかと線引きしてもらって、低所得者には保険適用してもらえると助かります。

すぐに結果が出ないことがわかっていても、毎週や毎月通っても日に見えた改善が見られないのがも

どかしい。

結局500,000円かけても、一向に改善が見られず、お金が続かないので通院を諦めた。

費用がかかりすぎで、矯正させてあげることが出来なかったとこが未だに後悔している。保険適用と

して欲しい。

家族や身近な人にはおりません。

軽自動車が買えるくらいの治療費がかかると噂を聞き、とてもじゃないけれど払えません。ローンを

組む力もありません。一刻も早く保険適用になってほしいです。

歯も大事な体の一部です。インプラントもそうですが、もう少し保険治療の範囲が広がってくれると

いいと思います。



高額イメージがまず強い。大人になってからだと前歯の表に矯正器具(ワイヤー)を付けると目立つの

で恥ずかしい。

口の中に傷ができて大変。歯磨きケアなどはてがかかる。食べ物がはさまる。

何歳までが適用なのか？わかりませんが

年頃の２０歳くらいまで保険適用になってほしいです。

日にちがかかる

矯正をすすめられているのですが、100万円と言われるとすぐに始めようとはなかなか思えず、また、

時間もかかるので踏み込めないでいます。痛みがあるわけではないので、しなくてもよいのかなと

思ってしまいます。

鼻呼吸がしづらく口呼吸になりやすくなったり、気付いたら口が開いたりしていることにとても悩ん

でいる。ただ金額がかなり高額であったり、医院によって治療方針も大分違うものであったりと通常

受ける治療と比較しても不透明であるところがまた躊躇する要因になっている。

高校生で運動部なので、歯科矯正をしながらの生活が、日頃のストレスになるのでは？と感じ

もう少し大人になってからと判断しました。

これが正しいかは分かりませんが、まだ未就園児の頃から治療が出来る事があると最近友達から聞き

ました。もっと早くに知りたかった。

私は歯科矯正はしたことはありませんが、子供が歯並びのことで歯医者さんに見てもらうようにと通

知があったのでお金の面で不安はあります。

他には治療が長いので通い続けるのが大変そう。

私の場合は顎関節症で痛みが続き、保険外で噛み合わせを直しています。保険適用になれば嬉しいで

すが、どこまでが保険での境界線が難しいと思います。

治療費が用意できないと治療出来ないのなら、学校での健診など、意味がないと思います。

歯並びにコンプレックスがありましたが費用面で矯正を諦めました。子どもにも歯並びが遺伝しない

か心配。

私が子供の頃、歯の矯正にかかる費用は莫大で

姉の歯並びが私に比べてひどかったため姉だけ矯正をし、私はマシな方なので我慢させられた。

今となっては私も矯正をしておけばよかったと思うことがある。私の子供達も前歯が少し出てきて、

気にしているので矯正してあげたいと思うけれど今は学費など出費が多い年齢なのでその部分は後回

しとなっている。

とても高額で大変です！

現在子供が矯正中ですが、見栄え云々ではなく、噛み合わせに問題があり始めました。皆さんが感じ

ていることと思いますが、とにかく矯正治療は高額です。うちの場合も何箇所か歯科医院を回り、見

積もりした中で金額が一番良心的な歯科医院を選びました。矯正治療が保険適用になれば、子供が小

さいうちから治療を始めることができ、綺麗な歯並びで過ごせる時間も長くなると思います。近い将

来、保険適用が実現されることを願います。

お手軽な値段で保険が使えるならずっときれいで健康的な歯になれる。健康な歯は、健康な体を支え

る！

矯正治療も保険適用になってもらえたら助かります



嚙み合わせ（くいしばり）がひどいので定期的に検診に行っています。

歯科定期検診が無料化されると良いです。

国での援助期待します。

主人が歯医者に行かず、今頃（老人）になりすごい事になっています。どうすれば良いか、本人を動

かすのに困っています。

特に子供の歯並びが悪いのは、矯正治療は将来の事を考えて治療した方が良いのかと思うのですが、

大人の場合も必要がある場合は保険は必要です。美容はどうかと思う。

やっぱり高い。保険が使えないとすぐ思う。

子供が2人とも矯正治療となり、保険がきかなくて大変な苦労しました。ぜひ保険がつかえるようにな

りますように。

治療したくとも費用高いのであきらめたことあります。

ストレスがかかるようで不安があります。

娘が中学、高校時代矯正治療経験しました。思春期だったせいもあり、表から見える装置がきつくて

途中で中断。昨年30代に入り、本人が再度挑戦。器具も目立たず15年くらいの進歩の差はすごいで

す。ただし、料金は高すぎると感じます。

私は上の前歯が出ています。母曰く、幼少期に前歯の乳歯だけがなかなか抜けなく形が悪くなると歯

科医に相談したら、いずれ抜けて問題ないと言われたようです。その後、永久歯が生える頃には隙間

が狭いからと前歯が前に押し出すように生えてきました。

学校などで指摘は受けていないですが、歯が見えないよう人前では口を開けて笑うのに抵抗があり、

作り笑いみたいと嫌みを言われた事がありました。見積もりだけと思い歯科矯正に行ったら70万ほど

かかると言われ、余裕がなくやめてしまいました。歯が原因で人間関係のトラブルにも繋がる可能性

もあるし、大人になってからの治療は年数も必要になるので子供の頃に矯正しやすい環境にすべきで

す。

比較的時間のある年齢のうちに矯正できていればと思います。働き始めてから矯正治療に取り組んだ

ところ、忙しくて通い通せず、結局歯が元以上に動いてしまいました。お金はどぶに捨てたも同然、

いまだ歯の見た目へのコンプレックスは小さくないです。

歯科の治療は長くかかるので治療費がかかりすぎる。

現在、歯科矯正費用はおよそ１００万前後かかると思います。せめて半額、できるなら保険適用の３

割負担になればぞっとあきらめていた矯正治療に踏み出せます。

娘が矯正治療を受けていたが、時間とお金がかかった。

身内にはいませんがやはり治療費の負担が多いと思います。

矯正には高額かかるので、将来をになう子ども達には、親の収入に合わせて無料で矯正を手助けして

欲しい。

息子が乳歯の頃、一度は矯正治療をすすめられて、紹介された病院で受診したが、必要ないと帰され

ました。そのまま永久歯になりましたが、成人になって今になって矯正していた方が良かったと本人

から言われました。

思った以上に家計の負担になった。

保険適用になってちゃんと矯正治療を受けれるようにして欲しい

低料金なら

なかったです（治療を受けてない）。



昔に比べて、歯並びが良い子が目立ちます。今の若い人達はきっと気をつけてるのでしょうね。良い

事だと思います。

娘が矯正治療したおかげで歯並びが良くなったのはもちろん、風邪もひきにくくなりからだへの影響

もある事なので、保険適用を希望します。

娘が矯正治療を行ったのですが、１００万円位かかり、かなりの負担でしたが、自分と同じ思いはさ

せたくないので決めました。

歯並びがキレイだったら、片噛み等がなくて、顔がゆがまなかったと思う。

矯正が普及してきているので偏見が少なくなってきている事はよろこばしい事です。

子どもの主治医は治療について親切な説明があり、今となっては矯正を受けさせて良かったと感じて

います。大人になってからも矯正をしたくても金額の事でなかなか出来ない人がいるので、是非大人

にも保険適用して欲しいと思います。

なぜ、矯正治療が必要なのかをもっとわかりやすく説明し、広めて欲しいです。

先ずは保険適用外ですので、金額が高いです。我が家の娘が小学生の頃に矯正しましたが、第二期が

高校に入学頃にと言われて、進学もあり、今は就職もしたので、本人任せにしてますので、矯正の完

了とまではいってないです。もう少し金額を見直して欲しい。

高額というイメージと恐怖感があってなかなか通えない。

専門の歯科医師の方の説明が不十分で、もっと分かりやすく説明してほしかった事もありました。

子供が前歯の矯正したかったけど、高いので出来なくてかわいそうな事をした。

矯正治療は高いと思います。成長の面でも影響があるとすれば、無理をしてでも治療を受けさせたい

と思います。

必要な状況・状態には皆支払っている保険制度のお金が当てられないのはおかしい。何のための国民

皆保険制度か？！

私自身、歯並びに問題がありますが、費用が心配で治療できません。不安なく治療できるようになっ

てほしいです。

とにかく、保険が適用されないと親は治療費を出すのが大変です。

めいが現在矯正治療をしていますが、すごくお金がかかるし時間もかかります。しかし昔ほど目立つ

器具ではないので、悩んでいる子は試せる世界になってほしい。

・子供が矯正したけど大金がかかったこと・本人は良かったと思っています

数年前、歯の治療で高い金額をいわれたことがありましたが、保険適用になれば良いことだと思いま

す。

孫が中１で矯正治療をおえて、とてもきれいになってびっくりしたのですが、歯を治しただけで、顔

全体がきれいになるのでしたら、誰でも受けやすい保険治療の適用になれば良いと思いました。

何年もかかる矯正なので、途中、引っ越し等、考えられるのでどこへ移動しても、生活の土地で引き

続き、受けられるようお願いしたいです。

長女が矯正し、とてもきれいになりました。やって良かったと思っていますが、金額が高いのが難点

なので、保険が適用されるといいと思います。

高額支払で大変でした。

姉が矯正治療でかなりお金がかかっていたので、私は出来なかった。だから子どもにはやらせてあげ

たいが、やはり金額がネックになり始められない。



何年もかかって治療するので、保険制度になったらいいと思います。

保険適用なら治療を受けさせたい。

大人になっても（年齢）何才ぐらいまでできるのか知りたいです。

矯正治療は自分が子供だった頃、歯の外側（まわりから見える方）に器具が付いていて嫌だった。保

険対象になれば内側へ付けるのも選択できるのではないかと思う。

治療費が高い。病院での治療費があまりにも違うことにも驚きました。

保険制度で治療をはじめられるなら、ぜひともしたいので、早く適用して欲しいです。よろしくお願

いします。

歯は命と直結。我が子供達成長期には口うるさく歯みがきを励行させて参りました。私達夫婦は幸い

にして息子が歯科医なので、メンテナンスは東京まで通っています。

保険適用してほしい。

保険適用になってくれるともう少し治療できる人が増えると思う。

保険適用外が多い感じ。身体に良いのに適用外とは残念です。

矯正治療が必要でも保険がきかず、これだけ高いと受けられません。どの位かかるかも人によってわ

からず不安です。

孫が矯正治療をすすめられたのですが、高額でしたので、受けていません。もう社会人と高校生にな

りましたが、かわいそうなことをしたと悔いています。保険適用ができてたらありがたかったと思い

ますが残念です。

矯正しなくともよい。

歯の矯正治療はどうしても必要だったのでしましたが、小1から息子が30才過ぎた今でも行っているの

で少しでも安くなって欲しいです。

もっと身近にかかわれたら嬉しい

家族や自分はまだ歯がそれほど悪くないのですが、平等に安い料金で矯正治療できるようになれば良

いと思います。

保険がきくのであれば、私自身もやりたかったなあと思います。

子どもがこれから治療に入るだろうことは予想されるので、保険適用になると金額面を心配せずに病

院に行くことができるのでありがたいです。やはり矯正での心配面は金額の負担だと思うので。

矯正治療は時間や期間がかかるイメージがある。

高いので治療には進みにくい。

矯正器具を作ったが合わなくて体調を崩してしまった。一年後再度始める話はあったが更なる金額の

負担が強く断念した。

子供の頃、頭痛の原因は歯並びにあるかもしれないと言われた事がありましたが、費用面から治療を

あきらめた事があります。保険適用になればそう言った事が減るのではと思います。

小さい時から通ったおかげで現在４０代の息子は虫歯もなく歯は丈夫です。

娘が矯正しました。泣きながら矯正を希望されました。将来の進学費用を使ってでもしたいと。今、

高２になった娘は、今になって志望校を決めるにあたり学費で悩むようになっています。それが現実

です。

今24才の娘ですが、学校の検診で指摘を受けましたが、治療費がかかるので矯正をしてあげられませ

んでした。今でも矯正をしたいと言っております。今31才の長男は昨年、お金を貯めて矯正治療をし

ました。安く治療ができるといいのですが…。



ワイヤーのような目立つものではない矯正が一般的になるとよいなと思います。

お金がどのくらいかかるかわかりませんが、大変な額が必要そうです。

わからない

孫が矯正しましたが、驚きの料金でびっくりしました。入学祝にあげたお金を全部治療代に使ったと

のことでした。

矯正治療をやったことがないのでわかりません。

昔と違い小さいうちから定期的に治療をし大人になるまでに歯並びがキレイになるとは良いことだと

思います。

できれば良かったと大人になってから思った。

まともな姿で産んであげれば良かったけど、顔が長くてかわいそうなので矯正して恰好良くしたらま

ともな顔になって良かったです。

時間もお金もかかるので、大人になってから自分で気になれば行うのもいいかなと思っていました。

働いている親世代が治療できる営業にしてほしい。

もっと安くできる様にしてください。

保険適用であれば自分も受けたかったと思います。

歯も大事なものなので健康診断に組み込んだ方がいい

とても大変でしたので、保険制度があると助かります。

歯の矯正は大切なことだと思います。だれでも受けられる事が大事だと思います。

子どもが矯正治療必要だとのことですが、現状として何百万円かかると言われました。保険適用し

て、子どもの将来を明るいものにして欲しいと思います。

家族が指摘された時、治療するのに、かなりの高額費用が必要になるというのはわかっていたので、

焦りました。大切な治療ですから、誰もが受けられる治療であって欲しいです。

現在、透明で目立ちづらくなっていたり、見た目にも配慮がある事はとても良いと思います。費用を

気にせず、コンプレックスを治療する事が出来たら良いと思います。

かなり金額がいります。

お金と時間がない

子供が小さい頃、簡単なものですがやりました。その時は結構お金がかかりましたが、おかげで今で

も虫歯はありません。

娘（嫁いだ娘）が40代で受けましたが、多分大金かかったと思います。歯並びがキレイかどうかで、

対人的に違うとの事で受けたとの事。

子どもが矯正治療をしました。子どもの矯正は長期間に渡るので、最後まで続けられる様、少しでも

経済的負担が少なくなると良いと思います。

入れ歯は歯医者さんにより大分違いがあるようです。歯医者さんも現代の治療も研究されてもっと進

んだ食べやすい入れ歯の制作を望みたいです。

保険適用になってほしい。

自分の家族で近くの病院で大学病院に紹介状をもらって行ったが、受け付けてもらえなくて大変だっ

た。もちろん当病院（歯科）で全て治療してもらった。

子供に矯正させたくても何十万もかかるので、ひかえてしまう。

期間が長くなるので大変。



本格的に矯正しなかった娘が今は矯正すれば良かったと話している。今から行うのに（就職とか）金

額の面で実現できていいない。保険で行えればありがたいと思う。

歯並びでコンプレックスをかかえてる人にも朗報です。自己負担が少なくて済みますね。

子供の歯の矯正を考えたことがありましたが、歯科選びの基準が決まらなくて結局せずじまいで今に

なって早くやってればよかったと思って後悔しています。

保険適用になれば、治療する人も増え、良いことだと思います。

矯正治療をしたことがありません。

今、60歳すぎて歯の治療に通っていますが、本当に歯は大事だと思っています。痛みがひどかったり

すると、頭まで痛くなってきて何もできない状態になることはもうつらい…矯正治療もその時にした

くてもできないということのないようにしてもらいですね。

私は大人になってから、矯正してもらえなかったことに後悔があるので、自分の子のことは気になっ

ていました。ほぼ矯正不要な状態ですが、きちんとした歯並びのためには、乳歯の頃から虫歯にしな

い、生えてくる隣の歯のスペースを空けておくなどの処置でかなり歯並びの問題がおきづらくなるこ

とを目の当たりにしたので、小児の成長にくわしい医師の育成や受診の助成を充実させて欲しい。

こども2人が昔矯正しましたが、長い治療が必要で大変でした。

矯正費と大学の学費で家計の負担はとても大きかったですが、矯正して良かったと思っています。

長く治療がかかるので苦労がある。小さいうちが治療しやすい。

家族に矯正治療を行った事のある人はいないが、高額な料金、長い間の治療がかかるのが大変だと思

う。

実際に矯正している友人達の話で「とても痛く、食事が制限される」との話を聞いて、治療する事に

後ろ向きになってしまった。

8020運動と言われて久しいが残存歯と言うことだけではなく、高血圧、腎臓病、糖尿病、そして認知

症にもかかわってくるという事を渡し認識し、日々のケアを大切にしたい。

歯は大事なので、子供のころから、歯並びや矯正治療があれば直してあげたい。

歯科医の技術の差が大きいので、例えば建築士一級、二級の様なランクがあると技術向上にもなりま

すし、安心して受診できるのではないでしょうか。歯科医院によって治療費が違ったり等ない様にし

て欲しい。

100万弱かかりました。早く保険適用になればと思います。

娘が大人になって矯正したが、高額のためお給料から払えないため助成した。周りにきくと矯正人数

は結構多い。高額のためあきらめた人も多いと思います。

とにかく高かった事を覚えてます（50才の人が小6から高三までしました）。

歯の矯正について知識がなく、大人の息子は今矯正治療しています。きれいな乳歯から永久歯が顎に

対して大きな歯がはえてきました。その時に学校検診で言って頂ければと思います。

期間が長かったため、金属をつけている部分の手入れが悪く、虫歯を作ってしまいました。

とにかくお金がかかりました…。お金の補助があればもっと早く治療開始のハードルが下がると思い

ます。

期間が長い。

高い

安全性はどうなのか？全てにおいて知らない。一般的な歯科治療において上手な医者が少ない。

高額なのが気になります



矯正している姿が前歯良くなくて、分かりにくくなると良いと思うが、高額になると利用出来なくな

ると思います。

家族が矯正治療が高額で出来ず、歯並びがガタガタです。固いものが食べられません。保険適用にし

てください。

学校に通いながらの通院も平日は難しく、土曜、日曜の通院だと病院もとても混み大変だった。長期

間かかるのがなかなか大変です。

家庭の役割がおろそかになったことのツケですね。制度の充実と同様食生活の改善（グルメとかおい

しいだけが食べ物ではない）広報が足りない気がします。

1回に10万円近い請求がある事にびっくり。保険適用してもらいたいと思った。

歯科は何でもお金がかかるのは何故でしょう（高額）。

治療費が高い。通院の回数が多い

娘が反対咬合治療を受けていましたが、期間も長く治療費が高額で大変でした。

治療したことがないのでよくわからない。

歯科矯正をしないと、虫歯の原因ともなると言われている。それが歯肉炎など他の病気をひきおこす

ことを様々な情報機関で知らせていくことも大切かと思う。※親の責任であることも・・・。

40年も前のことですが、かなり高額で年数もかかって大変だったです。

20年近く子供が矯正していて、時間もお金もかなりかかっているので、保険適用になれば治療しやす

いと思います。

歯科選びが難しいと感じます

高い。毎月のお金も高い！

毎月、通ってその度支払う額が大きいです。（最初に高額なお金を払っているのに）

高すぎます。一度で終わる治療ではないので大変です。

歯並びが原因で頭痛があった友人が歯の矯正をしていたので、保険適用だと良いと思う。

今後行うかもしれないと、金額等調べたところ、かなり高額になる場合もあり、驚きました。

とにかく時間がかかると思った。

高額な治療費がかかるイメージなので気軽に受けられると良いと思います。

料金が高い

幼稚園の時に、高くてできませんでした。今、歯並び嚙み合わせがすごく悪いです。

中学時代に娘が矯正をしました。母である私の歯並びが悪かったのでコンプレックスでした。娘は２

年で終了。その後私も40代で矯正をしました。長期間になり、金額も高く、本人の意思が強くなりい

ろいろ難しいと思います。それでもきれいな歯並びはとても嬉しいです。

治療費が高いので治療を断念して、歯並びが悪いことがコンプレックスでした。もっと気軽にできる

治療になれば良いなと思います。

先生によって治療の方針が違うので、ガイドラインを作って欲しい。値段が高い！カードが使えたの

で助かりました。

いざ矯正治療を始めても、長期に渡って治療を続けることになるので、子供が大変だと思った。もう

少し早期に発見して、治療期間を短くできないものでしょうか。

子供が小学生の頃から矯正治療を始めました。やはり医療費が高額で、お金のやりくりが大変でし

た。保険が適用されたら、子育て世代のみんなの負担が少し解消されると思います。



メンテナンスにいくのが少し手間でした。学校があると歯科がやってる時間に合わせていくのが大変

でした。

歯の矯正治療は子供の時にしないと大人になってからでは、出来ないので、学校健診の際に保険適用

にして、昔は八重歯でも良かったが今は・・・早い時期に矯正したかった

矯正ではないが保険外で多額の金額を支払ったことがあり、大きな金額でした。

早く保険がきく様になってほしい。

長時間かかる矯正ではなく短期間で矯正できる（美容？）ところを選びました。金額も高かったと思

いますが、本人の心の負担が軽減されて良かったと思っています。5～６年と長くかかるのはつらいで

すね！！

歯は一生のことなので保険が適用されれば助かると思います。

歯科の先生でも考えて話し合って治療してくれる先生もいるが、そうでない先生もいる。

金額が何百万にもなると聞いたので、早く保険適用してほしい

治療したい人が皆治療できると良いと思います。

こわそうなイメージです。歯の治療全般に対して、こわくない歯の治療。全ての歯医者さんに望みま

す。

子供が納得していれば負担はないと思うが、長期治療のため、子供の気持ちの負担が大きいと感じ

る。歯のかみ合わせが悪いと、将来、健康上、支障が出るおそれがあると言われるとなおのこと治療した

ほうがいいのかと思ってしまいます。やはり高額な治療代が一番のネックです。

孫が歯の矯正治療中です。歯並びがきれいになると人との会話も楽しくなって人間関係も広がってい

る。

子供が小学校低学年の頃矯正治療をした大学の歯学部病院にて、予約、通院などかなり時間がかかっ

た。短期間で効率的に治療ができると良いと思う。

年頃になると見た感じが嫌という子もいると思います。

治療費が高い事も理由ですが、痛みを伴う事も不安で始める事は無かったです。

矯正治療は時間がかかるが、あとあとのことを考えると、早いうちにやった方がよいと思った。金銭

的なことでできない人もいるので、保険適用してほしい。

矯正治療はしたいです。

インプラントで歯科医色々と金額が違い高すぎると思う。

今思うに歯の治療を受けておけば良かったとつくづく思う。歯並び悪いと食事で「かむ」ことの難し

さがある。

費用も高額だし、長い期間の治療になるし、なかなか大変です。途中で止めることはできないし、始

める前に、しっかりとした覚悟が必要です。

現在なかなか出来ない。

家族全員、矯正を受けていないので感想は書けません。

子供の治療費が高くとても大変でした。少しでも保険が使えるなら、とても良いことだと思います。

料金が異常に高い様に思う。

自分はかみ合わせは悪いとは思っていますが、経済的な事で矯正治療はしませんでした。

治療代が高額だったので大変でした。

とにかく保険が適用されないと、費用が大変でした。なんとかして欲しい。



全くその説明が医院よりなことに疑問を感じた。

かなり高額だったので、親に申し訳ないなと思う。

友人にも歯並び悪い方がいたりするが、しなかった、できなかったのかわかりませんが・・・。今は

わかりませんが見ばえも良くない感じでした。

たしかに、多額の費用がかかるのは、治療を断念する方が多いかも・・・。

自分自身は矯正しなかったので、歯並び悪く歯医者に行くごとに、歯医者さんが頭をかかえてしまい

ました。むし歯にもなりやすいので、保険適用であれば矯正してもらえていたかもと思います。

保険診療でいろいろ負担があると難しいとは思われますが、少しずつでも保険適用になっていくと良

いです。

小４の孫がマウスピースを使って矯正しているけれど、本人はよく頑張っていると思う。

もし、自分の子供が矯正治療が必要となっても、お金の面であきらめてしまうかもしれません。なの

で、金銭面がネックとなり治療ができない人が出ないよう、保険が使えるようになって欲しいです。

インターネット上で、あやしい矯正の広告をよく見かけるので、きちんとした歯医者さんで治療が出

来るようになるのが一番良いと思います。

①娘は、日本は高額の為、ボストンでしました。先進的な治療内容でしたが安価ですんだとのことで

した。②かみ合わせは全身に影響すると言われています。大切なことだと思います。

子供が痛みがひどく、やめてしまったので痛みをどうにかしてほしいです。

私、結婚生活を続けている中でストレスで前歯（下）が出て来ました。それを矯正したのですが、生

活が改善されないと、これも治らないと思いました。

歯科領域は全身に影響することなので、ぜひ保険適用してもらいたい。結局は医療費削減につながる

ことだと思います。

歯医者によって施術の仕方、料金が違くて、相談のみでも料金をとる所ととらない所があったり、

色々な所に違いがあり、何が良いのかわからなくなり選択にとまどってしまいます。どんなふうに病

院を探したら良いのか？

痛かったり、違和感があって嫌だった。

娘の矯正治療をしたのですが、やってて良かったです。

高いし時間がかかる。もっと簡単にできるならしたいと思う。

次女が50歳になるが毎月通院している。何だろうと家族は思っている。

歯が健康に大変影響するとも言われるようになったのは、ここ最近（最近ではないけど、でも私が若

いころは言われてなかったような気がしています）。もっともっと前からいって欲しかったと思いま

す。

昔、長女が矯正を行いました。とても金額が高額でした。次に次男も歯並びが悪いと言われました

が、高額なため男の子だから少々歯並びが悪くても良いかとあきらめました。出来れば矯正させた

かったです。もう少し治療にかかるお金が安くなれば良いなあと思います。

保険適用になり、高額が少額になればと思います。

保険適用があるといいと思う。

長いことかかるので大変と思います。途中で治療をやめないようにすすめています。

歯のならびが良ければ、歯みがきが楽で良いと思うけど。虫歯にならない様にとか、嚙むことの大切

さをもっと大事にすること。



もう少し料金が安くなればやりたいと言っています。

乳歯ではしないで永久歯になってから矯正した方がよいと言われ、中学校に入ってから治療をはじめ

ました。費用的には20～30万円くらいかかったと思います。

矯正は治療する医院によって、かなり技術、対応が異なるようです。うまく矯正できなかったお話し

もききます。歯科医師会などの矯正治療に対する統一的取り組みをお願いしたいものです。

子供が小学校低学年の時、保健の先生の紹介で治療しました。仙台の友人のところでは何十万円と掛

かったと聞きましたけど、その先生は「赤ひげ先生」のような方でびっくりするほど安く治療してい

ただき、大変感謝しています。

入歯のみで矯正はした事が無いです。もし安価で矯正できるなら保険適用でお願いしたいです。

治療費、手術費が高い。歯は一生使います。とても大切なところです。こんなところにかけるのが高

価すぎる。

孫が矯正治療を続けています。小さい頃から今14才です。長い期間で本当に大変に思います。早く保

険適用になる様お願いします。

無料の矯正治療を望む。

長女が中学生の時、矯正治療中の上の前歯のワイヤーがはずれ頬に刺さって痛がるので、救急病院で

ワイヤーを外してもらいました。（夜だったので歯科に連絡がとれず、仕方なく救急に行きました）

夜間歯科が無い！

姪っ子が治療受けた時、けっこう高かったように思います。保険にしてもらえたらと思います。

娘が小学校の時、歯の矯正治療を受けました。いつも行ってる歯科医院でしたが、矯正治療は始めた

ばかりなので値段もモニター的に安くしてもらえましたが、一度では矯正できず、二度行いました。

家族には矯正治療をする人はいませんでした。

歯並びなど人によって治療の仕方がさまざまだと思う。直してやりたいと親は思っているので早く保

険適用になって欲しい。

のちのち、矯正していたら、防げたことではなかったかなと思う不調がありました。その為、お金や

時間、または生活に大きく影響を及ぼすと感じています。

治療をするのが大変で抜いてしまった。

やはり高額治療である事！！が一番大きいです。あとは年齢的な問題です。

歯の矯正治療は身体的治療でもあると思います。

矯正などの器具が見た目よくなれば、女性でもつけやすいと思う。

矯正期間が長いのは仕方ないが、100万前後の高額では、ほとんどの人が治療を諦めると思う。

時間や金額に余裕がない

保険適用になれば子供のためにもやりたいと思う。

矯正専門の歯医者さんが増えると良いし、矯正技術の向上がはかられていくことを期待します。早期

の保険適用を望みます。

金額が高い

治療期間が長く、虫歯などにもなりやすいと思った。

短期間で終わるとは限らないため、経過観察も含めると保険外ではやはり家計にひびくこともあるか

と思うので、一部でもよいので保険適用をしていただくと良いかと思います。

子供が矯正治療をした時に一番大変だったことは経済的な問題がありました。しかし将来の事を思え

ば治療して良かったと思う。



器具や診療の値段が病院によってまちまち「子供の」となると年齢は何歳を指しているのか。子供だ

けじゃなくて一般の大人の矯正も保険がきくようになれば良いと思う。

矯正治療の保険適応はもちろんですが、低所得者の家庭には助成金を申請できる等、金銭の不安がな

く受診できればと思います。

子どもの頃に治療をうけはじめる事ができるように、家庭の負担ができるだけ少なくなれば良いと思

います。

優良な矯正治療ができる歯科医を探すのが難しかった。子供が大人になって仙台を離れて矯正治療の

必要があった時あきらめました。

何人かの先生に話しを聞いても、受ける判断が出来ない。いろいろな方法、時期など明確な情報が欲

しい。

子どもが小学生の頃だったので30年前塩釜市内の歯科医院では治療していなかったので、仙台に通院

して大変だった。子供の為と思い治療した。

30年前の事なのですが、治療の初めに50万円位の準備と毎月の検査の費用が大変だった記憶がよみが

えりました。

息子は親切丁寧な歯科医と出会い、はえかわり時に最小限の矯正で済んだので、色々な方法がある事

等、もっと周知されると良いと思う。

金額も高額になるが、予約を取り受診（定期的に）するのも大変である。矯正治療をする歯科医院が

沢山あれば良いと思う。

「矯正の必要はないので親の声かけで直していけます」と言われ、反対咬合の子に「ハ、ハ」と声を

かけ続けたら直りました。高いと治療費が気になっていましたが、保険の中ですませることができ助

かりました。

現状わからずです。

何でも保険利用だと、健保がもたないのでは。

私自身が矯正をして整った後、5～6年の間に他の歯並びがずれてしまい・・・また新たに矯正するこ

とが出来ませんでした（高額であるため）。

用具のメンテナンス、治療中の痛み、不快感→子供の頃、金額の負担の多さ→大人～子供

矯正した事がないので、わかりません。

我が子（中２）も、小学校１年生から矯正を始め、８年目に入っている。何十万という額を注ぎ込ん

でいるが、歯並びもきれいになってきたし、虫歯も無く良心的な費用（他の歯科の話と比べて）で治

療してもらっているので、高額ではあるが感謝している。

最近あごの細い子も増えてきています。各個人で色々とあり我が家はトータル（100万以上）かかりま

した。3人の子育てをしながらだったので大変でした。自分も歯並びが悪く、年齢を重ねてくると、嚙

めなかったり、虫歯になりやすかったりするので、是非、お願いしたいです。

子供二人が矯正治療しました。一人の子は第一段階の治療で終了出来ましたが（成長の段階での検診

費はかかります）、一人の子は第二段階という形での治療で、時間も費用も大変でした。矯正医の

方々の技術の差やフォローの体制に差があり、かかる診療費も考えて医院選びも重要だと感じまし

た。予防できる方法をもっと教えてほしい。また、治療はいったいいつから？がよくわからない。

病院によっても金額がバラバラなので統一して欲しい。

娘が矯正治療をしましたが高額で大変でした。

高額、長期間かかることを考えるといつ始めるのか、その方法が子どもに合うのかが心配です。



気になる事があっても料金の心配であきらめていました。早く、大人、子供も保険内で治療できると

嬉しいです。

長女には時間とお金をかけましたが、息子にはそこまではできなかった。

治療した割には、納得いかなかった。

保険適用になれば、もっと早い時期に通えたと思います。高額の為矯正するまで少し時間がかかって

しまいました。

娘が大学に入ってから行いました。80万～90万位費用がかかり大学の学費と重なり大変な状況でした

（通院もあるから100万かも）。知り合いの方は双子でどちらも治療が必要ですが、とても無理だとあ

きらめなくてはならないとのこと。保険適用されればと願います。

高額でためらってしまう。治療に時間がかかるので大変そう。矯正はしてみたい。

気になっていても、このくらいいいかな・・・と治療を断念してしまう事が多い。

60万円以上かかったので、もっと安くできれば助かります。交通費や学校なども早退して、なにかと

苦労が多かった（予約が取りづらい為）。

誰もいません。

治療費が高額なのでできません。

今になってもっと若いうちに矯正しておけば良かったと後悔しています。年齢を重ねると睡眠の質や

肩こりなど若いうちには感じなかった不調を感じることもあると思うので。

矯正は期間もお金もかかるため、ふみこめないでいる人も多いはず。保険適応になれば、治療を受け

る人も増えると思います。

私は大人になってから保険適用外で矯正しました。保険適用外であるが故に必要以上に高額設定にし

ている歯科医院もあるように思います。矯正技術等も差があるように思うので公的に基準を設けて欲

しいです。

会社の社員借入金で治療を受診しました。

治療費が高い

歯の治療で時間がかかる（定期的）ので、少し良くなると途中で止めてしまう事もあるのでそれは反

省です。

矯正中は痛みもあり、食事のメニューもけっこう気を使いました。期間も長く金額も高く大変でし

た。経験なしのため、どの程度の時間、費用がかかるか全くわからない。

保険適用になると、矯正する人が増えて歯並び悪い人が本当の顔になると思う。（手で口をかくす。

あまり歯を出さないように話す）

保険の適用されたら良いと思います。

子供の頃は、兄弟も多く料金が高いので、言い出せなかった。社会人になってやりたかったが難しい

と言われた。保険でできると良い。

娘が治療受けました。良かったです。とてもよくなりました。

歯は一生の大切な部分なので気軽に治療出来たらよいです。

きちんとした情報がない。学校の歯科検診でひっかかってもプリント１枚。治療した場合と、そうで

ない場合のメリット、デメリットも周知して欲しい。

そんなに必要性を感じた事がないので、（自分にとって必要と言われたとしても）情報をあまりもっ

ていないため、はっきり保険適用が絶対必要だとは言えない。もっと情報がほしい。それから意見を

述べたい。



少しでもいいので、保険適用お願いします。

負担の少ないもの、透明な物など歯科へ行くと見ますが、金額が高くてびっくりします。他の国と比

べてどうなのでしょうか。

かみ合わせについて相談したくでも気軽に行けない。大人になっての矯正したくても費用の不安が大

きい。

公的医療保険制度で治療ができるようにしてほしいです。

・自分がやった治療は高額だった。・子どもはマウスピースなのでそこまで高額ではない。よい歯科

医院を探すのは運のようなもの

今まで矯正治療を話題にしたことがなかった

反対咬合とかひどいなら、なおしてやりたいがお金がずいぶんかかりそうです。今のところ、うちは

いませんが、安くなればみんなかかるのでは。一生の問題ですから。

私自身はないのですが、友人家族は100万単位でお金を支払っていました。家計にものずごく負担がか

かっていると思います。

子供が小さい時に知っていればよかったと思いました。知り合いの人が大学病院でやってました。か

なりお金がかかったそうです。

保険適用外の為、当時子どもが治療したのですが、（30年前）金額が高いと思いました。

子供の矯正治療の期間が長い（数年間）。短期間ですむような治療法が見つかればいい。

自分自身、前歯の乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきてしまい、抜歯した事で、歯並びが悪くなって

しまいましたが、矯正する事なく大人になりました。今からでも出来るのなら治療したいです。

インプラントを夫が検討しているが、一般的でなく高額なので不安がある。

矯正治療費が高額なのと時間がかかる。とりあえず周りに治療している人がいないので、あまり気を

つけたこともないが、テレビで見ると本当にきれいになるものだと感じています。

娘が小５の時、歯並びでの矯正を始めたが、当時もかなり治療費がかかり、仙台に転校してから止め

てしまって不完全のままになっている。その子どもが今、また矯正をしていますが、期間も長くかか

る上に高額なので少しでも受けやすくなって欲しいです。

大人になってからの矯正は骨を削る大手術もともない、なくなく断念して歯を抜いての矯正、それで

も金額は高かったです。

子供はかなり歯並びを気にしていて、いつも学校の検診で指摘されます。虫歯治療に行く感じで矯正

も受けられるといいと思います。

一度治療始めると医師や医院を変えにくく、費用や治療に疑問がある時の窓口や治療や料金、計画等

を比較する方法があればと思います。

歯が大事、3ヶ月に１回病院にいっています。

見るだけの一回の診察でも１万円かかり問題外です。子どもの人数が多いとやってあげることが出来

ずにいました。

姉も弟も（子供２人共）歯科検診で指摘を受けましたが、経済上の問題から姉1人しか治療出来ていま

せん。弟も治療してあげたいです。

歯は大切なので何か対策があればいいと思います。娘が矯正しました。

保険が使えればこれにこしたことはない。

時間がかかるので大変と思った。



長い期間、時間を取ることが大変。少しでも保険が使えるといいと思います。

子どもが矯正治療をしましたが、高額でびっくりしました。でも子どもがこれからの時間を生きる為

に行いましたが、治療代をもう少し考えてほしいです。

孫が矯正2人ともしてましたけど、今はとてもきれいです。前に、矯正した方みましたけど、こんなも

のなのだと思いました。やはり時代ですね。

とてもお金がかかりますし、数年間かかるので負担が大きいです。治療している間は歯の状態も気に

なりますし、痛みもありなれるまで大変でした。矯正をしたことできれいな歯並びになり良かったと

思っています。

外国と違って歯の矯正の必要性をあまり認識しない方も多いし、自費なので治療をひかえる家庭もあ

ります。お金をためて自分が大人になってから始められる方も多いです。一般歯科のように矯正治療

も保険適用になり、安心して治療できるようになる事を願います。

私費のため歯科によっては価格が異なるであろうが、比べることが出来ずに困った。やはり一定の価

格の方が安心。

子供が3歳児検診のとき少し反対咬合と言われ小学校入学を前に治療をした。幸いたいした事がなく金

額もあまりかからず治せた。

どうして治療にあんなにお金が必要なのか。保険適用だとしてもすごく高いと思うのですが。

現在も定期検診を行っている。

金額が高くて大変。それでもやはり矯正治療はしました（孫）

大人になってから矯正しましたが、結構長い間しました。子供のころにしたらもう少し、楽だったの

ではないかと思います。

娘が幼稚園の時反対嚙み合わせで治療しましたが、保険適用外で大変でした。

思った以上の費用と長い期間がかかり今も経過観察とフッ素に通っています。

息子が不正咬合と学校の健診で指摘され、小学校３年生から中学校まで矯正治療をしました。その当

時、一括払いで40万円以上支払ったと思います。自分の親から援助をもらったので、どうにかやらせ

ることができましたが、とても治療費が高いと思いました。しかもしっかりなおったかというとそう

でもなく・・・。

子どもが矯正を始めて3年程になります。治療費が高く期間も長いため、負担が大きいですが、歯は一

生使うもので大事なので治療を継続しています。医療費軽減もそうですが、予防対策についても指導

に力を入れて頂けたらと思います。

歯並びは美的なものが関係しているのでコンタクトのようなものかな・・・。保険適用外はしかたな

いと思います。嚙み合わせについては保険適用でもいいのかも。

矯正治療を受けてないため・・・。期間とお金が大変だと思います。

今現在大人ですが（子）歯科通院中矯正必要になり、本当にまめに通院、矯正にかかる金額も高いの

で考える事が大切です。保険適用を希望してます。

私の家族でこのアンケートにあるような治療を受けた人がいないのですが、この用紙にあるような治

療だけでなくても、定期的に治療を受けたいと思っているのですが、ここ2、3年何が一番大切かと

思っていまして、受けたい定期検診も控えている今日この頃です。歯科医院内のコロナ対策は大丈夫

でしょうか。定期検診に行きたいのにがまん？しているところです。

病院が遠かった。

保険適用になれば多くの方が、気軽に治療出来ると思う。



治療が長期に及ぶため経済的負担がより大きいと思う。様々な方法があるが、あっている治療法を選

べるのか不安。（負担の少ない方法しか選べない）

保険適応になるのはごく一部であり、それ以外でも日常生活の中で歯並びによる（見た目以外でも）

不具合というのはかなりあると思います。もう少し負担が少なく、歯科に相談しやすいものになって

くれたらとてもありがたいです。

一度で治らない事もあるので、大人になってからまた治療しなければいけない場合は、お金がかかる

なと思いました。

小・中学生で矯正しているので大人になった時も、骨格が変わるからずっと見てもらいたい。（支

払った治療費で）

保険内治療が出来る様にして欲しい。

長女が受けましたが、治療後明るくなりました。

高額な治療は反対！

40代の東京に住んでいる娘が2～3年前に歯の矯正治療を行いましたが、保険が効かない為、総額で

184万程かかったそうです。治療を受けたくても簡単に受けられる治療費ではないですね！！

保険がきかないということで最初からお金のことを言われたそうです。貧しい者は受けられない格差

を、すごく昔と変わらないと思いました。

時間とお金もかかるが、歯科医選びに迷いがあり前へ進めない

気軽に相談できるようになれば良いと思う。

保険適用となり希望する方が安心して治療を受けることができるといいと思います。

お金がけっこうかかると思った。

娘が永久歯がはえず、夜だけマウスガードを使用しました。金額は忘れましたが、治療出来て良かっ

たと思います。

費用が高い

「矯正治療が高い」そうでなくなる日が一日も早く実現してほしい。

結局、大人になってから治療して参考になったので、自分の子どもには早めに治療している。

友人の娘が大金をかけて歯の矯正をしていました。一年ぐらい大変な思いをしてきれいになったと喜

んでいたのを思い出しました。

金額が高い

子どもの歯並びが悪く、かかりつけ医から矯正治療をすすめられていますが、約200万と高額の為、ま

だ治療していません。歯並びが悪いと歯磨きで汚れがとりにくく、虫歯のリスクも高まるので、矯正

治療も保険適用にしてほしいです。

歯並びが悪いと虫歯や歯ぐきの病気になるので保険適応になれば受診したい。

どのような治療でも保険適用にしてほしい

保険が使えない治療がありますが、使えるようになれば良いかと思います。

すべてに保険がつかえるといいと思います。

料金が安いとありがたいです。

歯科は何かとお金が高くて余計なことは言えないです。

矯正治療の費用がわかりにくいので詳しく知りたいです。

子供の頃は必要性を感じなかったが、今思えば矯正しておけば良かった。

保険外はお金がかかるので、大変



矯正治療代が高い

歯科や先生によって治療が違う。学校では必ず虫歯といわれても歯医者さんに行くと治療しないとこ

ろもある。どっちを選べばいいかわからなくなる。

①治療代が高い②時間が掛かる

子供に限らず大人でも口から食物をとりこみ、栄養を摂取することはとても大事だと思います。嚙み

合わせが悪いために食物を嚙み切れず、偏食になったり消化不良になったり健康に多大な影響を与え

ることになると思うので、必要な人が適当な時期に矯正治療を行えるように国は考えるべき。

歯科矯正は正直お金がかかります。でもほっておくと大人になってからでは、治療も大変なので。

金額が高いので、親しだいで治療ができる・できないが決まってしまうと思う。自分も子供の頃に治

療をしてもらい、両親にも感謝しています。

治療代が高すぎてやめました。

あの頃近くに矯正の歯医者さんがなく、子供の部活等でなかなか時間がとれず途中でやめました。確

かに高かったですね。歯は大事で長い付き合いなので気軽に行けるようになってほしいですね。

娘の子供がしています。その事に関しては私はまったくわかりません。

適用外なので高いのでやっていません。適用中だと治療しやすいと思います。

自分は高いので、できなかったので、子どもはできるだけしてあげたいと思っているがもう少し保険

がきいてくれたら良いなと思う。

歯並びは身体の健康にも影響があると聞くので大人になってからも可能なら矯正治療を行いたいで

す。

治療費が高いイメージ。長い期間かかる。

金額も高く長期間かかるのが大変だと思う

保険適用外ということで、金額があまりにも高く治療を出来なかった人もいるので、ぜひ保険適用に

してほしいと思います。

絶対しなくてはならない人をのぞいては歯並びの悪さも笑うと愛嬌がでてかわいい人もたくさんいま

す。必要以外であればなにがなんでも治療が必要とは思いません。

途中で止めてしまった。最後まで治療をさせたかった。

保険が適用されればもっと治療を受けやすいのはたしかですし、今回はいくら取られるのかな？と思

う。それに近くに治療できるところが少ないのが実情です。仕事との両立で通う時間も制限されてし

まう。

歯の嚙み合わせが悪いと言われて治してもらったがかえってひどくなった。

娘が高い治療費を払って矯正しました。大変だったと思います。だれでもできる公的制度になれば、

すばらしいと思います。

矯正治療をすすめてほしいと思いました。

矯正治療した事がなくて良く分からないのですが、必要な時はぜひ治療した方が良いと思います。

治療費は数十～百万を超します。交通費を含めるとつらいものがあります。負担大ですが仕方ないと

いう思いで通院しました。

息子が小学校低学年のころ、歯の矯正治療をしました。歯科医院が遠く車の免許があったので私自身

も専業主婦で通院できましたが保険適用外でかなりの出費だったと思います。今は共働き家庭が多く

通院も大変と思います。

実際、家族が治療するとなると金銭面の負担は大きな物になると思います。



長期間かかること月１度のメンテナンスの際にも5,000円程かかることでかなり負担が大きかった。

半年ごとに検診を受けてやっぱりちょっと治療費高いかなあと思います。

友人が受診していたが高額なのと期間が長い事にびっくりした。

大学病院の歯科に通う事になりそうだった事もあり、構えてしまい、地域内での治療が可能だったら

と思います。

矯正してよかった。でも金額が高額なので負担が大変。

子どもの歯並びが悪いので矯正を考えていたが、充分な知識がないので治療に踏み込まれずにいま

す。金額だけを提示され高額なのでよく考えたいです。

矯正期間が長すぎる。

値段がものすごく高いと聞いた事があるので、矯正がもっと身近になるよう少しでも安くなるといい

なと思います。

歯科医院は多くなったが自分にあった所がよくわからないままでいる。

期間がとにかく長かったです。しかし毎回歯科医師が治療の内容と次回の治療について、ていねいに

説明してくれたので安心してお任せできました。良い治療もそうでなくても、結局医師次第なのかと

も思いました。

現在孫がはえかわる時期ででこぼこで心配してます。少しでも保険適用を望みます。

矯正治療は「お金が高い」という現実があり、矯正治療にふみきれない、迷っている間に大人になっ

てしまう、子供のうちに治す方がもちろんいいので、大人が子供に保険を使って少しでも経済的にダ

メージが少なく子育てができる方がいいと思います。

子供に歯並びのことで泣かれて、結局、矯正を受け多大な費用がかかった。保険適用であれば良いの

にと思った。

歯の治療だけではなく、体の不調にもなりかねないと思います。もう少し、治療費など考えて欲しい

です。

次女は矯正をできたものの長女は治療費の負担を考え、治療できませんでした。もう少し、負担が小

さければ治療する人が増えると思います。

とにかく金額が高い。子供のためにしてあげたいと思ったが、どうしてものところだけやってもら

い、全体のはあきらめました。大人になってからやるより、金額も今なら少ないと言われたが、それ

でも高かったので経済的に無理でした。家計の負担にならないで矯正治療ができたらと思います。

治療は全て保険適用にしてほしいです。

矯正の必要性は親の判断になります（子供の場合）大きくなって歯並びが気になり大人になってから

矯正する人もいらっしゃいます。時間もお金もかかることなので保険が適用になったら選択が増える

と思います。

していないので分からない。

子供が前歯が入学前に前にきすぎたので、１本5万円で直しました。高いが仕方ないですね。かめない

から。

歯並びは健康を保つのに大切だから保険が使えると良いと思う。妹がだんだん歯並びが悪くなり、大

人になってから、食べ物がかみ切れない位になり矯正を始めた。その時、大人なのに30㎏台まで激ヤ

セして、体調も悪そうでびっくりした事がある。歯が大切ということはその時知った。

やはり高額なお金がかかったので、大変でした。

歯科医によって値段が違いすぎると思います。



子どもが小学生高学年から中学生の時に矯正をしたが長い時間と忍耐がかかったし、お金もだいぶ、

50万以上払った。

子供の治療をしましたが、とにかく高額だった。途中転勤で一括で支払った治療費は戻らなかった。

次に通った歯科では料金がわかりやすく良心的だった。

まず、病院選びから迷いました。

18歳以上は「美容目的」ということで高額になるときいたことがあります。我が家の娘は10才だった

ので、それほど高額とはなりませんでしたが、それでも40万ほどかかりました。現在21才ですが、ま

だ器具がついてます・・・。

とにかく高い費用をなんとかしてほしい。

嚙み合わせの大切さをもっと広げるといいと思う。矯正治療が特別な事ではなくなると良いと思う。

私が子供の頃、特別な感じで高額な矯正治療をしてもらったが、継続して検診を受ける事が難しかっ

た。

反対咬合で矯正治療しました。小学生時期だったので、また戻ってしまうかも・・・と言われました

が、大学生の現在も大丈夫です。治療中は、針金が外れたりいろいろ不具合があり歯科にお世話にな

りました。大変でしたが、なおって良かったです。

歯ならびが悪く矯正治療も親が感心がなかったので、コンプレックスになっています。治療に高額な

お金がかからずにできるようになれば、もっとたくさんの人が治療するようになると思います。

費用が高くてできなかった。

仙台までの通院で覚悟して行ったものの、たいした事はなく2回程でOKでした。そんな娘も今はペラ

ペラと早口でしゃべるので。聞いていて、あの頃を思うと噓のようです。

治療費が高すぎて家計に負担だと思います。出来なくている方も多いと思います。

歯医者さんが怖いというのは仕方ない事だと思いますが、先生が機械の説明をしながら、優しく接し

て下さったので、子供は楽しく通院し、年を重ねるごとに歯並びもきれいになりました（マウスピー

スはしてました）。無料だったこと、先生が優しかった事が通院できた理由です。保険が適用になっ

ても、うちはもし、治療しないといけなかったとしても、できたか分かりません。

歯の健康（口の健康）は全身の健康につながるので、費用負担を気にする事なく治療受けられる様

に、保険のシステムを改善すべきだと思う。

技術がきちんとある歯科医師に会えて良かったと思う。

矯正している間は、いじめられたり大変です。多くの人が矯正するようになること、また矯正への学

びも大事だと思う。

学生時代、忙しくて医院に行けなかったし、働いてからはもっと忙しくなり行かないでしまったの

で、もし保険で出来るなら今からでもやらせてあげたいです。

金額が高額で大変負担になると思います。時間が多くかかる

よくわからない。でも高額

長女が下の歯が出ている反対咬合だったので、最初に小児歯科と矯正歯科をやっている所で説明を受

けた時当時（20年以上前）100万円くらいかかりヘッドギアみたいなものを寝るときとお風呂以外常

につけていないとダメな話でした。年数も数年かかるとの事で、その後主人の転勤になり、結局そこ

では治療せず2年後に仙台に戻ってきてから東北大学病院歯学部で治療する事になり、10年位かけて終

了しました。費用は総額でも１０万ちょっとだっだと思います。その後、長女は大人になり、去年前

歯のすきっ歯で自費で１００万位かけて矯正しています。歯にはお金がかかります。



100％自己負担は本当に大変です。大人になってからは子供の時に矯正するよりももっと時間も費用も

かかります。子供のうちに良いタイミングで矯正するのがベストだと思います。

予約多くしてほしい。

時間とお金がかかる。本人の根気もいる。

治療中に虫歯になりやすいこと

質問①の指摘は受けていないが、家族の判断で受診、矯正治療を行った。金額の高さは保険外で仕方

ないものと思っていたが、これが適応になるのであれば、とてもいい事だと思う。歯並びはとても大

事ですから。

大人になってから治療したくても費用を考えると出来ませんでした。保険が使えたら治療したいで

す。

治療費の問題を解決してほしい。

息子はかみ合わせが悪く、奥歯の１本でしか、物をかめない状態でした。矯正で何でもかめるように

なり、食事時間も速くなりました。子どもはそういう状態が普通だと思っているようで、注意が必要

です。

治療費用が高すぎる

長い時間がかかるので、お金がかかりすぎると思います。

保険がきくといいなと思います。通院する回数も多いので高額な出費になるので・・・。

矯正治療しましたが、費用がたいへん多くかかりました。ぜひ保険適用にしてほしいと思いました。

歯科矯正治療へのふんぎりがつかない

高い。痛みの不安、混雑するなどいろいろな事があって遠ざかります。

自分は子供の頃治療を受けられず大人になりました。笑う度歯が見える、見られる事が嫌でした。も

し、受けられるなら受けたかったが今の感想です。

自分は三ヶ月に一度、歯周病点検しています。

保険がきかないので高いし、日数もかかるので…。なかなか大変です。

治療したかったけど、金額的に出来なかった。

歯列矯正だけでなく反対咬合なども保険適用にしてほしい。

歯は一生使う物で、治療は長期に渡るので、せめて治療費だけでも少額でできれば、負担は少なく感

じると思います。

矯正を終えて、歯の掃除に行くと矯正した歯は保険がきかないのが大変です。保険がきくといいです

ね。

歯医者さんは高い！というイメージはどうしても強いので、もっと保険が充実してくれると子育て中

の家庭にとってはとてもありがたいです。我が家が子ども4人います。環境やサポートが充実していな

いとやはり少子化もどんどん進んでしまうと思います。

自分は歯並びではなく、くいしばりや歯ぎしりについて悩んでいますが、やはり保険外治療で高額の

ため、治療を断念しています。保険のハードルもっと下げてほしいです。

治療が高いと聞いていました。保険適用になるといいと思います。

私自身、歯並びが悪く、矯正治療したくても、保険外なので現実的に難しい状態です。一刻も早く保

険適用してほしいです。コンプレックス改善したいです。

歯科の治療を保険適用にして、もっと身近で通いやすい場所になると良いと思います。



金額が高い

私自身は20年前に治療始めたので長いことかかった。5年位かかって歯の移動をしたので、その後歯が

動いてしまうことなく、再度調整していないので、もっと若い時にやっていれば良かったと思う。

矯正は月日がかかるので大変ですね。お金もかかる。

良い年齢になって今さら歯並び！！って思いますが、できることならやってみたかった。

孫が８才の頃、矯正治療した時、治療費が高いと思いました。現在、大学２年生ですが、１年に１回

は歯医者にいっているようです。

矯正が一般的な話になってほしい。そして治療費が安くなって欲しいです。

孫が矯正治療をしました。女の子なので、特に親が気にかけたみたいで、高額だったけど、生活を切

り詰めて治療をしました。保険が適用されたら良かったです。

歯の矯正をして、美しい歯列が得られるのはとても嬉しいことです。もっと皆が矯正を受けられれ

ば、明るい笑顔がふえることと思います。

高額なので、保険適用になる事が望ましい。

保険適用になれば、長い目で見れば、健康な人が少しでも多くなり社会もよくなっていくと思う。

家族では矯正をした事はありませんが、友達では矯正をした人が数人いて高額ときいたので矯正の補

助があれば、やりたい人はたくさんいると思います。

去年、矯正をしましたが、とても費用が高かった。もっと身近になってほしい。

よく聞くのは保険がきかないからと躊躇する声です。

自分の子供も、現在歯並びの指摘を受けています。治療開始までに保険適用が始まればと切に願って

います。

食べる事や違和感等、矯正中も大変そうだなと思いました。

私自身も矯正治療を途中断念した経験があります。一番の原因は、費用の面だったと思うので、やは

り保険適用拡大は必要だと思います。

矯正されたことによって気持ちが明るくなると思う。自分は部分的であるので指摘されたことはな

かったがやっておけば良かったと思う。

歯科医院によって方法、期間、金額があまりにも違うのでもっと情報を外に発信して欲しい（選びや

すくなるように）

気軽に始められれば治療したかったので費用面で補助があれば行いたかったです。

10才の孫は発育とのかかわりで、骨の発達も遅いようで歯だけでなく全体で見ていく必要がある。保

険が適用外だとどんどん治療があとまわしになり、心配です。

お金がかかる。時間がかかる。矯正治療のやり方がわからない。

矯正治療費は収入の低い方にとっては治療ができない悩みは大変です。

お金がかかるというのが気にかかります。医療保険制度の中に組み入れてほしいと思います。

年月がかなりかかる。途中でやめる人がでてくる（10年とかかかる場合もある）。通院がとても大

変。クリニックによって値段がまちまちなので、個人で調べるのは大変、途中でクリニックをかえる

のもなかなかできない。

矯正のハードルを下げてもらいたいなと思います。また定期健診（歯の）の時に虫歯だけでなく歯並

び等もアドバイスしてもらいたいと思いました。

矯正治療には、時間もお金もかかるというイメージしかないです。



できれば学生のうちにさせたかった。時間があるうちに、あとはマスクをしているうちにさせたかっ

た。

歯並びはとてもコンプレックスになるのに、保険適用外で受けられない人は多い。体調面からも歯を

大切にしたいので、是非保険対応にしてほしい。

ゆがみとかも生じるので歯科矯正は必要と思います。

矯正代金が高すぎる。

矯正中の見た目が気になり、できなかった人とか、金額や長期間かかることへの抵抗感あり。

長期間に通院しなければいけなかったり、費用もかなり高額になり、保険適用になればと強く思いま

す。

子供の配偶者が10代で矯正治療をして100万円以上掛かったと聞いてびっくりしました。

娘が矯正治療をしたのですが、子供の時は保険適用外の為できなくて大人になってから自分で働いて

治療費を工面しました。高額でしたが治療後は本人は人前で笑えると喜んでいて性格も明るくなりま

した。

歯の矯正はなんといっても値段が高い

保険適用ならば大人になっても受けたい人はたくさんいると思う。

保険適用がいい

今はきれいになってますが、定期的検診受けてます。

歯みがきをしっかり行ってなるべく歯医者さんにかからないように頑張っていきたいと思います。

娘は時間をかけて治療をしてきれいな歯ならびになりよかったです（見た目が普通にきれいになっ

た）。治療費の補助があったら助かったと思います。

子供の矯正ができず大人になってからした方が良いと言われ、子供にもかわいそうな思いをさせた。

思春期の頃、矯正器具使用が恥ずかしいと感じていたことが、あったので目立たないもの等も考慮し

ていけば、若い世代のも抵抗なくできると思いました。

1人あたり100万円の費用がかかるのは高すぎると思っています。

美容外科、口腔外科の敷居は高くても歯科であれば気軽に相談・治療できると思います。

治療費がかかった。今のように矯正出来る歯科医院が少なかったので、遠くまで通院するのに大変

だった（２０年以上前）。

矯正の歯が動く時、とても痛いらしく、泣いたりしていたのが思い出されます。３０年以上前です

が。

お金がかかる！！矯正方法により上手に直らないのでは困る。

前歯に金具を入れ、顎のバンドをして過ごす（30年前）のはとても大変でした。今はもっと進化して

いるようです。一生にかかわる治療なので、もっとPRしても良い。

30年前から保険適用外なのに、なぜまだなの？と不思議です。

小さい子供の頃は歯並びが悪くてもかわいいが成長してお年頃になると本人もとても気にするように

なります。ならば、なるべく小さいうちに矯正が出来る環境は大切だと思います。

高額で大変でした。

金額が大変と言っていました（孫、娘が矯正している）。

子供が治療矯正をしましたが、歯を4本抜き顎を引きましたが、口も開けたままにならず、病気の菌も

入らないということで。口元がおさまり、人相も良くなりました。最初は永久歯の抜歯で悩みました

が、結果的には良かったです。



大人になってから矯正を始める予定ですが、医院によって価格や方法が違うので、なかなか選べなく

て悩んでいる。

健康は歯からと大切なので、適用の方向になれるといいですね。

金額的に無理だった。

嚙み合わせは見た目だけではなく、健康や成長、運動機能等々生物が健やかに丈夫に生きていくのに

重要であるのが、世の中に認知されているにも関わらず、所得格差が対応を分けてしまっている。歯

科治療の保険適用枠が広がれば、多分野の医療面でもプラスの効果がもたらされると思う。我が家は

子供が多いが、下の子にいくに従って保険内での治療しか選択肢がなくなってしまい、矯正が必要と

思われる子に対応してあげられなかった事を申し訳なく思っています。

自身は経験がないが、高額だと聞くから適用になると嬉しい

子供が歯並びが悪いのですが、価格が高すぎて行う事をためらっています。歯はとても大事なので是

非保険適用になって欲しいです。

子どもだけじゃなく成人した大人も保険適用の範囲が広がり治療しやすい制度になって欲しいです。

矯正治療を始め、しばらく通っていたところ、その歯科が矯正治療をやめてしまい、転院する事にな

りました。矯正歯科は最初に数十万円の支払いがあります。転院した事でそれぞれの歯科に数十万支

払う事になりました。転院する度に高額なお金を支払う必要がないようにして欲しい。

家族みんな歯の治療したら１回の治療費が大変で家庭にひびきます。矯正治療はもちろんですが、他

の治療費も安心して支払いが出来たらと思います。

子供の矯正治療を行った事があったが、言われた事と全然違った。治療方法でびっくりとガッカリし

てしまった。

嚙み合わせの問題があるなら治療と考えてよいのではないでしょうか？

矯正には時間とお金がかかります。やりたくても予算でやめにする。時間が取れないなどでやめにす

る方もいると思います。保険内である程度できるようになれば、いろいろな問題も少しは解決すると

思います。

まず金額が高い（40～60万位）と言われた。子どもが3人いるので全員にもしやらないといけないと

なると大変な値段です。嚙み合わせや歯並びは一生のことなのできれいにしてあげたいと思うが・・

なかなか大変です。

歯は一生使うもので、健康に大きく関わるので、子供の頃から歯並びの悪さを指摘された際に矯正治

療ができる保険適用はとても良いと思います。

誰でも平等に気軽に矯正できる費用だといいのではと思っています。

家族には矯正治療はしてませんが必要ならしてあげたいと思うので、やはり保険適用内にしていただ

ければ家計的にも助かると思います。

歯は大切なので、矯正だけでなく国民一人一人にも年一回は検診を受けることができる様になると良

いと思います。

三女が矯正治療を行い今は大きな口をあけて笑う事ができました。

治療費が高いし、メンテナンスにも時間がかかった。そのつどお金がかかった。

治療費が安くなれば、治療する方も多くなると思う。顔立ちも変わる。

費用の負担が大変。

治療費が高すぎます。



矯正治療を無料で行えるようにして欲しい。せめて保険が使えるように。

矯正治療の値段が高すぎる。それなのに保険が使えないって何のために保険なのかと思う。

息子が歯並びで指摘を受けて、歯医者で見積もりを出されて、86万円かかると言われました。さら

に、これにプラス定期健診が毎月1,500円～2,000円ぐらいかかりますと言われました。それだけかか

るのに、どうやって矯正させることが出来るのかと思います。

女の子で高３年～大学４年まで約５年かかり、矯正治療致しましたが、高額で親の出費も大変でした

ので、大変辛い事でした。

新聞等で歯の検診があるという事をみました。世界的にみても日本は遅れているとか書いてありまし

た。成立して欲しいと思います。

多額の費用がかかり、その後の生活費にもひびいていた。ただ治療して本人は良かったとの事だっ

た。

治療を行えた子供に対しては本人のやる気も影響するので、治療期間が長くなったり金額も多くなる

ので、負担を感じました。その他の子供に関しては金銭面、部活によってはできない時期があり、断

念しました。大人になって始めると大変だと聞くので、悩みます。

我が家の場合は学校検診で指摘されたのではない、個人的に矯正治療を行いました。保護者によって

治療する・しないとなるので、学校で指摘され、保険内治療ができればいいと思います。

20年ほど前に子どもが矯正治療を受けましたが、非常に高額で家計への負担が大きかったです。結果

的には後々の健康にも良い影響を与えていると思うので、受けて良かったとは思いますが、保険適用

になればもっと積極的にできるようになると思います。

矯正治療は時間とお金がかかりました。

歯医者さんによりやり方や金額違うので判断が難しいです。

治療がけっこう長くかかるので大変です。

高額のイメージがあるので、もう少し、安くならないのか？

一度矯正治療を受けても高額なため、二度目はかなり悪化してからの受診となってしまい、歯の状態

を一段と悪くしてしまったように思う。

子ども3人が治療したが、料金が高く3人で300万くらいかかった。

私も長女も「顎変形症」と診断され、私は保険適用外の年代なので自費（総額120万）。長女は保険適

用の治療となり、負担が３分の１で済みました。金額も高額なので、治療をすると決めるまで悩みま

すね（我が家は即決しました）。

ありませんでしたが、特に必要な子供達には行政で考えて受けられるようになれたらいいですね。よ

ろしくお願い致します。

家庭の問題なので、保険適用で治療をする方が増えればいいと思います。

孫がマウスピースで良くなり、金額も安くできたようです。

費用が高いので考えてしまう。

子供の歯並びが少しガタついているなと思う時がある。保険適用であったなら受診していたと思う。

高い価格と思うと治療させることができなかった。

ねる時に辛い。

あまり深く考えていません。食べる時に食べにくくなりましたら、歯科に行くようにしています。

海外留学していた息子はアメリカの子供達、または大人になってからでも矯正している人達が多いと

言っていた。また、日本より安いとも。



見た目の問題だけなので、高額の治療費を払って治療を受けるか迷っています。保険が適用されれば

受けたいと思います。

今、治療を始めようとしているので、これから保険適用になるとちょっとがっかりです。もっと早く

保険適用になると良かったと思います。

治療を受けるなら痛みの少ないタイプで始めたいと思うが、歯科矯正の情報も歯科によって偏ってい

る感じを受けた。

矯正治療をしてとても良かったと本人達はいってますが、親は実際に２人分多額でとても大変でし

た。気軽にすすめられません。保険適用になったら私もやりたい位です。

費用をもっと安くしてほしい

自分は中途半端な治療になってしまったので、保険適用できるとよい。

子どもが、小学生の時に矯正治療を受けた。小さい頃から始めたので、器具装着ではなく、マウス

ピースでの治療だった。歯並びがきれいになったので、矯正治療を受けさせて良かったと思う。

高額でなければ治療出来ます。

矯正方法も増えて来ているので、まずは気軽に相談ができて、80歳まで20本残せるよう、国にも期待

したいと思う。

日々の検診を受けることが大切だと思います。

誰もが簡単に出来たら良いと思います。

病院によって金額が違うので、明確になるといいと思う。

子どもだけでなく、大人も適用にして欲しい。

とても高額で途中でやめてしまいました。

大人になってからの治療でしたが、それまでの顎関節の痛みなどあたりまえだと思っていたので、そ

の後は違和感などからも解放されて矯正を進めてくれた先生に感謝です。

孫が子供の頃から通院してます。歯の矯正治療に行ってましたが現在大学生になってますが、不満な

点があります。

時間（日にち）がかかりすぎ。短期間で終わらせてほしい

是非保険適用になり、誰でも受けられる様にしてほしい。

中途半端でやめてしまい、結局少しずれたままになってしまっている。もっとお金をかければ良かっ

た。

今後、子供達が治療するだろうからお金がどのくらいかかるか不安。

もし、子供の歯並びが悪くなったらと今から憂うつです。治療しやすい料金体制を作って欲しいで

す。

大人になって大事さを感じた。

家族が受けた事あり、思うように休みがとれずなかなか歯医者にいけない時があり、困ったみたい。

身内に歯科医がいる（矯正専門の人も）けれど、口腔内のあれこれ（歯肉炎や虫歯など）で受診する

ことが中心で、矯正治療の感覚、必要性はそんなに感じない。

娘も小学5年生頃、孫も同じ年頃に矯正しました。孫の時には娘の時の半額くらいの金額で美しくなり

ました。

インプラントの保険適用お願いします



子供3年生から治療しましたが、特に指摘を受けず本人と家族が気になり（出っ歯）受診。中学生の

頃、ほぼ治療が終わりかけの頃、歯科医院が閉鎖されてしまい、少々困りました。歯科医院によって

金額が大きく違いびっくりもしました。

歯はとても大事なのでせめて１年に１回ぐらいは点検した方が良いと思います。

私は以前歯科に務めていた為、矯正治療は重要だと感じています。

はじめたら終了まで続けなくては意味が無いので大変でした。

痛み、治療代が気になります。

虫歯は自己責任、嚙み合わせ歯並びは生まれつき、線引きは必要です。面倒を見ない政府が全て悪い

とは言えません。大人になったら「誰も面倒を見てくれない社会」ではなく、「自分が他人の面倒を

みる」くらいの大人になるべき、甘い。

歯並びをきれいにしたいので、治療開始時期が悩みどころです。

矯正治療費が高い

高額な矯正代で大変でした。

長い年月をかけてるし、食事も気持ち良く出来ないそうだ。

子供のうちに、大人になってから、どちらを選択して良いのか悩んだ末、歯科医に大人になってから

と言われ、大人になってから矯正治療をした。金銭的負担が大だったと思う。

歯科矯正は保険が使えないので、あきらめる方もいると思います。保険が使えれば治療できると思う

ので、ぜひ、保険が使えるようにしてほしいです。

知人のお子さんが矯正治療を受けていて、高額の負担があることや、子どもの場合は特に成長に応じ

た器具が必要になる等、負担が大きいことを聞いたので、公的な制度が使えると助かるのではと考え

ます。

矯正治療に関しての詳しい資料など、手に取って見られるものが欲しい。子供に話してもわからない

ので、絵に書いて説明があったら教えやすい。

とても大変なようで、痛い、痛いとかわいそうです。

大人になってからの矯正治療は痛くて大変と聞き、将来のことも考え治療を開始しました。歯医者に

よって治療費や治療方法が異なり歯医者選びに苦戦しました。保険制度があればもっと選択肢が広が

り良いと思います。

高額であるのでもう少し、考えて下さい。治療終了後のメンテナンスも考えて欲しい。

保険適用なるといいと思います。

子どもの時に矯正治療に関してあまり真剣に考えなかったのですが、やはり必要だと大人になってか

ら感じています。

遺伝もあると思うが、きれいな歯並びであることにこした事はないが、身体に悪影響があれば保険適

用できれば良いと思う。

子どもの矯正治療はその後の人生に大きく関係することだと思う。経済的な不安がなく、皆が治療を

受けられるようになって欲しい。

費用がかからない様にして欲しい

歯科矯正治療は時間とお金がかかることを知り、公的医療保険制度が広く適用されるよう願います。

田舎では治療ができず、仙台へ１０年程通いました。

毎日の事なので歯ブラシ選びとか歯みがきの仕方など大変なようです。

治療受けた方がいないので解らない。



幼児のうちから矯正治療するのが望ましいと思います。

歯は命につながるので辛い。でも仕方ないと思った（格差社会だから）

長期間の通院が必要。高額でもあるので、医院の方でもっと細かな対応をしてほしい。

子どもが学校に通っていたころ歯並び、嚙み合わせは指摘されなかったのですが、成人になり歯並び

を気にするようになりました。親として申し訳なく思っていますが、学校時代にもっと矯正が必要で

すと指摘されていれば良かったのかなと思っています。

私の姪が中学生の頃歯の矯正治療を開始。「保険が効かないから、大金がかかって大変だ」と姪の母

親は嘆いていたことを思い出す。「女の子だから・・・」無理してでも治したいと思うのは親だから

よく理解できる。美容形成とちがって嚙み合わせが悪いと持病につながるのだから必ず治療が必要だ

と思う。

矯正には大変な費用がかかるので、もう少し、負担が無くなる様に、保険適用になったら良いと思い

ます。

高額でかつ、いくらまで高額になるのかわからない

小さい時にやって治っても、元に戻ることがあるので、大人までやれるようにしたい。

保険がきかないので、高額になる。保険がきくようにしてもらいたい。

日本の医療費負担をもっと下げるべきです。歯科以外にも言えると思います。全ての人たちが健康で

いられる世の中にして欲しいです。

子供が中学生の時、歯の矯正治療を受けました。100万くらいかかるということで、借入をして治療を

受けました。公的医療保険が使えたら良かったと思います。

孫たちはまだ幼いですが、もし歯科に矯正治療と言われたら、必ず治療させたいと思います。今の時

代は歯は大切、矯正も大切だと思います。

自分なりに何か対策したり、予防したりしたいです。

歯医者はイメージ的に「恐い」という印象があるので、治療費だけでも少しでも安くなればと思う。

保険が適応になればと思います。

息子が歯並びが悪く、母が治したいと思っている。しかし、父としてはあまり気にしていない。人に

よるのではないか。

何でも早期治療が大切！子どものうちに、不具合が見つかった場合は、すぐに金額に悩むことなく治

療できる環境を作るべきだと思います。

地元の歯科医院で大学病院を紹介され、それから仙台の病院で矯正治療を受けました。遠方なのでな

かなか通院するのが大変でした。

矯正治療は保険がきかないので、とても金額が高かった。保険が適応されれば良いと思いました。

治療費が高いので保険適用になればいいなと思います。

矯正は時間がかかります。根気のいる治療ですのでなるべく若いうちにやるといいと思います。

孫が矯正治療をすすめられているが、とても高額で大変だと聞きました。どうして保険が効かないの

か？大人が美容のため歯並びを治すのと異なり子供の場合はかむことで成長に結びつくと思うのです

が？

子供の長い人生、将来の事を考えて治療致しました。お金はいっぱいかかりました。

必要な人に必要な治療を受けられる世の中になってほしい。



保険適用になって下さい。

自分自身も家族も歯の矯正をした事がないので、特に意見、感想はありません。治療のほとんどが保

険の適用を受けられると良いと思います。年金生活者になり痛感します。

子供が歯の矯正治療をしました。乳歯のすき間が狭いのですき間を広げるために、矯正的に抜歯が必

要と言われました。抜歯を避けるため別の歯科医院に通い装着器具による矯正治療をしました。当時

の口コミ情報がとても役立ちました。

歯の矯正は子どものうちにやった方が効果が得られやすいので、15才未満（子ども医療費）で実費が

かからないしくみにすれば、歯並びの悪さによるむし歯菌や歯のトラブルを防げるのではないかと思

います。

治療費を１００万円位支払いました。長女の歯科矯正には小１年生から中学３年まで通院し、とても

大変でした。

高額で治療できない

時間とお金がかかった。

高額なので諦めたと聞きました。

４番目が８才で矯正しましたが、もっと早くしたかったと思いました。上の子も低学年でしてみた

かったです。

実際娘が矯正を受けましたが、治療を受けるたびにどんどん費用がかさんでいくので、大変でした。

今まで歯の矯正治療に関してあまり考えたことが無かったので、治療が必要なのはどんな状況なのか

等わかりませんでした。

家族にはその様な治療を必要とする人はいないが、他の人達からは保険が効かないので大変だという

話を聞かされた事がある。

今、外孫が治療中ですが高額な治療費で大変そうです。保険適用になれば良いと思う。

長期間の治療なので、保険適用外なのは大変だと思います。

３０年程前、娘が小学５～６年で矯正治療しましたが、治療費がかなり高額で大変でした。確か１年

以上もかかり、本人も精神的に大変だったと思います。

大学生の娘が矯正治療を終えきれいな歯並びになりました。二人の娘の治療代を考えましたが大きく

なって後悔するより治療をして、親として良かった。お金にとらわれず矯正治療はできれば良いで

す。

今、２０才の娘は治療が終わったばかり、23才の娘は治療中です。治療費は高いと感じます。

家族で矯正治療をした事がないですけど、いかなる治療でも保険適用にしてほしいです。よろしくお

願いします。

自分自身治療を受けて良かったと思っています。歯並びの事を気にせず生活する事ができました。

保険適用であったら、矯正治療を受けていたと思う。

子供が小学生の頃歯並びが悪いから矯正と言われたが、小学生で嫌だというので、そのまま。本人は

今あまりこだわっていないようだ。

長い時間がかかるので大変です。今はきれいになり良かったと思います。

保険治療ができたら、治療したい人が多いです。

高いというイメージがある。長い時間がかかる。口の中の違和感

私が何もしてあげなかった事で、娘は自分の子供達の歯に矯正をしています。



ちょっと高い

保険が適用になるようになるといいですね。

治療費が高い。日数がかかる。

私自身子供の時に歯並びで治療をすすめられましたが、高額な為、社会人になってから治療をしまし

た。

保険適用でないので、高額、治療期間が長い、やるには覚悟が必要と歯科医の先生に言われたので大

変と思った。

矯正はありませんが、歯は大切に定期的に検査を心掛けています。

孫が矯正治療を受けていましたが、治療費が高い。ある一定の年齢まで治療ができない（中学生に

なってから高校生）

矯正治療はとにかく高い料金を取られると思っているので、病院にいくのを躊躇しがちです。

たまたま矯正で相談した歯科医院で全額でいくらかかるかとか、始める前にわかったので、治療出来

た。結構な治療費（40万円）がかかり、自分は無理と思った（姪）。

矯正治療を子供が行うと、月１回の定期的な検診を行う事になり、歯科医院での待ち時間（長い）や

予定を立てるのもとても面倒。忙しい学生や会社員には負担もある（治療をしたらした時で）。

私自身も少し歯並びが悪く、小学生の子供も少し悪いので、今後、矯正させたいなと思っていまし

た。保険適用になれば、子供には矯正させてあげたいと思っています。

しつこい程の注意と母親の磨き方への注意で子ども達が学校での歯検診で「先生にほめられた」と聞

いた時はほっとした。小さい頃から丁寧な歯みがきと定期的な検診の重要性を強く感じた。

歯の矯正治療には多額のお金がかかると知り合いの人から聞いています。もう少し金額がかからない

ような制度になってくれるといいと思います。

治療費が高額なわりには思った通りの歯並びにならず、治療後のケアも不十分だと感じました。

歯並び・嚙み合わせどちらも健康や将来のことにも関わってくるので、保険適用になればとても嬉し

いです。

私が大学時代（20年前）で200万円くらいしたので高すぎると感じました。

歯並びを気にしているがお金がかかるので諦めさせた。

治療費が高額に感じる。

虫歯になりやすいので矯正は現在でもしたいなと思っていますが、金額的に子供を先にさせたいの

で、自分の予定はないです。保険適用になれば自分でもできるかな。

金額は高いなと感じます。

口の印象はとても大切だと思います。ステキな笑顔になれるように矯正したい方ができるようになれ

ば良いと思います。

歯医者の予約がなかなかできない

金額がとても高かった。

同様に矯正の話をされましたが、金額を聞いて何も返す言葉が無かったです。国で全国民歯科検診に

なるとの話がメディアでも報じられているので、保険適用、金額を検討願う。

子どもが矯正をしようと思ったが、期間未定、他の病院でフォローできないとのことで断念した。

本人的に矯正したことで歯を見せて笑ったり、自分に自信が持てたようなのでやらせて良かったで

す。



矯正治療の経験はありませんが、矯正治療を受けられないことで笑うことができなくなるなど、そう

いうのはとてもかなしいと思う。

夫がすきっ歯があり、子供の頃に「大人になれば埋まる？きれいになる」と言われ治療しなかったの

ですが、そのまま大人になり「やっておけば良かった」と大人になると高いのと少し恥ずかしい。今

はマスクだからやり時？と話してました。

病院によって価格が違うことがあるので、心配な面がある。大人も保険適用にして欲しいです。

歯並びがきれいだと、虫歯や歯周病にならないと思うから矯正が身近になるといいな。

大学病院に通い遠かった。いまだに治らずどこでやめたらいいか迷っています。保険が使えたらとて

もいいと思う。

息子が小学４年で受診、その時に娘も受診しました。小２でした。その時は娘の方はまだ早いと言わ

れ、息子だけ矯正治療を開始。歯の裏側に金具を入れ、夜になるとワイヤーで固定する処置をしまし

たが、痛い痛いと訴えられました。時がたち、就職し地元を離れ今は東京在中です。その後先生も年

老いて廃院。何十年定期受診をしていません。でも、口の中には現在も歯の裏に金具が入っていま

す。娘も矯正治療してやりたかったのですが、金額面を考えると二の足を踏む状態でした。結局娘に

は治療の機会はありませんでした。もう少し、安ければとずっと思っていました。

知人で矯正治療をしたら、大金がかかったという話を聞いたので、保険適用にすべきと思う。

歯並びが年々悪くなり、同時に体調も崩しがちになってきた10代娘に歯科医のすすめで「夜間だけの

マウスピース」を装着したところ、なんと翌日から本人の体調が劇的に改善しました！！いかに歯並

びが体調に作用するのかと驚きました。薬をいくら飲んでも治らなかった不調が消え、本人もそれが

無いと不安になるほどです。マウスピースは安価ですが、矯正は何十万とするものなので、ぜひ保険

適用し誰もが気軽に行えるようにして頂きたいです。

矯正治療は長くかかる、途中でやめなくてはなりませんでした。

子どもの矯正をしましたが、1人１００万かかり高額で大変でした。

子供時代に矯正をして欲しかったです。とは言え、生活には支障ない歯並びの悪さなので、大人に

なっても改めて歯科医からすすめられることはなかったです。

高額なイメージがあるので、保険適用になると助かります。

歯科医院をかえたいが、わるくて変えられない。（だんだん定期診断が数分で終わる気がする）

息子が社会人になってから矯正しています。150万以上かかり家計が大変なようです。もう少し、安く

ならないかと思います。

歯の矯正治療に通院は大変でした。

歯並びが悪いことはコンプレックスになるので、子供の時や若い時に矯正治療できていれば、人生が

変わるのではないかと思う。保険適用でも歯科治療はお金がかかるのが問題。

歯の矯正する前の検査時、今後の治療について医者から言われました。長期間になる為に費用がらみ

の事に頭がいたくなった記憶がありました。

期間が長い。お金がかかるイメージ！！

今は子供に申し訳ないという思いでいっぱいです。

娘が5歳の検診の時、うけ口の治療を半年間くらいしました。夜だけ装具をつけましたが、小さい時に

治療を受けて良かったと思う。費用は40年も前なので忘れました。

矯正治療は期間が長かったので大変でした。

いつも通っている歯医者さんの先生に紹介していただきとても良かったと感じております。かみ合わ

せなどは体調悪くなるので、やはり治しておいて良かったと思います。



歯は本当に大事にしたいです。矯正のことも考えたいです。

とにかく高いイメージがある。

娘が矯正治療して自ら歯科技工士になりました。

三男が小学４年生位の時、矯正したのですが、結局最後までしなかったと思います。高い治療代は負

担だった。

料金面と何度も行かなければならないこと、また、限られたところでしか行えないことが多少不便で

あると感じる

幸いにも矯正治療の必要が家族にいなかったのであまり考えたことがありませんでした。けれども保

険適用外というのは、お金がない人は治療を受けられないのかと思ってしまいます。みんな平等にと

思ってしまいます。

孫が受けていますが時間が長くかかり過ぎるように思います。

はじめ受診すると次の予約が入るので安心して継続治療が出来ます（矯正治療だけでなく、虫歯治療

や２～３ヶ月ごとの定期検診もです）

矯正になると学校で病院を勧めれるが、どうして大事か金銭的なものなど一通り説明があると治療を

考えると思います。もっと説明が必要とされます。子ども（10～20才）までのうちにやるのが大事と

病院で説明を受けて良かったと思いました。

矯正治療をするべき基準というのが、歯科によってはあいまいだと感じます。また、実際の治療費も

歯科によって随分差があり、戸惑いを感じずにはいられません。

保険が使えたらやりたかったと思います。

費用が多額のため治療できないといった声を多く聞いた。

孫が矯正治療をしましたが4年間矯正して50万、月の検診5,400円高いと思いました。

治療代が高額に対しては検討してほしいと思っていました。

家族が治療していたが、痛々しかったし、ケアや通院が大変そうだった。

今現在通院中です。

治療のお金が高い

人々それぞれが必要と思っている子供のうちから政府が考えるべきだと思います。

治療は受けましたが、思ったほど高額ではありませんでした。

私自身、歯並びとても悪いので、保険適用であれば大人になってからでも治療したいと思っていまし

た。

矯正治療ができて良かったと思うが、長い間、口内に針金のようなものを付けていなければならな

かったので、虫歯にならないか心配した。

治療したがらない感じがするので頼みにくい。

進んで治療をしたいと思っています。年をかさねると特に歯並びが気になっています。気軽に受診で

きるようにして頂きたい。治療費が高く感じていた。時間がかかる。

みんなで矯正をするなら子どももやりたいと思うだろうが、矯正している子をからかったりするのを

見ると親からするとやらせたい気持ちにはなれない。

歯科医師は詳しく説明してほしい。

マスク生活になり、より嚙み合わせが悪くなりました。どうしても保険適用外なため、より良い治療

が出来ず、体調不良をおこしてしまいます。

歯は大事だと思います。



自分や家族が矯正をしようと思ったことはないが、歯並びは口腔内をきれいに保つためにもきれいな

方がいいと思う。

保険適用になればいいと思う。

矯正治療を受診したいと思います。

歯並びを気にする人もなかにはいると思うので環境を作ることは良いと思います。

家族では矯正治療の経験はありませんが、矯正治療にはお金がかかると聞きました。公的医療保険が

効かないのですが。

矯正ではなく前歯の入れ歯をすることになった。家族が食べ物が美味しく食べられないと悩んでいた

ので、入れ歯にならない治療は保険が使えるといいですね。メンテナンス、かみ合わせをしっかりし

てもらう案内など。

子供が小学５年～高校２年まで矯正しました。けっこうお金がかかりました。そのせいか子供は歯を

大事にしてよく歯みがきをしていました。

やはり親・兄弟が若くして歯の治療が遅い為ほとんど入れ歯、虫歯で苦労しているので定期的に検診

して、はじめの対処が大事に至らないと思う。

金銭的な支援があれば進むのではないかと思う。

歯の矯正はしませんでしたが４才から息子は歯並びがわるくこの頃から少し自分でやってましたら少

しは良くなりました。

子供の頃なので５０年近く前の事、親は経済的負担は大きかったと思います。歯にお金がかかったと

言ってた事を覚えてます。

矯正治療は高額なので、必要だと思って始めても最後まで続けられない。

入れ歯を再度作りましたが、すっきりしなくて困っています。

治療費が高い。期間が長くかかる（娘ですが30年前のこと）

幸いに、矯正することはない。

子供の矯正治療を行いましたが、受診料や治療費が高く費用がかさんだ思いがしました。

私自身子どものころ歯科医で矯正の必要性を言われ、その時健康な歯を４本抜歯が必要とのことでし

た。私としては子どもながらにこわいイメージで矯正に踏み出せませんでした。結局大人になってか

ら矯正をしましたが、子どもの頃のこわいイメージは続いていました。

幸い矯正は必要なかったようですが、定期的な指導や点検は必要と思います。

友人のお子さん達が歯の矯正治療を受けている方が多数おり、金額が高額で大変だとの親の話を聞い

てますので、保険が適用になれば家計も楽になると痛感しました。

自分は小学生の長い間、矯正をしていたが、今思うと本当にありがたいことだと思う。娘が結構歯並

びが悪く、もう少し大きくなったら矯正しようかと考えているが、費用を考えると悩む。

矯正が必要な方が治療をスムーズにできる様、適用になると良いです。

金銭的な面や時間で受診しなかったです。歯科医も無理に進めなかったです。

高額な治療費では、受けられない場合もあります。

小さいころ、矯正をすすめられる機会がなかったし、大人になってからも出来ることがあまり周知さ

れていなかったように思います。歯並びがきれいなのが羨ましいです。

軽自動車１台分の金額と言われましたが、幼稚園から中学２年で終了と言われました。あまり説明の

ない先生で高校から放り投げられたようでどうしようかなと思っています。



病院によって診療代がかなり違うと感じることがあります。統一は不可能なのか？

高額な治療費でも子供のためならと親は受けさせると思います。全額とまではなくとも半額でも公的

保険があればよいと思います。

子供は矯正をして見た目が良くなりました。やって良かったです。

一年間で必ず検診を受けています。

とても高額だった。

子供は指摘を受けて治療しましたが、親の私は指摘等なく大人になってしまい、何度か治療しようと

思いましたが費用や年齢等であきらめました。

安ければもっと多くの人が出来ると思う。

たまに歯並び悪い人をみるとなおせば良いのにと思います。安くなれば気軽に出来ると思います。

孫が今、矯正治療中です。かなり高額なので驚いています。かなり家計の負担になっています。

矯正治療の必要性をもっとアピールして安く治療できるようになると良いと思います。

小学生の子ども矯正治療を考えています。早期に保険で治療を行えるようになって欲しい。矯正は時

間がかかるので、経済的に助けてほしい。

娘が子ども（小学5年から中学3年）までかかりました。自分達では無理なので祖母にお金を出しても

らい、奇麗にできました。小さな時に早く見つけて治療する事が大切だと思いました。大人になると

なかなか時間がとれないと思います。

歯茎は健康の元（虫歯予防は健康を支える）。義務教育の範囲では保険適用が必要、お願いします。

矯正治療者なし

幼い頃に矯正をしたのですが、歯並びが戻ってしまったので、マウスピースも気になっています。

保険が適応されれば、治療する人は増えると思います

２０代後半で歯科矯正をはじめましたが、大人になると歯が動きにくいので治療が必要なのであれば

子どもの頃から出来るといいと思っています。

矯正治療はしておりませんでしたが、大人になって顎が小さく親知らずがはえず、手術で２本抜きま

した。子どもの頃からわかっていれば、何か対処できたのではと思いました。

娘と息子は子どもの時矯正をしました。奇麗になったので、やはりやって良かったと思います。お金

も手間も時間もかかりますが、価値はあります。

姪がしているけど、大変そうです。

もっとするのが普通になると良い。

娘が矯正治療したいと言ってますが、「高額だから無理だよね」と親子で話しています。現実は厳し

いですね。

家族には治療必要な人がいない。

事前の情報収集が必要と後で認識し反省。中途半端で終わらせたこと、後々むし歯になり大変だっ

た。

治療についての流れをわかりやすくして欲しい。

期間も長くかかり、お金もかなりかかった。親には感謝。でもこのご時世、なかなか大変なので保険

内で出来たら良いと思う。

費用が高額なので見直しされて治療を受けやすくなればいいですね。

他県に住んでいる孫が矯正治療中です。治療の時間が多いと何度も通わないとならない治療費の高さ

に驚いています。



保険適用されれば気軽に治療できる。

誰もが適正に受けられる医療が確立できると良いと思います。

保険適用にするべきだと思う。

矯正治療は見た目が大変そうに思います。もっと安価で手軽に受けられると良いと思っています。ぜ

ひ、保険適用をお願いします。

保険適用外治療で費用的に大変だった。10年しない内に奥歯左右とも駄目になりすべて取り除いた。

今となっては保険内の治療をすれば良かったと思いました。

子供が中学生の時に歯医者さんから、大きな病院へ紹介状を書いて頂きましたが、時間があわずに行

けませんでした。近所の歯科医院でも治療出来れば良かったと思いました。

孫（小学高学年）が矯正した様です。高額で大変だったと。矯正できる年齢も限られているとのこ

と。保険適用になると良いと思います。

高額の為、治してあげられなかった

娘は大人になって海外で働いています。日本よりずっと安価で矯正治療を受けてます。

歯並びがきれいになってうれしいが、時間もかかるし高いと感じた。

治療の期間が長く、お金がかかる印象があります。

歯の治療はとても高く、治療に時間がかかるため、痛みが無い限りは医者には行きづらいです。

歯の矯正の必要性がどれくらいあるのか判断できなくて困った。見た目の問題なのか成長や健康に影

響があるのか。結果矯正をしましたが、費用が高額でとても負担であった。必要性があるものなのか

どうかもう少し情報が欲しかった。

永久歯は生まれる前に作られることが知られていない。歯の大切さをもっと広く伝えることが大切だ

と思う。

高すぎる。

時期が悪かった。はっきりいって失敗だった。３０年以上前、娘、6歳頃。

孫が矯正治療していましたが（小学生の頃）治療費が低額だと助かるとおもいます。

歯の矯正は保険適用外なので経済的な事です。

治療の期間が長く大変でした。

子ども3人がいるので子育て中はなかなか出費が多いので大変なので補助があれば助かる様です。

子どもが小４の時高かったけれど矯正をしたけど、大人になってきれいな歯並びに感謝された。

矯正治療期間も長くなり大変そうな感じです。

歯の矯正は何年もの治療を必要とします。しかも高額になります。娘は小学２年生になる春から高校

卒業まで治療をしました。なんとかきれいな歯並びになりました。近所の歯医者さんだったから通え

たと思います。金銭的にも大変でした。

高額費用なのと日数がかかることで、それなりの覚悟が必要なことが大変だと思いました。

仕事で時間が取れなかった。長い期間がかかるイメージがあった。

治療費が高かった。

知人が矯正金額のあまりの高さにびっくりした話を聞き、それからは歯科矯正は全く頭になくなっ

た。

歯の矯正は美容目的だけに行われるものではありません。「床矯正」幼いうちに比較的安く矯正でき

る方法もあり、その普及と周知が進めば良いと思います。

高額であること



学校の検診で歯並びを指摘されても情報が少なくてわからないことが多い。何歳からがよいのかなど

情報がもう少しほしい。

毎月のメンテナンスもかなりの負担です。

子供は歯並びのことで悩み矯正を受けた。大変高い治療費だったので保険の補助があればと思った。

娘が大人になって歯並び矯正治療したのですが、大金払ったそうです。保険制度で多少なりともあっ

た方が助かったと思います。

お金はかかりましたが歯はきれいに並びました。

矯正＝高額治療のイメージが強すぎる。高額だからこそ比較検討したいのに、ひとりずつ治療内容、

期間が異なり、さらに医院によって金額が違うから比較検討が難しい。

矯正できる医院も増えると嬉しいです

高いのでできなかった。

お金の問題があるから保険がきけば良いと思います

娘が受けました。高額の治療費で痛みもともない大変でしたがやっと終了しました。このまま長年矯

正をした状態が続けば良いのですが心配です。

費用が高いうえに治療の期間が長い。

保険適用ならやってみたかった

もっと治療費が安ければ、治療したかったなあと思います。

高額なので保険適用になるよう願います。

やはり治療費が高い

入れ歯の治療をする時に保険の効く治療しかできないです。

娘が治療中ですが、食事の工夫や見た目を気にする気持ちへの配慮など家族みんなで取り組む必要が

あるなと感じています。

お金が高かった。期間も長かった。地元で治療できず、仙台へ通いました。

子供も別の歯科で矯正したが、結局大金を求められたのに、何もしてくれずさし歯にして終了。さし

歯１本３０万円なんて考えられない。今でもくやしい（２０年前の話）。

審美目的ではない治療（医師が成長などに影響があると判断した場合）は保険適用としてほしい。

時間がかかり根気よくしないといけない

近くでした人がいないので、わかりません。

治療をしてもしなくてもどちらでもいいと医師が話したのも、適用外だったことも考えられることか

らも、適用なることが望ましい。

食生活のせいか子どもの歯の異常が多いと思います。噛む回数など歯の健康がすべての病気のもとに

なるようですので、是非矯正治療も保険適用になるといいですね。

予約がとりづらい、自由に空き時間に行けたらいいと思う。美容室予約のようにどびこみで行けたら

な。

治療費がかかりすぎる

助成があるといいと思う。

本人、身内ともに経験がないので良くわかりません

噛み合わせをなおすにはいくらくらいかかるのでしょうか？

家族も一緒に受けております。

治療費が高額になるので大変



歯の噛み合わせにより頭痛がおきたりすると聞きます。金額的に安くなり通いやすくなるといいと思

います

矯正治療が必要な人数による。何％くらい必要な人がいるのか？少なければ保険制度必要ない。

金額的にかなりかかる。保険使えるならありがたいと思う。

歯科矯正治療の保険制度については、全額が無理なら○％という考えもあると思います。

メンテナンスも含め大変だと思う。

孫が歯並びの矯正を小学生の頃からやっていたが、現在はすごく歯並びがきれいでやって良かったと

本人も周りの人たちも話しています。

矯正治療が可能なクリニックが少ない。特に郡部では大変です。

成長につれて時間がなくなった。

気軽に歯科に行けるようになれば良いですよね。

矯正治療ができる歯科医院が少ないので、増やしていただければありがたいですね。

矯正ではありませんが3～4ヶ月に一度歯の状態をみてもらっていますが、費用が高くばかになりませ

ん。

もっと安く出来れば大人になる前に直す事も出来る経済的に出来ない人がいたので。

私は30～40年前に歯並び、反対咬合の矯正治療をしました。娘も同じ症状で治療6年目です。費用は

確かに高額ですが、治療するかしないかは自由なので、現状で問題ありません。

興味はあるが高額すぎて歯科には行きづらい。

決してお金のある家庭ではありませんでしたが、子供のことを思って治療をしてくれた親に今も感謝

しております。

歯は小さい頃からのケアが大事だなあと思います。

親の立場に立って、もし子どもの歯並びがわるいとき、なおしてあげたいと思いますので保険適用に

なって一般的な治療法になったらいいなと思います。

歯科でみてもらいましたが、それほどひどくないので様子見ということで3ヶ月ごとに通っています。

保険適用で全ての治療が出来るといい。

10年程前ですが、娘の矯正治療をしました。高額になったので大変でした。保険適用になるといいで

すね。

かみ合わせが悪くて病気になったりもするので、やはり美容ではなく病気として保険がきけば良いと

思います。

食事のたびに歯みがきが大変そうでした。丁寧に歯みがきをするようにしているようですが、眠く

なったりと親も大変そうでした。

私自身歯の治療中、奥歯をだいぶ前にかぶせたもの、虫歯になっているのでその治療をしています。

以前にかぶせたものは使えないので改めて作るといった場合、以前から金額を話してはもらえず、入

れる段階になってから、良いかぶせ歯は●万ですとのこと。「その前に入れた物と同様の方がいいで

すよね」と言われ「はい、お願いします」と言ってしまいました。こうしたものにも保険がきくよう

にしてもらうと助かります。

30歳前半に開腔と指摘され矯正科に通院しました。初診時に矯正の相談を受けるために7000円かかり

ました。

保険が使えるようにして頂きたいです。

治療費が高いのでなかなか治せないのです。



矯正をやらなくても良い人でも、歯医者さんよりすすめられ高額な料金を取られた。こんな話も聞い

てます。

娘が小学生の時、受診したが、美容的な事として治療はすすめられなかった。今、考えると他の医院

等に診てもらえば良かったです。

大人になってもしやすいといい。

自分が反対咬合があって矯正をしなかったので、その後、顔の変形に悩むことが多かった（矯正する

環境、時代ではなかった）。周囲からもいろいろ言われて嫌な気持ちになり、ちょっと消極的な性格

になったかな？

子供が矯正をしていましたが、毎回矯正専門の先生が来られる日に受けましたが、3,000円～3,500円

の出費は大きかったです（子ども3人で３割負担）。

食べ物が詰まって食事の時にストレスだった。

もう成人している娘の歯の矯正をしたかったです。

矯正治療は回数、費用もかかるので、診療費などの援助があればと思います。

費用が高かったですが、子どものために治療をしました。子どものうちにやるというより、矯正でき

る知識を普及することも大切と思います。私が子どもの頃50～60年前の子どもの頃は矯正のことは知

りませんでした。

私は現在78歳です。小さい頃の生活の中での歯の正しい知識が足りなかったと思う。現在は6ヶ月ごと

に定期検査に行っています。

歯科矯正治療を保険適用になってほしいです。

日本の歯の矯正治療は遅れています。矯正するのに50～80万かかってました。公的医療保険制度を法

に基づいて出来るようおねがいします．外国の子供さんたちきれいな歯がとてもうらやましいです。

職場に顎の悪い人がいて、大きな声で笑うと顎がはずれて大変そうでした。どうしても矯正というと

長い期間と高い治療費を想像してしまいます。

治療が長期にわたることから是非助成をお願いしたい。





2.金額問題（48１件）（この内「子ども・自分の治療費が高額だった」「高額の為に諦めた」
「今も受けられない」とする内容が96件）


