
1
   身体内部器官の疾患で本人が自覚できない場合、治療が遅れてしまいますので、市区
町村の呼び掛けに敏感になると同時に自らも常に関心を持ち、早め早めの検査受診が大切
と考えます。

2

　現役世代は、家族に対し、また社会的に対し自分のみならず他者への責任を果たす義務
があろうと思います。それ故、健康で日々活動できる身体であるべきですから、早期発
見、早期治療のためにも検診、検査は欠かせません。
　ですので、是非、検診・検査を制度化し、費用負担を軽減するなどの施策を考えるべき
かと思います。

3

　最近、がんの映像の見落としなどがニュースになっているが、ＭＲＩ検査を受けた後の
診察で、画像が表示されていないし、医師は「全く心配ない。処方箋を出す。」と伝え、
一時間以上待たせた後で、再度診察室に呼び込み、意味不明な独り言を言いながら血液検
査などした後、病名も告げずに即日入院を宣告された。結果は単なる過労。
　医師がきちんと画像などを見て判断すれば、ニュースのような事故は大部分が防げるの
ではないか。

4

　私は胃がんでほぼ全摘の手術を県のがんセンター(伊奈町)受けました。当年と其の後３
年間ほどは「医療控除」対象に成りました。昨年からは６万円程の支払いに成りました。
私の場合１割負担の対象ですから「胃がんに掛かった」→１３０万が三年、６０万位が当
分・・・要するに５００万円程使ったことに成ります。では「早期発見」したからと云っ
て、この金額がどれだけ低減されるのだろうと・・・色々な所で、色々な方にお聞きしま
したが・・・手術又は放射線治療すれば大差なし、薬剤だけで済むならば１/３で済むか
も・・・。このように考えると「早期発見」に限度があるのではないかと考えます。現に
私は定年退職してからは「健康診断」というものは一切受けませんでした。
　病に掛かる時は掛かるし、治る治らないは「神ぞ知るのみ」の理論です。
　要するに健康診断は「生産性のある方には必要と思うが」ない者に沢山の費用を使うの
は如何な物かと考える次第です。

5
　専業主婦の場合、定期健康診断を受ける機会がないため、自覚症状がないうちは医療機
関へ行かないと思う。もう少し予防の大切さについて考える必要があると思うので、行政
側から情報を提供してもらえるとありがたい。

6

「痛い」と明確に感じるまで、ついつい診察すらましてや検診にはいかない。健康保険外
医療行為による費用の心配が理由である。または、休日すらまともに取れない期間が16年
目に突入している。が、自分で選んだ、地域の防人と志す零細伝統家業三代目継承である
…と言い聞かせ。明らかな体調不良や極端なメタボリックに恐怖を感じながら、献血の血
液状態結果の前回比較に目を皿にし現状や予兆を探り・知る様。無料に頼る生活に沈んで
いる今を認めざるをえない県民の一人であります

7
「病院＝長い待ち時間」という図式の解消が検診の受診率を上げる方法のひとつだと思う
のは私だけでしょうか。

8

・PET検査がもう少し安くならないか。
・肝ウイルス検査は市のメニューにあったかな？　医者の6か月検診にも入っていない？
と思う。
・積極的な啓発活動が必要と思います。

9
・そういうのがあるということをもっと知りたかった
・こういうのは検査くらいは無料で受けれるようにして欲しい

10

・現状は、特定健診のみで十分と自負している、健康自慢の一人
・過度の安心は禁物との自覚もじゅうぶんだ。
・健康寿命延伸の自己管理には万全を期している。
　適度の運動、睡眠、精神的肉体的な安定、栄養（妻と相談しながら暴飲暴食の厳禁な
ど）

11 ・項目ごとに詳細に知りたい。

12

・市の定期検診の血液検査で肝臓癌に関係する数値が高いのが判明し、主治医のアドバイ
スで肝臓癌のMRI検査をうけて肝臓癌が発見され、直ちに手術を行った。この時が初回の
手術で、その後計7回の肝臓癌手術を受け現在に至っている。
・日常生活では特段の制約も無く、普段と変わらぬ生活を過ごしている。
・早めの検査、早めの対応で、この5年間を過ごしている。有難いことである。
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　質問１０
　がん検診や肝炎ウイルス検査に関するご意見等がありましたら、自由にお書きください。



13

１．検査方法の多様化で、すべての癌を確認出来る様にして欲しい。
膵臓癌もＣＴ検査で判る
大腸癌も、血液検査で判る
必ずしも、毎年では無くても2年に一度等の限定条件月でも良いので、対象癌の種類と検
査方法の多様化を検討して欲しい
２．蓮田市の場合、定期検診でのがん検診その他をすべてが実施できる病院が、1医院し
かない。市内以外の病院でも受診できる様にして欲しい。たとえば、白岡市の病院等。

14
17年前に職場の集団検診で胃がんが見つかり、セカンドオピニオンの結果胃の全摘手術を
受けた。ステージ1～2であったので現在まで存命。同年齢や年下でも数人の同僚が胃が
ん、すい臓がん等でなくなっている。若年層から集団検診を実施すべきと考える。

15
１８年前に舌癌を患い３か月の入院でその後もリハビリで大変でしたが、その時のつらさ
をつい忘れ昨年受診しませんでした。心したいと思っております。癌に関する講演会には
良く行っています。私的なお話ですいません。

16
１年３ヶ月前に食道がん手術をしました。がん検診で見つかり、幸いなことにステージ２
でした。現在は定期的に検査をしております。
がん検診の必要性を実感しております。

17

1年に1回検査を受けると良いと思いますが、2年に1回は自分の為に受けたいです。
友人が何人もガンになり手術し元気になっていますが、残念ながら1人亡くなっていま
す。友人は勿論、家族が一番大変つらい思いをするここになってしまいます。
出来る限りがん検診や肝炎ウイルス検査を受けることをおすすめします。

18

20代後半より毎年ガン検診を受診しています。
40代で検診によりガンを見つけて貰い、再検査から手術を受け毎年定期検査を受けていま
す。
早期発見で早期治療で今は元気に生活しています。多くの方にガン検診を勧めています。

19 2人に1人が罹患。慎重に対応していきたいと思います。

20

３５歳より、毎年人間ドックで検査を実施。６０歳以降は市の定期健診で検査実施。とて
も大切な検診であり、良い制度と感謝しています。1昨年70歳の時、定健で初期のガンを
見つけて頂き、手術。現在経過観察中です。今後も、検査受診啓蒙活動などを継続し、受
診率向上の推進をお願いしたい。10年来続けている行政のお手伝いや地域活動を今後も続
けられることに喜びを感じます。生ある限り全てに感謝。

21
40代ですのでがんに限らず、大きな病気にいつなっても・・・とは思うのですが、持病も
あり元々免疫力がないので院内感染なども怖く・・・。

22
4－5年前に間質性肺炎で２か月ほどある総合病院に入院しました。その後１年に１回の高
齢者検診時に肺のレントゲン撮影を行っており、今のところ肺がんの疑いはありません。

23 ＰＥＴ検査が保険で安価に受診できるようになることを希望します。
24 TVで芸人が受診しているような高度な検診が低価格で受診できるようにと希望している
25 TVによる企業の広告で知る機会がおおく、何となく不思議な感覚です。

26
あまりガン検診はオープンな感じがないので啓蒙に励んで欲しいと思う。図書館の駐車場
などでガン検診車をみるがあまり明るいイメージがわかない。

27 あまり深刻に考えていません。

28
ありません。年一回必ず検査する事にしています。
肝炎ウイルス検査の事は知りませんでした。

29
あれこれ受けると検査費用が高く、大変。市の検診などを利用しようと思うが、平日が多
く、なかなか仕事を休めず行けないので、土日等にあると嬉しい

30 いくつもの持病があるので、主治医の指示にしたがっています。

31
いくらぐらいかかるかどれぐらいの確率でかかるのか良く分からないので、その辺りの情
報をもっと公開してほしい

32 いずれにしてもがん検診は、機会があれば積極的に受診したいと考えている。

33
いつも、ガン検診と肝炎ウイルスは、意識して検診も受けて、早めの対処がなにより救命
の道です。私も、医療関係者としてつくづくそう思います。

34
いつも仕事に追われ、自分の健康チェックを後回しにしていますが、今後気をつけたいと
思いました。

35
いまやガン検査がすべて血液検査でできる時代ですが、普段から情報を自分なりに整理
し、把握しておかないといけないと痛感しました。

36
インターフェロンとリバビリンの治療に失敗しましたが、ノンインターフェロン治療で完
治しました。

37 お金がないので受けられない。無料で受けたい



38

お金がなくて、検査を受けるお金がない。
働いていて、働いても出て行くことが多過ぎて。調子が悪くても検査は出来ない。
なので、ガンで死ぬのも、肝炎で死ぬのもお金がなきゃ治療が出来ないので仕方がない事
だと思う。

39
お手紙が来ますが、なかなか行く暇がない。
特に乳がん検診は、痛すぎて行きたくない。痛くない検診が知りたい

40
がんで死亡する人は発見が遅れた人がほとんど。がんの知識を深く理解して普段から自分
の意識の中で、小さな違和感にも気を配ることが大事だと思う。

41

がんについてはマスメディアでも取り上げられることが多いし、不治の病というかっての
イメージより、早期なら治るものというイメージが定着しつつあるように感じる。検診へ
の興味関心がある人は多いと思うが、忙しくて忘れたり、そのうちにと思っているうちに
結局受けなかったりという人も多いと思う（私もその一人）。受診のチャンスを増やした
り、繰り返しのお知らせや、費用負担を少なくする等の工夫があると、より受診が増える
と思う。

42
ガンに関する検診や治療はすべて無料にすべきである。重度身体障害者と同じ扱いにすべ
きである。すでに心に大きな負担を持っており、費用までの心配はさせてはいけない。

43
がんの3大治療を見直したほうがいい
免疫療法薬ができたのだからそれを保険適応にしてほしい

44 がんのリスクはわかるが、死ぬときは死ぬでしょう？
45 がんの既往があることがわかるような言い方を大きな声でしないでほしい。

46
がんの検診は経費の関係もありますが。個人での選択項目にするか、ある程度は健康保険
でカバーするようにして、受診率を向上させる方法をしてあげたいです。

47
がんの種類が多くて、実際どこまで検査を受ければいいのか戸惑います。最低限、これと
これは検査したほうがいい、というガイドラインが年代別にあると便利かと思います。

48
がんの早期発見に血液検査が有効だと聞いたことがある。全体的に発病が多いがんなどの
検診はドックのオプション検診などが一般的だと考えるが、安価で早期発見できる対応を
お願いしたい。

49

がんは、気にしだすと、それだけで、病気になりそう。
80歳になると、がんが発見されても、つらい副作用やリハビリに耐えていけるかどうか、
疑問。
手術もしないで、そのまま過ごすことになることもあると思うんです。

50 がんは、未だに怖い病気なので、早期発見を心掛けたい

51

がんは２人に１人がなる時代と言われています。また、男女とも大腸がんが増えています
ので検便はやっているものの内視鏡検査をやった方が良いのではないかと思います。
節目健診で市町村が実施する為の費用負担を頂ければ良いと思います。
費用負担までは難しいのであれば、健診を受けるきっかけ作りと健診を受けられる施策を
お願いします。

52
がんよりも薬を飲んでいても冬になると、年々血圧が高くなっていくのでそれの方が心配
だ。

53

がんを防ぐ方法は、早期の発見と治療の徹底だ。検診でがんが発見された患者の死亡率は
明らかに低い。がん全体で見ると、長野、広島両県は罹患に比べて死亡率が低い。検診や
早期発見や治療が、効果的に行われている。反対に、青森県などでは罹患に比べて死亡率
が高い。では埼玉県は如何か。

54
がん検は市から毎年健康診断案内が来てドック検診を受けていますが
肝炎についてはメニューに無かったと思いますので定期検診に追加して
いただけると良いかと思います。

55

がん検診、とても大切です。母がまさに大腸がん手術を行い、今、丁度見舞いから帰宅し
てこのアンケートに回答しています。幸いにして下部内視鏡検査の際に、医者が特異な状
況となっていた患部を初期で発見して下さったお蔭です。県が主体となって、もっともっ
と検診を受けるように促して下さい。早期発見が、家族にとっても県政にとっても良い事
なのです。

56
がん検診、行政の補助のおかげで手頃な価格で受診できるのは知っておりますが、受診す
るまでのハードルが、いささか高く…。よほど自覚症状があったりしない限りは、時間に
追われてしまい、受診しないで終わってしまいます。

57 がん検診・肝炎ウイルス検査の受診を積極的に推進して欲しい。

58
がん検診がもっと手軽に気軽に受けられれば良いのに、と思う。しかも、精度が高い検診
方法を導入してほしい。
お金がないから受けられない、ということのない社会にしてほしい。



59
がん検診で複数医者の判断を知らせてもらいました。これは大変良いことです。どこの市
でも実施してることですか。

60
がん検診と同じように節目の年齢の人には 肝炎ウイルス検査の 受診案内を送付していた
だければ いいなとおもいます。←実施済みでしたら すいません。

61 がん検診にエコー検査も取り入れてほしい。

62
がん検診について、あまり知見も関心もなく、毎年の健康診断メニューをこなすのみなの
で、検査項目もよく覚えていないのが、現状です。
これからはもう少し意識して受診しようと思います。

63 がん検診については、見逃しがない検査をしてほしい

64
がん検診のクーポンはとても助かりました
肝炎に関しての知識がないので、がん同様、どのようなものかを伝えることが必要かと思
います

65
ガン検診のハガキが母に来ているのを見たりしているので、自分も来るまではいいかなと
思っているところがある。

66
がん検診の結果を郵送やメールなどで受取ができると便利でよいのですが。
休みが不定期なため、検査日と結果を聞きに行く日の２日間を病院の休みと重ならないよ
うにするのが大変な時がある。

67
がん検診の精度が年々上がって様に思う。出来れば1回の血液検査で多種類のがんの有無
をスクリーニングして、疑わしいものだけ精密検査にかけるような仕組みが出来ると良い
と思う。

68
がん検診の大切さもそうだけど、健康であることの良さ、予防の大切さを伝え続ける必要
があると思います。

69

がん検診の必要性は理解しているが、現実の問題として、乳がん検診においては、不利
益、過剰診断もあり考えてしまう。
高濃度乳房の人の割合の多さに、この検診を続けていく意味を考えてしまう。乳がん検診
の不利益については、埼玉県としても受診をすすめるだけでなく正しく知らせるようにす
るべきではないかと思う。

70
がん検診は、検査がやはり怖いです。特に大腸や胃の検査の後、体調を崩している人がい
るので、仕事にも支障をきたす可能性があり、躊躇します。

71 がん検診は、市からの案内がきています。その都度受けています

72
がん検診は、自分自身の経験からも是非、受診してほしいと身近な人には、機会ある毎に
伝えています。自分はがん検診で前立腺がんと早期胃がんが見つかり、どちらも手術で摘
出し、現在は術前と同様に、仕事もしています。

73
がん検診は、任意なので受けてないです。
肝炎に関しては知識に乏しく、受ける気もありませんでした。

74 がん検診はあまり考えたことがありませんでした。

75
がん検診はかかりつけ医でも受けられるが、肝炎ウィルス検査は出来ないのは不便です。
血液検査で肝炎ウィルス検査ができるのだから、かかりつけ医で検査ができるようにして
もらいたい。

76 がん検診はこれからもしっかり受けていきたいです。

77
がん検診は会社の健康診断で十分であると思っているが、それでは足りないのであれば、
大々的な告知をしてほしい。

78
がん検診は健康な生活を送るうえで、重要だと思います。また、がんの発症に関わる重要
因子（胃癌ならピロリ菌・肝臓がんなら肝炎ウイルス・子宮頸がんならヒトパピローマウ
イルス）が分かって来ているので、それに対応した検診が望ましいと思います。

79
がん検診は全て受診していないため、やらないとなとは思っているが、なんとなく面倒で
受けていません。
一度に済めばやり易いかなと思います。

80 がん検診は早くやる事です。
81 がん検診は定期的に実施するように啓発活動を

82

がん検診は年齢に合わせて、補助金をということですが、健診の項目に負担が少ない検診
は全て入れておくべきではないでしょうか。
これは国の問題で負担増になりますが、少子化が進む以上は健診の内容を濃くして長寿化
を推進していくかどうかの議論になっていくと思います。

83
がん検診は毎年うけているが、ひょんなきっかけで病気が見つかったことから、年齢を考
え自分なりの健康診断をして検査を受けるべきだと思います。今ではその結果をもとに健
康に気をくばり生活しています。健康も自分で守っていかないといけないと考えます。

84
がん検診や肝炎ウイルス検査が会社の健康診断で低価格で受けられるようになるのが望ま
しいです。時間短縮にもなると思います。



85
ガン検診や肝炎ウイルス検査が必要な事とは解っていますが、費用の面や忙しさで後回し
になっている人が多いと思います。

86
がん検診や肝炎ウイルス検査に該当する年齢になったらきちんと受けたいと思っている
若い人たちにも検診などの大切さや受診を促すために、積極的に広報紙やポスターなどで
アピールいてほしい

87 がん検診や肝炎ウイルス検査は機会が合えば必ず受けるようにしています。

88
がん検診や肝炎検査の重要性を広報等でもっとアピールし、低価での受診機会を増やして
ほしい。

89
がん検診を受けながら見落とされたというニュースには大きな不安と疑問を覚えます。
検査の正確さとそれを判定する人材の育成強化を望みます。

90

がん検診を受けなくちゃとは思っているものの、いざとなると混んでいて日程が合わな
かったり、痛みを伴うと聞いてしまうと、受ける気持ちがなくなってしまう。
ここまで受けないでいると、逆に受けてみて、結果が悪かったら嫌だなと思い、重い腰が
あがらない。
検査も、あれこれ受けると金額がかかるのではないかと思ってしまい、後回しになってし
まう。

91
がん検診を受けることにより医療費軽減に貢献するのであれば費用対効果の問題でしょう
が無料化するのも１案かと思います

92 がん検診専門の病院があって、セットですべて受けられるといいなと思う。

93

がん細胞は日々作られていて、それをやっつける免疫が大事なのだと思います。
極力添加物や余計な加工食品、農薬等を避け、食事・運動・睡眠を良質に。笑って暮ら
す。それでもなる時はなるのも分かっていますが…。
早く血液や遺伝子検査で誰もが全身くまなく発見できるようになるといいですが。

94

がん自体についてふわっとした事しか知りません。
以前は不治の病とされ、近年一定の対処(ホスピタル含む)と治療がある事は知っていま
す。
早期発見が非常に重要な事も理解しています。
それを踏まえて情報が非常に不明確と思っています。
ぜひ今以上の情報を発信して頂きたいと思っています。

95
これだけがんの早期発見等が言われているのであれば、職場の健康診断に検査を入れても
良いと思いました。

96 こわい

97
さいたま市のがん検診は手軽に受診でき助かっています。かかりつけのお医者さんで対応
してもらえるのが便利です。

98
さいたま市の胃がん検診で、内視鏡による検査の場合受診検査する医院によって支払う料
金が保険診療扱いになります、ご検討お願います。

99

さいたま市は大都市の割には、ゆとりがないと思います。都内ですと小学生などに対して
インフルエンザ無料だし、埼玉県内でも医療費無料が高校生までの所もあります。
住民に負担ばかりさせるのではなく、ゆとりある生活ができるように見直してもらいたい
です。必要もない自転車やマラソンなどにお金をかけるのではなく、医療無料対策を早急
に議論をお願いしたいです。正直、他の市に移り住みたいという話も聞きます。

100 ついついおざなりにしていましたが、今回のアンケートで受けてみようと思いました。

101
テレビ等で問題が提起し始めているのは、好ましい事です。癌予防に関して、多くの県民
の方が興味を持ってほしい。

102 どうしたら、受けれるようになるのか、分かれば、検査してみたい。
103 とてもこわい病気なので、手軽に安価で受診出来うるようにしてほしい。

104
とにかく、各種ガンの内容説明が断片的に見たり、聞いたりするだけなのでまとめた情報
を編集して配布、またはダウンロードできるようにしてほしい。

105
どんどんどんどん働く年数を長くするのであれば、
健康な状況を保つための検診項目を行政や自治体が用意すべきでは

106 なかなか検診を受ける勇気が無いのでどうしたら勇気が出るのか知りたい
107 なかなか受診する機会が無い。
108 なるべく時間を作って検診に行こうと思いました。

109

ハガキが時々くるが、若い世代だと、がん検診の補助がないのは、若い人が検診に行かな
い原因なのではないか。早期発見早期治療を進めるならば、子育てや、マイホーム購入な
どと、お金がかかる世代にもっと手厚い補助が必要だと思う。そして、任意でなく、でき
るだけ基本的に強制で行うべきではないだろうか。最後に、検診に行きたくても、預け先
のない赤ちゃんや、まだ一人で長時間の留守番ができない子どもを連れて行っても大丈夫
な検診先の病院紹介などがあると安心して検診に臨めるのではと思う。



110
バリウムは被曝リスクが高いので、胃カメラも選択肢に入れて欲しい。
肝炎ウィルスやがん検診をやるなら、超音波も始めて欲しい

111
バリウムを飲む胃の検診がまだ主流ですが、胃の調子が悪くなるので
どこの健診も、全て胃カメラだけにして欲しいです。

112
バリウム飲んでの胃がん検診は その後の排便に苦痛を伴う便秘や下痢になるのがひどく
て 受けたくないです。

113
バリウム検査に意味はあるのでしょうか？素人意見ですがバリウムをやるなら胃カメラの
方がずっとがんを見つけやすいとおもうのですが。

114 ピロリ菌の検査も手軽にできる機会があるといいなと思います
115 ふつうに職場の健康診断メニューに組み込まれてるとありがたいと思います。
116 ポピュラーではないが、口腔癌も増えているの、そう対応を望む。

117
ほんとに早期発見で命が延びるので、
皆さんに受けてもらいたいです。

118
まずは個人通知です。
後は日曜日受診あることかな

119
まだ若いので、受診する必要はないのかなと思っている。また、同世代の人がどの程度受
けているかもわからない。

120

メディアで「日本人の×人に1人が癌」とか「不治の病」、「癌になると人生は終わり」
といった報道が多すぎる。そのため、悪い結果を恐れて（見つかった時には手遅れだと思
う人もいる？）検診を受けない人も少なからずいるのではないだろうか。公的機関がメ
ディアと協力し、「癌は早期発見すれば治る病気である。だから積極的に検診しよう」と
いった啓蒙活動にもっと力を入れるべきだと思う。

121 もういい年齢なので、会社の検査以外も情報を集め受けたいと思います。
122 もうすぐ50才となるので、ここでしっかり検査したい気持ちはある。
123 もう少し、医師会が、皆さんに、知らせて、欲しいです。
124 もう少し負担の少ない検査が実用化できればよいと思う。

125
もしガンだったら怖いと思って受けられていない。
今はガンだったら告知する時代なのでその人その人に合わせてくれたらいいと思う。

126

もしがん検診や肝炎ウィルス検査にひっかかっても治療をするつもりはない。それが寿命
なのだと思って痛み止めはいただくかもしれないが穏やかに余生を送りたい。検診ももし
発見されて薬漬けにされるのが嫌なので受けないと思う。子宮がん検診は痛くて何日か出
血もあり麻酔をして受けれたらなあと思った。

127 もし受けられるのであれば受けたい。
128 もっと、受診年齢を下げて回数増えるといいと思います。

129
もっと県もピーアールした方が良いと思います。それと、日曜日にやっているところがあ
ると良いと思います。

130 もっと市の子宮頚がんの検診ができる婦人科を増やして欲しい。
131 もっと周知してほしい
132 もっと多くのガン検診を市町村で実施してほしい。

133
やっと胃カメラが補助対象になったが、大腸のカメラ検査も市町村の実施対象にしてほし
い。検便検査で異常がなかった家族は、数年後に大腸がんが発覚したので。

134

やはり自覚がないし自覚があってもなかなか受診には至らないと思うので市から来るはが
きで受けられるというのはものすごく大きい。引っ越しでピロリ検査を受け忘れたので早
くはがき来ないかな～？と待っている状態。どこで検査を実施しているかもわからないの
で健診しましょうというはがきが来るのはものすごく大きい意義があると思う肝炎は来た
ことないので全く知らない

135
よく考えますが、年齢も結構いいとこまできているので、もういいかな？！と思っていま
す。

136 安く簡単に受けられるといいのですが。
137 胃カメラがもっと受けやすいと嬉しいです（現在はバリウム検査）
138 胃カメラが苦しいのはどうにかならないんでしょうか
139 胃カメラ検査は2年毎に健保補助があるんですが・・・

140
胃がんの検診も、会社の検診ですとバリウムを飲みますが最近は、効果がないということ
で胃カメラが良いそうです。大腸がんも内視鏡が良いそうです。
そういった情報も、もっと知らせてほしい。

141 胃ガンの場合伊奈町の場合、バリウムのみ。肝炎ウイルス検診なし。

142
胃がん検査のバリウムは、高齢者には排泄時には、大変苦痛で死ぬ思いです。
70歳過ぎてからは胃カメラに切り替えました。自分の胃の中も見れますので。



143

胃がん検診で(バリューム方式は腸内で固まってしまう場合が多くありますので検討して
ほしい)。私は個人的に麻酔の無痛胃カメラを受けています。超音波検診の補助が出て気
楽に受けられるようにしてほしい。乳がん健診のハガキを一新して新しく工夫されたハガ
キを出している市町村の受診率が上がったという番組(NHKのガッテン）で見たことがあり
ます。埼玉県内はどの市町村もそのハガキを採用したらどうですか？受診率向上が期待で
きるのではないでしょうか？

144

胃がん検診に関連して「ピロリ菌」検査を受けるよう勤務先健保(4～5年前)に案内され、
受診(検査)を受け、ピロリ菌の除菌は出来たものの、胃がん発生の確率が平均より大幅に
減ることはないと医師に聞かされた。
  何のための「ピロリ菌」除菌なのか詳しい理由を知りたい。
情報があれば説明して頂きたいと思う。

145 医院では症状がでないと積極的に診てくれない

146
一時期と比べ癌に対する怖さはなくなったが、病気の中では周囲のイメージがわるい。
このあたりで癌の病名を変えてみる必要があると思う。

147
一定の年齢以上の人には、ガン検診の受診を義務化して、個人や企業に関わらず費用の補
助をする制度が必要だと思う。
早期発見が完治と医療費の抑制につながると思うので、是非お願いしたい。

148 一日で全てのがん検診を受けられるようにして欲しい

149
一年に一度は市町村の高齢者健康検診を受けています。各自受けてほしいです。安心して
過ごすことが出来ます。

150 一年以内に各種予防接種と検診を受ける予定

151
一般的な健康診断も受けていないためがん検診も受けていない
これから受けていこうか検討したいと思います

152
一般的な人間ドックや健康診断の中でがん検診が行われるようにしてほしい。
毎年ではなくても５年、１０年に１回などでも。

153
延命治療はいい。
生きていたっていいことはない。

154 仮に結果が分かっても、治療費がかかるので、受けても意味がないと思います。

155
何より早期発見が大切なので、メディア等で継続した呼びかけをしていただきたいと思い
ます。

156 可能な限り受けた方が良いとは思っています。

157

家族には検診を勧めても、自分は忙しさを理由に行ってません。毎年がん検診を受けてい
ても癌でなくなってしまう方を何人も見ています。検診とは何なのだろうと思う今日この
頃です。体調が悪くなったら病院に行く・・・これで良いのではと思っています。私の祖
母は検診を受けたこともなく、９４才　元気でいます。

158
家族もあるので、健康には注意しています。年１回の健康診断は最低限必要であると思い
ます。

159

過去から肺、胃、大腸については、検診を受けているが、肝炎などについては、受けてい
ない。
自覚症状がないと、受診しないのが普通と思うので、必要な検診は、健保や市で実施する
項目に表記するようにしてもらうと受診者が増えると思うが・・。

160
会社での集団検診で受けましたが、私はパートのためやっと自己負担無く受けられました
が会社があまりいい顔しないのが気分良くなかったです。もっと個人負担なく自由に検診
ができるような環境にしてほしです。

161

会社で受けている人以外が問題なのと思うが、改めて検診に行くのは大変だし億劫と思う
人が多いのではないか。
全項目は無理かもしれないが、できる物だけでも近所のかかりつけ医で検査出来るように
してはどうだろうか。

162

会社で正社員として働いていたときは安くすべての検診を受診できたが退職すると市町村
が補助してくれても費用が高すぎる
又同じ病院ですべてを受診することが出来ず子宮がん検診などは産婦人科へ行かなくては
ならないので時間がかかり辞めてしまった
もっと安価ですべてを受診できるように改革してほしい

163 会社によってまちまちだから、統一して行った方が漏れがない。市とか県とか国レベルで

164
会社の規定どおり必要な検査を受けているつもりだけれど、受けているもので十分なのか
よく分からない。人間ドックなどできちんと早期発見できるのかもなんとなく疑問。

165
会社の健康診断があるから知らず知らずのうちに検査できているが、特にこのような機会
がなければ受診することはないと思う。



166
会社の健康診断などでやってもらわない限り、自分で休暇を取って検診に行くことなどほ
ぼ不可能な状況

167
会社の健診を毎年受けているが、バリウムによるレントゲン撮影がつらいので、もう少し
楽に健診が受けられないものかと毎年感じている。

168
会社の健診申し込み時にもっと勧められれば、検査する気になると思う。主人には受けさ
せましたが、私は受けていません。

169
会社を休まないと検査を受診しづらいため、休日に受診しやすい環境を調えてほしい。
（平日に休みやすい環境を本来は調えるべきとは考えるが）
検査の補助金を設定してほしい。

170
会社員なら健康診断は定期的に実施されているが、士業や個人経営の人には、積極的に検
査をするよう啓発したほうがいいのかも

171 会社退職後は市町村でのがん検診を受けたいと思います。
172 解らない。

173
改めて、さいたま市の特定健康診査のお知らせを再確認したところ、項目には入っている
が一度も検査を受けていないのに受診項目欄が****で消されていた。

174
海外では国をあげて実施されていないものを日本で推奨している例などを見聞きすると、
何を信じて良いのかわからなくて不安になる。

175
各検査項目は厚生省の完全無料化が必須条件。特に高齢者は保険料（国保、介護）の負担
額が大きく、医療機関への受診がネックとなっている。

176

各種がんの怖さは知っており、毎年受診している健康診断（一日ドック）の時に各がん検
診のＯＰでがん検診の要否を考えて対応している。以前に前立腺、大腸、胃等のがん検診
を実施したが、異常なしで、最近時は未受診である。
　毎年一回の定期健診は興味をもって受診しており、必要に応じてがん検診は家内共々、
受診の用意はしている。

177
各種検診を広報誌等を利用して積極的に県民に広く告知してほしいい。検診には行政の補
助を希望する。

178
簡単だけど、仕事をしていると受けたくてもなかなか行く機会がこれまで無かったので、
各会社でもっと半強制くらい勧告してくれたら良いのにと思います。

179
簡単に検査が出来るようになればコストも時間も節約できていいと思います。
また受ける人も増えるとおもいます。

180 肝ウイルス検査は関心が在るが，今は病院に行く機会がない。
181 肝炎ウイルスについて理解を深める必要があると思った。

182

肝炎ウイルスに関しては、まったく知識がなかったので、勉強になりました。
がん健診は、仕事の時間帯が不規則なため、受診をするチャンスをつくることが難しく、
見送っています。
今後、何とか考えたいと思います。

183 肝炎ウイルスの検査について，もっと情報がほしい。
184 肝炎ウイルスの検査は知らなかった。もっと情報を徹底してもらいたい
185 肝炎ウイルスの受診に対する助成金を増やしていただきたいと思います。
186 肝炎ウイルスの知識が全くない。
187 肝炎ウイルスの知識が薄いため良く調べた上で検査を受けるつもりです。

188
肝炎ウイルスははじめて聞きましたが、健康診断や人間ドックの血液検査でわかるものな
のでしょうか？本当に情報がありません。

189
肝炎ウイルスは聞きなれないので検査も受けていないのですが受けるべきなのかわかりま
せん。

190 肝炎ウイルス検査が成人病検診とセットになっていれば受けると思います。

191

肝炎ウイルス検査としては特に受けていないが、高血圧症関係で、定期的に都内の大学病
院で血液検査を受けているのでがん関係でも少々安心している。
検査・検診は病気予防の最必要項目と考えられるので、低価格で気軽に受けられる体制の
整えを願っています。

192 肝炎ウイルス検査についてもっと周知してほしい。

193
肝炎ウイルス検査のことは初めて知りました。必要なら検診メニューに入れて欲しいと思
います。例え、有料でも。

194
肝炎ウィルス検査は、さいたま市の検診を受診するときに同時に受診し、特に問題ないと
確認しました。

195
肝炎ウイルス検査はいつどこで誰が受けられるのでしょう。
調べてみます。

196
肝炎ウイルス検査はどこでどうやって受けられるのかわからない。
血液検査などの苦しくない検査がもっと増えて欲しい。



197
肝炎ウィルス検査はやったような気もするが、はっきりおぼえていない。何度も検査して
もよければ次回の健診でやってみたい。

198
肝炎ウイルス検査は会社の検診ではないので、それだけ受けにわざわざ病院へ行く手間が
あり受けることがなかった。

199 肝炎ウイルス検査は検査項目に入れてほしい

200
肝炎ウイルス検査は全く知らなかったので、さらに目につくような方法でお知らせいただ
けるとありがたいです。

201 肝炎ウイルス検査は知らなかったので、もっと周知活動をしてほしい。
202 肝炎ウイルス検査も市の健診に入れてもらいたい。
203 肝炎ウイルス検査も市町村の健診に組み込んでもらたいです。
204 肝炎ウイルス検査も受けた方がいいかな？

205
肝炎ウイルス検査も定期健康診断の項目に入れてもらえるといいと思います。何か症状が
でたときでないと、検査しないものだと思ってました。

206

肝炎ウイルス検査を「健診」メニューでやっていないことに疑問を持っていました。献血
をなさる方や、輸血を前提とした手術をなさる方以外に肝炎を知らずに重症化させている
としたら問題だと思っています。とくにC型肝炎は70歳ころをピークに発症し現在医療助
成の対象者が80歳過ぎの方まで利用しており、もっと若い時期に検査が「定期的」に実施
されれば、早期発見が可能でがんの発症率も軽減すると思います。（関係者です）

207 肝炎ウイルス検査を知りませんてした。検査の重要性を訴求してほしい。
208 肝炎ウイルス検査を勉強して見ます。
209 肝炎ｳｲﾙｽ検査単独では未受診。人間ﾄﾞｯｸを受けているので含まれていると思う。

210
肝炎に対してのサポートがなさすぎる。身内に苦労した人が多い。早急にアナウンスすべ
き。

211 肝炎の検査は、どこで受ければいいのですか？すぐにでも受けてみたいです。
212 肝臓がんと肝炎ウイルスとの相関関係をもっと注意すべき説明が必要だと思います。

213
肝臓がんについては、あまり話題になっていない、患者が多くなっているのなら検査すべ
きと思う。
肝臓がんについては、市町村のPRをもっと十分にやった方がよいと思う。

214

肝臓の専門医が少ないと思います。
受診した専門医は「ギリギリだね。早く来て良かったね。」と言ってましたが、他の医師
は様子を見ましょうと言いました。医師の知識不足が肝臓病の手遅れの患者を生み出して
いるのでは無いのではないでしょうか？大丈夫だと思っている間に手遅れになるのが肝臓
病だと思います。
肝臓の専門医の他、個別に対応する食事指導の栄養士も重要だと思います。
肝臓専門の病院があっても良いように思います。

215

癌の健診は毎年、市からの案内で受診しています。肝炎ウイルスの検査は市の定期健康診
断の際、血液検査に肝機能の数値があり、その数値が正常な範囲であれば、肝炎の疑いが
なく、特にウィルス検査を受診する必要はないと考えていましたので、意識はありません
でした。どこか誤解があるのでしょうか？あれば教えて下さい。

216

癌は国民病である。誰がかかってもおかしくない状態である。検診率が低いのも問題。
費用もかかり過ぎ。早期発見が大事なことが分かっているが、自分が癌にかかっているこ
とを知ってしまうことが、怖い。だから検査をしない人がいると思います。検査も大事だ
けど予防にももっとチカラを入れてください。よろしくお願いします。

217
癌健診は受けた方が早期に発見し助かる確率も高いことは知っていますので年に一回は受
けようと思っていますが肝炎ウイルスの健診は知りませんでした。血液の肝機能検査は健
診項目にはありますが肝がんの健診も定期検査項目に入ると良いと思います。

218 既にステージ4になり、早く”検診を受けるべきだった”と、反省しています。
219 機会があれば検診を受けるようにしている。
220 気になるところの定期検診は必ず受けるべきだと思う。
221 気をつけます

222
大腸がんが分かり、手術をして経過は今のところ順調。日頃の健康診断がどれだけ大切か
身に沁みました

223

主人の親戚のかたにガンが見つかったと連絡がありました。毎年、女性専用の市から助成
があるガン検診は受けていますが、他の部位の検診も今年から受けようと思います。ガン
を身近に感じ、早期発見で治すことができる病気と知り、怖がらす検診を受けようと思い
たちました。

224 勤務先の検査項目にない場合は受けるきっかけがない。

225
近くの病院では、全部の検診が受けられず、2～3の病院を回らねばならず、毎年苦労して
いる。特に、婦人科が少ないので、大変。地域による格差が、改善されなにものか。



226 近所でやるが医療機関がこみすぎ。
227 近年は、気軽に受けられる様になった。
228 苦痛なく検査を受けられるようになるとよいと思う。
229 結果がでるまで、不安

230
血液や尿で一部のがん診断が可能というニュースを数年前に見ましたが、実用化はされな
いのでしょうか。

231 血液や尿で済むものなら受けたいと思いました。
232 血液検査でわかるとよいと思う

233

血液検査で全ての病気が検査できれば便利なのに、個々で検査を受けなければならないの
は正直面倒です。病院も人に対しての商売なので検査で稼いだり手術で稼ぐことは知って
いますが。がんの様な病気になったら覚悟して受け入れたうえでコロリと逝きたいもので
す。

234

血液検査による検査が可能になっており、この方法を推進すべき。これまでの検査（スク
リーニング）手法では、受診の手間が大きすぎる。医師の既得権的な構造と一線を画し、
また検査作業に忙殺されることからくる過労軽減のためにも、ぜひ、血液検査への早期移
行を望む。東京都の動きと関係なく、埼玉県が動けば日本が動くことを示してほしい。

235 血液検査のとき、強制的に受けるようにしてほしい
236 血液検査等簡便で安価な検査方法を県で開発して試行して欲しい。
237 健康であるとわかると安心するから検診は必要

238
健康に自信のある方ではないが、町の定期検診においてそれほど悪い数値が出ておらず、
がん検診するまでには至っていない。

239
健康は自ら気をつけて管理したいと思っています。一度損ねるとなかなか元には戻りませ
んし、早期発見での治療も大切だと思います。その意味で県による啓蒙活動は大切だと思
います。

240
健康診断（血液検査、胸部 X 線、胃のバリウム検査等）は毎年受けているが、その項目
の中に「がん検診」が含まれているかどうか知らない。

241

健康診断、ガン検査受けましたが、肝炎ウィルス検査は知りませんでした。
改めて、さいたま市の健康診断項目を見ると肝炎ウィルス検査(無料)の項目がありまし
た。ただ、今年、前回の健康診断結果には該当する項目がありませんでした。
健康診断の時に、言わなければいけないのでしょうか。

242 健康診断でがんや肝炎ウィルス検査の実施を強制的にやるべきだと思います。

243
健康診断などでは追加費用でがんの検診を行うことになるので、標準か保険適用ができる
ようになると良いと思う。

244
健康診断のオプションに加えるとか
半強制で診断させるように企業を指導するとかしないと
受診率は上がらないと思います。

245 健康診断のメニューにいれてほしい

246
健康診断の項目に当たり前のように、入っていれば、皆さん安心して受診出来ると思いま
す。

247
健康診断も含めて検査は受けなければならないことはわかっているが、無保険証かつお金
がないので、そういう人たちに補助してもらいたい。

248 健康診断等のメニューにあると助かります。
249 健康保険適用ですか？

250
健診でも発見難しいすい臓がん等の特定診断を医療機関で容易く受けられるように仕組み
を作っていただきたい

251
健診を受けていますが、肝炎ウイルスは、血液検査の項目に入っていませんでした。
毎年健診を受けて安心していますが、不十分なこともあるんだなぁと気づかれました。
やはりしっかりとした人間ドックでないとだめなんですね。

252 検査がもっと簡単な物だと受けやすい。時間、金額含め
253 検査できる機関の周知や検診費用の補助等を整備してほしい。

254
検査のリスクもあり、それも承知して受診するからには、医師の見落としがあっては意味
がない。複数の医師によるチェック体制が望ましい。

255
検査の結果がどうであれ、借金してまで健康でいたいとは思わないかな…｡貧乏人のサガ
でしょうか。25万円ばかりの入院治療費が払えなくて遺体を引き取って来れず借金した家
族を知ってるので… ナニをするにもお金なんだね～!

256
検査の種類が多すぎ、一括で学校で受けられたら安心。肝炎ウイルス検査は知らなかった
が、献血をしたのでおそらくついでに検査してもらって異常がなかったのだろう。

257 検査の必要性や内容を把握できたらすると思う。
258 検査は受けたほうが良いですね



259 検査は大切なのは分かるんですが、かかる費用が
260 検査は必要ですね。
261 検査を会社の健康診断で受診できれば実施したい。

262

検査を受けた病院で治療を受けなければならないシステムに問題がある。蕨市は戸田と共
同なのだが、蕨市の病院が跡取りがいないため相次いで機能しなくなっている（つまり戸
田まで行けということ）。自宅がさいたま市との境なので、今回自己負担でさいたま市の
医院で受診し、ここをこれからかかりつけ医にするつもりにした。以前、大腸がんの精密
検査を総合病院で受診した際、帯状疱疹をうつされてひどい目にあったことがある。

263
検査結果が、もっと早く出るといいのだがと思った。その間、心配している事になるの
で。

264 検査結果表の肝炎ウィルスの項目を探してみます。
265 検査方法が楽で、体に負担がかからず且つ費用が安ければ誰でも受けると思う

266
検診がもっと手軽に受けられるように市や会社での取り組みをさらに積極的にやってほし
い。

267
検診が簡単に受けられる病院を地図にまとめて、県の広報や市町村の広報に挟んで頂く
と、近くに簡易的なガン検診が受けられることが分かるので検診に行きやすくなると思い
ます。

268 検診が受けたいのに受けられない
269 検診が本当に必要なのか？良い事なのか？が解らない。
270 検診では判らない癌が潜んでいるので、専門機関で精密に検査をすることが必要。

271

検診の正確度というか、画像解析の精度が低すぎると思います。検診の意味がないし、逆
に過度に放射線を浴びる事になってしまってると思います。特に、女性の乳がん検診等
は、かかりつけ医による診断のほうが全然精度が高いそうです。今後は、健康診断での婦
人科の検診をやめて、信頼できる医者の元でやることにしました。

272
検診の定義について迷いました。検診で疑わしい所見があった以降、健康保険を使って病
院で定期的に検査を受けています。市の子宮がん検診以外は全て病院での定期受診です
が、検診として回答しました。

273 検診の費用が高いのと日程が合わないので受けたことが無い
274 検診は混んでいるイメージがあり、申し込むのも億劫。

275
検診は受けているが、40代を過ぎたので日々の自覚症状も確認しながら医療機関へ受診し
たいと思う。

276
検診は必要。胃がん検診、早期発見、手術した。
高齢であり、検診結果が精神的に負担、現状維持。

277 検診や検査の結果にあまり信用が持てない。

278
検診を受けていない理由は特にないのですが、長生きしたいと思えないからかもしれない
です。

279

検診を受ける重要性はわかっているが、市町村の実施でも有料になり、隔年になり、オプ
ションでの胃カメラも指定医療機関で予約が取りにくく、仕事を休んで平日に受診する事
になる。どうしても足が遠のいてしまう。各機関が協力し合い、理解しあわないと受診で
きないと思う。

280
検診結果が郵送される市町村もあるようです
親展で郵送していただけたら忙しい方や高齢の方などはより受けやすくなると思います

281 検診料の無料化
282 検便が面倒で検査を渋っている。

283
献血時は調べていただけて、便利です。C型肝炎は治療薬が出来て効果もあり嬉しいで
す。Ｂ型肝炎の治療薬が一日も早く出来る事を祈っています。

284

県が実施している検診を受ける機会が少なすぎると思う。
自費でやるには高すぎるけど、県のは期間が短い・予約の仕方がよくわからない。だから
受けない。
年齢で分けて、その年に受ける機会を逃した人は受けられないのはどうかと思う。
受けてない人は翌年以降もOKにしてほしいし、予約ももっと分かりやすくしてほしい。

285
県だよりで詳しく教えてほしいが、県だよりが新聞をとっていない家には配られないので
困る。

286
県政だよりや春日部市政だよりなどの広報誌はくまなく熟読しているつもりですが、「今
回は受けてみよう」と思う「知らせ」に行き当たらない。又は個別にお知らせをいただけ
れば、必ず受けるように努力したい。

287
県内市町村が実施する胃がん検査については、検査方法を胃カメラ検査に早急に変えるべ
きである。

288 県北でも受けられるように体制を。



289
現在は勤務先での健康診断で特定健診を受けています。毎月1回の献血で血小板の採血を
しているので、その範囲で分かるものは早期に対応できると思います。ただ、がん検診と
言うことはしていません。

290

現在配偶者の職場の健康保険組合と提携の医療機関でしか補助の対象とならないため遠く
まで受けに行っているが、市町村と提携する健康保険組合がもっと増えて市町村で受けら
れると運転できない自分にはとても助かる。市町村ではなく企業側に言うべきことかもし
れないが、市町村側からのPRがあるとよいと思う。

291
現在様々な情報が入り乱れています。正しい情報を見極めるにはどうしたらよいか分かり
ません。検診はしなくてもよい、した方がよい等正反対の意見の医者もいます。どうした
ら正しい情報を見極められるのしょうか？

292 現役で居たいなら、定期的に受けた方がいいと思います。

293
個人では受診の機会を作ることは、できるけれど、その手続きなど、わかりにくいことが
多い。したがって行政が主催する機会をかつようすることが、効率的だと判断していま
す。また　かかりつけの医師の紹介などの活用が効果的とも判断しています。

294 個人の自由で自発的に健診をした方が良いと思うのですがどうですか？

295
後期高齢者ですが、市で行う検診は毎年受けていますが、受診場所が遠くて徐々に受診で
きなくなるのではないかと思っています。

296
後期高齢者に仲間入りしたので健康保険組合から市町村の実地する検査になりますから、
市町村の情報に注目していきたい。

297
後期高齢者医療保険は高額な保険料を徴収しております。従ってこの年齢層の対象者のが
ん検診は全て無償化にすべきと思います。

298
広報で、受けたい健診を探すが、分かりにくいし、申し込みが、何か月後なので忘れそう
になる。

299 広報などでどこの病院で受診できるかなどの案内が重要だと思う。
300 広報活動を強化して欲しい。

301
行政でがん検診に取り組んで頂けているのはとても助かっています
しかし、集団で検診を受ける場合の日程の選択肢が少なすぎて、、、
個人で受診したこともありますが、出来れば集団で受けたいと思いまして。

302 高年齢になってしまった。所定の検査は積極的に受診しています。

303
高齢のためいつも検診には神経をはらっています。
市広報で情報を得ています。ここぞと思ったとき肺癌検診以外でも受診をしたいと思って
おります。

304

高齢化社会の進展により、高齢者として健康診断や人間ドック・ＰＥＴ／ＣＴなど、毎年
実施しています。特にがん検診や肝炎ウイルス検査などは、県や市町村行政による取り組
みがあり、諸情報を自分の健康長寿に活かしております。特に埼玉県の社会福祉の充実等
には高齢者の増加もありますが、高齢者としてがん検診などについて健康長寿の積極的な
県の取り組み等に期待しております。

305
今、肺癌のステージ2ですがこれも健康診断によって発見できたので検診の大切さがわか
りますすみません

306
今では誰でもがんになるうるので検査を受けるべきです。二十歳の私も何の検査を受ける
べきなのか知りたいです。

307

今は市の検診を受ける機会を設けていただいているので、有難い。医療が進展し、血液に
よるがん検診の幅が充実してくるのを期待したい。検診がもっと楽に(殊に大腸検診は身
体の負担が大きい・・・水分を大量に摂取）できるようになれば、受診率の向上に寄与す
ると思う。

308
今まで、会社で行った健康診断も何の検査か考えたことなかったが、アンケートを回答し
ていたら興味を持ちました

309 今まで受診していなかったが、これからは受診しようと思います。

310

今回アンケートのがん検診では異常がなかったが、もともと前立腺がんは検診で見つかり
現在も経過観察継続であり、ＰＳＡ数値も３カ月ごとにチェックされています。その際、
今回項目のがんについては医師と相談して２年ごとに健診するようにしています。尚、前
立腺については境界値がプラ・マエ1.5で収まっていますし、症状悪化を抑える薬を常用
しています。

311
今回のアンケート調査で肝炎ウイルスにより肝がんが8割以上が発生することがわかりま
した。広報等で記載があるとありがたいです。どのような場合に肝炎検査したら良いの
か、または検査を希望すれば総合病院等でうけられるのか、保健所なのか知りたい。

312 今後、広報や医療機関の情報に関心を持って行こうと思います
313 今後、人間ドック以外にも、がん検診を受ける機会を増やして頂きたいです。
314 今後は受けようと思う



315 今後機会があれば受診して見たいと思ってますが・・・
316 今年は癌検査はじめ健康診断をうけます
317 最近ガン検診が意味のないことだとする意見があるが、本当の所はどうなのか知りたい。

318
最近のがん検診は受診しやすくなりました。女性の方々は乳がんや子宮がんを積極的に受
診した方が良いと思います。

319
最近はがん以前の状態での発見・治療ができるので、がん検診は積極的に受診した方がよ
いし、そう周知した方が良いと思う。

320
最近は血液検査で腫瘍マーカーが確認できるので検査代金は高いが60歳以上の方には市町
村で実施されたら如何と思います。

321
最新の検査方法を導入血液検査 尿検査 唾液検査 手軽 多忙な人でもOKな郵送検査 ド
ラッグストア モールストア 公民館自治会等で、イベント絡みで受ける機会増やす。

322 歳も歳ですから毎年人間ドックで検診したいと思います。
323 埼玉県内のがんについての情報を知らせて欲しい

324
脳梗塞で入院して卵巣癌が見つかりました。何のまえぶれもない癌は摘出手術後の治療が
大変です。

325 参考になりました。
326 参考になりました。
327 仕事があるとなかなか、検診に行く予定がたたない。

328
仕事をしていなかった時期がありそれから面倒で検診を受けていません。医療機関の検査
は受けていたのでそれでいいと考えていました。機会があったら受けてみようと思いま
す。

329

出血があり内視鏡検査しましたがその時は痔でしたが、それからも毎年検便で引っかかっ
て、内視鏡検査したところ、大腸ガンが見つかりました。
ポリープが一つあり、内視鏡検査の時に取り除き、細胞検査したところ、大腸ガンが中に
あったようです。内視鏡検査は楽ですし、早期発見に繋がるので勧めたいです。

330
子どもがいると、なかなか検診を受けるのが先送りになってしまいがちです。
費用もかかるので、後回しになってしまいます。
時間もかかるし、暇がないとできません。

331

子どもをどこかに預けてまで検査を受けるのが面倒なのと、まだそこまでの年齢でない
し、わざわざお金と時間をかけてまで行くのは面倒かなとずっと検査を受けていません。
ただ、同じ年代の方でも幼い子どもを残して癌で亡くなられていたりすることも分かって
はいるので、このままではいけないなと感じています。食事や運動に気をつけ、いずれは
検査を受けなければなと思っています。

332
子宮がんは、年齢が上がるほど、子宮頸がんだけでなく、子宮体がんの方が、問題になっ
てくるとおもいます。また、肝炎ウイルスについては、検診と県民への周知が必要と思い
ます。

333
子宮がんや乳がん検診は、毎年あるといいです。
よろしくお願いします。

334 子宮の検査は以前受けたときにいやな思いをしたので、最近は受けていません。

335
子宮頸ガンワクチン接種に対する消極的な姿勢を憂います
埼玉県は率先して国に働きかけ、接種を義務付けるべきです

336

市から「がん検診」のご案内は頂いているのですが、見ることもできない状況が続いてお
りましたが、こちらのアンケートを拝見し、せっかくお送りいただいているのだから、中
身を出して読む時間を持たなくてはいけないと思いました。
がんと結果が出ても現状では治療をする時間も費用も確保できないことも、考えていかな
いとと思いました。

337
市からくる健康診断の案内は厚ぼったい挙句、わかりにくい。お店でくれる割引券のよう
な簡単なチケットにしたらわかりやすいのではないかと思います。

338
市からの補助でがん検診を受けることができるのはありがたい。ただ、集団検診の場合、
受診できる日がだいぶ限られているので、お知らせが届いていても受けられないまま期限
切れになってしまうことがあるのが残念です。

339
市が行っているがん検診を毎年受けている。より正確な検診結果を希望するが、検査方法
を最新の検査方法で行うようにしてほしい。現在の検査方法は何十年前から行われている
方法での検査だから。

340 市で実施している特定健康診査のとき実施しています



341

市のガン検診の胃ガン検査ではバリウム検査（Ｘ線）と胃カメラ検査があるが、異常が
あったら次に胃カメラとなり手間が2回かかる。大腸ガン検査も便の潜血検査があり次が
又バリウムを入れて検査そして異常があると大腸ファイバーと3度手間となる。市、県の
検診では胃ガン検診、大腸ガン等はいきなり胃カメラ、大腸ファイバーの検査としてほし
い
（いくらか自己負担があっても、早く、正確な対応ができるのでこの方法がいいと思
う。）

342
市のガン検診を受けて何も症状がなかったのに、その後ガンになったと言う人を何人か
知っています。何故ガン検診で見つからないのでしょうか？ガン検診の意味がないと思い
ます。

343
市の健康診断の血液検査の際肝炎ウイルス項目が含まれていると思っていたがはいってい
なかったので同時に出来るようにしてほしい

344
市の検診を受けているが、通知が来てそのままかかりつけの医者に持っていき受けている
ので、今年は何処のがん検診を受けたのか良くわからない。異常なしと言われて喜んで
帰って来る。

345 市の乳がん検診は2年に一度だが　毎年受診したい。
346 市町村が奨励する方法が確実ですね。
347 市町村で5年在住とか条件つけて検診案内を個別に送るなどすると良いと思う。
348 市町村でもぜひどんどん実施すべきと思います
349 市町村で実施している定期検査を充実したほうがよいと思います。
350 市町村で積極的に検査して欲しい

351

市町村によっては検診の際に補助金が出るところもあると聞くが、自分がその対象なのか
どうか、その補助金を受けるためにはいつ、どこで、どの検診を受ければいいのかという
ような情報を自分から調べないと分からないので、行政からもっと情報発信してもらえれ
ばありがたい。

352
市町村のガン検診、健康診査のハガキが届きますが、小さくて読みづらく、自分で医療機
関に問い合わせないといけないので、理解しづらいし、分かりにくい。

353 市町村のがん検診はもっと安くして欲しい。
354 市町村の検診が「がん」に特化しているので必ず毎年受診しています。

355
市町村の検診ではがん検診の受診方法がよくわからないので、がん検診専用の案内を作っ
てほしい

356
市町村の検診に対しての今以上の啓蒙が必要と思われる。
小生も市の検診で胃がんが見つかり一命を救われた体験があり、市町村の検診の重要性を
感じています。

357
市町村の検診は平日が多く、そのために仕事を休んであてる気が起きません。結果的に会
社で行う検診や、特に心配な婦人科系以外からは足が遠のいています。休日も選択肢にあ
ると良いです。

358

市町村の行う検診では　検査病院により検査できない項目がある。
かかりつけ医院で受診しているが　胃がん検診子宮がん検診　乳がん検診は実施されな
い。
かかりつけ医院以外で胃がん検診などを受けようとすると別料金になるので　最近は受け
ていない。

359
市町村の地域行政から、もっと積極的にがん検診や肝炎ウイルス検査のお知らせやPRが欲
しいですね。私は、前立腺がんの治療中ですが、掛かりつけの医師により見つけてもらい
ました。

360 市町村の定期検診に毎年ではなくてもいいので安価で受けられるように入れてほしい

361
市民検診でよい病院でのさいけんさで総合病院をしょうかいされ検査次に埼玉ガンセン
ターで検査肺がんが判明他のガンの検査もするが他は異常なし

362
市役所から来る定期検診の連絡は、いいきっかけになっています。
今後、さらなる充実をお願いします。

363

私のふたつのがんは、幸いにもいずれもステージⅠ（早期）であり、すべて内視鏡で手術
を行った。消化器系のガンについては、主治医に任せてるので、逝くまで安心だが、その
他のガンはよほどの不調を自覚しないと分からないのでやや不安。しかし古希も過ぎてい
るので、淡々と受け入れようと考えている。



364

私のように忙しいを理由に受ける機会が取れない人には、半ば強制的にでも受けてもらう
方向でもいいと思う。自治体の集団検診は、予約できる日に仕事があると受付時間に間に
合わなく、予約すらできない。反対に、時間に余裕のある働いてない人は、毎年のように
予約することに執念を燃やし、先着順ではこちらは入り込むすきもない。日にち、時間指
定で、この機関で受けてください、都合が悪ければ変更の連絡を、くらいでないと、予約
すらできない人にはありがたいです。

365
私の家系にはガンの病気はいません。親父の本家にもいないです。
どちらかと言うと心臓関係ですね。　自分では心配はしていませんけど。
保険屋さんなどが言うと誰でもガンになる様な事言いますよね。

366

私はがん検診は毎年検査しているが、知人や職場の人の話を聞いていると、「検査自体が
嫌なので受けたくない・予約や休みを使うのが面倒・検査費用にお金を払いたくない」と
いう意見が大半である。がん検診やウイルス検査は自己負担なしで、尚且つ義務付しない
と広がらないと感じる。

367
私は癌で父親と弟を亡くしているのでもっときちんと受けなければとは思ってるのですが
時間が合わなくて困ってます。是非日曜日にも受けれる体制を整えてほしい

368
私は癌は生活習慣病だと思うので、毎日の生活改善を広めるべきだと思います。何回もな
るケースは珍しくないです。

369

私は生まれてから五十年以上、1日として衣食住に困ったことがありません。こんな境遇
は歴史上まったく稀有な幸運だと思っています。今から自分がどんな病気がかかろうと
も、それはきちんと受け止めなければならないことと考えます。癌にかかわらず、今後病
気の治療はするつもりがありません。

370

便検診で大腸検査しまして大腸ポリープが見つかりまして、切除しました。
もし、一年遅れていましたら大腸ガンになっておりますと言われまして、早く見つかりま
して良かったです。
今後も一年には一回は内視鏡検査を受けるようにしています。

371 次回検診では必ず肝臓がん検診（肝炎ウィルス検査）を受けたいと思います。
372 次回受診してみたいと思います。
373 自覚症状が無い場合もあるので、積極的に受診した方がよいと考えています。

374
自覚症状が無く、普段の生活に支障が無ければ、がんの見逃しや、逆に誤診等で無用な不
安・ストレスを受ける方が体に悪い気がします。

375 自覚症状などなかったが定期健康診断でガンが見つかった。検診重要だと思う。
376 自治体などから定期的に広報誌などで案内頂けると助かります。
377 自治体主体で、低価格診療を希望する。
378 自分から受けたいと思えません。

379

自分の検診についてよく理解していないところがあった。項目を確認し、医師に聞けば理
解できるところが多くあると思った。健康診断の項目、受診する有無といったことがあっ
たのかどうか、年齢による受診の有無があったかどうか、などを確認して、予防したい。
必要に応じて医療機関で受診するようにしていきたいと思う。

380

自分もガンと診断され、腹腔鏡手術で、除去しましたし、母親は他界していますが肝炎
ウィルスから肝硬変まで推移しました。
ガンやウィルス肝炎は、早期発見により、治る病気になってきているので若いうちから
の、病気に対する教育や周知が必要だと思います

381
質問２－（２）、（３）、（４）については市の補助でうける人間ドックで受けていま
す。乳がん検診は勤めていた時受けた人間ドックで２年ごとに必ず受けなさいと言われて
受けています。市からの補助があり助かります。

382 社会保険家族ですが血液検査でもう少しで多くの検査をして欲しい。

383
若いので健康に自信があり自分には必要ないと思っており、検査自体も知らなかったので
参考になった。

384 若い人も 検診する機会があるといいです

385
若い年代の人にとっては、がんなんてまだかからないという気持ちがあったり、学校や職
場の検診に項目としてがん検診やウイルス検査がなかったりで、受ける機会があまりない
のかなと思います。もっと身近に感じることができるといいです。

386
若くても癌のリスクはあると知っていますが、近くにかかりつけの病院があることや、違
う項目を診ているとはいえ定期健診を受けているためあまり気にしていませんでした。
受診しておこうという意識を持つためにも、ある程度は知る機会があればと思いました。

387
主に内科で検査を受けることになると思うのですが、内科に行くと風邪がうつりそうなの
で、検査に行くのをためらってしまいます。市内のどこかの施設で検査専用の場ができた
ら検査を受けたいです。

388 主婦は受ける機会が無いです



389
手軽で簡単に検査できるようになれば検査すると思うが、今の時点では面倒で受ける気に
ならない。

390
手軽に検査できる簡易型の血液検査が浸透すると早期発見につながり医療費の高騰を抑え
られると思います。

391
種々検診の大切なこと充分承知している。
検診の他にも定期的な病院の受診をすることも忘れないこと

392
受けたいが、自覚症状がない以上仕事を休んでまでは受けられません。土日や夜間もやっ
てるとよいです。

393 受けておけば一定の安心感がありますので広くお勧めします！！
394 受けてみたい
395 受けてみようかと思う。

396
受けよう、受けようと思いながら、日々、家族のことを優先してしまいがちですが、やは
り、まずは自分が健康でないといけませんね。
今後はきちんと受けたいと思います。

397 受ける必要性があるのは、わかっているのですが、なかなか腰が上がりません。

398

受検する人に対して、より多くの検査など受けさせる様に働きかける或いはより補助金増
額、無料化等すべきではないでしょうか？又これは、医療費削減の目的の為にも直結して
いく事であるから本人をはじめ関係者各位がもっと全体受検を目指し努力すべきだと思
う。

399
受診したいと思うものの、市町村での検診費用の補助の有無やその内容などが周知されれ
ば受診者が増え、結果としてその後の医療費削減に繋がるかもしれない。

400
受診できる医療機関や費用負担、期間や時間帯などの制約があって、なかなか受診できな
いと思います。ニーズにあった施策を期待いたします。

401
受診できる市内の医療機関を指定してください。受付数が先着順になっているため受診が
できません。なんとかしてください。

402
週刊誌で、がん検診のデメリットが度々報道されている。それを考えると、がん検診を受
けない方が安全ではと思う。

403 集団検診でどのくらい精度が高いのか疑問に感じる。

404

住まいの地域により、がん検診の補助を受けれる時期、例えば1年に一度、もしくは2年に
一度の設定がある。
特に子宮がんと乳がんは、そのように地域により差があると感じる。
若い女性が毎年安心し、生活できること。
それが子育て世代の女性の生活にも大きく関わってくることだと思うので、女性系のがん
検診はどこの市町村でも、地域に行っても毎年受けれる制度であることを望む。
子育てしてるけど、埼玉に住んでいるから未然に予期せぬ病気のリスクが減らせる！
母としても安心！と思える検診制度をつくってほしい。

405
住んでる自治体では胃がん検診はレントゲン撮影だけなので、胃カメラ検査も選択できる
ようになってほしい。

406 出来るだけ、市の健康診断を受ける様にしています。

407
出来れば、全部受けた方がいいとわかっているのですが、何となく受けていないので、受
けるきっかけが欲しいと考えます。

408
初期発見であったり、予備的な感染発見のために、学生にも受ける機会を与えられるよう
な公告を出して欲しい

409
少量の血液でがんの保有率？が分かるようになってきたと聞きました。早く技術が進むと
有難いです。女性のがん検診については5年に一度受けていますが、もう少し回数を増や
した方が良いと思ってはいます。肝炎ウイルスについては無知です。

410
症状が出て、ガンを告知されたら、治療をしないで（緩和治療のみ）死ぬ覚悟をしている
から（理由は癌を治療すると６００万円程度かかると言われているから）

411
上田知事が衆議院議員の時の月例経済研究会で、病院院長の講話があり「皆さんは車検に
何十万も出せるのに自分の身体の検査にお金を惜しむのか？」と言われて以来、ごもっと
も！と、フルメニューでドックを受けています。

412 情報がなさ過ぎると思います

413
職場での受診項目が減った分を市の検診で受診することが出来て助かりました。市からは
ハガキでの案内をいただきましたが、それによって受診申し込みをいつかしないといけな
いという気持ちを忘れることがありませんでした。大変感謝いたしております。

414 職場で受ける検診の種類を増やして欲しい
415 職場の健康診断を定期的に受けているので心配ない
416 職場の定期検査に入れてほしい。
417 色々ありすぎてわからない。健康診断の時に全部やって欲しい。国の方で。



418
身近な方が近年ガンで亡くなっています。
検診で１００パーセント発見出来るとも思って無いのですが、早期発見で治る病気にも
なっているので、毎年、検診は受けようと思っています。

419

身近に癌になった方や癌で亡くなった方がいないと、なかなか自分のこととして考えにく
いものです。
癌で亡くなる方も多いと聞きますし、国や県が補助をして、通常の会社の健康診断に癌検
査もセットで自動的に受けられるような仕組みを作ってもらえると、検査を受ける人が増
えるかと思います。
早期に発見できれば、その後にかかるはずだった医療費の削減にもつながるのではないで
しょうか？
埼玉県が率先して、そういう事業に取り組んでくれることを期待しています。

420
身内にガンで亡くなった人が何人かいるのでガンには、かなり関心を持っているつもりで
したが、肝炎ウイルスの事は全然知りませんでした。もっと、幅広くみんなが知ることの
できるようにして頂くとありがたいです。

421

人は様々な危険に晒されています。
ガン、肝炎以上に、日常は危険と隣り合わせです。
寿命を全うできる方は一握り、
予防、検診、と騒ぐ事にあまり意味を感じていません。
特に、統計数値を提示されたところで、
自分にとっては、いつも5分5分でしょうー。

422
人間ドックしか職場の特別休暇に該当しないので、わざわざ年休でがん検診を受けに行こ
うとはなかなか思わないかもしれない。

423
人間ドックの早期発見により助かった経験上、定期検診の徹底を計る必要性を感じていま
す。

424
人間ドックの他にがん検診や肝炎ウイルス検査を受けなくてはいけないのかよく分かりま
せん。

425 人間ドックは受けました　うまく答えられずすみません

426
人間ドッグは受診したが、肝炎ウィルスに関する記述が無かった。次回の人間ドックでは
受診前に検査の有無を確認したい。

427 推進していただきたい

428
正直、「がん」は、怖い、死へとイメージされています。
あと、検査方法の詳細がしりたいです。

429 精度の高い、身体に負担の少ない検査方法を普及して欲しいです。
430 積極的に受けたいと思う。国の補助がほしい
431 節目の年の無料がん検診の回数を増やして欲しいです。
432 絶対に発見できるのか

433
潜血検査は受けたいと思っていますが、どこで受けたらいいかいまいち分かりません。ク
リニックなどで簡単な健康検査が受けられたらいいなと思います。血液検査と検便と検尿
くらいのパックがあればなと。

434 早く　血液検査等で　簡単に　早期がんを発見できるようになると良いですね
435 早めの定期的な受診が大切だと思います。これからも気をつけていきたいです。

436
早期に見つかると治療も早く対処できるので年１回の定期健診は必ず受診するように心掛
けている。

437 早期発見 ＝　健康維持　経費節減　(医療保険使用削減）

438
早期発見　早期治療　といいますが、何か起こらないと医者に行かないのが実態です。わ
かっているのですが、行くきっかけがないのです。市町村や健康保険組合等での義務化を
推奨します。

439 早期発見が大切と思いながらも検査がおっくう！

440
早期発見が大切な事は分かっておりますが、中々暇がありません。また、毎日忙しく動き
まわっておりまして、ついつい検査は後回しになってしまいます。来月人間ドック受ける
予定です。

441 早期発見で治療が望めるので検査検診の機会を増やして広く周知してほしい

442
早期発見で自分の体を守り、医療費も抑制できるので、検診を受ける意識を持てるような
啓蒙がもっと進むと良いと思います。

443 早期発見を肝に命じている。

444
草加市では、乳がん検診、子宮がん検診を受診できる病院が限られているし、人数制限を
しているので、受診することが難しいです。検診をしてくれる病院が増えるといいなと思
います。

445 多くの検査を受けれるようにしたら良いと思います。



446 体調が悪い時は病院へ行っているのでその時医師と相談します。

447

大して症状がないと病院に行きづらいから、病気の早期発見のためには検診はとても大切
だと思う。私は扶養範囲内でパート勤務している主婦で、がん検診は健保の範囲外なので
市町村で毎年検診をしてもらえるのはとても嬉しいです。ただ、現状では一つ一つの検診
が違う病院などで行われ、それぞれが要予約だったりするので電話したりして手間も時間
がかかります。レントゲンや検便、胃がん検診など、保健センターや地区センターで同日
検査することが可能ではないかなと思うのですが。まとめられるものはまとめていただけ
ると何日もかからず助かります。

448
大腸がんステージ４（肝転移）でしたが５年経過　完治しました。肝炎ウイルスも術後の
検査で完治していました。　肝炎ウイルス．帯状疱疹．等　性感染ではないかと自覚して
おります。

449

大腸がんの検査は便検査ではわからないと思う。
形だけの検診で費用の無駄遣い。
癌健診自体も集団検診では、ちゃんと結果を見てくれているとは思えない。
最近ではもう受診をやめようと思っている。

450

大腸がん検診（便潜血）で1日目が異常値ということで再検査（内視鏡検査）を受けたが
異常はなかった。安心するので検査は受けるとよい。報道を聞くと検査をしても見逃すこ
ともあるという。人のやることだから間違いは亡くならないので覚悟だけは常に持ってい
たい。

451 大腸がん検診を気楽に受診出来る制度を充実して下さい。

452

知り合いが数人、市区町村のがん検診でがんが見つかり、治療したり手術をしている。早
く見つかり完治した人もいる。身内にも肺がんで完治した者も居るので、本当に大事な検
診だと自覚があり、自分は必ず受けている。
治療費はとても高いし、家族の負担も大きいので検診を受けるよう、積極的に働きかけて
もらえると有難い。

453 地方自治体の補助により検診が受けられるなら是非受検したい。

454

恥ずかしながら、ガン検診については受診したことがなく、自分は大丈夫などと安易に考
えています。自分の父親、姉は　胃がん、乳がんで亡くなってしまいました。その苦しみ
を知らないわけではありませんが、積極的に予防や早期発見などに無頓着です。
私だけでなく同じ状況の人は多いのではないのではないでしょうか？
ガンということをわざわざ強調しないような、身近で容易な検診を実施していただくよう
になれば、意識が変わるとおもいます。

455 昼間以外で、受ける事の出来る時間帯があれば、すぐにでも受けたい。

456
通常の健康診断ではがん検診や肝炎ウイルス検査は費用的に困難と思われるが、人間ドッ
クの項目の一つとして入れられたらと思う。若干費用が嵩んでも同時なら受診率は高くな
ると思う。

457 通常の保険点数に組み入れるべき

458
低額又は無料でがん検診ができればと思います。男の場合は二分の一でがんになると聞き
ました。治療の補助もあればと思います。

459 定期健診で項目を設けてほしい
460 定期健診に「内視鏡検査」（胃腸・大腸）も希望により含めてほしい。
461 定期検診は必要だと思います。
462 定期的な受診や検診は自分自身のためにとても重要だと思います。
463 定期的に医療機関に受診するようにして欲しい。
464 定期的に検査が受けられる仕組みや費用負担への補助制度があれば助かります。
465 定期的に検診を受けて　健康管理すべきだと思います。

466
定期的に血圧降下剤と潰瘍の薬を出してもらっており、２年おきに胃カメラ・注腸検査を
しているが特定健診（生活習慣病のみ対象）と同様に、地元の市町村で容易に受診できれ
ばよいと思います。

467
定年退職して、現在は任意継続の健康保険組合に加入しており、当該健康保険組合から人
間ドックの案内があります。今年は任意継続加入期間が切れ国民健康保険に加入すること
になりますが、国民健康保険加入者にも人間ドックの案内はあるのでしょうか。

468

定年退職後も人間ドック受診していたが、日程と費用のこともありここ２年は受けず仕舞
い。同級生や同期が罹患する連絡もあり、がん検診の必要性は感じているので地域の特定
検診を受ける予定。女性の検診も普及しているので夫婦で受診したいと思うが、検査嫌い
の妻は以前の検査で痛みを感じたので行きたくないと言っている。気軽に受診できる方法
を模索中。肝炎ウイルス検査は良く知らないので、もう少し情報を発信してほしい。

469 土曜日に受診したい



470
働き先で健康診断を受けろと言われるので受けていますが、それがなかったら受けないと
思います。病気になったとしても治療をするつもりがないので、この先も自発的には受け
ないのではないかと思います。

471 特に病気でなければ検査しませんと言われてしまう。
472 特定検診のときに　ガン検診も受けている
473 内視鏡による大腸がんや胃癌検診を無料にしてください。

474
日々の生活に追われて自分の検診費用までまわらない。ガン検診を推奨するなら全て無料
にするべき。

475 乳がん、子宮頸がん健診の自己負担額をもう少し安くして欲しい。

476
乳がんの既往歴があり、手術から５年以上10年未満。主治医による１年検診を受けてい
る。がん検診のカウントに入っていないと思うし、市などの検診も対象ではない。検診率
の計算の仕方が気になる。

477

乳がんは自分で確認できるので昔検査しただけです。子宮がん検診は補助金が会社から少
し出るとのことで検査専門のホテルのような設備の病院で受けたのですが、女医さんが熱
心過ぎて出血してしまいました。結果はひどかったので別の病院に行きました。その結果
は、すぐに教えていただけました。「なんでもない。血が出るほど傷をつけて検査するこ
とは考えられない」とのことでした。私は後者の医者の言葉を信じました。そしてそれか
ら7年もたちますがなんでもありません。

478

乳がん患者なので、がん検診は、あまり受けていません。かかりつけの病院で、経過観察
の検査をします。たまに、全身検査（ＰＥＴ等）、腫瘍マーカーを受けています。がん患
者は、日本人の2人に1人なので、がん検診ではなく、経過観察を受けている人の方が多い
と思います。

479
乳がん検診が40歳で初めて受けましたが、もう少し早い年齢でも検診対象となってもいい
のかと思いますがいかがでしょうか

480
乳がん検診を20代～受けられるようにしてほしい。若い方の乳がんがとても増えている
し、みんな関心はあるとおもいます

481

乳がん検診を受診できる医療機関があまりありません。なので、市町村で毎年実施してほ
しい。
また、久喜市は最近受診項目が減りました。乳がんの触診、子宮体がんなど。
都市との格差を痛感します。

482
年寄になると、知人、友人の会話は必然的に成人病、ガン等の話題になりさみしい気持ち
になる場合が多くなりますが健康診断の必要性を強く感じていますので機会があれば積極
的に健診を受けるつもりでいます。

483
年齢、身長体重、簡単な健康診断結果、日常生活などから、おすすめの検査が示されるシ
ミュレーション画面と費用概算がでるHPをつくってほしい（病院のリンクがあると尚
可）。

484 年齢が進んできたのでこれからはいろいろと検査を受けてみたい。
485 年齢に関係なく無料でうけられるとうれしい。

486
年齢的に検診を受けなければいけない為、近いうちに受ける予定。
親の遺伝で、肝機能の数値が悪い為、肝炎ウイルス検査を受けてみたい。

487
肺がんのレントゲン検査や胃がんのバリウム検査など数十年前から漫然と実施され、今は
百害あって一利なしという専門家も多い。常に検診効果の検証を行って実施を見直し、税
金の無駄使いを止めるべきである。

488 半日、1回でみんな受けれるので、人間ドックを利用してます。
489 半年に１回血液検査「消化器などのガン検査を含む」を大学病院で実施。
490 費用がかかる。

491
費用がかかるかどう変え、不安である。
無料であれば、受けたいと思う

492 費用と機会などの考慮した対応を今後も思考してください
493 費用負担の軽減化と機会の増加に取り組んでほしい
494 必要なのであれば、人間ドッグの基本的な検診に含めて欲しい。
495 必要な時期に、無料で受けられるといいと思います。
496 必要検査として標準検査メニューに加えるべきではないでしょうか？
497 必要性は理解しているが、行動にうつしていない。

498
必要性や重要度がわからない。2年前に健康診断を受けたが、バリウムや採血、事前の便
や膣内の採取がとても疲れるのでいやだった。



499

病院により見解の違いがあり本当は大きな所で検査したほうがよかったのではと思うとき
がある。結果に果たして信用性があるか疑問が残る！集団で行うものはいっぺんで多量な
人が行うため細かい点で心配です。予約して何日に分けてゆったりとした環境のもとで実
施してほしい。

500
病院の待合室で待っていると、検査の場合健康なのに待合室で待っていると、病気が感染
しそうなので、あまり病院の待合室で待ちたくないためです。

501 病気の人がいっぱいいる病院に行く気がしない。他の病気をもらいそう。

502
病気は受け入れるようにしている。痛い、痒いなど我慢できない場合の対処療法だけ受け
入れている。お金ないし長生きしてもしょうがないと、この年齢になると考えるので検査
はしたくない。

503

夫は、「家系に癌患者はいないから、受けない」と言いつつ、大腸癌検診をしませんでし
た。癌保険をかけていましたが、上記の理由から、解約せよと言うので、解約したとこ
ろ、１昨年大腸癌にかかり、大腸全テキを余儀なくされましたしました。便がつまったか
らで、救急車にお世話になりました。
家系がどうのこうのでなく、市の健康診断には、必ず行くべきだと、痛感しております。

504
婦人検診が集団で受診だったり2年に1度だったりするのですが、自主的に毎年乳癌検診を
受けて良性腫瘍ですが発見できました。胃がん検診、大腸癌検診は毎年なのに婦人検診は
2年おきというのは納得がいかないです。毎年受診させるべきだと思います。

505 怖い、嫌なことを知りたくない性格なので、受けたくない

506
怖い病気としか知らない。何か具合がわるかったら、仕事ほっぽり出して病院に駆け込む
タイプなので、病気になることにあまり心配してません。

507

父が何度かがん手術を受けているため私も受診したいのですが、市や医療機関に申込む勇
気が無く、何年も過ぎています。
ネットで申し込めたり等、もっと気軽に申し込める制度、また費用面でも受けやすくなる
ことを希望します。

508 負担額が あまりにもかかり過ぎると、やりたくても出来ない人々もいるよ。

509

風邪がひどいときにウィルス検査をしたことはあるが
肝炎ウイルス検査の存在を知らないので、過去実施したことがあるかないかわからない。
また、適正な検査頻度もわからない。
会社の取組みで実施するような仕組みになるとありがたい

510
風邪で病院に行った時についでにしておきますかと言われ行ったら費用が高かった。ま
た、乳がん検診 予約がとれない

511
福島の放射線汚染の影響か甲状腺がんの可能性が高くなっている
なかなか発見できないガンなので、定期健診に入れるべきではないだろうか？
関東は特に汚染が怖いのでやるべきではないか？

512 勉強不足かと思うので、まずは知ろうとは思います。

513
母がC型肝炎の罹患者で長らく治療していたが4年前肝細胞癌で亡くなった。
私も心配になり検査を受けた。陰性であり、安心した。その後C型肝炎に有効な薬も出来
たようなので、進んで検診を受けること周囲に勧めている。

514 母親も市の定期健康診断でがんを見つけて貰いました。必要なことと考えます。

515
本当は受けたいんですが、仕事も家庭事情も忙しく受けれません。
無料クーポンの使える有効期間をもっと伸ばしてもらえたら嬉しいです。

516

本日、乳がんの疑いのための検査を受けに行くところ出したのであまりにタイムリーなア
ンケートに驚くとともに、西洋医学の限界を知る必要があることも申したい。
自分を知らない人ほど、病気は医者が治すものと勘違いしている。
病気は『悪』という思想でいる限り、治るものが治らず、時間がかかるかもしれない。

517

毎年、勤務先の健康保険組合での健康診断をうけています。今のところ、自分は際立って
悪い所はありませんが、知り合いに検診で乳がんがわかった人がいます。早期発見であっ
た為、大事には至らなかったとのこと。いつまでも健康でありたいのなら、検診は受ける
ことがおススメです。

518
毎年、人間ドックで胃カメラや血液検査　ＣＥＤ（？）などは受けていますが　イマイチ
はっきり自覚ありません。

519 毎年、成人病検診を行っています。個々のがん検診は行っていません。

520
毎年検診は受けています 早期発見が大事だと思います ただ胃カメラはつらいので、もっ
と楽に受けられたらといつも思います

521 毎年検診をしています。今後続けます



522

毎年受けたいと思っていても、子育てに追われるうちについ、年度を終えてしまいます。
一昨年度は受診、昨年度は忘れてしまったので、今年度はと思いながら年度末が近づいて
きています・・・土日など配偶者が子をみてくれる日が受診可能、又混みあわず、時間帯
にも幅があり、受け入れ人数も増えてくれると有難いと思います。改善可能でしたら宜し
くお願い致します。

523
毎年受けていても発見が手遅れの方も居るし、早期に発見できる方も居るし、運ですね。
唾液だったか画期的な安価で結果がすぐわかる検査が早く確立することを祈ります。
癌細胞もたんぱく質。ある酵素等が有効と岳父は言ってましたが…

524
毎年受けれるようにしてほしい。
市の申し込みが抽選なので、なかなか当選しないから困る

525
毎年職場で健康診断を受けているので、安心してしまっているが、他の検査も重要だと
思った。

526 毎年人間ドッグは受けているが、癌検診に該当してるのか自分がわかっていない。

527
毎年人間ドックを受けていて、オプションで骨密度・血管年齢の検査も同時に受けてい
る。肝炎ウイルスを初めて知ったので、今後一緒に受けようと思っている

528
毎年人間ドックを受けています。
もっと濃い内容なら安心です。

529
毎年人間ドックを受診しています。肝炎ウイルス検査は、特定検診の項目に入っていない
と思います。検査項目に入れるよう要望します。

530

毎年乳がん検診を受けていた妻の検査結果はいつも異常なしの診断。
ある日、自分でしこりを発見。すでにリンパ節に転移のある乳がんとわかり手術となりま
した。検診精度の向上はもちろんのこと、医師の能力アップもかかせません。乳がんに関
してはマンモの他に超音波検査も加えるべきと考えます。

531 無料でいろいろな機関で受けられるようになるといいと思います。
532 無料で受けられる健診病院を増やしてほしい。
533 無料で誰もが受けられる様にして欲しい

534
無料なら何でも受ける
バリウムや胃カメラ等、負担の大きいものは避けたい

535
輸血してますので、今後検査の必要あり。こういうのは、入院した先から検査の連絡はあ
るのでしょうか。なければ整備必要。

536 予防方法を認知する必要があるのでは

537

様々な検査は必要なことなのかもしれないが、悪い結果を知らされるのが怖くて受けてい
ません。自分の身体もそうだが、それ以上に残される家族のことなどがとても気になって
しまいます。
その不安を取り除いてくれる治療などを検査の際に紹介していただけたら、検査に足を運
びやすくなるのかな、なんていつも思っています。

538
要再検査になっても行かない人がいるということを聞いて驚いた。
検診後の対応も呼びかけるべき。

539
膀胱ガンで治療しています。がん検診の種類を増やしてほしい。定期健康診断後の、再検
査にてわかったから。
男性にしかかからないガンもあります。


