第156回簡易アンケート自由意見（419件）
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。
1 市からの補助金が有れば受けたい
現在血液で判定できるような技術が開発されているようですので、それだけで検査できて手軽で
2
低コストに少しでも早くなったら良いと思います。
最近は血液検査でのがん検診になっていますので、また尿一滴でもがん検診ができるご時世で
3
すので。
がん検診の受診の必要性は充分分かっていると思っている。
4 体調が良いとなかなか受診する必要性を忘れてしまうことがある。自分の意見は市で、各検診の
必要年齢を決めて個人あてに連絡を頂ければ有難い
17年前に職場検診の結果、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
5 た。当時、ピロリ菌の検査が行われる前だった。家族にはピロリ菌の除去を行った。その当時か
ら、大腸に関してはチェックを進めてきた。最近は、身体の総司令部たる脳の老化が著しい。
6 年一回の健康診断時に合わせてがん検診を受けています。
7 かかりつけ医で血液検査は何回も行っているが、癌の検査が入っているかわからない
8 とても怖い病気なので、これからも必ず受診したい。
受診できるところが少なく、なかなか予約が取れません。
9 また、機器の関係で検診できない項目も多く、都心のように色々な健診が受けられず不満です。
収入によって健保も違い平等ではありません。
毎年、地元市の健康センターで成人病の定期検査に応募して、検診して貰っていて無料なので
10
助かります。
11 自主的に行うことが必要。
12 胃カメラでも、がん検診を受けられるようにしてほしい
検査を受けて早期発見がよいことは承知しているが、結果を知る怖さがあり、二の足を踏んでい
13
る。
二人に一人の割合でガン患者の割合が高いとすれば国や県が全部の癌に対し、強制的に検査
を受けさせるべきと考える。
14
最近、血液や臭いでガンがわかるとの報道があるが埼玉県がガンの検診で先進的であることを
願う。
家族に癌にかかった人が多いので、癌の検診は受けるようにしています。もっと簡単に癌がわか
るような血液検査も、開発されているとのことですから、それが一般の人でも使えるようになってく
15 れればと願います。また脳に関しては一般の保険ではできないので、それも保険で、してもらえる
ようになることを希望します。これだけ癌が多いのですから、もっと幅広く保険適用になってほしい
です。
子宮頸がんや乳がんは会社でオプション料金で1万くらいかかった。市の検診はなかなか予約が
16
取りにくい
以前は人間ドックで検査していましたが、年齢的にあまり病気は見つけなくていいと思うようにな
り、市の検診のみにしています。市役所の補助金も人間ドックか市の検診か片方しか補助が出
17 なくなりましたので、市の財政も苦しくなってきたのかもしれません。本当に健康を守ろうとするの
であれば、若い方は補助金を出してもらったほうが受ける率は増えると思いますし、早期発見に
もなると思います。
すでに肝臓癌の手術を昨年７月に行った 肝炎ウイルスの件は知らなかった すでに肝臓癌に
18
なっていたせいかな？ 特に説明はなかった 大腸癌の転移と説明された
癌は早期発見により完治する率が高くなることをもっとＰＲすべきと思います、そうすることによっ
19
て検診率がＵＰすると思います。
20 がん検診などは毎年受けたほうが良いと思います。
肝炎ウイルス検査のことは知りませんでしたし医者からも言われたことがありません。もし、受け
21
たほうが良いのなら、その旨周知してください。
22 胃がん検診のレントゲン検査は廃止して胃カメラ検査に統一すべきです。
23 肝炎ウイルスに関する情報が欲しい。
もし、がんに罹ったら治癒の治療はしないで、死ぬときは苦しまないで死ねるように、緩和治療の
みをすることにしている。がんの治療をすると平均６００万円かかると聞いていますので、そんな
24 大金を延命に費やすより、天命に任せて死んでいく方が世のため人のためと考えています。なぜ
なら、まだ再発を完全に克服しているわけではなく、何度も何度も抗がん剤の副作用のような苦
しい日々を過ごしたくないからです。もちろん保険も圧迫しますよね！
25 費用がわからないので躊躇する
26 病気でないと費用がかかりすぎ

年齢的にも癌リスクが高まってきているので、癌検診は受けようとは思っている。
27 しかし、費用が割高な為、なかなか受けられないのが現状。
国や県等が費用の一部負担（若しくは半額）が有れば受けやすくなるのではないかと思う。
集団レントゲン写真が小さいのでガン部発見しにくいと一時期言われていましたが・・・
28 それでも受診しておいた方が早期発見のために良いと思って受診しています。多少費用は増加
してもよいのでしっかり検査をして欲しいと思います。負担額が少なすぎるのではとも思います。
29 県や市の援助がありますが無料になりませんか
30 日曜日に受けられれば良いのだが
市町村で乳がん検診と子宮がん検診を受けられる病院が少ない。予約も取りづらいので仕方な
く職場の定期健康診断で有料で受診したが、あとから書類を提出すれば市町村のがん検診と同
31
等の補助が受けられるような仕組みになってほしい。（全国どこで検診を受けてもOKになるとい
い）
がんの自覚症状がないので、これまでがん検診や肝炎ウイルス検査を受けてこなかった。年齢
32 が年齢なので、今後はがん検診や肝炎ウイルス検査に関心を持っていきたい。県の方からも中
高年者に対する情報提供を分かりやすく提供してもらえるとありがたい。
33 肝炎ウイルスについて、もっと知りたい。
若い方々が、がんに侵されても、生還できることは素晴らしい事です。
34
さらなる医療技術の進歩を祈ります。
35 次回の検診でよく確認したいと思います。
簡単な検査（血液や尿）でがん診断が出来るようになると聞きました。そうであれば多くの人が受
36
診しやすくなるのでは？と期待しています。
ガン検査は受けた方が良いのは解っていますが、毎年の健康診断で終わっています。時間と費
37
用の面で躊躇します。もっと、負担が減れば受けやすいと思います。
38 より強力に実施すべきだと思う。
早期発見で癌がわかり摘出しました。毎年欠かさず検診を受けていると早期に見つけて貰える
39 ので必要だと思います。
肝炎ウイルスはあまり耳慣れていないので受診するきっかけが無いです。
胃がん検診で胃カメラもレントゲン並みの料金でできるように改正してほしいです。検診参加が増
40
えると思います。
県、市、公的機関、医療機関等の、肝炎ウイルス検査についての必要性などに関するＰＲが足り
41
ないように思います。
42 肝炎ウイルスは排除出来る事をもっともっとPRすべき。
43 がん検診や肝炎ウイルス検査はどこで受診できるかもっとPRしてほしい
44 肝炎ウイルスから肝臓がんになるというのを知らない人が多いような気がする。
45 機会があったら受けたいです
バリウムに気持ちが悪いイメージがあるので、検診を受けようという気が起こりません。
46 マンモグラフィ検査も、あまりにも痛かったので、二度と受診するつもりはありません。
もっと、楽な検査を開発してほしいです。
一つのアイディアとして、献血の際に、最近話題になっている線虫を使ったガン検査を導入し、手
軽にガンの有無を診断出来るようにすれば、自身の健康管理に役立てようと献血をする人が増
47
えるのではないか。また、ガンの早期発見が促進されれば、高額な医療費負担もせずに済むだ
ろうと思う。
48 検査が楽になるといいと思います。
49 市で行われる検診は受けていますが他は体調の悪い時に受ければ良いと考えています。
以前ＴＶで取り上げていましたが お得感があるように検診を呼びかけて 受診率がＵＰしている
県を紹介していました。名前を忘れましたが いかに受診率をＵＰさせるかを研究して取り組んで
いる女性の紹介でした。この女性が考案した方法を取り入れてからかなり受診率が上がっている
50 とのことでした。そのＴＶ放送がされた時点ではその方法を取り入れている県名に埼玉県の市町
村は含まれていなかったように記憶しています。ぜひぜひ埼玉県でもためされてはいかがでしょ
うか？わたくしの知り合いにも検診を受けていない人が大勢いて勧めることもありますが考え方
を改めない方が多くて残念です。
51 毎年バリウム検査を受診 被ばく量が気になるので内視鏡検査に変更してほしい
定期的に受けなくてはと思うが、なかなか検査にまでは至らない。でも自治体で推進してくれれ
52
ば、行こうという気持ちになる
53 今後もがん検診は積極的に受診していきたい
54 健康診断の血液検査の結果の見方がよくわからないので、詳しい説明がほしい。
後期高齢者であるが、業務上の関係でＰＥＴ／ＣＴと人間ドックを半年毎に実施している。
55 がん検診や肝炎ウイルス検査等は、定期的に検診することが健康づくりのポイントであると考え
ています。

補助を増やしてもらえるとさらに受けやすくなると思います。
56 また、娘などは仕事が忙しく、休めなくて受診できないので、半ば強制的に、受診できるようにし
てほしいと思います
57 市町村負担（住民税納めているので）で案内とか出して促進して欲しい。
人間ドックの診察結果等で話題の病気の結果については、印象強くわかりやすく表してもらうと、
58
意識付がされるかもしれない。
早期発見、早期治療で元気で長生きをモットーに生活しています。最近の高齢者は健康志向の
59
方が多いですよ。若い人達の自覚が心配ですね。
60 受診してみようと思った。
61 もっとたくさんしてほしい
62 手軽にできる検診が登場しているので、市民が受診できるようにして欲しいです
毎年定期的に健診を継続していると自分の身体歴が把握できる。（病院に記録が残る）
63
自己判断で必要ないものはしない。
64 自分の健康はやはり自分で管理する必要があると思う。
肝炎ウイルス検査をする・しないは自己判断なのか？がん検診と違い、肝炎ウイルス検査につ
65
いて知識が乏しい。広く情報発信すると良いと思う。
66 がんはどういうきっかけで発見されるのだろうか。
67 市のがん検診を必ず受けています。
40代を過ぎると、癌リスクが高くなるので、検診はやったほうが良いと思う。
68
肝炎も出来ればやりたい
69 受ける気持ちはあり早急発見の重要性を認識しているものの現在に至っている
毎年検診を受けています。乳がん検診の結果、乳腺症で精密検査を受けましたが、問題も無く
数年間診察を受け、毎年受診しなくてよいと言われ、だんだん足が遠のき、今は受診していませ
70
ん。肝炎ウイルスは陽性でした。発症していないので何もしていません。このままでいいのか疑
問に思っています。
71 自治体での検診時の案内で、がん検診の必要性や時期や費用等詳細を提示して欲しい。
健康保険組合で受診している関係で、健保の案内で受診しています。全ての情報を知ることがで
72
きるシステムの構築を希望します。
小生膀胱癌を６年前に発症し，腫瘍を切除したが、１２月に膀胱鏡検査で，壁面が怪しいとの診
断あり。１２月２７日に手術して，組織を検査したらがん細胞と診断された。
73 組織を切り取り経過診断で４月に再度膀胱鏡で調べるという。血尿から発見された。
これらは自然と元の尿になるので，診断しない人が多いという。手遅れにならないことが肝要で
ある。
人はいつか死ぬものです。誰もが自分の体の異常に気が付けば、病院に行きます。日常的に検
74 査検査でむりやり悪いところを発見して延命治療するのは、人間の自然な営みを壊しているのか
もしれません。 検査検査は本当に医療費の削減につながっているのでしょうか。
75 胃カメラはもうちょっとどうにかならないですかねぇ
定期健診を1年に１度受けることが大切である。血液検査をすることによりいろいろの病気が見つ
76
かるので、実行してほしいです。
家族が 誕生日に健康検査を受け 前立腺がんステージ4と言われ それ迄健康にしていたのが
77 急に気弱になりました 受けずにいたら そのまま健康体のごとく生活していたのでは無いかと
思ったりしてます
市町村の胃のバリウム検査をしたが 私が見た冊子にはバリウム検査を「胃カメラ」に変更でき
78
る案内が無かったので後で知り残念でした
肝炎ウイルス検査の必要性についてはあまり聞いていないが、必要性があれば受けたい。県ま
79
たは市の広報でPRしてほしい。
80 人間ドックを受けたい気持ちはありますが、時間もお金もありません。
各種のがん検診は一般化しているので、受診機会が増えている。お蔭で私は昨年早期胃がんが
分かり、内視鏡により、それこそ胃カメラをやっている感じで手術、完治している。早期が一番だ
81 と思います。
肝炎ウイルス検査は、気にならなければ受診しないものです。特定健診のオプションとして取上
げてもらうだけでも受診する切っ掛けが作れるでしょう。
82 実施機会が設定されれば積極的に受診したいと思います。
83 受ける必要は感じるが、車椅子の為、受診できずにいる。
検査・検診は大切と思う。
がん検診としては受けていないが、定期的に都内の大学病院で循環器関係他で血液検査を受
84
けているので、少々安心している。
気楽に、安価で検査が受けられる仕組み作りが、大切と思うが・・?。
85 本当に検診は大事だと思います。多くの人に受けてもらいたいと思います。

86 充分対応できている。
C型ウイルスは治療薬が開発されて、多くの方が恩恵を受けています。B型ウイルス、一日も早く
87
治療薬が生まれることを期待してます。
がん検診の費用負担がキツい。後回しにしがち。
88
インフルエンザ予防接種も同じ？
がん検診の判定の精度に絶対的な信頼が持てません。
89
がん検診の受診率の向上と共に、検診判定に誤りが無いよう対策を講じてほしいです。
父ががんの手術を受けているので、私もきちんと検査したいと思っているものの、仕事や費用な
どを理由に乳がん検診しか受けていません。
90
もっと積極的に様々ながん検診や肝炎ウイルス検査を受診できるようなシステムを（郵送で通知
などいただきたいです）期待します。
早期であれば治る病気になってきたので、年に1回でなく、半年に1回がん検査を含めた健康診
91
断を受けられるようにしてほしい。
92 健康診断に合わせて肝炎ウイルス検査を受けてみようと思います。
昨年人生で初めての人間ドックを受検しました。費用の半分は自治体の補助金を利用できまし
た。半日コースで、胃カメラ、腹部超音波検査、胸部レントゲン検査、便検査等を調べていただき
93 ました。胃カメラで微細なポリープが見つかり、即切除し、生検で良性のポリープでした。腹部超
音波検査では脂肪肝が判明し、食事療法を実践してます。年齢的に（６０歳）免疫力、体の機能
が低下してきているので、予防を重視して毎年１回の人間ドックを受けようと思います。
それなりに健康には注意をし、それなりにガンに関する資料等には目を通しているが、幸い多分
94 自分は大丈夫と思っている。のどが多少ガラガラするが、喉頭がん等ではないとインタ－ネットで
多少は検索し、大丈夫だと思っている。
高齢になればなるほど、癌罹患のリスクが高まること、十分認識しているが、これから受診はしな
いつもりでいる。
95
それは、自分なりの人生観や死生観を以て余生を生きていきたいと思っているから。
また、若い人たちのためにも老齢のまま長生きはすべきでないとも思っている。
男性は、定期検診に血液による前立腺癌の検査を入れる必要がある。自身、幸い定期的に泌尿
器科を受診していたので、去年前立腺癌が発見され、夏に全摘手術を実施し結果、ほぼ全治す
96
る方向になった。女性の乳がん、子宮がん検査と同様に、公的な定期検診の項目に加えると良
いです。
私の家族は、毎年春に行われる春の検診を受け、いつも問題が無い判定が下っていましたが、
すい臓の腫瘍の検査を行っていなかったために、体調不良となった7月に、病院の精密検査を受
97 け、ステージ４のすい臓がんを告知されました。その結果、半年過ぎた12月に亡くなりました。
もう少し早く発見されていればと無念に思う毎日です。すい臓がん及び腫瘍マーカについてもう
少し公開されることを要望いたします。
98 毎年人間ドックを受けていますがその中に肝炎ウイルス検査があるかどうかはよくわからない。
99 長生きは希望せず病気は受け入れる事にしているので、長生きしたい人は受ければ良い。
100 定期健康診断の項目に入れて欲しい
101 複数のがん検診が一度にできたらといいと思います。
２年に１回の割合で、配偶者の保健組合で受けているが、バリウムや検便は本当に苦痛だ。見
102
落としのニュースもよく聞くので、気休めだと思っている。
無料やもっと手頃な検査を増やしてほしい。特に大腸内視鏡の検査も、市町で補助をつけて実
103
施してほしい。
会社の検診が健康診断だから高齢者には合わないと思う。各ガン検診を取り入れてもらいたい
104
ものですね。
自治体の検査はあまり詳細がわからないので受けていない。もっとお金をかけて、わかりやすく、
105
読みやすいものを作るべき
行く気は十分あるのですが、夜帰宅も遅く、8時以降食事なしを励行できなくて・・・行きそびれて
106
いるのが現実
107 血液一滴で１３種類のがんがわかるがん検査が一日も早く実現することを願っています。
108 過去に初期胃ガン、初期肺ガンの手術をしています。
109 現状の制度で良いと思います。
110 まず、この地域の医療機関の整備をお願いしたい。
111 検診の最新技術導入を積極的に推進してほしいです。
112 無料になればいいと思います。
113 機会があれば受けようと思います
もうすぐ５０歳になり、今回市町村が行う胃カメラ検診は受ける。会社では年一回健康診断があ
114 るのですが、どうしてもそれだけになっている。今回の胃カメラ検診のようにはがきで検診の紹介
をもらえると受けやすくなります。

115 毎年、健康診断を受けるようにしています。
今や二人に一人ががんになるという統計を知り、非常に身近な問題であると認識しました。早期
発見であれば、よくなる確率が高いため、できるだけ定期的に健康診断を受けることが定年後は
116 不可欠になってくると感じました。がん検診に関する受診の有無は年齢によって有無があるの
か、希望者だけのオプションなのか、そのあたりが曖昧ですが、正しい知識と判断を行っていき
たいと思いました。
117 早期検診が必要です。
118 過去に胃がん治療した。
数年前に肺がんの手術し、昨年前立腺がんの検査(生検)を行いました。がん検診に限らず自分
119 の体の現状を知るために検査が欠かせません。血液一滴からがんの疑い（特定はまだできな
い？）があることがわかるという。安く早くできる体制が欲しいものです。
120 早期発見のために、検診は大事と思います。周知、広報とともに、助成もお願いいたします。
簡便なものがいい。
121
MRIやシンチグラフィーができるものがいい。
122 検査は必要なので毎年受けるようにしています。
以前にインターフェロン＋リバビリンの治療を受けましたが、経過観察中に C型肝炎ウイルスが
リバウンドしました。遺伝子検査の結果から難治性とわかり、新しい治療法を待ちました。ようやく
123 数年前に受けたインターフェロンフリー療法で完治しています。治療方法など最新の医学と、肝
炎から肝がんに移行する症例などを、周知していただきたいと思います。そうすることで、検査や
治療開始のきっかけを作っていただけたらと思います。
124 とにかく、休暇を取得できる職場でない
125 継続して受診したいです。
職場で定期健診があるところは良いが、プライベートでとなると『時間・お金・結果』がキーワード
にあるかと思う。
『時間』は忙しい・休めない・自分が休みの日は検査機関が休み等ハードルが高くて受けられな
い。
126
また子供の年齢が低いと預かりと検査のタイミングの難しさはあるのではと思う。
私自身は子供が幼少期（あるいは小学生）の頃は市の検診関係は一切受けることは出来なかっ
た。地元市は公立幼稚園がメインで、田舎しばりでそこに預けないと姑との人間関係のバランス
が悪く、そうせざるを得なかった。
127 もっと受診がしやすくなるように、国や会社の補助金がでるようになれば良い
128 年に1回の健康診断を確実に行っている。感謝します。
129 自治体の助成と勤務先の定期健康診断を２重に受診することを認めてほしい。
130 定期健診項目を増やしてほしい。
がんは早期発見が重要です。
131 私は、胃の末期がんを克服して幸運なことに10年以上たちますが、発見が早いほど生存率は高
くなるので、全ての人が、家族・友人のためにがん検診を積極的に受けることを願います。
市の検診で毎年受診しているが、かかりつけ医なのでいろいろ質問したり、必要な時は指定され
132
たもの以外のがん検診もお願いしています。
一滴の血液で全身をもっと簡単に受けられる方法が昨今 出来たと聞いていますので それが
133
市町村で公費で取り入れられると嬉しいです。
134 毎年の市からの案内に沿って受診することを夫婦でチェックしあっています。
肝炎検査を全く経験していない。またどこでも診察経験もない。毎年健康診断を受けているが、
135
医師から検査指示もないし、発病などの警告にも一切触れられたこともない。
がん検診は、健康診断も含めて受けたほうがいいと思います。自分自身も健康診断の結果か
136
ら、腎臓がんが見つかり、手術しました。
137 定期的に義務付けた方がよいと思います。
バリウムの検査は最新の検査方法としては不適切で、血液検査による検査方法を今年から実施
138 した。検査料は高価だが、この検査方法の信頼性は高いという。検診時のバリウム検査は改善
すべきと思う。
市の広報紙にてがん検診の案内が掲載されますが、直ぐに定員いっぱいとなり掛かりつけの医
139 院への検診することとなります。掛かりつけの医院の場合、アウトプットが提供されないので検診
の統一規格をそろえてほしいと思っております。
140 各種の検診が検査内容の充実によって、信頼度が高まり受診者増につながると思います。
市町村によってがん検診受診年齢、がん検診受診間隔、がん検診検査料金に違いが有る事に
141 かなり違和感を感じています。埼玉県内はがん検診に関して同一料金、同一年齢、同一間隔で
行うべきだと思います。
142 推進していただきたい
143 常日頃に無駄のないように検査をしていきたいですね。
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市の健診がいつも行っている診療所の健診センターで受けられて（しかも低額）、とても楽であ
る。市からの補助があると受けやすい。
健康維持のために必要なことだと考えるが、検査が異なるごとにその費用が掛かるのと対応す
る病院で費用が異なることに疑問が残る。
あまり関心がない、問題と思うが、
1年に1回は定期検診や人間ドックを受診すべきものと考えます。ガンは静かに確実にやってくる
ものと思うべきです。
血液一滴から超早期にガンが発見され、ステージに関わりなく、あわてることなく、ガンのオー
ダーメイド治療ができ、ガンになって良かったと思える時代が早く来て欲しいです。
テレビで放送している、痛みもなく全てのがんが分かる検査を推進してほしいです。
早期発見ができる情報がほしいです。
自分では、ついつい受診しないので、毎年市の検診で受診する機会があるのは助かっている。
受診率が上がれば医療費の削減にも資するので、このままアピールを続けて欲しい。
尿1滴検査の早期普及を希望する。
昨年、80代で亡くなった家族は、C型肝炎でした。昔、手術の時の輸血だったようです。
長いこと辛かったと思いますが、何度か新薬が出るたびに投与して、あうかどうかを手探りで探し
て、ようやくあう薬に恵まれて、肝臓癌になる手前で進行が止まりました。
今こそは簡単な薬で落ち着くようになったようで、医学の進歩はすばらしいものです。
あとは、家族の時もそうでしたが、親身になってくれるいいお医者さんに巡り合えること??
それが一番だと思います。
地元市の定期健康診断項目に入っているが、米印で消されていて受診項目になっていない。な
ぜ消去されているのかも全く案内がない。70歳以上は対象外になっているのでは??
ガンに限らず、年齢を考慮して１年おきに人間ドックにて検査を受ける予定に変更しました。
勤務先の健康診断を年に一度定期的に受けております。
65歳を過ぎてからは、胃がんと大腸がんの検査は毎年受けるようにしています。がんは早期発
見に限ると思うから。
受診後の情報が少ないので、受診後（受診結果）のフォローや情報が分かりやすくあるといいと
思う。
数年前に食道がん手術をして、現在は３ヶ月定期検診を受けています。そこでの結果には異常
はありません。
がん検診によりステージ２の段階で発見することができました。
やはりがん検診は受けるべきと思います。
土日も、もっと受診できるとうれしいです。パートとはいえ、平日の休みをとらないといけないの
で。
私は歳だから特に検査はしない、自然の成り行きに任せている。
費用よりも検査の時間を確保する事の方が難しい。忙しい
がん検診、肝炎ウイルス検査そのほかの検診、検査も受けています。
2ヶ月に1回のペースで検診には行っている。健康には自信がある方なので 特別な検査は受け
たことがありません。
先日、癌検査に安価で便利な新しい検査方法をTVで見ました
期待しています。
健診の受診率向上を最優先課題として対処すべきだと思う。
レントゲンやバリウム検査のことがマスコミ等で報じられています。検査の安全性について周知し
てください。
毎年検診を実施していただけるのはとてもありがたいです。自分自身で管理するとなると受診す
るのを忘れてしまいそうです。また、医療機関の検査の予約はとりづらいし、症状がないのに検
査してもらうとなると、とても高価なので毎年の検診は出来ないです。これからもぜひ続けていた
だきたいと思っています。
ただ、一日に一つだけでなく、いくつかまとめて検査してほしいです。
パート勤務の傍ら別々のところに予約を取りつけたり、一つずつ違う会場（病院）で検査を受けな
くてはいけないので手間と日にちがとてもかかってしまいます。
どこで受診できるかと行った情報を広く提供して欲しい
市町村で行う診察は、会社勤務の人が受けられない現状があります。個人の都合でも、会社勤
めの方も、市町村の医療機関で受けられるよう制度の改革を希望します。
もっと宣伝活動していただければ…。
以前は市の検診も無料だったが、隔年になり、そして有料になった。医療機関での受診も予約が
年々取りづらく時間もかかる。高いし・・。血液一滴で判明する事例もあるとか・・・。もっと簡単に
なればいいのに。

お手紙でお知らせ欲しい。
173 対象の機関が日曜日少ない。
なければ、強制で機関受診したら就業時間内にして欲しい。
174 テレビで特集を組む、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックなどで記事を配信するなど
175 何事も早期発見が一番です。検査はおっくうがらずに受けるようにしたいものです。
胃カメラがもう少し楽に受けることができると良いと思う。
176
肝炎ウイルスの検査はもっと広く告知、周知すべきと思う。
177 肝炎ウイルスの検査についてはよくわからない。
178 年１回は受診すべきと思う。
179 介護と日常の生活で忙しくそれどころではない。
もっとPRが要るのではと思います。健康診断さえ受けていない主婦も身近にいるようですし、貧
180
困層ほど受けていないというニュースも先日、読みました。命がもったいないので。
ある程度の年齢になったら必要ないのではないか
181 見つかったらかえって面倒
若い人には必要だとおもうが
182 受診方法に工夫（便利に）したらもっと受診者が増えると思います。
集団検診受けられる日数が少なく、また個人検診は受けたい病院では受けられない(地域外の
183
ため)ので、もう少し簡単に受けられる環境を作って欲しいです。
184 会社員は定期検診で受診できるようにすればよいのに。
185 ガンの早期は発見のため定期的な検診をした方がいいと思う
個別のガン検診を一つずつ受けるのは大変。年齢に応じた病気や健康相談などをまとめて受け
186
られるようにしてはどうか。
絶対に検査を受けたほうが良い。初期の「がん」ならば、確率的に直る率がとても高い。
187 １００パーセントの人々が検査を受けるのが理想です。
色々な方法で、目に見える告知をお願いしたいです。
2年毎に大腸がん検診(内視鏡)を受けていました。現在、ステージⅣの”直腸がん”です。最近で
188 は血液検査や線虫による検査法で簡単に多種のがんが見つけられます。新たな検診プログラム
の導入を促進して下さい。
189 ついつい気にはなっていたが受診せず。今度は助成金あれば受けたいと思います。
190 毎年、職場で検診を受けています。来年度は肝炎の検査も加えて受けたいと思います。
小さな診療所では大腸がん検診と肺がん検診ぐらいしかできない。
大きな病院は遠いので紹介状がないと行くきっかけがない。定期健診バスがあると便利で検診
191
の漏れも少なくなるのでは。自分は乳がんと胃がん検診になかなか行くきっかけがないので毎年
できていない。
本来は市区町村がもっともっと啓蒙活動を実施するべきだと思います。上記各質問項目は初め
て知ることばかりでした。自分自身の不勉強が最大の原因ですが、このアンケートの内容こそ
192 「市民全般に」知識を植え付けるべき事柄ではないでしょうか？市町村職員の皆さんは「私たち
は忙しいんです」と言いたいでしょうが、このような案件こそが役所の根源の仕事の原点なので
す。そのように感じました。
後期高齢者になってまで、各種の検査をし、長生きしたいとは思いません。
193 難しいとは思いますが、健康保険関係は毎年増額で、パンクしてしまいそう。
若い世代の人たちの為にも、８０代以上の高齢者には、検査は必要ないのではないでしょうか？
市の検診は申し込みに行く時間がとれずに受けられない。専門機関で受けたいと思っても、近く
にないし、ただの検診だと行きにくい。できれば定期の健康診断の一環として検診の中に入れて
もらえれば、わざわざ別の日に予約していかなくてもいいと思う。市の検診は気が付いたときに
194
は予約いっぱいのことが多く、検診の受付日に仕事中だと人数制限のあるものは申し込みでき
ない。なので、仕事を持っている人は検診を受けるためというよりも、予約する為に休まなくては
ならず、それもできないので受けられないのが現状。
市で行ってる集団検診以外にかかりつけ医でもしてもらってるのですが できたら乳がん検診は2
195
年に一度ではなくて毎年市の集団検診や個別検診を受けたい。
196 大腸内視鏡検査も市で行うがん検診に取り入れてほしい。
都内のように無料で受けられるようにしてもらいたい。都内では高校3年生まで無料でインフルエ
197 ンザの注射をする事ができます。埼玉県は全てにおいておくれています。
見直してもらいたいです
198 市の検査で実施できるので受けてます
がん検診は職場の健康診断メニューにないとよくわからない上、わざわざ休暇を取って受けに行
199 かない（しかも病院が混雑している）ので、健康診断メニューに加えるのが最善だと思います。
最近では風疹検査も健康診断に合わせて行われたので受診をスムーズにできました。
200 早期発見のためにも啓発活動をお願いしたいと思います。

201 節目にがん検診クーポンを送って欲しいです。回数を増やしてください。
202 市町村等で積極的な検診機会を増やすようお願い致します。
毎年人間ドックを受けて健康状態をチェックしているが、肝炎ウイルスはどの項目かよく分からな
203
い
子宮体がん検診は、かなり痛みがあるので受検するのを、躊躇してしまう。
204 ガン検診を保健センターや病院で、集団検診をしたことがありますが、結構待たされるので、あま
り待たないようにして欲しいです。
205 健康第一だね
中学か高校までに健診の必要性（健康維持だけでなく、経済的な効果も含めて）を啓蒙して欲し
206
い。社会人になってからは、必要性について学ぶ機会がほとんどない。
207 地元の総合病院などで積極的に受けられれば良いと思う。
208 年に一回の検査が必要で、県民の意識の拡大への調査と結果を継続して欲しい。
209 健康診断の範囲で検査
県？市？からの補助がでていて、助かります。
210
仕事の都合で行けていないですが、続けていただきたいと思います、
211 肝炎ウイルス検査が一般の人に必要とは知らなかったです。
212 肝炎ウイルス検査受けたいです。
213 市で安く検診が受けられるのは有難い
質問１で その他のがん検診は 質問４へとなっていますが
214 質問４で前立腺癌検診と書き込む場所がありませんでした。
市町村で行う健康診断をかかりつけ医で受けると 胃の検査がありません。
市町村のがん検診があると受診しやすい上に、早期発見が出来れば医療費も軽減出来るので、
215
予防医療として大変良い取り組みだと思っている。続けてもらえると有難い。
216 年間で人間ドックか定期健診を必ず受診するよう心がけています。
国民健康保険なら自治体で日曜日にもやってくれるが
会社の健康保険組合だと病院での検査を勧められ
217
日曜日しか休日が無い人間は健康診断を受けることが出来ない
健康保険を選択できるようにしてほしい
218 簡単、低額、検査結果が早くでるようになってほしい。
人間ドックだと、すべての項目を同日に受ける必要があり、生理周期との兼ね合いで予約に困っ
てしまうので、婦人科系のがん検診と、それ以外のがん検診を別日に予約できる施設があれば
219
知りたいし、そういうところが増えてほしいと思っています。検診を受けたくないわけではないので
す。
220 車椅子で受けられる検査を知りたい
数年前に健康診断で肺の精密検査が必要との指摘があり、経過観察を含めて2年前に肺癌の
221
手術をしました。早期発見のためスーテジ2ですみました
222 個人による成人病検診/人間ドックの公的な補助をお願いします。
小さい病気などで病院にいくことはあるのですが、人間ドックや色々な検査はどうしても時間と費
223 用がかかりそうで受けたことがありません。40代で色々と健康面でも不安になるので受けたほう
がいいことはわかるのですが。
224 がん検診や肝炎ウイルス検査の信頼性が無いので受診していない。
肝炎ウイルス検査は、妊婦健診の時に受けた気がしますが、よく覚えていません。がん検診は、
がん患者なので経過観察を受けているし、腫瘍マーカーやたまに全身の検査を受けているの
225
で、積極的には受けていません。がん患者は、2人に1人の時代なので、がん検診を受ける人よ
り、経過観察で検査を受けている人が多いと思います。
226 肝炎ウイルス検査を受けてみたいですが、何かの検診と一緒にできると良いと思います。
もっと痛みが少ない検査方法はないのか。私は遺伝的に胃がんが怖い。市境に住んでいるの
で、隣の市の胃腸専門病院で自費で胃がん検診を毎年受けている。
227
幸いがんはないが、胃の体質がわかり、ずっと薬を飲んでいる。５０歳を過ぎたら遠くても専門医
に行ってみるのもよいと思う。
乳がん検診、リスクが高いのに診断の精度が悪すぎる。専門的な病院で受ける方が間違いな
228
い。再検査になって、また同じ検査をするのはどうかと思う。
身近な市町村の広報紙などで、検診の実施要領（検診機関と期間、対象年齢・費用など）目立つ
229
ような紙面づくりが必要と思われる。
230 最近、尿で分かる検査が…と聞き、気になっています。
231 自覚症状がないため、積極的に受けていなかった。
232 採血により、がんの検査を受けた。
233 健康診断で、必須に、してほしいです。
234 健康のため受けたいと思いましたが，アクセス方法が分かりません
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PET検査を受けてみたい。
しかし、高額で、なかなか受診できない。
地元市保健センターでのがん検診の申込が抽選なので、抽選の外れて健診したくてもできない。
もっと様々ながん検診を受診できるようにして頂きたいです。
特定成人病健診にオプションでなく 組み込んでくれれば良い
自分の体は自分で守る気構えが必要です、若い時は妻子も心配しています。個人個人が早めの
受診が大切であることを理解して対応すべきです。
市町村が実施する検診で（胃・肺・大腸がん検診及び前立腺がん検診）を受診している。肝炎ウ
イルス検査は実施したかどうかはわからない。近年加齢の成果2年に1回は再検査の通知が来
て受診することになるが経過観察だ。高齢社会（長寿）になってどの年齢まで検診を受診すれば
よいのか指針も必要ではないかと思う。
地元市では毎年がん検診の通知がきます。受診します
がん検診も健康診断の中に取り入れれば良いのに
毎年、市内の病院で人間ドックを受けてます。いつも、待ち時間が多く時間がかかるので、もっと
効率的に、短時間で出来ないものか思ってしまいます。勤めていた時は、同内容のものが1時間
以内で終了していたのが、今では半日がかりですから。
胃検診では、バリウムを飲むと腸の具合が悪くなったことがある。そのため、胃ペプシノゲン検査
を受けた。簡単な検査でがん・肝炎その他の病気に対応ができるとよいと思う。
ガン検診の事が良く解らない。
手軽に検査をできる方法を周知した方が良いと思います。
市町村の胃がん検査はバリウムを止めて胃内視鏡検査に統一すべきだ。
がん検診は必ず受けないと。受けないと不利益になる様にしないといけない。
人間ドックのメニューにないガン検診は具合悪くなったときの検診等で指摘されないと受診する
気になりません。金額も高く、予約を入れて受診するのが面倒くさい？面もあります。
人間ドックは毎年うけている
今や二人に一人が癌になるという報道がまことしやかに広まっているが、過去に高い金額を払っ
て人間ドックを受けてきたのが馬鹿らしくなって止めている。罹った時は仕方ないとも思うが、肝
炎ウイルス検査は必要なのかとも思うので、考えてみたい。後は日常の食生活や運動等の注意
で体調管理していきたい。只今年男で、後期高齢も近くなってきたので、特定検診も考慮していく
べきなのかと考えつつある。
世の中癌患者数が多いので身近な問題だとは分かってはいるが、自分の今の疾病だけ注目し
ている感があります。
検査の内容関係なく検査しなければとは思うのですが…
肝炎ウイルス検査が地元市が行う定期健康診断の項目に入っているかどうか分かりませんでし
たので、受けていないと記載しました。結果は担当医師から問題なしと言われてまったく気にして
いませんでした。すこし勉強してみます。
私自身は、乱暴な言い方ですが、年齢も70代後半になりましたので、難しい病気になったらその
時に適切に対応しようと考えていて、健康診断は受けていません。40～50代に人間ドックの健診
で２度医者と大議論をし彼らの不誠実に呆れかえりました。自分の予め決めた結論の押し付けで
きて納得出来ませんでした。もう10年人間ドックの検診を受けていません．最近は、自治体が実
施するガン検診の誤診、見落としの報道がしばしばあり2－3人の医師による判断が欠かせませ
ん。埼玉県でも実施していますか？
これからも、定期的に検査を受けようと思っています。
職場の健診のオプションにあると良いと思いました。市からもいろいろ通知はいただくのですが、
普段忙しすぎるので。
肝炎ウイルス検査を知りませんでした。
制度が煩雑で、わかりづらいし、面倒ですね。
人間ドックで、合わせてマーカー検査も受けています。マーカー検査は年寄りには手軽に受けや
すく、自治体の検診に組み込まれると有り難い。
がん検診を毎年受診しているが、自治体でおきている「検査データの見逃し」などを耳にすると、
毎年の受診結果にも疑いをもってしまう。検査結果を伝えるだけでなく、検査結果に信頼性をも
てる工夫を希望します。
肝炎ウイルス検査については、受診できるならば、がん検診、健康診断に選択肢として組み込ん
でほしい。
これは、共通して言えることですが、「インターネットに掲載したから・・・」周知できた、ではなく、周
知できたかどうかを確認することが大切だと感じています。是非、このアンケートだけでなく、周知
の確認手段を早々に検討し、実施してください。
自宅近くの医療機関は罹りつけなので、癌の検診に大変と行きやすく、有り難いです。
ＰＲをもっとして欲しい・・・・

263 血液、尿による体に負担のない、安全な検査を行うことを希望します。
医療機関の案内が不足。
２５年ほど前に急性すい炎で入院し定期的に受けていた血液検査で腫瘍マーカーCEAが 8.0 以
264 上であったが精密検査等の勧めの無いまま過ごし、１０年ほど前に身体の感覚に違和感を感じ
たまたま脳神経外科に相談しCTスキャンにより脳腫瘍の疑いの診断からMRI検査を受け脳腫瘍
だと判明し手術に至ったが、CEA値の異常は脳腫瘍の疑いにつながっていたのかもしれないと
専業主婦のため、家事子育ての合間をぬって病院を探して予約して受診と手間に思える。出費
265
も気になるところ。
がん検診を受けた方がよい、とは思いながら、もしがんだったらどうしようという不安感が強く、何
266
かと理由をつけてさきのばしにしている現状です。
検診を受ける機会のない主婦にとっては、自己管理でがん検診を受けるしかありません。いつ
267 行ったかも忘れてしまうので、何年に一度等の検診はハガキが届くと助かるし、行く気になるのに
なぁと常々思います。
268 時間的にも経済的にも、今を生きることに精一杯で、検査のことを考える余裕がありません。
受けたいけれど・・・・
269
やはり、怖さがあります・・・・
270 必要な検診は健康診断に国で入れるように指導してほしい。
271 献血でがん検診を兼ねてほしい
272 勉強になりました。
職場で受けさせてくれる検診も企業によって検査項目が違いがありすぎるので最低でも受けられ
273 る項目をもっと増やして欲しい。
働いていない人も助成で詳しく受けられるといい
274 週刊誌に掲載されているようなこと（誤診や検査ミス）がないような対応をいただきたいものです。
胃がん検診は内視鏡検査に切り替えるべきだと思います
275
ピロリ菌の検査を義務付けても良いのでは
276 多岐に亘り、成人病・がん検診など県・市の案内が行き届き、手厚い対応に感謝しています。
277 経済的・時間的な負担を軽くして、受診機会を増やしてほしい
278 受診は大切と思います。
ピロリ菌診断と胃内視鏡検査が40代で安価に気軽に検査できると嬉しいです。肝炎ウイルス検
279
査も市町村検査の項目に入っていれば積極的に受けます。
50代は胃カメラも60代まではドックにもはいっていました。最近はバリウムもがんの発見にはあま
280
り期待できないとのことで受けていません。特定健診は、毎年受けています。
281 やはり年一回の検診を広く周知した方がよいと思います。
定期的に健診を受けるべきだと思っていますが、受けていないのが現実です
282
健康を守るのは、自分自身ですのに
283 年齢ごとに、受ける必要のありそうな項目を明示してほしい。
がん検診に伴う、苦痛(カメラ挿入時)(鼻、喉などの通過疼痛など)を軽減する工夫をぜひ研究し
284 てほしい。いつも苦しんでいます。検査精度がより向上する検査方法の工夫して下さい。
糞便検査、体外からのＸ線撮影などの検査はあまりあてにならない。
285 両親がガンで苦労していたから、進んで検査します。
286 今回のアンケートをふまえ、少し自分の体のことを考え、受診してみたいと思いました！
なんの検診でも、受診料がかかると支払えない人は、受診しないと思う。
287 促進の目的にそって受診方法、受診料を考えた方がよい。
今後益々格差が生じてそうなる。
288 乳がん検診など、若い女性が無料で受けられると良い
職場の健診で実施される項目は受けますが、それ以外のものは自分で意識しないとなかなか受
ける機会がありません。今後は高齢になってくるのでなるべく受ける機会を増やしたいです。肝炎
289
ウイルスの検査については職場で受けるように指示があった時期がありその時に受けました。現
在は受けていません。
290 市町村で実施する定期健康診断に肝炎ウイルス検査を入れて欲しい。有料で可。
291 小さい子どもがいるとなかなか検診に行けません。
胃癌の原因はピロリ菌・肝臓癌の原因は肝炎ウイルス・子宮頸がんの原因はヒトパピローマウイ
ルス１６型等々が分かって来ています。また、肝臓癌の原因は肝炎ウイルスが遺伝子のミスコ
292
ピーに大きく関わっているとも聞きます。ご担当者様は現状の正しい情報を発信して頂きましたら
幸いです。
誰でも受けられる体制を各市町村でとっていただきたい。
293 地元の町は全く町民に対してサービスが良くないと思います。だから人口流出に歯止めがかから
ないのだと思います。
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早期発見が一番だろうけど、健診自体や何か発見された時の早すぎる手術でかえって体の負担
になったり、全身のがんに対応できる訳ではなかったり、勿論費用も掛かるし、なかなか踏ん切り
がつかない。
40歳だったかな、乳がん検診チケットが送られてきた際は有難く受けましたが、噂の押しつぶさ
れるのがやはり嫌でした。
早く血液や唾液であらゆるがんが分かるようになるといいが…。
肝炎による肝硬変移行は防げると考えるが、ガンが早期に見つかっても、後に転移が発見され
手術と抗がん剤で早死にした友人が数名いるので考えてしまう。
費用の補助があれば、受けたい
受診できるところがわからないし
いつやってるかもわかりません。
子育てや家事をしていると、なかなか時間がもてない。
検診後の問題であるが、県立がんセンターの医師の体制を充実させてほしい。
（乳腺内科）
健康診断時にもっと詳しい説明を希望します。
定期的に病院で健康診断を受け、問題になるような身体の不調は一切ないが、医師の勧めで、
胃がん、大腸がん、乳がんなど過去に検査をしたことがある。健康だけが取り柄だが、今回のこ
のアンケートで、肝がんの検査も行ってみるかと認識を新たにした次第。
バリウム検査は嫌だ。
がん検診は、もっと手軽に受けられるようにしてもらいたい。
値段も高く、健康診断で、簡単に受診できるようにしてもらいたい。
安くて簡単に受けられるようにしてほしい。
手軽に検診できる機会があればいいなと思う。
私は特に大腸ポリープができますので毎年検査して発見されましたら、切除してガンにならない
ように気を付けています。
よくわからない。胃がん・肺がんなどは市町村の健康診断で受診しています。
できる事ならやりたい。ただ、費用による。
血液で判明するがん検査の実用化を早くしてほしい
本当に必要な対策を国はしていない
人を不安にする洗脳をメディアが仕掛けている
予防は自己責任。市町村が強く働きかけても検査を受けない方は無視して良いと思う。
来月健康診断だが肝炎ウイルスについて学べてよかった
胃がんは内視鏡検査が検診メニューにあるが大腸がんは無かったと思うので今年の健康診断
(市の案内)ではオプションを確認してみようと思います。
血液一滴等、簡易で安価な検診メニューが早急に普及することを願っています。
まだ若い方々でお子さんが小さい方は受けた方がいいと思います。そのためには検診費用が安
くすむといいですね。
中高年に関しましては本人の生き方の自由かと…
費用がかかるものが、もう少し安ければ、受ける人ももっと増えると思う。
特定健診の際、胃カメラ・肝臓等超音波・眼底健診など別料金でやっているが、当面は癌中心で
よいが低料金での受診ができるよう範囲を広げてほしい。ピロり菌検査なども対象にしては。
バリウムを飲んでの胃カメラ検査はほとんど効果がないうえに医療被曝があるのでやめたほうが
よいという医療従事者が驚くほどたくさんおられます。
なのになぜ胃カメラ検査にならないかという理由は胃カメラ検査は医師が行うため、ただでさえ人
手不足の医師が賄いきれないからということと、レントゲン技師の仕事が激減してしまうからとも
聞いています。
このようなことについて行政はしっかりとエビデンスを確認して、確実に効果がある検査にすべき
だと思います。
なお、大腸がんがとても増えているのに大腸の内視鏡検査がパワー的に簡単に受けられないの
も上記と同じような理由にあると推察できます。
合わせて行政はしっかりと税金を投下するのであればエビデンス、投資対効果を見極めて事業
を実施してください。
人間ドックでやってみます
個人的には会社任せになっているので、選択肢はあまりありませんが、もう少しアナウンスが
あってもよいと思います。
市町村で行う検診ではがんやウイルス検査に関しては告知や詳細が分かりづらい
検査を受けられる場所も少なくて混んでいる
自分の身体の事なので、定期的に受診するのがいいと思う。また、助成等受けられる制度が簡
略化されればいいと思う。

323 気軽に受けられるようになって欲しいです。
324 30代でもがんや肝炎の検査が無料で出来るようにして下さい。
325 毎年自費で人間ドックを受けているので、それを信用しております。
肝炎ウイルスは、感染する機会も少ないと思うのでどこかで受けておきたいと思った。
326
がん検診は、実用化が進んでいる線虫による検査が受けられるようになるといいなと思う。
よくわからないことが多いので，情報が欲しいです。市から健診クーポンが送られてきますが，会
327
社の健診で受けているので受けられないものと，受けられるものの判別がよく分かりません。
一昨年に卵巣がん、昨年に乳がんがわかり、治療しました。
乳がんの方はここ数年、検診をしていなかったので、していれば良かったと感じています。
328 卵巣がんは検診はないのですが、子宮がん検診を受けていれば、もっと早く異変に気づけたか
もしれません。
検診の大切さを痛感しています。
会社に勤務していました頃は会社の方で毎年検診が実施されていましたが、退職しましたあとは
居住する市の方で毎年１回がん検診を安価で行っていただけるので大変助かっております。
（今はアルバイトのため会社では胃がん検診がありません。）
329
市の方からは、検診がまだですよというハガキでの勧奨までしていただき感謝しております。
しかし、市単位では財政状況によって自己負担金等に差が出てきていますので、できましたら県
の事業として行っていただければと思います。
330 乳がん検診のマンモグラフィーの高濃度乳房問題は、どうなったのか、知りたいです。
がんは、なるかもしれないという気持ちをみんなもっているとおもいますが、肝炎にはなっている
331 かもしれないと思うことがないと思います。
必要な検査なのであれば、啓発活動を進めた方が良いと思います。
332 いろいろな情報があるのでどこまで何が必要か迷ってしまう。
333 血液によるがん検診が普及することを望む。
【肝炎ウイルス検査】や【がん早期発見の検査】が簡単に自宅で出来る検査薬等が開発され、低
334
価格で入手出来たら良いと思います。
既得利益もあるだろうが、血液1滴でわかるものから、線虫でわかるものなど肉体的や経済的に
335
負担のかからない新しい技術を導入するべきだと思う。
あまり入って来ない・知らない情報なので、広報等で積極的にアピールして欲しい。
336
県民が健康で長生きをする事は埼玉県にとって良い事になります。
337 できれば、色々受けたいと思いますので、もっと手軽に受けられたら、助かるのですが。
338 現在、胆管癌の治療を受けています。
339 最先端技術の導入を 尿検査 血液検査診断
340 がん検診は関心大 腸の検査は健診で排便検査を受けています。
福祉的観点から検診を促すのなら、それは自己責任に基づく自己判断だと思う。医療費抑制を
341
目的に検診を促すのなら、法律に基づく義務（強制）にすれば良い。
やはり検査は必要であると思います。ただ各検査はバラバラの日で人間ドックのようにすべて
いっぺんに終わる訳ではなく日にちを決めていくのに大変です。調子悪い場合次の時間をとった
342 りしなければなりません。だんだん面倒になったりします！また待ち時間やたくさん受けるとお金
がかさみます。予約である程度のセットでできたらと思います。また二年に一回でも再検査があ
る場合次の年も様子を見るため受診するのでその人たちの負担金を考えてほしいです。
343 定年退職後は自由になって、検査のお知らせも来ないので無縁です。
胃がん検診の場合、いまだにバリウムを飲まされるのに閉口している。内視鏡を希望するが、そ
の場合は、自分で人間ドックに行かないといけない。高額だからだろうが、もう少し普及してほし
344
い。また、社内の検査は、コストがかかることもあり、限定されたメニューになることもあり、肝炎
はおそらく入っていないような気がする。
345 検診は必要ですね。つい、後回しにしつつあります、反省です。
346 県の検診が少しでも負担を軽く受診できると助かります
347 周りに受けた人はいません。みんな知らないのでは。
348 大きな病気にならない為、病気をひどくしない為に大切なことだと思います。
働き盛りの年齢にも定期的な検査を受けられるよう料金の補助や、検査を受けられる医療機関
349
のお知らせがあるといいなと思います。あと、託児が可能であるとありがたいです。
350 肝炎ウイルス検査は他のガン検診のお知らせより少ないと思う。
国民健康保険の保険料を納めている人には、胃がん検診や大腸がん検診が無料で受診できる
351
と助かります。
352 費用を安くして欲しい
353 精密検査が必要になった時、スムーズに検査を受けられるよう、提携期間を定めておいて欲し
354 血液検査 数値出るのは受けてますがよくわかりません。
355 家族の声かけも大切

特になし。今後も市町村健診を続けて欲しい。しかし会場がめちゃくちゃ混んでいて仕事の合間
356 の時間で行こうと言う人には厳しいと思いました。もっと段取りよくフォーメーションの練習をして
おいてほしい。人数は足りてました。
357 肝炎ウイルス検査の必要性について、医療機関でもっとPRしてほしい。
大腸癌検査で便からの血便では大腸癌は発見できない。同じ料金で内視鏡での検査を自治体
358
が補填していただきたいと思います。
肝炎ウイルスの検査に関して、検査を受けるための制度や経費に関して周知が不足しているよ
359
うに思います。
360 会社の健康診断ががん検診なのかわからない
361 現役引退後のがん検診の受診方法などがよく解りません。
７０歳まで年2度の健康診断と誕生日に人間ドックを受けていました。現在は年2度の大学病院で
362
血液検査等を受けています。ただ以前のように健康診断に興味がなくなりました。
363 肝がんの広報をしっかりしてほしい。
364 費用が掛かることが困る。
365 市町村、健保の定期健診に肝炎ウイルス検査があれば良いと思う。
検診を、週末に受けられる病院があるので、とてもありがたいと思います。
366 また、このような病院が少ないので、当たり前のように週末に受けられる機会が増えれば皆の受
診がもっと増えると思います。
自覚症状がないとなかなかがん検診は受けないのかと思います。
肝炎ウイルス検査も受診後は安心しきっていると思います。
367
そんな自分もがん検診を受けないといけないとは思いますが、やはり時間がないとか、悪い結果
を聴くのも嫌だし、とか言い訳をしている自分がいます。
県や市町村でやっているものについての情報をあまりしらないのでそうした啓蒙活動をしていた
368
だけるとたすかります。
ガン検査は満遍なく受けている認識だった。肝炎ウイルスの検査を受けているのではないかと
369
思って回答しました。
370 尿検査だけでわかればいいのに…。
371 肝炎ウイルス検査は 節目年齢で 無料で受けられれば 嬉しいです。
372 肝炎ウイルス、気にしてなかった!
373 自己負担が少なくて受けられると、受診者が増えると思う。
がんも種類が多くて、特にどれ検査すべきなのかよくわからない。胃がんが内科で乳がん子宮が
374 んに婦人科行って…とかだったらクソめんどくさ過ぎる。一括で検査できたらいいな。献血したか
ら肝炎ウイルス検査してたのかな？感染に心当たりはない。
375 検査の必要性と受けられる診療所をもっとPR すべき
私は、昨年までの2年間の内、食道がん・下咽頭がんを治療ー完治し、今は後の観察中です。
376 がんは、早期発見ー早期治療を行えば、何ら怖くないです。
がん検診は、広く、積極的に県民にさらに受診を促す必要があります。
がん検診でバリウムなのに胃がん見つかり摘出。ステージ１。がん検診は必要です。病気になら
377
ないとインパクトないと思いますが。。
378 検診を受けやすい雰囲気作りが大事です
379 人間ドックは一定年齢以上義務化できないでしょうか。
380 受けたいが上手くタイミングが合わない。
381 国民健康保険に加入の方に受診の機会をもっとお知らせしたら良いと思います。
382 がん検診の必要性は理解するが、時間、費用などから、億劫になる。
383 市から受けたらプレゼントがもらえるとかどうですか？
検診の費用が安かったり、職場で無料で受けられたりしたら受けるが、わざわざ自費で受けるほ
ど危機感を持っていない。そんなお金があったらおいしい物を食べたり、旅行したりするほうがい
384 いと思っている。
一部のマスコミで、検査は不要だとか、かえって害になるとかいう記事を載せているのも影響して
いる。
受診するのに予約しなくてはならず、その日に限って行けなくなる事があるので。当日でも受診で
385
きると良いと思います。
386 肝炎ウイルスのことをよく知らないので調べてみたい。
肝炎ウイルスは投薬で簡単に除去できるので多くの方に周知して欲しい。
387
がん検診も血液検査に簡単に可能になったそうなので喧伝して下さい。
388 苦痛を伴わずに、一度で判明する検査があるといいなと思います。
389 こちらが選択するより必須項目に入れて欲しい。
市の検診は2年に1回しか受けられませんが、病院に行くと毎年の検診をすすめられます。公で
390
毎年受けられるようにしてほしいです。
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がんは、かかるリスクを把握しているため危機感を持っており、検診を受けようと思うが、肝炎ウ
イルスについては、感染していると、何が起きるのか等が不明瞭であるため、いまひとつ検診に
行こうとは思わない。
肝炎ウイルス検査推進のPRにあわせて、リスクなどを啓発してもらった方がいいと思った。
重要な検診・検査ですので、是非これまで以上の推進をお願いいたします。
まずは、問診票のようなものでチェックをしてみて、気になる点が見つかったら検査。
受けないといけないと分かっていても、なかなか検査を受けにいく一歩が出ません。
費用面もそうですが、時間的にも仕事を休んでまで行くかというと難しいかと思います。
医療費削減のためにも健康寿命を延ばすことは大事だと思いますが、本当に取り組むのであれ
ば検診を受けることにもっと対策が必要だと思います。
若年層への受診の促進はどうなっているのか知りたい。受診したいと常日頃思っているが、40歳
以上の推奨ばかり目につく。若年層は受けなくても問題ないのか、事実の周知が必要ではない
だろうか。
勤務先の定期健康診断は受診しているが、各実施事項が何の項目の検査なのか分からずに受
診しているので、改善したいと思った。
一番気になるのは胃ですけど胃カメラが怖すぎて無理ですね。
条例で会社の検診、個人検診で検査できる仕組みを構築して欲しい
乳がんは、30代で罹患する率が高いことや、出産・子育てと重なる時期で、生活や家族への影響
がすごく大きいので、20代から無料で受けられるようにしてほしいです。
また、血液で検査できる安価かつ広範囲ながん検診の新方法が許可されたら早期に導入してほ
しい。
がん検診の効果があまりないように感じています。他の地域では、検査結果が見逃されたなども
耳にしました。実際のところ、どうなのでしょうか？健康診断や人間ドックなども、それ専用の病院
で流れ作業で。医者もアルバイトみたいなものが多く、行く意味を感じなくなりました。義母が一昨
年ガンでなくなりましたが、毎年受けていた職場の検診では見つけてもらえなかった結果でした。
機械や医師の関係もあるので、難しいと思いますがショッピングモール等での受診が出来れば
受診率が上がるのではと思います。
肝炎ウイルス検査の受診有無がわかりませんでした。血液検査でわかるのでしょうか？自分で
調べてみようと思います。
健康診断メニューに是非、項目を入れて頂く指導をお願いします。
自身にとって都合の悪いことや恐れていることは、人間は無意識に遠ざけようとしているように思
います。心理学的に説明もできる現象でしょう。
そこから起こるのは知識の不足が大部分かと思います。早期発見には、行動に移せる程度の事
前の知識や関心が必要なので、県政としてその部分にアプローチいただけたらと思います。
新聞でも時折取り上げられるので関心はあります。ただ、検査を受けるタイミングがなかなかな
く、自分では特に何もしていません。なにか気軽に(あるいは自動的に)検査が受けられる機会が
あればありがたいと感じています。
PET検診や脳ドックなど高額な検診を受けられる人は限られていますが、医療費抑制の面から
見て、このような高額な検診こそ充実させる必要があると思います。市町村の予算に限りはある
と思いますが、費用の1部でも補助していただき予防医療に力を入れていただきたいです。
20年ほど前、頚椎の手術をしたが、その後肩こり首コリに悩んでいる。自分の体は自分で治そう
と、ヨガに通っている。
医者や薬は、10年来不用！！
がん検診、大事だとわかっていながら、なかなか受ける実行にうつすのが難しい。子育てをして
いて近くにみてくれるひとがいないと、スルーしてしまったりする。市報などで、安くうけられたり日
にちなどをしっかり明記してくれると、予定が立てやすかったり行動に移しやすいのでありがた
い。
時間がかかるし費用もかかる。何でもないのに再検査になることが多いと聞き、不信感もありま
す。
私は学生でまだ検査は必要ないと思っていました。しかし、乳がん検査などの重要性を最近耳に
することがよくあります。受けられるときに受けてみようと思います。
町から、がん検診について、知らせがよくきていていて認知していたが、肝炎ウイルス検査につ
いては、全く知らなかった。
もう少し分かりやすくなれば、検査を受ける人が増えると思うし、検査を受けたいと思う。
再検査になったときに自己負担となり、負担額が大きいので、再検査の無料化、少なくとも一部
支援をしてほしいです。
ガン検診がいつあるのか、どんなものかが全く分かっていないので。。。
もう少し自覚を持とうと、この調査をきっかけに感じました。
きちんと受けようと思います。

414 自分はまだ大丈夫だと思っているけど少し不安はあります
415 がん検診や肝炎ウイルスについての情報誌が若い世代にも身近になるといいと思う
罹患率の高いがん検診に対しては、補助金制度を実施して、検診率をあげる必要性を感じま
416
す。
417 介護施設で働いているので、肝炎にかかるリスクがある。予防は徹底して行っている。
418 がん検診は、６５歳以上の者は、無料にすべきです。
企業等に義務付けている健康診断の機会に受けたい
個人で受けるには平日に休む等 勤務先の理解も得られにくい
419
手後れ感も有るが 健康診断の血液検査や 献血の検査で腫瘍マーカー等の検査も行って貰え
たら自覚症状の乏しい癌の発見にも役立ち 受診率や献血率の向上にも繋がるかも？

