
1
がん検診も簡単なものや精密なものなどいろいろあると思うが、簡単なもので早期発見し
た方が良いので、何処の医者でも気軽に保険でできるようにしてほしい。

2

がん治療も進歩して、多くの癌で５年生存率も向上しています。またがん発生のメカニズ
ムが解明され、肝炎ウイルス感染経路である母子感染は適正なお産で防げますし、予防接
種での感染は皆無だと思います。更に胃癌についてはピロリ菌検査やピロリ菌除菌が保険
適用の条件が緩和され、胃癌の発生を防ぎ、早期発見早期治療も定着してきています。子
宮頸がんの原因のヒトパピローマウイルスは侵入を防ぐ事も重要ながん予防と認識されて
きています。これも国・県に於ける啓蒙活動の成果と思います。今後とも県民の健康診断
の重要性を告知して頂き、健康意識向上施策を継続的にお願いします。

3 胃カメラや大腸内視鏡検査を何度か受けていますが、今少し楽に出来ると良いと思う 

4
現役世代は、家族、職場に責任を負い、日々そのために仕事にいそしんでいる。そのため
には健康を維持する責任がある。それゆえ、社会保障制度として現役世代の健康維持する
ために一層充実した検査機会を与え、健康確保に努めて欲しい。

5
【肝炎ウイルス検査】の認知度はその他の検査や、がん検診に比べて低い様に思われま
す。 

6
がん検診も気になりますが、今は、それ以上に誤嚥性肺炎（有名作詞家他界因）対策に力
点を置く必要があり、もちろん　蔓延中の感染症対策も

7

・肝炎ウイルスについてはB型とC型を分けて質問いただく方が良い。B型は受けた記録が
確認できたが、C型については人間ドック項目がオプションなので多分受けてはおらず、
資料からの確認はできなかった。
・消化器系の検診は、内視鏡検査を推進してほしい。バリウム検査は年齢が上がるほど検
査後に体調不良を生じる。
・肝炎ウイルスががんの原因になるのであれば、健康診断の必須項目に指定してほしい

8 ・大変重要なもので面倒だと言う人宛てにもっとＰＲが必要だ！

9

１．乳がん検診を受診し、結果は良性腫瘍でした。乳腺外来の医師によると「20代のうち
は良性腫瘍が多く発見されるので、精密検査に引っ掛かりやすいが、問題ないことが多
い」とのことでした。30代からは積極的に検査を受けた方がよいとのことでした。上記の
ことを早く知りたかったです。学校教育などで、いつどのような検診を受けたらよいのか
知ることができるとよいと感じました。
２．事業所の健診に加えて、婦人科検診を追加で受診したかったので、病院で受けました
が、婦人科以外の項目も全て健診を受けることになり、結果的に健保から、一般病院では
自費になると通達がありました。私が細かく注意事項を読まなかったのが悪いのですが、
必要な検査のみを受診できたらよかったのにと思いました。
３．個人事業主の知人は、健診の費用が高いからと受診に行っていません。会社員以外の
方も大きい負担なく健診が受けられるような制度や制度の告知があるとよいと感じます。

10
以前にがん摘出手術を受けているが肝炎ウイルス検査について説明された記憶はありませ
ん。陰性だったので忘れてしまったのかもしれないが、市町村の健診や病院でも事前の啓
発がもっと必要だと思います。

11 1年1回、人間ドックを受診しています。

12

市のがん検診を受診。手術、経過観察療養中（肺・胃）手術に際し肝炎ウイルスなど事前
に検査説明を受けた。行政のがん検診は良いシステムで、高齢者（退職者など）には特に
有難いと思います。（現役時には、毎年人間ドックを実施していた）高齢者医療費の増大
の課題などは有りますが、現在の皆保険制度の中で感謝している大事な制度と思います。

13
子宮がんと乳がんで、全摘手術を受けました。がん検診を、介護や仕事に追われてサボっ
ていたせいだと反省しています。がん検診は大切だと、身をもって知りました。今は手術
を受けた病院で定期的に検査を受けています。

14 ２年に１回　姉が乳がんでした　毎年受けていたいです

15

胃がんを宣告されたが、超早期であったので、潰瘍を取るような手術で完治、一年後検診
も無事であった。年一度胃カメラを実施していたのが早期発見につながった。医療技術の
向上スピードは速く、早期発見は、快癒も早く、健康維持に貢献できる時代である。定期
的検診を一層推進することだと思います。

16
30代以下でもリスクがある場合(家族にがん患者がいる等)は、無料でがん検診を受けられ
るようになってほしい。インターネットで予約ができるようになったら嬉しいです。

17
30代半ばで直腸がんの診断を受けました。 
もっと早く検査を受けていればと悔やまれます。

18 以前までは人間ドックを受けていましたが、去年は市の健康診査を受けました。

19
40歳以上の子宮がん、乳がんの検診を毎年にしてほしい。
できない年は自費で検査しているので、毎年にしてほしい。
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20
40年前に献血をしているが肝炎ウイルス検査は未だしていないのでする必要があるか分か
らない

21
65歳になって、市から無料検診の案内があり、掛かりつけの医院が含まれていたので毎年
検診を受けている。掛かりつけの医院がない場合は検診が受けづらいかもしれない。掛か
りつけの病院を持つことが大事だと思う。

22 70歳まで生きたら、癌になっても仕方ないと、人生それまでと思っています。

23
７０歳まで毎年会社で2度の健康診断、誕生日に人間ドックで脳と内視鏡の癌の検査を受
診していました。現在は検査をするまでもないと思っています。

24
市の健康診断の胃カメラで胃がんが見つかり、胃を2/3切除しました。
バリウム検査では見つからないほど早期のがんでした。毎年、健康診断を受けていて本当
に命拾いしました。

25 B型肝炎ウイルスで大変な思いをされた方への補償を急いでください。

26

PCR検査でも、胃の検査でも・・・検査そのものが痛くて苦痛を伴う場合が日本は多すぎ
ます。
それによって受診したくない人も多いはず。痛みのない検査の普及と、技術革新を願いま
す。
アメリカでの胃カメラは全身麻酔でした。
日本で、胃カメラを数回受けました。病院で意識がもうろうとする程度の麻酔での胃カメ
ラでも、肉体意識がはっきりしていたため、嘔吐様反応をし、大変苦しかった。ある病院
においては、直後に血圧が１６０まで急上昇をし厳しい頭痛、さらに他の病院での鼻から
の胃カメラにおいても鼻の形状が悪く苦しい思いをした。
アメリカの医療から３０年以上遅れていると思われる。
我々は、検査体ではなく、痛みや感情で筋肉の硬直が起こる生体なのだということをわ
かっていただきたい。検査に伴う痛みがないことを切に願う。
検査がもとで亡くなった方、高齢者は多い。

27
Ｅ型肝炎との診断だったが原因不明（ジビエ料理などへの対策と危険予防周知の必要性
は？）

28
あまりにも知らないことが多くて驚きました。自分でも関心を持って調べてみたいです。
若者向けの資料なども提供していただけると良いと思います。

29 アンケート自体が肝炎ウイルス検査を意識するきっかけになった
30 いつでも受けたい時に気軽に受けられると良いと思います。

31

検診は大変大事なことと思いますが、がんの予防がもっと大切なことと思います。私が思
うには日本の食品には添加物があまりにも多すぎます、厚生省の規制があますぎます。例
えばあるメーカーのパンに使用している猛毒の｛臭素酸カリウム｝は世界中で使用が禁止
されている食品添加物とのこと、また輸入牛肉にホルモン剤をあたえて太らせて飼育して
いると聞きました、怖いことです。このままでは、がんは減らないと思います。

32
ウィルスで癌になることは知りませんでした｡ 
今後人間ドックの項目など注目してみようと思います｡

33
お金がかかるので、なかなか細かながん検査が受けられません。母子家庭なので不安で
す。 
助成や補助があると助かります。

34
かかりつけ医での市町村の検診では胃の検査ができないので困っています。 
今年はかかりつけ医でなく　検診センターで受けることにしましたが 　必要な検査ができ
なくてもそれで終わりとならないようにして欲しいです。

35 かかる費用や受診可能施設などの情報を提供して欲しい

36

がんは今では治る病気と言われるが、早期発見が大事。なのに、胃と腸の検診を2年受診
していないので、今年は受ける予定です。殊に、腸の場合は、大量の水分を飲むのがつら
いので、つい、ひるむ人が多いのでは。こうした啓発のためにも、時折、広報などで知ら
しめていただくと、助かります。

37
がんは死亡原因の第１位です。診断と治療の進歩により、一部のがんでは早期発見、早期
治療が可能となりつつあります。

38
がんは手術はなるべく行わない様にし、人間は枯れて亡くなる方が本当の臨終だと以前文
献で一読したことがある。科学的な検診や検査も必要だとは思うが、人間的な一生とはな
んだろうかとの疑問がある。

39

がんは早期に発見できれば治る病気になってきたと聞きます。 
なかなか自分から検査に行く事は難しく、意識しにくいと個人的には思います。  
これが、会社の健康診断に含まれていれば、検査を受けることに抵抗はありません。 
受け身ですが、強制的に検査をするような状況があるといいなと思いました。

40

がんは珍しい病気ではなく、早期発見できれば生存率も上がっている。積極的に検査を受
け早期に治療すれば、化学療法などでかかる莫大な医療費も回避できる。レントゲン検査
による被曝でリスクが高まるとの説もあるが、早期発見のメリットの方が大きい。これか
らもがん検診を積極的に受けていきたいし、周りにも勧めたい。 

41 ガン家系なので、毎年検診は受けるようにしています。



42
がん検診　肝炎ウィルス検査ともに　気が進まないので受けていない　ただし健康には 
人一倍気を付けている

43 がん検診、２年に１回で大丈夫なのか。推奨している根拠が知りたいです。

44
がん検診２年に１回での無料で受けられるようにしてほしい。
予約が抽選や先着順なので取れなくて、他のがん検診がうけられない。

45

がん検診がきっかけではありませんが、健康診断の結果をかかりつけ医に見せたことが
きっかけで、腎臓がんであることがわかり
手術を受けました。今はもう普通の生活をしていますが
検診は大事だと思います
多くの人が、検診を手軽に受けることができるといいなぁと思います

46

がん検診では若い時に近所の総合病院で嫌な思いを複数したため、一時期まったく受けな
かった。偶然隣の市の町医者にかかった際、丁寧な検査をしてもらい、その後その医院で
定期的に検査を受けている。雑な検査や見極められる医師がいなかったら、検診を受ける
意味はない。

47
がん検診ときくと費用が掛かりそうなので気にはなっていても受けたことが無い 
また、どこでどうしたら受けられるのかもよく判らないです

48

がん検診などは、受診するのに上限年齢を設けても良いのでは、と思う。 
仮に高齢でがんが発見された場合、手術等をした時のメリット（延命等）とデメリット
（身体への負担等）を考えると、費用対効果の上でも、どれだけの利点があるのかと思
う。 
市町村等、お金をかけて検診を実施するのなら、ある程度メリットを期待できる若年～中
高年世代を集中的に（検診を受けたら何か特典がある等）勧奨した方が良い。

49 がん検診については使用されるX線の量が適量であるかどうかの情報発信が必要。

50

がん検診のハガキが来たりしますが、痛そうで行きたくありません。病院に行くとたくさ
んポスターを貼ってあるけど、そこに貼るポスターも例えば「子宮がん検診はこんな感じ
でやります」みたいにわかりやすく、できれば痛みの度合いなどものせてもらえると、周
知にもなるし知識として身に沁みるし、やってみようかなみたいな気になると思います。

51
がん検診のはがきは届いているのですが、時間がかかりそうでしたり、このご時世ってこ
ともあり受けたことがありません。年齢的にも受けたほうがいいのはわかるのですが、い
ざがんが見つかったと言われても、治療費などもかかるでしょうし・・・。

52 がん検診の身体的負担が分からないので、受けづらいのではないか。
53 がん検診の大切さを改めて考えた

54
ガン検診の必要性はわかってますが、痛そうだったりすると遠のいてしまいます。痛みな
く出来ると良いなと思います。

55 がん検診の負担を補助していただきたい
56 ガン検診の補助を毎年にして欲しいです。

57
ガン検診の予約がとりにくい（すぐに予約がいっぱいになってしまう）
埼玉県の職場への助成が少ない

58
がん検診の料金をもっと安くしてほしい。
補助金を出してほしい。

59
がん検診は、会社の保険で受けていますが、コロナ禍で、検診そのものが受けられるの
か、心配な最近です。

60

がん検診は20代の頃から毎年受診していますが肝炎の検査は受診してないと記憶していま
す。検査して結果が出るまでは心配しますが、早期に見つけてもらえるので受診は必須で
すね。  
昔早期に発見してもらい癌の手術を受け今はとても元気に生活出来ています。

61
がん検診は2年に一度受けています。市町村の検診で受けています。 
肝炎ウイルス検査も40、50、60という区切りで市町村の検診で50歳の時受けました。 
安心します。

62
がん検診はコロナウイルスが流行してきたため昨年受診するのをやめてしまいました。で
も、自分の身体の健康を保つためにも受けようと思いました

63
がん検診はできるだけ市町村で無料、もしくは割引で受けることができるとありがたいで
す。

64 がん検診はともかく、肝炎ウイルスについては何も知りませんでした。

65
がん検診は苦痛と恐怖が先立ってなかなか足が向きません。もっと楽にできたらと思いま
す。

66 がん検診は高額なので、気軽に受けれるシステムがあるとよい。

67
がん検診は市町村ごとに広報やハガキなどで通知が来るので受けなきゃと思うが肝炎ウイ
ルスはそういった通知があったか分からないので有ると行こうと思う気がします。 
補助とか有ると更に助かります。

68 がん検診は市町村で必ず実施しているので受けることにしています。



69
がん検診は受けてみたい興味はあります。ただ、今のところ健康診断で異常は見つかって
ないので、急いで受ける必要性を感じてません。 
また、がん検診は自費で高いイメージがあります。

70
がん検診は受けるべきだと存じています。このアンケートでその思いを強くしました。あ
りがとうございます。

71
がん検診は受ける必要かあるとは思いながら、なんとなく後回しにしてしまう。そして忘
れてしまう。

72 がん検診は注目されるが、肝炎ウィルス検査はあまり知られてないのではないかと思った

73

ガン検診は内視鏡等は負担がありました。
検査は簡単なところでできれば気軽にできる。
事前からの準備万端でないと検査ができない。
色々と思っている。
スケジュールを立てていてもキャンセルすることがある。
再びに予約するとだいぶ先で予定通りにいくか？が心配です。
予約受付無しで簡易ならすぐにいくらでもできる。
買い物ついでにできるようにすると検査がより身近によりなる。

74
がん検診は必ず受けますが、若いうちから受けておくほうが体力的にも精神的にも楽なの
かもしれませんね。

75 がん検診は毎年必要か、1年おきでも良いのか？がんの種別に分かると良い。

76
がん検診は料金が高そうで 不安なので受けていません。 
料金を明確に表示して頂きたい。

77 がん検診も健康診断を受けるくらい身近な検診と思いたいです。

78
がん検診も高齢者や肢体不自由の車椅子の方のためにもう少し受けやすい検査方法ができ
ればいいなと思いました

79
がん検診や肝炎ウイルス検査を受けたほうがいいとは思うが、受ける機会がなく、自分で
受けようとすると費用もかかるので、不安ではあるが受けられない。

80 がん検診や肝炎ウイルス検査を受ける機会があったら、積極的に受けていこうと思う。

81

がん検診をうけたと回答したけれども、がん検診と銘打ったものを受けたわけではないの
で、多分そうだろうと思って回答した。どのような検査ががん検診なのかとなどがこのア
ンケートにあるとよかったかなと思う。がん検診、肝炎ウイルス検査など、広く周知させ
ることが大切。

82 ガン検診をもっとわかりやすく身近にして欲しい。

83

がん検診や肝炎ウイルス検査を受けるのにどこで受けられるのか、予約などについて分か
らないことがあり、料金が不明などの不安多く、受けずに終わることが多いです。
子宮頸がん検診はクーポンや妊娠時、乳がん検診は健康診断時のエコーは受けましたが、
マンモグラフィーや他のがん検診機会がなく、自分での手配が手間に感じ受けずに過ごし
ています。

84
がん検診を気にする人と気にしない人がいるので、気にする人にしっかり検診を呼びかけ
ればいいのではないでしょうか。親族の経験から、気にしない人はいくら言ってもダメだ
と思います。

85 がん検診を受ける
86 がん検診項目にくわえてほしい

87
ガン治療は早期発見が重要ですので、皆が検診を受けるようになることを期待していま
す。

88
がん全体で見た。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。埼玉県
はどうだろうか。 

89
がん早期発見による医療費削減のためにも、引き続きがん検診や肝炎ウイルス検査の受診
率向上に努めてください。

90
このアンケートを応えている間に、自分の歳を考えても１年に１回は、人間ドック等の検
診を受けようと考えています。家族の為にも検診を受けなければと思えてきます。

91
これからもがん検診は定期的に受けたいです。しかし昨年新型コロナウイルスにより受診
しなかった癌検診もあるので、機会を見て受けに行きたいと思っています。

92 これからもがん定期検診の負担をお願いしたいです。来たら行きます。
93 これからも職場の定期検診はしっかりと受けて行こうと思う。
94 これを機に検討しようと思った。
95 コロナが終わったらまた人間ドックを受けようと思います。

96
コロナが怖いので病院に行けないです。自宅で受けられるキットなどがあればいいです
ね。

97 コロナが落ち着いたら、受けてみようと思います。
98 コロナが落ち着かなければ受診率に影響しそうですね。
99 コロナの影響で、検診が受けにくいですが、受け続けたいです

100
コロナの影響で検査を受ける人がへっていると聞きますので、もっと告知したほうが良い
と思う。



101
コロナの影響で受診しにくく感じます。埼玉にコロナ専門病院を作って、他の病院で通常
の治療や検診を受けやすくしてもらえるといいと思います。

102

コロナ禍で検査を見送っている人が多いと思いますが、早期発見が出来ずに、病気の進行
や手遅れなどの可能性が有る事をわかりやすくPRしていただけたら良いのではと思いま
す。乳がんが育つのは1cmまではゆっくりでその後は急激、と聞いた気がしますが、そう
いう事を知らない人がほとんどだと思いますので。

103
コロナ禍の状況では通常の健康診断も実施しにくい。この時期に積極的に検査の推奨をす
ることは如何なものか？

104 コロナ禍の折、検査の重大さを行動で示す必要があると思います。

105
コロナ感染者が増えているので、病院へ検査に行くのが怖くなり行っていない。 
献血したとき、肝炎ウイルス検査をしてもらっているのを知らなかった。

106
市などの健康診断などの機会で、がん検査など無料で受診できるものを増やして欲しいで
すね。

107 地元市の検査補助制度は充実していて使いやすいと思います。
108 市の無料検診を増やして欲しい

109
市職員です。毎年、役所の健康診断で、レントゲン検診やバリウム検診など、様々な検診
をやって頂いております。検診の内容を増やして頂ければ、自分たちも、保険料の助成を
して下さる市町村・県・政府も、助かると思います。

110 すでに大腸がんと肝臓がんの手術をしています。

111

すべての癌検診を早期にしないと手遅れになります。 
癌も日に日に進行しています。 
行政でも癌検診の啓蒙活動を積極的にしてもらいたい。 
今はコロナ禍だから癌検診の医療施設を教えて頂きたいです。

112 ぜひ、今年は受けたい
113 ぜひ、受けてみたいです。

114
そういったインフォメーションと共に、市から補助が出る検診や無料クーポンで受けられ
るとありがたい

115

タイミングよく去年、会社の検診で異常が見られ、再検査で胃がんが見つかり、手術を受
けたばかりです。バリウムでの検査でしたが、早期のがんで発見が早かったので転移が無
く今の所順調です。50を超えたら内視鏡による検診をお勧めします。
自分は、たまたま発見されましたが内視鏡による検診でないとわかりづらいそうです。早
期発見のために、内視鏡の検診をしてください。

116 とにかくこのご時世コロナがメインで忘れてしまう感覚が恐いです。

117
なかなか自分からは行かない、何かの通院の時にその場でできれば検査率は上がるので
は？

118 なにがきっかけでがん検診をうけるのだろうか？
119 ネットで予約、結果を知ることが出来るとよい。
120 バリウムや胃カメラは何回しても慣れないので、もっと苦しくない検査になると嬉しい

121
バリウムや内視鏡の検査で気分が悪くなった経験があり、積極的に受けたいとは思えずに
います。採血で検査する程度なら、機会があれば検査するかもしれませんが、コロナ感染
がおさまるまでは、自覚症状がなければ、あえて病院で検査する必要を感じていません。

122
ひとりひとりの生命に関わり医療費の削減にもなるがん検診の様なものこそ充実と健康保
険での一元管理による効率化を求めたいです。

123 マーカー検査は行っている。

124

マイナンバーカードがある。（なくても、住民票を取れば、番号はわかる。）
健康診断の記録をとっておいてもらい、「あなたは、１年前に、○○の検診でこうでし
た。今回の検診を勧めします」と、教えてほしい。
２年前のことなんて、覚えていないものだ。

125
まだまだ検診についてよくわかっていない。毎年人間ドックで検診してるがそれ以外にも
必要な検診がある。早め早めの発見が大切だとわかっているがなかなか…反省です。

126
まだ若いから健康には気を付けていなくても平気だろう、という気持ちで過ごしていまし
た。理由があって検査をしない人より、関心がなくて検査したことがない人への政策は、
難しいとは思いますが、健康寿命増進に大きく貢献できると思います。

127 マンモグラフィ以外の検査も充実していれば 乳がん検診受けたいです。
128 もう一度受けたいです。定期的に検査をして欲しいです。宜しくお願い致します。
129 もう少し、費用が、安いと、助かり、受診者も、増えると、思います。
130 もう少し健康への意識を高めたいと思います。
131 もっと検査費用が押さえられて欲しい。
132 もっと広く知られるべき事で、病気の早期発見に繋がる。

133
もっと手軽に、疾患の前段階の自己検査のようなことができたら嬉しいと思う。
医療機関に行く(医師などと会う)ことが苦痛な人もいる。

134 もっと手軽に出来たらいい



135
もっと受けやすい環境になると嬉しいです。
子宮がん検診のように助成してもらえると受けやすいです。

136 もっと多くの人が受けられるようになって、ガンでの死亡率が下がるといいですね

137
やはり検査を受けるべき年齢になり検査の結果様子を見ると判断されました。二年おきの
無料検査でなく毎年検査するとなるといくつか検査すると多額の金額が発生しかなり負担
になります。これは一年後にしようかとなってしまい受ける検査も間引きしています！

138
わざわざ検査を受けることに億劫さを感じる。
必要なものならば、人間ドックの必須項目に加えてもらえると安心です。

139 安価で簡単に受診出来るようになって欲しい。
140 安価で市町村が推進する仕組みが欲しい

141
以前、市によってがん検診の対応の違いが有る事に気づきました。がん検診は埼玉県内ど
の市町村でも、同様でないとおかしいと思います。

142 異常があった場合、どう対応すればよいのか、プロセスの説明が欲しい。
143 胃カメラはもうちょっと快適に出来ないものか

144
胃カメラ検査も胃透視検査の差額で受けられると嬉しい。 
長時間のレントゲンは抵抗がある

145
胃ガンの時に思ったのは、早めの受診がどれほど大切かを体験しました。予想をしていた
ガンでは無く、別のガンだと分かった時は、ショックを受けました。体調の異変を感じた
らためらわずに病院ヘ行く事を回りの人にはアドバイスしております。

146
胃ガンは憩室炎がある人は胃カメラを受けるように言われ今年受けます．乳がん検診は2
年に1回なので今年受けます

147

胃がん検査でバリウムによる放射線での検査は被爆の問題もあるので、やめてほしい。肝
炎ウィルス検査は、がん検診の標準に入れるように指導して欲しい。会社としては、コス
トを下げながら必要なところだけやろうとしているので、個人で負担する部分が増えてい
る。

148
胃がん検診ですが、バリウムではなく、ペプシノゲン検査がどの年齢でもできるようにし
て欲しいです。バリウムを飲むとお腹の調子が悪くなり、検査を控えてしまいます。 

149
胃がん検診の時バリウム検査を受けてますが、これで発見できますか。内視鏡検査もあり
ますが、選択式です。内視鏡の方がよくわかると思いますがバリウムでもわかるのであれ
ばと思います。

150 胃のバリウム検診は止めて胃カメラにした方が良いと思います。

151
胃癌検診は、バリウムによるレントゲン撮影はやめて最初から内視鏡にすべきだと思う。
２度手間になることが多い。 

152
胃癌検診は、バリウム検査が集団検診しかないので、受けにくい。子宮頸がん検診、乳が
ん検診は一緒に受けられない所が意外にあることと、女医、女性の看護師から受けたい
が、あまりいないため中々受けられない。

153 医療センターは遠い

154
医療の補助金制度について良く知らなかったので、利用出来たのにと後で知った。（事前
に届け出が必要）お安く検診、検査制度ありますと周知すれば利用者を増やせる。

155
医療機関が現在は厳しい状況であると聞いているので積極的に検査を受ける気持ちになら
ないです。

156

一昨年までの企業の健康保険の加入時は、各種検診ドックの案内があり、受診してきた
が、昨年から国民健康保険に切り替えたら、はがきによる案内で、前立腺の検診のみで
ドックなどの補助は不明です　　市町村による差がありますか

157

右肩が痛いので地元の整形外科に湿布もらいに行くつもりで、診てもらいました。レント
ゲン、CTスキャンしてもらったところ、所見ありとのことで、そのまま軟部腫瘍及び骨腫
瘍の専門医に診てもらうよう言われ、埼玉県立がんセンターに行きました。
地元整形外科医のレントゲンとCT画像診断の結果を紹介状と共に持参して、がん専門医に
診てもらいましたところ、腫瘍ではないという診断を受けてホッとしました。
同時に腫瘍というものに人生初めて向き合ったとても良い機会とも思いました。
埼玉県立がんセンターに行く途中や初診待ちの待合室では色々なことを考えました。泣き
たくもなりました。結果は◯でしたが、とても良い経験になりました。また、整形外科医
は通常の整形外科の診断の中で常に軟部や骨の腫瘍がないか、という眼で診てもらってい
ることも思い知らされました。
軟部や骨の腫瘍は大変危険なものであることも知らされまして、その整形外科医には大変
感謝しております。

158 家で受診できる検診（郵送などで）があれば、受診者は確実に増えると思う。
159 家にいながら判定できるような方法がほしい
160 家族を癌で亡くしているので、癌検診の必要性は誰よりも感じております。 

161
会社でのがん検診は婦人科関係はやっていないので
 市での検診で毎年行っています。が、予約が取りづらいので検査を止めようかと思った
りもします。一度に済ませることができたら面倒でなくスムーズかもしれません。



162

会社の健康診断でも受けられない検査もある。市町村からの検診のお知らせもわかりにく
いと親族から聞いたこともある。 
検査をしておけば未然に防げる事もあるので気軽に誰でも受けられるようになってほし
い。

163
会社の健康診断で要再検査ありで かかりつけ医院で検査を受けました 
やはり定期的に健康診断受診が必要と思います 

164
会社の健康診断を受診し、DやEが無いことに少し安心し、ガンや肝炎についてあまり意識
していなかったと思います。健診結果を見直し注意していこうと思いました。

165 会社の検診などで簡単に検査出来るなら　検査したいです。

166
会社の人間ドックにオプションでなく最初から含めてあれば確実に検査出来るので
 国や県、市の方から企業へ補助などをして検査の推進を促して欲しい。

167
各種の検査は必要ですので、近くの開業医で簡単に、無料または安価で、検診・検査が受
けられればいいのではないかと思います。

168
各種の検査は無料で実施されることを期待しています。 
初期段階で見つかると思いますので。

169 各種検診は重要ですが、身近ではない。残念です。

170
各人が低廉な価格で受診できるようにできれば良い、また個人個人が意識して、食生活に
気をつけることが大事ですが、話を聞いて下さる人を育てることも必要と思います。

171
感染症リスクを避けつつ健診・検査を実施する運用を確立し、安全性を発信いただきた
い。

172
簡易な血液検査（自宅で採血可能）などの普及によって、これまで受診しなかった方も積
極的に受診するような環境作りが重要だと思います。

173 簡易検査キットの無料配布があれば、検査を受けやすくなると思う。

174
簡単に見つかる方法がテレビでやっていた。 
早く世の中に浸透してもらいたい。

175
肝がんというものを初めて知りました。健康診断の項目に入れてほしいです。また、自治
体の検診に盛り込まれているか確認したいと感じました。

176 肝がんのウイルス検査の設問が中途半端でなんの啓発なのか分からない。

177
肝がんの原因の８割以上が、肝炎ウイルスによるものとはしりませんでした。有難う御座
います

178 肝がんの知識がありませんでした。
179 肝炎ウィルスが原因で肝臓がんになるのを知らない人が多いのでは？と思う。
180 肝炎ウイルスと肝がんとの関係について行政サイドで詳しく告知してほしい

181
肝炎ウィルスについて、手術を受ける時検査していても、結果を書類で発行されないので 
陽性、陰性についてしらない。たぶん陽性の時のみ知らされるのだろう。

182
肝炎ウイルスについてはあまり知らなかったです。知らない方が多いのではないかな？と
感じました。

183
肝炎ウイルスについてはまったくの無知です。
どんな検査方法なのか知りたいです。

184

肝炎ウィルスのキャリアである事がわかり、今では病院で経過観察の状態となっていま
す。 
人間ドックを毎年うけていましたが、婦人科の検診では子宮癌や乳がんしかありませんで
した。 
今回、偶然に卵巣癌が見つかり、婦人科に特化した検診を受けていなかった事を後悔して
います

185 肝炎ウイルスの受検の有無を知るにはどうしたらよいのか教えてほしいです
186 肝炎ウイルスは、初めて知りました。献血の結果を気にするようにしたいです。

187
肝炎ウイルスはＣ型の治療薬が出て完治していますが、依然として治療の難しい型も有り
ます。従って検査は必ず受けておくのが、大切です。

188

肝炎ウィルスは子供時代の予防接種（注射器の使いまわし）が原因である場合も多い，二
次感染（親から子へ），三次感染（子から孫へ）も多い。
予防接種が原因の場合国による救済措置（損害賠償）がある。
求償期間に期限がある（あと数年？）等、周知すべき。

189

肝炎ウイルス検査というのを初めて知りました。できるだけ、早いうちに一度受けておこ
うと思いました。ありがとうございます。
医療費削減が声高になって久しいですが、未然に防いだり、早期発見のためのこういう検
診があることを広報するのではなく、母子手帳同様に健康手帳なるものを発行して、自分
だけの健康ではない（医療費全額負担の人は別かもしれませんが、皆保険になっている健
康保険制度のもと、受診している人は）ので、健康に関心を持って行動するのも義務かも
しれませんね。

190
肝炎ウイルス検査というものをしたことはないです。どのようなものかよくわかりませ
ん。定期的な検診は必要だと思います。

191
肝炎ウイルス検査については ほとんど意識せずに来ていました。これをきっかけに情報
に興味を向けようと思います。



192 肝炎ウイルス検査についてはこれまで知らなかった。
193 肝炎ウイルス検査について詳しい内容を知りたい。もっと重要性を呼び掛けて欲しい。
194 肝炎ウィルス検査について無知でした。受けるようにします。
195 肝炎ウイルス検査に限らず、献血で受けることのできる検査などをもっとPRしてほしい。
196 肝炎ウイルス検査に周知を様々な方法でもっと行うのがいいと思います。

197
肝炎ウイルス検査のことは意識しませんでした。肝機能検査は、何時もの検診を受けてい
ますので、一緒に検査をしてもらいたいものです。

198 肝炎ウイルス検査はあまりなじみがないので広報してほしい。
199 肝炎ウイルス検査は全くの初耳。どのような検査かすら分からなかった。
200 肝炎ウイルス検査は有効と思います。尚ピロリ菌検査も有効と思います。
201 肝炎ウイルス検査も 定期的に 公費で 受診券を送付していただければ良いと思います。
202 肝炎ウイルス検査も自治体のがん検診に取り入れて欲しい
203 肝炎ウイルス検査を市町村の定期健診に含めて欲しいと思います。
204 肝炎とは初めて聞いたかもしれません
205 肝炎についての知識が無いとこが判りました。
206 肝炎の検査も実施してほしい

207
肝炎検査は、職場や医療処置での前検査でも行われているので、統計を取るならば、特定
健診に含めるべきではないか。  
肝炎検査の他にも梅毒なども行なってほしい

208
肝機能検査（AST、ALT、γ-GTP）は受診しているが、肝炎ウイルス検査は受けた記憶がな
いので、次回気をつけてみたい。

209
肝臓癌 膵臓癌には血液検査も大切ですが エコーの検査が有用だと思います。セットで検
診項目に入ると手厚い検診になると考えています。

210

還暦を迎えてから、人間ドックを年１回、受診しています。要注意、要経過観察、要再検
査、要治療の結果判定をしていただけるので、自覚症状のない体の状態を早い段階で知る
ことができ、担当医、専門医に適切な判断をしていただいています。自治体が検査費用の
一部（約半額程度の補助金）を負担していただいているので、受診のメリットは価値的で
大きいと思います。検査結果が分かったことで、食生活、ライフスタイルを見直す、きっ
かけにしています。

211 関係者各位のご健闘に感謝します。
212 癌になった家族のがん検診は無料にすればいいと思います。
213 癌の可能性を知るための血液検査を毎年受けています。

214
癌の罹患を減らす、公衆衛生の意味で肝炎ウイルス検査は公費負担で全員にやれば良いと
思う。

215
癌は早期発見すれば治ると言われているので、費用負担なく、最低年一回、できれば二回
検査を受けられるようにしてほしい。

216 癌は怖いね～
217 岩槻区は、婦人科系の検診ができるところが、少ないので、大変です。

218
企業で毎年行なっている健康診断にがん検診を必須にすれば、受診率が上がると思いま
す。

219 基準値がHBs抗原(-)はいいが、HCV(-)がわからない。抗体の陽性がなぜいけないのか。

220
基本のがん検診は受けるようにしているが、２年に１回でいいものがあるのは知らなかっ
た。受けすぎも良くないのかもと思った。肝炎ウイルスについては知らなかったので改め
て調べてみたいと思った。

221 基本的には検診を受けているがコロナ禍で検診を自重している
222 機会があれば受けるようにしています。皆が受けるチャンスが増えるといいと思います。
223 機会があれば積極的に受診したいと考えております。
224 休日などに気軽に受けられると良い

225
去年、検査を受けようかと思ったが、コロナ感染が心配で受けなかった。 
今のところ、特に異常は感じないが、コロナ禍が終息したら、受けたい。 

226
肝炎ウイルスは恐ろしいとは聞くが、一定年齢以上での針の使いまわしが原因と聞いたこ
ともある。実際どのような状況なのか、より多くの行政等からの広報が大切だと思う。

227 勤務先の健康診断が受診のきっかけです。

228

近隣の総合病院に2ケ月/1回定期的に受診し、血液検査や尿検査を実施している。 
数十年間同じ担当医師に相談等をし、必要に応じて種々検査をし、指導を頂いている。改
めてがん検診や肝炎ウィルス検査は受けていないが、この受診が種々病気の早期発見につ
ながると思っている。 

229 啓発活動を継続して欲しい。

230

景気が回復しないなか、財政厳しいとは思いますがもう少し行政からの金銭的な負担を検
討して頂ければと思います。 
万が一診断が下された場合に精神的なケアが必要になると思いますので、人材の育成にも
力を入れて頂きたいです。



231
経験でがんは早期に発見すれば命を落としません！肺がんも胃がんも検診で発見され手術
が出来て命拾いしました。

232 経済的に厳しいため、健康保険に加入していれば無料で受けられるとありがたい。 
233 血液 唾液等の手軽 簡単な検査法取り入れて欲しい。
234 血液による検査精度が向上することを期待します。

235
血液一滴でがん検診ができるサービスなど、行政としても受ける機会を増やす取り組みを
していただきたい。

236 血液検査でしらべられるがん検診はなるべく安めで受けさせてほしい
237 血液検査でわかるものがあると聞いた。低料金で実施してほしい。
238 血液検査で異常なしと言われているので安心している
239 健康がなによりです。 
240 健康のためにも、きちんと検査をしたほうがいいと思います。

241

健康診断で癌検診も入れてほしい 
子供が幼稚園に行っている間3時間くらいしか時間が取れないが  その間に終わらない、も
しくはその時間にやっていなければ受けることはできない  
現状コロナでは検診は後回しになりがち

242 健康診断には肝炎ウィルスはないので後期高齢者でも入れてほしい
243 健康診断の項目にがん検診を盛り込むことががん検診の重要性を伝えることだと思う。
244 健康保険でできないか考えている内に時間が経ってしまう

245

健診で再検査の診断書をもらいました。 
コロナで外出が推奨されていないので、診察の予約をとる機会を逃しています。 
また、診断書をもらった後、どんな検査をするのか、いくらくらいかかるのか、などが全
く分からないので、それも心配でまだ診察を受けていません。説明があると受けやすいか
な、と思います。

246 検査が身体的な苦痛を伴わずに受けられるようになってほしい。
247 検査に行けば何かステキな特典とかあると少しは増えるのではないかと思う

248
検査の必要性、検査をしないことのリスクを周知して欲しい。安価または無料で検査を受
けられるようにして欲しい。

249
検査の予約できる空き日程と自分の予定がなかなか合わず、そのうちに時間が経過してし
まうので、その辺りが改善できれば、もっと受診しやすいと思います

250
検査以前に、B型肝炎・C型肝炎ウィルスの感染が拡大したような状況は、今後作らないで
いただきたいと思います。

251 検査費用を安くしてほしい

252
検診がとても重要な事と考えますが、現実にはなかなか出来ていないので、出来るだけ早
くするようにしたいと思います。 

253
検診が自分のためというのは分かってますが、持病もあってこれ以上負担を増やしたくな
いという気持ちがあります。

254

検診が疾病の早期発見に寄与し、医療保険支出の削減効果が認められるのであれば、健保
や自治体のより積極的な補助があってもよい。
現状、コロナ禍で人間ドックの受入能力も低下しているため、予約が遠い先の日付でした
が取れない。対策が必要。

255 検診が病気発見の第一歩です、早く検査を受けてください。

256
検診で、子宮頸がんの兆候が早期に発見できた。まだガンになっていない手前で見つけら
れたことは幸運だったと思う。

257 検診で早期発見で健康体を保ちましょう。

258
検診については、会社の基本的な検診だけでそれ以上のことはしていない状況です。考え
すぎてストレスになる方が嫌なので、なったらなったでと考えていました。肝炎ウイルス
検査の情報ありがとうございます。

259
検診のお知らせ等は届いているが、機会が無く受診していない。 
行き付けの病院で定期検査をしているので、その検査でのみ受診している。 
将来的には受診はしたいとは思っている。 

260
検診のはがきが市から来ますがなかなか行くことができません。 
仕事を休んだりしなくてはいけないのもあります

261
検診の案内は届いていますが もう少し頻繁に無料で受けられる体制にしてほしい。 
また、今年はコロナの関係で病院へ行く機会が減ってしまった。 
コロナの中でも安全に診断が受けられる医療の体制を早急に望む！

262 検診の機会が限定的。時間、費用がかかるので二の足を踏む。
263 検診の葉書に、検診方法が書いてあると、気負わずに受診できると思う。

264
検診や検査にかかる費用も、仮に病気が見つかったときの診察や処置、治療にかかる費用
も負担できない経済状況なので、なったときはなったときと諦めています。

265
検診をいろいろ受けて病気を予防したいが、検診だと費用が高い。病気になりそうな時に
いった方が費用が安い。

266 検診をうけたら、プレゼントが、もらえるとかのシステムがあると皆受けるとおもう



267
検診をうけられません。 
自身の意志の弱さです。  

268
検診を受けるのに躊躇する場合は、がんリスク検査など、簡易的な検査をしてみると、が
ん検診に意識がいくようになるのでは。

269
県や市が全額（または一部負担）するがん検診を、積極的に県民や市民に行ってほしい。
PRももっと積極的にやってほしい。

270 見逃される確率がどれくらいなのか、先に教えてほしいです。
271 現在、コロナ渦でがん検診は難しいのではないでしょうか。

272
現在、かかっている病院で胃がん・大腸がんの検査を年一回受けていますが、肝炎ウイル
ス検査は受けたことがないので、かかりつけの主治医と相談しようと思っています。

273
現在の状況ではなかなか検査を受けに行くのが怖いので、自宅でできる検査が広まるとあ
りがたいです。

274
現在の職場では、健康診断を強制しており、結果から看護師・産業医の面談を実施してい
るが、県民が何割くらい健康診断しているか、要検査状態にあるか把握はしようとしてい
るのでしょうか？

275 現在胆管癌の転移で病院にて抗がん剤の検討中です。

276

現役、定年後と毎年欠かさず会社の行う健康診断は積極的に必ず受診してきた。
今年が最後になり、来年は市の健診に移行の予定。
健康診断の実施は病気の早期発見の基本を忘れず、今後も毎年行う予定だが、高齢化に伴
い、体力の衰えや老化に伴う各年齢毎の健康状態の標準をきちんと理解し、把握した上で
相応の健診項目を設定すべきと考える。この考え方を各健診に反映すべき時期に来ている
と確信する。

277
現役の時のかかりつけ医でずっと胃がん検診をていますが、継続性という意味で国民健康
保険になってもある程度の補助が出るような仕組みがあるといいと思います。それは、ど
のがん検診も同じではないかと思いますのでよろしくお願いいたします。

278
現役時代は勤務先の定期健診等でがん検診は充実していました。退職後は市町村によるが
ん検診が頼りになりますが、検診の内容がやや貧弱ではないでしょうか。充実した検診が
望まれます。

279

個々の病院の事情が分からないので、コロナが話題になり始めてから、健康診断を含め、
どうするのがいいのか、どこに行くのがいいのかが、分かりませんでした。「この病院
は、コロナと関係ないので暇です。検診に行きましょう。」と言われれば、受けやすかっ
たという人もいたように思います。

280

個別検査は手間ひま（受ける方と検査する方の双方）がかかりすぎる。スクリーニングと
いうことで、血液検査手法を採用すべきではないか。感度が高すぎるという批判がある
が、まさにスクリーニングの本来の目的にかなっているのではないか（広く網をかけて、
ガンを抽出する！）。

281
公的な医療定期健診制度に組み込まれていればスムーズに受検できる。したがって公費で
実施されていることが望ましい。

282
公的機関の実施する検診に対しては、精度がどうなのかなと感じていて、 個人的に定期的
に受けています。乳癌検診はマンモだけでは不十分で超音波検査もやるべきだと思いま
す。肝炎ウイルス検査で陽性の人への対策、支援が待たれます。

283
幸いなことに、多分、現在は特に検診の必要を考えていない。少しでも不安になれば検診
を受けに行くつもりでいる。

284 広報活動の推進を積極的に行っていただきたいと思います。
285 広報が重要だと思います。

286
行政で検診の補助を手厚くして、だれでもどこでも気軽に受診できる体制を整備してほし
い。また、毎年定期的に受診できる体制も整備してほしい。

287 高年齢なので、癌は仕方ないと思っています。

288

高齢者のため、がん検診や肝炎ウイルス検査等については、ＰＥＴ／ＣＴ ・ 人間ドック
を毎年実施しており、事業経営者として健康経営に取り組んでおります。人間の健康づく
りが基本の国・厚生労働省や県・市町村と健康保険組合等で、少子高齢化社会や現在のコ
ロナ禍の実態を、国民・県民の一人一人に解りやすく理解させたいと考えております。そ
のためには私共は県政サポーターとして、県民の方々に健康づくりを目指して、コツコツ
と取り組む事が、自らの自粛活動であると自覚しています。

289
国保（後期高齢者医療保険）での胃がん検診は内視鏡検査を実施すべきである。バリウム
検査は止めるべき。 

290
国民の２人に１人がかかる疾患であり、検診や早期発見である程度の治療が可能な疾患な
ので、受診率が上がることが必要だと思います。今の方法で受診率が上がることはないと
思うので、更なる受診しやすい方法が必要だと思います。



291

今は会社のお金で毎年健康診断を受けていますが、ガンと分かれば自分のお金で治療をし
ないと仕事が続けられません。だからいつも大腸ガンの検査はスキップしてます。医療保
険には入っていますが、それだけでは治療費も生活費も賄えません。この先何か病気に
なったら、運命と受け留めて、積極的な治療はしません。経済的に不可能なんです。医療
保険はケガの治療の為と割り切っています。

292

今までは、町の検診で町民が全員受けることが出来ましたが、今回は年齢制限と、コロナ
の影響で、個人で病院を選び、料金は町が持つ形で、健康診断を受けることが出来まし
た。 
肺がん検診は、受ける基準に無いという事で、今まで、受けたことはありません。

293 今回　コロナウイルス感染予防で密を避ける意味で胃がん検診を諦めました。
294 今回のアンケートが参考になった。
295 今回のアンケートでがん検診や肝炎ウイルス検査に興味がわきました。

296
今回胃カメラの検診が、市町村でありました。予約したのですが、コロナで延長となり、
いつの間にか終了しておりました。今年は検診したいと思います。 

297 今後も積極的に受診していきたいと思います
298 今年の健診に、肝炎ウィルス検査と子宮癌、乳癌検査も加えて受けることとします。

299
今年度もガン検診を受けようとしたがコロナの関係で胃がん検診ができないので、検診を
受けられない

300
最近、血液検査でいくつかのガンの検査ができるようになったと聞いています。簡単に受
けれるように補助を充実させてほしい。早期発見が医療費の削減に寄与すると考えます。

301
最近は、コロナでがんの怖さが消えてしまっているが、私は今後もきちんと検査を受けた
いと思う。

302
最近、がんは若い子も発症します。若いから大丈夫とかいうのがない気がするので、親族
に乳がんなどの経験者がいるという人には、若くても市町村のがん検診を受けられるよう
にしては良いんじゃないかと思います。

303
最近は血液でガンの検査と発見ができるので、年1回の事業所での人間ドックでこれを実
施しています。

304
採血だけなら職場で出来るが、X線やエコーなどは他の機関へ行かなければならない。忙
しくて無理。

305
昨年は、コロナの影響で、検診はひやひやものでした。　今年も果たしてどうなるものや
ら。

306

昨年は仕事が変わったため職場の健康診断を受ける機会を逃し、その後なんとなく受けて
いません。昨年4月に体調を崩し、コロナ疑いでレントゲンや血液検査、ＣＴ検査まで受
け費用もかなりかかりました。コロナではなかったのですが、詳しい検査をしてもらった
のでそれを健診の代わりだと思っていたこともあります。その後あまり病院に行きたくな
い気持ちもあり受けずに終わりましたが、今年は受けたいと思います。

307
昨年は親の介護で、受けなかったが、日にちはもうちょっと増やしてほしいと思いまし
た。

308 参考になりました。

309

仕事が日曜日しか休みがありません 
国民健康保険は市で日曜日にやってくれるのがありがたい 
社会保険は病院に行けと言われるので受けられない 
一緒にやってほしい

310

子育て中の女性は子供の預け先の問題などで、がん検診を受ける時間がない時もありま
す。
私は配偶者の健康組合の主婦検診で、胃、子宮、乳がん検診を一日で受けられるので助
かっています。
市の検診で一日でまとめて受ける事が出来れば助かります。

311
子宮頸がん以外にウイルスによる癌があるというのは初めて知りました。もっと広く啓蒙
してほしいです。

312 市で 検査を受けたいのですが。 情報不足

313
市で実施している特定検診を受けたが今回は胃癌検診を行っている診療所で受診をしな
かった

314 市の健康診断で、機会があれば受診したい。 

315
市の検診の結果がどこも悪くないというときは、肝炎にもかかってないということなので
すかね。数字を見てもわからないし、先生の話で、終わりになっているので、こんなこと
聞かれてもわからない。もしその結果が大切なら、合格証のようなものをください。

316 市の検診項目に入っていると受けやすい

317
市の定期健康診断時にがん検査該当項目は検査している。肝炎ウイルスは年に1回は医師
の勧めで検査している。がんは加齢により必然的に発症することが多いと聞いているので
機会があったら検査し早期発見に努めたい。

318 市外のかかりつけ医で健康診断ができないでしょうか。
319 市町村から案内（郵送）など出してほしい。



320
市町村から送られてくるハガキ「がん検診等のご案内」に血液検査も追加してください。
血液を調べると大体のことがわかるといわれました。

321
市町村での肺がん検診は、少ない費用で検診できるので積極的に受診した方が良いです。
特に、タバコを愛用している人は必要です。仲間で、市町村検診で発見し、大事に至らな
かった方が複数います。

322 市町村によって、価格が違うようだ
323 市町村の健康診断の中にがん検診はない。個人で胃カメラ検診うけた。

324

市民検診の項目に入れてほしい 
少額なら自己負担金分があっても良い 
 血液検査があり　規格内の数値の意味が解らない
規格外の数値についても　それがどうだかよく判らない 

325
市役所から、がん検診の案内ハガキが届き、集団検診と個別に病院で受けました。 
いつも、定期的にハガキなど直接教えてもらえると、いかなければという気になりまし
た。 

326
思い違いかもしれないが、高齢者で自治体が実施する「定期健康診断」の検診項目に
「胃がん検診」を義務付けてほしい。

327
私の周りでも個人任せで検診を受けない人が多くみられる。検診結果の登録制度など地域
全体で取り組んだ方が良いと思う。

328
私の親　兄弟関係はがんはないです。がん的な症状が無いもんで検査はしてません。検査
しても結果が心配　怖いです。かみさんが2020年3月大腸がんの手術しました。息子がが
ん家族かって　なげいています。

329

私の祖父も母も妹も癌が原因で亡くなっています。癌は他人事とは思えません。まして
今、2人のうち1人は癌に罹るとの話も聞いています。でも癌も早期発見すれば助かる可能
性も多いと聞きます。乳がんに関して、一年おきにしか、公的期間では調べてもらえませ
んが、乳がんも胃がんなどと同じように毎年検査してもらえればと、切に思います。

330

私は、以前のがん検診(肺・胃・大腸・前立腺)で、胃がん、前立腺がんが見つかりまし
た。胃がんは早期であったため、内視鏡手術で摘出できました。前立腺がんも、胃がん術
後2か月で、手術で摘出し追加療法はありましたが、術後5年がたった今も術前と同様に、
仕事ができています。がんは、早期発見＆早期治療を行えば、殆どが根治できるようで
す。今は、ガンの発覚で治療などで困っている方々に向けて、Webを通して体験談などを
掲載し、少しでも心配がきえるようなお手伝いをさせて頂いています。

331
私は過去に、喉頭、食道、十二指腸のがんに、かかりましたが、現在特に悪いところは、
ありません。検診、早期発見に努めていれば怖くありません。検診の大切さを県民に広く
伝えてください。

332

私は専業主婦ですが、夫の勤め先の保険組合の健康診断が充実していることと、がん家系
であることからできるだけ受診しようと思っています。 
ただ、子宮頚がん健診と胃ガン健診は苦痛が多く、受けない人が多いのももっともです。 
素人なので間違いかもしれませんが、petなどの検査方法を保険適用としてもっと一般的
に普及できれば良いのにと思います。

333 私は年間に3回は血液検査を受けています。担当医は何も問題ないと回答されています。

334

私自身の家系では、私の知る範囲では癌の患者はいないためここ10年以上ガンの検診を受
けていません。慢心だと思うのですが、自覚症状があったときに受診するつもりです。間
違った判断と思いますがこれでいいのかといつも意識はしています。他人には勧められま
せんね。

335
私自身もがん検診について関心を抱くきっかけになりました。 
長寿命化が騒がれる中、県民の健康意識を高めていくことは重要だと思います。

336

自営業ということもあり、必ず健診や検診をしなくてはならない状況におかれていないの
で、おろそかにしてしまっています。 
さらにコロナ禍で少々のことで病院などの医療施設には行かないように思っているのでな
おさらのこと受診から足が遠のいてしまっています。 
いつも早期発見が大切とは感じているので、今後は真剣に考えたいと思います。 
医療や健康保険の関係のお知らせの送付の際に、受診に関して検査内容や頻度などを含め
たわかりやすいチラシ等を同封していただいても良いのかな、と思います。

337
自己負担がないようになるといい。結果のデータを蓄積したものを自分で持てるようにす
ると良い

338 自治体で実施している検診を受けようと思っている。

339

自治体で無料で行って頂けるがん検診は地元にいる時は受けていました。同じ県内でも地
元を離れましたが住民票は移していないため現在の場所では無料では受けられないようで
… 
現在はそこに所在しているという証明書があれば住所を移動していなくても受けられれば
いいなと思います。

340 自治体の検診も受けようと思います。

341
自治体の今度実施する、がん検診を受ける予定です。とてもありがたいです 
その検診は生活保護者は無料とありましたが、納得いきません。同額とるべきです。



342
自身が市町村の乳がん検診にて再検査になり経過観察中に乳がんの診断を受け、治療を受
けました。今も毎年乳がん以外のがん検診も受けるようにしております。検査の重要性が
浸透するといいと思います。

343

自分の周りにも癌罹患者や亡くなった方も少なくないし、もはや癌は身近な病気であり、
早期発見により生存率も高くなるのも理解しているが、ここ数年、人間ドックを受けずに
きてしまった。これから受けて癌宣告されるのが怖いという気持ちも強いが、結局私は遺
伝的にも癌体質ではないだろうと、勝手な希望的観測でやり過ごそうとしているに過ぎな
いとも認識している。今回は医療機関も多忙になり、予約が難しくなっているとのこと、
是非検診受け入れがスムーズに行くように望みたい。

344 自分の身のことなので改めて調べようと思いました

345
市町村の集団検診を何度か受けているが、運が悪いのか酷い医者にばかり遭遇。形式的な
問診だけなら、私にも出来そうだという感想である。

346
若い私にとってはあまりがん検診や肝炎ウイルスに関しては縁がないものだと考えており
ました。しかし、今回このアンケートを機にもう少し”症状”について考えていこうと思
いました。

347 若い時から無料で全ての癌検診を受けさせてほしい

348
若い世代のがん検診の補助や周知をもっとしてほしい。必須なのか、任意なのかも含めた
わかりやすい案内が必要ではないか。

349

若い世代の人々は、検査をしていただき、早期発見で楽な治療になることを望みます。
８０代以上の高齢者が果たして、各種検査をする必要性があるのか？とても疑問に思いま
す。寝たきり、他人のお世話にならないような高齢者を増やすことが大事とは思えませ
ん。健康保険税、介護保険税もどんどんアップしている現在です。まず若者重視の医療に
していただきたいと思います。

350
若年層当事者として受けた方がいいだろうと認識しているが、若年層には不要と広報され
ているような気がする。 
若年層に対する必要性の有無についても教えてほしい。

351
主人の会社が変わり健康保険で行える婦人検診がないことに不便を感じました。皆が平等
に安く検診が出来ると癌になる確率が下がりますね。

352

主婦なので市町村の癌検診を受けている。肺がん検診では、精密検査となり呼吸器疾患が
みつかった。胃がん検診も受けたいところだが、多くの市町村ではバリウム検査のみ。埼
玉県はどうだろうか？
内視鏡は小さな病変がわかり、被爆もない。個人的にはバリウムを飲むのはとても苦し
い。その結果、胃がん検診は10年以上うけていない。金銭負担がかかっても内視鏡検査を
取り入れてほしいものである。

353 手軽に受けられるような検査体制が確立されるのを願う
354 手軽に出来る検査が必要です
355 受けたいが、身障者の為、受診する機会がなく、困っています。

356
受けたいとは思うのですが、きっかけがないのと、時間と費用がかかるのがネックで受け
ていません。コロナが収まるまでは外出したくないし、まして検診は遠慮したいと思いま
す。

357
受けたい気持ちはあるが、なかなか実行に移せないでいる。何かきっかけを作っていただ
けたらいいなとは思う。

358
受けないといけない年齢だとは重々わかっているけれど足が重いのが正直なところです。
何かきっかけを作って行かないといけないなとは考えています。

359 受けられる場所を増やして欲しい。

360
受診時間を予約制で１２時～１３時または１７時～２２時のいずれかの間に設定できない
でしょうか？

361
受診予約の日程調整にいつも苦慮します。妊娠の可能性や生理によって、検診を受けられ
る日が限られるにもかかわらず、希望の日を伝えるといつも「いっぱいだ」と断られ、結
局、検診を諦めています。

362 週末に検査が受けられるようになると、受診しやすいです。

363

住んでいる自治体によって補助に差があると感じています。また、職場の検診では胃、
肺、大腸検診はあるのですが、乳がんと子宮頚がんの検診が項目になく仕事をしていると
受診機会を逃している同僚が多数います。健診に行くにも予約が取りにくい現状があり受
けやすいシステムが必要だと思います。

364
住所のある市が財政困難の為、がん検診が2年に1度になった。出来れば以前と同じに毎年
受けられると有難い。

365 重要だと思います

366

出産も献血も2年以上前になりますが、経験あるチェックにいれましたが、大丈夫でしょ
うか？
乳がん検診を受けましたが、１ヶ月経っても検査結果がきません。検診のあとは「大丈夫
だったかな？」と多少不安になる事もありますし、検診後は何も言われず「終わったら
帰って大丈夫ですよ」と言われただけなので、出来ればどのくらいで結果がくるのか？と
いうのがわかると良いです。



367

女性子宮頚がん、乳がん検診は、30歳以上対象とし、2年1回→1年1回に変更してほしい。
乳幼児期、子育て中の母親が癌になると子どもの心身の成長に多大な影響があるからで
す。
まして、ひとり親なら尚更短期間にがん検診が受けれる制度にしてほしい。また、胃がん
検診もバリウム負担があり内視鏡と選べる検診にしていただきたい（案→内視鏡は別途負
担増金増で可能とか）

368 将来的に各種がん検診が無料になればいいなと思っています。
369 小さな字で読めない葉書で来るのはちょっとだし、Ａ４ぐらいのお知らせが良い
370 少なくとも後期高齢者についてはこのような検診・検査は不要と思います。

371
職があるうちは職場の検診をうけられてよいが、離職後に定期的に安価で安心できる検診
が受けられたらありがたいと思っています。

372
職場で受ける基礎的な健康診断以外の検査や追加検査の金額が余裕のない世帯には高くて
受診が難しい。誰もが受けられるようにしてほしい。

373

職場のバス検診で胃バリウムがあったが、トイレの精神的苦痛で受診しなかった。職場に
トイレが1つしかない上、自分のみが電話対応の仕事で上司が常に監視していてトイレも
自由に行けない。検診日は有休扱いで病院に出向いて受診し、その後家でゆっくりトイレ
対応出来ればよかった。

374 職場の健康診断にがん検診をいれてほしい

375
職場の検診では、胃がんはレントゲン、大腸がんは便潜血検査しか受けられない。胃カメ
ラや大腸カメラを受けられるよう、市町村とうまく連携して欲しい。

376 職場の検診で受診するのか市区町村で受診するのか分からない。

377

職場の定期検診のオプションで胃乳子宮がん検診を希望すると全額自己負担になってしま
う。市町村の検診を受けるには予約時と検査時と結果報告時の３回仕事を休む必要があ
り、病院の数も少なく、全部同時に検査できるわけでもない不便さがある。職場の定期検
診で一緒に受けても、市町村の補助が受けられる仕組みになって欲しい。働く人に検診を
受けやすい仕組みは重要だと思う。

378
食道ガン、大腸ガン、胃ガンとも初期の段階で内視鏡にて切除（ステージ1）しました。
早期発見のためにも定期的な検診は常識とせねばなりません。ステージ2以降はかなりの
肉体的精神的な負担を強いられますので。

379
新型コロナウィルスの感染拡大で、がん検診の受診者が減少しているというデータがあり
ます。受診していない方向けに、受診を周知した方が良いと思います。

380 身近にその経験がないため、情報を入れていないのかもしれません。

381
身内で肺がん検診をした３ヶ月後、肺がんステージ３と言われた。 
検診の精度を高めてほしいと思う。

382
人間ドックと定期健診で見つからない場合も多いこと、また主婦・学生・老齢者などでは
検査も受けないことが一番の原因だと思います。これなら安心というものがないのが残念
です。

383
人間ドックで、血液検査でがん検診を受けています。内容をもっと詳しく知るようにした
いと思います。

384
人間ドックではこれらは追加検査項目で別料金ですが、人間ドックの通常検査項目に入れ
る様にして欲しい。他にも結構追加検査があり、料金も高額になる

385
人間ドックで毎年がん検診を受けていましたが、間もなく８０才を迎えるのでドックはや
めて、市町村の検診にしました。血液検査の数値について高齢者の正常値が分からないの
ですが、高齢者も若者も数値の正常値基準が同じという事は納得がいきません。

386
人間ドックとがん検診の関係性がよく分かりません。情報提供頂けると幸いです（人間
ドックにがんの検査も含まれている気がするのですが、どうなのでしょうか？）

387
人間ドックは毎年受診したいが、個人で受診の場合に比較的高額になるので保険適用がで
きればありがたいです。

388
人間ドックの検診結果から精密検査を受けて大腸癌手術を受けた身としては、がん検診は
大切だと思いました。

389
人間ドックを充実した形の検診がパックになっており、助成があれば有料でも受けたい。 
検診を受けるための特別休暇があれば（結果提出の必要はあるが）受けやすくなると思
う。

390
数十年前にC型のキャリアーと判明し治療を一年二ヶ月間実施するも完治せず、その後飲
み薬の治療を三ヶ月実施して完治しました。副作用もなく今は健康そのものです。

391 正確な情報を知って恐れたい。
392 正直、今のところ検査もしたくないし、よほどの事がない限り病院にも行きたくない。

393
精査する医師によって無駄な治療がある気もします。受ける側にも知識や判断が必要と思
います。（何度も再検されたが癌にかかっておらず今も元気です）

394 積極的に受けたいと思う。
395 積極的に受けるべきだと思う。

396
絶対受けないといけないという事がない限り自分から受けに行こうと思わないので、強制
的なものがほしい。



397

舌癌、歯茎のがんなども気を付けないといけないかと思いますが、ふつうは検診ではは
いってないと思います。がん検診の次のステップとして検診を進める政策も検討したらど
うかと思います。

398 先の見えない現在、ある程度の年齢になってお金もない人にはガン検診の意味は無い。

399

先日の定期健康診断で、胃ガンはピロリ菌が原因であるものが多いと聞き、初めてピロリ
菌の検査をしました。医学の発達による新しい情報は、普段健康に生活していると中々知
る機会がありません。
定期検診などでの、より詳しい情報提供を強く希望します。

400
線虫で簡単に癌検査が出来ると聞きました。 
それが もっと身近に出来れば良いと思います。 
又、早く癌治療薬が出来て欲しいです。

401 前立腺がんがかなり増えているようですが、対象にしてはと思います。
402 前立腺がんや 心電図も検診に入れてほしい 

403
前立腺がん検診を隔年で受けている。 
男性に多い厄介ながんなのにこのアンケートに出てこないのは何故ですか？

404
全ての医療機関での検診が保険適用にして欲しい（例　胃がん検査などで内視鏡検査は保
険適用にならない医療機関がある・・・） 

405 全身の癌を対象にした検診を望む
406 早期検査、早期発見、早期受診。
407 早期発見、早期治療が大切だと思うので、定期的に検査に行きたい。
408 早期発見が大事であることを踏まえて、定期検診の重要性を年を重ねるごとに感じてる。

409
早期発見につながる取り組みなので継続、拡充をお願いしたいところですが、恐らく定期
的に受けられる層と全く受けられない層に分かれている案件だと思われるため、広く多く
の人が受けるにはどうしたら良いかを十分に検討していただきたいです。

410 早期発見早期治療が大切
411 全てに言えるが、検査費用をもっと安くして欲しい（手厚い補助金制度等の充実にて）

412
地元市では、健診内容の濃厚さは別として特に高齢者向けの検診は充実していると
思います。とても、ありがたいです。

413
多くの医者が様子を見ましょうと言って、適切な指導をしてくれませんでした。セカンド
オピニオンで検査してもらいましたが、多くの人が手遅れになると聞きました。医者のス
キルが足りないように思います。

414
退職してからがん検診を受けたことがない。 
うけた方がよいとはおもうが、費用などを考えると難しい。

415
大腸がんST4術後7年で予後完治で2種類のマーカーを2か月間隔で確認中、糖尿病通院で通
常の公的な検診は受けられない。病院曰く通院時に検査しているので、検診はしなくても
よいとのこと。

416
大腸がんのカメラの方の検査も市町村の補助で受けられるようにしてほしい。検便だけで
は不十分だと思うので。

417
大腸がん検査（肛門からカメラを入れて検査するもの）をしたが、肛門が大変痛くてそれ
以来二度と検査する気になれない。検査の苦痛を和らげる方法が周知されれば、再度やろ
うかとも思える。　　肛門が塩素のため　ただれて苦痛だった。

418
大腸がん検査などは強制的に検査義務を課すべきと考えます。早期発見対応が良いかと思
います。

419
大腸がん検診を受けると毎回再検査となる 
再検査をすると異常なしなので今年は受けるのをやめようと思っている

420
大腸癌、早期発見により一番軽い「ステージ１」で手術を受けることができ助かっていま
す。早期発見早期治療。そのためには毎年の健康診断を受けるべきだと痛感しています。

421 大変勉強になりました
422 誰でも気軽に受けられるように、周知を徹底していただきたいと思います

423

誰にでも発症する可能性が有る胃がん等に備え、定期的に健康診断などで検査する事が大
事だと思います。しかし、勤め人でない方には、健康診断等の機会が無く、自費になって
しまうため、検査できない方もいらっしゃると思います。そういった方々に、検査の機会
を与え、同時に費用負担を軽減してあげる事が求められていると思います。

424 知識不足
425 地域の医療機関と連携した市民検診の制度をもっと充実させて欲しい
426 痛くない検査がよい
427 定期健康診断に組み込まれているので十分かと思います。

428
定期健康診断の案内は会社から来るのでがん検診もそれに含めるか、別途案内をして欲し
い。 
会社の定期健康診断の内容も知らされずに毎年受けているだけなため。

429
定期健診のオプションとかにあれば、受診するかもしれないが、そうでなければ強く意識
しないので忘れてしまうため、受けられていない。

430 定期的な健康診断の中で、がんを含めた検診は重要だと考える。



431
定期的に市町村で助成つきで実施することで予防促進になると思います。引き続き、予防
策、悪化防止策の取り組みをお願いします。

432 定期的に受けるべきと思う。

433
定期的に受けるように、努めている。
例えば、自分の誕生日月だと忘れないので。

434 定期的に受ける仕組みをつくって貰いたい

435
定期的に大学の附属病院で健康診断を受診しているので、今のところチェックはできてい
ると思います。

436

当検査の受診の重要性は認識しておりますが、新型コロナウィルスは高齢者が感染すると
重症化する確率が高いとの事で、感染が心配で昨年は受診せずの状態でした。 
院内感染の心配がなく、受診ができる環境作りを切に願っています。 

437 透析導入となり今まで受けたことがなかった各種検査を受け心情的に安心した。

438
特定の年齢で検診のお知らせが届きますが、近くに受けられる施設がなく、たいてい受け
ずに終了します。もう少し気軽に受けられる病院があればよいのですが、、、

439
特定健康診断にがん検診のオプションは付けられないでしょうか、出来れば公費負担有り
が望ましいです。

440 特定検診はとても助かる

441
日頃、病院に行く機会の無い人にとって、検診の為に時間を割いて行くのはハードルが高
い。

442
日本国民の二人に一人が「がん」にかかる時代ですから、たいへん意義のある検診だと思
います。

443
日本人が一番かかりやすい大腸がん検診については、便潜血検査ではなく内視鏡検査にし
て安い費用で受診できるようにしてほしいです。

444
乳がんと子宮頸がん検査は市では2年に１度しか受診できないのはなぜですか？毎年受け
られるようにしてください。

445
乳がんは毎年検査を受けた方が良いと聞きましたので、２年に一度無料ではなく、無料で
なくても良いので毎年補助して頂きたいです。

446

乳がん検診が物凄ーく痛い！
胸をお煎餅のように押しつぶし、レントゲンとられる、あの検診です。
指の血液だけでがん検診が出来るらしいので、早く、一般でも簡単に受けられるような検
診にしてください！

447

乳がん検診は身近にも発見できた友人などがおり大切だと痛感していますが、寒い時期に
は外での検査がつらいこと、検査の痛みがつらいのでなかなか受診しづらいです 
マンモと触診だけでなく選べるようだとありがたいと思います 
また肝炎や胃がん検診などもある程度、自宅からできるような簡易検査から始められたら
と思います

448
乳がん検診を30代からにしてほしい。
働いていると平日に検診を受けるのが難しく、後回しにしてしまいがち。
土日にやってるところを増やしてほしい。

449

乳がん検診を数回ですが、違う病院で受けました。触診の方法が違うのですが、どのよう
にするのが、効率が良いのか、分かりません。ある病院では、少々困惑しました。
看護婦と医者だけの個室に入り、看護婦は後ろにいるようでしたが、医者と向き合う椅子
に座るように言われ、服をまくり上げて、乳房を出してくださいと言われた。
若い20、30代の男性の目の前で、乳房を、自ら服を上げて、丸出ししろと言われたのは、
初めての事で、戸惑いまいた。
出来たら、触診の方法を統一するか、事前にその病院での、触診方法を、知らせてほしい
です。
まくり上げるのでしたら、そうしやすい下着で行くとか、こちらも、準備しますので。
人それぞれ、感じ方は色々ですがね。

450 地元市の成人病検診を毎年受診してるけど、バリウムを飲むのはつらいです。

451
妊娠時に子宮頸がんは一緒に行ったが、授乳や妊娠で検査は受けられていない 
がん検診は、家系的にも発症がありそうだし受けたいところ 
子どもが小さくても受けられる、手頃価格であれば是非と思う

452 年１回は全員定期健診を受けるべきですね

453
年に1回検診を受けていて特にないが、今回はいつも待たされるのにコロナでスムーズな
検診であった。

454

年金のみの生活者は100円でも節約して生きています 
保険料も支払いはきついです 
無料で検診、検査ができるのもありますが癌検診となると費用がかかります 
どうにかならないのでしょうか

455
年齢的にそろそろ積極的に検診を受けなきゃという気持ちはありますが、つい忙しさにか
まけてしまいます。



456 費用がいくらぐらいかかるか知りたい

457
必要だとはしっていますが、 
コロナ流行により、受診したくないというきもちです。

458 必要な検査ですね。
459 必要な検診なら、会社の健康診断に含めて欲しいと思います。
460 必要な検診は必ず受けることにしてます。

461
必要性がわかりません。
無駄に長生きするから赤字国になるのでは。

462
必要性は感じているものの、費用と時間がかかること、場所と日程がわからないこと、な
どから先送りしてきた。役所からの積極的な後押しがあれば、受診しやすくなると思う。

463 標準的な人間ドックを受診しておりそれですべてカバーしていると認識しています

464
病院に対してアンケートをしたらどうでしょうか？ 
今回のアンケートの趣旨が不明ですね

465 病気についての情報は、気になることなので常に調べたり、聞いたりしている。

466
夫の会社の健康保険組合の人間ドックを毎年受診しています。人間ドックを受けるのは大
変ではありますが、受けた後に異常がないことを知るととてもホッとしますし、もっと健
康的に過ごそうという意欲がわきます。自分の生活を見直すいい機会になります。

467 怖がりなので、このようなことは、知りたくない

468

父ががんの手術を受けているので、私もきちんと受診しなくてはと思っています。
ただ、個別検診が苦手なので、集団検診の場がもっとたくさんあると受けやすいです。
自治体から年齢に関係なく様々ながん検診を推奨する通知（郵送）などいただけると、受
けるきっかけになると思います。

469
父が癌検診を受けずに過ごしてきてしまい、気づいた時には手遅れだった。
市区町村から検査を積極的に受けるようにもっと色々な手段で推進していってほしい。

470
胃がん検診で初期の胃癌が見つかり、内視鏡手術を受けました。5年生存し現在に至って
います。

471
平日にしか検診が受けられないとなると仕事を休まなくてはならないので受けに行きにく
い。

472

保険組合の一般的な健診にがん検診のような項目も含まれていたり、がんの治療中なの
で、経過観察の検査を受けている為、あまりがん検診は受けていません。2人に1人ががん
になる時代なので、がん検診は受けず、がんの経過観察（ペット検査等）を受けている人
も増えているので、がん検診を受ける人は、減っていくと思います。

473

保険組合の健康診断で、35歳以上は胃癌検診（バリウム）が有りましたが、今年から無く
なりました。 
オプションで実費負担すれば胃癌検診も可能ですが、コストの都合が優先された印象。 
胃癌の発症率が下がった、といった根拠があるなら良いのですが、単純にコストの都合で
外されたのであれば「労働者の健康なんてそんなもんか」と考えてしまいます。

474
保険適用外だから無理だと思うが、よく民間でやっている、唾液によるガンリスク検査な
ど、時間も手間も負担にならない、ガン検診があったら積極的に受けたいと思う。

475 保険料の減額に繋がるよう、定期的な一定基準の健診は義務化すべきと思います。

476
母が市の定期検査で肺がんを見つけてもらいました。今はいませんが検診検査は必要と考
えます。最低市町村の定期健診定期検査は受けるようにしてます。

477 毎年　人間ドックで　義務にしてほしい。
478 毎年、市の検診を受けさせていただいてます。こういうのはありがたいです。

479
毎年、健康診断を受けていますので、怪しい内容があれば、再検査だと考えているので、
がん検診としては受けておりません。 
認識に間違いがあるでしょうか。

480 毎年、恒例で受けている。

481
毎年市からのがん検診に参加し感謝しております。
今後ともよろしくお願いします。

482
毎年ドック検診にて検査をしていますが肝炎ウイルス検査は無かったかと 記憶していま
す。特に勧められた事もないので気にしていませんでした。 
検診案内にあれば受けてみたいと考えます。

483
毎年健康福祉センターから健康検査の案内が来ますが、受けたことはありません。 
ただし、職場での最低限の健康検査は毎年受けています。

484 毎年恒例で人間ドック又は市の健康診断をしている。

485
毎年市の人間ドックか脳ドックを受けているが、項目に該当するのかが分かりにくい。市
のガン検診とドックは別にあるので、ドックが該当するのか分かりにくい。

486

毎年市町村から来るクーポンだとどこの病院へ行ったらいいのか分からず予約しにくい。
大腸がん検診を受けたいがどこの病院へ行ったらいいのか分からない。 
人間ドックの予約サイトのようにネット予約などもっと簡単に予約出来れば気軽に受診が
できるのにと思う。無料クーポンで予約するのが恥ずかしくていつも何かあった時だけ病
院行くついでに実費で検査してもらっている。



487

毎年実施していただける市の検診は大変助かっております。肝炎ウイルス検査については
過去に受診したことがあるのかないのか全く覚えていませんが、今回のアンケートによっ
て気になりました。 
会社員時代、会社での検診は半強制的に受診する必要がありましたが、専業主婦の方や自
営業の方、現在無職の方、或いはお仕事等の関係で受診されていない方がおられるかも知
れません。しかし、検診は何とか都合をつけて年に一度は必ず受けられた方が間違いなく
良いと思います。

488
毎年人間ドックを受けているが内視鏡で胃の検査を受けているのみで肝炎ウイルスの検査
をしているかどうかわからない。もっと関心を持たなければならないと思った。

489 毎年人間ドックを受けており、胃がんに関しては大丈夫だと思う
490 毎年必ず人間ドックは受けているので、人間ドックに追加する事は出来ないのですか？

491
末期がんが見つかって死亡する知人が多い。がん検診そのものや対象の選び方に問題があ
るのではないか。再検討を要すると思う。

492
無料で検査を受けられるようにしてもらいたい。またインフルエンザワクチンも東京都の
様に無料で受けられる体制を至急　整えてもらいたい

493
無料で検診を受けられればやりたいと思うけどお金がかかるならやりたいとは思わないで
す。

494
無料ならうける。 
そうでないなら、人間ドックは受けるが、癌に特化したものはなかなか厳しい。

495
親戚が肺がんで入院しました。すでにステージ4です。腰が痛いと医者に行き分かりまし
た。中国地方在住ですが、こちらに遊びにきたし、スポーツ万能でテニスやゴルフ、スイ
ミングと元気にやっていたのでショックです。つくづくガンの恐ろしさがわかります。

496
命に関することなので広報紙に出してほしいと思いました。
知ることは命を守ることになると思います。
医療のこと、健康診断のこと、自分の体について考えさせられるテーマだと思いました。

497 予防するための指導を受けてみたいと思いました。

498
予約をとるのが大変。 
地元ではやってない検診もある。 
不公平だと思う。

499
要精密検査対象になった時の精神的ケアも必要
皆、強くは無い


