
【問１】　●回答者の性別

項目 回答数 割合

男 316 45.9%

女 348 50.6%

未記入 24 3.5%

合計 688 100.0%

【問１】　●回答者の年代　

項目 回答数 割合

40代 22 3.2%

50代 55 8.0%

60代 314 45.7%

70代 296 43.0%

未記入 1 0.1%

合計 688 100.0%

【問２】　過去の人間ドック受診状況　

項目 回答数 割合

あり 561 81.5%

なし 119 17.3%

未記入 8 1.2%

合計 688 100.0%

アンケート集計結果（４０歳以上）

【特定健康診査の受診状況等についてのアンケート結果について】
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【問３】　人間ドック応募理由（複数回答可）　

項目 回答数 割合

健康管理のため 189 22.3%

がん検診希望 174 20.6%

毎年（以前から）受診しているから 168 19.9%

検査項目が多い 134 15.8%

安い（市の補助あり） 50 5.9%

一度に受診できるから 17 2.0%

腫瘍マーカー希望 5 0.6%

記載なし 109 12.9%

合計 846 100.0%

【問４】　特定健康診査の受診状況　

項目 回答数 割合

受診した 579 84.2%

受診しなかった 109 15.8%

合計 688 100.0%

【問５】　特定健康診査を受診して良かったこと（複数回答可）　

項目 回答数 割合

費用が安い 457 29.0%

かかりつけ医で受診できる 435 27.7%

気軽に受けられる 293 18.6%

受診方法が簡単 195 12.4%

時間がかからない 180 11.4%

その他 12 0.8%

未記入 2 0.1%

合計 1574 100.0%
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【問５】 特定健康診査を受診して良かったこと（複数回答可）



【問６】　特定健康診査を受診して気づいたことについての主な意見（自由記載　複数回答あり）
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コロナで胃ガン検診ができなかった。

かかりつけ医での受診について

かかりつけ医と相談でき、アドバイスがもらえる。ありがたい。

検査項目について

検査項目が少ない。

腫瘍マーカーを入れてほしい。

腹部エコーを追加してほしい。

人間ドックがなかったので、特定健診を受診。別に胃と肺ガン検診も受けた。検査はきちんとしていただいたし、金額も人間ドックより安いので、
特定健診でいいと思いました。

主治医との会話がスムーズ。

日頃の健康状態を知っているかかりつけ医で受診できるので、安心。

健康状態の把握について

受診することで自己の健康に目を向けられることができた。

年に一度受診を続けていきたい。

毎年受診していると自己管理ができる。

検査結果について

健診の結果が分かるのが少し遅いように思う。

受診して結果が早く分かること。

費用について

特定健診＋がん健診をしても費用が安かったので。今後もこれでいこうと思う。

人間ドックとの比較について
（人間ドックの受診とあまり変わらない。特定健診＋がん検診の受診で良い。）

今年はかかりつけ医で時間も短く受診しやすかった。別途胃カメラもかかりつけ医で受けたので、人間ドックとさほど変わらなかった。

国保人間ドックとさほど変わりなし。腫瘍マーカーがなかっただけ。

人間ドックとの比較について
（人間ドックの受診が良い。）

健康管理には人間ドックが必要。

その他

申し込みしなくても受診券が届くので、受診しやすい。手軽さが良い。

人間ドックの方が、申込みが一度でいいから楽。

コロナウイルス対策もやられていて安心して受診できた。



【問７】　特定健康診査を受診した579名のがん検診の受診状況　

項目 回答数 割合

受診したまたは受診する予定 493 85.1%

受診しない 82 14.2%

未記入 4 0.7%

合計 579 100.0%

【問８】　がん検診受診（予定含む）493名のがん検診受診状況

項目 回答数 割合

胃がん検診 364 73.8%

大腸がん検診 358 72.6%

肺がん検診 345 70.0%

胃・大腸・肺　全て 240 48.7%

【問９】　がん検診受診（予定含む）493名の特定健康診査とがん検診の組み合わせ受診について　

項目 回答数 割合

初めて受診（受診予定） 143 29.0%

過去に受診したことがある 339 68.8%

未記入 11 2.2%

合計 493 100.0%

493
(85.1%)

82
(14.2%)

4
(0.7%)
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初めて受診（受診予定） 過去に受診したことがある 未記入



【問１０】　特定健康診査とがん検診の組み合わせ受診についての主な意見（自由記載　複数回答あり）
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費用も安いし病院に行く機会作ってくれるので有難いです。

費用について

費用が安い、気軽に受診できることが健康への意識向上につながっている。

検査項目について

腹部超音波、腫瘍マーカーも検診が出来ればよいと思います。

血液検査の項目が少ないので心配。

費用が安いことが、受診のきっかけとなった。

特定健診とがん検診の同日受診について

特定健康診査と同時に希望するがん検診が受けられるのは良いと思う。･･･選べる事が良い。希望する時期が選べて良い。

ドックが中止になって初めて受診したが、同日にがん検診も受けられて良かった。

子宮、乳がんと同時に受けられれば、手続きは除かれ、一度に済むので理想ではある。

健康管理のため。

同じ医療機関で行った場合、人間ドックと実質的にあまり変わらないように思われるが、視力、聴力も含め、やはり総合的に診断できるしくみが
あると有難い。

かかりつけ医での受診について

かかりつけ医でいつでも受診できる。

かかりつけ医で健診できて安心。

所要時間について

数時間で受けられるので良い。

やはりいつも病院で短期間で気軽に受診できるので本当に良い。

人間ドックとの比較について
（人間ドックの受診とあまり変わらない。特定健診＋がん検診の受診で良い。）

国保人間ドックと同等の検診が受けられ、良かった。

人間ドックでなくても、健康診査とがん検診を組み合わせて受診したらいいと思った。

健康状態の把握について

複数のがん健診を受けたが、それぞれに問診票があり、面倒であった。（ドックと比べて）

今年は胃ガン検診以外は受診したので、特定検診との組み合わせを利用。ダブって受診しなくて良かった。

初めての受診でがん検診をそれぞれ申し込むのが不慣れで戸惑った

健康を守るため。

人間ドックとの比較について
（人間ドックの受診が良い。）

人間ドックの方が効率がよい。

やはり人間ドックでまとめて受けたい。回数が多いと出かけるのもおっくうになる。

その他



【問１１】で特定健康診査を受診しなかった109名の理由　（複数回答あり）

項目 回答数 割合

希望した健診ではなかった 20 17.2%

新型コロナウイルス感染症が心配 64 55.2%

未記入 3 2.6%

その他 29 25.0%

合計 116 100.0%

【問１１】　その他の主な意見　

【問１２】　鈴鹿市国民健康保険の健康に関する事業等についての主な意見（自由記載　複数回答あり）
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時間がなかった

意見

職場健診や自費で健診を受診

定期通院等で検査を受けた

検査項目について

高齢になると収入がなくなり保険料の負担が大きくなる。

国保料が高い。なんとかして欲しい。

人間ドックとの比較について
（人間ドックの受診とあまり変わらない。特定健診＋がん検診の受診で良い。）

人間ドックと特定健診との両方がある理由が分からない。統合して良いかも。

これからもきめ細かい保険事業の運営をお願い致します。

今後とも市民が健診を受ける体制を続けてほしい。

国民健康保険事業への感謝等について

健康診断が受けられるので安心して１年過ごすことができます。ありがとうございます。

持病があるので、国民健康保険には感謝しています。

健康審査の中に骨密度の測定も入れていただくと助かります。

目の健診もあると良い。

人間ドックとの比較について
（人間ドックの受診が良い。）

国保人間ドック事業の継続を希望。

毎年人間ドックを行っていただけるとうれしい。

健康に関する事業等の継続について

毎年、特定健診とがん検診をしたいと思います。

各がん検診を一日で受診できると非常に受けやすい。受診したいと思う。

人間ドック，脳ドックの費用について

人間ドック、脳ドック費用の値下げを希望。

人間・脳ドックなど市で補助してくださる部分が大きいのでありがたい。

国民健康保険料について

20
(17.2%)

64
(55.2%)

3
(2.6%)

29
(25%)

【問１１】で特定健康診査を受診しなかった109名の

理由 【複数回答あり】

希望した健診ではなかった 新型コロナウイルス感染症が心配

未記入 その他
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新型コロナウイルス感染症について

健診を自己管理で行うには忘れがちになりますが、市から通知を出してもらえる事はありがたい。

今回、脳ドックを申込み、大変良かったです。今後とも、定期的に検診を受けたいと思います。とてもありがたいことです。

予防医学方面、例えば運動、食事、心理面etcの教室が数少ないように思います。回数を増やしてほしいですね。
チャレンジブックを頂いたが、カラー刷りで分かりやすい。日常生活の中で取り入れ易い簡単な運動や食事のヒントなど、市の広報誌や、いろい
ろな場で発信してもらえるとありがたい。

新型コロナウイルス感染症が心配。

毎年受診しているが、コロナの影響で今年はあきらめた。安全な受診がしたい。

健康状態の把握について

元気で過ごす為に毎年受診します。

毎年健診申し込みをすることで、健康を保つ事ができることがいいです。

その他


