
【問11】佐世保市のがん検診やがんに関する施策等について、ご意見があればお聞かせください。

検診で判明した頃には遅いので、予防に力を注いだ方がいいのではないでしょうか。

また、このアンケートで送信確認を押した後にエラーになり、その後、入力した内容が全て消えていました。改善が必

要ではないでしょうか。

自身が20代で癌に罹り、検診により早期発見ができ快復に至った為、若い人も検診を受け易くなることを望みます。

対象が国保限定なので、職場の共済組合に入っている自分には関係ない。

がんが身の回りに多くなってきているように思います。

治療法や家族を支援する制度などを充実させてほしい。

最近、健康づくり課からさまざまな案内が届いて本当に

市が全力で課題に取り組まれていることを実感し、

感謝しております。

ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いします。

胃がん検診の方法を胃透視以外の方法に変更出来ないものでしょうか。胃カメラが一番望ましいのですが…。

工夫してガン検診を受けることができるようになることを考えてほしいです！

30代から受けられる検診を増やして欲しい

全ての（子宮ガン、乳がんのマーモ、触診、大腸がん、肺がん、胃がん、など）がん検診を受けられる箇所は限られて

いるので、それを増やして欲しいです。あと、乳がんはエコーもあるといいと思います。テレビで、マーモとエコーと

ダブルて受けたほうがいいと言われてたので…現在あるのであれば、もっと知らせて欲しいです。

ママの行ってきた体験談を共有できたら、私もと思うかも。

託児ありのがん検診が増えると助かります。

若い人ももっと受けられるようにしてほしい。

ネット予約ってできるんですか？

検診ってもともと時間がかかるイメージで、予約や面倒な手続きがあると行く気が起きません。

支所に来る検診で受けたことがありますが、

乳ガン検診は、男性ではなく女性のレントゲン技師さんで対応して欲しいです。

男性の方は抵抗あります！！

それで市の検診辞めた方もいらっしゃいます。

受信日を1日で済ませるために

全受診できる施設を選ぶが

多い為予約が取りにくい

県外から引っ越して来たものですが、郵便などでがん検診の呼びかけなどしていただけると助かります！

40歳の時、クーポン券が届き、乳ガン検診・大腸がん検診を受けたが、45歳の時に届くのかと思いきや、何もなかった

ので、受ける機会を逃しました。またクーポン券復活を望みます。

がん検診が出来る病院、予約、どうやって受けたらいいのかわからない。

会社で健康診断をしてくれないので悩みである。

わざわざ、健康診断にもいけていない。
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癌罹患者です。働きながら仕事をしています。通院しながら、仕事をしているので、精神的にも肉体的にも辛い面があ

ります。これから先、同じような立場の方も増えてくると思いますので、制度改革や見直しを行っていただけると有難

いです。また、癌になると

治療費はもちろん、ウイッグ代などお金もかなり必要です。他県や他市では、助成金もあると聞きます。是非、佐世保

でも、検討してもらいたいです

期限付きであっても無料チケットなどあるとうれしい

受けたいと思っていても

仕事で検診の予定が立てにくい。

仕事を休みにくい、

電話で予約を入れても数ヵ月先だったり

逆に先に検診の予定を入れておいても仕事で休みを取れない。

会社で、検診休暇があるといいなと思います?

例→誕生日休暇がある会社があります。

検診休暇が年に二回程あるといいですね。

有給休暇を強制的に設けるように検診休暇も強制的にあると受診者も増えると思います?

今は職場での健診の時に2年に1度、頸がんと乳がんの検診を受けさせてもらってます。胃の透視や検便もあるので胃が

ん大腸がんの検診にもつながります。が、その他のがんについては自己判断で体調が悪くなって受診につながるパター

ンだろうと思います。

ガンの治癒には早期発見が大切な要因です。

見つかりにくい膵臓がんなどの早期発見の機会になる検診をぜひ希望します。

国保で若年者検診を毎年受けてます。

乳ガンも検査できるようにしてほしいです。

病院に行かずに１度で済ませたいです。

市のがん検査が格安だという事を、もっとアピールすべきだと思います。

乳癌は早期にかかる人が多いから20代から無料検診を受けさせてほしい。また、検診を受けたくても3ヶ月待ちで予約

が取れないので、結局3ヶ月先の予定が分からず受診する機会がしばらくなかった。友人に症状があると言って、何と

か早く予約させてもらうようアドバイスをもらい、初めて検診に行ったが既に癌と診断されてしまった。また40歳に

なったら無料で受けられるからと安心していたのが失敗だった。

病院に行った時に先生の方からも声をかけて欲しいです

時間が、かかりそうで、ついつい億劫になってしまう。

乳がん検診の痛みがトラウマで行きにくいです。

尿や血液でのがん検査が広まるのを期待します。

予約から検診日までが長く予定が立てづらい。

早期発見が難しいがんにかかっていないかが心配になります。

そういうがんをピックアップしたリストと、（症状はほぼ無いでしょうから、）どういう臓器が悪い（もしくは血液検

査の特定の数値項目が悪い）人たちは、症状が出なくてもこういうがんに気を付けてくださいとか、そういう資料が

あった方が良いと思います。

ほかに、タバコ⇒肺がん、酒⇒肝臓がんなどのような分かり易いのはいいとして、そういう一般に浸透していない生活

習慣との関連づけでも良いかも知れません。

健康保険により金額が異なり社会保険の方にも国保並みの助成があっても良いのではないかとおもう。

病院へ行く場合の待ち時間もかなりある。
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もう少し、検査できる幅を広げてほしい。対象の年齢だと安いけど、気になったときに対象の年齢じゃないと検査の金

額も高いので主婦としては自分のために使うのを渋ってしまう。なのでもう少し検査の対象の年齢幅を広げていただき

たい

今まで検診を行なってきた人たちは、インターネット予約も含めて、相手の顔が見えない予約はすぐキャンセルされる

ことも考えられます。

（１）受診対象者自身にダイレクトでお知らせが届くのは必須で、また（２）親身になるキーパーソンがそれを知るこ

とも肝要ではないでしょうか。

また特定健診は特に高齢者に受けさせないといけません。佐世保市の行政は縦割りで、健康づくり課は64歳までの施策

しか行いません。要介護高齢者を含めた、検診率のアップを評価する部署がないのでしょうか。表面的なパフォーマン

スの医療インセンティブばかり獲得しようとしてはいけないと思います。受診率のアップを本当に深刻に考えた方が良

いと思います。評価と対策を具体的に公表して行っても良いのではないでしょうか。

・乳がん健診30代はエコーだけだが受診できる医療機関が少ない。またエコーだけでなくマンモもしてほしい。

・ハガキ等で個別に知らせてほしい。

・聞いたところによるとある年齢で無料券（乳がん、子宮ガン）が郵送されると聞いたがこない。その差は何？どこを

調べても出てこないけれど無料券のシステムはなくなったのか記載してほしい。

脳ドックの普及率が低いので、価格も低くし受けれるようにして欲しい。

ガンと診断され受診する場合、専門性の高い病院の案内や、大きい病院のレベルをあげた医療の提供など、佐世保市で

も取り組んで欲しい。

自営業だと有休もなく平日に休んで検診に行く事が不可能に近く、土日の保健所検診も予約でいっぱいの事が多々あ

り、結局、市からの案内を頂いても毎年受診をしていない状況です。

特になし

検診の内容に卵巣など希少がんの中でも患者が、多い病気を入れて欲しい

検診が手順よく行われていて、素早く受信できました。ありがとうございました。

がんもいろいろ種類があると思うが、佐世保市のがん検診とはどのがんについての検診なのか？

全部の検診するのか？

もっと詳しく教えて欲しい。

費用はどれくらいなのか？

健康保険は適用なのか？

費用面についても教えて欲しい。

なんの癌でも総合的に受けられる様にして欲しいです。

信頼できる医者がいない。

どの検診のお知らせがいつ頃来るのかわからない。

何かの検診の通知の際に、今後の検診の予定を全部まとめて記載してあればわかりやすいと思う。

自分がどの検診を受けられるか、yes/no形式で、調べやすくしてほしい。国保だけなのか、社保でも受けられるのかと

か、費用はいくらになるのかとか、なかなか難しいです。

がん健診の結果発送が他の自治体より遅い

 健診受診率をあげることも大切だが、その後の作業か今でさえ遅いので考えて欲しい

高齢者はなかなか検診を受けに行く事が出来ないので近くで介護者も付き添って行けるようにして欲しい。
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病院へ行く機会がないため、検診は敷居が高いものになってしまいます。

予防としての検診をもっと身近に感じれる環境作りが必要かなと思います。

そのためには告知方法も人が集まる場所を意識してがん検診の認識を高めていってほしいと思います

なかなか自分で受けようと思っても機会をもてないので、ハガキなどで、受けないといけないと思うような方法があっ

てほしいです。

ぜひ告知を様々な形で立体的広報戦略として行って欲しいです。行政が良い取組を施策として出していてもそれが市民

に届かなければ意味がありません。

若い人や高齢の方、また忙しい方など複数おられる中でどの広報戦略が一番良いのか？ではなく多数の方に情報がリー

チする施策を検討していただきたいです。

ガンにかかった人の体験や検診で分かってよかったことなどを広報などに載せたり、実際に話を聞く機会を作る。佐世

保市のガン患者がどれくらいいるのか、治った人はどれくらいいるのかなど、現状を知らせる。

産後落ち着いてから、時間を見つけて年に一回は行くようになったけれど、若い頃から定期的に受ける進めやシステム

がもっと整っていれば良いと思う。たとえば、母親学級などで妊婦でも受けれる検診があるだとか、もし妊婦時期には

がん検診など受けれないのであれば産後どのくらいで受けるとよいなどアドバイスをもらえたら良いと思う。また、小

児科や内科でも、託児付きがん検診のお知らせなどを知れたら子育て世代で、自分の時間が取れない親にとったらあり

がく、自分の体をいたわる一歩となると思う。

今年、保健センターで乳ガン検診を受けました。他の検診は別に受けていました。

他のがん検診も一緒に受けられるの来年度はまとめて検診を受けたいと思います。

電話が苦手なので、LINEやメールで予約できるとよい

乳がん検診のクーポンを30代の人にも配布して欲しいです。また、乳がん検診と子宮がん検診を同時に同じ病院で受け

られるようにして欲しいです。

ガン検診を受けた事がない人をピックアップして、葉書等で通知する。ガン検診手帳を配布すれば、何をいつ受けたか

又は受けてないかがわかる。

かかりつけの病院等が、もっと検診のアピールをすると、どうでしょうか？また、職場も従業員に積極的に受診を勧め

るなど、工夫をしていただければ、福利厚生の充実にもつながると思います。

以前受けた乳ガン検診で、先生はともかくマンモの担当が若い男性の方だった。その辺りの配慮が欲しい。胸を挟んだ

りするときに触られるのは抵抗があります。

特にない。

[健康サセボン]の企画がとても良い｡

ポイントが貯まるしゲーム感覚で楽しめる

広報など、よくされていると思うが、一般の人は、関心が無いので回覧板や地域の住民の口コミで知らせたらと思う。

又病院に行くのが、遠くて公共交通機関の利用と言われても、行けない。

子宮がん、乳がん検診しか受けたことがない。

他のがん検診は何歳から受けて、どれくらいの費用がかかるのか知りたい。

仕事を休めなくて、ガン検診を受診しない人たちがたくさんいるようです。市内全域の企業に対して、呼び掛け等の対

策が必要ではと考えますが？(パートの人たち)
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なかなか行かないのには、忙しい、費用が高額である、受けること自体が不安である、面倒くさい…のが主な理由の気

がします。

私は毎年受けますが、それでも病院に電話して予約をするのも毎回緊張します。一度予約が遅れていた時に病院から

「今年はどうしますか？」と電話をもらったり、特定健診を受けに行った時にまだ予約していないとどうしますか？と

声をかけてくれるので、無事に予約して受診できました。

全ての医療機関でできることではないかもしれませんが、余力があれば、何かで診察にきた患者さんに声をかけると

か、待合室に貼り紙をするとかするだけでも違うかもしれません。

公民館などで行われる市の検診には、電話だけでなく空きがいつあるか一目でわかるネット申し込みのシステムがあれ

ば、病院に行きづらい人でも申し込みやすく、受診者も増えると思います。

近くの病院でも安くか、無料で健診できたら

いいと思います

乳がん、子宮がん検診を受けるときに、依頼する医療機関でなかなか予約が取れず、実施が何ヶ月も先になってしまう

ことがここ数年続いていて、もしもガンに罹患していたら待っている間に進行してしまわないかと心配になる。私が知

らないだけかもしれないが、医療機関以外でも同様の検査が受けられたらいいなと思う。

今若者のがんも増えているため、実施日や実施内容などをSNSでもっと発信して情報が得られるようにして欲しい

癌検診を無料で受けられる年齢を決める必要があると思う。

平均寿命を超えている方にも受けさせるのはどうかと思う。

それなら若い女性が乳、子宮癌検診を無料で受けられるようにした方がよっぽどいい

5年に一度くらい完全無料（自己負担無し）にはならないですよね？

異常ありがあって検査、薬代がかなりかかる

少し援助願いたい。

途中で通院、止めしまう。

いつ実施されているのかがパッと分からない、

年齢によって

受けれる年とかあるのでしょうか？

乳癌や子宮癌検診は、予約が無くても受けられる病院があります。

でも私の周りでもそれを知らない人が多いです。

ネットでもいいので、この病院は予約がいる・いらない。とか曜日が決まっているとかの情報があれば空いた時間に気

軽に検診に行けるのではないかと思います。

特定検診を受診したことがない同期生が多いのに驚いています??

30～50歳代のいわゆる働きざかりの世代は、自覚症状が出ないと受診しないし、何か症状が出たとしても放置しがち。

若年者でも癌になること、死亡者もいることをわかっているつもりでも、なかなか自分におきかえて捉えづらいので、

佐世保市内での統計など場所も限局化した上で数値化されたデータを周知しないと検診率は上がらないのではと思う。

多少ショッキングなデータにはなると思うが、それぐらいでないとやはり他人事で、忙しいことを理由にして、検診の

行動には結びつかない。特に子どもを産んで数年の女性は、小さい子どもをかかえての検診が無理なので、せっかく長

崎県は合計特殊出生率が全国平均より高いのだからその人たちへの優しさがあると嬉しいなと思う。

私は若い時はガン検診を毎年受けていましたが、今は受けていません。検診を受ける事により、検査に引っかかれば

3ヶ月ごとに病院に通い時間と費用と不安にもなりと

、安心から遠ざかるような思いでした。検査でのわずかではあると言われているものの放射能汚染も気になります。今

は母子で子育て中なので、前より時間も経済的にも余裕はなく、何より何かあっても入院など考えられません。それよ

りも日本の科学調味料等の添加物の安全性や野菜の種子法や農薬の問題点を考える方が先なのかと考えます。口に入れ

る飲食物等の安全性も不安なままだと病気になるのも致し方無いのかと思います。ガンなどの病気にビクビクするより

も子供との時間を楽しみたいと思います。ありがとうございました。
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がん検診毎年受けています。

一回で済むようにしていますが予約が大変です。

半年前にしないと、空いていなかったりします。

あまりがんだ、がんだと大袈裟にならずに普通に検診が出来るような体制が必要です。誰でも好きな時間帯、日程で検

診出来るような人の体制づくりが行政も民間も一体にならないといけない。

病院へ行っても待ち時間が多く、時間がもったいないので完全予約で検診を受けたい。

予約していない人があとから来たのに先に受けた人がいたので、完全予約でお願いしたいです。

特にありません

先に述べたように土曜日曜の検診日、場所を増やして貰えば働き盛りの人達も行けると思います。

佐世保の中小企業では会社で健康診断をしてくれる会社はなかなかないと思うので自ら行ける機会を増やして欲しいと

思います。

先日、託児付き子宮ガン検診を始めてうけさせていただきました。いつも病院で男性の先生にみていただいているので

すが、すこし痛みがあるのが本当に嫌で行きたくありませんでした！

ところが当日は、女性の先生がいらっしゃり、女性ならではの丁寧な診察で優しく痛みが全くなく、感動してしまいま

した！

また予定外に歯科の診察まで無料でしていただけ、本当に気分よく帰ることができました^ - ^

ぜひ、また市役所でガン検診をしていただきたいと思っております。また女性だったらいいな、、、

是非、癌患者や癌で死亡する人が減少するように、広報活動や癌検診を推し進めていただきたい。

もっと検診の機会を増やし欲しい   近くの時に行こうと思っても予定があったりすると、行けなくなり、もう少し気軽

に行ける所機会があるといいと思う  (上の回答と一緒になりますが)

私のような貧乏人は医療を受けない自由を希望します。

特にない

若い人達の検診は、まだまだ少ないと思います。

どんな検診が、どんな年代から必要なのか、どのくらいの費用がかかるのか等、一目でわかるようにしてもらいたいで

す。

また、地区毎の病院も、一緒に載せてもらうと良いです。

年に一回、このようなチラシ？を見ますが、誕生日月等に受診したりするので、定期的に入れてくれたら助かります。

一カ所であらゆる検診が受けられる機会を増やして欲しい。理想は「彼処へ行けばいつでも､あらゆる検診が受けられ

る！」となることです。

検査用のバスなどを使い、利用しやすくする。

がん検診を年に一回のみ安く受けられるのでなく、二回に増やして欲しいです。

がん検診もだか、健康診断にも託児所があると育児中やシングルの親でも受診しやすいのではないかと思う。

特に、土日は預ける所もなく子供を連れて行くと迷惑をかけるのではないかなどと考えてしまいます。

それなら平日にとなると仕事を休んで行かなくてはいけなくなりその分給与が減る。親身な職場環境ならば良いがその

様な職場は滅多にない。

決められた日時に休みが取れない場合があるので、他の地区でも受けられるようにして欲しい（近隣地区）

もっと多くの佐世保市民に、ガンを知ってほしい。

先月、私はガンと宣告されました。

何も分からず、死の恐怖。

どのように、ガンと向き合えばよいか困っています。
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【問11】佐世保市のがん検診やがんに関する施策等について、ご意見があればお聞かせください。

検診が無料ならするが、お金がかかるので、行っていない。

乳がん検診も２０代からにして欲しいです。

どこでどのようにいくらでできるのかをSNSでも発信してくれると利用しやすい

癌検診も尿検査や血液検査で見つける事ができるようになり手軽に検診できる体制を市と医療機関が連携して取り組ん

で欲しいです

引っ越してきたばかりで何もわからないので、個別にでも詳しく教えていただきたいです。

乳がん検診を受けられる施設を増やして欲しいです。触診だけではなんとなく不安なので…

高額ではありますが、血液検査で数年間で癌になる可能性が分かるのがあります。この検査が受けやすく補助して貰え

れば家計にも身体的にも助かります。胃癌検診や大腸癌検診は結構 苦痛が伴うので。

仕事が平日休みがなく、子宮がん検診に行けない。たまたま休みがあっても、生理中だと受診できずにいる。

毎週日曜日に子宮がん検診が実施されると、生理の事を考えず気軽に受診できて助かります。

働いてるとなかなか受診出来ません。土日の受診がもっと出来ると助かります。

予約が出来ると時間に無駄が出ないと思います。

早期発見の重要性や、検診を受けて良かった事例などを、広報等で紹介していく。繰り返しの啓蒙活動が必要と思う。

また、無料で、身近な場所で、誰でも気軽に検診が受けられる環境と、その周知が必要と考える。

去年はじめて健診カーで受けました。少し狭いけどテキパキと担当者が指示して短時間で済みました。今年度も受けた

いと思います。

自分のことではありますが、検診を受けることに、敷居が高い人もいらっしゃると思います。検診を受ける体の部所に

より、痛みを伴ったりするのも受けにくい理由の１つかと思います。理想の話になってしまいますが、いつでも気軽

に、待つ時間が短く、痛みがない検診を早く受けられる日が来るといいなと、十数年ガンと共生している私は思いま

がん検診を受けた人の声を広報等に載せたら良い。（異常なしや初期で安心しました、など。進行していて後悔してい

るる、など）

がん＝死というイメージはなかなか拭えない状況かと思います。万一、がんに罹患しても早期ならば完治の可能性もあ

り生存率も上がっています。

がんに対するイメージを変えることも必要かと思います。他の自治体ではがんの啓蒙広報活動等、積極的に行っている

所もあり、自治体によって温度差があります。

私自身も、乳がんを罹患、全切除の経験があり現在再発防止の為に治療中です。

残念ながら、私の故郷である佐世保はまだまだではないかと思います。

フルで仕事している人は年休を取って検診に行かなくてはならず、なかなか行くことが出来ません。午後半休の人も中

にはいらっしゃると思うので午後から検診可能な病院を増やして頂けたら助かります。

(例)  協会けんぽ    8時30分から共済病院で検診

仕事が8時00分から5時00分までの人は休めない、行く機会を失う)

乳がんは、エコーとマンモ両方向から二枚撮れるようにしてほしい。

いつでも、何回でも受けられたらいい

佐世保市の巡回婦人科検診を受けています。

最初の問診の時に、みなさんが並んでいる一番前で大きな声で問診するのは大変嫌です。

仕事などの都合上利用していますが、もう少し配慮していただけないでしょうか？

どのような手続きをして、がん検診を受けられるのか、もう少し詳しく広報させぼに載せて欲しい

国保の人だけなのかといつも？になる。自分は扶養から外れて社会保険どけど、それでも対象なのかいつもわからな

い。会社の健康診断は胃ガンと大腸ガンはあるけど、子宮ガンと乳ガンは自分で毎年産婦人科で受けている。肺ガン等

その他も受けてみたい
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【問11】佐世保市のがん検診やがんに関する施策等について、ご意見があればお聞かせください。

自分の身の周りに癌患者がいるので、自分でも関心が高まっています。検診が受けやすくなる事に期待します。

がん施策に関してのご意見なのですが･･市内の学校や病院、公民館等にて「若い世代（10～30代）向けのガン教育

（※）」が、これまで以上に充実されると良いのではないかと思います。

その理由としましては、回答者自身が、20代で結婚を目前としながらも･･ガンが疑われ、お相手の方のガンへの理解不

足も重なり、結果として「破談」となってしまった、悲しい経験があるからです。

※･･ガンを発症した若者が主人公のDVD教材等を視聴し、各病状段階ごとに「自分だったら･･どういった治療を望む

か？周りからどんな風に接してもらったり、サポートしてもらいたいか？」を参加者一人一人が考え、意見共有する教

育内容等。

年齢で決めずに受けれるようにしてほしい。

大きい病院や婦人科の健診の予約が取りにくい。

検診を義務づける方法とかはどうですか

国民健康保険以外の人も、受けられますか？

健康診断に 無料で 全身の PET CT

検査を受けれるようにして欲しい

ガン検診の予約をしようと医療機関に連絡しても時期や病院によっては予約がいっぱいでできないということがあっ

た。また、仕事をしていると休んでまでと思ってしまい、検診を受けることをやめてしまうこともあると思います。

引っ越してきて半年、まだよくわかりません

がん検診の広報の際に、検診はどういうことをするのか、どのくらいの時間を要するのか（1日で終わるのか）など、検

診の詳細や受診までの流れが分かるとスケジュールも組みやすいし、受診前の漠然とした不安が解消されて受診率の向

上に繋がるのではないかと思います。

無料なのかわかりませんが、無料であれば行く人が増えるのでは？

土日に受けられるのならば積極的に受けたい

若年層の乳がん検診(エコーと触診)を実施して欲しいです。

結婚妊娠の高年齢化が進む中で、これから子供が欲しいと思ったその時に、安心して妊娠、出産、子育てできるように

子宮頸がん検診だけでなく、乳がん検診も受けておくべきだと思います。是非、市の検診で自己負担が少額で済むよう

に、若年層の乳がん検診に力を入れて欲しいです。お願いします。

若年層の乳がん検診(エコーと触診)を実施して欲しいです。

結婚妊娠の高年齢化が進む中で、これから子供が欲しいと思ったその時に、安心して妊娠、出産、子育てできるように

子宮頸がん検診だけでなく、乳がん検診も受けておくべきだと思います。是非、市の検診で自己負担が少額で済むよう

に、若年層の乳がん検診に力を入れて欲しいです。お願いします。

がん検診のことは広報誌などで一度は目にしたことがあるはず。

それなのに検診に行かないのは、少額でも有料だからだと思う。

一度でも癌になれば、がん検診は毎年受けるが、それ以外の人はなかなか自ら進んで行かないのではないか(会社にわざ

わざ休みをもらってまで行かない。休日をがん検診に使わない)

無償ならばと行く人はいると思う。

医師による検診の重要性などの説明会を行ってはいかがでしょう

痛くない検査が出てきて欲しい
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【問11】佐世保市のがん検診やがんに関する施策等について、ご意見があればお聞かせください。

私は、62歳で子宮がんの手術をしました。検診では異常なく安心してましたが突然出血

たいぶがんと診断、幸い早期発見、転移もありませんでした。けいぶ検診は安心出来ないと思いました。術後年一回17

年間診察にいきました。今、幸せな日々を過ごしています。

体操教室のサークルでｽﾄﾚｯﾁ&ダンスを楽しんでいます?

病院の予約がもう少し取りやすかったらいいと思う

現在30代前半。

広報に記載されている検診の表を確認するが、だいたいの検診は40歳からが多く、自分は検診を受けて良いのか?と

思ってしまう。もっとわかりやすい表にして欲しい。

また、電話予約となると、電話が苦手な私にとって、電話予約ならいいやと思いがち。インターネット予約や、予約不

要な検診があると気軽に行けそうな気がする。

佐世保市の乳癌検診については、女性医師が対応してもらえる病院が少なく、福岡県に行って検診を受けました。女性

疾患については女性医師の確保をお願いしたいです。男の人に検査されても、説得力もなく、女性偏見を持っている医

師もいます。よろしくお願いします。

対象となる人に案内を個別に送る

もっと広く市民に検診をうける機会があればいいと思います

平等に！社保だと通知も来ないので職場が実施していないと実費で受けなければなりません

がん検診が気軽に受けられる病院が増えるといいと思います

検診を受けたら、何らかのメリットがあるような制度をもうけるなど。

例えば、買い物の割引特典や、無料のサービスなど。

がん検診の通知封書を頂きますけど

検診する病院が指定されていたりするので、行った事の無い病院に行くのがおっくうに成り今まで行った事がありませ

ん。

市の特別検診を受診をしているので別にガン検診を受ける必要？があるのでしょうか

もっと個別に町内会で検診に行かれたかを確認するとか。無料で気軽にいける体制をとらないと行かないと思います。

検診の中には2年に1回の受診をすすめているものもありますが、病院では毎年受けないと手遅れになるケースもあるら

しく、私は息子の誕生月にまとめて受けるようにしてます。

自分の誕生月だと忘れにくいかと思うので、誕生月に受けるように広めたらいかがでしょうか。

若い世代の方は受診することを身近には感じてないので、会社で受ける検診の項目に入れて、自己負担ありでも早い年

齢から受診させた方がいいと思います。

インターネットで検診の項目毎に佐世保市で受診できる病院を検索できて、そのまま予約ができると助かります。

検診の流れなどの詳しい情報も知りたいです。

乳がん検診はマンモと触診と2回受けるんですが、受ける順番を間違えると3回足を運ぶことになり、億劫になりまし

た。そういう説明も先にわかるようにしてもらいたいです。

予約時間での待ち時間の短縮

もっと検査方法の精密化

気軽に受けられるような雰囲気づくりは大事だと思います。

他の健康に関する催し物と一緒に開催したり、検診をうけたらポイントが付くとかの楽しい催しも必要かと。

癌については、年齢を重ねるごと関心は高くなっているが、まだ、自分は、大丈夫だと思っているが、反面、もしかし

たらという気持ちもあります。もちろん、自己管理のなかで、検診などきがけてやらないと思いますが、少しは、強制

的に検診を受けなければいけない環境を作ることができれば、本人も自覚を持っていけると思います。自分なりに頑

張ってみます。
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【問11】佐世保市のがん検診やがんに関する施策等について、ご意見があればお聞かせください。

癌は早期で発見できれば生存率も高くなるので、早期発見・早期治療が何より大切だと伝えることが必要だと思いま

す。

異常があってからでは遅いのです。

「健康サセボーン」のチェック項目に癌検診を受診したらチェックというのがあり、12月まで、キャンペーンをされて

いるので、今後も、このような取り組みをされると受診?が、増えるかもしれないですね。

20歳代でも検診の補助があれば有難いです。

がん検診を受けたら何かしらのプレゼントがある。

検診率を上げるならば、病院に足を運んだ機会を逃さない。

費用や保険請求など、取り組むには難しいでしょうが

検診に対して意識が強くなければ、自ら行くことは、難しいのでは。

それであれば、病院に来た理由はどんな形でもその機会を逃さないようしてはどうでしょうか？

問１０でチェックを入れましたが車がないので、相浦等でされても行きにくいです。体育文化館(車の方は駐車場代がか

かりますが)や、保健所などで数種類の検診が受けられたら助かります。

以前、柚木のJAでされた時は助かりました(今度は仕事で行けず残念です)

時期も２ヶ月前とかにわかれば休みも取りやすいので助かります。色々申し訳ありません

検診関連職業の方のため、土日や夜間は止めて欲しい。自己管理のもと、受診するのが当たり前。

以前総合グラウンドでの検診を受けた時、レントゲン車で透明なカーテンだけで外から丸見えの状態で『服を脱いでく

ださい』と簡単に言われました。

外から見えるから。と伝えたところもう一枚のカーテンを閉めてくださいましたが、雑で閉めたとはいい難い状態でし

た。

授乳中でも乳がん検診が受けられるのかわからない。40代はマンモになっているが、エコーにするには料金はどうなる

のか分かるようにしてほしい。受けられる施設を明確にしてほしい。どこに電話をしたらいいのかわからない。

受けられる場所が、さらに身近な所になると良いと思います。

学校からのチラシで、このアンケートを知りました。

子どもが、まさかのチラシを持って帰ってきた！と思いましたか、意外な方向からの活動みつながっていくのだなと感

心しました。

予約での受診はこれまでとおり行うが、受診があっていること自体を知らない人もいるので、何かイベントなどがあっ

ている会場の近くで、予約なしで受診できる日を1,2回設けてみるといいかもしれません。（〇才児検診とかの日に託児

所を設けて、とかに）

若年層（自分の娘にも該当する）は興味がない。カーボンが届いても、開封さえしていなかった。成人式で案内しては

どうか？

佐世保は低所得者ばかり。私もですが毎日食べていくだけで精一杯です。

検診に行きたくても仕事で毎日クタクタになり休み日はダウンしてます。

ガンになって死んでも仕方ないとも思ってます。貧困層に気軽に検診に行ける場をもっと設けていただきたいです。

会社の健康診断で強制的にガン検診できたらいいのにと思います。

年一で個人的に乳がん検診をうけてます。市からの無料の期間に、年一の個人的な検診も、その年だけでもいいので、

個人への無料案内の通知に病院にそれを出せば、市が全額なりいくらかなり負担するとかなってればいいのに、と電話

で問い合わせた時に思いました。その年の無料検診枠の中に私も入っているのに…。

2020年から実用化される、線虫を用いたがん検診を取り入れてほしい。女性特有の乳がんや子宮がんは、検査時の苦痛

が大きく、受診をためらわせる要因となっている。

検診が楽に受けられるように、線虫検査など取り入れて欲しい
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