
資料10－２　調査項目整理表【都民意識調査】

セクション No. 設問文 選択肢 回答方式 観点 設問の視点 方向性(案) 設問の狙い・現計画取組・追加/修正の趣旨
委員ご意見

(お気付きの点があればご記入ください)

1．基本情報 0

上記のとおり本アンケートは、がんに対する意識等について、お伺いする内容となっておりま

す。 そうした内容に対して、ご不快に感じる方は、無理にご協力いただかなくても構いませ

ん。 モニター規約でもお願いしていますが、本アンケートの内容や情報に関しては、第三者に

口外しないようにお願いいたします。（インターネットの掲示板やホームページ等にアップ

ロードすることも含みます。）

・協力できる

・協力できない
択一 基本情報 0.前提確認 据え置き

1．基本情報 1 あなたの年齢をお知らせください。 択一 基本情報 0.前提確認 据え置き

1．基本情報 2 あなたの性別をお知らせください。 ・男性　・女性 択一 基本情報 0.前提確認 据え置き

1．基本情報 3 あなたのお住まいをお知らせください。 ・東京都内　・東京都外 択一 基本情報 0.前提確認 据え置き

1．基本情報 3(2)
問３で「東京都内」と回答された方にお聞きします。

お住いの区市町村はどこですか。
択一 基本情報 0.前提確認 据え置き

1．基本情報 4 あなた自身はこれまで、「がん」になられたことがありますか。 ・ある　・ない 択一 基本情報 0.前提確認 据え置き

1．基本情報 5 あなたの周りで「がん」になられた方がいますか（いましたか）。 ・いる　・いない 択一 基本情報 0.前提確認 据え置き

1．基本情報 5(2)
問５で「いる」と回答された方にお聞きします。

その「がんと診断された方」とあなたとの関係は何ですか。

・配偶者　・両親　・兄弟（姉妹）　・祖父母

・子ども　・その他の親戚　・友人、同僚　・その他
複数選択 基本情報 0.前提確認 据え置き

2．がん医療に対する認識 6①
「がん」について、あなたのお考えを聞かせ下さい。

がんは治る病気である
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 がん医療 2.課題の有無 据え置き

【補足】

第二次改定計画における重点指標

2．がん医療に対する認識 6②
「がん」について、あなたのお考えを聞かせ下さい。

がんの痛みは取り除くことができる
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 がん医療 2.課題の有無 削除

前回調査における調査項目であるが、結果の活用想定が

ないため削除

3．がん罹患に対する認識 6③
「がん」について、あなたのお考えを聞かせ下さい。

自分はがんにならないと思っている
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

2．がん医療に対する認識 6④
「がん」について、あなたのお考えを聞かせ下さい。

多くのがんは早期発見により治療が可能である
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

3．がん罹患に対する認識 6⑤
「がん」について、あなたのお考えを聞かせ下さい。

がんにならないためには生活習慣の改善が重要である
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 一次予防 2.課題の有無 据え置き

2．がん医療に対する認識 6⑥
「がん」について、あなたのお考えを聞かせ下さい。

がんになっても治療しながら働くことは可能である
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 共生 2.課題の有無 据え置き

2．がん医療に対する認識 追加
（6⑥であまり思わない、思わないを回答した人のみ）

回答の理由をお聞かせください。

・周囲に治療と仕事を両立している人がいないから

・体力的に難しいと思うから

・自分の職場では入院や通院目的の休暇が取りづらいから

・治療をしながら働くことについて職場の理解がなさそうに思うから

・業務量の調整など、業務上の配慮を得ることが難しいと思うから

択一 共生
3.課題深掘り/

ニーズ調査
追加

【設問追加趣旨】

都民が「治療と仕事は両立できない」と認識している原

因を確認し、今後の両立促進に向けた方策の検討の参考

とする

2．がん医療に対する認識 6⑦
「がん」について、あなたのお考えを聞かせ下さい。

がんの治療には高額な医療費がかかる
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 がん医療 2.課題の有無 削除

前回調査における調査項目であるが、結果の活用想定が

ないため削除

3．がん罹患に対する認識 7①
「がん」に関する次のことについて、知っていますか。

日本人のおおよそ二人に一人ががんになる
・知っている　・知らない 択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

3．がん罹患に対する認識 7②
「がん」に関する次のことについて、知っていますか。

がんになる人は高齢になるほど増加する
・知っている　・知らない 択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

3．がん罹患に対する認識 7③
「がん」に関する次のことについて、知っていますか。

若い世代では男性より女性のほうががんになる人が多い
・知っている　・知らない 択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

2．がん医療に対する認識 7④
「がん」に関する次のことについて、知っていますか。

がんの治療方法は手術以外にもある
・知っている　・知らない 択一 がん医療 2.課題の有無 削除

前回調査における調査項目であるが、結果の活用想定が

ないため削除

3．がん罹患に対する認識 8 あなたが「がん」の原因と思う項目を３つ選択してください。

・たばこ　・添加物や農薬　・環境ホルモン　・大気汚染

・細菌・ウイルス　・かたよった食生活　・運動不足　・肥満

・職場での有害物質（アスベスト等）接触　・飲酒　・ストレス　・遺伝

複数選択

(３つまで)
一次予防 1.取組評価 据え置き

3．がん罹患に対する認識 9 あなたが「がん」の危険性を高めると思う項目を３つ選択してください。

・たばこを吸う習慣があること

・他人のたばこの煙を吸うこと（受動喫煙）

・野菜・果物の摂取が不足すること　・お酒を飲みすぎること

・塩分を摂り過ぎること　　　・飲食物を熱い状態で摂ること

・赤肉（牛・豚の肉）や保存・加工肉を摂り過ぎること

・運動不足であること　　・太り過ぎや痩せすぎること

・放射線に被曝すること

複数選択

(３つまで)
一次予防 1.取組評価 据え置き

4．がん検診に対する認識 10①
がん検診についてお聞きします。 がん検診は何歳から受ければいいと思いますか。

それぞれのがんについて、あてはまる年代を選択してください。 胃がん

・19歳以下　・20歳代　・30歳代　・40歳代　・50歳代

・60歳代　・70歳以上
択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

4．がん検診に対する認識 10②
がん検診についてお聞きします。 がん検診は何歳から受ければいいと思いますか。

それぞれのがんについて、あてはまる年代を選択してください。肺がん

・19歳以下　・20歳代　・30歳代　・40歳代　・50歳代

・60歳代　・70歳以上
択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

4．がん検診に対する認識 10③
がん検診についてお聞きします。 がん検診は何歳から受ければいいと思いますか。

それぞれのがんについて、あてはまる年代を選択してください。大腸がん

・19歳以下　・20歳代　・30歳代　・40歳代　・50歳代

・60歳代　・70歳以上
択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

4．がん検診に対する認識 10④
がん検診についてお聞きします。 がん検診は何歳から受ければいいと思いますか。

それぞれのがんについて、あてはまる年代を選択してください。 子宮頸がん

・19歳以下　・20歳代　・30歳代　・40歳代　・50歳代

・60歳代　・70歳以上
択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

4．がん検診に対する認識 10⑤
がん検診についてお聞きします。 がん検診は何歳から受ければいいと思いますか。

それぞれのがんについて、あてはまる年代を選択してください。乳がん

・19歳以下　・20歳代　・30歳代　・40歳代　・50歳代

・60歳代　・70歳以上
択一 二次予防 2.課題の有無 据え置き

4．がん検診に対する認識 11 がん検診を受診する際、どのような機会で受診したいですか。
・区市町村のがん検診　・職場のがん検診

・人間ドックなど個人的に医療機関で受診　・その他
択一 二次予防

3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

4．がん検診に対する認識 12 がん検診は健康な人が受けるものであることを知っていますか。 ・知っている　・知らない 択一 二次予防 1.取組評価 据え置き

4．がん検診に対する認識 13(1)① がん検診にはメリットとデメリットがあることを知っていますか。 ・知っている　・知らない 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 13(2)②

次の項目は、がん検診のメリット・デメリットのどちらだと思いますか。

項目ごとに、いずれかを選択してください。

早期発見でき、早めに治療ができる

・メリット　・デメリット 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

【H列「方向性(案)」について】

「追加」 …H28年度調査においては存在せず、この度、第三次計画改定に向けて新たに確認をしたいと考えているもの 「据え置き」…H28年度に実施した調査における調査項目であり、設問文及び選択肢を据え置くもの

「修正」 …H28年度調査における調査項目であり、設問文ないし選択肢を修正するもの 「削除」 …H28年度調査の設問であるが、今回においては調査から除外するもの
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4．がん検診に対する認識 13(2)③

次の項目は、がん検診のメリット・デメリットのどちらだと思いますか。

項目ごとに、いずれかを選択してください。

がんになる前の状態（ポリープ等）を発見し、治療することでがんを防止できる

・メリット　・デメリット 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 13(2)④

次の項目は、がん検診のメリット・デメリットのどちらだと思いますか。

項目ごとに、いずれかを選択してください。

「がんがない」ことを確認でき、安心できる

・メリット　・デメリット 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 13(2)⑤

次の項目は、がん検診のメリット・デメリットのどちらだと思いますか。

項目ごとに、いずれかを選択してください。

検診でがんが100％見つかるわけではない

・メリット　・デメリット 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 13(2)⑥

次の項目は、がん検診のメリット・デメリットのどちらだと思いますか。

項目ごとに、いずれかを選択してください。

 検診で「がんの疑い有」とされ、精密検査を受けたらがんではなかった

・メリット　・デメリット 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 13(2)⑦

次の項目は、がん検診のメリット・デメリットのどちらだと思いますか。

項目ごとに、いずれかを選択してください。

検査による放射線被曝

・メリット　・デメリット 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 14 あなたが、もし、がん検診で「要精密検査」とされた場合、精密検査を受けますか。 ・受ける　・受けない 択一 二次予防 1.取組評価 削除
別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 14(2)
問14で「受けない」と回答された方にお聞きします。

精密検査を受けない理由は何ですか。

・忙しいから（仕事、家事、育児、介護等）

・自覚症状が無いので、大丈夫だと思うから

・がんが見つかったら怖いから

・心配になったらいつでも医療機関を受診できるから

・精密検査をどこで受ければいいか分からないから

・費用が高いから

・その他

複数選択 二次予防
3.課題深掘り/

ニーズ調査
削除

別途実施する「がん予防・検診等実態調査」にて確認す

るため

4．がん検診に対する認識 15 がん検診について、東京都からどのような情報が得られるとよいと思いますか。

・専門用語の説明やデータの見方の説明

・がん検診受診率等の過去数年間の変化

・がん検診に関する自治体の取組が比較できる情報

・がん検診に関する最新の文献・研究論文の紹介

・その他

択一 二次予防
3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

5．肝炎ウイルスについて 16 あなたは「肝炎ウイルス」を知っていますか。 ・内容を知っている　・聞いたことがある　・知らない 択一 二次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 17①
「肝炎ウイルス」について、あなたのお考えをお聞かせ下さい。

肝炎から肝硬変、肝がんになる可能性がある
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 二次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 17②
「肝炎ウイルス」について、あなたのお考えをお聞かせ下さい。

肝炎になっても自覚症状はない
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 二次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 17③
「肝炎ウイルス」について、あなたのお考えをお聞かせ下さい。

 肝炎になったら治らない
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 二次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 17④
「肝炎ウイルス」について、あなたのお考えをお聞かせ下さい。

肝炎は、咳、抱き合う及び食器の共有など通常の社会生活では感染しない
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 一次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 17⑤
「肝炎ウイルス」について、あなたのお考えをお聞かせ下さい。

近年、若年層を中心に性感染等によるＢ型肝炎の感染が増加している
・そう思う　・多少思う　・あまり思わない　・思わない 択一 一次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 18 あなたはこれまでに、肝炎ウイルス検査を受けたことがありますか。 ・受けたことがある　・受けたことがない　・分からない 択一 二次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 18(2)
問18で「受けたことがある」と回答された方にお聞きします。

 あなたが受けたことがある肝炎ウイルス検査はどの検査ですか。

・Ｂ型肝炎ウイルス検査　・Ｃ型肝炎ウイルス検査

・Ｂ型肝炎ウイルス検査とＣ型肝炎ウイルス検査の両方

・分からない、憶えていない

択一 二次予防
3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

5．肝炎ウイルスについて 18(3)
問18で「受けたことがある」と回答された方にお聞きします。

 検査はどこで受けましたか。

・区市町村の施設（保健所、保健センター、役所等）

・肝炎検査を受検することを目的として行った医療機関（病院・診療所）

・肝炎検査以外の目的で行った医療機関（病院・診療所）

・職場内　・日本赤十字社の血液センター（献血ルーム等を含む）

・その他　・分からない、憶えていない

複数選択 二次予防
3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

5．肝炎ウイルスについて 18(4)
問18で「受けたことがない」と回答された方にお聞きします。

あなたが検査を受けない理由はなんですか。

・忙しいから　　・検査に行くのが面倒だから

・費用がかかるから　・検査ができる場所が分からないから

・検査方法を知らないから　・職場の検診内容に無かったから

・自分は感染していないと思うから　・悪い結果を言われるのがこわいから

・心配なときはいつでも医療機関を受診できるから

・夜間や休日などに受診できないから　・その他

複数選択 二次予防
3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

5．肝炎ウイルスについて 19 お住まいの区市町村で肝炎ウイルス検査を受けることができるのを知っていますか。 ・知っている　・知らない 択一 二次予防 1.取組評価 据え置き

5．肝炎ウイルスについて 20 肝炎ウイルス検査を受けるとしたら、どのような機会に受けたいですか。

・住民（区市町村）健診と合わせて受けたい

・職場の健診と合わせて受けたい　・人間ドックで受けたい

・その他

択一 二次予防
3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

6．がん教育 21

多くの人ががんにかかっているにも係わらず、大人も含めてがんに関する正しい知識を得る機

会は多くはありません。そのため、学校での健康教育の中で、子どもの頃から、がんに対する

正しい知識とがん患者に対する正しい認識をもつよう、国において「がん教育」の実施に向け

た取組が進められています。 こうした教育は必要だと思いますか。

・必要だと思う

・必要だと思わない

・分からない

択一 がん教育
3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

6．がん教育 21(2)

問21で「必要だと思う」と回答された方にお聞きします。

 がんを正しく知り（理解し）、予防に活かすために、子どもに対する「がん教育」をいつから

始めるのがふさわしいと思いますか。ふさわしいと思う時期を選択してください。

・小学校低学年から　・小学校中学年から

・小学校高学年から　・中学生から

・高校生から　　　　・大学生以上

択一 がん教育
3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き



資料10－２　調査項目整理表【都民意識調査】

セクション No. 設問文 選択肢 回答方式 観点 設問の視点 方向性(案) 設問の狙い・現計画取組・追加/修正の趣旨
委員ご意見

(お気付きの点があればご記入ください)

【H列「方向性(案)」について】

「追加」 …H28年度調査においては存在せず、この度、第三次計画改定に向けて新たに確認をしたいと考えているもの 「据え置き」…H28年度に実施した調査における調査項目であり、設問文及び選択肢を据え置くもの

「修正」 …H28年度調査における調査項目であり、設問文ないし選択肢を修正するもの 「削除」 …H28年度調査の設問であるが、今回においては調査から除外するもの

資料10－２

7．医療提供体制等について 22

あなた自身や家族が「がん」になった場合、どういった環境が整っていることが望ましいと思

いますか。

次の選択肢のうち最も望ましいと思うものから順に、選択肢の隣の□に１⇒２⇒３と数字を記

入してください

・専門的な治療を提供する機器や施設を備えた病院が整備されていること

・がん医療について専門的な知識を有する医師や看護師などの医療従事者がい

ること

・がんによる身体的苦痛や精神的な不安をすぐに軽減してくれること

・がん患者や家族が、治療法や不安なことを気軽に相談したり、情報を収集す

るための窓口があること

・高度ながん医療を提供する病院、地域の病院、かかりつけ医（身近で気軽に

相談できる医療機関）などが連携し、安心して受診や転院ができる体制が整っ

ていること

・住み慣れた家庭や地域で療養ができるような在宅医療の体制が整っているこ

と

複数選択

(３つまで)
がん医療

3.課題深掘り/

ニーズ調査
修正

【修正内容】

選択肢を統廃合（９個→６個）

7．医療提供体制等について 23 がん医療は以前よりも進歩していると感じますか（思いますか）。 ・そう思う　・そう思わない　・思わない 択一 がん医療 (趣旨不明) 削除
前回調査における調査項目であるが、結果の活用想定が

ないため削除

7．医療提供体制等について 24

がんの治療においては、緩和ケアも重要な治療です。 「緩和ケア」について、どのようなイ

メージがありますか。

選択肢１～２から１つ、選択肢３・４から１つ、あてはまると思うものをそれぞれ選択してく

ださい。

（緩和ケアの内容）

1.「緩和ケア」は、がんやがんの治療による身体の痛みを軽減することである

2.「緩和ケア」は、がんの治療などによる身体の痛みだけでなく、不安などの

精神的苦痛や、医療費・仕事などに関する社会的苦痛による痛みやつらさを軽

減することである

（緩和ケアを受ける時期）

3.「緩和ケア」は、がんが進行し、治療ができなくなった場合の最後の手段で

ある

4.「緩和ケア」は、がんと診断された時から受けられるものである

複数選択 緩和ケア (趣旨不明) 修正

【修正内容】

選択肢の対比が際立つ形とするため文言修正（①②は内

容について、③④は開始時期について）、一部選択肢を

削除

【補足】

第二次改定計画における重点指標

7．医療提供体制等について 追加

個人のゲノム情報をはじめとした各種オミックス検査情報をもとにして、その人の体質や病状

に適した医療を行うことを「ゲノム医療」といいます。あなたはゲノム医療を知っていました

か。

・知っていた　・聞いたことはあるが内容は知らなかった　・聞いたことがな

かった
択一 ゲノム 1.取組評価 追加

【現計画上の取組】

分野別取組　Ⅲ２(2)③

がんゲノム情報に関する普及啓発等の検討

7．医療提供体制等について 25
あなたがもし「がん」になり、人生の最終段階（終末期）を迎えることとなった場合、終末期

をどこで過ごしたいと思いますか。

１．医療機関（緩和ケア病棟除く）　２．医療機関（緩和ケア病棟）　３．介

護施設　４．自宅
択一 緩和ケア

3.課題深掘り/

ニーズ調査
修正

【修正内容】

「患者・家族調査」と選択肢を統一

8．小児がんについて 26②

「小児がん」とは、１５歳以下の小児に発生するがんの総称です。

 小児がんは、大人がかかるがんとは異なる特徴が多くあります。 小児がんに関する次のことに

ついて、知っていますか。

1.小児がんは、大人のがんに比べてかかる人が少なく、希少ながんである

2.大人に多い胃がんや肺がんなどは、小児がんではほとんど見られない

3.小児がんは医療の進歩により、多くの人（７０～８０％）が治ると言われて

いる

4.小児がんは大人のがんに比べて進行が速い

5.小児がん患者では、薬や放射線などの治療による副作用により、治療が終

わったあとに、成長や神経麻痺、合併症が現れたり、新たながんが引き起こさ

れることがある

複数選択 小児がん 2.課題の有無 据え置き

9．情報収集 27
あなたやあなたの身近な人がもし、がんになられた場合、がんに関する情報をどのように収集

すると思われますか。

・インターネット　・出版物（書籍・新聞等）

・テレビ　　　　　・その他
択一 情報発信

3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

9．情報収集 27(2)
問27で「インターネット」と回答された方にお聞きします。

 あなたは、どのようなウェブサイトを確認すると思われますか。（３つまで選択可）

・行政のウェブサイト

・がんの専門病院やがんの治療実績のある病院のウェブサイト

・医師や学者が執筆したウェブサイト

・がん経験者や患者団体のウェブサイト

・がんに関する情報を集める様々な情報をとりまとめたウェブサイト

・その他

複数選択

(３つまで)
情報発信

3.課題深掘り/

ニーズ調査
据え置き

10.　がん登録 28

「全国がん登録」とは、医療機関等から全国のがんの罹患情報等を集約し、がんの発病、死亡

に至るまでの情報を収集・分析することによって、予防や検診も含めたがん対策の効果的な計

画・企画や評価に役立てるものです。 あなたは「全国がん登録」を知っていますか。

・内容を知っている

・聞いたことはあるが内容は知らない

・知らない

択一 がん登録 (趣旨不明) 削除
前回調査における調査項目であるが、結果の活用想定が

ないため削除

10.　がん登録 29
全国がん登録を進めることによってあなたは何を期待しますか。（もっとも期待する項目をひ

とつ選択してください。）

・がん罹患率や生存情報の公開　・がん検診の実効性の検証

・がん医療の質の向上　・地域の実情に合わせたがん医療の普及

・その他

択一 がん登録
3.課題深掘り/

ニーズ調査
削除

前回調査における調査項目であるが、結果の活用想定が

ないため削除

10．その他 30
 がんに関する予防、早期発見、医療など、がん対策に関するご意見を自由に記載ください（具

体的に記載してください）
自由記述 ー ー 据え置き


