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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

2009 年 10 月 30 日 

報道関係者 各位 

ソニー損害保険株式会社 

 

～ソニー損保、「がん検診に関する意識調査」～ 

 

「「「「女性女性女性女性のののの 3333 人人人人にににに 1111 人人人人がががが、、、、一生一生一生一生のうちにがんとのうちにがんとのうちにがんとのうちにがんと診断診断診断診断されるされるされるされる確確確確率率率率があるがあるがあるがある」」」」    
ということをということをということをということを「「「「知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった」」」」女性女性女性女性 59.659.659.659.6％％％％    

    
「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診はははは受受受受けたことがないけたことがないけたことがないけたことがない」」」」女性女性女性女性 65.8%65.8%65.8%65.8%、、、、男性男性男性男性 86.4%86.4%86.4%86.4%    

    
がんがんがんがん検診検診検診検診をををを受受受受けないけないけないけない理由理由理由理由のののの 1111 位位位位    

女性女性女性女性「「「「検診検診検診検診をををを受受受受けるけるけるけるタイミングタイミングタイミングタイミングがわからないがわからないがわからないがわからない」」」」    
    男性男性男性男性「「「「今今今今のところのところのところのところ特特特特にににに体体体体にににに異常異常異常異常がみられないがみられないがみられないがみられない」」」」    

    
自分自分自分自分のののの健康健康健康健康にににに不安不安不安不安をををを感感感感じたじたじたじた際際際際のののの情報収集源情報収集源情報収集源情報収集源ののののトップトップトップトップ「「「「PCPCPCPC ののののインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイト」」」」    

利用利用利用利用サイトサイトサイトサイトはははは 1111 位位位位「「「「Yahoo!Yahoo!Yahoo!Yahoo!知恵袋知恵袋知恵袋知恵袋」」」」2222 位位位位「「「「医師医師医師医師････病院病院病院病院などのなどのなどのなどの HPHPHPHP」」」」3333 位位位位「「「「WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia」」」」    

    

国国国国やややや自治体自治体自治体自治体にににに求求求求めることめることめることめること「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診費用費用費用費用をををを無料無料無料無料 orororor もっともっともっともっと安安安安くくくく！！！！」」」」    

    
ガ ン 重 点 医 療 保 険 SURE<シ ュ ア >を 販 売 す るソニー損害保険株式会社（URL：

http://www.sonysonpo.co.jp/ 本社：東京都大田区蒲田 5-37-1 アロマスクエア 11F、代表

取締役社長 山本真一）は、2009 年 10 月 19 日～10 月 20 日の 2 日間、15 歳～49 歳の男女

で、“がんになった経験がない人”に対し、「がん検診に関する意識調査」をインターネット

リサーチで実施し、1,000 名の有効回答を得ました。 

 

    

    

    

◆◆◆◆「「「「女性女性女性女性のののの 3333 人人人人にににに 1111 人人人人がががが、、、、一生一生一生一生のうちにがんとのうちにがんとのうちにがんとのうちにがんと診断診断診断診断されるされるされるされる確確確確率率率率があるがあるがあるがある」」」」ことをことをことをことを知知知知らなからなからなからなか

ったったったった女性女性女性女性 59.659.659.659.6％％％％    

◆◆◆◆「「「「男性男性男性男性のののの 2222 人人人人にににに 1111 人人人人がががが、、、、一生一生一生一生のうちにがんとのうちにがんとのうちにがんとのうちにがんと診断診断診断診断されるされるされるされる確確確確率率率率があるがあるがあるがある」」」」ことをことをことをことを知知知知らならならならなかかかか

ったったったった男性男性男性男性 76.676.676.676.6％％％％    

    

国立がんセンターによれば、一生涯でのがんの累積罹患リスク（ある年齢までにある病気と診

断されるおおよその確率）は、男性では約 2人に 1人、女性では約 3人に 1 人とのことですが、

“がんになった経験がない人”全回答者 1,000 名（男性 500 名、女性 500 名）に対し、自分の性

別の一生涯でのがんの累積罹患リスクが上記の割合であることを知っているか聞いたところ、知

らなかった人は女性で 59.6%、男性では 76.6%となり、男性より女性のほうががんになるリスク

を認知している一方、まだまだ多くの方が、がんについて十分に理解していないという結果にな

りました。 

（図 1） 
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

    

 

◆◆◆◆「「「「がんがんがんがん検診検診検診検診はははは受受受受けたことがないけたことがないけたことがないけたことがない」」」」女性女性女性女性 65.8%65.8%65.8%65.8%、、、、男性男性男性男性 86.4%86.4%86.4%86.4%    

◆◆◆◆がんがんがんがん検診検診検診検診をををを受受受受けないけないけないけない理由理由理由理由のののの 1111 位位位位    

女性女性女性女性「「「「タイミングタイミングタイミングタイミングがわからないがわからないがわからないがわからない」」」」、、、、男性男性男性男性「「「「今今今今のところのところのところのところ特特特特にににに体体体体にににに異常異常異常異常がみられないがみられないがみられないがみられない」」」」    

 

全回答者 1,000 名に、がんの検診を受けたことがあるかを聞いたところ（単一回答形式）、「定

期的に受けている」9.9％、「受けたことがある」14.0％、「受けたいと思っているが、受けたこ

とがない」40.8％、「受けたいと思っておらず、受けたことがない」35.3%となり、8 割近くの人

が検診を受けたことがないと回答しました。厚生労働省が掲げている『がん検診受診率 50%達成』

にはまだ時間がかかるようです。 

年代別にみると、『受けたことがある』（「定期的に受けている」と「受けたことがある」の合

計）と回答した 10 代は 2.0%、20 代は 12.8%、30 代は 24.8%、40 代は 56.0%となり、受診率 50%

を超えているのは 40 代のみとなっています。 

男女別にみると、『受けたことがない』（「受けたいと思っているが、受けたことがない」と「受

けたいと思っておらず、受けたことがない」の合計：以下同じ）と回答した女性は 65.8%、男性

は 86.4%、と、受診経験では 20 ポイント以上も差が出ました。特に男性は「受けたいと思って

おらず、受けたことがない」が 44.4%と、がん検診自体を受けたいと思わない人が多いようです。

（図 2） 

 

一方で、がんにならないか不安に思うことがあるかを聞いたところ、「非常に不安である」

18.2％、「やや不安である」39.6％と、半数以上が不安に感じているという結果になりました。

（図 3）不安に感じているにもかかわらず、がん検診の受診にはつながらないようです。 

 

『受けたことがない』と回答した 761 名に、検診を受けない理由について聞いたところ（複数

回答形式）、女性の 1位は「検診を受けるタイミングがわからない」47.1%、男性の 1位は「今の

ところ特に体に異常がみられない」40.0%となっており、ここでも男性と女性の違いが見られま

した。 

また、女性においては、「異性の医師に診察されることに抵抗がある」が 15.5%あり、女性医

師による検診が受けられる医療機関の拡充や医療機関情報の提供が今後求められそうです。(図

4) 

 

    

    

◆◆◆◆自分自分自分自分のののの健康健康健康健康にににに不安不安不安不安をををを感感感感じたじたじたじた際際際際のののの情報収集源情報収集源情報収集源情報収集源トップトップトップトップ「「「「PCPCPCPC ののののインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイト」」」」    

◆◆◆◆利用利用利用利用サイトサイトサイトサイトはははは 1111 位位位位「「「「Yahoo!Yahoo!Yahoo!Yahoo!知恵袋知恵袋知恵袋知恵袋」」」」2222 位位位位「「「「医師医師医師医師････病院病院病院病院などのなどのなどのなどの HPHPHPHP」」」」3333 位位位位「「「「WikipediaWikipediaWikipediaWikipedia」」」」    

全回答者 1,000 名に、自分の健康状態に不安を感じた際、どうやって情報収集をするかを聞い

たところ（複数回答形式）、1 位が「PC のインターネットサイト」49.5%となり、次に「家庭の医

学などの本」30.1%、「家族」25.3%、「携帯のインターネットサイト」23.8%という結果になりま

した。（図 5-1） 

男女別にみると、男性よりも女性のほうが「携帯のインターネットサイト」で調べるとの回答

が 10 ポイント以上高くなっている点が特徴的です。 

次に、PC や携帯のインターネットで情報収集したことがある 600 名に、使用したサイトを聞

いたところ、最も多く使われているのは、「Yahoo!知恵袋」で 55.5％という結果となりました。

2 位以下は、「医師･病院などの HP」34.0%、「Wikipedia」31.8%、「Yahoo!ヘルスケア」25.2%、「教

えて!goo」20.5%、「病気と症状.com」13.0%となっています。（図 5-2） 
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

◆◆◆◆ガンガンガンガン・・・・医療保険加入率医療保険加入率医療保険加入率医療保険加入率    20202020 代以上代以上代以上代以上はははは 2222 人人人人にににに 1111 人人人人    

全回答者 1,000 名に、ガン保険や医療保険に加入しているかを聞いたところ（単一回答形式）、

「加入している」との回答は 58.4％となりました。年代別に加入率をみると、10 代 36.4%、20

代 50.4%、30 代 66.8%、40 代 80.0%となり、20 代以上は 2人に 1人が加入していることがわかり

ました。(図 6-1) 

 

また、ガン保険や医療保険に加入していない 416 名に加入していない理由を聞いたところ（複

数回答形式）、多い順に「加入するきっかけがない」40.1%、「保険料の負担感が大きい」36.3%、

「どの会社のガン保険がよいのかわからない」28.8%があげられました。（図 6-2） 

    
    

◆◆◆◆がんがんがんがん検診検診検診検診費用費用費用費用をををを無料無料無料無料 orororor もっともっともっともっと安安安安くくくく！！！！    国国国国やややや自治体自治体自治体自治体にににに期待期待期待期待    

最後に、がん検診を「受けたことがない」と回答した 761 名に、がん検診の受診率を高めるた

めに、国や自治体に期待することを聞いたところ（自由回答）、「検診費用の補助や無料化」304

名となり、検診費用に関するものが多くあげられました。 

ほかにも「受けやすい環境づくり」46 名、「積極的な宣伝」40 名、「検診の義務化」39 名などが

ありました。 

 

 

☆ 参考情報参考情報参考情報参考情報：：：：ソニーソニーソニーソニー損保損保損保損保ののののガンガンガンガン重点医療保険重点医療保険重点医療保険重点医療保険 SURESURESURESURE<<<<シュアシュアシュアシュア>>>>についてについてについてについて    

◇ SURE は、治療費が高額になりがちなガン保障が手厚く、収入が減少傾向にある満 60

歳以降の保険料が半額になる「60歳保険料半額特約」などが特長の医療保険です。 

商品の詳細はこちらをご覧ください。 

http://www.sonysonpo.co.jp/prod/med/N2020000.html 
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 1） 

◆◆◆◆がんとがんとがんとがんと診断診断診断診断されるされるされるされる確率確率確率確率のののの認知認知認知認知
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

　　　　男性男性男性男性【【【【nnnn====500500500500】】】】

76 .6%76 .6%76 .6%76 .6%

23 .4%23 .4%23 .4%23 .4%

知知知知っていたっていたっていたっていた 知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった

　　　　女性女性女性女性【【【【nnnn====500500500500】】】】

59 .6%59 .6%59 .6%59 .6%

40 .4%40 .4%40 .4%40 .4%

知知知知っていたっていたっていたっていた 知知知知らなかったらなかったらなかったらなかった
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

（図 2） 

◆◆◆◆がんがんがんがん検診経験検診経験検診経験検診経験
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式
　【　【　【　【nnnn==== 1000100010001000】】】】

9 .9%9 .9%9 .9%9 .9%

13 .6%13 .6%13 .6%13 .6%

14 .0%14 .0%14 .0%14 .0%

20 .6%20 .6%20 .6%20 .6%

40 .8%40 .8%40 .8%40 .8%

39 .2%39 .2%39 .2%39 .2%

44 .8%44 .8%44 .8%44 .8%

49 .6%49 .6%49 .6%49 .6%

29 .6%29 .6%29 .6%29 .6%

42 .0%42 .0%42 .0%42 .0%

39 .6%39 .6%39 .6%39 .6%

35 .3%35 .3%35 .3%35 .3%

58 .8%58 .8%58 .8%58 .8%

42 .4%42 .4%42 .4%42 .4%

25 .6%25 .6%25 .6%25 .6%

14 .4%14 .4%14 .4%14 .4%

44 .4%44 .4%44 .4%44 .4%

26 .2%26 .2%26 .2%26 .2%

6 .2%6 .2%6 .2%6 .2%

0 .8%0 .8%0 .8%0 .8%

4 .8%4 .8%4 .8%4 .8%

8 .8%8 .8%8 .8%8 .8%

25 .2%25 .2%25 .2%25 .2%

7 .4%7 .4%7 .4%7 .4%

8 .0%8 .0%8 .0%8 .0%

16 .0%16 .0%16 .0%16 .0%

1 .2%1 .2%1 .2%1 .2%

30 .8%30 .8%30 .8%30 .8%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体全体全体全体【【【【nnnn====1000100010001000】】】】

10101010代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

20202020代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

30303030代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

40404040代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

男性男性男性男性【【【【nnnn====500500500500】】】】

女性女性女性女性【【【【nnnn====500500500500】】】】

定期的定期的定期的定期的にににに受受受受けているけているけているけている 受受受受けたことがあるけたことがあるけたことがあるけたことがある

受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思っているがっているがっているがっているが、、、、受受受受けたことがないけたことがないけたことがないけたことがない 受受受受けたいとけたいとけたいとけたいと思思思思っておらずっておらずっておらずっておらず、、、、受受受受けたことがないけたことがないけたことがないけたことがない
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

（図 3） 

◆◆◆◆がんにならないかがんにならないかがんにならないかがんにならないか不安不安不安不安にににに思思思思うことがあるかうことがあるかうことがあるかうことがあるか
　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

18 .2%18 .2%18 .2%18 .2%

16 .2%16 .2%16 .2%16 .2%

20 .2%20 .2%20 .2%20 .2%

39 .6%39 .6%39 .6%39 .6%

36 .6%36 .6%36 .6%36 .6%

42 .6%42 .6%42 .6%42 .6%

23 .0%23 .0%23 .0%23 .0%

25 .0%25 .0%25 .0%25 .0%

21 .0%21 .0%21 .0%21 .0%

14 .1%14 .1%14 .1%14 .1%

16 .0%16 .0%16 .0%16 .0%

12 .2%12 .2%12 .2%12 .2%

6 .2%6 .2%6 .2%6 .2%

5 .1%5 .1%5 .1%5 .1%

4 .0%4 .0%4 .0%4 .0%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体全体全体全体【【【【nnnn====1000100010001000】】】】

男性男性男性男性【【【【nnnn====500500500500】】】】

女性女性女性女性【【【【nnnn====500500500500】】】】

非常非常非常非常にににに不安不安不安不安であるであるであるである やややややややや不安不安不安不安であるであるであるである どちらともいえないどちらともいえないどちらともいえないどちらともいえない

あまりあまりあまりあまり不安不安不安不安ではないではないではないではない まったくまったくまったくまったく不安不安不安不安ではないではないではないではない
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

（図 4） 

◆◆◆◆がんがんがんがん検診検診検診検診をををを受受受受けないけないけないけない理由理由理由理由
　　　　対象者対象者対象者対象者：：：：がんがんがんがん検診検診検診検診をををを「「「「受受受受けたことがないけたことがないけたことがないけたことがない」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした人人人人
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式
　【　【　【　【nnnn==== 761761761761】】】】

41.3%41.3%41.3%41.3%

41.1%41.1%41.1%41.1%

37.2%37.2%37.2%37.2%

32.5%32.5%32.5%32.5%

29.4%29.4%29.4%29.4%

27.3%27.3%27.3%27.3%

20.2%20.2%20.2%20.2%

10.6%10.6%10.6%10.6%

10.1%10.1%10.1%10.1%

6.7%6.7%6.7%6.7%

4.2%4.2%4.2%4.2%

1.1%1.1%1.1%1.1%

2.6%2.6%2.6%2.6%

36.8%36.8%36.8%36.8%

40.0%40.0%40.0%40.0%

35.4%35.4%35.4%35.4%

31.0%31.0%31.0%31.0%

30.1%30.1%30.1%30.1%

23.6%23.6%23.6%23.6%

19.2%19.2%19.2%19.2%

8.6%8.6%8.6%8.6%

4.2%4.2%4.2%4.2%

0.0%0.0%0.0%0.0%

4.6%4.6%4.6%4.6%

0.0%0.0%0.0%0.0%

2.5%2.5%2.5%2.5%

47.1%47.1%47.1%47.1%

42.6%42.6%42.6%42.6%

39.5%39.5%39.5%39.5%

34.3%34.3%34.3%34.3%

28.6%28.6%28.6%28.6%

32.2%32.2%32.2%32.2%

21.6%21.6%21.6%21.6%

13.4%13.4%13.4%13.4%

17.9%17.9%17.9%17.9%

15.5%15.5%15.5%15.5%

3.6%3.6%3.6%3.6%

2.4%2.4%2.4%2.4%

2.7%2.7%2.7%2.7%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60%

検診検診検診検診をををを受受受受けるけるけるけるタイミングタイミングタイミングタイミングがわからないがわからないがわからないがわからない

今今今今のところのところのところのところ特特特特にににに体体体体にににに異常異常異常異常がみられないがみられないがみられないがみられない

検診検診検診検診におにおにおにお金金金金がかかるがかかるがかかるがかかる

検診検診検診検診へへへへ行行行行くくくく時間時間時間時間がないがないがないがない

面倒面倒面倒面倒くさいくさいくさいくさい

どこでどこでどこでどこで検診検診検診検診をををを受受受受けたらよいかわからないけたらよいかわからないけたらよいかわからないけたらよいかわからない

自分自分自分自分のののの年齢年齢年齢年齢ではがんにかからないとではがんにかからないとではがんにかからないとではがんにかからないと思思思思うううう

検診検診検診検診をををを受受受受けてけてけてけて結果結果結果結果をををを聞聞聞聞くのがくのがくのがくのが怖怖怖怖いいいい

検診検診検診検診がががが痛痛痛痛そうそうそうそう

異性異性異性異性のののの医師医師医師医師にににに診察診察診察診察されることにされることにされることにされることに抵抗抵抗抵抗抵抗があるがあるがあるがある

自分自分自分自分はがんにならないとはがんにならないとはがんにならないとはがんにならないと思思思思うううう

子子子子どもがいてどもがいてどもがいてどもがいて、、、、検診時検診時検診時検診時にににに子子子子どもをどもをどもをどもを

　　　　　　　　預預預預かってもらうことができないかってもらうことができないかってもらうことができないかってもらうことができない

そのそのそのその他他他他

全体全体全体全体【【【【nnnn====761761761761】】】】 男性男性男性男性【【【【nnnn====432432432432】】】】 女性女性女性女性【【【【nnnn====329329329329】】】】
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

（図 5-1） 

◆◆◆◆健康健康健康健康にににに不安不安不安不安をををを感感感感じたじたじたじた際際際際のののの情報収集源情報収集源情報収集源情報収集源
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式
　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

49.5%49.5%49.5%49.5%

30.1%30.1%30.1%30.1%

25.3%25.3%25.3%25.3%

23.8%23.8%23.8%23.8%

17.1%17.1%17.1%17.1%

10.4%10.4%10.4%10.4%

8.5%8.5%8.5%8.5%

0.9%0.9%0.9%0.9%

22.4%22.4%22.4%22.4%

49.8%49.8%49.8%49.8%

27.6%27.6%27.6%27.6%

23.6%23.6%23.6%23.6%

17.6%17.6%17.6%17.6%

13.0%13.0%13.0%13.0%

10.2%10.2%10.2%10.2%

6.0%6.0%6.0%6.0%

0.6%0.6%0.6%0.6%

27.2%27.2%27.2%27.2%

49.2%49.2%49.2%49.2%

32.6%32.6%32.6%32.6%

27.0%27.0%27.0%27.0%

30.0%30.0%30.0%30.0%

21.2%21.2%21.2%21.2%

10.6%10.6%10.6%10.6%

11.0%11.0%11.0%11.0%

1.2%1.2%1.2%1.2%

17.6%17.6%17.6%17.6%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60%

PCPCPCPCののののインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイト

家庭家庭家庭家庭のののの医学医学医学医学などのなどのなどのなどの本本本本

家族家族家族家族

携帯携帯携帯携帯ののののインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイト

友人友人友人友人・・・・知人知人知人知人

職場職場職場職場のののの同僚同僚同僚同僚

雑誌雑誌雑誌雑誌

そのそのそのその他他他他

調調調調べたべたべたべた経験経験経験経験がないがないがないがない

全体全体全体全体【【【【nnnn====1000100010001000】】】】 男性男性男性男性【【【【nnnn====500500500500】】】】 女性女性女性女性【【【【nnnn====500500500500】】】】
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

（図 5-2） 

◆◆◆◆利用利用利用利用したしたしたしたサイトサイトサイトサイト
　　　　対象者対象者対象者対象者：ＰＣ：ＰＣ：ＰＣ：ＰＣやややや携帯携帯携帯携帯ののののインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイトインターネットサイトでででで情報収集情報収集情報収集情報収集したことがあるしたことがあるしたことがあるしたことがある人人人人
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式
　【　【　【　【nnnn==== 600600600600】】】】

55.5%55.5%55.5%55.5%

34.0%34.0%34.0%34.0%

31.8%31.8%31.8%31.8%

25.2%25.2%25.2%25.2%

20.5%20.5%20.5%20.5%

13.0%13.0%13.0%13.0%

10.3%10.3%10.3%10.3%

7.8%7.8%7.8%7.8%

7.7%7.7%7.7%7.7%

6.7%6.7%6.7%6.7%

6.2%6.2%6.2%6.2%

5.2%5.2%5.2%5.2%

3.8%3.8%3.8%3.8%

2.8%2.8%2.8%2.8%

2.0%2.0%2.0%2.0%

1.8%1.8%1.8%1.8%

7.8%7.8%7.8%7.8%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60%

YahooYahooYahooYahoo!!!!知恵袋知恵袋知恵袋知恵袋

医師医師医師医師････病院病院病院病院などのなどのなどのなどのHPHPHPHP

Wik i pedi aWik i pedi aWik i pedi aWik i pedi a

YahooYahooYahooYahoo!!!!ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア

教教教教えてえてえてえて!!!! googoogoogoo

病気病気病気病気とととと症状症状症状症状....comcomcomcom

ブログブログブログブログ

googoogoogoo!!!!ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア

病気症状病気症状病気症状病気症状ガイドガイドガイドガイド

ALL AboutALL AboutALL AboutALL About

病気病気病気病気NETNETNETNET

医師医師医師医師にににに相談相談相談相談できるできるできるできるサイトサイトサイトサイト

AskDoctorsAskDoctorsAskDoctorsAskDoctors

ここここここここカラダカラダカラダカラダ

heal thhea l thhea l thhea l thクリッククリッククリッククリック

健康健康健康健康SaldaSal daSal daSal da

そのそのそのその他他他他

全体全体全体全体【【【【nnnn====600600600600】】】】
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

（図 6-1） 

◆◆◆◆ガンガンガンガン保険保険保険保険・・・・医療保険加入率医療保険加入率医療保険加入率医療保険加入率

　　　　※※※※単一回答形式単一回答形式単一回答形式単一回答形式

　【　【　【　【nnnn====1000100010001000】】】】

58 .4%58 .4%58 .4%58 .4%

36 .4%36 .4%36 .4%36 .4%

50 .4%50 .4%50 .4%50 .4%

41 .6%41 .6%41 .6%41 .6%

49 .6%49 .6%49 .6%49 .6%

66 .8%66 .8%66 .8%66 .8%

80 .0%80 .0%80 .0%80 .0%

33 .2%33 .2%33 .2%33 .2%

63 .6%63 .6%63 .6%63 .6%

20 .0%20 .0%20 .0%20 .0%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60% 80%80%80%80% 100%100%100%100%

全体全体全体全体【【【【nnnn====1000100010001000】】】】

10101010代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

20202020代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

30303030代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

40404040代代代代【【【【nnnn====250250250250】】】】

加入加入加入加入しているしているしているしている 加入加入加入加入していないしていないしていないしていない
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

（図 6-2） 

◆◆◆◆ガンガンガンガン保険保険保険保険・・・・医療保険医療保険医療保険医療保険にににに加入加入加入加入していないしていないしていないしていない理由理由理由理由

　　　　対象者対象者対象者対象者：：：：ガンガンガンガン保険保険保険保険・・・・医療保険医療保険医療保険医療保険にににに加入加入加入加入していないしていないしていないしていない人人人人
　　　　※※※※複数回答形式複数回答形式複数回答形式複数回答形式

　【　【　【　【nnnn====416416416416】】】】

40.1%40.1%40.1%40.1%

36.3%36.3%36.3%36.3%

28.8%28.8%28.8%28.8%

21.4%21.4%21.4%21.4%

20.2%20.2%20.2%20.2%

11.5%11.5%11.5%11.5%

7.7%7.7%7.7%7.7%

7.2%7.2%7.2%7.2%

3.6%3.6%3.6%3.6%

0.7%0.7%0.7%0.7%

7.9%7.9%7.9%7.9%

0%0%0%0% 20%20%20%20% 40%40%40%40% 60%60%60%60%

加入加入加入加入するきっかけがないするきっかけがないするきっかけがないするきっかけがない

保険料保険料保険料保険料のののの負担感負担感負担感負担感がががが大大大大きいきいきいきい

どのどのどのどの会社会社会社会社ののののガンガンガンガン保険保険保険保険がよいのかわからないがよいのかわからないがよいのかわからないがよいのかわからない

どれくらいのどれくらいのどれくらいのどれくらいの補償補償補償補償がががが必要必要必要必要なのかわからないなのかわからないなのかわからないなのかわからない

どこでどこでどこでどこで加入加入加入加入すればよいかわからないすればよいかわからないすればよいかわからないすればよいかわからない

がんにはかからないだろうとがんにはかからないだろうとがんにはかからないだろうとがんにはかからないだろうと思思思思っているっているっているっている

社会保険社会保険社会保険社会保険（（（（健康保険健康保険健康保険健康保険））））でででで充分充分充分充分だとだとだとだと思思思思うううう

保険料保険料保険料保険料にににに対対対対してしてしてして、、、、補償内容補償内容補償内容補償内容がががが見合見合見合見合わないわないわないわない

健康上健康上健康上健康上のののの理由理由理由理由でででで加入加入加入加入できなかったできなかったできなかったできなかった

　　　　　　　　　　　　　　　　ガンガンガンガン保険保険保険保険にににに頼頼頼頼らなくてもらなくてもらなくてもらなくても、、、、
自分自分自分自分でででで医療費医療費医療費医療費のののの負担負担負担負担ができるができるができるができる

そのそのそのその他他他他

全体全体全体全体【【【【nnnn====416416416416】】】】
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ニュースニュースニュースニュースレターレターレターレター    （（（（調査結果調査結果調査結果調査結果）））） 
 

 

◆調査概要◆ 

◆調査タイトル：がん検診に関する意識調査 
◆調査対象：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とする 

15歳～49歳の“がんになった経験がない人” 
◆ 調査対象者の内訳： 15～19歳（男性：  125名  女性：  125名） 

20～29歳（男性：  125名  女性：  125名） 
30～39歳（男性：  125名  女性：  125名） 
40～49歳（男性：  125名  女性：  125名） 

◆調査期間：2009年10月19日～10月20日 
◆調査方法：インターネット調査（モバイルリサーチ） 
◆調査地域：全国 
◆有効回答数：1,000サンプル（有効回答母数から1,000サンプルを抽出） 
◆実施機関：ネットエイジア株式会社 

 

（調査協力会社 ：ネットエイジア株式会社（担当：三清）） 

 

 

本本本本ニュースレターニュースレターニュースレターニュースレターのののの内容内容内容内容のののの転載転載転載転載にあたりましてはにあたりましてはにあたりましてはにあたりましては、「、「、「、「ソニーソニーソニーソニー損保調損保調損保調損保調べべべべ」」」」とととと

付記付記付記付記のうえごのうえごのうえごのうえご使用使用使用使用くださいますようくださいますようくださいますようくださいますよう、、、、おおおお願願願願いいいい申申申申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。 
 

 

 

ソニー損害保険株式会社 ダイレクトマーケティング部 宮下  

TEL  ：03-5744-8914 

E メール ：miyashita-t@sonysonpo.co.jp 

受付時間 ：9 時～17 時 30 分（月～金） 

 

会社名 ：ソニー損害保険株式会社 

代表者名 ：代表取締役社長 山本真一 

設立  ：1998 年 6 月 10 日 

（ソニーインシュアランスプランニング株式会社として設立） 

所在地 ：東京都大田区蒲田 5-37-1 アロマスクエア 11F 

業務内容 ：損害保険業 

 

ソニー損保のスローガンは『“Feel the Difference”～この違いが、保険を変えていく。～』です。 

お客様にとって価値ある「違い＝Difference」をビジネスのあらゆる領域において創造し、お客様に提

供していこうという私たちの意思を表しています。 

また、お客様にとって少しでも価値ある情報を提供できるよう、「お客様とソニー損保のコミュニケーショ

ンサイト」を設置して、お客様の評価やお客様の声、担当者の取組み（不満ゼロへの挑戦）、保険に関

するさまざまな情報（保険プロムナード）を提供しています。ソニー損保ならではの違いを感じていただ

ければ幸いです。 

 

◆ 会社および商品の詳細は http://www.sonysonpo.co.jp/ をご覧ください。 
 

■■報道関係の皆様へ■■ 

■■本調査に関するお問合せ窓口■■ 

■■会社概要■■ 


