
 

 

 

 

Press Release 

【生活トレンド研究所レポート】 

「未来の健康」に関する調査を実施 

～現在健康であっても半数以上の人が５年後の健康を不安視～ 

～今年話題の「遺伝子検査」、４人に１人が“受けたい”と回答～ 

 

 

2013 年 11 月 19 日 

株式会社オールアバウト 

  

株式会社オールアバウト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO：江幡哲也）が運営するマーケテ

ィング・チャネル「生活トレンド研究所」は、第12弾のレポートとして、All About『家庭の医学』ガイドの菅原道仁

氏を研究員ガイドに迎え、「未来の健康」に関するアンケート調査を実施しました。 

調査期間は 2013 年 10 月 31 日(木)～2013 年 11 月 6 日(水)、1 都 3 県在住の 20～59 歳の男女 898

名から有効回答を得ました。 

 

■■■■「「「「生活生活生活生活トレンドトレンドトレンドトレンド研究所研究所研究所研究所」」」」のののの URLURLURLURL：：：：    http://allabout.co.jp/trend_lab/http://allabout.co.jp/trend_lab/http://allabout.co.jp/trend_lab/http://allabout.co.jp/trend_lab/    

■■■■「「「「家庭家庭家庭家庭のののの医学医学医学医学」」」」ガイドガイドガイドガイド    菅原道仁氏菅原道仁氏菅原道仁氏菅原道仁氏プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール    

現役脳神経外科医。緊急の脳疾患を専門とし、国立国際医療センター、北原脳神経

外科病院にて数多くの救急医療現場を経験。また、「病気になる前に取り組むべき医

療がある」との信条で、新しい健康管理方法である予想医学を研究・実践している。 

 

 

■■■■調査概要調査概要調査概要調査概要    

・調査期間：2013 年 10 月 31 日(木)～2013 年 11 月 6 日(水) ・調査方法：インターネットリサーチ 

・調査対象：1 都 3 県在住の 20 歳以上 59 歳以下の男女（ジャストシステム「ファストアスク」リサーチ会員） 

        20 代男性 112 名、30 代男性 112 名、40 代男性 113 名、50 代男性 112 名、 

        20 代女性 112 名、30 代女性 112 名、40 代女性 112 名、50 代女性 113 名／計 898 名 

 

【【【【調査結果調査結果調査結果調査結果のポイントのポイントのポイントのポイント】】】】    

１）１）１）１）    

20～50 代の 80.1％が「現在健康である」と回答 

現在健康であっても、30.8％が「健康に自信」がない 

２）２）２）２）    

現在健康な人でも、半数以上が「5 年後の健康」を不安視 

さらに全体の 61.2％が将来かかりそうな病気を「予期」 

20 年後の健康を不安視しているのは 76.3％ 

３）３）３）３）    

将来の健康不安に対しての「予防策」、とっているのは 4 人に 1 人 

「遺伝子検査（※）」は 24.2％が“受けたい”、39.6％が“興味がある” 

※遺伝子検査…遺伝子を調べて、ある病気の発病の可能性、医薬品の適合性などを診断すること。 

    



 

 

１１１１））））    80.180.180.180.1％％％％がががが「「「「現在健康現在健康現在健康現在健康であるであるであるである」」」」とととと回答回答回答回答。。。。    

しかししかししかししかし、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち 30.830.830.830.8％％％％がががが「「「「健康健康健康健康にににに自信自信自信自信がないがないがないがない」」」」とととと回答回答回答回答    

 

今回の調査で、回答者全員に現在の健康状態につい

て聞いたところ、「健康である」（“非常に健康である”、

“まあ健康である”、“どちらかというと健康である”の合

算）と回答した人は 80.1％いました。（グラフ 1） 

一方で、「現在健康である」と回答した人に対して自分

の健康に「自信がある」かどうかと聞くと、30.8％が「な

い」（“あまりない”、“ない”の合算）と回答したことが明ら

かになりました。（グラフ 2） 

このギャップについて、All About「家庭の医学」ガイドの

菅原道仁氏は次の 5 つの理由を挙げています。 

「「「「このギャップのこのギャップのこのギャップのこのギャップの理由理由理由理由にはにはにはには、、、、以下以下以下以下がががが挙挙挙挙げられますげられますげられますげられます。。。。    

①①①①医療医療医療医療にににに関関関関するするするする知識知識知識知識がががが乏乏乏乏しいためしいためしいためしいため、、、、もしかしてもしかしてもしかしてもしかして何何何何かのかのかのかの病病病病

気気気気にかかっていにかかっていにかかっていにかかっているのかもしれないというるのかもしれないというるのかもしれないというるのかもしれないという漠然漠然漠然漠然としたとしたとしたとした不安不安不安不安

をををを抱抱抱抱えているえているえているえている    

②②②②運動運動運動運動やややや食事食事食事食事といったといったといったといった生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣がががが乱乱乱乱れているのをれているのをれているのをれているのを自覚自覚自覚自覚

しているしているしているしている    

③③③③多忙多忙多忙多忙でストレスフルなでストレスフルなでストレスフルなでストレスフルな生活生活生活生活をしているのでをしているのでをしているのでをしているので、、、、いつかはいつかはいつかはいつかは

病気病気病気病気にかかるであろうとにかかるであろうとにかかるであろうとにかかるであろうと推測推測推測推測しているしているしているしている    

④④④④元気元気元気元気だとだとだとだと思思思思っていたっていたっていたっていた知知知知りりりり合合合合いいいい、、、、あるいはあるいはあるいはあるいは家族家族家族家族がががが病気病気病気病気でででで

急急急急にににに倒倒倒倒れてしまったというエピソードをれてしまったというエピソードをれてしまったというエピソードをれてしまったというエピソードを耳耳耳耳にしたにしたにしたにした    

⑤⑤⑤⑤今今今今はははは何何何何もももも自覚症状自覚症状自覚症状自覚症状はないがはないがはないがはないが、、、、自分自分自分自分のののの生活生活生活生活にににに余裕余裕余裕余裕がががが

無無無無いためいためいためいため、、、、自分自分自分自分のののの体調体調体調体調にまでにまでにまでにまで気気気気がががが回回回回らないらないらないらない」」」」    

 

 

２２２２））））    現在健康現在健康現在健康現在健康なななな人人人人のうちのうちのうちのうち 52.652.652.652.6％％％％がががが「「「「5555 年後年後年後年後のののの自分自身自分自身自分自身自分自身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ているじているじているじている    

またまたまたまた、、、、全体全体全体全体のののの 61.261.261.261.2％％％％がががが将来将来将来将来かかりそうなかかりそうなかかりそうなかかりそうな病気病気病気病気をををを「「「「予期予期予期予期」」」」していることがしていることがしていることがしていることが明明明明らかにらかにらかにらかに    

 

現在健康であると回答した人に、「5 年後」、「20

年後」の健康について聞いたところ、52.6％が「5

年後の健康」が、76.3％が「20 年後の健康」が不

安であると回答していました。（グラフ 3） 

また、5 年後、20 年後の健康が不安である人に

対し、「将来かかりそうな病気を予期しているかど

うか」を聞いたところ、全体の 61.2％が「している」

と回答していました。（グラフ 4） 

この結果に対し、菅原氏は次のようにコメントして

います。 

「「「「私私私私たちのたちのたちのたちの脳脳脳脳がががが一番不安一番不安一番不安一番不安をををを感感感感じるときはじるときはじるときはじるときは、、、、未来未来未来未来をををを

予見予見予見予見できないできないできないできないときなのですときなのですときなのですときなのです。。。。それはそれはそれはそれは、、、、例例例例えるならえるならえるならえるなら、、、、

先先先先のののの見見見見えないトンネルをえないトンネルをえないトンネルをえないトンネルを無我夢中無我夢中無我夢中無我夢中でででで歩歩歩歩いているよいているよいているよいているよ

うなものだからですうなものだからですうなものだからですうなものだからです。。。。人生人生人生人生におけるにおけるにおけるにおける一番一番一番一番のののの不安材不安材不安材不安材

料料料料はははは、、、、自分自分自分自分のののの健康問題健康問題健康問題健康問題。。。。もしもしもしもし、、、、健康健康健康健康トラブルをトラブルをトラブルをトラブルを未未未未

然然然然にににに防防防防ぐことができればぐことができればぐことができればぐことができれば、、、、自分自分自分自分のやりたいことのやりたいことのやりたいことのやりたいこと、、、、人人人人

生設計生設計生設計生設計にににに一筋一筋一筋一筋のののの光光光光をををを見出見出見出見出すことができるでしょうすことができるでしょうすことができるでしょうすことができるでしょう。。。。

医者医者医者医者のののの言言言言ううううようにようにようにように、、、、生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣をををを全全全全てててて優等生優等生優等生優等生でででで過過過過

ごすことがごすことがごすことがごすことができればできればできればできれば理想理想理想理想的的的的でででですがすがすがすが、、、、誘惑誘惑誘惑誘惑のののの多多多多いいいい現現現現

代社会代社会代社会代社会ではそれはではそれはではそれはではそれは到底無理到底無理到底無理到底無理なななな話話話話ですですですです。。。。しかししかししかししかし、、、、せせせせ

めてめてめてめて自分自分自分自分のかかのかかのかかのかかりやすいりやすいりやすいりやすい病気病気病気病気をををを予見予見予見予見することがですることがですることがですることがで

きればきればきればきれば、、、、1111 つくらいならつくらいならつくらいならつくらいなら生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣をををを整整整整えることができるとえることができるとえることができるとえることができると思思思思うううう人人人人もももも多多多多くなるのではないでしょうかくなるのではないでしょうかくなるのではないでしょうかくなるのではないでしょうか」」」」    

 

グラフ3：将来の健康について

（現在健康な人n=710）

34.2% 42.1%

45.6%

16.5%

33.1%

6.2%

13.5%
7.0%

1.0%

0.7%

20年後の健康

5年後の健康

不安である やや不安である

あまり不安ではない 不安ではない

当てはまるものはない

グラフ4：将来かかりそうな病気

（n=714）

12.3% 48.9% 38.8%

予期している なんとなく予期している

予期していない

グラフ1：現在の健康状態（n=887）

11.2% 42.1% 26.8% 13.1% 4.3%2.6%

非常に健康である まあ健康である

どちらかというと健康である どちらかというと不調である

やや不調である 非常に不調である

グラフ2：健康に対する「自信」の有無

（「健康」な人　n=710）

15.5% 53.7% 29.3% 1.5%

ある 多少ある あまりない ない

52.652.652.652.6％％％％    

76.376.376.376.3％％％％    

61.261.261.261.2％％％％    



 

 

 

３３３３））））    将来将来将来将来のののの健康不安健康不安健康不安健康不安にににに対対対対してしてしてして「「「「予防策予防策予防策予防策」」」」をとっているのはをとっているのはをとっているのはをとっているのは 4444 人人人人にににに 1111 人人人人    

将来自分将来自分将来自分将来自分がかかるかもしれないがかかるかもしれないがかかるかもしれないがかかるかもしれない病気病気病気病気をををを一部発見可能一部発見可能一部発見可能一部発見可能なななな「「「「遺伝子検査遺伝子検査遺伝子検査遺伝子検査」」」」についてについてについてについて、、、、    

24.224.224.224.2％％％％がががが「「「「受受受受けたいけたいけたいけたい」」」」とととと回答回答回答回答。。。。またまたまたまた、、、、39.639.639.639.6％％％％がががが「「「「興味興味興味興味があるがあるがあるがある」」」」ことがことがことがことが明明明明らかにらかにらかにらかに。。。。    

 

5 年後、20 年後の健康が不安であると回答した人に対し、

その不安に対して予防策をとっているかを聞いたところ、

とっているのは4人に1人程度でした（25.5％／グラフ5）。

また、今年 5 月に大きなニュースとして取り上げられた、

アメリカのハリウッド女優、アンジェリーナ・ジョリーさんの乳

がん予防のための両乳房切断手術及び再建手術の発

端となった「遺伝子検査」について、受けてみたいかどう

かを聞いたところ、24.2％が「受けたい」、さらに 39.6％が

「興味がある」と回答していました。（グラフ 6） 

この結果に対し菅原氏は次のようにコメントしています。 

「「「「2011201120112011 年度年度年度年度にににに病気病気病気病気やけがのやけがのやけがのやけがの治療治療治療治療でででで全国全国全国全国のののの医療機関医療機関医療機関医療機関にににに

支払支払支払支払われたわれたわれたわれた医療費医療費医療費医療費のののの総額総額総額総額（（（（国民医療費国民医療費国民医療費国民医療費））））がががが、、、、前年度前年度前年度前年度比比比比

1111 兆兆兆兆 1111,,,,648648648648 億増億増億増億増（（（（3.13.13.13.1％％％％増増増増））））のののの 38383838 兆兆兆兆 5555,,,,850850850850 億円億円億円億円だっただっただっただったそそそそ

うですうですうですうです。。。。これをこれをこれをこれを日本日本日本日本のののの人口人口人口人口（（（（1.21.21.21.2 億人億人億人億人））））でででで割割割割るとるとるとると、、、、一人一人一人一人あたあたあたあた

りりりり約約約約 30303030 万円万円万円万円／／／／年年年年となりますとなりますとなりますとなります。。。。人生人生人生人生 80808080 年年年年とするととするととするととすると、、、、私私私私たちたちたちたち

のののの人生人生人生人生においてにおいてにおいてにおいて平均約平均約平均約平均約 2,4002,4002,4002,400 万円万円万円万円がががが医療費医療費医療費医療費でかかるとでかかるとでかかるとでかかると

いういういういう計算計算計算計算になりますになりますになりますになります。。。。    

このようなこのようなこのようなこのような事実事実事実事実をををを知知知知っていればっていればっていればっていれば、、、、病気病気病気病気をををを予防予防予防予防することがすることがすることがすることが

必要必要必要必要だとだとだとだと切実切実切実切実にににに、、、、一人一人一人一人一人一人一人一人がががが感感感感じるはずなのですがじるはずなのですがじるはずなのですがじるはずなのですが、、、、なななな

かなかこういったかなかこういったかなかこういったかなかこういった情報情報情報情報をををを知知知知るるるる機会機会機会機会がないのががないのががないのががないのが現状現状現状現状ですですですです。。。。

だからだからだからだから、、、、健康不安健康不安健康不安健康不安にににに対対対対するするするする予防策予防策予防策予防策をををを行行行行わないのでしょうわないのでしょうわないのでしょうわないのでしょう。。。。またまたまたまた、、、、このこのこのこの““““来予期治療来予期治療来予期治療来予期治療””””をををを有効有効有効有効にににに活用活用活用活用するにはするにはするにはするには、、、、

大前提大前提大前提大前提としてとしてとしてとして、、、、一人一人一人一人ひとりがひとりがひとりがひとりが考考考考えなくてはならないことがえなくてはならないことがえなくてはならないことがえなくてはならないことが有有有有るのをるのをるのをるのを付付付付けけけけ加加加加えさせてくだえさせてくだえさせてくだえさせてくださいさいさいさい。。。。    

それそれそれそれはははは、、、、『『『『人生目標人生目標人生目標人生目標』』』』をををを持持持持つことなのですつことなのですつことなのですつことなのです。。。。究極的究極的究極的究極的にはにはにはには『『『『死死死死』』』』についてについてについてについて、、、、しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと元気元気元気元気なうちからなうちからなうちからなうちから向向向向きききき合合合合うというというというとい

うことですうことですうことですうことです。。。。こういったこういったこういったこういった目標目標目標目標はははは漠然漠然漠然漠然とでもいいんですとでもいいんですとでもいいんですとでもいいんです。。。。具体的具体的具体的具体的ではなくてもではなくてもではなくてもではなくても構構構構いませんいませんいませんいません。。。。最終目的地最終目的地最終目的地最終目的地をおぼろをおぼろをおぼろをおぼろ

げながらでもげながらでもげながらでもげながらでも想像想像想像想像しておかないとしておかないとしておかないとしておかないと、、、、未来予期治療未来予期治療未来予期治療未来予期治療はははは有効有効有効有効にににに活用活用活用活用できませんできませんできませんできません。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの人生人生人生人生はははは『『『『不確定性不確定性不確定性不確定性』』』』

がががが多多多多いものいものいものいもの。。。。すべてのすべてのすべてのすべての未来未来未来未来をををを予期予期予期予期することはできませんすることはできませんすることはできませんすることはできません。。。。ですからですからですからですから、、、、私私私私はどのようなはどのようなはどのようなはどのような人生人生人生人生をををを送送送送りたいのかりたいのかりたいのかりたいのか、、、、なななな

んとしてでもんとしてでもんとしてでもんとしてでも孫孫孫孫がががが結婚結婚結婚結婚するまでするまでするまでするまで生生生生きききき残残残残りたいのかりたいのかりたいのかりたいのか、、、、それともそれともそれともそれとも少少少少しししし寿命寿命寿命寿命がががが短短短短くてもいいからいろいろなくてもいいからいろいろなくてもいいからいろいろなくてもいいからいろいろな旅行旅行旅行旅行がしがしがしがし

たいとかたいとかたいとかたいとか、、、、おぼおぼおぼおぼろげでもいいのでろげでもいいのでろげでもいいのでろげでもいいので考考考考えてえてえてえて欲欲欲欲しいのですしいのですしいのですしいのです。。。。そうすればそうすればそうすればそうすれば、、、、予防予防予防予防すべきすべきすべきすべき病気病気病気病気がわかりがわかりがわかりがわかり、、、、それにたいしそれにたいしそれにたいしそれにたいし

てててて危険性危険性危険性危険性をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ排除排除排除排除していけばいいのですしていけばいいのですしていけばいいのですしていけばいいのです。。。。    

般若心経般若心経般若心経般若心経のようにのようにのようにのように、、、、先先先先のののの事事事事はははは誰誰誰誰にもにもにもにも見見見見えないえないえないえない、、、、無理無理無理無理してしてしてして照照照照らそうとしなくていいらそうとしなくていいらそうとしなくていいらそうとしなくていい、、、、見見見見えないえないえないえない事事事事をををを愉愉愉愉しめばいいしめばいいしめばいいしめばいい

だろというだろというだろというだろという考考考考ええええ方方方方もももも同意同意同意同意できますできますできますできます。。。。しかししかししかししかし、、、、たとえばたとえばたとえばたとえば、、、、降水確率降水確率降水確率降水確率 70707070％％％％とととと言言言言われたわれたわれたわれた時時時時にににに、、、、傘傘傘傘をををを持持持持ってってってって出出出出かけるかけるかけるかける

人人人人もいるもいるもいるもいる、、、、タクシーをタクシーをタクシーをタクシーを利用利用利用利用するするするする人人人人もいるもいるもいるもいる、、、、ずぶずぶずぶずぶ濡濡濡濡れをれをれをれを楽楽楽楽しむしむしむしむ人人人人もいるもいるもいるもいる、、、、というのとというのとというのとというのと同同同同じようなじようなじようなじような意味合意味合意味合意味合いでいでいでいで未来未来未来未来

予期治療予期治療予期治療予期治療をとらえていただければとをとらえていただければとをとらえていただければとをとらえていただければと思思思思いますいますいますいます。。。。いままでのいままでのいままでのいままでの医者医者医者医者にににに対対対対してしてしてして『『『『おまかせしますおまかせしますおまかせしますおまかせします』』』』のののの時時時時代代代代からからからから、、、、やっやっやっやっ

とととと主体的主体的主体的主体的にににに自分自分自分自分のののの人生人生人生人生をををを選択選択選択選択できるできるできるできる世世世世のののの中中中中にににに変貌変貌変貌変貌しようとしているのですしようとしているのですしようとしているのですしようとしているのです。。。。」」」」    

 

■■■■「「「「生活生活生活生活トレンドトレンドトレンドトレンド研究所研究所研究所研究所」」」」についてについてについてについて    http://allabout.co.jp/trend_lab/http://allabout.co.jp/trend_lab/http://allabout.co.jp/trend_lab/http://allabout.co.jp/trend_lab/    

 「生活者のトレンドと未来をひも解くマーケティング・チャネル」であることをミッションに掲げ、総合情報サイト「All About」で活躍

する住宅、マネー、健康、グルメ、一般消費財等、様々な領域における専門家（＝ガイド）が研究員となって、企業と生活者が

より良い関係性を構築するための調査、市場分析を行なっていきます。その分野における高い専門性はもちろんのこと、生活

者・実務家としての考えや想いも兼ね備えた「All Aboutガイド」ならではの分析・考察を重ねることで、表面的な定量データでは

捉えられない新たな潮流や課題を浮き彫りにしていきます。 

 

 

    

    

    

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：本件に関する報道機関からのお問い合わせ先：    

株式会社オールアバウト 広報担当： 柏原、大竹 

TEL：03-6362-1309  FAX：03-6682-4229 E-mail： pr@staff.allabout.co.jp 

 

《引用・転載時のクレジット表記のお願い》《引用・転載時のクレジット表記のお願い》《引用・転載時のクレジット表記のお願い》《引用・転載時のクレジット表記のお願い》    

本リリースの引用・転載の際は、必ず「生活トレンド研究所の調査」である 

旨を示すクレジットを明記していただけますようお願い申しあげます。 

グラフ6：「遺伝子検査」について

（n=887）

24.2% 39.6% 20.7% 15.4%

受けてみたい

受けてみたいかどうかわからないが、興味はある

受けたくはないが、興味はある

受けたくはないし、興味もない

グラフ5：将来の健康不安に対する予防策

（n=714）

25.5% 49.9% 24.6%

とっている

とろうと思っているが、まだできていない

とっていない


