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EASS 2020 Health Module (Osaka Meeting Notes, January 13 2020) 

Revised from EASS 2010 Health Module 

v1 EASS Study Year 
v2 Country 

v3 Respondent Number 
 

A. Health Status【健康状態】 
a-1. <Self Rated Health/Physical Health/Mental Health> : SF-12v2【主観的健康/身体的健康/

メンタルヘルス】 
v4 SF_Q1. あなたの健康状態は、いかがですか。 

(1) 最高に良い 

(2) とても良い 
(3) 良い 

(4) あまり良くない 

(5) 良くない 

● 各チームは、元々の英語の選択肢を文字通り訳すこと（1）Excellent（2）Very good  (3) Good 

(4) Fair  (5)Poor; JGSSは（4）Fairを「まあまあ」などに訳し直した設問を別に加える。 

 

以下の質問は、日常よく行なわれている活動です。あなたは健康上の理由で、こうした活動をすることがむずか

しいと感じますか。むずかしいとすればどのくらいですか。 

 

v5 SF_Q2. 適度の活動、例えば、家や庭のそうじをする、１～２時間散歩するなど  

(1) とてもむずかしい 

(2) 少しむずかしい 

(3) 全然むずかしくない 

 
v6 SF_Q3. 階段を数階上までのぼる 

(1) とてもむずかしい 
(2) 少しむずかしい 
(3) 全然むずかしくない  

 

過去１カ月間に、仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって、身体的な理由で次のような問題がありま

したか。 
 

v7 SF_Q 4. 仕事やふだんの活動が思ったほど、できなかった 
(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 

(3) ときどき 

(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 

 
v8 SF_Q5. 仕事やふだんの活動の内容によっては、できないものがあった 

(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 
(3) ときどき 
(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 

 
過去１カ月間に、仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって、心理的な理由で（例えば、気分がおちこ

んだり不安を感じたりしたために)、次のような問題がありましたか。 

v9 SF_Q6. 仕事やふだんの活動が思ったほど、できなかった 
(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 

(3) ときどき 

(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 
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v10 SF_Q7. 仕事やふだんの活動の内容によっては、集中してできなかった 

(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 
(3) ときどき 
(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 

 
v11 SF_Q8. 過去１カ月間に、いつもの仕事（家事も含みます）が痛みのために、どのくらい妨げられまし

たか。 

(1) ぜんぜん妨げられなかった 
(2) わずかに妨げられた 
(3) 少し妨げられた 
(4) かなり妨げられた 
(5) 非常に妨げられた  

 

次にあげるのは、過去１カ月間に、あなたがどのように感じたかについての質問です。. 

 
v12 SF_Q9. おちついていて、おだやかな気分でしたか 

(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 
(3) ときどき 
(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 

 
v13 SF_Q10. 活力（エネルギー）に、あふれていましたか 

(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 
(3) ときどき 
(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 

 
v14 SF_Q11. おちこんで、ゆううつな気分でしたか 

(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 
(3) ときどき 
(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 

 

v15 SF_Q12. 過去１カ月間に、友人や親せきを訪ねるなど、人とのつきあいが、身体的あるいは心理的な

理由で、どのくらい妨げられましたか? 

(1) いつも 
(2) ほとんどいつも 
(3) ときどき 
(4) まれに 
(5) ぜんぜんない 

 

sf12_gh SF12 Subscore: General Health 【健康全般】

sf12_pf SF12 Subscore: Physical Functioning 【身体機能】 

sf12_rp SF12 Subscore: Role Physical【物理的役割】 

sf12_re SF12 Subscore: Role Emotional 【感情的役割】 

sf12_bp SF12 Subscore: Bodily Pain 【身体の痛み】 

sf12_mh SF12 Subscore: Mental Health 【メンタルヘルス】 

sf12_vt SF12 Subscore: Vitality【生命力】 

sf12_sf SF12 Subscore: Social Functioning 【社会的機能】 
 
 
 

EASS 2010 Note: TSCS only includes SF_Q1, SF_Q8, SF_Q9 and SF_Q11 for EASS 2010. 
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a-2. <Hopelessness>【絶望感】 

あなたは以下のことについて、どう思いますか。ご自身についてお答えください。 
 

v16 A-13. 私には将来の希望がもてず、物事がよい方向に行くとは考えられない 
(1) 強く賛成  
(2) どちらかといえば賛成 

(3) どちらともいえない 

(4) どちらかといえば反対 
(5) 強く反対 

 
v17 A-14. 私が目指している目標は達成できないだろう 

(1) 強く賛成  
(2) どちらかといえば賛成 
(3) どちらともいえない 
(4) どちらかといえば反対 
(5) 強く反対 

a-3. <Symptoms/Chronic Illness/Diseases under Treatment>【症状/慢性疾患/治療中の疾患】 
v18 A-15. 

あなたは、慢性的な病気または長期にわたる健康上の問題を抱えていますか          

(1)はい 

(2)いいえ →質問 A-16をスキップ 

 

A-16. あてはまるものすべてに○をつけてください。 

v19 (1) 高血圧 

v20 (2) 糖尿病 

v21 (3) 心血管疾患 

v22 (4) 呼吸器疾患（ぜんそく・慢性的なせきなど） 

（５） 脂質異常症（高脂血症など）JGSSのみ 

（６） 脳血管疾患（脳卒中・脳梗塞など）JGSSのみ 

（７） 腰痛・関節痛JGSSのみ 

v23 (８) その他 (Specify  ) EASSでは（5） 

 

(1) 高血圧 

(2) 糖尿病 

(3) 脂質異常 

(4) 心血管疾患 

(5) 脳卒中 

(6) 癌 

(7) 精神疾患 

(8) 筋骨格系疾患（関節炎、腰痛、膝痛、関節痛、リウマチ等） 

(9) 呼吸器疾患（喘息、肺気腫等） 

(10)  腎臓疾患 

(11)  肝疾患 

(12)  消化器疾患（潰瘍等） 

(13)  その他（具体的に ） 

 
 

 

新規設問 1. あなたの視力についてお尋ねします。あなたは近視ですか？（仮） 

（1）はい 

（2）いいえ 

 

(前の質問に「はい」と答えた人のみ) 

 

新規設問 2.  普段、メガネやコンタクトレンズを着用していますか？（仮） 

（1）はい 

(2)  いいえ 
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a-4. <Height and Weight>【身長と体重】 
v24 A-17. あなたの身長を教えてください。   cm 

v25 A-18. あなたの体重を教えてください   kg 

 

bmi BMI 

EASS 2010 Note: JGSS writes the note that “(If you are currently pregnant, write in the weight before your 
pregnancy)” for weight question. TSCS also reminds interviewers about it and asks to recode the weight 
carefully. 

Revise: JGSS does not disclose A-17 and A-18. 
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B. Health Behavior【健康行動】 
b-1. <Smoking>【喫煙】 

CGSS, KGSS and TSCS 

v26 B-1. あなたは煙草（タバコ）を吸いますか。毎日 
(1) 週に数回 

(2) 月に数回 

(3) 年に数回 
(4) まったく吸わない → 質問 B-2をスキップ 

v27 B-2. あなたは、これまで何年間くらいタバコを吸っていますか。現在吸っていない方は過去の経験につい
てお答えください。           年間ぐらい 
KGSS,TSCS: it is better to ask how many cigarettes you smoke daily instead of frequency. 
JGSS 

B-1. あなたは煙草（タバコ）を吸いますか。（電子タバコや加熱式タバコも含む） 
 

１   ２ ３ 

現在 

吸っている 
 

 以前は吸って 

いたがやめた 

ほとんど／まったく 

吸ったことはない 

 

B-2aあなたは、現在どのくらいの頻度で、タバコを 

吸っていますか。 

 

１ ２ ３ ４ 

毎日 週に数回 月に数回 年に数回以下 

 
 
 

B-2bあなたは、これまで何年間くらいタバコを吸っていますか。現在 

吸っていない方は過去の経験についてお答えください。 

   年間くらい 
 

Note: JGSS uses somewhat different format, but provides the same information. TSCS asks both EASS and ISSP 
questions or splits the sample. 

 

b-2. <Drinking>【飲酒】 
Final version【最終版】 

v28 B-3. あなたは、どのくらいの頻度でお酒（アルコール含有飲料）を飲みますか。 
(1) 毎日 
(2) 週に数回 
(3) 月に数回 
(4) 年に数回以下 
(5) まったく飲まない 

EASS 2010 Note: TSCS asks both EASS and ISSP questions or splits the sample. 
 

b-3. <Exercise>【運動】 

v29 B-4. あなたは、どのくらいの頻度で汗をかいたり、息が切れるような運動（20分以上）をしていますか 

(1) 毎日 
(2) 週に数回 
(3) 月に数回 
(4) 年に数回以下 
(5) まったくしていない 

 
新規設問 3. 平日に歩いている時間は合計でどのくらいですか。「歩く」とは職場や自宅での日常生活、ある場

所から別の場所への移動、気晴らし、運動、またはレジャーのために行う散歩やウォーキングをすべ

て含みます。（仮） 

(1) 15分未満 

(2) 15～29分 

(3) 30～59分 

(4) 60～89分 

(5) 90分以上 
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新規設問 4. 平均的な１週間では、少し息がはずむような身体活動をどのくらい行いますか。（家事、子供と遊

ぶこと、荷物の運搬、肉体労働、ジョギング、水泳、自転車、その他の運動等を含みます。）歩行や

ウォーキングは含めないでください。（仮） 

（1）15分未満 

（2）15～29分 

（3）30～59分 

（4）約1時間 

（5）約2時間 

（6）約3時間 

（7）約4時間 

（8）約5時間 
（9）6時間以上 

 
新規設問 5.  平日に座っている時間はどのくらいですか。（机に向かったり、読書したり、座ったり横になって

テレビを見るために費やした時間をすべて含みます。）（仮） 

＿＿＿＿＿時間____＿__分 

 
新規設問 6. 平日の実際の睡眠時間は何時間くらいですか?  

（寝床の中にいた時間とは異なる場合があるかもしれません（仮） 

 

＿＿＿＿＿時間______分 

Sleep time The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
By: Carole Smyth MSN, APRN, BC, ANP/GNP, Montefiore Medical Center 

ピッツバーグ睡眠筆問票日本語版（Japanese version of PSQI；PSQI―J） 

土井由利子，蓑輪眞澄，内山真，他：ピッツバーグ睡眠質問票日本語版の作成．精神科治療１３：７５５―７６３，１９９８ 

 

新規設問 7. 過去 1か月間において、ご自分の睡眠の質を全体として、どのように評価しますか？（仮） 

（1）非常に良い 
（2）かなり良い 

（3）かなり悪い 

（4）非常に悪い             

Sleep time The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) 
By: Carole Smyth MSN, APRN, BC, ANP/GNP, Montefiore Medical Center 

ピッツバーグ睡眠筆問票日本語版（Japanese version of PSQI；PSQI―J） 

土井由利子，蓑輪眞澄，内山真，他：ピッツバーグ睡眠質問票日本語版の作成．精神科治療１３：７５５―７６３，１９９８ 

 

b-4. <Health Checkup>【健康診断】 
Optional: CGSS, JGSS, KGSS 

v30 B-5. 過去３年の間に、あなたは健康診断を受けましたか。 
(1) 定期的に受けた 
(2) 不定期に受けた 
(3) 受けていない 
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C. Medical Care【医療】 
 

v31 C-1. 過去１年間に、あなたはどのくらいの頻度で、医師の診断を受けましたか。あなた自身の病気やケガ
によるものについてお答えください 
(1) 週に数回以上 

(2) 週に一回程度 

(3) 月に一回程度 
(4) 年に数回 

(5) 年に一回程度 

(6) 全くない 

 
v32 C-2. ご自身やご家族の将来のことを考えたとき、以下の点についてどの程度不安を感じますか。 

a. 必要なときに医療を受けられない 
(1) 非常に不安 
(2) やや不安 

(3) あまり不安はない 

(4) まったく不安はない 

 
v33 b. 深刻な病気にかかったときに医療費を払えない 

(1) 非常に不安 
(2) やや不安 
(3) あまり不安はない 
(4) まったく不安はない 

 

v34 C-3. 過去１年間に、病気やケガにもかかわらず、医師の診断を受けることを控(ひか)えたことがあ

りますか。風邪や虫歯の場合も含めてお答えください 

(1) 控えたことがある → Go to question C-4 
(2) 控えたことはない 

(3) 過去１年間に病気・ケガはしていない 

 

C-4. それはなぜですか。 

v35,v35_tw (1) 待ち時間が長い 

v36,v36_tw (2) 費用がかかる 

v37 (3) 病院が近くない 

v38 (4) どの病院に行ったらよいかわからない 

v39 (5) 交通手段がない 

v40 (6) 病院に行くのが好きではない

v41,v41_tw  (7) 忙しくて時間がない 

  v42  (8) 病院に行くほどの病気ではないと判断した 

v43 (9) 保険が使えない 

v44 (10) その他(具体的に  ) 
v4042_tw (11) 私は病院に行きたくない或いは行く必要がない 

EASS 2010 Note: ISSP Q18 has partial overlap with C-3 and C-4. TSCS team divides the ISSP question and adds 
more choices. For question C-1, JGSS includes only the first sentence in the parentheses, but can exclude 
those escorting or visitations with the Japanese translation. For question C-3, since “cavity” is one of the popular 
reasons for going to see a doctor in Japan, JGSS adds “a cavity” as example. 

Revise: TSCS does not include options (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) for C-4. 
 

D. Medical Insurance/Social Security Insurance【医療保険/社会保険】 
 

v45 D-1. あなたは、どのような医療保険に入っていますか。 
(1) 公的医療保険のみ 
(2) 公的医療保険と民間の医療保険 
(3) 民間の医療保険のみ 
(4) 医療保険には入っていない 
(5) 分からない 

EASS 2010 Note: TSCS uses the ISSP question, but can provide the same information. 
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E. Alternative Medicine【代替医療】 

 

E-1. 
過去１年間に、あなたは以下の療法を受けたことがありますか。それぞれについてお答えください 

v46 A  鍼・灸  ----------------- 1 Yes ................................................................................................................................................ 2 No 

v47 B   漢方薬 ------------------------------------ 1 Yes ................................................................................................................... 2 No 
v48 C  指圧・マッサージ  ------------------------ 1 Yes ........................................................................................................ 2 No 
 

A  鍼 
B  灸 
C Cupping 
D  漢方薬 
E  指圧・マッサージ 

                  

EASS 2010 Note: “cupping” is not so popular in Japan, so JGSS does not include “(cupping)”. TSCS may or may 

not use this as a sub-question of ISSP question (Q.16.b). 

 

F. Social Support /Social Trust【社会的サポート/社会的信頼】 
f-1. <Social Support: Emotional/Financial/Instrumental Support> 

CGSS, KGSS and TSCS 
 F-1. During the past 12 months, did your kin (family or relatives) do the following things for you when you 
 needed it? If yes, how often? Very often, often, sometimes or seldom? 
 No, do No such 
 not have persons 
 Very such available 
 Often Often Sometimes Seldom Not at all needs 

v49 A Listening to personal 
 problems or concerns -------------- 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ................. 7 

v50 B Providing financial Support ------- 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 .................... 7 

v51 C Taking care of household 
 chores (ex. housework, 
 childcare, nursing care) ------------ 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ................ 7 

 F-2. During the past 12 months, did your non-kin (friends, colleagues, or neighbors) do the following things 
 for you when you needed it? If yes, how often? Very often, often, sometimes or seldom? 
 No, do No such 
 not have persons 
 Very such available 
 Often Often Sometimes Seldom Not at all needs 

v52 A Listening to personal 
 problems or concerns --------------- 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ................ 7 

v53 B Providing financial Support -------- 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ................... 7 

v54 C Taking care of household 
 chores (ex. housework, 
 childcare, nursing care) ------------ 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ................ 7 

  
F-3. During the past 12 months, did your professional workers (social workers, caretakers, or therapists) do 

 the following things for you when you needed it? If yes, how often? Very often, often, sometimes or 
 seldom? 
 No, do No such 
 not have persons 
 Very such available 
 Often Often Sometimes Seldom Not at all needs 

v55 A Listening to personal 
 problems or concerns --------------- 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ................ 7 

v56 B Providing financial Support -------- 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ................... 7 

v57 C Taking care of household 
 chores (ex. housework, 
 childcare, nursing care) ------------ 1 …….. 2 ………. 3 ……… 4 ……... 5 ……….. 6 ............................................................ 7 
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JGSSの設問をKGSS,CGSS,TSCSも入れる 

s1_jp F-1J. 過去１年間、必要なときに心配事を聞いてくれた人はいますか。 

  1はい   2いいえ 3 心配事はなかった  

 
 

F-2J. それは誰ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

s2_1_jp 1 同居家族 

s2_2_jp 2 その他の親族 

s2_3_jp 3 職場の人 

s2_4_jp 4 近所の人 

s2_5_jp 5 友人 

s2_6_jp 6 専門職の人（カウンセラー、ヘルパー、医者等） 

s2_7_jp 7 その他 (具体的に  ) 

 
 

s3_jp F-3J. 過去１年間、必要なときに経済的な面で助けてくれた人はいますか。 

 

1はい 2 いいえ 3 心配事はなかった 

 
 

F-4J. それは誰ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

s4_1_jp 1 同居家族 

s4_2_jp 2 その他の親族 

s4_3_jp 3 職場の人 

s4_4_jp 4 近所の人 

s4_5_jp 5 友人 

s4_6_jp 6 専門職の人（金融機関や公的機関の人など） 

s4_7_jp 7 その他 (具体的に  ) 

 
 

s5_jp F-5J. 過去１年間、必要なときにその他の手助け（例えば、家事・育児・介護など）をしてくれた人は

いますか。 

  1はい   2 いいえ 3心配事はなかった  

 
 

F-6J. それは誰ですか。あてはまるものすべてに○をつけてください。 

s6_1_jp 1 同居家族 

s6_2_jp 2 その他の親族 

s6_3_jp 3 職場の人 

s6_4_jp 4 近所の人 

s6_5_jp 5 友人 

s6_6_jp 6 専門職の人（金融機関や公的機関の人など） 

s6_7_jp 7 その他 (具体的に  ) 
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f-2. <Social Trust >【社会的信頼】 

v58 F-6. 一般的に、人は信用できると思いますか。それとも、人と付き合うときには、できるだけ用心

したほうがよいと思いますか。 

(1) ほとんどの場合、信用できる 
(2) たいていは、信用できる 
(3) たいていは、用心したほうがよい 
(4) ほとんどの場合、用心したほうがよい 

G. Environment【環境】 
g-1. <Physical Environment>【物理的環境】 

G-1. あなたがお住まいの地域で、次の問題はどの程度深刻ですか。 

とても     ある程度  あまり      まったく 

 深刻 深刻 深刻ではない 深刻ではない 

V59 A 大気汚染 ----------------→ １ ･･･････････ ２ ･･･････････ ３ ･･･････････ ４ 

V60 B 水質汚染 ----------------→ １ ･･･････････ ２ ･･･････････ ３ ･･･････････ ４ 

V61 C 騒音被害 ----------------→ １ ･･･････････ ２ ･･･････････ ３ ･･･････････ ４ 
 
Optional: JGSS 

とても     ある程度  あまり      まったく 

 深刻 深刻 深刻ではない 深刻ではない 

s7_jp D 日照被害----------------------------- 1･･･････････   2 ･･･････････  3･･･････････4 

g-2. <Socioeconomic Environment>【社会経済的な環境】 
G-2. あなたの家から１キロ（徒歩15分程度）以内の近隣の状況についておうかがいします。以下のことはどの程
度あてはまりますか。それぞれについてお答えください。 

よく          あて     どちらとも  あて        まったく 

 あてはまる はまる いえない はまらない あてはまらない 
 
 

V62 A ジョギングや散歩などの 

 運動をするのに適している -→ １ ･･･････ ２ ･･･････ ３ ･･･････ ４ ･････････ ５ 

V63 B 新鮮な果物や、 

 野菜がいろいろと手に入る -→ １ ･･･････ ２ ･･･････ ３ ･･･････ ４ ･････････ ５ 

V64 C 公共施設（公民館・図書館・ 

 公園など）が整っている ---→ １ ･･･････ ２ ･･･････ ３ ･･･････ ４ ･････････ ５ 

V65 D 安心して生活できる -------→ １ ･･･････ ２ ･･･････ ３ ･･･････ ４ ･････････ ５ 

V66 E 近所の人は、お互いに 

 気にかけている -----------→ １ ･･･････ ２ ･･･････ ３ ･･･････ ４ ･････････ ５ 

V67 F 近所の人は、私が困っていたら 

 手助けしてくれる ---------→ １ ･･･････ ２ ･･･････ ３ ･･･････ ４ ･････････ ５ 
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H. Epidemiology【疫学】 
Optional: CGSS, JGSS, KGSS 

v68 H-1. あなたは過去１年間に、インフルエンザ（新型インフルエンザを含む）の予防接種を受けましたか。 
(1) はい 

(2) いいえ 

v69 H-2. あなたは、昨年、新型インフルエンザが人々の間で大流行したときに、どの程度心配しましたか。 
(1) 非常に心配した 

(2) やや心配した 

(3) あまり心配しなかった 
(4) まったく心配しなかった 

 
 H-2. あなたは、2020年に新型コロナウィルスが人々の間で大流行したときに、どの程度心配しましたか。 

(5) 非常に心配した 

(6) やや心配した 

(7) あまり心配しなかった 
(8) まったく心配しなかった 

EASS 2010 Note: JGSS includes “(of any type)” in question H-1. 

 

I. Family Care Need and Care Management【家族の介護ニーズ及びケアマネジ

メント】 
 

v70 I-1. あなたのご家族には、長期にわたる心身の病気・障がいや高齢のためにケアが必要な方はいますか。
（あなたと別々に暮らしている方も含めてお答えください） 

(1) いる 

(2) いない   質問 I-2をスキップ 

 

v71 I-2. あなたは、そのご家族のケアを主にしていますか。 
(1) はい 
(2) いいえ 

J. Worries about Aging【加齢に伴う不安】 
 

 
J-1. あなたは次の意見について、どう思いますか。 

どちらとも 

 強く賛成 賛成 いえない 反対 強く反対 

V72 A 年をとるにつれて、自分で自分の 

 ことができなくなるのが心配だ→ １ ････････ ２ ････････ ３ ････････ ４ ････････ ５ 

V73 B 年をとるにつれて、自分のことを 

 他の人に決めてもらわなくては 

 ならなくなるのが心配だ ----→ １ ････････ ２ ････････ ３ ････････ ４ ････････ ５ 

V74 C 年をとるにつれて、他の人に経済的に 

 依存しなくてはならなくなることは、 

 大きな不安だ --------------→ １ ････････ ２ ････････ ３ ････････ ４ ････････ ５ 

 
 

Optional: KGSS 
Neither 

Strongly  agree nor  Strongly 
agree Agree  disagree Disagree disagree 

s8_kr D I worry that I will have to live with my adult 
children when I am older -  1 ………..  2 ………..  3 ………..  4 ............... 5 

 
s9_kr E I worry that I will not be able to live with my 

adult children when I am older -  1 ………..  2 ………..  3 ………..  4 ............... 5 
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K. Addiction【依存症】 
 

Optional: CGSS, JGSS, KGSS 

K-1. あなたは以下のことを、まわりの人から「やりすぎだ」と注意されたことがありますか。 

v75 A   飲酒 ---------------------------------------------------------   1 はい ................ 2 いいえ 

v76 B   喫煙------------------------------------------------------  -- 1 はい ............. 2 いいえ 

v77 C   ギャンブル（パチンコを含む）------------------------- 1 はい .............. 2 いいえ 

v78    D  インターネット/スマートフォン（ゲームでの利用も含む） - 1 はい 2 いいえ 
 

K-2. あなたが一緒に暮らしている方の中には、以下のことを「やりすぎている」人がいますか。 

 

v79 A   飲酒 ---------------------------------------------------------  1 いる ……... 2 いない ............ 3 ひとり暮らし 

v80 B   喫煙---------------------------------------------------------  1 いる ……... 2 いない ............. 3 ひとり暮らし 

v81 C   ギャンブル（パチンコを含む）-------------------------  1 いる ……... 2 いない ........ 3 ひとり暮らし 

v82 D   テレビゲーム/ネットゲーム（携帯などもすべて含む）   1 いる ……... 2 いない 3 ひとり暮らし 

L. BODY SHAPE【体形】 
 

Optional: JGSS, KGSS 

v83 Q54. あなたは、現在の体形について、どのように思っていますか。 
(1) 減らしたい 

(2) 少し減らしたい 

(3) 現在のままで良い 
(4) 少し増やしたい 
(5) 増やしたい 

Optional: KGSS, TSCS 

v84 Q55. What do you think about your body shape? 
(1) A lot underweight 
(2) A little underweight 
(3) Neither underweight nor overweight 
(4) A little overweight 
(5) A lot overweight 

 
 

新規設問 8. 「健康」を考えるとき、次のそれぞれのことはどのくらい重要だと思いますか。（仮） 

 

非常に           やや重要    重要 

 重要 重要 （少し重要） ではない 

A 身体の痛みが無いこと ----------------→ １ ･･･････････ ２ ･･･････････ ３ ･･･････････ ４ 

B 心のやすらぎがあること ----------------→ １ ･･･････････ ２ ･･･････････ ３ ･･･････････ ４ 

C 家庭内の役割を果たせること ----------------→ １ ･･･････････ ２ ･･･････････ ３ ･･･････････ ４ 

D 職場や社会での役割を果たせること---------------- １ ･･･････････ ２ ･･･････････ ３ ･･･････････ ４ 

 

 

Standard Background Variables (属性変数) は、EASS 2010のSBVを参照されたい。 

http://jgss.daishodai.ac.jp/surveys/sur_quest/EASS2010_SBV.pdf 

 EASS 2020では、配偶者の主観的健康状態についても尋ねる。 


