2017 年 3 月 17 日
【ブルーリボンキャラバン】
もっと知ってほしい大腸がんのこと 2017 in 東京
アンケート結果の報告
2017 年 3 月 5 日（日）東京医科歯科大学 M&D タワー2 階 鈴木章夫記念講堂 にて
開催されました表題セミナーのアンケート結果を、ご報告申し上げます。当日は 522 名
の方が参加され、うち 177 名の方からご意見を頂きました。（回収率 33.9％）。
頂きましたコメントは、判読が難しいもの、表記が適切でないものも含め、原則全て記
載し紹介しています。
当セミナーにて、大腸がん啓発カラー「ブルー」を身に着けてご来場された方へのプレ
ゼント（ボールペン）は 399 本、大腸癌治療ガイドラインや啓発グッズなどの物販は
41,520 円でした。売上金は CNJ のがん啓発活動などを運営する資金に充てさせて頂き
ます。皆様のサポートに心から感謝いたします。ありがとうございます。

（1）今回のセミナーはどのような媒体でお知りになりましたか？
① 東京医科歯科大学医学部附属病院内の掲示・チラシ
② 院内スタッフからの案内

20.3%
2.8%

③ 他の病院・薬局などでのポスター掲示・チラシ

34.5%

④ 友人・知人に誘われて

6.8%

⑤ 新聞の告知

9.6%

⑥ WEB サイト（東京医科歯科大学医学部附属病院）

1.1%

（キャンサーネットジャパン）

5.1%

（東京都がんポータルサイト）

0.0%

（その他）

1.7%

（無記入）

14.1%

⑦ その他（がんナビ・ブーケ会報・2 月の骨のことイベントでパンフを頂
いたから・他院のがん情報センター・前回の時の案内を見て・地域包括支
援センターにおかれていたチラシ・病院関係者）

4.0%

無記入

3.4%

（2）あなたご自身についてお伺いします。
① 性別：男

44.6％

：女

54.2％
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無記入

1.1％

② 平均年齢：59.4 歳
③ お住まい：
◆東京都（足立区・新宿区・文京区・台東区・世田谷区・渋谷区・板橋区・中央区・府中
市・江東区・葛飾区・練馬区・港区・中野区・江戸川区・北区・豊島区・東久留米市・大
田区・多摩区・墨田区・調布市・立川市・八王子市・町田市・三鷹市・西東京市・国分寺
市・小平市・日野市）
◆神奈川県（横浜市・横須賀市・相模原市・旭区・川崎市・鎌倉市）
◆埼玉県（さいたま市・志木市・川口市・大宮市・入間市・所沢市・草加市・越谷市）
◆千葉県（千葉市・船橋市・成田市・習志野市・市川市・流山市・浦安市・松戸市・白井
市）
◆群馬県（前橋市）
◆愛知県（名古屋市）
◆京都府（長岡京市）
（3）あなたのお立場に○印をお願いします。
① がん患者（治療開始前）

1.7％

（通院治療中）

6.2%

（治療後フォロー中 5 年以内）

15.3%

（治療後 5 年以上経過）

5.6%

（無記入）

3.4%

東京医科歯科大学に受診中

1.1％

他の病院に受診中

12.4%

無記入

19.2%

② 患者の家族・友人・知人

35.0%

③ 医療関係者（医師）

1.1%

（看護師）

7.9%

（薬剤師）

1.7%

（社会福祉士）

0.6%

（その他）栄養士・視覚訓練士・歯科医師・鍼灸マッサージ
師・管理栄養士・歯科医師・ケアマネージャー・介護ヘル

6.8%

パー・メーカー・CRC・管理栄養士
（無記入）

2.8%

＊所属：拠点病院

2.8%

訪問介護ステーション

0.0%

地域包括支援センター

0.6%
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在宅療養支援診療所

0.0%

調剤薬局

0.0%

その他（個人・特養・居宅介護支援事業所くるみケアプラン
・離職中・クリニック・フリーで活動）

2.8%

無記入

0.0%

④ プレス関係

0.0％

⑤ その他（会社役員・福祉用具メーカー・企業・潰瘍性大腸炎患者・複数
のポリープがある・慢性胃腸炎患者・大腸ポリープ摘出・大腸がんで父が
亡くなった・医療機器メーカー・一般人（定年退職者）
・潰瘍性大腸炎ポリ
ープで将来に備えて。胃がん手術後 8 年経過。・CRO・一般・関心あるた
め参加した・SMV OPESO）
無記入

15.3%

6.2%

（4）本日の参加目的にあてはまるものに○印をお願いします。
① 自分が大腸がんだから

19.8％

② 家族・友人・知人が大腸がんだから

30.5％

③ 大腸がんに関心があるから

47.5％

④ 講演者に関心があるから

14.1％

⑤ 出展ブースに関心があるから

8.5%

⑥ その他

4.0％

無記入

3.4％

*その他詳細
・がん(部位に関係なく）について勉強したいから。
・患者さんと治療について理解を深めたかった。
・大腸がんの臨床試験に関わっているから
・癌全般に興味あり
・がんについての勉強の為
（5）あなたは本日のイベントについてどの程度満足をされましたか？
・主治医に聞きにくい知識を教えていただけ
たから。
・大腸がんそのものが比較的に治療でき、定
期検診を受けていれば必ず治る病気だと改
① 大変満足

50.8％

めて思いました。
・無料でこのようなわかりやすい内容を現役
ドクターから聞けるのは貴重。
・信頼度の高い最新情報が提供されるため。
・大腸がんについて多方面から学べた。
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・スライドが見られたこと
・貴重な Lecture ありがたいです
・ビデオ画面で良く判った
・わかりやすかった
・いろいろなことで大変勉強になりました
・術後の？が解けました
・最新治療の全容を理解できた
・沢山の知識情報を得ることができました。
・ブースで体験が複数できて有益だった。お
話の内容が充実していた。
・今年は２回目に満足した市民講座でした。
・内視鏡や腹腔鏡、CV ポート体験で難しい
内容が具体的にわかりよかったです。資料
もよかったです。

② まあ満足

・レジュメが欲しい。（メモがとりきれない）
・医師から直接の説明なので説得力がある。
・少し具体例が少ない。ひとつの講演時間が
少ない。
・理解できる事と理解できない事があった。
・がんはもっと怖い病気だと思っていたが、
32.2％
重くても手術が可能だったりすることがわ
かって健診を受けようと思いました。
・今後の備えに役立った
・私自身、山本先生と同じで 3 回の手術を受
け、ともすると心がおれ前向きになれない
日々をすごしています。今日は力を頂きま
した。ありがとうございます。

③ あまり満足していない

0.6％

④ 全く満足していない

0.0％

⑤ どちらとも言えない

0.0％

無記入

・話し方のテンポが全体的勇み足でなく聞き
易かったです。スライドは医学生の勉強み
16.4％
たい。難しい。演題が多すぎて少しきつい
かな。疲れる。

（6）
「参考になった」
「今後に役立てられる」と感じた講演に○印をお願いします。
（複数
回答可）
講演 1：石黒 めぐみ先生【大腸がんってどんな病気～大腸がんの基礎知識～】

66.7％

講演 2：安野 正道先生【大腸がんの手術と手術後の生活】

72.3％
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講演 3：上野 秀樹先生【顕微鏡で見た大腸がん～いろんなことがわかります～】

66.1％

体験談 1：山本 悦秀先生【医学部教授が進行大腸癌から生還

62.7％

～走る医療

者オストメイトとして活動～】
講演 4：植竹 宏之先生【転移・再発した大腸がんの治療方針の基本】

67.8％

講演 5：山口 研成先生【大腸がんの抗がん剤治療～いまとこれから～】

64.4％

情報提供：石川 敏昭先生【RAS 遺伝子検査とは？】

55.4％

【Q&A トークセッション】質問票にお答えします！

26.6％

無記入

10.2%

個別の講演に関するご感想などありましたら、自由にご記載ください。
【がん患者】
（現在治療中）
・いずれの講演も理解しやすく、内容の濃いことが刺激になりました。2 度、3 度と参加
して、もっと知識を得たいと思いました。
（治療後 5 年以内）
・最前線で活躍される医師のお話を直接聞かせていただけることは大変貴重です。とても
勇気づけられます。心強く感じます。可能な限り参加させてもらっています。ありがと
うございます。
・石黒先生のお話は大腸がんの基本的なことを理解する上で、大変わかりやすく勉強にな
りました。
・手術、抗がん剤治療の経験者として講演された山本先生の内容にはうなずけることが多
かった。経験者として私も患者により添っていけると思う。
・抗がん剤治療では先月のテレビの「プレシジョン・メディシン」の話が聞きたかった。
・今回患者にとって厳しい内容のものもあったが参考になった。正しい知識は大事だと思
う。
【患者の家族・友人・知人】
・がん哲学外来はどの病院にあって、どんな治療をするのですか？初めて聞いた科だった
ので詳しく知りたいです。
・講演 2 の安野先生。手術のビデオで丁寧な手術の重要性がわかった。
・大腸がんの手術の映像が見られてよかったです。
・がんは早期発見、早期治療でがんと共存していきたいと思いました。
・専門医の先生の話が聞けて良かった。わかりやすい話からのスタートが良かった。薬物
療法の進歩に興味を持ちました。治療法が確立されていることがわかりました。
・提示データ古いのではないか。昨年と同じ 2012 年のものとは、毎年開催の意義にかか
わるのでは。
・石黒先生の話し方、きわめて明快。
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・がんにならないために禁煙、食生活の改善、規則正しい生活、運動、予防に勝る病気な
しを実践したいと思います。
・どれも素晴らしかったです。がんについて勉強を始めたばかりですが、整理をすること
が出来、大変有意義でした。ぜひこれからも継続されてください。
・夫 59 歳、娘 27 歳、息子 36 歳大腸がんで３名他界。大変勉強になると思いまして。
・私の弟で昨年９月に亡くした。肝臓がんでした。
【医療・福祉関係者】
（看護師）
・一講演、一講演、大変興味深いのですが、後半は集中力に欠けました。もう少し時間配
分、内容（講演数）など検討されるとベターだと思います。特にケモに関する内容一般
人には難しく感じ、わかりづらいと感じました。
（その他）
・医学的な知識を学ぶことができて良かった。個人的には少し専門用語が多いことや、患
者さんの受け取り方などにより配慮した表現が多いと、参加者にもより心地よく聞いて
頂けるのではないかと思いました。熱心にメモされている方も多かったです。（栄養士）
（無記入）
・新しく保険適応に今後なりそうな遺伝子検査などについて知りたい。
【その他】
・これからも他科のレクチャーに参加いたしたく存じます。患者サイドのご指導を賜りた
くお待ち申し上げます。友人が当院に入院。退院後“御茶ノ水 NO.1 の病院”と PR し
ています。近くに住んでいるのに知りませんでしたが、今日は反省しています。ありが
とうございました。
・安野正道先生の外科医のお話は分かりやすく納得させられます。Q&A トークセッショ
ンは患者の立場から次々と現実的な質問も多く、もう少し時間があってもよかったなと
思います。
・大変充実した会でした。ありがとうございます。
・長時間だったのでつかれた
（7）もしあなた（家族も含む）がこれから大腸がんの治療を受けるとした場合、「RAS
遺伝子検査」を受けたいと思いますか？
① 検査を受けたい

63.3%

② 検査を受けたくない

0.6%

③ 検査を受けないだろう

7.3%

無記入

28.8%

*検査を受けたい理由
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・異常の有無を確認し、治療の可能性広げたいから。
・治療の幅が広がるので。
・最適な治療を受けるため必要だと思う。
・少しでも効果のある治療が受けたいから。
・母親が大腸がんで現在治療中だけど、自分もなったときに、他のがんがあるか見ておき
たい。
・病気についてよく知りたいから。
・病気の質の理解をしたいから。
・少しでも治療の役に立つなら検査を受けたい。
・治療方針を広げるため。
・自分にあった治療ができる。
・化学療法が必要となったときに受ければよいと思うから。
・自分の病因にあった治療を受けたい。
・医師よりの指示次第。
・最適な治療を受けたいので。
・治療の選択に役立つ。
・薬が使えるのかどうかを調べるため。
・治療の可能性を広めるため。
・早期発見するため。
・自分の遺伝子の情報を知りたいと思います。
・化学療法を受ける前に必要なことと思ったので
・どういう経過をたどるにしても（その薬の対象にならない可能性もある）選択肢を多く
しておきたいので
・治療選択肢をより正しく判断するため
・気になる
*検査を受けたくない理由
*検査をうけないだろう理由
・化学療法が必要となったときに受ければよいと思うから。
・よくわからないので
・ステージⅠ～Ⅲは対象外だから費用の面のため。
*無記入
・2013 年 5 月に実施済。KRAS 変異型であった。
・受けても良いがちょっと初心者（受講）に難しいのでわからない。
・わからないです
（8）がんの化学療法に特に期待することは何ですか？上位 3 つに○印をお願いします。
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① がん（腫瘍）が小さくなる

1位

51.4%

② 生存期間の延長

2位

46.3%

③ 生活の質（QOL）の維持

3位

44.1%

④ 副作用が少ない

4位

35.0%

⑤ がんによる痛みなどの症状改善

5位

22.0%

⑥ 経済的負担が少ない

6位

17.5%

⑦ その他

7位

2.3%

無記入

19.2%

*⑦その他詳細：
・すべて期待する。そのとき自分が置かれた状況により優先度は異なると思う。
・社会的認知度の向上、治療薬の改良、新薬
・通院回数が少なくて済む方がうれしいです。
・できればコンバージョンして根治してほしい
（9）化学療法薬剤でご存知のものがありましたら、番号に○印をお願いします。
（）内は
ブランド名。（複数回答可）
① べバシズマブ（アバスチン）

58

32.8%

② セツキシマブ（アービタックス）

36

20.3%

③ パニツムマブ（べクティビックス）

20

11.3%

④ オキサリプラチン（エルプラット）

40

22.6%

⑤ イリノテカン（カンプト）

47

26.6%

⑥ カペシタビン（ゼローダ）

39

22.0%

⑦ テガフール・ギメラシル・オテラシカリウム（ティーエ
スワン）

41

23.2%

⑧ トリフルリジン・チピラシル塩酸塩（ロンサーフ）

19

10.7%

⑨ ラムシルマブ（サイラムザ）

15

8.5％

103

58.2％

無記入

（10）治療に関する情報はどのような媒体で入手しましたか？患者さん・ご家族以外の方
は、どのような媒体で入手すると思いますか？ （複数回答可）
① 書籍

77

43.5%

② インターネット

95

53.7%

③ 同じ病気の患者

16

9.0%

④ がん患者会

11

6.2%

9

5.1%

30

16.9%

2

1.1%

13

7.3%

⑤ 患者団体・患者支援団体
⑥ 病院の相談窓口
⑦ NPO などの相談窓口
⑧ その他（主治医とのインフォームドコンセント・がんセ
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ミナー・担当医から・まず主治医や病院内スタッフ・市民公
開講座など・病院においてある本やチラシ・主治医・学会な
ど・シンポジウム、講演会、セミナー・医師からの説明がわ
かりやすい・医師・新聞情報・テレビ情報・担当医）
無記入

48

27.1%

（11）治療を受けるにあたって、どのような情報が必要でしたか？患者さん・ご家族以外
の方は、どのような情報が必要だと思いますか？（複数回答可）
① 施設情報（病院など）

85

48.0%

② 医師情報（専門医など）

84

47.5%

105

59.3%

④ 薬剤に関する情報

42

23.7%

⑤ 治療以外（心の問題など）の相談窓口

38

21.5%

⑥ 医療費に関する情報

41

23.2%

3

1.7%

45

25.4％

③ 治療法の情報

⑦ その他（ストーマ・治療によってどれくらい日常生活、
体に影響が及ぶのか良い面も悪い面も・突然入院、手術だっ
たので何も考える余裕がなかった。）
無記入

～参加されたご感想・ご意見、今後のテーマに関するご希望等を下記にご記載下さい。～
【がん患者】
（現在治療中）
・ブースでいただいた資料を持ち帰り、周辺知識を深めたいと思います。
・放射線治療と抗がん剤についてのレクチャー。Cancer Channel の他に手術のビデオ映
像が見られるサイトを教えてほしい。
・手術のＶＴＲ参考になりました。ありがとうございます。食道がん、すい臓がん、血液
のがんなど希少がんについて勉強させて頂きたいです。
（治療後 5 年以内）
・どの講演も大変勉強になりました。ありがとうございました。出展ブース（内視鏡の操
作体験、便潜血検査など）でのご説明も大変参考になりました。頂いた資料の「知って
ほしい大腸がんのこと」は大腸がんの全体像がわかりやすく説明されていて、理解を深
めることができました。最後にこのような素晴らしいセミナーを開催、運営していただ
いた多くのスタッフの皆さまにお礼申し上げます。
・抗がん剤治療をしながらの勤務が考えていた以上に辛かった。経験から「治療と就労」
のようなテーマがあればぜひ参加したいと思います。
・がん患者となり恐怖心がいっぱいです。なかなか主治医にお聞きすることが出来ず（と
ても良い方なのですが）どのように聞いたら良いのかも、うまく言うことができず、そ
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んな折、参加させていただくことができ、少し落ち着くことができたように思います。
本当にありがとうございました。
・悪い事例を紹介してください。
・大腸がんの治療、知識を整理できました。ありがとうございました。
・大腸がんに対しての知識を深めることが出来ました。腹腔鏡の手術の器械や大腸の内視
鏡に実際に触れられたことは有意義でした。半日、充実していました。ありがとうござ
いました。ブルーリボンキャンペーン、大切なことです。ピンバッチがもう少し小さけ
ればつけやすいかなと希望です。
・去年大腸がん再発で一病院でパンフ（本日いただいた）頂き、読ませていただいたが、
ただ自分で読むだけではよく理解できず、また新聞で免疫療法フォーラムに行き、治療
をすすめられたが、私は受けず、本日学んで受けずに良かったと自分自身学んだ。前回
は内視鏡でとって終わりだが、毎年ＣＦはやる。
（遺伝に関係）とのことでした。本日学
んだことを参考に残された人生の治療の参考にさせて生きていきたいと思います。
（治療後 5 年以上経過）
・構内は飲食禁止の表示がされているのに、皆さんペットボトルなど飲まれていました。
私は我慢しましたが、隣の年配の男性はおにぎりを出されていました。講演前に注意事
項を読み上げる時にそれも入れてほしいです。
・今回の講演に参加して手術のビデオを見る機会があり理解できました。ビデオは理解し
やすい方法だと思います。ありがとうございました。
・各先生方のお話が大変参考になりました。話の内容が異なっていて、新しい知識を得ま
した。今後のテーマで肺がんをお願いします。タバコ、大気汚染などで不安です。
（無記入）
・現在化学療法治療中。治療に関しての内容をもっと深く聞きたいです。時間も長くとっ
てほしいです。
【患者の家族・友人・知人】
・スクリーンの資料の字が小さくて全く見えなかったです。山口研成先生の声が小さくて
聞き取りにくかったです。CV ポートを針刺し、腹腔鏡操作体験ができて良かったです。
・子宮体がんに関すること。高齢者のがん転移。
（副作用の少ない治療法）がん治療に関す
る DDS 有効性について。
・また別のセミナーに参加したいです。
・肺がん、胃がん、大腸がんなど人は 40 歳以上になると、がんになりやすくなるのを実
感いたしました。大腸がんの治療法として IBM の Watson を応用していますか？
・Cancer Channel をネットに今後活用させて頂きます。
・データの刷新（説明用）。体験談紹介。前年度内容との比較、医療の進歩について。
・母親が大腸がんに昨年夏になって半年がたち、今後の治療計画が一番心配でした。今後
の治療計画は現在の主治医と相談した上で今後生活する上で今回の講演を参考に生活し
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ていきたいと思います。また自分も母親がかかっているので他人事ではないと、改めて
思いました。会社の定期検診で受診していますが、追加検診も検討してみようと思いま
す。
・放射線療法などの情報も詳しく知りたかった。
「あきらめないがん療法」にこだわるとい
けないというお言葉は考えさせられました。でもやっぱり諦めたくないし、正しい方法
でがんを治していきたい。
・参加することが出来良かったと思います。初めて参加させていただいたので、後半にな
るにつれて内容が難しく、理解することが少なかったです。ステージ 0～2.、3 は早期
発見が大切なのはよくわかりますが、ステージ 4 の医療等の情報がもっとあった方がよ
かったです。患者の家族は 1 日でも長く生きてほしいと心の底から思っています。がん
治療に対する医師の方々の思いやりをもっと家族にぶつけてほしいです。私たち患者、
家族は先生方を信じる、頼ることしかできません。マニュアル通りではなく、私たちに
より添った説明などをして欲しいと思います。ご質問に答えて頂き、ありがとうござい
ました。
・「残りの時間をどう過ごすか？」まで考えていく状況なのがよくわかった。
・見えない、わからない、進行がんが多い「膵臓がん」のお話も大切です。
・信頼できる医師に巡り会うこと。今は信頼しております。医師の説明が少しでもわかり
やすくなるために今日来ました。
・日本での大腸がん外科医のご活躍、大変心強く思いました。遺伝子レベルでの新しい発
見も続々とあり、副作用がない抗がん剤が出来ればと強く望みます。インターネットで
いろんな情報が簡単に入手できる時代になりましたが、その情報の正誤は医師出ない限
り判断できません。このようなイベントに参加でき、正しい知識を得られることに感謝
します。
・大変有意義なお話、ありがとうございました。
・昨年に引き続き 2 回目です。休日に開催していただき、スタッフの方も大変でしょうが、
今後とも開催をお願いいたします。ありがとうございます。
・セカンドオピニオンは良いが、ドクターショッピングはしないように、気をつけたいと
思いました。本日はありがとうございました。日本の大腸がん治療は世界でもトップク
ラスというのを聞き、うれしく思いました。
・とても勉強になりました。ありがとうございました。
・夫が大腸がんで手術し、現在化学療法中なので、知識を得たいと思い、講座に参加しま
した。もっと早く（治療前に）お話が聞ければよかった。
【医療・福祉関係者】
（医師）
・私は医師で大腸がんは専門外ですが、数多くの学会に出席して医者同士の講演会に時に
疑問を持ち、患者やその家族の多くが聞きに来る講演に何かを見いだせる気がして、出
席しました。書ききれないほどに参考になりました。ありがとうございます。
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（看護師）
・適切な情報を得ることが大切ということを強く感じました。日本の治療成績が世界のト
ップとあり、とても誇りに思いますので、早期発見に国民の努力も必要です。
・子供の入室は避けるべきだと思います。無料で受けられることは大変ありがたいです。
・健康寿命を上げるための方法。食後高血糖。
・参加者の多さに驚きました。
（その他）
・空調が少し暑かったようです。
（そう話しておられる方が何人かいらっしゃいました）緩
和ケアについて。患者会などについて。手術や化学療法などで入院する場合の、外来～
入院～退院＋退院後の具体的な流れについて。口腔ケアについて。新しい薬、治療法に
ついて。遺伝子検査について（健康長寿～の取り組みなど）。（栄養士）
・一般の皆さん方の関心が高いことが非常にわかりました。（歯科医師）
・現在元来の患者さんだけでなく、在宅治療、通院しながら治療継続されている方といま
す。私はケアマネをしていますが、両者ではアプローチの仕方が違います。治療の後に
は患者さんの暮らしがあります。ケアの視点も入れてほしいです。（ケアマネージャー）
・講演①～④体験談など話の内容でイメージがわかってきました。講演⑤情報提供は話が
内容的に難しかったけど、最後まで講演を聞いて勉強になりました。（介護ヘルパー）
・大変勉強になりました。ありがとうございます。（メーカー）
（無記入）
・大変勉強になりました。
【その他】
・当病院のレベルの高さと、温かいレクチャーに感謝申しあげます。今まで種々のレクチ
ャーに参加しましたが、今日は最高でした。グローバルに患者サイドに立ってプログラ
ミングくださいました事。やはり長時間を要さねば理解できないなあとつくづく今日の
レクチャーに多くを学びました。貴院の人間ドックに参加して終活したく存じます。
・早期発見、早期治療の大切さ、Stage0～4。Grade と治療方針、洗濯が大切だとわか
りました。ありがとうございました。
・ブース展示を含め、会場案が丁寧に行われていました。
・メディアやネットで多くの情報が錯乱している。患者はそこで得た情報をドクターに相
談、質問したいが、現実ドクターは多忙ですべての患者の質問に答える余裕がない。す
ると患者は金儲けの自費クリニックのドクターを盲信したりし、藁をつかんでおぼれて
いく。正しい情報を患者に提供するドクター媒体が今後発展していくと良いなと思いま
した。セカンドオピニオンも有名な病院は待ち時間が長いので、患者は受ける余裕がな
い時も多い。特に地方は病院が少ない。電話やネットなどで効率よく患者が相談できる
システム構築を国のがん治療対策として力を入れてほしいと思った。
・非常にわかりやすかったです。充実した内容でした。ありがとうございました。
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・全体的に参考になりました。抗がん剤を受ける前にという点では治療、延命、どれくら
いの期間予後が期待できるかということが心に残りました。
・様々な観点から盛りだくさんの内容で、大変参考になりました。司会者の進行ぶりが非
常に良かった。
【無記入】
・本日のイベントに際しては咳エチケットをお守り頂き、咳の出る方にはマスクを着用し
て頂きます。入口にて有料にてご用意がございます。お守り頂けない場合、中途退場を
お願いする場合があります。→このくらいやってほしい。ぜひ。
・機械の実物、スライドなど、普通には見られないものが見れたり、現役のお医者の話が
聞けることは一般生活者には貴重な事を考えます。
・専門用語や英語はやめてほしい。聞いている人は素人だから。自分はわかっているつも
りでしゃべっているけど、こっちはわからない。患者の話はわかりやすかった。
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