


プログラム  

講演動画はこちらからご覧いただけます。
http://www.cancernet.jp/mbscnj/2017year/program	  



出典団体  



•  免疫チェックポイント阻害薬の肺がん治療の 新情報
　　講師：瀬戸  貴司（九州がんセンター  呼吸器腫瘍科）

•  胃がんの薬物治療の 新情報
　　講師：坂井  大介（大阪大学医学部附属病院  消化器外科）

•  Q&Aトークセッション
　　座長：中川  和彦（近畿大学医学部附属病院  腫瘍内科）
　　パネリスト：瀬戸  貴司・坂井  大介

総合司会：西村  麻子アナ

ちゃプラステージ  

参加  125名

アンケート結果　回収率  69.6%

このプログラムの感想は？　　  

①  大変満足 37.9%

②  満足 41.4%

③  どちらとも言えない 6.9%
④  少し不満 0.0%

⑤  不満 0.0%

無記入 13.8%

大変満足・満足の理由
•  わかりやすくタメになった。チャラい先生の話もわかりやす
かった。

•  瀬戸先生:PDL１、PD１抗体のしくみがわかりやすかった。
        坂井先生：ニボルマブの胃がん治療がわかりやすかった。
•  新の正しい知識を常に得たいと思っているので。
•  質問に丁寧に回答いただき聞いていて安心できました。
•  瀬戸Dｒの説明はとても分かりやすかった。
•  免疫チェック阻害薬治療を知ることでより広く学ぶことが出
来ました。

•  標準治療について普段の診察では聞けないことを聞くことが
できたから。

どちらとも言えないの理由
•  専門的すぎてわかりにくい点があった。
　  Q&Aセッションはよかった。
•  肺がんと胃がん中心のお話だったので
　…→その後のQ＆Aで答えて頂きました。

あなたの立場は？（複数回答可）

①  患者(治療開始前) 2.3%

  　　(治療中) 34.5%

  　　(治療後フォロー中5年以内) 12.6%

  　　(治療後5年以上経過) 5.7%

②  患者の家族 27.6%

③  患者の友人 4.6%

④  医療関係者(医師) 0.0%

  　　　　　(看護師) 8.0%

  　　　　　(薬剤師) 0.0%

  　　　　　(その他) 1.1%

⑤  プレス関係者 1.1%

⑥  行政関係者 0.0%

⑦  ヘルスケア関連 0.0%

⑧  その他 2.3%

無記入 5.7%

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？	 
	•  基本的なところから学べた。	 
•  いわゆる免疫療法の問題点を正しく御指摘いただいた。 
•  沢山あります。薬物療法のみでなく、日常生活、心が
まえ、治療の目標を見失わない…今の現状を楽しむこ
とを大切にしたいです。	 

このプログラムでもっと知りたかった情報は何ですか？  

•  抗がん剤副作用との上手な付き合い方について 
•  遺伝子解析の動向と幹細胞CD44など、がん細胞をコ
ントロールする親玉を活性化させる研究など、完治に
向けた取り組みをもっと知りたかった。（世界肺がん
学会で1部似たような発表がありました。）

•  高齢者への投与・医療経済。
•  有害事象について。医療費。

講演動画はこちらから



ちゃプラステージ  

•  インチキ治療に惑わされないために
　　講師：勝俣  範之（日本医科大学付属武蔵小杉病院  腫瘍内科）

•  補完代替療法って効くの？〜正確な医療情報を見極めるため　　
　　講師：大野  智（大阪大学大学院医学研究科  統合医療学  寄付講座）

•    がん治療と向き合って、標準治療の大切さ    
　　講師：原  千晶

•  Q&Aトークセッション
　　司会：上田  悦子
　　パネリスト：勝俣  範之・大野  智・原  千晶

総合司会：上田  悦子アナ 参加  135名

アンケート結果　回答116名　回収率  67.2％

このプログラムの感想は？　　  

①  大変満足 41.4%	 

②  満足 44.0%	 

③  どちらとも言えない 1.7%	 

④  少し不満 0.9%	 

⑤  不満 0.0%	 

無記入 12.1%	 

あなたの立場は？（複数回答可）

①  患者(治療開始前) 0.9%	 

  　　(治療中) 22.4%	 

  　　(治療後フォロー中5年以内) 19.0%	 

  　　(治療後5年以上経過) 10.3%	 

②  患者の家族 24.1%	 

③  患者の友人 3.4%	 

④  医療関係者(医師) 0.9%	 

  　　　　　(看護師) 4.3%	 

  　　　　　(薬剤師) 0.9%	 

  　　　　　(その他) 0.0%	 

⑤  プレス関係者 0.0%	 

⑥  行政関係者 0.0%	 

⑦  ヘルスケア関連 0.0%	 

⑧  その他 5.2%	 

無記入 7.8%	 

このプログラムへ参加した理由は？  

①  正しい知識を得るため	 58.6%	 

②  理解を深めるため	 39.7%	 

③   新の情報を知りたくて	 25.0%	 

④  この講師の話をききたくて	 29.3%	 

⑤その他	 2.6%	 

無記入	 6.9%	 

⑤その他
•  情報が多い中で見極め方、新聞情報はどうなのか確認したい。
•  テレビでネット情報にまどわされないようにとやっていたのを見て、
私もまどわされている一人だと思い、正しいことを知りたいと思い
ました。

大変満足・満足の理由
•  あふれる情報の中で正しい判断を知識を得ることが必要だと改めて感
じました。具体的でたいへん参考になりました。

•  勝俣Drも大野Drもとてもわかりやすいし、おもしろかった。知ってい
そうで知らないことをきちんと説明してもらえた。厚労省の資料もよ
かった。質問コーナーがよかった。先生方の生の声がきけるし、本音
に近い具体的なこときけてよいと思う。

•  原さんの話を聞いて改めて患者力の大切さを感じました。インター
ネットの見方に注意をし冷静に見ようと思えた。

•  主治医からも民間療法等を信用しないでネと言われた事がこのこと
だったのだなあと思いました。

•  情報のとり方がとても勉強になりました。
•  エビデンスレベル、ランダム化比較試験という初めて聞く情報があり
勉強になりました。免疫力という医学用語がないというのも驚きまし
た。

どちらとも言えないの理由
•  私の経験ですが、インターネットで治療のガイド
ラインを見つけ見たし、初めの主治医から進められ
た治療が、ガイドラインとはちがっていました。
このことからガイドラインをまもらない医療者もい
ることがあることを知ってほしいと思います。

少し不満の理由：
l  講演３人共時間が短い。TV等メディアで観て関心得た

事を更に補完したかったが、TVの方が詳細であった。

講演動画はこちらから



総合司会：田丸  一男  アナ

MMBBSS  本社地下11FF  AAVVルーム  

•  前立腺がん 新治療の現状～早期がんから進行がんまで～
  　講師：福森  知治  （徳島大学　泌尿器科）
        前立腺がん経験者：武内  務（NPO法人腺友倶楽部  理事長）

アンケート結果　回答34名　回収率  97.1％

このプログラムの感想は？　　  

①  大変満足 26.5%	 

②  満足 38.2%	 

③  どちらとも言えない 11.8%	 

④  少し不満 2.9%	 

⑤  不満 2.9%	 

無記入 23.5%	 

あなたの立場は？（複数回答可）

①  患者(治療開始前) 17.6%	 
  　　(治療中) 26.5%	 
  　　(治療後フォロー中5年以内) 20.6%	 
  　　(治療後5年以上経過) 2.9%	 
②  患者の家族 14.7%	 
③  患者の友人 2.9%	 
④  医療関係者(医師) 0.0%	 
  　　　　　(看護師) 0.0%	 
  　　　　　(薬剤師) 0.0%	 
  　　　　　(その他) 2.9%	 
⑤  プレス関係者 0.0%	 
⑥  行政関係者 0.0%	 
⑦  ヘルスケア関連 2.9%	 
⑧  その他 2.9%	 
無記入 8.8%	 

参加  35名

大変満足・満足の理由
•  新治療の全体像が理解できました。治療選択の考え
方。

•  非常にわかり  易く前立腺癌の診断から 新の治療法
が聞けた。

•  実践的3種の治療法が具体的に理解できた。
•  自分自身、身辺に癌患者がいませんが、情報収集、予
備知識のため参加。わかりやすい概説でしたが、レ
ジュメ等があると嬉しいかなぁ。

•  全般的にまとまった話が聞けた。
•  治療方法やPSA検診等詳しく説明していただいたので
よくわかった

どちらとも言えないの理由
•  知っている内容だったが、かかっている医師以外
　  の先生の話も聞いてみたかったので来てよかった。
•  もう少し時間が欲しかった。内容を詳しく聞きた
　  かった。

少し不満・不満の理由
•  資料がなかった。スライドのコピーが欲しかった。
　（主なスライド、白黒でよい）
•  末期がんの人にとっての助言がないのが不服。

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？
•  新規ホルモン剤、新規抗がん剤、IMRT，ラテントがん、ロ
ボット導入施設数や手術実数。「トリモダリティー」３つの療
法による効果高いこと。それと併せて、個々の状態・希望等を
相談して、治療に取り込むことの大切さ。

•  小線源療法、トリモダリティー、低・中・高リスクのグリソン
スコア、小線源＋IMRT＋ホルモン療法、去勢低抗性がんの薬
物説明。

•  いろんな治療方法やその長所短所（副作用等）がよく分かった

このプログラムでもっと知りたかった情報は何ですか？
•  ロボット手術に関する情報。
•  転移性前立腺がんの薬物療法。
•  ガン末期の症状
•  新しい抗がん剤や治療にかかる費用について
•  新薬（アビラテロン、エンザルタシド、カバジタキセル）のよ
り詳しい内容を知りたい

•  転移のあった場合の対処

講演動画はこちらから



総合司会：松川  浩子アナ

MMBBSS  本社地下11FF  AAVVルーム  

•  　講師：三好  康雄  （兵庫医科大学病院  乳腺・内分泌外科）
        　乳がん経験者：水野  洋美（NPO法人キャンサーネットジャパン）

アンケート結果　回答45名　回収率  71.4％

このプログラムの感想は？　　  

①  大変満足 40.0%	 

②  満足 51.1%	 

③  どちらとも言えない 0.0%	 
④  少し不満 2.2%	 

⑤  不満 0.0%	 
無記入 6.7%	 

あなたの立場は？（複数回答可）

①  患者(治療開始前) 2.2%	 
  　　(治療中) 31.1%	 
  　　(治療後フォロー中5年以内) 13.3%	 
  　　(治療後5年以上経過) 13.3%	 
②  患者の家族 22.2%	 
③  患者の友人 4.4%	 
④  医療関係者(医師) 0.0%	 
  　　　　　(看護師) 2.2%	 
  　　　　　(薬剤師) 2.2%	 
  　　　　　(その他) 0.0%	 
⑤  プレス関係者 0.0%	 
⑥  行政関係者 0.0%	 
⑦  ヘルスケア関連 0.0%	 
⑧  その他 4.4%	 
無記入 4.4%	 

参加  63  名

大変満足・満足の理由
•  Dr.の説明がわかりやすかったです。熱意が伝わってきました。
患者の方が参加されて体験を交えて話されたので大変参考にな
りました。

•  薬の使い方、個別化治療の事がよくわかりました。
•  非常にわかりやすく説明して下さいました。
•  個別によっていろんな選択がある事をよくわかりましたが、た
くさんありすぎて覚えきれず、自分がどうなのか、どのような
治療が自分にとっていいのか、主治医にまかせるだけでなく、
自分もよく勉強して決めていかないといけないなと思いました。
いろんな情報があふれている中、今回のセミナーや信頼出来る
医療者と出会えていけたらと思います。

•  主治医に質問しきれず（知識不足＋主治医の怠慢）、今一つ納
得しないまま治療中であるが、さらに詳しい説明をきける情報
が得られた。  

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？
•  乳がんの対応別の新薬の情報
•  薬の組み合わせの重要性、新薬の認可
•  パージェタ、カドサイラの働きがはっきりした。又、他の薬
剤との組み合わせによる効果のちがい（＋ありなし）がわ
かった。

•  承認待ちの薬もあると聞き、明るい気持ちになった。
•  ER+/HER－で分子標的薬があると思っていなかったので、
•  これから保険適用薬が出てくるとわかって希望が持てた。
•  タイプ別の薬剤の種類が知っていたもの以外にも多くあった。
•  イブランスの治療法
•  HER2＋、ホルモン受容体＋の再発転移についての治療法
•  新薬が次々と開発されていると知った。治療を継続していく
上で力になった。

•  2017年の学会データ
•  タイプ別での治療方法の研究、検証が進んでいること。日々
進化していること。

•  術前治療の意味が聞けてよかったです。

少し不満・不満の理由
•  質問を事前にも当日にも書いたのに触れられ
ず残念。  

講演動画はこちらから

このプログラムでもっと知りたかった情報は
何ですか？
•  今後の治療方法、変わっていく 新治療
•  効き目と転移について
•  乳がんタイプによって治療薬があるのを知りました。
　  ルミナールタイプでAとBをどう分けていくのか！
        ki67だけなのか。ki67が40％で、医師からはホルモ
　ン療法のみをすすめられた。その根拠をもっと説明し
　てほしかった。
•  かなり詳しいことを知ることが出来たので十分でした。



総合司会：松川  浩子アナ

MMBBSS  本社地下11FF  AAVVルーム  

•  　講師：鶴谷  純司（近畿大学医学部附属病院  腫瘍内科）
        　乳がん経験者：牧野  あずみ（薬剤師・ヨガインストラクター）

アンケート結果　回答50名　回収率  89.3％

このプログラムの感想は？　　  

①  大変満足 26.0%	 

②  満足 30.0%	 

③  どちらとも言えない 10.0%	 
④  少し不満 6.0%	 

⑤  不満 0.0%	 
無記入 14.0%	 

あなたの立場は？（複数回答可）

①  患者(治療開始前) 0.0%	 
  　　(治療中) 16.0%	 
  　　(治療後フォロー中5年以内) 10.0%	 
  　　(治療後5年以上経過) 10.0%	 
②  患者の家族 22.0%	 
③  患者の友人 8.0%	 
④  医療関係者(医師) 0.0%	 
  　　　　　(看護師) 6.0%	 
  　　　　　(薬剤師) 2.0%	 
  　　　　　(その他) 6.0%	 
⑤  プレス関係者 0.0%	 

⑥  行政関係者 0.0%	 
⑦  ヘルスケア関連 0.0%	 
⑧  その他 0.0%	 
無記入 24.0%	 

参加  56  名

大変満足・満足の理由
•  大変参考になりました
•  詳しい内容を知る事が出来て良かったです
•  今までトリプルネガティブの情報が少なくて困っていたが、い
ろいろ教えていただけて良かった。

•  知らなかった情報を確認できた。
•  先生のお話がもっと聞きたかったです。もう少し長い時間が良
かったです。とても分かり易い説明でした。またお願いしたい
です。

•  BRCA1,2についての理解ができた
•  スライド見易かった。内容は簡単ではなかったと思いますが、
ある程度理解は出来た。

このプログラムで新しく得られた情報はありますか？
•  トリプルネガティブについて
•  トリプルの再発率時期を正しく知れてよかった
•  PARP阻害剤が近く承認されるかもとの情報
•  抗癌剤治療について得られて大変勉強になりました
•  BRCAのカルボプラチンの可能性
•  PARP  阻害剤の存在
•  全て
•  手術後の飲み薬もあるということ
•  全て初めて得る情報ばかりですごく勉強になりました。
•  新の薬剤情報
•  TNBCでも①旧薬の正しい評価　②期待されている新薬　こ
の2点がある事を知った

•  少し治療が難しいガンである事が分かりました

少し不満・不満の理由
•  時間が足りなかった。
•  後のスライドまで話を聞きたかった。時間
が足りなかったのが残念です。

講演動画はこちらから

このプログラムでもっと知りたかった情報は
何ですか？
•  再発予防のためにトリプルの要因を知りたい
•  来て良かったです。抗癌剤予後、もっと知りたいこと
他にも沢山有りますが、大変良かったです。有難うご
ざいました。

•  難しかったです。
•  これからの薬剤選択肢。
•  トリプルネガティブの 新治療（PARP阻害薬）につ
いてもう少し時間をかけて欲しい（先生の説明が短
い）

•  手術が終わったあとでも遺伝子検査が受けられるのか
どうか知りたかった。



総合司会：上田  悦子アナ

MMBBSS  本社11FF  ロビー　サブステージ　  

フォーラム共通アンケート結果　
セミナー参加者414名　アンケート回答325名　回収率  68.3％  ％

1.ちゃやまちプラザロビーで印象に残ったものはありましたか？（複数回答可）  　  

①  サブステージ（AYA世代のホンマにホンネランキング） 5.2%	 

②  患者会の皆さんのブース 16.6%	 

③  POLAさんのハンドトリートメント 8.6%	 

④  その他 1.5%	 

無記入 68.9%	 

協力：ダカラコソクリエイト

AYA世代（15歳〜39歳）のがん経験者に事前にとったアンケートを元に、進学、就職、結婚、子育てなど
AYA世代ならではの悩みについてホンネで語った。

治療の副作用で、脱毛したり、肌が荒れてしまったときなどのケ
アや、元気に見えるメイクのコツなど、来場者も参加してレッス
ンをしました。

④その他詳細：
③選択：サブステージは時間なくて見れなかった。残念。だいたいキョーミあったけど、あまり見れませんでし
た。またきかいがあればまわりたい。
④選択：講演
④選択：マシュマロトリートメント
④選択：写真（パネル）展示

1の感想
•  ③選択：ハンドトリートメントで日頃の肩こりがいやされました。手のにおいも良い香りです。
•  ②選択：自身の病気のブースがなく残念です
•  無記入：患者会ブースは立ち寄りにくかった。話し掛けにくい。
•  ③選択：手の冷えが改善されて体もあたたかくなりました。
•  ①と③選択（７）を大きな会場でやればよかったと思います。とてもよかったです。世代は↑でも患者だったり家族
•  だろう人がセミナーにきているので席数少ない場所ではもったいなかったです。
•  ②選択：リレーフォーライフ芦屋様のスタッフの方とお話出来て励まされました。G編期になられたお姿が輝いてい
•  ます。③選択：POLAさんでマッサージして頂き、身体全体が暖まりリラックス出来ました。
•  無記入：時間がなく見たり聞いたりできなくて残念
•  無記入：なかなか自分の病気のブースはないですね
•  ①選択：放送日時を知りたかった。
•  マシュマロトリートメントはとても気持ちが安らぎました
•  ②選択：知人とほとんど喋っているだけのブースの存在意義はないと思う。パンフレットだけ置けば良いのでは。
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③  大阪府以外の府・県：
京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県、徳島県、東京

2.今回のフォーラムを知った理由に○を付けてください。（複数回答可）  

①  MBSの番組（ちちんぷいぷい、VOICE、ラジオ） 24.3%

②  キャンサーネットジャパン(CNJ)のWEBサイト  イベント告知欄 14.8%

③  Twitter･facebook等のSNS(RT、シェアによる情報を含む) 5.5%

④  CNJ以外の患者会・支援団体からのお知らせ 7.1%

⑤  家族・友人・知人に誘われて 12.9%

⑥  出展ブース団体からの案内 1.8%

⑦  病院でのポスター告知など 5.8%

⑧  その他 2.8%

無記入 32.3%

⑦施設名：
赤十字病院　2名
兵庫県立がんセンター　2名
大野記念病院
大阪府急性期総合医療センター
近畿大学医学部附属病院  ２名
大阪大学病院
  

⑧  その他：
ある方のブログで
インターネットで調べて
2016年のYouTubeを見て
A4チラシを見て

3.居住地はどちらですか？  

①  大阪市内	 14.5%	 

②  大阪府内	 25.5%	 

③  大阪府以外	 29.8%	 

無記入	 29.2%	 

無記入 68.9%	 

4.今回のイベントに満足されましたか？  

①  大変満足	 17.2%	 

②  満足	 35.7%	 

③  どちらとも言えない	 4.6%	 

④  少し不満	 0.3%	 

⑤  不満	 0.0%	 

無記入	 40.9%	 

5.過去のキャンサーフォーラムに参加されたことはありますか？

①  2015年に参加 7.1%

②  2016年に参加 10.5%

③  参加したことはない 52.0%

無記入 32.6%
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5.来年もちゃやまちキャンサーフォーラムの開催を希望しますか？  

①  強く希望する	 25.5%	 
②  希望する	 36.9%	 
③  どちらとも言えない	 5.5%	 

④  あまり希望しない	 0.0%	 
⑤  希望しない	 0.0%	 
無記入	 32.3%	 

ちゃやまちキャンサーフォーラムへのご感想・ご意見をご記載下さい。
  

•  患者本人又は家族が一緒に話を聞けるのでいいイベントだと思いました。
•  初めて参加しましたが、とても有意義だったと思います。感謝いたします。
•  治療方法については素人にも日進月歩であることを感じるので、短いスパンで定期的にこういったフォー
ラムが必要であると思います。セカンドオピニオンを受けるかどうか迷っている患者や家族に対する個別

相談会（時間制限つきで）があるとうれしい。第三者的立場での見解がききたいので。

•  初めて参加させて頂きました。少しは勉強になったかなと思います。
•  正直なところ、無料でこんなに有意義なお話がきけるとは感謝　感謝！！
•  私は聴力障害者ですが高齢できこえが悪くなっている参加者もいると思いますので、パネルトークでは要
約筆記でディスプレイに話の内容を表示してほしい。いまはそういう時代になっていると思います。

•  非常に勉強になりました。ありがとうございました。
•  非常に貴重な機会をありがとうございました。今後もこういったフォーラム、活動をチェックさせていた
だきたいです。

•  質問対応がたくさんありよかった。ありがとうございました。
•  「知る・学ぶ・よくわかる!!」良いセミナーでした。セミナー後のQ&Aもさらに理解しやすかったです。
•  これからも続けて下さい。よろしくお願いします。
•  TVカメラの撮影が入っているが、正面から撮る事は今やタブーとなっている時代に照らして考えなさい！
•  トークセッションで気になる点を知ることができてよかったです。
•  主治医とのコミュニケーションの大切さを感じました。参加できて良かったです。
•  講演時間が短いので、もっとゆっくり話しが聞きたいです。
•  がんの知識についてはだいたい知っていたのですが、生きる力というか気持ちが元気になりたかったです。
ありがとうございました。

•  色々なことで学べました。医学情報をネットではあやしいと思ったほうが良いのかなあ～とも思いました。
•  11:00～と14：00～2回のセミナーに申し込ませて頂き、お昼をはさむので、自分で昼食弁当持参しま
したが、フロアは飲食禁止でやむなく玄関前のベンチで食しましたが、正直寒かったです。スタッフの方

はとても親切丁寧な応対でしたが、次回はネット等で飲食スペースがないとわかりやすい案内があれば･･･

と思います。

•  ありがとうございました。もう少しスライドをゆっくりと見たかったです。
•  患者の家族はどのように接するといいのか。
•  第4土曜はどうしてもAMは都合悪いので第3土曜が良い。
•  どの代替療法をするかは全て自己責任だと思います。そのことを考えてすべて自己決定していくことが大
事だと思います。そのためにも多くの情報（自分の都合のいい情報だけでなく）をあつめることが大事だ

と思います。インチキとは何？エビデンスとは何？なかなかやっかいですね。食事療法等否定されていま

したが、そのエビデンスはないというのが答えでは
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ちゃやまちキャンサーフォーラムへのご感想・ご意見をご記載下さい。

•  どの代替療法をするかは全て自己責任だと思います。そのことを考えてすべて自己決定していくことが大事だと
思います。そのためにも多くの情報（自分の都合のいい情報だけでなく）をあつめることが大事だと思います。

インチキとは何？エビデンスとは何？なかなかやっかいですね。食事療法等否定されていましたが、そのエビデ

ンスは？ないというのが答えでは

•  入口がわかりにくかった。
•  セミナーの時間が重なっていて、両方に参加できないので、時間配分を考えてほしい。
•  本人さんの（がんを経験した人）体験談もすごく勉強になりました。
•  医療機関への案内が少なかった。
•  有意義な時間でした。ありがとうございました。
•  自動扉の開閉の音がしょっちゅうあって気になってしかたありませんでした。また扉が開くことで寒いかぜが
入ってきて寒かったです。

•  本日２つのセミナーに参加させていただきましたが、納得できるとともにこれからの主人の治療を続ける上で大
きな力をいただきました。ありがとうございました。感謝!!

•  また来年も開催されましたら、ぜひ参加させていただきたいです。
•  とても来やすいです。これからも続けていってほしいです。
•  セッション内容とは関係ないですが、松川浩子アナとお会いできてうれしかったです。昔からその「雰囲気」と
「声」の大ファンでちちんぷいぷいも必ず見ています。またキャンサーフォーラムでのご登壇を期待しています。

•  自分は乳癌２回目（2013年非浸潤で左全摘、2017年９月右に充実腺浸潤癌、術前化学療法開始）ですが、他
の癌も色々患者さんがいるんだと改めて知った気がします。

•  このような企画を定期的に行っているにも拘らず、TV番組でニセ学を推奨するような番組を放送するのは如何
かと思う。視聴率の為なら止めるべき。

•  ステージとルームどちらも聞いてみたいものがかさなってしまった。
•  もう少し時間があればと思った。
•  講座の時間をもう少し長くしてほしい。有意義だったので。


