2019 年 2 月 7 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 2019 in 倉敷
川崎医科大学附属病院 市民公開講座
（共催：川崎医科大学附属病院 がんセンター／認定 NPO 法人キャンサーネットジャパン）
アンケート結果の報告
2019 年 2 月 2 日（土）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 220 名の方が参加され、うち 100 名の方からご意見を頂きま
した。（回収率 45.5％）。
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。

（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川崎医科大学附属病院内の掲示・チラシ

25.8%

② 院内スタッフからの案内

4.6%

③ 他の病院・薬局などでのポスター掲示・チラシ
④ 友人・知人に誘われて

11.9%
7.3%

⑤ 新聞の告知

35.8%

⑥ WEB サイト

4.5%

（川崎医科大学附属病院）

（1.8%）

（キャンサーネットジャパン）

（0.9%）

（その他）

（0.0%）

（無回答）

(1.8%）

⑦ その他

7.3%

その他詳細（山陽新聞のチラシ・新聞折り込みチラシ・朝日新聞・RSK ラ
ジオ・倉敷公民館）
無記入

2.8%

（2）あなたご自身についてお伺いします。
① 性別：男

42.0%

：女

57.0%

無記入

1.0 ％

② 平均年齢： 61.1 歳
③ お住まい：
◆岡山県（岡山市(２８)・倉敷市(４2)・総社市(６)・早島町(６)・真庭市 (２)・高梁市（2）・
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笠岡市・瀬戸内市・赤磐市・玉野市・生坂町・無記入(１)）
◆兵庫県（神戸市(２)・尼崎市）
◆広島県（福山市・無記入（１））
◆大阪府（大阪市・泉佐野市）
◆徳島県（無記入（１））
（3）あなたのお立場に○印をお願いします。
① がん患者

23.0％

（治療開始前）

（1.0%）

（通院治療中）

（7.0％）

（治療後フォロー中 5 年以内）

（9.0%）

（治療後 5 年以上経過）

（3.0％）

（無記入）

（3.0％）

※病院について-川崎医科大学附属病院受診中

47.0％

-他の病院に受診中

33.0%

-無記入

20.0%

② 患者の家族・友人・知人

31.0%

③ 医療・福祉関係者

22
.0%

（医師）

（0.0%）

（看護師）

（7.0%）

（薬剤師）

（2.0%）

（社会福祉士）

（1.0%）

（その他：保健師・介護福祉士・臨床検査技師・医師事務作
業補助者）
-無記入

（10.0%）
2.0%

④ プレス関係

0.0％

⑤ その他

14.0%

その他詳細（一般市民、学生、サラリーマン退職後農業従事、会社員）
無記入

11.0%

（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

13.4%

② 家族・友人・知人が大腸がんだから

17.3%

③ 大腸がんに関心があるから

51.2%

④ 講演者に関心があるから

11.0%

⑤ 出展ブースに関心があるから

3.9%

⑥ その他

3.0%
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その他詳細（知識を高めるため/患者さんの関心を知るため/知識として/
ポリープをこれからとるため/自分自身はじめ、子供・夫ががんにならない
ようにしたい。なっても正しい治療を知っておきたい/一度ポリープがあり
切除したため。その後がんの発見なし/一番身近ながんなので）
無記入

0.0%

（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？

① 大変満足

・健康で体力があることが大切だとつくづく
思った。
・考えることを聞けて良かった。
・各演者の方が理解しやすくご講演をしてく
50.0％
ださったことに感謝いたします。
・知らないことが多く外来ではなかなか質問
できない。いつも不満に思う。各病気手術で
どの先生の腕がいいのかわからない。

② まあ満足

・ゲノムのことを聞けたから
・遅刻したので半分しか聞けなかったため。
ですが、詳しい説明は受けられず手術が決ま
31.0％ ったので心構えが少しできました。
・耳が片方悪いのでマイクの声がきちんと聞
き取れない。
・もう少し踏み込んだ話も聞きたい。

③ あまり満足していない

2.0％

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

17.0％

（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：永坂 岳司先生 【大腸がんってどんな病気？】

14.1%

講演 2：村尾 高久先生 【大腸がんの内視鏡治療について】

16.7%

講演 3：鶴田 淳先生 【大腸がんの外科的治療について】

16.5%

講演 4：犬飼 道雄先生 【大腸がん患者さんの食事と栄養】

17.2%

体験談：山田 健太さん【大腸がんの患者さんによる体験談】

13.6%

講演５：谷岡 洋亮先生 【大腸がんの薬物療法について】

13.8%

【Q&A トークセッション】質問票にお答えします！

5.8%

無記入

2.3%
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（7）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。

① がん（腫瘍）が小さくなる

4位

14.2%

② 生存期間の延長

2位

16.7%

③ 生活の質（QOL）の維持

3位

16.5%

④ 副作用が少ない

1位

17.2%

⑤ がんによる痛みなどの症状改善

6位

13.6%

⑥ 経済的負担が少ない

5位

13.8%

7位

5.8%

その他詳細（早期発見の方法）
無記入

2.2%

（8） 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

19.0%

② インターネット

24.7%

③ 同じ病気の患者

10.0%

④ がん患者会

7.0%

⑤ 患者団体・患者支援団体

1.3%

⑥ 病院の相談窓口

16.5%

⑦ ＮＰＯなどの相談窓口

0.6%

その他詳細（新聞・テレビ、友人、
（医療関係者）/講演会/パンフレット/
主治医、看護師等）

5.7%

無記入

15.2%

（9）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）

18.5%

② 医師情報（専門医など）

18.9%

③ 治療法の情報

23.5%

④ 薬剤に関する情報

11.9%

⑤ 治療以外（心の問題など）の相談窓口

7.4%

⑥ 医療費に関する情報

10.3%

その他詳細（わからない。何をどうすればよいのかまったく検討がつかな
い。きっかけをどう知ろうかと思っている）

0.4%

無記入

9.1%

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】
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（治療後 5 年以内）
・別にナシ。また機会があるときは情報の提供を願います。
音響、マイクの音がこもっている。反響して聞きづらい感じあり。調整できればしてほ
しい。
・がんの発生原因について。（大腸がん）
・知らないほうがいい事も多いかと思いますがやはり再発・転移が気になります。心のケ
アも今後お願いします。
（治療後 5 年以上経過）
・山田さんの体験談が私の体験と同じ部分があり（下痢）同感しました。私はがんになっ
て 10 年になりますが、バレーボールをしたり、ウォーキングをして、体力作りをしてい
ます。食事と栄養にも興味があります。元気のよい先生のパワーをいただきました。再発、
転移せず、このまま生きていけたらな～と思います。今日は遠い所からきてよかったです。
ありがとうございました。
・講演者により語尾をハッキリ言う方とボソボソと言う方がいらっしゃいます。講演 2，
4，5、体験談はよく聞き取れました。全般に簡単、明解な講演でした。
・①自分ががんであったので大変参考になり興味がありました。肺がんでも遺伝子検査で
ハーセプチンが効くタイプがあるように、大腸がんでも他のがんで承認された分子標的薬
が保険適用で使えたらと思います。また、検査でも血液一滴でわかるとかありますので早
く広がったらいいと思います。
②近赤外線による治療。国内でも治験が始まっていますが、これの話が聞きたいです。
（無記入）
・いろんな病気に関しての情報、緩和ケア・医療介護・ターミナルケア・に関して知りた
い。
【患者の家族・友人・知人】
・本日は分かりやすい、いいお話ありがとうございます。ためになりました。検診の大切
さよくわかりました。詳しく話してくださり、ありがとうございました。
・父が大腸ガンで、ステージ 3 でした。幸い転移なく手術と化学療法で治癒し今も元気に
しています。ロボット手術、とても興味深く見せていただきました。有り難うございまし
た。
・がんにかからないための講演。
・情報とかふれあいとかを聞いたりしたいです。
・今ネットにて非常に沢山の情報がながれています。どれも真実らしくかかれているので
素人はそのまま信じたくなります。谷岡先生がインターネット情報について少し申されま
したが、もっとこの世界の情報の見分け方についていろいろな機会に教えていただきたい
と思います。
・講演内容はやや難しい用語や薬の名前などありましたが、おおむね理解しやすい内容で
した。貴重な講演をありがとうございました。
5

【その他】
・今後も積極的に参加していきます
・高齢になると特に健康については関心がある。永坂先生、マイクの音声がせっかくの話
が聞き取りにくかった。図解による説明で良い勉強になった。
・先生方のお話しはとても勉強になり動画などとても興味深く受講しました。
・音響、マイクの音がこもっている。反響すて聞きづらい感じあり。調整できればしてほ
しい。
・難しい事は理解しにくい私にもわかりやすくて、大変よい講演でした。
・自己管理に関してのセミナー
・すごく良かったです。よくわかりました。たくさんの方に知ってもらいたいです。
・大腸がんの講座ありがとうございました。現在、大腸ポリープが何個かあり検査を受け
る予定です。(川崎医大で内視鏡でポリープ切除を何回か受けています）大腸がんのこと
がよくわかりありがとうございます。
・私の場合、肉食をすると腹痛を発症し、これが遠因になった思う。
・腫瘍マーカーについて。術後検査しているが、（CAE とか C19-9 とか）本当のところ
どうなのか知りたい。
・今ネットにて非常に沢山の情報がながれています。どれも真実らしくかかれているので
素人はそのまま信じたくなります。谷岡先生がインターネット情報について少し申されま
したが、もっとこの世界の情報の見分け方についていろいろな機会に教えていただきたい
と思います。
・大腸がんの症状と治療について詳しく説明がありました。
・大腸がんについてあまり情報を持っていませんでしたが、各講師の方々から一般人にも
わかりやすくご講演していただき大変勉強になりました。どうもありがとうございまし
た。
・各臓器の病気、がんなどの新しい効果的な治療法。
（特に年齢の若い人の 30 代～40 代）
予防、生活で気をつけることをくわしく教えて欲しい。外来ではなかなか話が聞けない
し、いつも消化不良で帰ってしまう。自分の病院にこだわらないで本人にとって良い先
生、病院を紹介してほしい。難病（膵臓癌など）に対して、難病に対してしっかりした
治療をやってほしい。がんとは言わずに。心不全（拡張型心筋症・収縮型心筋症につい
ての予防法、治療法、その病に対しての名医、病院を教えてほしい。生活習慣、食事な
ど細かく、くわしく。
・もう少し短い時間のほうが参加しやすい。
・初めての参加でしたが、くわしくはわかりませんが全体的に何か見えたような気がしま
す。情報が入手できない。どうやって皆知りえたのか？
・勉強することが多くあり、ありがとうございました。
・このような説明会は初めてです。大変参考になりました。
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