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2019年 2月 15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長崎  

長崎みなとメディカルセンター 市民公開講座 

（共催：長崎みなとメディカルセンター／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 9 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 330名の方が参加され、うち 118名の方からご意見を頂きま

した。（回収率 35．8％）。 

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長崎みなとメディカルセンター内の掲示・チラシ 15.7% 

② 院内スタッフからの案内 14.2%  

③ 他の病院・薬局などでのポスター掲示・チラシ  13.4% 

④ 友人・知人に誘われて 11.8% 

⑤ 新聞の告知 30.7% 

⑥ WEBサイト 2.4% 

（長崎みなとメディカルセンター）  （0.8%） 

（キャンサーネットジャパン） （0.0%） 

（その他） （1.6%） 

（無回答） (0.0%） 

⑦ その他   7.1% 

その他詳細(新聞折り込みチラシ・新聞・市民会館・中央公民館・滑石公民

館チラシ） 

 

無記入 4.7% 

 

（2）あなたご自身についてお伺いします。 

① 性別：男     32.2% 

    ：女  63.6% 

無記入    4.2％ 

 

② 平均年齢： 63.6歳 

 

③ お住まい： 

◆長崎県（長崎市(104)・諫早市(４)・大村市(2)・椎の木町・佐世保・佐々町） 
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◆福岡県（北九州市） 

◆西彼杵郡（時津） 

◆無記入（3） 

 

（3）あなたのお立場に○印をお願いします。       

① がん患者 29.6％  

（治療開始前） （0.0%） 

     （通院治療中） （20.0％） 

      （治療後フォロー中 5年以内） （51.4％） 

      （治療後 5年以上経過） （20.0％） 

      （無記入） （8.6％） 

 ※病院について-長崎みなとメディカルセンター受診中 ※20.0％ 

        -他の病院に受診中 ※25.7% 

        -無記入 ※54.3% 

② 患者の家族・友人・知人 19.5%  

③ 医療・福祉関係者 22.0% 

（医師） （0.0%）  

       （看護師） （31.9%）  

       （薬剤師） （9.1%）  

       （社会福祉士） （4.5%） 

       （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） 
（50.0%）  

    -無記入  (4.5%) 

④ プレス関係 0.0％ 

⑤ その他 22.0% 

その他詳細（一般市民、公民館職員、会社員、主婦、患者家族）  

無記入  11.9% 

 

（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 15.9% 

③ 大腸がんに関心があるから 40.8% 

④ 講演者に関心があるから 17.2% 

⑤ 出展ブースに関心があるから 3.2% 

⑥ その他 6.4% 

 その他詳細（市民病院で大腸検査を受けたから/大腸ポリープを取ったこ

とがあるから/他県の市民公開講座に興味があったから/ブルーリボンキャ

ラバン共催だったから/検診方法に関心があった/自分自身にポリープがた
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くさんあるから/峯先生の話を聞きたくて/家族(兄)が大腸がん/気になる

症状があるから/中井美穂さんを見たかった）  

無記入 3.1% 

 

（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 48.4％ 

・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

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 28.8％ 

・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

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 0.0％  

④ 全く満足していない 0.0％  

⑤ どちらとも言えない 0.8％  

無記入 22.0％  

 

（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：兼松 隆之先生  【①大腸がんってどんな病気？】 56.8% 

渡海 大隆先生  【②大腸がんの外科治療について】  63.3% 

講演 2：馬場 かおりさん 【大腸がんの手術後の食事と栄養、そして大腸がん予防

のための食事の注意点について】 

 63.6% 

講演 3：本田 徹郎先生  【大腸がんの早期発見/早期治療について】  72.0% 

講演 4：手水 眞理子さん 【がん患者さんの就労支援について】  39.8% 

講演５：峯 孝志先生    【大腸がんのおくすり治療】  46.6% 

【Q&A】会場からの質問票にお答えします！   26.3% 

無記入   17.8% 
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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 2位 14.7% 

② 生存期間の延長 5位  12.5% 

③ 生活の質（QOL）の維持 3位  14.0% 

④ 副作用が少ない 1位 20.8% 

⑤ がんによる痛みなどの症状改善 6位  11.7% 

⑥ 経済的負担が少ない 4位  12.8% 

 その他詳細（早期発見の方法）  0.0% 

無記入   13.5% 

 

（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  15.8% 

② インターネット  21.6% 

③ 同じ病気の患者  10.5% 

④ がん患者会  2.9% 

⑤ 患者団体・患者支援団体  1.2% 

⑥ 病院の相談窓口  12.9% 

⑦ ＮＰＯなどの相談窓口  1.8% 

 その他詳細（友人（医療関係者）/病院の医師/テレビ/図書館等）  4.1% 

無記入  29.2% 

 

（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） 14.5% 

② 医師情報（専門医など） 17.7% 

③ 治療法の情報  21.0% 

④ 薬剤に関する情報 10.7% 

⑤ 治療以外（心の問題など）の相談窓口 4.9% 

⑥ 医療費に関する情報 11.9% 

 その他  0.8% 

無記入  18.5%  

    

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】 

（治療後 5年以内） 

・どの講演も大変ためになりました。一般市民の我々にもわかりやすく興味を引くスライ
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ドであきることなく話を聞けました。中井さんの落ち着いた進行も良かったです。 

・今回のイベントをもっと多く又広い場所で行われることを期待する。 

・今日は大変良かったです。脳外科についても知りたいです。髄膜腫などの予後など、手

術についても。 

 

（治療後 5年以上） 

・最近みなとメディカルセンターとの関わりが多くなっているが、今日のようなイベント、

いいドクターがそろっているなと感心しています。だんだん親しみを感じています。中

井美穂さんの進行がすばらしかったです。最後の質疑応答も本当に勉強になりました。

楽しい有意義なフォーラムをありがとうございました。峯先生が先日の市民会館の時と

は全く違っていて感心しながら、楽しみながら、いい先生ですね。（ドクターにこんなこ

とを申し訳ありません） 

 

【患者の家族・友人・知人】 

・良い勉強になりました。貴重な講座をありがとうございました。 

・たくさんの先生の話が聞けてよかったです。これからも病気の人をたくさん助けて下さ

い。 

・説明が非常に的確でわかりやすい。 

・すべてにおいて勉強になりました。 

・渡海先生、スーツでかっこよく話も楽しかったけど、病院での白衣の普段の先生が安心

感がある。峯先生の話、話し方が基本好き、気持ちが少し軽くなって帰れる。今日は時間

が決まっていたのでしょうがないが峰先生の講演は特にあっという間に終了した感じでし

た。話は聞きなれない薬の名前とかがあり、もっと説明を聞きたいところもありましたが、

やっぱり峯先生も病院で個々にお話しをしてくれる峯先生の話しが好き。 

・母が大腸がんになって最初に入手したのが、本日いただいた『もっと知ってほしい大腸

がんのこと』の冊子でした。インターネットでダウンロードして印刷しましたが図書館に

もおいていました。入門書としてはとてもよくまとまっていて大変助かりました。すばら

しい読み物だと思います。家族間で知識の差から意見が合わないことがあったのですが、、

この冊子を読んでからは意見の不一致はほとんどなくなりました。Q&A コーナーを 設け

て頂いて良かったと思います。 

・よくわかる話でした。親しみやすい先生方で安心しました。検査など受けたいと思いま

した。先生方が病人と一緒に戦っていくのが見えるのでとても心がやすらぎました。病院

によってはとても厳しく薬をつかうのは同じですが、先生の心がありません。スタッフも

不安ばかりで悲しく思うことも多いと思います。先生方みたいに皆様が優しいところは少

ないかも。 

 

【その他】 

・参加者の多さにびっくりしました。市民の方々の意識の高さにびっくりした。自施設で

の講座開催時に参加させていただきます。 
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・NPO 法人キャンサーネットジャパン、長崎みなとメディカルセンター、中井美穂アナウ

ンサーの皆様方ありがとうございました。またの市民公開講座を楽しみにしています。で

きるだけガンと友達にはなりたくないです。 

・うつ病・統合失調症などの精神病の講演もお願いします。 

・肺がん、胃がんについても講演会をお願いします。大腸がんの治療ついて大変勉強にな

りました。映像やグラフでわかりやすかった。 

・説明が非常に的確でわかりやすい。 

・どの講演も大変わかりやすかったです。大腸がんのハンドブックも役に立ちそうです。

中井さんの司会も大変良かったです。 

・関連して潰瘍性大腸炎のお話しも聞きたいです。 

・今回のイベントをもっと多く又広い場所で行われることを期待する。 

・自分が受けた手術がどういうふうに行われたかビデオ画像を見ることが出来てよかった

です。まだまだ経過観察中ですが、まわりの友達なども検査を身近に感じてもらえるよう

すすめています。今日は参加してとても良かったです。わたしの市でも聞いてほしいです。 

・病気と体と、ケースバイケースで一概に言えないこと、自分の病態を知る事、そしてそ

の人の生き方を支える。そのような医療の先生方のチームワークを知り安心しました。院

長先生をはじめ他の先生方のお話を聞いて患者さんに寄り添って治療されていることを感

謝します。 

・大腸がんの最新治療に驚くばかりでした。知らないことばかりでした。ハローワークと

ソーシャルワーカーの連携がすばらしいと思いました。中井美穂さんの実体験を含め、司

会・進行はとてもわかりやすくスムーズですばらしい方だと思いました。 

・乳癌のピンクリボンキャラバンも開催して頂きたい。大変勉強になりました。皆様お疲

れさまでした。 

・ガン患者の就労支援について、がん罹患後の収入が具体的にどのように変化するのか？

の例があれば知りたいです。全体的にとても学びが多いセミナーでした。 

・中井美穂さんが上手に話を進めてくれて楽しく聞く事ができました。 

・最新の手術などよく知る事ができました。 

・中井さんの司会、さすがだなと思い感心しました。すごく楽しい会でした。 

   

 

 


