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201８年 10 月 16 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 201８ in 岐阜 

岐阜大学病院 県民公開講座 

（共催：岐阜大学大学院医学系研究科／岐阜大学医学部附属病院／岐阜県図書館／ 

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 

 

201８年 10 月 14 日（日）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 610 名の方が参加され、うち 96 名の方からご意見を頂きま

した。（回収率 15.7％）。 

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（クリアファイル）は 100 枚配布、大腸癌治療ガイドラインや啓発グッズなどの

物販は 8,740 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 岐阜大学病院の掲示・チラシ 25.0% 

② 院内スタッフからの案内 12.5% 

③ 岐阜県図書館の掲示・チラシ 12.5% 

④ 他の病院・薬局などでのポスター掲示・チラシ  8.3% 

⑤ 友人・知人に誘われて 8.3% 

⑥ 新聞の告知 31.3% 

⑦ WEB サイト 3.1% 

（岐阜大学病院）   （0.0%） 

（キャンサーネットジャパン） （2.1%）

（岐阜県図書館） （0.0%）

（詳細無記入） （1.0%）

⑧ その他 9.4% 

その他詳細（チラシ(１)/前回のがんリレー講習にて(１)/岐阜新聞のチラシ

(２)/暮らしと県政(１)/岐阜市民会館の冊子が沢山置いてあるところのチ

ラシ(１)/岐阜市民会館のイベントでパンフをもらいました(１)/知人さん

の紹介(２)） 

無記入 2.1% 
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（2）あなたご自身についてお伺いします。 

① 性別：男    48.0% 

    ：女    51.0% 

無記入     1.0％ 

 

② 平均年齢：66.8 歳 

 

③ お住まい： 

◆岐阜県（岐阜市・大垣市・各務原市・郡上市・関市・多治見市・瑞浪市・瑞穂市・山県

市・揖斐郡池田町・揖斐郡揖斐川町・揖斐郡大野町・羽島郡岐南町・羽鳥郡岐原町・本巣

郡・本巣郡北方町・養老郡養老町） 

◆愛知県（一宮市・安城市） 

◆三重県（桑名市） 

 

（3）あなたのお立場に○印をお願いします。       

① がん患者 31.2％ 

（治療開始前） （0.0%）

     （通院治療中） （5.2%）

      （治療後フォロー中 5 年以内） （13.5%）

      （治療後 5 年以上経過） （7.3%）

      （無記入） （5.2%）

 ※病院について-岐阜大学病院に受診中 7.3％ 

        -他の病院に受診中 4.2% 

        -無記入 19.8% 

② 患者の家族・友人・知人 25.0% 

③ 医療・福祉関係者 14.5% 

（医師） （0.0%）

       （看護師） （7.3%）

       （薬剤師） （2.1%）

       （社会福祉士） （1.0%）

       （その他：教育関係・介護福祉士・一般など） （3.1%）

    -無記入   1.0% 

④ プレス関係  0.0％ 

⑤ その他 24.0%  

その他詳細（学生/自営業/腫瘍性大腸炎患者/大腸の病気で大学病院受診中

/胃がんのみ、大腸検査 5 回/昨年ポリープ検査した/検診でポリープ見つ

かり除去して頂いた経緯あり/行政/母方に祖母が大腸がんで亡くなった/

どれにも関係してない一般人/腎臓がんで撤去手術/年金生活者/一般人等） 
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無記入 11.5%  

 

（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 15.6% 

③ 大腸がんに関心があるから 51.0% 

④ 講演者に関心があるから 31.3% 

⑤ 出展ブースに関心があるから 7.3% 

⑥ その他 6.3% 

 その他詳細（担当医の薦め/考学のため/自分が 2 年前、内視鏡でポリー

プ取ったので/母方の祖母が大腸がんで亡くなった/知人に進められた/ 

大腸検査したから） 

 

無記入 2.1％ 

 

（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 46.9％ 

・話し方が岐阜弁で共感が持てた。 

・日頃疑問に思っていること、知識を得られ

た。 

・大腸がんの実際がわかり、対処への見通し

がついた。 

・情報を得られた。 

・がんのことや、岐阜の医療の全体が理解で

きたと思うから。 

・安心できました。 

・出席者の先生方、その他の方が全てよかっ

た。 

・各分野の方が具体的で生きた話だった。検

査の大切さ、少しでも楽な検査、がんになっ

てもあきらめなくてよいことがわかった。 

・役立つ。 

② まあ満足 28.1％ 

・分かりやすい。 

・2 階での字がボケて読めない。 

・今のところ異常は見られないから、でも気

掛かり。 

・岐阜市民会館の広さ位でも良かったですね。 

③ あまり満足していない 1.0％ 
・2 階で講演者の顔がみえず、スライドのピ

ントがあっていない。 

④ 全く満足していない 0.0％  
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⑤ どちらとも言えない 1.０％ 
・既知の情報が大半であった。啓発が主なの

で仕方がないが。 

無記入 22.9％  

 

（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） 

挨拶＋講演：吉田 和弘先生【「がん」ってなに？】   64.6% 

挨拶＋講演：杉原 健一先生【大腸がんってどんな病気？】   65.6% 

講演 1：荒木 寛司先生【大腸がんの予防・診断・検査（内視鏡治療について）】   77.1% 

講演 2：高橋 孝夫先生【大腸がんの外科的治療～最近のトピックスを含めて～】   75.0% 

講演 3：松橋 延寿先生【ここまですすんだ大腸がん化学療法】 71.9% 

講演 4：西村 幸祐先生【緩和ケア～痛みや不安を我慢しない～】   61.5% 

情報提供１：苅谷 三月先生【悩みや不安、一人で抱え込まないための相談方法】   53.1% 

情報提供２：作間 久美先生【ストーマ（人工肛門）との上手なお付き合い】   49.0% 

【Q&A トークセッション】質問票にお答えします！   28.1% 

無記入   12.5% 

  

（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 46.9% 

② 生存期間の延長 5 位 30.2% 

③ 生活の質（QOL）の維持 3 位 37.5% 

④ 副作用が少ない 1 位 53.1% 

⑤ がんによる痛みなどの症状改善 6 位 29.2% 

⑥ 経済的負担が少ない 4 位 32.3% 

 その他詳細（早期発見の方法） 7 位 2.1％ 

無記入  17.7% 

   

 

（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 26.0% 

② インターネット 38.5% 

③ 同じ病気の患者 10.4% 

④ がん患者会 3.1% 

⑤ 患者団体・患者支援団体 3.1% 

⑥ 病院の相談窓口 25.0% 

⑦ ＮＰＯなどの相談窓口 2.1% 

 その他詳細（身内のドクター及びかかりつけ医/テレビ/ラジオ番組/身内 6.3％ 
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に聞いて/医者に直接/先生から早期発見の方法） 

無記入 31.3% 

 

（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） 31.3% 

② 医師情報（専門医など） 41.7% 

③ 治療法の情報 42.7% 

④ 薬剤に関する情報 9.4% 

⑤ 治療以外（心の問題など）の相談窓口 14.6% 

⑥ 医療費に関する情報 14.6% 

 その他詳細（術後の後遺症について相談できる場所が少ない。大学病院は

早期退院なので） 

1.0% 

無記入 34.4% 

 

    

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） 

・いろいろな話が聞けて心が軽くなりました。ありがとうございました 

・大腸がんを患った私にとってとても有意義でした。大垣市（西濃地域）で講演会をして

いただきたいと思います。 

・もっと大勢が参加できる会場であればもっとよかったと思いました。 

・もう少し広い会場でやってほしい。 

・講演中照明が落とされていたため、話の内容のメモ取りたくても取れなかった。メモを

取りたい事柄が多かった。 

 

（治療後 5 年以上経過） 

・桜の写真を見せていただき、心のバロメーターがどの位なのか比較ができた。 

・有難うございました。もっと大きい（多くが参加できる）ホールを考えてください。 

 

（治療年数無記入） 

・西村先生の岐阜弁に親近感がわきました。 

 

【患者の家族・友人・知人】 

・７年前主人が大腸がんで松橋先生にお世話になりました。お礼が言いたいと思ってもな

かなかお会いできなくて、今日迄来てしまいました。ありがとうございました。 

・大変参考になりました 
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・構成（流れ）もお話もわかりやすくとても有益な時間でした。ありがとうございました。 

・８名の登壇者の各講演内容のつり合いを含めて、全体の構成と編集がとても良好（well 

organized）でした。ありがとうございます。愛知県安城市在住 

・駐車に困った 

・中井さんの司会が素敵でした。 

・大腸癌にしぼった講演で、くわしく各分野からの説明で良かった。 

 

【医療・福祉関係者】 

（看護師） 

・ 最初から最後まで素晴らしいお話が聞けて勉強になりました。ありがとうございました。 

 

（その他の医療者・福祉関係者） 

・とても有意義な時間でした。専門家から直接お話を聞く機会は少ないので大満足でした。 

・将来的にどのような治療があるのか？たとえば薬を飲むだけでガンが直るとか。 

・一般参加者の平均年齢は 75 歳前後ではないかと推測しているので、出席者の 2 人に 1

人はがん経験者ですと判断しますが、それより多いと考えます。大腸癌は、50 代から

増えると考えたならば、もう少し出席年齢を若くさせるにはどうすればよいか対策する

事は必要ではと思う。会場を見回すと真に｢高齢者の集い」になっているのは壇上から良

くわかると思います。 

・大変勉強になりました。検査をしっかり受けて、老後をすごしたいです。ありがとうご

ざいました。 

・内視鏡検査受けてみようと思いました。予防から治療までたくさん学べました。図書館

という場も情報発信の場としてすばらしい取り組みだと思いました。 

・病院の先生の講演会はとても魅力的です。 

・人工股関節について知りたいです。 

 

【その他】 

・大変参考になった。日進月歩の医療関係でノーベル賞をとられた先生の様に技術が発展

してゆき、年をとっている私達はもちろん、これからの人も大いに希望が持てると思い

ます。 

・先生方の熱心な取組みありがとうございます。先生方が若くて話もおもしろかった。各

分野（メンタル的なこと）の話もよかったです。女性の話もよかった。岐大病院は、良

い病院です。 

 

 


