
第第99回東北臨床腫瘍セミナー回東北臨床腫瘍セミナー  
アンケート集計アンケート集計
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(1)(1)今回のセミナーは何によってお知りに今回のセミナーは何によってお知りになな
 らられまれましたか？したか？
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(2)(2)今回のセミナーで楽しみにされていた今回のセミナーで楽しみにされていた
 講演を教えて下さい？講演を教えて下さい？
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(3)(3)今回のセミナー今回のセミナー
 

に対する感想をお聞かに対する感想をお聞か
 せせ下さい。下さい。【【セミナーの内容セミナーの内容】】
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(3)(3)今回のセミナー今回のセミナー
 

に対する感想をお聞かに対する感想をお聞か
 せせ下さい。下さい。【【セミナーの運営セミナーの運営】】
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(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((医師医師))

 
①①

•• 大変勉強になりました。大変勉強になりました。

•• 教育講演は質問に的確に回答できておらず残念だった。教育講演は質問に的確に回答できておらず残念だった。

•• 口腔ケアの発表は素晴らしかった。口腔ケアの発表は素晴らしかった。

•• 緩和ケアチームの活躍に感銘を受けた。緩和ケアチームの活躍に感銘を受けた。

•• 歯科領域の話題は新鮮でした。「口も消化器です」はイ歯科領域の話題は新鮮でした。「口も消化器です」はイ
 ンパクト大でした。ンパクト大でした。

•• 口腔ケアに関しての発表は斬新に感じた。口腔ケアに関しての発表は斬新に感じた。

•• セミナーの後に講演会集の作成はしないのか？セミナーの後に講演会集の作成はしないのか？

•• 口腔ケア、皮膚障害についてとても勉強になりました。口腔ケア、皮膚障害についてとても勉強になりました。
 もっと詳しく聞きたかったです。もっと詳しく聞きたかったです。

•• 大変面白かった。今後も続けてください。大変面白かった。今後も続けてください。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((医師医師))

 
②②

•• 口腔ケアの大切さを改めて知ることができて良かった口腔ケアの大切さを改めて知ることができて良かった
 （これまで全く意識したことがなかったので）。（これまで全く意識したことがなかったので）。

•• 新規薬剤の位置付けがよく分かって良かった。新規薬剤の位置付けがよく分かって良かった。

•• 結構面白かった。結構面白かった。

•• 表彰は不要ではないか。表彰は不要ではないか。

•• 時間通りに終了して良かったです。時間通りに終了して良かったです。

•• 教育セミナーについて分かりづらかった。教育セミナーについて分かりづらかった。

•• 歯科衛生士による口腔ケアの必要性を改めて認識できた。歯科衛生士による口腔ケアの必要性を改めて認識できた。

•• 相談センターのあり方について再認識できた。相談センターのあり方について再認識できた。

•• 癌治療における口腔ケアの実際は良かった。必要性を強癌治療における口腔ケアの実際は良かった。必要性を強
 く感じた。く感じた。



(5) (5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望次回以降の本セミナーについて、ご要望
 （テーマ、演題）はございますか？（テーマ、演題）はございますか？((医師医師))

 
①①

•• ASCOASCOのホームページのようにホームページで、あるいのホームページのようにホームページで、あるい
 はハンドアウトでスライドを見られるようにしてはどうはハンドアウトでスライドを見られるようにしてはどう
 か。か。

•• いずれ臨床試験の対象臓器を胃・肝胆膵・消化器以外へいずれ臨床試験の対象臓器を胃・肝胆膵・消化器以外へ
 と広げて欲しいと思います。と広げて欲しいと思います。

•• 医療費の問題。医療費の問題。

•• 地方の窮状も加味したがん医療の均地方の窮状も加味したがん医療の均てん化につてん化について。いて。

•• パネルディスカッション形式での討論。パネルディスカッション形式での討論。

•• 大腸癌・胃癌の化学療法の標準治療。大腸癌・胃癌の化学療法の標準治療。

•• あやしくない代替治療（治験）についての情報を知りたあやしくない代替治療（治験）についての情報を知りた
 い（患者に聞かれた際に困らないように）。い（患者に聞かれた際に困らないように）。



(5) (5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望次回以降の本セミナーについて、ご要望
 （テーマ、演題）はございますか？（テーマ、演題）はございますか？((医師医師) ) ②②

•• 口腔ケアについて、もっと聞きたいです。口腔ケアについて、もっと聞きたいです。

•• 癌化学療法における訴訟に関して。癌化学療法における訴訟に関して。

•• 臨床試験に関する教育講演。臨床試験に関する教育講演。

•• 緩和ケアと化学療法について。緩和ケアと化学療法について。

•• 放射線治療の話しをもう一度聞きたいです。放射線治療の話しをもう一度聞きたいです。

•• キャンサーボードについて。キャンサーボードについて。

•• 抗腫瘍剤の作用点の講演抗腫瘍剤の作用点の講演
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(1)(1)今回のセミナーは何によってお知りに今回のセミナーは何によってお知りになな
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(3)(3)今回のセミナー今回のセミナー
 

に対する感想をお聞かに対する感想をお聞か
 せせ下さい。下さい。【【セミナーの内容セミナーの内容】】((薬剤師薬剤師))
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(3)(3)今回のセミナー今回のセミナー
 

に対する感想をお聞かに対する感想をお聞か
 せせ下さい。下さい。【【セミナーの運営セミナーの運営】】((薬剤師薬剤師))
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(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((薬剤師薬剤師))

 
①①

•• すごく参考、勉強になりました。来て良かったです。すごく参考、勉強になりました。来て良かったです。

•• 口腔ケアの話しが面白かった。口腔ケアの話しが面白かった。

•• 水沼先生の話で当院水沼先生の話で当院DrDrの方針も間違っていないことが確の方針も間違っていないことが確
 認できて安心した。認できて安心した。

•• 大変良かったです。ありがとうございます。大変良かったです。ありがとうございます。

•• 大変参考になりました。大変参考になりました。

•• 企画の講演が良かった。企画の講演が良かった。

•• 全ての企画、講演が分かり易くとても良かったです。全ての企画、講演が分かり易くとても良かったです。

•• 今回は普段あまり聞くことが出来ない講演内容だったの今回は普段あまり聞くことが出来ない講演内容だったの
 で勉強になった。特に口腔ケアについては初めて聞く話で勉強になった。特に口腔ケアについては初めて聞く話
 ばかりで良かった。ばかりで良かった。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((薬剤師薬剤師))

 
②②

•• 明日からの臨床現場で活かせる内容でとても勉強になり明日からの臨床現場で活かせる内容でとても勉強になり
 ました。他職種の方の話を聞く良い機会になりました。ました。他職種の方の話を聞く良い機会になりました。

•• 口腔ケアの実際、とても良かったです。口腔ケアの実際、とても良かったです。

•• 色々な視点から患者をみる企画がとても良かったです。色々な視点から患者をみる企画がとても良かったです。

•• 新の治療方法を聞くことが出来て良かった。口腔内の新の治療方法を聞くことが出来て良かった。口腔内の
 ケアが大切であることを知った。ケアが大切であることを知った。

•• 口腔ケアなどについて勉強できて良かった。特別講演が口腔ケアなどについて勉強できて良かった。特別講演が
 もう少し長いと良かった。全ての講演の配付資料があるもう少し長いと良かった。全ての講演の配付資料がある
 と良かった。と良かった。1414時頃からのスタートがよい。時頃からのスタートがよい。

•• コメディカルの受付の数をもう少し増やした方が良いとコメディカルの受付の数をもう少し増やした方が良いと
 思った。講演会自体は非常に良く、新しい知識を得るこ思った。講演会自体は非常に良く、新しい知識を得るこ
 とができた。とができた。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((薬剤師薬剤師))

 
③③

•• 企画①について、数年前に当院ナースが国立がんセン企画①について、数年前に当院ナースが国立がんセン
 ターで口腔ケアについて学習してきて、歯科衛生士さんターで口腔ケアについて学習してきて、歯科衛生士さん

 もお呼びして癌治療患者の口腔ケア、ブラッシングにつもお呼びして癌治療患者の口腔ケア、ブラッシングにつ
 いて勉強し、当院でも患者様のケアを行っているようでいて勉強し、当院でも患者様のケアを行っているようで
 すが、歯肉炎を起こされたり、口内炎を起こされたりと、すが、歯肉炎を起こされたり、口内炎を起こされたりと、

 やはりトラブルが起き治療が延期になったりして、そのやはりトラブルが起き治療が延期になったりして、その
 間病気の進行があったりで困難をきたす場合があるよう間病気の進行があったりで困難をきたす場合があるよう
 です。歯科衛生士さんが介入することで治療を行いながです。歯科衛生士さんが介入することで治療を行いなが
 ら歯科治療が行えるという環境は素晴らしいと思いましら歯科治療が行えるという環境は素晴らしいと思いまし
 た。た。

•• 皮膚科の皮膚科のDrDrに化学療法時の皮膚症状について横断的な説に化学療法時の皮膚症状について横断的な説
 明を聞けて非常に勉強になった。明を聞けて非常に勉強になった。

•• 歯科部門の話しが参考になりました。歯科部門の話しが参考になりました。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((薬剤師薬剤師))

 
④④

•• 口腔ケア、勉強になりました。口腔ケア、勉強になりました。

•• 近の治療の話題を勉強することが出来て大変参考にな近の治療の話題を勉強することが出来て大変参考にな
 りました。りました。

•• 口腔ケアの実際は大変参考になりました。口腔ケアの実際は大変参考になりました。

•• 口腔ケアについてのご講演は分かり易くとても良かった口腔ケアについてのご講演は分かり易くとても良かった
 （写真）。（写真）。

•• 大腸癌の 新化学療法は大腸癌の 新化学療法はASCOASCOと今後の治療のご講演、と今後の治療のご講演、
 とても具体的で良かった。とても具体的で良かった。



(5) (5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望次回以降の本セミナーについて、ご要望
 （テーマ、演題）はございますか？（テーマ、演題）はございますか？((薬剤師薬剤師))

•• 肺癌化学療法について。肺癌化学療法について。

•• 制吐剤関連の話題。制吐剤関連の話題。

•• プロトコール管理、運営委員会について。プロトコール管理、運営委員会について。

•• 胃癌など、ガイドラインに推奨される化学療法がない胃癌など、ガイドラインに推奨される化学療法がないoror少な少な
 いがんについてのレジメン紹介。いがんについてのレジメン紹介。

•• 緩和医療、メンタルケアについての講演。緩和医療、メンタルケアについての講演。

•• 副作用、痛みのコントロールについて。副作用、痛みのコントロールについて。

•• 薬剤師からの発表。薬剤師からの発表。

•• 内服新規抗がん剤（分子標的治療薬）内服新規抗がん剤（分子標的治療薬）

•• 実際の外来化学療法における患者の流れや接し方。実際の外来化学療法における患者の流れや接し方。

•• 食道癌、肝癌、食道癌、肝癌、etcetc

•• 主なレジメンの投与量、休薬期間、副作用発現時期等につい主なレジメンの投与量、休薬期間、副作用発現時期等につい
 て（一覧表にしていただけると良いのですが）。て（一覧表にしていただけると良いのですが）。
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(2)(2)今回のセミナーで楽しみにされていた今回のセミナーで楽しみにされていた
 講演を教えて下さい？講演を教えて下さい？
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(3)(3)今回のセミナー今回のセミナー
 

に対する感想をお聞かに対する感想をお聞か
 せせ下さい。下さい。【【セミナーの内容セミナーの内容】】((看護師看護師))
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(3)(3)今回のセミナー今回のセミナー
 

に対する感想をお聞かに対する感想をお聞か
 せせ下さい。下さい。【【セミナーの運営セミナーの運営】】((看護師看護師))
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(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((看護師看護師))

 
①①

•• 口腔ケアの実際は分かり易くて良かった。勉強不足なの口腔ケアの実際は分かり易くて良かった。勉強不足なの
 で、がん相談支援センターの役割がよく分からない。費で、がん相談支援センターの役割がよく分からない。費
 用面はどうなっているのか。用面はどうなっているのか。

•• 口腔ケアはがん患者のみでなく、全ての患者に対するケ口腔ケアはがん患者のみでなく、全ての患者に対するケ
 アの必要性を改めて実感させていただきました。アの必要性を改めて実感させていただきました。

•• 教育講演では皮膚のトラブルの画像を見ることで、実際教育講演では皮膚のトラブルの画像を見ることで、実際
 の症例に対して早期発見に活かせると思いました。の症例に対して早期発見に活かせると思いました。

•• 特別講演では看護師の立場からの副作用症状の特別講演では看護師の立場からの副作用症状のcheckcheck項項
 目を、理由も把握した上で理解することができました。目を、理由も把握した上で理解することができました。

•• 口内炎に関しての講演で、色々と今後の治療上に役立つ口内炎に関しての講演で、色々と今後の治療上に役立つ
 ヒントがたくさんあり、参考になりました。ヒントがたくさんあり、参考になりました。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((看護師看護師))

 
②②

•• 特別講演の内容が具体的でわかりやすく大変参考になり特別講演の内容が具体的でわかりやすく大変参考になり
 ました。有害事象の対策についても臨床で活かしていきました。有害事象の対策についても臨床で活かしていき
 たいと思いました。たいと思いました。

•• 口腔内ケアについて、具体的で有意義でした。口腔内ケアについて、具体的で有意義でした。

•• 寒かった。寒かった。

•• 口腔ケアについてわかりやすく教えていただき、とても口腔ケアについてわかりやすく教えていただき、とても
 勉強になりました。がん相談支援センターの役割も色々勉強になりました。がん相談支援センターの役割も色々
 学ぶことができました。学ぶことができました。

•• 他院でどのような治療、看護をしているのか聞くことが他院でどのような治療、看護をしているのか聞くことが
 出来て非常に参考になりました。当院は拠点病院でもな出来て非常に参考になりました。当院は拠点病院でもな
 く症例も少ないので、症状が出てから対応することが多く症例も少ないので、症状が出てから対応することが多
 く、観察点も勉強できて良かったです。く、観察点も勉強できて良かったです。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((看護師看護師))

 
③③

•• とてもわかりやすく、興味の持てたセミナーでした。とてもわかりやすく、興味の持てたセミナーでした。

•• 初めてセミナーに参加したのですが、どれも学び多い講初めてセミナーに参加したのですが、どれも学び多い講
 演でした。次回も是非参加させていただきます。演でした。次回も是非参加させていただきます。

•• 口腔ケアについて興味があったので、とても良かったで口腔ケアについて興味があったので、とても良かったで
 す。今後、注意して観察していきたいと思いました。す。今後、注意して観察していきたいと思いました。

•• 特別講演内容が分かり易かった。特別講演内容が分かり易かった。

•• 口腔ケアの実際の佐藤先生の講義が特に参考になりまし口腔ケアの実際の佐藤先生の講義が特に参考になりまし
 た。た。

•• 初めての参加でしたが、医師だけでなく他の様々なコメ初めての参加でしたが、医師だけでなく他の様々なコメ
 ディカルが参加できるこのセミナーはとても素晴らしいディカルが参加できるこのセミナーはとても素晴らしい
 と思います。これからも歯科衛生士や栄養士、薬剤師のと思います。これからも歯科衛生士や栄養士、薬剤師の
 方々などの発表を聞きたいと思います。方々などの発表を聞きたいと思います。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((看護師看護師))

 
④④

•• 企画のテーマが大変良かったです。参考になりました。企画のテーマが大変良かったです。参考になりました。

•• 現状問題となっているアバスチンなどの副作用症状と対現状問題となっているアバスチンなどの副作用症状と対
 策や口腔ケアなど、とても興味深かった。策や口腔ケアなど、とても興味深かった。

•• 口腔ケアは分かり易かったです。抗真菌薬の紹介では具口腔ケアは分かり易かったです。抗真菌薬の紹介では具
 体的に使用した薬剤を教えていただけたら、さらに分か体的に使用した薬剤を教えていただけたら、さらに分か
 り易かったと思いました。り易かったと思いました。

•• 口腔～消化器という考え方を知り、老人における肺疾患、口腔～消化器という考え方を知り、老人における肺疾患、
 会話についてのみ注意していましたが、がん看護をする会話についてのみ注意していましたが、がん看護をする

 上でも、ケアについて学んでいきたいと思いました。上でも、ケアについて学んでいきたいと思いました。

•• コメディカルやがん患者をサポートするスタッフ、各職コメディカルやがん患者をサポートするスタッフ、各職
 種の取り組みを聞くことができ、いつも勉強になってい種の取り組みを聞くことができ、いつも勉強になってい
 ます。ます。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((看護師看護師))

 
⑤⑤

•• 抗がん剤治療をおこなうにあたり、注意すべきポイント抗がん剤治療をおこなうにあたり、注意すべきポイント
 がわかりとても良かったです。がわかりとても良かったです。

•• 会場のイスが疲れる。会場が涼しかった。取り上げられ会場のイスが疲れる。会場が涼しかった。取り上げられ
 たテーマ、内容は全て興味深くためになった。たテーマ、内容は全て興味深くためになった。

•• 今回初めて参加しましたが、多職種の参加があり、個人今回初めて参加しましたが、多職種の参加があり、個人
 的には口腔ケアがとても分かり易く勉強になりました。的には口腔ケアがとても分かり易く勉強になりました。
 自分の職場でも活かしていきたいと思う。自分の職場でも活かしていきたいと思う。

•• イスだけだったので、机もあれば良かった。イスだけだったので、机もあれば良かった。

•• 内容が少し難しかった。会場が冷えすぎていて寒かった。内容が少し難しかった。会場が冷えすぎていて寒かった。

•• 皮膚障害の講演、もっと多症例を見たかった。皮膚障害の講演、もっと多症例を見たかった。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((看護師看護師))

 
⑥⑥

•• がん薬物療法による皮膚障害の中で、血管外漏出した場がん薬物療法による皮膚障害の中で、血管外漏出した場
 合の対象方法で、合の対象方法で、0.1%0.1%アクリノール湿布とありますが、アクリノール湿布とありますが、

 この薬剤での接触性皮膚炎の報告もありますが、使用にこの薬剤での接触性皮膚炎の報告もありますが、使用に
 ついてどうなのでしょうか。ついてどうなのでしょうか。

•• アービタックスの症例を実際に見ており、治療の選択肢アービタックスの症例を実際に見ており、治療の選択肢
 等、分かり易かった。口腔ケアも良かった。等、分かり易かった。口腔ケアも良かった。

•• 特別講演の中でのチームの使い方にとても興味を持ちま特別講演の中でのチームの使い方にとても興味を持ちま
 した。大学病院等では、がん拠点病院としての機能がした。大学病院等では、がん拠点病院としての機能が

 あったとしても、各講座の縦組織の関係もあり、他職種あったとしても、各講座の縦組織の関係もあり、他職種
 間の横のチームを作ることが難しい。当院ではキャン間の横のチームを作ることが難しい。当院ではキャン

 サーボードとは別にサーボードとは別にchemochemo部門で症例カンファレンス部門で症例カンファレンス
 をチームで行っているが、とても参考になるチーム作りをチームで行っているが、とても参考になるチーム作り

 だと思った。だと思った。



(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか((看護師看護師))

 
⑦⑦

•• 口腔ケアの重要性を感じました（今まで指導ができてい口腔ケアの重要性を感じました（今まで指導ができてい
 なかったので）。なかったので）。

•• がん相談支援センターの役割のレジメ、資料が良かったがん相談支援センターの役割のレジメ、資料が良かった
 です。話しとスライドにてメモを取るのが大変だった。です。話しとスライドにてメモを取るのが大変だった。

•• 口腔ケアが良かった。口腔ケアが良かった。

•• 口内炎に関する具体的な観察ポイント、対処例が分かっ口内炎に関する具体的な観察ポイント、対処例が分かっ
 て良かった。さらに注目して取り組んでいきたい。て良かった。さらに注目して取り組んでいきたい。

•• 大腸癌の化学療法の内容が大変分かり易かった。大腸癌の化学療法の内容が大変分かり易かった。



(5) (5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望次回以降の本セミナーについて、ご要望
 （テーマ、演題）はございますか？（テーマ、演題）はございますか？((看護師看護師))①①

•• 腎癌、前立腺癌、膀胱癌、乳癌について。腎癌、前立腺癌、膀胱癌、乳癌について。

•• 実際の現場で有効活用できる講演だと嬉しいです。日常生活実際の現場で有効活用できる講演だと嬉しいです。日常生活
 に対するアプローチやフォローなど。に対するアプローチやフォローなど。

•• チーム医療を行っている中でのコメディカルの実際の業務とチーム医療を行っている中でのコメディカルの実際の業務と
 関わり。関わり。

•• 尿や便などの処理方法などエビデンスのある話しを聞きたい。尿や便などの処理方法などエビデンスのある話しを聞きたい。

•• 抗がん剤の副作用として多い下痢、食欲不振、悪心、嘔吐に抗がん剤の副作用として多い下痢、食欲不振、悪心、嘔吐に
 ついて、どのような対応をしているのか聞いてみたいです。ついて、どのような対応をしているのか聞いてみたいです。

•• 新薬について。副作用や効果、適応など。新薬について。副作用や効果、適応など。

•• 緩和ケア、特にリンパ浮腫のケア。緩和ケア、特にリンパ浮腫のケア。

•• 災害医療について。災害医療について。

•• 多種多様の抗がん剤が出てきているため、作用、副作用にか多種多様の抗がん剤が出てきているため、作用、副作用にか
 んする分かり易い講演。んする分かり易い講演。



(5) (5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望次回以降の本セミナーについて、ご要望
 （テーマ、演題）はございますか？（テーマ、演題）はございますか？((看護師看護師))②②

•• 看護、ケアをしていくうえでの注意。看護、ケアをしていくうえでの注意。

•• 静岡県立がんセンター・太田洋二郎先生の口腔ケアについて静岡県立がんセンター・太田洋二郎先生の口腔ケアについて
 のお話が聞きたいです。のお話が聞きたいです。

•• 外来化学療法室の現状。各病院の状況、問題点などを知りた外来化学療法室の現状。各病院の状況、問題点などを知りた
 い。い。

•• 分子標的薬の皮膚障害の対策についてやって欲しいです。可分子標的薬の皮膚障害の対策についてやって欲しいです。可
 能なら講師をする方は、実際にその皮膚症状のケアに携わっ能なら講師をする方は、実際にその皮膚症状のケアに携わっ
 ている方でお願いします。ている方でお願いします。

•• CVCVポートの自己技針の教育と自宅技針時のインフューザーポートの自己技針の教育と自宅技針時のインフューザー
 ポンプの保存、取扱い。ポンプの保存、取扱い。

•• 投与管理時の抗がん剤の取扱い、被曝予防、曝露予防。投与管理時の抗がん剤の取扱い、被曝予防、曝露予防。

•• キャンサーボードの具体的運営。キャンサーボードの具体的運営。

•• もっと質問しやすいようマイク配置などを検討してください。もっと質問しやすいようマイク配置などを検討してください。



(5) (5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望次回以降の本セミナーについて、ご要望
 （テーマ、演題）はございますか？（テーマ、演題）はございますか？((看護師看護師))③③

•• 精神科精神科DrDrより、抑うつ状態やより、抑うつ状態やうつのうつの方のケアを聞きたい。方のケアを聞きたい。

•• 講演中にマナーが悪い人が多いと思った。講演中にマナーが悪い人が多いと思った。

•• 貴重な講演なので、スライドのプリントアウトを是非お願い貴重な講演なので、スライドのプリントアウトを是非お願い
 したい。したい。

•• 大腸癌以外の新しい治療法について。大腸癌以外の新しい治療法について。
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(4)(4)今回のセミナー今回のセミナー
 

について、ご意見はについて、ご意見は
 ございますかございますか

 
((その他その他))

•• すごく勉強になりました。また参加したいです。すごく勉強になりました。また参加したいです。

•• 水沼先生のお話はとても分かり易かったです。水沼先生のお話はとても分かり易かったです。

•• 特別講演のスライドはゆっくりと資料が詳しくあれば聞特別講演のスライドはゆっくりと資料が詳しくあれば聞
 きやすい。きやすい。

•• 患者さんの実情にあった口腔ケアは大変興味深かったの患者さんの実情にあった口腔ケアは大変興味深かったの
 で、より広めていきたい。で、より広めていきたい。

•• 標準化について直接講演いただいたこと、大変ありがと標準化について直接講演いただいたこと、大変ありがと
 うございます。うございます。

•• 抗がん剤副作用でも口内炎についてはなかなか対応が適抗がん剤副作用でも口内炎についてはなかなか対応が適
 切に行われることが少なく感じられる。歯科のない医療切に行われることが少なく感じられる。歯科のない医療
 機関で地域の歯科医との連携をとる必要があることを感機関で地域の歯科医との連携をとる必要があることを感
 じた。じた。



(5) (5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望次回以降の本セミナーについて、ご要望
 （テーマ、演題）はございますか？（テーマ、演題）はございますか？((その他その他))

•• まだ取り上げられていない癌種。まだ取り上げられていない癌種。

•• リンパ浮腫。リンパ浮腫。

•• HepatitisHepatitis
 

virusvirus。。

•• 手術療法＋放射線療法の手術療法＋放射線療法のcurecure＋＋carecareのポイントなど。のポイントなど。


	第9回東北臨床腫瘍セミナー�アンケート集計
	回答者について
	(1)今回のセミナーは何によってお知りにな�　 られましたか？ (医師)
	(2)今回のセミナーで楽しみにされていた�    講演を教えて下さい？ (医師)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの内容】　(医師)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの運営】　(医師)
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(医師)　①
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(医師)　②
	(5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望�　（テーマ、演題）はございますか？(医師)　①
	(5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望�　（テーマ、演題）はございますか？(医師) 　②
	(1)今回のセミナーは何によってお知りにな�　 られましたか？ (薬剤師)
	(2)今回のセミナーで楽しみにされていた�    講演を教えて下さい？ (薬剤師)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの内容】(薬剤師)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの運営】(薬剤師)
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(薬剤師)　①
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(薬剤師)　②
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(薬剤師)　③
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(薬剤師)　④
	(5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望�　（テーマ、演題）はございますか？(薬剤師)
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	(1)今回のセミナーは何によってお知りにな�　 られましたか？ (看護師)
	(2)今回のセミナーで楽しみにされていた�    講演を教えて下さい？ (看護師)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの内容】(看護師)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの運営】(看護師)
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(看護師)　①
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(看護師)　②
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(看護師)　③
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(看護師)　④
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(看護師)　⑤
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(看護師)　⑥
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか(看護師)　⑦
	(5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望�　（テーマ、演題）はございますか？(看護師)①
	(5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望�　（テーマ、演題）はございますか？(看護師)②
	(5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望�　（テーマ、演題）はございますか？(看護師)③
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	(1)今回のセミナーは何によってお知りにな�　 られましたか？ (その他)
	(2)今回のセミナーで楽しみにされていた�    講演を教えて下さい？ (その他)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの内容】(その他)
	(3)今回のセミナー に対する感想をお聞か�　 せ下さい。【セミナーの運営】(その他)
	(4)今回のセミナー について、ご意見は�　 ございますか　(その他)
	(5) 次回以降の本セミナーについて、ご要望�　（テーマ、演題）はございますか？(その他)

