2009 年 9 月 19 日市民公開講座
アンケート回収

１５７名

／

変形性関節症〔膝・股関節〕 アンケート結果

配布２２５部

回収率

７０％

＊年齢・性別
男

女

記載なし

合計

割合

30 歳未満

4

1

0

5

3％

30 歳代

0

2

0

2

1％

40 歳代

2

3

1

6

4％

50 歳代

3

19

1

23

15％

60 歳代

9

36

2

47

30％

70 歳以上

15

49

10

74

47％

合計

33

110

14

157

割合

21％

70％

＊職業（未回答あり）
無職

55

専業主婦

55

会社員

18

アルバイト・パート

14

その他の医療関係者

9

自営業

3

治験業務に従事されている方

1

学生

0

＊今回の公開講座を何で知りましたか？（重複回答あり）
新聞（23）

静岡新聞（13）、中日新聞（6）、朝日新聞（1）

広報誌（6）

白いまど（2）、市からの広報誌（1）

知人からの紹介（38）
病院からの案内状（27）
ポスター／掲示場所（44）

聖隷浜松病院内（7）、呼吸器内科待合室の柱（1）、
脳卒中科（1）、薬局（1）、杏林堂（4）、労災病院（1）

パンフレット／場所（23）

聖隷浜松病院内（4）、杏林堂（6）、藤野整形外科（3）、
浜松医大（1）、かかりつけ内科医院（1）、医療センター（1）、
かかりつけ薬局（1）、医療センターの薬局（1）、
労災病院の薬局（1）

その他（8）

参加者（3）、聖隷浜松病院 治験コーディネーター（1）、
娘の紹介（1）、通院中（1）、ヨガ教室（1）、
藤野整形外科の先生より（1）

＊治験に参加した経験（146 名回答）
有

19

無

127

13%

87%

＊治験を知っていましたか（148 名回答）
内容についてよく知っていた

22

内容について何となく知っていた

51

言葉は聞いたことがあったが、内容は

40

15%

24%

知らなかった
全く知らなかった

34%

35

27%

2.3.4 の方はお答えください
＊今回の講座で理解できましたか（103 名回答）
よく理解できた

30

だいたい理解できた

72

あまり理解できなかった

1

全く理解できなかった

0

1% 0%
29%

70%

＊今までに、このような治験に関する研修会に
参加したことがありますか（146 名回答）
有

30

無

116

21%

79%

是非参加したい

22

場合によっては参加したい

79

参加したくない

15

よくわからない

23

16%

17%

＊治験に参加してみたいと思いましたか？（未回答あり）
11%

理由
－是非参加したい－

56%

・大変勉強になりました。（40 歳代・女性）
・病気が少しでも楽になるように、また薬の保険がきくように医師を信じて参加したいです。
（50 歳代）
・新しい薬がたくさん出来て安心はしているが、副作用の心配がある。（60 歳代・女性）
・大変勉強になりました。（60 歳代・女性）
・良い社会を現実化するためのステップになると思う。（70 歳以上・男性）
・具体的に治験の継続を通して薬の種類、効果を体験してみたい！（70 歳以上・男性）
・先生方のお話をお聞きして大変感銘しました。（70 歳以上・女性）
・現在、変形性膝関節症の治療を受けています。（70 歳以上・女性）
・ひざが時々痛みを感じますので、勉強させていただきたいと思いました。（70 歳以上・女性）
・少しでも人のためになりたいから（70 歳以上・女性）
－場合によっては参加したい－
・自分にとって身近に感じられる際（主治医からすすめられたり、身内の病気などに関連して）
には、現実的に考えられると思うので。（30 歳代・女性）
・変形性膝関節症のため。（40 歳代・男性）
・興味ある病気がある為。（40 歳代・女性）
・1 つでも役に立つことができたなら…しかし、持病と服薬のために制限があるのでは？（50
歳代・女性）
・6 年前に乳がんの手術をしたため。（50 歳代・女性）
・未来の患者さんの役に立てる（50 歳代・女性）
・今のところ、治験疾患がない。（50 歳代・女性）
・手の指の関節軟骨変形症の為。（50 歳代・女性）
・薬本音の治療でなければいい。（60 歳代・男性）
・同じ薬であっても、患者それぞれに効果が異なるのではと思う。色々な薬で自分の身体を使
って試験出来るのではないかな。（60 歳代・男性）
・股関節症で開業医でリハビリを受けているが、何ら変わりがないため。（手術の必要はない
と言われているが、手術はしたくない）（60 歳代・女性）
・治験ニュースの疾患名を見て。（60 歳代・女性）
・新しい薬が病気に対しての効果が期待できればいと思う。（60 歳代・女性）
・病気になった時に、より早く回復したい、苦しみたくない、元気で幸せでいたいと思います。

副作用もなく安全で良い薬が必要かと思います。（60 歳代・女性）
・リウマチの治療で薬が変わり、薬による副作用が怖い。（60 歳代・女性）
・社会貢献のため。（70 歳以上・男性）
・75 歳という年齢と健康上のことを考えると、よいのかな？と。（70 歳以上・女性）
・現在該当する症状がありますので、治るならば参加してみてもよいかしらと思いました。（70
歳以上・女性）
・年齢的にいって少し無理かと思う。（70 歳以上・女性）
・左ひざ関節が違和感を覚えております。現在通院しているわけではありません。（70 歳以
上・女性）
・だんだん足腰が弱くなるから。（70 歳以上・女性）
・少しでも知識を広げたいから（70 歳以上・女性）
・もう少し知りたいから。（70 歳以上・女性）
・現在膝関節治療中。お役に立つならば。（70 歳以上・女性）
－参加したくない－
・年齢的にも身体の事が心配で予防できるなら早くから気をつけたい。（60 歳代・女性）
・普通の内服でも体に合うまで 1 年かかったとある患者家族が言った言葉が思い出されます。
訴えても DR は、家族の話を聞き入れず、信頼ができなかったと言います。未知の薬で体調
は？かと思うと、すんなり参加とはできません。（60 歳代・女性）
・色々な薬を飲みたくない。（70 歳以上・女性）
・不安だから。（70 歳以上・女性）
・癌治療中と歯科治療中ですから…。（70 歳以上・女性）
・心筋梗塞の持病があるから月一の診察、投薬を受けている故。（70 歳以上・女性）
・歳をとりすぎ。（70 歳以上・女性）
・年齢と健康に自信がない。（70 歳以上・女性）
・今、主人が尿の方で治療しているところですので大変だと思うので。（70 歳以上・女性）
－よくわからない－
・健康に不安があり、耐えられるかが心配なので。（50 歳代・女性）
・内容がわからない。私自身血圧の薬を飲んでいます。それでもできるのですか？（60 歳代・
女性）
・副作用が出てくるのではないか心配な面がある。（60 歳代・女性）
・足（車）がない為移動しづらい。（60 歳代）
・こわい。（70 歳以上・男性）
・年齢的に高齢なのでどの程度参加できるのかわからないため。（70 歳以上・女性）

＊今後の公開講座への要望など、ご意見がありましたらお聞かせ下さい。
・勉強になりました。（30 歳未満・女性）
・4 講演ともわかりやすく、聴き易いお話でした。今日の先生方はみなさんお話が上手な先生
ですね。（30 歳代・女性）
・勉強になり、よい事だと思います。（40 歳代・女性）

・ロコモの話、よく分かり良かったです。（50 歳代・女性）
・ロコトレの中で尿漏れの改善に効果のある運動を教えていただけたことが、大きな収穫でし
た。また、整形外科の治療（手術）には、驚きました。手術によって生じる多くの負担が軽減さ
れるようになっている進歩は嬉しいですね。（50 歳代・女性）
・手首骨折で聖隷浜松病院にお世話になっております。地元ではありませんが、治験の方が
関われば参加したいと思います。いろいろな情報で今の現状、ロコモもそうですが、勉強でき
ありがとうございました。（50 歳代・女性）
・参加型がよろしかったです。オープンシステムは判りましたが、二次救急が不明でした。（50
歳代・女性）
・なるべく予定時間内で終ってほしいので、時間の配分をしっかりお願いしたい。（50 歳代・女
性）
・逆流性食道炎についての公開講座を是非開いてください。（50 歳代・女性）
・肺がんに関する講座、抗がん剤の内容、副作用、新しく開発された抗がん剤、副作用の治
療法（私の場合、足指のしびれ）（60 歳代・男性）
・先生方の話が上手でわかりやすいのと、普通の講義では見られないので、本当によくわか
りました。（60 歳代・男性）
・大学教授のお話はボリューム（音量）を少し上げて欲しかったです。人によって調整していた
だければ。（60 歳代・女性）
・ロコモのお話を聞いてよくわかりました。肩の痛み・肩関節などの講座。（60 歳代・女性）
・次回も参加したい。（60 歳代・女性）
・今回のような人事ではない変形性関節症など、近い将来誰にでもあり得る病気の説明会に
今後も是非出席したい。（60 歳代・女性）
・治験についてもっと幅広く耳にできるように活動していただきたいです。（60 歳代・女性）
・毎年希望します。（60 歳代・女性）
・これからの人生に有用でありました。（60 歳代・女性）
掘り下げた講座でよくわかりました。日頃、不安に思っていることが話しを聞いたことで診察し
てもらい、現状確認してみようかなあという思いになりました。ありがとうございました。（60 歳
代・女性）
・癌になった人を見て、ケアの大切さを知りました。良いお医者様を少しでも多く、相談センタ
ーも待たずにいつでもお話を聞いていただける場所も必要かと思います。（60 歳代。女性）
・近々、精神病のことをお願いします。精神病が増しているように思いますので。（60 歳代・女
性）
・食事を自分で調理している為、効果があると思う。老化してきて不安。（60 歳代・女性）
・大変分かりやすい講義にてありがとうございました。次回も是非聴講できれば幸です。（70
歳以上・男性）
・年齢的にマイクの声がわれていて今一度また聴きたいと思った。（70 歳以上・男性）
・自己向上にプラスの原点になりました。（70 歳以上・男性）
・認知症に興味あります。鼻炎。（70 歳以上・男性）
・今日の講座に参加しまして、ひざの手術の時には是非森諭史先生に手術に伺います。（70
歳以上・女性）
・今日は大変勉強になりました。ありがとうございました。（70 歳以上・女性）

・健康で長生きする為の身体的、心理的アドバイスやご指導お願いします。（70 歳以上・女
性）
・体の事に心配があるため、色々と知りたいと思うから、できる限り参加します。（70 歳以上・
女性）
・本日は大変ありがとうございました。老人の感覚器（眼科・歯科・耳鼻科・皮膚科・領域もお
願い致します）（70 歳以上・女性）
・長寿社会になり先行き不安がありますので、どのように対応していったらよいかご指導いた
だきたいと思います。（70 歳以上・女性）
・骨（背骨）に関する講座をお願いします（70 歳以上・女性）
・今のところは、体は良好ですが、今後のことが心配です。でも健康に良いことを多く身に付
けたいと思います、（70 歳以上・女性）
・こんな機会を作って欲しい。（70 歳以上・女性）
・会場内寒かった。（70 歳以上・女性）

