平成２３年度 レントゲン週間イベント アンケート結果報告
アンケート回答者総数 ： ６９名
性別 ：
年齢 ：

男性 ・・・ １ （乳腺外科医）
１０代 ・・・ ７
５０代 ・・・ ７

女性 ・・・ ６８

２０代 ・・・ ５
６０代～ ・・・ １７

３０代 ・・・ １９
未記入 ・・・ ２

４０代 ・・・ １２

① レントゲン週間イベント（ピンクリボンキャンペーン）の参加は何回目ですか？
初めて

・・・ ５０

２回目

・・・

７

３回以上 ・・・ １２

② このイベントの情報は何で知りましたか？
ポスター ・・・ １９
雑誌 ・・・ １２
テレビ ・・・ ７
ラジオ ・・・ ３
新聞 ・・・ ３
友達・知人・家族 ・・・ １１
学校 ・・・ ４
会場 ・・・ ３
その他 ・・・ 医療関係者・インターネット・栄の国まつり・ピンクリボンキャンペーンスタッフ

③ 今回、このイベントに参加されようと思ったきっかけは何ですか？
・ファッションショーで （１０代）
・ネイルのイベントで （１０代）
・学校から （１０代）
・興味があったため、行ってみたかったから （２０代） （３０代）
・友人・知人からの誘い （２０代） （６０代～） （年代不明）
・他に予定がなかったので。あと友人にしこりがあったと聞いたので （３０代）
・自分の体の異変を感じた時に役に立つと思ったから （３０代）
・子供と一緒に見て回れるかなと思い。授乳中なので乳がんについても興味があった （３０代）
・講演を聴きたかったから （３０代）
・たまたま、通りすがり （３０代） （６０代～）
・子供のチアで来たから （３０代）
・勉強になると思ったので （３０代）
・仕事つながりで （３０代）
・３９歳で出産経験がないので、正直不安だったから （３０代）
・毎年この時期に催され、身近な関心事でもあるため （４０代）
・医療従事者でもあり、女性の疾患については興味がある。また今後の患者さんへの指導にも
通じると思い参加しました （４０代）
・今月初めて検査を受けたので （４０代）
・乳腺外科職員 （４０代）
・子供が興味を持った （４０代）
・前回参加した時に、次回も参加したいと思った （４０代） （５０代）
・乳がんの早期発見が大切だと思うから （５０代）
・毎年来ているから （５０代）
・乳がんにかかってから４回目の参加 （５０代）
・乳がんになった人が身近にいるから （５０代）
・乳がんについて知りたかったから （６０代～）
・新聞を見て （６０代～）
・孫がファッションショーに出るので （６０代～）

・体は自分自身が守らなければいけないから （６０代～）
・アンケートをもらったから （６０代～）
・自分が乳がんになってみて、みなさん術後は？との思いから （６０代～）
・ピンクリボンキャンペーン推進をしている。今回、高校生に授業をしたので来てくれているかも
知りたかったから （６０代～）
・乳がんが怖いから （８０代）

④ 乳がん検査を受けたことがありますか？
（検査を受けたことがなければ） その理由はなぜですか？
ある ・・・ ３５

ない ・・・ ３２

未記入 ・・・ ２

【検査を受けたことがない理由】
・考えた事なかったです （１０代）
・あまり知らなかった （２０代）
・忙しくて （３０代）
・痛そう、行く時間をとるきっかけがない （３０代）
・行く機会がなかった （３０代）
・受ける機会がなかった （３０代）
・検査を勧められたことがない （３０代）
・エコーはしたことがある （３０代）
・特にない （４０代 医療関係者）
・自己にて簡易的な方法は施行しているが、受診となると多忙にて時間が取れない。
近いうちに受診はしたいと思う （４０代）
・特に理由はない （５０代）
・あまり心配していないので （６０代～）

⑤

乳がん検査を受ける、となった時に重視する点はどこですか？（複数回答可）
女性の技師がいる ・・・ ３３
認定の医師や技師がいる ・・・ ３６
その他 ・・・ ６
未記入 ・・・ ７
・説明がある （３０代）
・説明が丁寧かどうか （４０代）
・身近なところ （４０代）

⑥

・病院で選びたい （４０代）
・日程、いつでも受けれる （４０代）
・正確な結果が欲しい （６０代～）

乳がん検査について、何か質問や教えて欲しいことはありますか？
・どこで検査をしてもらえるのですか？ （２０代）
・２年に１回でよいと言われますが、よいのか心配です （３０代）
・痛みがあるという事を聞きますが・・ （３０代）
・その時点での説明 （８０代）

⑦ 今回のイベント企画で良かったと思うものに○をつけてください。（複数回答可）
乳がん検診啓発ショートムービー【１枚のコイン】上映会
マンモクイズ＆プレゼント抽選会
レントゲン博士とレントゲン週間の紹介（パネル）
放射線についての説明（パネル）

・・・
・・・
・・・
・・・

１６
２４
４
１６

乳がん検査（マンモグラフィ）についての説明（パネル・モニター）
子供広場（ ぬりえコーナー・風船・バルーンアート ）

⑧

・・・
・・・

３１
１２

このイベントに参加して、乳がん検査を受けてみようと思いましたか？
はい ・・・ ６３

いいえ ・・・ １

未記入 ・・・ ５

⑨ イベントに参加されてのご意見・ご感想をお聞かせ下さい。
・とてもためになった （１０代）
・もっと協力していきたいです （２０代）
・知らない事がたくさんあって知る事ができて良かった （２０代）
・知らない事は怖いなと思いました。もっといろいろ知識を増やしたいです （２０代）
・また、このようなイベントをして欲しい （３０代）
・クイズで乳がんの勉強ができた （３０代）
・自己チェック・早期発見が大切だと思いました （３０代）
・たくさんの人が知るべきなので、ショッピングセンターなどでやってみては？ （３０代）
・とても勉強になりました。毎年受けているので、これからも続けます （３０代）
・早く検査をするのは必要だと分かっているのですが、なかなかですね・・・ （３０代）
・乳がんの検診がまだ受けられないので、自己検診ができるようになった
（模擬の乳がんを触れて分かったので） （３０代）
・いろいろ知る事ができて良かった （３０代）
・ぜひ検診を受けてみたいと思った （３０代）
・市の乳がん検診も１回で済ます事ができたら受診率もあがると思う
（２ヶ所行かなければいけないので都合がつかない） （４０代）
・雨天の中、参加者が多く来られるといいなと思います （４０代）
・深刻なテーマですが、ピンクでかわいく飾られていて和みます （４０代）
・もっとたくさんの人がピンクリボンキャンペーンに興味を持ち参加して欲しい （４０代）
・講演がわかりやすかった （４０代）
・検診で乳がんの（乳がんに限らず）早期発見・早期治療において一人でも救える命が増え、
乳がん患者を支えている家族の幸せを、また乳がん患者自身のＱＯＬが維持継続される事を
祈願いたします （４０代 医療従事者）
・早期発見の大切さがわかりました （５０代）
・検診を急ぎます。ありがとうございました （５０代）
・楽しいです （５０代）
・私は絶対乳がんにならないは間違っていた （６０代～）
・知る機会を与えていただき感謝申し上げます （６０代～）
・少しは検査しようという気持ちになった （６０代～）
・いろいろな企画があり大変な事と思います。本当にお疲れさま。ありがとう （６０代～）
・受診率が上がるようにキャンペーンも続けて欲しいです （キャンペーン推進スタッフ）

【考察】
・参加者についてはピンクリボンキャンペーン共催だったため、ほとんどが女性だった。
・年齢は３０代、６０代～、４０代の順で多かった。
・イベント参加については、約３/４の人が初めての参加だった。
・イベント開催については、半数の方がポスター・雑誌（プラザ 10 月号・わさび 10 月号）で開催に
ついて知っていた。友人・知人・家族からの紹介も多かった。
「イベントに参加しようと思ったきっかけは？」では、乳がんに対して関心を持っているからという

回答が多かった。今回は子供たちのショーを見に来たお母さん・おばあちゃんの参加が多かっ
た。乳がんに対して関心が薄い女性をイベントに参加させることができたという意味で、いい企
画だったと思う。
「乳がん検査を受けたことがあるか？」については、約半数が「ある・ない」に分かれた。マンモグ
ラフィーの受診率が２０％の中、乳がん検査を受けたことがあり、乳がんに対して関心が高い女
性のイベント参加率が高いことが分かった。検査を受けたことがない理由については、忙しい、
受ける機会がない、痛そう、特に理由はない、との回答が多かった。
「乳がん検査を受ける時に重視する点について」では、女性の技師がいる、認定の医師や技師
がいる、との回答が半数ずつだった。それに加えて正確な情報の提供、丁寧に説明してくれる、
いつでも検査ができることを受診者が望んでいることが分かった。
「乳がん検査について何か質問や教えて欲しいことは？」では、どこで検査ができるのか、検査
料金、検査時の痛みについて教えて欲しいということが分かった。
「今回のイベント企画で良かったもの」については、乳がん検査（マンモグラフィ）についての説
明（パネル・モニター）が一番人気が高かった。その次がマンモクイズ＆プレゼント抽選会だっ
た。上映会と放射線についての説明（パネル）は同数だった。マンモクイズで乳がんについて
勉強できたとの解答があったので、次回は「放射線についての説明パネル」をクイズ形式にし
てみてはどうかと感じた。
「イベントに参加して乳がん検査を受けてみようと思いましたか？」については、ほとんどの参加
者が検査を受けてみようと思ったとの回答だった。乳がん検診受診率を上げるための良いイ
ベントになっていると感じた。
「イベントに参加されての意見・感想」については、自己チェックや早期発見の重要性が理解で
きてイベントに参加してよかったとの感想が多く、参加された方の多くが満足できたイベントに
なっていることが分かった。乳がん検診を受けてみようと思ったとの声も多かった。

【最後に】
来年のイベントでは今回のアンケートを参考にして、さらに満足度の高いイベントになるよう企
画・運営していきたいと思います。イベントやアンケートに参加、協力していただいた皆様、本
当にありがとうございました。

性別

男性
女性

年齢

１０代
２０代
３０代
４０代
５０代
６０代～
未記入

参加回数

初めて
２回目
３回以上

【 レントゲン週間イベント（ピンクリボンキャンペーン）の情報は何で知りましたか？】

ポスター
雑誌
テレビ
ラジオ
新聞
友人・知人・家族
学校
会場
その他

【 乳がん検査を受けたことがありますか？】

ある
ない
未記入

【 乳がん検査を受ける、となった時に重視する点はどこですか？】

女性の技師がいる
認定の医師や技師がいる
その他
未記入

【 今回のイベント企画で、良かったと思うものはなんですか？】
乳がん検診啓発ショートムービー【１枚のコイン】
マンモク イズ＆抽選会
レントゲン博士とレントゲン週間の紹介（パネル）
放射線についての説明（パネル）
乳がん検査（マンモグラフ ィ）についての説明（パ
ネル・モニター）
子供広場（ ぬりえコーナー・風船・バルーンア ー
ト）

【 このイベントに参加して、乳がん検査を受けてみようと思いましたか？】

はい
いいえ
未記入

