
Q13.あなたはがんの臨床試験（治験）の情報を欲しいと思いますか。※患者のみ
Q14.そう思う理由を教えてください。
※蛍光色で塗りつぶしのあるものはレポートにピックアップされたものです。

とてもそう思う・そう思うと回答した方
立場

どんな治験が行われているか全く分からないから がん患者
いつかもっと楽な治療法が確立されるのではないかと言った期待から がん患者
再発時に治療の選択肢を広げられるから。 がん患者
標準治療以外の治療選択肢として、内容を知っておきたい がん患者
エビデンスを知りたい がん患者
珍しいタイプの癌と主治医から言われたので、標準的な治療では治癒は無
理かもと思ったため

がん患者

実際の正しいデータが知りたいから がん患者
再発転移ガン治療の最後の砦として がん患者
最新の治療情報を知り、自分に有効なら参加したいから がん患者
再発した時点で標準治療での治療法がない場合、最新の治験情報がないと
選択肢が減ると考えるため。

がん患者

新しい情報は知りたい がん患者
他の人の役に立つから。 がん患者
可能性があるならば積極的な治療を行いたいから がん患者
選択肢の一つになるから がん患者
治療の一つの手段として 一つの選択肢として情報がほしい がん患者
一種類でも治療にたいする選択肢が増えて欲しいから がん患者
再発を繰り返しており自分が出来る薬があるならばやってみたいから がん患者
やるやらないは別として。治療の選択肢の一つとして考えられると思うから がん患者
可能性を探したい がん患者
標準治療では転移したら完治は無い・治せないと言われている現状を打破
するためには新しい治療を試みることもひとつの方法になると考える

がん患者

自分が治験を受けて、元気で生きているから。 がん患者
もし今の治療がうまくいかなかった場合、これからの人のためにも自分のた
めにもなるのが治験だとおもうから。

がん患者

視野を広げたい がん患者
自分で役に立つのなら、と思うので。 がん患者
選択肢は多い方がいいから がん患者
自分に使える薬がなくなった時、使えるものかどうか、知っておきたいから。 がん患者
再発し、もう一つしか治療がないので、何でも情報が欲しい がん患者
可能な治療の情報を得ておきたい為 がん患者
治験を受けたいか受けたくないかにかかわらず、情報は多く欲しいと思うか
ら

がん患者

現在術後抗がん剤中です。再発、転移を思うとき選択肢となるのか？ がん患者
当てはまるならば、やってみたい。 がん患者
がんの治療法をタイムリーで知りたい。 がん患者
今は現実に必要とはしていないが、再発転移が分かったりしたら、最新（ベス
トかどうかは別として）情報の1つとして知りたい。医師は聞かないことは教え
てくれない。

がん患者

選択肢がある事は、心の安定にもつながるから がん患者
より良い治療の選択肢が、増える。 がん患者
現時点で治療法がない場合には有用な情報だと思う。 がん患者
仕事で必要 がん患者
全ての選択肢から治療を選べた方が納得できると思う。 がん患者
経験者として恩恵を得たから がん患者
再発転移した場合の治療選択肢が増えるから。 がん患者
治療のチャンスがある がん患者

付録2：がんの臨床試験（治験）の情報

     が欲しいかについての声



治験の件数が多数かどうか がん患者
再発時の選択肢 がん患者
実施情報をふくめて公開されている情報量が少なすぎると思う。とくに卵巣が
んについては、入会金や年会費をはらって特定の患者団体に入らないと情
報がはいってきません。もしくは高名な腫瘍内科医のいる医療機関にかかっ
ていると情報ははいってきますが、そのことで患者同士でいろいろなトラブル
や感情の軋轢が起きていることを見聞きしているので。

がん患者

再発した時に うけたい。 がん患者
今現在の治療法では、不足しているのは間違いないので、子供達のために
も必ず長生きしたいので色々なことを試したいから

がん患者

業務に関する情報である がん患者
もしそのような時に当てはまるのであれば治験にのりたいと思う がん患者
最新の抗癌剤は効果が期待できる がん患者
参加しようとしたが、検査で引っ掛かりできなかったから。 がん患者
どの程度効果があるのか知りたいので がん患者
新しい治療の選択肢として知っておきたい がん患者
諦めていた治療に光が見えてくると思うから がん患者
情報は多いいほうが良い がん患者
癌手術して再発待ち状態です。術後の抗がん剤治療は止めています。新し
い治療薬を希望していますが、癌がない、マーカーがないので、前に進めま
せん。早く治験薬を希望していますが、対象にならないのが、残念です。

がん患者

一般患者にとって流通している情報が乏しいから がん患者
現在は術後5年たってるが、いつまた新しいがんにならないとも限らないか
ら。

がん患者

参考になるかもしれない。 がん患者
ある程度のエビデンスはとれると思うが、個人差をどう考えるか。 がん患者
どんな薬か がん患者
がん治療に役に立てる がん患者
選択肢は一つでも多いほうが良いと思うので情報は全て知りたい。その上で
やるかやらないかを納得して決めたい。知らなければ検討することさえ出来
ないと思う。「やらない」と「知らない」では大きく違うと思うので情報はなるべく
多く入手したい。

がん患者

治療の選択肢として知っておきたい がん患者
治療中や経験者が身近にいるから がん患者
医療技術がどこまで進んでいるのか知りたいから がん患者
有効な治療に出会いたい がん患者
選択肢を広げておく がん患者
自分で試してみたい がん患者
最新の医療動向を知りたい がん患者
選択肢が増えるから がん患者
主流の薬剤に抵抗性があるから がん患者
新薬の開発に直結しているから、将来的にその薬を使用することで今の病状
から脱出出来るのは喜ばしい事と考えるから。

がん患者

もしかして自分に適応できるならやってみたいので、また友人などに知れせ
られるため情報が必要

がん患者

これからの治療法を知りたい がん患者
知識や情報は多い方がいいから がん患者
現在、治療中だから がん患者
転移治療中のため、治療の選択肢が一つでも増えてほしいから がん患者
知っておきたいので がん患者
現在は経過観察だが、将来的な再発、手術が難しい事態での最終手段とし
て期待している。

がん患者

その後　体に異常があるため がん患者
抗がん剤の選択肢が少ないので、次の抗がん剤がなくなったときに考えた
い。

がん患者

夫や親族ががんになる可能性もあるから。 がん患者
知らないまま見過ごしてしまうことを恐怖に感じる。選択の権利はせめて欲し
い。

がん患者

体がつらくない治療に望みがあるから がん患者



今までの薬や方法でだめでも治験により新しい薬の効果や良い方法がある
かもしれないので、知りたい。

がん患者

使える全ての抗がん剤を使い果たしてしまったため、後がないため がん患者
一部の病院でしか行われていないことが多いため、標準治療後の選択肢が
なくなってきた患者さんへの情報提供ができれば、選択肢のひとつとして検
討ができる。

がん患者

今現在は大きな治療を終え経口投薬のみだが今後その飲み薬も変わるかも
知れず、しかし担当医師からのみの情報(TVなどからの確証の無い情報で
はなく)は限られているため

がん患者

治療の選択肢が増えるから がん患者
関心があるから がん患者
今は経過観察中ですが、再発してしまった場合、治験も治療の選択肢の1つ
として考えたいと思うので

がん患者

最先端の治療に興味があるから がん患者
治るものなら治りたい。もう少し長生きしたい。やりたいことがある。 がん患者
私の病気（肉腫）は、忘れられたがんと云われる程、適切な治療法が未開発
なので、情報がほしい。

がん患者

選択肢を拡げたい がん患者
現在は必要としていないが、自分自身も家族や友人も、いつ必要となるかわ
からないから。

がん患者

情報はいつ役に立つかわからないので知っておいた方が良いと思うから がん患者
いつか、に備えて知っておきたい がん患者
治療の選択肢を増やしたい がん患者
今後再発した場合を考えて、様々な治療法を知っておきたい がん患者
治したいから。 がん患者
必要な時に治療法の選択肢を増やすため がん患者
日本では未承認の治療で助かる命もあると思う。しかしその情報はなかなか
入手困難である

がん患者

すこしでも、今後の医療の役に立ちたいので。 がん患者
協力者に結果を開示しない がん患者
合うものがあれば参加する がん患者
自分が利用できるか，自分が貢献できるか知りたいから。 がん患者
治療の選択肢として がん患者
症状が変化して治療を受ける必要が出た時、最新の治療を受けて少しでも
よくしたいから、

がん患者

治療の選択肢を広げる為 がん患者
治療方法の１つとして、あらゆる情報が欲しいので がん患者
医者が教えてくれないと思うから がん患者
最先端の治療を受けたい がん患者
ga  ninarumadenokateinomonndai がん患者
病院で治療法が無いと言われた知り合い（治療に前向きな方)と治験を探し
ていたが、治験を探すことができた時には間に合わなかった。

がん患者

今後の治療の展望、希望 がん患者
知らずに最新治療を受けるべき人が受けれない事は、大きな問題だから。 がん患者
効果的なものがあるかもしれないので がん患者
今後利用する可能性があるから がん患者
治療法の一環として広く情報を集める事は大切だから がん患者
役に立つ がん患者
あらゆる治験の中から最善な治験を選んだり、比較したい。 がん患者
ガンは再発転移があるので がん患者
日本での治験は諸外国より数年以上遅れて実施されるし，臨床試験の情報
は入りにくいので

がん患者

医療の進歩状況を知りたい がん患者
使用されているかどうか知りたい。 がん患者
治験の情報をもっと広く知ることにより、治療の選択肢が増えるのは嬉しいで
す。それと同時に薬の開発がどんどん進むことも期待しています。

がん患者

転移性乳がん患者で長引く高額治療費に家族親戚みんな疲弊している。治
療をやめてしまいたいと考えてしまうから。

がん患者

治療の選択肢だから。 がん患者



最新の情報を得たいから がん患者
治療法の少ないがんの治療の可能性を知りたいから。 がん患者
試してみたい がん患者
治験の情報が不足しているため。 がん患者
自分の治療について判断したいとき参考になるため がん患者
自分が万が一再発転移した際の選択肢にしたいので、事前に情報収集した
い

がん患者

どんな選択肢があるのか自分で情報を集めきれないから がん患者
私が、がん患者だから。 がん患者
治療する上での一つの情報・選択だと思うから がん患者
できる内容、条件なら協力したい がん患者
新しい治療方法の情報を得たい がん患者
自分の治療法がなくなりつつあるので。 がん患者
様々治療方法の一つの選択肢として、可能な限り多くの情報を知りたいと思
います。

がん患者

いろいろな選択肢の中から治療法を選びたいから がん患者
情報は多いほうがよい。 がん患者
わらにもすがるおもい がん患者
自分自身は術後１０年を過ぎ、治療の必要はありませんが、ＣＮＪの乳がん
体験者コーディネーターなので、純粋に情報としてほしいと思います。

がん患者

治療の選択の一つとして検討したいので がん患者
将来再発した時にどのような治療ができるのか、参考にしたい がん患者
わたくしのガンが希少ガンであり、抗がん剤が効きにくいと言われているか
ら。肺転移のため全身治療が必要。

がん患者

治療情報の一つとして、どのようなものがあるのか知りたい。 がん患者
治療の中で自分に合わないものがあった場合、参考として情報は得ておきた
い

がん患者

治療の一つの選択肢となるのではないかと思う がん患者
治療の選択肢が広がると思うから がん患者
現在は再発していないがもし再発の時条件が合えば治験に参加したい がん患者
選択肢の1つとして。可能性があるなら がん患者
臨床試験が行われている→近い将来に健康保険適応の治療方法になる可
能性が高い

がん患者

必要に応じるが、がん治療の現状に照らすと、治療にとっての最も必要な思
考、また、この病気に向き合う最適な姿勢こそ「可能性へのチャレンジ」であ
ると考えるため。

がん患者

今は寛解しているので何とも難しい質問ですが、治療の選択肢が増える事
はとても希望が持てると思います。そして、私の病気だって、きっと治験が
あったと思いますが、そういう過程を経て、治療をして頂きましたので、やはり
治験は必要だと思います。それにはもちろん、治験内容のメリットやデメリッ
ト、医師との信頼関係など、自身が納得出来れば良いと思います。

がん患者

自分が手術をしたのはもう五年前で、今はホルモン剤を服用するくらいで大
した治療はしていないが、がんの性質上、いつなにが起こるかわからない。
常に新しい治療法や新薬の情報を得たいと思っている。自分の為でもあり、
今現在悩んだり苦しんだりしている友人たちの為でもある。

がん患者

常に新しい正確な情報を入手し、そのうえで治療を選択したいから。 がん患者
自分の治療について、すべてを知りたいから、情報量は多いほど良い がん患者
情報を知ることにより自分がやってみたいと思うかもしれないので。 がん患者
私のステージでは治験の話は出ませんでした。通常の治療で治ったためで
す。治験に患者が応募するということ自体最近初めて知りました。知識だけ
でもあれば、患者にとって「次の一手」のような精神的支えにもなり、治療の
選択肢も拡がる。

がん患者

最新情報がわかるので がん患者
自分自身で理解したうえで判断したいから がん患者
病気の治癒、改善の可能性があるから。 がん患者
現在承認されている治療がすべて終了後の治療法として考えたい がん患者
常に最新情報を知っておきたい。 がん患者
現在手術２回、化学療法３回の治療を受け、多発がんで標準治療では治療
が出来ない状況にあり、新しい治療にチャレンジする必要が有るため。

がん患者



実はCRCの補助を行う資格の通信講座を受講済みで修了証もいただいてい
ます。自分自身臨床試験に参加経験もありますし内容について一通りの事
は勉強しましたのでとても関心があります。

がん患者

気になる がん患者
治療の選択肢が増えるため がん患者
今後の治療にも必要な事だと思うから がん患者
最良のの治療が受けたいから がん患者
多発性骨髄腫は治療法がやっと出来始めたので。 がん患者
再発時の備え がん患者
判断しやすくなると思う がん患者
治療法の選択肢が増えると思う がん患者
どんなことをして、どんなデータがあるのか知りたい。それによっては自分も
受けてみたいと思うかもしれないから

がん患者

再発の可能性がゼロではない限り、先進医療に関する最新情報を知ってお
きたい

がん患者

自分にとって有効と思う情報が得られる可能性があるから。 がん患者
自身の症状と対比して、最新の治療（タルセバ・その後の抗がん剤の選択
に）

がん患者

内容はともかく、情報として最新のものを知りたい がん患者
いつかは自分が使うかもしれない薬だから事前に情報は欲しい がん患者
治療の選択肢として がん患者
使用できる薬剤が限られている中で治験も治療として有力だから がん患者
自分自身の人生に関わることだから がん患者
治療方の進捗を知りたい がん患者
自身の治療の情報がほしいから がん患者
治療の選択肢としてがいとうするなら がん患者
再発したときの治療方法の選択肢を増やしたい がん患者
今どんな薬が開発されているのか知りたい がん患者
辛い抗がん剤より楽で確実に完治出来る薬があるなら試したい がん患者
抗がん剤治療中であるがＰＳＡが上昇中である がん患者
治療に有効である可能性がある がん患者
一番新しい方法を知ることができる がん患者
無かったので がん患者
治療の選択肢がひろがる がん患者
自分が治験を受けれる環境であったら、受けたいと望んでいたから。 がん患者
情報は多い方が良い がん患者
自分でやれる治験があれば、参加したいので がん患者
情報として欲しい。選択肢は多い方が良いと思う がん患者
再発した時の心構えを勉強しておきたい がん患者
治療の選択肢はたくさんあった方がいいから がん患者
自分自身、第3層の治験薬を投与してもらって、現在に至っている。　Dｒ.の説
明がなければ分からなかった。選択肢の一つとして必要だと思う。

がん患者

最新技術を知りたい がん患者
治療の選択肢が広がる がん患者
もし標準治療に選択肢がない場合、tryするものとして がん患者
重要な情報 がん患者
現代の科学で解明できていないことを考えると、人生をかけて協力する価値
はあると思う。

がん患者

常に正しい情報を知っていたいと思うから がん患者
標準的な治療では難しいとなった場合、最終手段として治験も視野に入れた
い

がん患者

病期や体調等で参加したくても出来ない状況も考えられるので がん患者
知る事は大切だから がん患者
自分のがんのタイプはまだ有効な治療法が確立されていないので、現在どこ
まで研究等が進展しているのか大変関心があるので。

がん患者

未知の世界ではあるが、新薬の開発等に役立つものであればもっともっと
やってほしいと思うから。

がん患者

受けている治療は現在は効果的だが、将来的に耐性が出来て効かなくなる
と、治験も選択肢の１つになるので

がん患者



克服出来るのであれば頑張りたい がん患者
私は非小細胞がん（ＲＯＳ1）です。ザーコリーは近いうち保険適応追加にな
るでしょうが　ＥＧＦＲやＡＬＫに比べると少なすぎます。

がん患者

段階があると思うのですが安全の高いものならチャレンジする価値はあると
思う

がん患者

何をしてでも治したいという気持ちがあり、治験もその選択肢の１つにしたい
が、どこの病院でどのような種類の治験があるのかが明確ではなく、選択し
づらい

がん患者

肺癌の治療としてIVR療法を近々受ける事になっている。他の治験も知りた
いと思っています。

がん患者

自分のガンに効果があるのか知りたい がん患者
自分の治療に置き換えてみる がん患者
もしかしたら、という可能性に賭けてみたいと思うから がん患者
がん治療の選択肢が無くなって来ている。最後のチャンスと思っている。 がん患者
がん治療の進展を知る上で、現在実施されている治験の内容について知り
たい。又、がん治療として治験を検討される方への情報提供として。

がん患者

可能性があるなら、試してみたいと思う がん患者
治験に参加したいと思うのでもっと情報が欲しい がん患者
今は落ち着いているが、再発、転移する可能性もあるので。 がん患者
治療の選択肢の一つとして がん患者
今後の治療の参考にしたい。 がん患者
自身の癌に適応するものなのか知りたい。再発転移した際に有効かもしれな
いので、希望がもてる。

がん患者

治療に関する情報は可能な限り収集し、治療の選択肢を増やしたい がん患者
今後の進歩のため がん患者
医師の理解度 がん患者
受けたいと思ってる新薬があるから。 がん患者
色々な薬を使っても合わなかったら、次の薬に望みたい。 がん患者
少しでも再発を減らす可能性があるのなら安全性に問題無ければできるだ
けのことをやりたいと思うから

がん患者

自分が治験を希望申し出する際の判断基準としたい。 がん患者
癌治療を受ける際、関連情報を生かしたい。 がん患者
治療について希望が持てるかもしれないから。 がん患者
常に次の一手を想定しておきたいから がん患者
現在第3そう治験中ですが、他の人の情報が全然ないので、不安がある。 がん患者
今抗がん剤の治療中ですが、何時か耐性が出来た時治療の選択が無くなっ
た時の為に情報を知っていたい。

がん患者

現在の治療法が効かなくなった際の選択肢となりえるから がん患者
もし受けれるものがあれば受けたいと思うから。 がん患者
価値観の違いとは思うが、チャレンジしてみるのは良いのでは、と思う がん患者
最先端の情報であるから がん患者
最新の治療を知りたい がん患者
自分の治療の為 がん患者
自分が最期まで納得のいく治療をしたいから。　最善を期待して最悪に備え
る

がん患者

患者会を運営しているので、情報は必要に感じている がん患者
新しい治療の方法を知りたいから がん患者
自分にまたは、同病の方に当てはまる、治療の選択肢を広げたいから がん患者
選択肢のひとつとして がん患者
情報を収集しておきたい。自分のフィルターのアップデートしたいから。 がん患者
該当する癌が改善する可能性があるのならば、リスク等を理解しその治療を
受ける検討を進めたい。

がん患者

最後の砦 がん患者
どういう薬が開発されているか、どうすれば治験が受けられるかなど がん患者
最新の治療があれば知りたいし、自分も受けられるなら受けたい がん患者
情報はないよりいい がん患者
同じような患者さんへアドバイスする情報として知りたいと思う がん患者
最終手段として慌てないために事前に調べておきたいから。 がん患者
自分の治療法の選択肢を増やしたいから。 がん患者



がん患者だから がん患者
現在は一般的な治療を受けているが、いざというときには治験を求めるかも
知れない。

がん患者

がん治療に関する情報はできるだけ多く知りたいと思うので。 がん患者
治療の選択肢は、治験を含めて全て私（患者本人）に情報提供されて、その
選択肢について素人なりに患者本人が勉強し考えた上で、主治医（医療者）
と相談して自分の治療を選びたいから。

がん患者

新薬が開発、認可されれば治療方法の選択肢が増える=ＱＯＬが高まると考
えるから

がん患者

情報を入手できた時点で応募者の締め切りとなっているので。 がん患者
治療方法を決める上での、一つの選択肢として必要。 がん患者
末期がんであることから、考えると、当然受けてみたい。もしかしたら、治る可
能性にかける気持ちになるからです。

がん患者

自分が受けている治療がベストかどうか疑問に思うことがある がん患者
新たな治療法の遭遇の可能性。但し主治医から紹介してほしい がん患者
治験は新薬開発に必要だから がん患者
治療の選択肢が増えるから がん患者
j自分が適応かどうか知りたい がん患者
今の治療が効いていないから。 がん患者
がん細胞をわたしの体から全て排除させて日々安心して暮らしたいから がん患者
自分であれ、身近な人であれ、その機会（選択肢）を知らずに治療を考えたく
は無い。治験に限らず全ての方法を知り挑むべき道を選びたいから。

がん患者

新しい治療法が知りたい がん患者
現在の治療で完治しなかった場合の次の治療方法が知りたいから がん患者
治療法の１つとして知っておきたい がん患者
選択肢は多い方が希望が持てるから。 がん患者
現行の治療に限界がある場合は他の可能性にかけたいと思う。 がん患者
今の治療があっているかわからないから がん患者
病院が少ない地域に住んでいるのでそういった情報が全く入ってこない。 がん患者
そもそも治験がどのようなものか、どんなものがあるのかなどほとんど知らな
いので

がん患者

自身が再発がん患者であり、抗がん剤治療が二回あり、また再発した場合
の治療方法の一つだから。

がん患者

自分の治療の選択肢が増えるから がん患者
治験者になってみたい思いもあるし、新薬の情報も欲しい がん患者
再発時の治療のため がん患者
よく知らないから怖いという感じがする。また、マスコミからの偏ったイメージ
があると思う。

がん患者

可能性にかけたいという状況では、情報は必要だと思います。 がん患者
再発したら、医師に治験を相談する価値はあると思うから。 がん患者
選択するかは別として、患者として情報はとても有難いです。 がん患者
治療の限界が来た時にBack up planとして他にどの様な新しい治療法がある
のか知っておきたい。

がん患者

再発の場合のより進んだ治療法の可能性を知っておきたい がん患者
自分のがんが、遺伝性で弟も発病し、手術遺伝子検査の結果、娘もいずれ
は発病するため、今後経過観察が必要。手術以外に有効な治療法がない
が、最近分子治療薬の承認されたと聞いた。今後も最新の情報がほしい。

がん患者

現在の治療法に手詰まり感があるから がん患者
情報を入手する方法を知らない。 がん患者
がんの体験者として、再発の心配などがつきまとうので新しい治療や薬には
希望を感じます

がん患者

今すぐは必要ないけれど、知っておくことで選択肢のひとつとして頭に入れて
おくことができるので

がん患者

選択肢は多いほうがよいので がん患者
数少ない抗がん剤の選択肢の、しかも、ほぼ最終的な選択肢の一つである
ため。

がん患者

選択肢の一つとして、検討する可能性もあるから。 がん患者
自分や周りの人にとって必要な場合があると思う。 がん患者
標準治療が終了した際、情報を必要とする がん患者



選択肢を増やしたいから がん患者
選択の一つとして がん患者
最新の薬、効能、副作用を知りたい がん患者
最善の治療法を選択したいから がん患者
選択肢は多いほうがよいから がん患者
今後治療が必要になったときにどのようなものがあるのか効果はどうなの
か、選択肢の一つとして知りたい

がん患者

すごく進歩した薬かもしれないという期待 がん患者
将来万一、再発したときのため、常に情報に触れておきたい。 がん患者
再発した時の選択肢のひとつにも成り得るし、自分が他の患者さん達の治療
の役に立てたら嬉しいから。

がん患者

自分のためにも社会のためにもなる がん患者
治療の１歩前進になる がん患者
ステージ4なので、画期的な治療があるとありがたいです がん患者
治療方法の1つとして検討したいから がん患者
自分は治験を受ける事によって癌細胞が出て来なくなったから。 がん患者
もし、治療が頭打ちになった時に少し夢がもてるかもしれないから。 がん患者
治療の選択肢が広がる可能性があるから がん患者
どんな治験が試みられているのかを知りたい がん患者
できるだけ色々な情報を得て選択肢をもちたいから がん患者
積極的に情報を得ることで、治療の選択肢を増やしたい。 がん患者
仕事上、情報を把握しておきたい がん患者
タグリッソ投与中ですが耐性がきたあとの治療法 がん患者
治療等の選択肢を出来るだけ多くしたいため がん患者
治療の選択肢として、効果を知りたいから。 がん患者
術後、無治療なので再発予防に積極的にチャレンジしたい。 がん患者
知識なしでは受けられない がん患者
今はがんではなくても、将来的に自分や周りの人に関係するかもしれないの
で、いつも新しい情報を集めておきたいから。

がん患者

骨髄移植せずに完治したい。 がん患者
いろいろな情報が欲しいから がん患者
自分と自分の周りのがん治療中の人への情報として がん患者
絶対に再発しないという安心がない。 がん患者
選択肢の一つとして考えたいから がん患者
日常業務で関わりがある。また、これからのがん診療がどのようになっていく
のかがわかる。

がん患者

最先端医療を知りたいから がん患者
自分のがんにまつわる情報はいろいろ知っておきたいから がん患者
自分の治療の選択肢としてもあるが、医療の発展や将来の患者のための一
助となるため。しかしながら、インフォームドコンセントがきちんとできない医
療従事者患・医療機関はやるべきではないと思う。者

がん患者

新しい情報、正しい情報、必要な情報量を知って治療を受けるべきだから がん患者
治療の選択肢のひとつとして必要だと思う がん患者
どんな新薬が出てきたのか、効力が知りたい。 がん患者
自分が受けられる試験があるかどうか知りたい がん患者
治験的な判断に迫られたが考えて判断した。 がん患者
他の治験経験をしてるから がん患者
興味はある がん患者
参加したいから がん患者
最新治療を受けたい がん患者
再発が心配 がん患者
癌が不治の病でなくなってほしいから。 がん患者
再発に備えて がん患者
最終手段として抗ガン剤に頼らない治療法を知りたい がん患者
実際に治験に参加してみたい がん患者
今の治療で効果がなかったら期待したくなるかもしれないから がん患者
希少がんで分子標的薬の適用にならないから がん患者
治験を受けるにはいろいろなハードルがあります。 タイミングもその重要な
要因です。自分で治験情報を常に収集するのは大変だから。

がん患者



もし該当すれば治療の選択肢が増え、治療効果が上がるかもしれないから がん患者
今現在受けている治療が最善なのか疑問があるので がん患者
今の自分の状態で受けられる臨床試験はなかなか見当たらないので、ある
のであれば知りたい。

がん患者

的確に知ることが出来る がん患者
新しい情報は知っていたい　　選択枠がひろがる がん患者
現行の治療法が限界にきているから　これ以上の効果が期待できない がん患者
一度癌を経験したことで再発する可能性も決してゼロではない事も自覚して
おり、またこの先長生きしたとしても明るい未来は期待していない個人的な考
えもあって、これから未来のある人達のために自らが治験による石杖となり
新しい治療法の研究開発に役立つのであれば結果がどうであれ本望である
と考えているから。

がん患者

自分の命に関わる がん患者
情報は力なり。 がん患者
治療の選択肢を増やしたいので がん患者
治験に関わらず、がんに関する情報は全て欲しいと思っています。自分がが
んになり、情報の少ないと感じているため。

がん患者

選択肢の一つとして知っておきたい がん患者
現時点で必要な訳ではないが将来的に必要になるかもしれないから がん患者
最先端の治療を受けたいと思う気持ちと標準治療で良いという気持ちと迷う
が情報は欲しい。

がん患者

以前、別の病気で治験を受けたことがあり、完治したので。 がん患者
乳がんトリネガでは日本ではプラチナ製剤も未だ利用できず、治療に制限が
あるため。

がん患者

色々な治療法を知りたい がん患者
中立だから がん患者
可能性があればうけたいので がん患者
それで良くなるなら…という理由です がん患者
もし、末期がんで治療法もなくなった時にでもひとすじの光になるのではない
かと思う。人に役立つ事になるのなら、これから先に自分もつながっていける
と思うから。

がん患者

知識や情報が大切だと思う がん患者
生きていれば新しい薬ができて、QOLを維持しながら延命できる。駄目でもそ
の礎になれる。

がん患者

がん経験があるので がん患者
生存率をあげていくにはこれが至適 がん患者
使用するかどうかを検討する際には情報が必要 がん患者
自分自身や周囲の人が最適な治療をするための情報の1つとして必要 がん患者
情報は公平に。 がん患者
新しい治療法の情報は必要 がん患者
寛解への希望が持てる がん患者
自身の癌治療から５年以内であり、現在も再発有無確認のため定期通院中
であり、再発が確認された場合の治療の選択肢の一つとして臨床試験を考
えているため。

がん患者

今どんな薬が開発中であるのか知りたいです がん患者
自分の癌が遺伝性で、かつ手術以外、有効な治療法がないから がん患者
自身再発の可能性があるため がん患者
自分が癌患者なので、利用できるならやってみたい。 がん患者
治療の選択肢となり得るから がん患者
なかなか完治しないので がん患者
何をどう探してよいか不明。本は難しく書かれているような。ネットでは、いろ
んな情報が得られたが、ネットに関わらない人には、どう探してよいかわから
ない気がするし。ガンというものに対する偏見がまたまある分、人にも相談し
にくい。被験者同士の交流場所もどこにあるかわからない。大きな病院ならと
もかく…。

がん患者

社会貢献 がん患者
新しい薬や治療方法を知りたいから。また、研究の方向性を知りたいから。 がん患者
これまでの臨床試験の成果により今日の医療ができているので、情報をいた
だけるのならありがたくいただきます。

がん患者



新しい治療の情報が欲しいので がん患者
私が手術入院した際、病院の治験を依頼されたが、「抗がん剤を使う」のと
「抗がん剤を使わない」治験だったが、自分ではどちらがいいか選択できな
い、いわゆるくじのような決め方をすると言われ断った。

がん患者

自分自身リンパ腫のうちでも希少な疾患であったため がん患者
治験に参加しがんで精神的肉体的に苦しむ人をなくしてほしいから。 がん患者
進行度から考えると再発と治療の繰り返しになると思われ　使える薬がなくな
る心配をしているから。

がん患者

治療の選択をする際に、どういう治療法が考えられるのかをすべて知った上
で、その治療に自分が適しているかの判断をしたいが、後から、「実は自分も
治験の対象に含まれたのに、知りもしなかった」という事があれば、残念だか
ら。

がん患者

今後、再発・遠隔転移した場合の治療法を考えたいし，知識として知っておき
たい。

がん患者

知りたい がん患者
現在、有効な治療法が無い がん患者
客観的判断材料の一つである がん患者
もし現在の自分の治療が「これ以上やれることがない」と言われたら、治験も
考慮に入れたいから。

がん患者

医療従事者だけでなく、患者や家族または一般の方が最新の医療情報の知
識を得て選択肢の1つとする事は重要ではないかと感じる。閉鎖的であって
はならないと思うから。

がん患者

標準治療以外で方法があるなら知っておきたい がん患者
情報を持っているのといないのでは考え方や判断の際の決定に影響を及ぼ
す

がん患者

治療できるカードは全て知りたい がん患者
選択肢は多い方が良いから がん患者
治験のことを知らないから がん患者

自分の治療に役立つ情報があれば欲しいと思うし、勉強にもなると思うから。 がん患者

病院のポスターなどで見かけて初めて治験があることを知ることが多く、普段
得ることができないから。

がん患者

希少癌は研究されていないので少しでも選択肢を増やしたい がん患者
今通院している病院ではそう言う話が無かったので がん患者
根治治療に到っていないため がん患者
子供が骨肉腫の多発転移を起こしている。なんとしてでも進行を止め治癒さ
せたい。

がん患者

病気を知らない人は受けないだろうし、少しでもと思う人は検討材料に出来
ると思います。

がん患者

興味は有るがどうしたらイイのか分からない。でも、自分の身体がどうなって
しまうのか？と、不安になり二の足を踏んでしまう。

がん患者

自身の再発や家族や友人が発症した時のために情報を持っておいて損はな
いから。

がん患者

自分の治療の参考にしたいから がん患者
今現在治療方法がなく、延命ということで、抗がん剤治療を行っているが、効
果がみられない為、何か他に治療法があれば試したい。

がん患者

治療のオプションとして考えたいから がん患者
自分にも使えるか がん患者
日本の治験と世界の癌治療の違いが分かると思うから がん患者
治る可能性がひろがる。今後の医療のために役に立つことができる がん患者
新薬の開発に興味がある がん患者
今現在、自分から探さない限り情報が得られないのは不便 がん患者
選択肢の一つ がん患者
具体的な結果や副作用を知りたい。効果がどれくらいの方々にあるのか？ がん患者
自分が遺伝性の癌ということ、まだ若いという事で将来の為。また、義父が脳
腫瘍　悪性グリオーマのため治療中。もう治療のなす術がないため有益な情
報があれば欲しい

がん患者

自分のしたい治療が治験の中にあるかもしれないから。 がん患者
メラノーマは薬が少ないので、治療の選択肢の一つとして考えたいから がん患者



標準治療以外にどんな治療が選択肢としてあるのか、知っておきたいから。 がん患者
治療の選択肢が増えるからわ がん患者
選択肢が増えるので がん患者
治療の選択肢のひとつとして知りたいから がん患者
今後の選択肢の１つとして知っておきたいから がん患者
少しでも治療の幅を広げるために、知らないのと知っているのでは、多かれ
少なかれ差が出そうだから。こんなのあったのか！と後悔もしたくない。

がん患者

使える抗ガン剤が限られているから。 がん患者
がん治療がどこまで進んでいるのか知りたい。 がん患者
使う使わないは別として、知識として知っておきたい がん患者
根治を目指したいから がん患者
選択肢は広くもちたいから がん患者
私達をマウス扱いして結果を出してる以上、私達はマウス以下かと思いま
す。が、子供達や若い子供達に偽りない確実な情報を流すのが、普通だと思
います。舛添なんてどーでもいーから苦しんでる方々を国が守って欲しいで
す。

がん患者

再発した時 役立つ情報があれば良いと思うので がん患者
治療の参考にらしたいから。 がん患者
現在の治療法では治らないため がん患者
情報が少ないため がん患者
標準治療が効かないとなったときの選択肢を確保しておきたいから がん患者
自身の治療に活かしたい為 がん患者
役に立つことができれば がん患者
治療の選択肢の一つと考えてしまうから がん患者
自分にも必要になる時がくるかもしれないから がん患者
あらゆる情報が欲しい がん患者
治療の選択肢に入れられる がん患者
ステージ４では、治療の方法がなくなることもあるので がん患者
治療の選択肢のひとつと捉えており、選択肢はひとつでも多い方がいいから がん患者
新薬、効き目、副作用などの情報を早く知りたいから がん患者
最新の医療、治験情報を入手したい。 薬剤師
情報はあった方が良い 薬剤師
はっきりしたことを知りたい 薬剤師
標準治療の選択肢がなくなった状況で登録可能である臨床試験があった場
合、参加する事により、将来の同じ疾患で苦しむ患者に対して治療成績とい
う情報を提供出来るから。

薬剤師

治療法の選択、病院の選択をする参考になるので 薬剤師
治療の選択・意志決定の上で必要と思うから 薬剤師
選択肢の一つ 薬剤師
海外の臨床成績はわかるが、国内の試験情報は入手できない。 薬剤師
治療の選択肢を増やしたい 薬剤師
もし、治る見込みがないガンだったとしても、誰かのために貢献できるならば
その方法が知りたい。

薬剤師

治験は必要なことだと思っているので、自分が適格性を満たすのであれば参
加したい

薬剤師

ベストな治療を考える上で、選択肢を増やしたいと考えるであろうから。 薬剤師
治療の選択肢の1つとして考慮したいため。 薬剤師
選択肢はあるべき 薬剤師
最新の治療を受けられる機会を入手したいから 薬剤師
自分に適した治療を選択できるので 薬剤師
最新の治療法 薬剤師
最新の自分にあった治療を受けれるチャンスである 薬剤師
治療の選択肢としてほしい情報である 薬剤師
新たな治療の機会になりうる情報を得られるから 製薬企業勤務
選択肢の一つとして検討したいから 製薬企業勤務
ガンを治したいし、協力することで新しい薬の承認に寄与することができるか
ら

製薬企業勤務

今ある治療法よりもよりよいものを求めたい 製薬企業勤務



選択の幅は多ければ多いほどいい。例え実際に治験参加しなかったとしても
情報は無駄にならないと思う。

製薬企業勤務

PhaseII～IIIであれば有望な治療を受けることができると考える 製薬企業勤務
最新がん治療の情報が入手可能 製薬企業勤務
セカンドオピニオンへの相談も含めて、治療選択肢は多いほうが良い 製薬企業勤務
既存治療で症状が思わしくなければ、より良い治療を行いたいから 製薬企業勤務
治療の選択肢が拡がるため。 製薬企業勤務
最新医療の情報のひとつだと思うから 製薬企業勤務
最先端の治療にめぐりあえる可能性があるため 製薬企業勤務
エビデンスに基づいて判断したい 製薬企業勤務
標準治療がない場合や、標準治療を上回る治療がある場合に、望みをかけ
られるかもしれないから。

製薬企業勤務

治験は治療選択肢が一つ増えることと，もし標準治療に割付けられてもその
治療費を軽減できるから．経済面における家族への影響を減らせる．

製薬企業勤務

治療の選択肢が多い方がよいから。また、未承認の治療が受けられ、しかも
手厚いフォローも受けられてメリットは大きいと思われるから。

製薬企業勤務

治療選択の幅を広げたい 製薬企業勤務
自分ががんになったことで、未来の誰かの役に立つ可能性があるのであれ
ば協力したい

製薬企業勤務

少しでも生きる希望を持ちたいから 製薬企業勤務
新たな治療法を知りたい。今後の治療法がどのように変わる可能性がある
のか知りたい。

製薬企業勤務

選択肢を増やすため 製薬企業勤務
新たな治療選択肢が見つかるかもしれないから 製薬企業勤務
最新の有用な治療を受けられる可能性があるため。 製薬企業勤務
治療の選択肢が増える 製薬企業勤務
新しい可能性を知ることができ、たとえ自分に効果がないとしても将来世代
への有用な意味を残せるため

製薬企業勤務

癌の治療分野は現在の病気の治療分野において、まだまだ、発展途上の分
野である。

製薬企業勤務

最新情報がほしい 製薬企業勤務
特に有効な標準治療がない場合や、有望な新薬が開発中であれば、治療選
択肢の一つとして考えたい。

製薬企業勤務

治験薬が奏功した場合、延命の可能性があるため。また、そうでなくても参
加することで生じたデータが、次の薬剤開発につながるため。

製薬企業勤務

これからどのように病気と向き合っていくか、しっかり自分で考えたいので。 製薬企業勤務
現時点での治療よりさらに有効性の高い治療法を行ってもらえる可能性が高
い。

製薬企業勤務

選択肢を増やしたい 製薬企業勤務
治療法法の選択肢の一つとして情報がほしい 製薬企業勤務
治療法については、どんな情報でも知りたいから 製薬企業勤務
治療選択肢のひとつとして検討したいから 製薬企業勤務
がん治療では常に治療抵抗性と向き合うことになるから 製薬企業勤務
国内で治験レベルであってもすでに海外の標準治療になっている製剤があ
るため

製薬企業勤務

すべての治療選択肢を知りたい 製薬企業勤務
海外で上市済みで、標準治療の薬剤であれば、必ず参加したい 製薬企業勤務
選択肢得るオプションを把握したいから 製薬企業勤務
薬剤の情報を一定レベルで認識しているので 製薬企業勤務
治療の機会と考えているため 製薬企業勤務
治療選択が広がる 製薬企業勤務
選択肢を多く得た上で治療を検討したいから。 製薬企業勤務
可能な場合は臨床試験への参加を希望するため。 製薬企業勤務
治験も含めて、全ての治療オプションを網羅して検討したいため。 製薬企業勤務
治療選択肢がなくなった際の望みとして。 製薬企業勤務
まだ若いため、治験薬も試したい 製薬企業勤務
NCCN guidelineなど、いくつかの治療ガイドラインでも示されている通り、治
験は治療の1つである。従って、治療方法を探すことと同義であり、情報が不
要なわけがない。

製薬企業勤務



治療選択肢をたくさん知りたいから 製薬企業勤務
延命ではなく、著効の可能性が高いかどうか知りたい。 製薬企業勤務
利用可能な選択肢をすべて把握したいため 製薬企業勤務
最新の治療の機会を得られる可能性がある。社会貢献の機会になる。 製薬企業勤務
有らゆる治療法を知っておきたい。 製薬企業勤務
あらゆる可能性を検討したい 製薬企業勤務
最先端の治療を受けられる可能性があるため。治験薬しか効果が得られな
い可能性があるため。

製薬企業勤務

治療選択肢の一つとして検討したいから 製薬企業勤務
費用をあまり気にすることなく有望な治療を受けることができるから。 製薬企業勤務
最新の情報を入手でき、場合によっては最新の治療薬（候補薬）を処方して
もらえる確率がある。治療の経過観察も手厚い。

製薬企業勤務

新しい治療を受けることが可能か知ることができる。 製薬企業勤務
最先端の治療を受けられる可能性があるから 製薬企業勤務
治療選択肢として可能性のあるものを全て知っておきたいため 製薬企業勤務
すべての選択肢を知った上で、治療を選択したいので。 製薬企業勤務
治療法は日進月歩であり、最新の治療選択肢を把握した上で治療法を検討
したいため

製薬企業勤務

既存の治療法に選択肢が少ない場合、あるいは治療成績が悪い場合、治療
の選択肢を増やすことができる｡

製薬企業勤務

最前線の治療を受けられる可能性があるため 製薬企業勤務
治療選択肢として 製薬企業勤務
最新の治療が受けられる可能性があるから。 製薬企業勤務
選択肢は多く持ちたい 製薬企業勤務
選択肢の一つとして検討したい 製薬企業勤務
新たな治療の選択肢であるため 製薬企業勤務
既存の治療以上の効能効果が期待できるから 製薬企業勤務
選択肢のひとつである 製薬企業勤務
最善の治療を受けるための情報として入手したい 製薬企業勤務
選択肢が増える 製薬企業勤務
参加した方がよいかどうか判断したいため 製薬企業勤務
治療の選択肢の一つになり得る． 製薬企業勤務
あらゆる可能性を知ったうえで，治療に臨みたいので 製薬企業勤務
治療手段の一つとして、選択肢の一つとしてこうした情報は有用である 製薬企業勤務
生きていくために、希望のために情報は必要である。 製薬企業勤務
いろんな情報から治療法を選択したいから 製薬企業勤務
最先端の治療を受ける機会を得たい 製薬企業勤務
現行の治療で完治が見込めないこと、副作用が重いことから 製薬企業勤務
最新の情報を知りたい。臨床試験に同意するかは別ですが。 製薬企業勤務
最先端医療を知りたい 製薬企業勤務
新しい治療法に巡り合うことで治癒の可能性が出てくるから。 製薬企業勤務
最新の治療を受けたいと考えると思うから 製薬企業勤務
より可能性のある医療を受けたい。 製薬企業勤務
選択肢が増える可能性がある。また、社会へ貢献出来る可能性がある。 製薬企業勤務
既存治療薬・治療法の効果・安全性に疑問があり、新たな治療法を求めたい
ため。

製薬企業勤務

選択肢の一つだから 製薬企業勤務
確立された治療法がない場合に、治療の選択肢に成り得る可能性があるた
め

製薬企業勤務

最新の治療を受けるチャンスであるため 製薬企業勤務
既存薬で治療できない場合に，治験も一つの選択肢としたいと思うため 製薬企業勤務
毒性、安全性、結果を知るため 製薬企業勤務
自分の症状に応じて最良の治療法が何か、また安全性はどの程度かの情
報を得るため。

製薬企業勤務

がん治療の一つのオプションと考えているから。 製薬企業勤務
延命の可能性が広がると思うので 看護師
治療の選択肢のひとつとしたい 看護師
治療は後戻りできないから 看護師



もし、効果が期待できる研究実績があれば、自分にも効果がある可能性が
ある

看護師

情報の一つとして、提供されたい 看護師
治験で治るのであればそれが一番だし、治らなくても1つのデータとして社会
に貢献できると思うと嬉しいから。

看護師

複数の選択肢を知りたいから。 看護師
末期がんになった時に治療方法があると希望が持てると思うので。 看護師
現在どの様な薬が開発され、どれ位効果があるのか副作用があるのかを知
りたい

看護師

治療効果の指標にできる。 看護師
これしか薬がないと言われたら、やってみたいと思う 看護師
phaseⅢの治験については動向について知りたい 看護師
可能性があるならと思うから。 看護師
正しい情報を知りたいため 看護師
新薬の効果を知りたい、新薬に貢献したい 看護師
治療選択肢を少しでも増やし、自身の生き方や価値観に少しでも沿う治療を
選びたいと思うため

看護師

使える治療薬があるうちはよいが、使える治療薬がなくなった場合、自分が
参加できる可能性のある治験があるのかどうかは知りたいと思う。

看護師

治療の為の選択肢のひとつと思えるから。 看護師
治療を選択する際に、オプションをすべて知りたいから。 看護師
標準治療以外の選択肢となる。 看護師
治療の一手段として提示してほしいと思う。 看護師
医療は日々進歩しているから 看護師
標準治療でどうにもならなかった場合、１つの手段として情報が欲しい 看護師
治療の選択肢が増える 治療費負担の軽減ができるため 看護師
治療選択の１つになるか検討するため情報が欲しいと思う。 看護師
一つでも多くの可能性を見つけたいから 看護師
治療の選択肢を増やしたい 看護師
治療の選択肢の一つになってほしい、日本の医療が発展してほしい 看護師
選択肢を増やすため 看護師
現在開発中の治療薬の情報を得て治療選択の判断材料の一つとする 看護師
選択肢は多いほうが良い。 看護師
あらゆる選択肢の中から自分で判断したいから 看護師
できる限り情報はほしいです がん患者の家族
選択肢の一つだと思うから がん患者の家族
治療の選択肢は全て知りたい がん患者の家族
標準治療が奏功しなかった場合にいち早く次の治療に臨めるかも知れない
から。

がん患者の家族

今、実際患者や家族にとっての希望だと感じているので がん患者の家族
もし、いろんな情報など調べて、有効そうなら試してみるかもしれないので。 がん患者の家族
どんな情報でも積極的に取り入れたいと思うから。 がん患者の家族
安全性に不安があり、確実な情報を手にしたい為。 がん患者の家族
母の胆管がんが再発したとき治療法がなく、何か術が欲しかったから がん患者の家族
知り得た情報の中で選択したいから。選択肢はある程度あった方がよい がん患者の家族
治療の選択肢を全て知りたい がん患者の家族
自分を知って、覚悟を決めたい がん患者の家族
標準的な治療で治る段階なら良いが、そうではない場合の治療法を知りたい
から

がん患者の家族

標準治療から外れたときに、まだ治療の方法があると考えられるのは、救い
だと思うからです。

がん患者の家族

治療の選択肢は一つでも多く欲しいから。医療が進歩していることに希望を
持てるから

がん患者の家族

選択肢の一つとしたいため がん患者の家族
標準治療以外の治療の可能性も欲しいから がん患者の家族
選択肢は多いほうがよいと思うため がん患者の家族
判断の基準としたい がん患者の家族
自分がかかわるか否かは別として、情報の一つとして知っておきたいから がん患者の家族
治療手段のすべての可能性を知っておいた上で、進むべき道を考え方の がん患者の家族



より効果のある治療を望む がん患者の家族
それで治るものならトライしたい がん患者の家族
最新の治療法に対する期待 がん患者の家族
分子標的薬主流で、がん細胞に標的分子の有無を確認できるから。 がん患者の家族
自分のガンの治癒や症状改善に役立つ可能性があるし、もし自分自身には
役立たなくても将来の効果的な薬剤の開発に貢献できる。

がん患者の家族

治る可能性のある選択肢は多いほうがいいと思う為。 がん患者の家族
治療の選択肢の一つとして考えたいので がん患者の家族
自分に最適の治療法を知りたいから がん患者の家族
治験情報を知らないが故に選択肢に上げられないのは後悔の素だから。 がん患者の家族
治療の選択肢のひとつになり得るから。 がん患者の家族
最先端の治療だから がん患者の家族
最先端の確かな治療法で治療費も安く身体に負担も少なくすむようになって
くれたら良いと思います

がん患者の家族

最も良くなると思われる治療を受けたい。 がん患者の家族
選択肢は多い方が良い がん患者の家族
最新の治療情報を得たい がん患者の家族
もし助かるのなら、その情報がほしい がん患者の家族
治療法の一つとして検討する価値があると思うから。 がん患者の家族
ひとつでも治癒への可能性を増やしたいので。 がん患者の家族
現在の治療よりも優れた治療の可能性があったり、予後良好な治療となりう
る可能性があるから。

がん患者の家族

治療法の一つとして検討したい。 がん患者の家族
あらゆる可能性を知りたいので。 がん患者の家族
少しでも　治療内容の選択肢が広がり、自分にあったものに出会えるなら
同じ病気で苦しんでる人の役に立ちたく共思う　病院で、臨床試験の事一切
聞けない雰囲気で、一度抗癌剤以外の放射線治療聞きましたが、無理です
治療受けるのか緩和治療にするのか選んでください　先生の究極の選択に
聞こえて、藁にも縋りたい気持ちが本心なので　情報が欲しいです

がん患者の家族

選択肢の一つにしたい がん患者の家族
最新の情報を得たいから がん患者の家族
選択の一つに入れたいから。 がん患者の家族
より多くの情報をもったうえで治療の選択肢に加えられるかもしれないから がん患者の家族
選択肢を広げるために がん患者の家族
より多くの情報を収集したい。 がん患者の家族
治療手段はひとつでも多く知りたい。 がん患者の家族
何としてでも治りたいから情報はすべて知りたい。 がん患者の家族

わからないけれど、選択肢の1つとして考えてみたい。希望を、もちたいと思う がん患者の家族

新しい薬で なおるかもしれない がん患者の家族
色々な選択肢が欲しいから がん患者の家族
私らしい納得のできる生き方をしたいから。 がん患者の家族
最終的にガイドラインの治療が終わっても、できることを探す可能性があるの
で。

がん患者の家族

治療に対する選択肢が欲しい がん患者の家族
患者　家族は　わらをもつかむ感じ　いいもの　良くなる可能性があればぜひ
にためしたい

がん患者の家族

選択肢を増やしたいため がん患者の家族
臨床試験対象者は治療開始前の患者が多い気がする。患者や家族(患者)
はがん発覚後、直ちに治療を開始するケースが多く(臨床試験の情報を得
ず)臨床試験を受ける機会を逃している。ドラッグラグの原因のひとつにも思
える。

がん患者の家族

治療の手段は多くある方がよいので がん患者の家族
根治困難なガンに罹患したなら、最新の治療法を受けて助かる確率を高め
たいと思うからです。

がん患者の家族

自分の現状から比較検討をしたいから がん患者の家族
治療方法の選択肢が多い方がよいと思うから。 がん患者の家族
情報がなければ、選択はありえないから。 がん患者の家族



スマートフォンでは入力し辛いので短くなりますが、現在とても助けられてい
るからです。

がん患者の家族

選択肢の一つとして がん患者の家族
治癒又は治療の軽減を望むと思うので少しでも希望を持てるとしての情報が
欲しい。

がん患者の家族

治療の選択肢を広げる手段の一つになるから がん患者の家族
可能性があることならすべてためしたいから がん患者の家族
何も手だてがなくなった時には参加したいと思うから。 がん患者の家族
治療の選択肢を増やしておきたいから がん患者の家族
病院によってできる治療とそうで無い治療の格差がありすぎる、治験に関わ
らずあらゆる可能性を知りそれについて相談または実施したい

がん患者の家族

治療の選択肢の１つと考えたいので がん患者の家族
わずかでも可能性がある方法を知りたい がん患者の家族
少しでも治る可能性があるのであれば知りたい がん患者の家族
治療方法の選択肢が増えると思うから がん患者の家族
病気を治したいから がん患者の家族
早く情報（診断）が欲しい。様々な機会を得て“それなりに”癌の知識がある。 がん患者の家族
延命 がん患者の家族
選択肢を多くしたい。 がん患者の家族
がん患者にならなければ受けられないから。広く社会貢献になり、次の患者
さんの為に貢献できるから。臨床試験(治験)は、自分自身の希望であり、他
の患者さん、未来の為になるから。

がん患者の家族

医療の検証を得ていて、効果が期待出来る事であれば、チャレンジしたい。 がん患者の家族
治療の選択肢として がん患者の家族
可能性として がん患者の家族
可能性を求めたい欲し がん患者の家族
病院で手段が効かなかったときや、私の親がシニアなので点滴や薬が使え
ないので直接癌に施術薬など開発してほしい

がん患者の家族

子供が治験して３年、まだ元気で回復しているから。 がん患者の家族
治療選択肢を増やすため。完治の可能性を少しでも高めたいので。 がん患者の家族
最新の治療を経験できるかもしれないから がん患者の家族
自分に適合する治療を見つけたいので。 がん患者の家族
情報が多く絞り込めない場合があり、事実に基づいたデーターが欲しい。 がん患者の家族
治療薬がなくなってしまった場合、治験によってその後の可能性があることに
希望を見出したいから。

がん患者の家族

知って考えて選択したい。 がん患者の家族
自分の治療の選択肢は、多い方が良いと思う。 がん患者の家族
治験を、治療方針を選択肢の一つとして考えたい。（できるできない別として） がん患者の家族
余命の判断材料にしたいと思います がん患者の家族
社会貢献の為。次の患者の為。 がん患者の家族
理解でき、自分に必要か情報が選択肢を広げられる がん患者の家族
よりよいＱＯＬにつながる可能性があるから がん患者の家族
治療の選択肢が広がるかもしれないから。 がん患者の家族
客観的データを見て判断することができる。 がん患者の家族
治る、良くなるのであれば、最先端の方法を試してみたい がん患者の家族
自分の状態を客観的に知りたいから がん患者の家族
標準治療で対応できない場合もあろうし、試験に参加するかどうかの判断の
ために情報は必須です。

がん患者の家族

治療方法は可能な限り知りたいと思うなら がん患者の家族
がんの治療の選択肢が限られているから がん患者の家族
治療の選択肢は多いほうがよい。納得できる治療をうけたいため がん患者の家族
担当医だけの知識や情報だけでは、自身の不安や疑問が解決しないような
気がするため。

がん患者の家族

選択肢はできる限り多く知りたい がん患者の家族
余命判断としてほしい。 がん患者の家族
治療方法のひとつと考えると、自分の癌が治るかもと考える。 がん患者の家族
情報が多い方が安心できるような気がする がん患者の家族
実際の情報を得たいから。 がん患者の家族
できることはすべてやると思う がん患者の家族



治せるものなら治したい がん患者の家族
色々な方法を試してみたい がん患者の家族
自分なりの納得いく治療法方を選択出来るからです。 がん患者の家族
新しい治療法が合うかもしれない がん患者の家族
初期にも効果があるなら試してみたい がん患者の家族
情報が多い方がいい がん患者の家族
治療に有効な情報なら知っておきたい がん患者の家族
新しい治療も知りたい がん患者の家族
選択肢として がん患者の家族
選択肢の一つにはなる がん患者の家族
治る可能性を高めたい。 がん患者の家族
最先端の医療を受けられる がん患者の家族
幅広い情報が得られそうだから。 がん患者の家族
治りたいから がん患者の家族
罹患しているのだから積極的に参加したいと思っているから。 がん患者の家族
母親を肺癌で亡くしているから。 がん患者の家族
早期の場合は完治できると聞いたから がん患者の家族
何らかの判断資料になるかもしれない がん患者の家族
自分の病気に関してあらゆることを知りたいと思うから がん患者の家族
どれだけの効果が期待出来るのか患者自身も前もって知り、治療選択した
いから

がん患者の家族

治療の選択肢として がん患者の家族
不安を解消したい がん患者の家族
治療の可能性が大きくなる、選択肢が増えると思う がん患者の家族
選択肢は数多く存在するので検討する余地(情報の取得)は十分にあると思
います。

がん患者の家族

治療についての選択肢の一つとして考えたい がん患者の家族
すべての選択肢を提供して貰いたい。その中で自ら選択したい。 がん患者の家族
可能性のある選択肢は多く知っておきたい。 がん患者の家族
少しでも状況を把握して治療につなげたい がん患者の家族
ガンを治す方法等知りたいので がん患者の家族
少しでも、治るかもしれない方法があるのなら、試してみたいし、のちの人の
ためになるならなおさら受けてみたい。

がん患者の家族

情報の一部として がん患者の家族
役に立ちたい がん患者の家族
新薬を知りたいから がん患者の家族
新しい情報が知りたい がん患者の家族
生の情報を得たいから。 がん患者の家族
完治するのなら､どんな可能性にもかけてみたいから がん患者の家族
選択肢の一つとして がん患者の家族
治療は日々進化してると思うから がん患者の家族
効果を期待したい がん患者の家族
（安全性がある程度確認できれば）未来のがん患者のためにもなるから がん患者の家族
少しでも治したいため。 がん患者の家族
最先端の医療で治したい がん患者の家族
もし、それで元気になることが出来るなら治験に協力したいと思うから がん患者の家族
どんな情報でも参考になると思うから がん患者の家族
参加するかどうかは別として、情報や選択肢は多いほうが良いから。 がん患者の家族
参考になるから がん患者の家族
チャンスをひろげたい がん患者の家族
後に続く人の為に がん患者の家族
治療の選択の幅が広がる為 がん患者の家族
母が癌の時、病院の治療で改善がなく、治験でもいいから試したいと思った がん患者の家族
治療の選択肢を増やしたいから がん患者の家族
いざ自分が癌と診断されたら、どんな方法を使ってでも治りたいと思うから がん患者の家族
少しでも多くの情報の中から納得した上で治療を選択したい がん患者の家族
治療の一つとして考えたい がん患者の家族
情報を欲しいと切に願うであろうから がん患者の家族
新しい治療法で治る見込みがあれば受けたい がん患者の家族



情報を得て治験に納得することができれば受けたいと思う。まずは知ること
が大切。

がん患者の家族

何においても情報に疎いことは怖いことだから。選択肢を幅広く持ちたい。 がん患者の家族
きくかもしれないから がん患者の家族
従来の標準治療より優れている可能性があるため、参加したいと考えるかも
しれません

がん患者の家族

選択肢を増やし、より自分の病状、生活環境に合った治療を選択したい。 がん患者の家族
できる治療はしたいと思うから がん患者の家族
特に特効薬などがないがんの場合なら、少しでも可能性のある療法がある
のかどうかは知りたい。

がん患者の家族

自分が出来る治療法に関する情報は全て欲しいと思うから がん患者の家族
自分が患者であれば、がん治療に関する、あらゆる情報に接したいと思うだ
ろうから。

がん患者の家族

完治する、しないに関わらず、他の苦しんでいる患者の役に立ちたいと思う。 がん患者の家族
自分との比較や症状や対処として情報は必要だと思う。 がん患者の家族
最初から選択肢に無いのではなく、情報をきちんと理解した上で自分で治療
法を選びたいので。

がん患者の家族

治療に必要な知識をたくさん知りたいから がん患者の家族
治療の選択肢は多いほうがいいので 医療従事者
様々な選択肢を考慮した治療を進めたい 医療従事者
治療の選択肢が増えるから 医療従事者
治療に関するすべての選択肢を把握しておきたいから 医療従事者
寛解する可能性があるのであればなんでも試したいため。 医療従事者
あらゆる可能性を検討したいから 医療従事者
標準治療が無くなった場合の治療法として、考えるため。 医療従事者
がんの治療は、まだ発展途上にあると思われる。極力最先端の治療を受け
たい、医学の進歩に役立ちたい。

医療従事者

標準治療後の治療としての可能性がある 医療従事者
選択肢は多い方がよいから 医療従事者
情報のひとつとして知っておきたい事柄だと思う 医療従事者
試してみるチャンスがあれば、治療効果が得られるかもしれないから 医療従事者
藁をも掴む気持になると思う。そうでなくても、癌は未知数の病気というイメー
ジがあります。

医療従事者

最善の治療方法を求めるため 医療従事者
もしかしたら利用したいと思うかもしれない 医療従事者
➀治る可能性があるなら何でも試してみたい。②治る可能性がどれくらいか
分からなくても、信頼出来るドクターであれば、ドクターのスキル向上や、社
会貢献の為にやると思う。

医療従事者

治療に有効な方法を知りたいから。 医療従事者
医療従事者としてもデータ収集に協力して、治療の発展に寄与したい 医療従事者
これからの医療の開発に役立つならば。 医療従事者
多くの情報を知り、治療について自分でも考えたい 医療従事者
今後の医療に貢献できるから 医療従事者
自分かもしくは将来の医療に貢献できると判断できれば参加したいから 医療従事者
標準治療を超える期待があるため 医療従事者
選択の一つとして情報を希望しますが、他に治療方法がない・ある時いずれ
が良いのかは悩みます。

医療従事者

自分自身の考え、すなわち余生をどう生きるかの判断材料になるから。 医療従事者
治療選択の一つとなるから 医療従事者
最善の治療を選択するための情報を得られるから 医療従事者
情報を知った上で選択したいから 医療従事者
金銭面が一番の理由。あらゆる治療を行って、それでも効果を得られなかっ
たら、そこに救いの手を求めると思う。

医療従事者

自分で選びたいから 医療従事者
試験に参加するか否か別として、少なくともどのような選択肢があるのかだ
けは知っていたいと思うから。

医療従事者

最先端の医療かもしれないので。 医療従事者
選択肢を増やしたい 医療従事者
選択肢の１つとして、知っておいて考えたい 医療従事者



少しでも回復できる可能性を増やしたいため 一般
たぶん、知りたいという知識欲からだと思います。　若い人は場合は、あらゆ
る可能性を探り生きることを追求すべきですが、ある年齢、たとえば７５歳を
過ぎれば苦痛を除くケアを受ければ良いと思っています。

一般

少しでもがん治療の選択肢が増えた方がいいと思うため 一般
最新の治療法を受けることができる可能性があるので。 一般
治したいため 一般
長く生きられる可能性があるから。 一般
症状の判断材料になる 一般
PSが良好であれば、それ以上の治療がなければ貢献も出来るし、自分自身
のためにも参加したい

一般

治療の選択肢が増える 一般
治療の選択肢の一つとして情報を得たい 一般
最先端治療を希望するから 一般
最先端の治療を受けられる可能性があるため 一般
最新鋭の医療技術で治療して欲しいから。 一般
何らかの形で自分の症状やデータ等が今後の役に立つなら！と思うから 一般
承認されていないが有効な薬剤がたくさんあると思うから。 一般
するかしないかは別として、情報は得たいので。 一般
自分の治療の参考になる 一般
最新の治療を受けてみたいと思うかもしれないから 一般
選択肢として、完治へ向けて希望を持ちたいから。 一般
あらゆる治療の可能性を試したい 一般
その時の、出来ることを知りたい 一般
新しい薬を試してみたいから 一般
治験も手段の一つとして知識を得た上で自分の治療と向き合いたい。 一般
選択肢が見えない場合は藁にもすがる思いになると思います 一般
最先端の治療を受けられことを期待するから 一般
情報として知りうる限りのことはフィルターにかけずに知っていたいから。 一般
選択肢や治療法の可能性を考える一端として、情報が必要だと思うので。 一般
最新の治療が受けられそうだから。 一般
自分に関わる話なら情報が欲しいと思うから。 一般
治療の選択肢を決めるための1つの情報として必要と思う。 一般
試験に参加したい 一般
癌の進行度にもよると思いますが、治療の選択肢を多く持っておきたい。 一般
選択肢は多いほうが良いから 一般
治療費の問題であったりその時の体調等を考え、その状況によっては活用し
たい。

一般

治療の選択肢の一つとして、考えたいから。 一般
可能性のある情報は知りたい。 一般
治療方法の選択肢の1つとするため 一般
近親者にがんの経験者がいるので、新しい治療があれば試してみたい 一般
標準治療を終えてなお治療に取り組みたい気持ちがあった場合の自分のた
めの希望であり、続く方への希望にもなると思うから

一般

藁にもすがる思いから情報を集めると思います。 一般
治したい意思から癌に関わる情報なら全て得たいと思う 一般
ガンと診断された時に、子供がまだ小さかったら選択肢の１つになるえる 一般
できるだけ治したい 一般
完治へ出来るだけの努力をしたいから。 一般
新薬で治る可能性が少しでもあるのなら試してみたいので。 一般
治療効果、将来的な発展への貢献 一般
できることは何でもしたい 一般
治療の選択肢を増やしたいから。 一般
現在のガン治療の限界をある程度は理解している為、少しでも他の可能性を
知りたい為。

一般

最先端の治療を受けられる 一般
自分に関わる情報は何でも集めたいと思うだろうから 一般
一つの治療選択肢として頭の中に入れておきたい 一般
試したい 一般



不安解消の為 一般
治癒させる確立をUPさせたいので 一般
直るなら試してみたい 一般
ひとつでも多くの資料がほしいと思う 一般
現在の日本の医療社会ではやむを得ない事だから 一般
選択技が多い方が良い。 一般
新薬が試せるから 一般
予備知識として　知っておきたい 一般
必要 一般
自分の考えが正しいとわ思いませんが知りたいと思います 一般
知りたいから 一般
知る権利がある 一般
医学の進歩に付いていけてないので、いろいろの情報が入りそして治療も出
来るので

一般

何にでもすがりたい 一般
一つの可能性として 一般
治療方法を自分で判断できるようになればよいから 一般
可能性は何一つとして逃したくないから 一般
治るなら試したい 一般
普段から知識として触れる機会が少ないので、いざという時に情報があると
判断する時の助けとなると思うから。

一般

一つのオプションとして考えたいから 一般
余命宣告されれば苦痛なく過ごしたいが、生存の可能性があれば治療した
い

一般

知りたいから 一般
少しでも多くの情報が欲しい 一般
自分の事だから 一般
いろいろと知りたい 一般
早い時期に知ることで情報も沢山得ることができるから 一般
臨床試験になったら治療費が軽減できるから。 一般
治療方法が効果があるのかどうかわからないため 一般
新しい治療方法だから 一般
効果を知りたい 一般
治癒率を知りたいから 一般
治験で治せるものなら治したいと思うから。 一般
既存の治療に限界があった時の選択しの一つとして 一般
当たれば最先端治療が受けたと同じと思う 一般
選択肢の一つとして知りたいし。 一般
選択枝が増える 一般
より速い治療ができる 一般
最適最高！！！ 素晴らしい！！！ 一般
治療法の選択肢の一つだから 一般
治療に不安がある 一般
受けた治療が自分の身体に合わなかったときに最終手段として挑んで生き
たい

一般

出来ることをしたい 一般
いろいろな効果がある治療に関する情報は有益だから 一般
役に立ちたい 一般
自分自身がガンに罹っているかの判断になる。 一般
選択肢の一つとして情報がほしい 一般
試せる物があれば、どんな物でも 一般
必要だと思うから 一般
どうせ治らないので一か八かにかけたい 一般
せっかくなので、治験があるなら参加したいと思います。 一般
なんでもやれることはやりたいので。 一般
選択肢は多い方がよいから。 一般
手段が広くなるから 一般
治る可能性の一つとして 一般
出来る事を試したい 一般



色々試したい。 一般
楽になりたいから 一般
多くの選択肢から自分で選びたいので。 一般
経過観察中につき、今後、どんなことが待ち受けているか、知りたい一環とし
て。

一般

できるなら、治験で治りたい。 一般
少しでも良い治療を受けたいので 一般
未承認薬、特に海外では承認済みなのに日本では使えない薬の情報が重
要だと思うから。

一般

命に関わるような未経験の状況下で、信頼できる情報は何よりも心強いので
はないかと思う。

一般

従来の治療での寛解可能性が低いときには、新しい治療法で生きるすべを
見出したい

一般

どんな情報でも積極的に取り入れて行きたいと思うから 一般
生きたいから 一般
治験ではいままで培ってきた経験などが積み重なった情報が集積されている
と思うから

一般

標準治療とその平均的な結果が要領よくまとめられているから 一般
がんの程度にもよると思うが、まだ若いと思うので。 一般
治療に有効かもしれないし、他のがん患者の為にもなる 一般
よりよい治療が受けられる可能性を、治験という選択肢が持っているかもし
れないから。

一般

闘病は一大勝負事。高額医療で太刀打ちできないと諦めるか、チャンスとし
て見出すか。

一般

不安だから 一般
治療方法を知りたいから 一般
命が惜しいから 一般
気になるので 一般
少しでもいい治療法があれば 一般
沢山の方が、がん発症の現状。完治に向けて何か医療が向上して欲しいし、
いい治療法が見つかっても、高額な医療費の負担軽減も、国レベルで改善さ
れていくべきだと思う。高額な医療費の負担も

一般

少しでも治る確率のある正確な情報が欲しいと願うと思います。 一般
私も家族も放射線、抗がん剤、手術を受けたくないので 一般
あらゆる治療のオプションの中から納得いく物を選んで治療にのぞみたいの
で

一般

治療の選択肢の一つだから。 一般
不安があると思うので相談などもできそう 一般
後の人にやくにたちたい 一般
藁にもすがる思いだと思うので 一般
ガンで主人が亡くなったので、もし、もっと新しい治療があったらよかったのに
と思うから

一般

知っているほうがいい 一般
情報が欲しい 一般
前向きな治療を望んでいるから。 一般
不安だから 一般
情報があれば精神的にも楽 一般
現在CRAを目指している就活生だから 一般
助かる可能があるのであれば調べるだけでもしたい。 一般
今後の生き方を考えるために 一般
可能性を試したいから 一般
役経つ 一般
治療に役立てたい 一般
情報を知れば、選択肢が広がる。 一般
全く知識がないけれど、ちょっとステージがすすんだ癌は現在の治療方法で
は治らない気がするから、いろいろ情報を知りたいいイメージなので、

一般

一般論的な治験・臨床試験に対する考え方はともかくとして、自分が患者で
あれば自分にどのような選択肢があるのかは知りたい。

一般

自分で情報を収集するのは大変だから 一般



製造販売されている薬で効果が認められない場合や副作用で続けられない
場合などに選択肢として考慮したいから。

一般

現状の治療で治る見込みがない場合の救いとなる可能性があるので。 一般
自分にとっての最良の治療を選択したい（治験が最良とは限らない） 一般
生存率やQOL等の情報から治療の選択判断したいと思う 一般
日本では未承認であっても、海外で安全性・有効性が示されている薬剤等が
あれば、投与が受けられる機会は治験（拡大治験・患者申出療養）に限られ
るので。

一般

自分の治療を自分自身で選択するため 一般
治療の選択肢が増えるため。 一般
癌種によって好成績の治療が無いものがあるから 一般
治療の可能性を少しでも追求したいから、そして、選択肢が多いことは重要
であると思うから。

一般

生きる可能性を探るのは患者にとって希望だと思うため 一般
医師が提案する治療法だけでなく、いろいろな情報を集めたい為 一般
対照治療に対する追加的な有効性についての事前の見積もりに依存するが
新規治療薬の情報はあったほうがよい

一般

いろいろな情報を知ることで得になることもあると思うから 一般
治療法の1つにしたいから。 一般
治療と同時に社会貢献出来るので 一般
他の患者の支援になる可能性があるから 一般
治療の選択肢の一つとして 一般
臨床試験の参加を検討するため 一般
患者として、最先端の治療を受けてみたいから。 一般
安全性 一般
ガイドラインに基づいた標準的治療の対象にならなかった場合、治療選択肢
の一つになってくるから。

一般

選択肢として 一般
１つでも多くの治療法が広がるから 一般
身近なものとなったから 一般
選択肢はたくさんあったほうがよいから 一般
治るなら、何でもやってみたい 一般
治療の一つの方法と考えられるため 一般
情報は多いほうがいい 一般
社会貢献にもなる気がします 一般
助かる可能性が高まるから、治療費 一般
回復するための可能性が広がると感じるから 一般
効果を期待できる可能性がある治療法のひとつとして 医師
保険承認前の新薬を使用できる可能性がある。 医師
治療を選択する上で必要だから 医師
情報が少ない 医師
貢献したいから 医師
あらゆる治療法について検討したいため 医師
念のため 医師
他の治療法がない場合 医師
参加したいので 医師
選択肢のひとつ。 医師
最新のエビデンスで治療を受けたいから 医師
選択肢を多く持ちたい 医師
今後スタンダードになる治療の可能性があると思うから 医師
現在のもっとも有効かつ標準の治療が分かり、付随して様々な情報を得るこ
とができるから

医師

選択肢を知りたい 医師
最新の医療へのアクセスが可能になる 医師
早期探索試験でも有効性を示す例があるから 医師
治療選択が広がる 医師
免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬など、治療のブレイクスルーが起
こっているから。

医師

治療法の進歩に貢献したい。 医師



選択肢の一つとして考えたいから。 医師
治療選択肢のひとつになるかもしれないから 医師
いろいろな治療薬の選択になるから。 医師
治療法のひとつの選択肢と思うから。 医師
治療法の選択に必要なので 医師
自己決定のため　薬剤開発のため 医師
新しい治療開発のために必要であるから。 医師
色々な可能性は考慮したい 医師
治療の機会が増える 医師
選択肢を増やしたい 医師
新規治療の可能性 医師
選択肢が多い方がよい 医師
治療法の選択肢を多く確保したい。 医師
選択肢を増やしたい 医師
治療の選択肢として、知っておきたい。 医師
まだ満足できる治療法がないから 医師
最新の、将来的な標準療法と思われる治療法を受けられる可能性があるた
め。

医師

自分に参加したいと思う臨床試験（治験）があるかもしれないから 医師
優れた薬剤を用いた治験があるかどうかを知りたいから。 医師
選択肢のひとつとして 医師
既存の治療での効果があまり期待できないときなど、選択枝を増やしたいた
め。医学への貢献のため。

医師

標準治療への理解が深まる。 医師
選択肢を増やすため 医師
選択しが少しでも増えたほうが良い 医師
するかどうかはともかく情報は欲しい 医師
必然 医師
最新のものなので 医師
治療選択肢を広く知るため 医師
医療の質の向上に貢献したい 医師
自分自身が治験に携わった際に、もし自身が難治性疾患に罹患した際に
は、新薬、新治療の開発に協力することに決めた。

医師

可能な選択肢の情報は知っておきたい 医師
選択肢をすべて知ったうえで判断したいから 医師
選択肢の一つとなりうるか　　試験に参加して損をしないか 医師
研究に参加し次世代のがん患者の役に立ちたいから 医師
新規薬剤に有望なものが多くなると考えられる 医師
選択肢は多い方がよい。 医師
最新治療について情報が得られる 医師
治療選択の一つとして知っておきたい 医師
選択肢が広がる 医師
最新の治療を受けられる可能性があるから 医師
いろいろな情報を得たい 医師
標準治療では得られない効果に対する期待から 医師
最新の治療についても知りたいから 医師
色々な情報を知った上で決めたい 医師
治療の選択肢がふえる。 医師
治療の選択肢をより多く広げられる 医師
最新の治療法を知りたい 医師
最新の治療にアクセスできるから 医師
情報を知りたいので 医師
主治医が全ての臨床試験の情報を把握しているとは考えにくいため 医師
標準治療を超える治療である可能性について知りたいから 医師
今後の医療に貢献できる可能性があるため。 医師
治療選択肢の一つとして情報を入手したい。 医師
選択肢の一つとして考えたいから 医師
新薬へのアクセス確保のため 医師
標準治療とその問題点、それを解決するための新規治療を知ることができる 医師



費用補助 医師
今までご協力いただいた患者さんに対する感謝の意と社会貢献として 医師
治療法について多くの選択肢を知りたい。 医師
治療法の選択肢の一つとして考える 医師
新しい治療を受けるチャンスがある 医師
希望するかもしれない 医師
治療の選択肢を増やしたい 医師
最後まで 医師
有効な治療が受けられるので CRO勤務
標準治療と同等かそれ以上の治療を受けられる可能性があるため。 CRO勤務
治療の選択肢が広がるため。 CRO勤務
最新の治療方法を体験するため CRO勤務
参加を検討したいから CRO勤務
先進の治療法として抗がん剤の治験は選択肢の一つであると考えられる。
ただし、それが最善か否かは状況によって異なる。

CRO勤務

自分が受ける治療は自分で決めたいから CRO勤務
治験も含めて、自身が選択可能な治療方法を全て知った上で治療を受けた
い。

CRO勤務

自分の治療選択肢を増やすため、副作用の少ない薬や効果のある薬がある
なら積極的に知りたい。

CRO勤務

自身の治療の選択肢として考えてみたいから CRO勤務
自分自身の治療は自分自身でも理解し、選択肢の幅を広げたい CRO勤務
その時点における最新の治療を受けられる可能性を知りたいから。 CRO勤務
治験は最新の医療情報の一つとも言える。最新情報を収集して勉強すること
ががんと向き合うことに繋がるし、「知らない」ことからくる不安を軽減できる
から。

CRO勤務

選択肢が増えるかもしれない CRO勤務
最新の自分に合った治療を受けられるかもしれないから。 CRO勤務
治療選択肢のひとつとして検討する CRO勤務
可能性を少しでも広げたいから。 CRO勤務
生活習慣病等と異なり、がんの場合、最新の治療法が速やかな効果を得ら
れると思われるため

CRO勤務

有用な薬剤を安価で使用できる可能性もあるので。自身で判断したい。 CRO勤務
社会貢献、次の患者さんへの情報提供等、自分が世のため人のために役に
立つ機械と考えるため。

CRO勤務

情報を持つことの安心感 CRO勤務
延命のためには必要なこと CRO勤務
治療の選択肢として把握したいから。 CRO勤務
医療技術の進歩にかけたいと思うため CRO勤務
治療の選択肢の1つであるため。 CRO勤務
最新の知見と今後の可能性を自分で知っておきたいから CRO勤務
望む治療方法があるかもしれないので CRO勤務
選択肢の拡大のため CRO勤務
治療の手段を知る手がかりとして CRO勤務
知るため、生きるため CRO勤務
経済的理由 CRO勤務
治療の選択肢の幅を広げたいから。 CRC
CRCとして関わっていて、これは参加したいと思うものもあるので選択肢のひ
とつとして考えたい

CRC

治療法に色々な選択肢が欲しいから CRC
その時期にしかできない治療を受けられたり、医療費の負担を軽減できる。
社会に貢献できる。

CRC

知った上で選択肢の一つとして検討したい CRC
現状では臨床試験に関する正しい情報を得る手段が乏しいため CRC
治療選択肢の一つとして検討したいため CRC
選択肢として知っておきたいと思うから CRC
その時点での、最新な治療が分かるから。 CRC
治療の選択肢が増える、経済的負担がへる、情報が入る CRC
選択できる治療方法を幅広く知りたい CRC



治療についての情報を知ることができる。病院関係者とかかわりが深くもて
る

CRC

もしかすると効果があるかもしれないと言う期待があるかもしれないので。 CRC
必ずしも実施したいという意味ではないが、情報として、選択肢の一つとして
情報を得ることは欲すると思います。

CRC

選択肢の一つに加えたい CRC
新たな治療法の選択肢として、純粋に知りたいと思う。 CRC
治療の選択肢として考えたい CRC
自分自身の治療の選択肢が増えるから CRC
治療法の選択肢として利用したい CRC
承認された薬剤を使い果たしたとき、何か他に出来る薬はないかと考えると
思うから。

CRC

その薬剤を使用したいと考える可能性もあるため。 CRC
選択肢の一つだから CRC
可能な限り、あらゆる治療法の選択肢を知りたいから CRC
治療の選択肢の一つして考えたいから CRC
情報は多い方が良いと思うから CRC
費用負担が軽減されるため CRC
リスクとベネフィットを考えて、参加できるものなら協力したいと考えるため。 CRC
選択肢の一つとしたいため。 CRC
実験的な面もあるが、治療方法の一つとして選択肢に入れたいので CRC
①新たな可能性に賭けたい②細かい検査が出来る③費用が軽減される CRC
治療の選択肢の一つだから CRC
選択肢は多い方が良い CRC
選択肢が広がるから CRC
最先端の治療法の可能性がある。また、高い治療費を軽減出来るから。 CRC
治療選択肢のひとつなので CRC
既存の治療との比較をしたいため CRC
最先端の治療を知れるから CRC
がん治療は副作用を伴うものである。ならばより最先端でありかつ医療費も
軽減でき、尚且つ社会貢献に役立つ治験を選びたいと考えている。

CRC

既存薬では得られない効果が得られる場合があり、治療の選択肢として検
討したいと感じるから。

CRC

既存の薬で効果ない場合は新薬で試してみたいと思うから。 CRC
抗癌剤治療以外にも最新の治療ではどのようなものがあるのか知りたい。 CRC
最良の治療を受けられる可能性があるから CRC
選択肢として検討したい CRC
治療の選択肢の情報がほしいから CRC
現状では不十分と感じるため CRC
その時点で有効な治療法がなければ臨床試験に参加してみたい CRC
癌種、lineによっては治験しか選択肢がない場合もある。治験に携わる者とし
て、自身も貢献したいと考えるから。

CRC

選択肢が増えるから CRC
参加するかしないかは別として、治療の選択肢の一つであるから CRC
お得に有効な治療が受けられる可能性があるため CRC
治療の選択肢として考えるとともに、自身のデータが今後開発に活かされる
ことを希望するから

CRC

治療法の選択肢の一つとして CRC
選択肢の一つだと思うので CRC
治療の選択肢を増やしたい。医療費の軽減。余命があまりないなら今後の
医療への貢献

CRC

選択肢の一つとして検討するため CRC
選択肢を多く知りたいと思うのため。 CRC
もし治療効果が期待できる治験であれば、販売を待たずに治療を受けること
ができるから。

CRC

効果がある治療を選べる可能性があるので CRC
複数の選択肢の中から自分自身が納得した上で治療したいので。 CRC
可能性のある治療を選びたい、社会貢献したい CRC
より良い最新の治療をうけたいから CRC



よい試験であれば参加してもよいと思っているため CRC
治療手段は知りたいと思うから CRC
最新の治療法を知りたい CRC
治療の選択肢として知りたい CRC
治療選択肢のひとつだから CRC
その時にある薬が自分に効果がなければ新しいものを望むかもしれない CRC
期待できる薬があるかどうか知りたいので。 CRC
様々な情報を得た上で、どのような治療を受けるか決めたいから CRC
治療の選択肢が増えるから CRC
治療選択の一つだから CRC
治療の選択肢の一つとして CRC
治療の選択肢として CRC
臨床試験はその時代の最新の治療法である場合もあるので、標準治療と比
較する上で、情報は欲しい

CRC

自身の治療の参考にしたいから CRC
最新の治療だから。 CRC
より治療効果が見込める方を選択できたらと思うので、エントリー基準を含め
てあくまで情報として得たい。

CRC

治療選択肢が増えるため CRC

そう思う思わない・全くそう思わないと回答した方

立場
現在はがん患者ではないため がん患者
我々より、医療従事者の方々に情報を熟知して頂きたいから。 がん患者
自分の経験では出来たものは取り省く がん患者
すでに摘出手術を受け、経過観察中のため がん患者
実験にはなりたくないから がん患者
未来の治療に役立てていただければ、それでいいと思うからです。 がん患者
現在の治療で十分であると考えているため がん患者
病気になるのは人間として当然であり、力づくで何が何でも治したいという気
持ちにはなれないあから。確立した治療なら受けても良いが。

がん患者

エビデンスが無いため がん患者
治験に参加するつもりはないから がん患者
昨年ガンを卒業できたから がん患者
罹患時の年齢にも依りますが、特に延命を期待せず、疼痛緩和等を中心とし
た治療法を選択したいと思います。

製薬企業勤務

他にちゃんと選択肢が多くあると思う。 看護師
そこ（最終手段）までたどり着く気力がなさそう（途中から漢方のみになりそ
う）

がん患者の家族

臨床試験（治験）のメリットをあまり感じられないため がん患者の家族
治療せずに、抗がん剤などの苦しみを知ることなく人生を生きたい がん患者の家族
特に理由もない がん患者の家族
癌の薬物治療による延命に社会的貢献が見られない 一般
いらない 一般
不要 一般
がんで死ねたら本望と思うから 一般
現時点では、自分に関係がない。 一般
こわい 一般
基本的に治療を望まない 一般
参加はしないと思うから 一般
治験をしてまで延命したいと思わない。 CRC

どちらともいえないと回答された方

現在の治療でまあまあ満足しているから がん患者



今は必要ないけど、転移したら欲しい情報になると思うから がん患者
癌治療自体について、西洋医学を信用できないので がん患者
現在、再発を何度も繰り返し、長期の抗がん剤治療に疲れて抗がん剤治療
を拒否しています。最後にしたオペで、ホルモン陽性にかわったので、ホルモ
ン剤だけ服用しています。薬は、副作用がこわいと言う意識が強くて、出来る
ことであれば服用したくないので。

がん患者

もっと詳しくし知りたいから がん患者
自身が受けられる臨床試験(治験)があった場合、主治医から提案してもらえ
るから。

がん患者

新しい治療方法の発見の可能性がある情報だから がん患者
情報がないから判断がつかない がん患者
今はホルモン療法のみで落ち着いているので必要ありませんが、再発したら
知りたいと思うと、思います。

がん患者

7回の治療をうけたが、今までは保険治療で済んでいる。 がん患者
近くで治験をしている所があるとは思えないから がん患者
新薬に対する期待と不安が入り交じっているため がん患者
情報元による がん患者
なるべく薬に頼りたくないから がん患者
今の必要性が少ないが、今後有効な薬等が無くなればとても必要な情報に
なると思う。

がん患者

内容が判らない がん患者
とくに理由は無い がん患者
情報の正確さに不安がある。立場が違うと情報の発信や、受け取り方が変
わって来ると感じます。

がん患者

現在胃がんは完治しましたので暫くはがんに関する具体的な事項に熱意を
もって接していません。しかしながら無関心というわけでもありません。

がん患者

副作用などの不安があるので常に情報が欲しくは無いが、こんなのがある程
度では、知っていてもいいと思う。

がん患者

見えない部分が多すぎて返答できないから がん患者
自分 がん患者
安全性が確保されないとできないので がん患者
今のところ転移も再発もなく、切迫していないから。 がん患者
信頼する主治医次第。 がん患者
私のがんは、治験の対象にはならないと思うから。そこまでして、治療したい
と思わないから。

がん患者

むやみな情報提供は、治療内容の誤解を招くため。しかし提供しないのも選
択肢を減らすのでは・・・。

がん患者

確定していないから。 がん患者
現段階では必要ないが、もしかしたら、情報が必要な時がくるかもしれないの
で。

がん患者

今は完治しているから。その時にならないとわからない。 がん患者
現在治療中で、今後の再発や転移の恐怖を考えると情報は欲しいと思うが、
同時に、再発や転移は無いと考えたいので、情報を得る行為が再発や転移
を連想してしまいそうな気がする。

がん患者

前回の治験で副作用が強く出た為 がん患者
今のところ再発もなく治療の効果を感じているので がん患者
あまり気にしたくないので がん患者
情報という意味が余り分からない がん患者
治験が具体的にどのようなものか良くわからないことが不安だから｡ がん患者
自分自身は現在治療を必要としていないこと、治験に関わる仕事をしている
中で、本当にやる必要のある治験とは思えないこともあること。

がん患者

深刻な立場でない限り求めないかもしれないから がん患者
今は良くなっているため がん患者
調べようと思うと調べられるので、公開性はあると思うが、少し不親切。知ら
ない医師も多いのではないか

がん患者

治療中であれば欲しいと思うが、そうでない場合はそこまで必要無い がん患者
治験に対して心の準備が出来ていない がん患者
やってみたいけど副作用とかがこわいから がん患者



先端の治療を受けれることができる可能性がある一方で安全性、効果に不
安があるので

製薬企業勤務

自分が癌になったことがわかった場合は、無理して治療してまで生き延びた
いと思わないかもしれない（癌の種類と診断による）。

製薬企業勤務

生命の治癒力を試したい 看護師
病期や個人の状態、居住地によって、臨床試験の薬剤の使用が確実ではな
いため。また臨床試験の参加においては、対象薬・プラセボに該当することも
あり、博打のようで気が進まない。

看護師

効果を期待していいのか、わからない。 看護師
リスクがあるから がん患者の家族
在職中に臨床治験時に副作用で亡くなる方を何人も見てきました。情報とし
ては欲しいと思いますが、どちらとも言えません。ただ、最近は分子標的薬
や、免疫ワクチンなどもあり、以前に比べると良くはなっていると思います。

がん患者の家族

治療の選択肢は多いほうがいいと思う反面、その時点で受けられる最善の
治療法の中からあまり迷うこと無く選びたいとも思うので、どちらとも言えない
です。

がん患者の家族

どの程度の効果が期待されているか治験段階では不明なことが多く、他に手
段がないため協力せざるを得ぬ

がん患者の家族

その時の状況による。冷静に情報の理解ができるのか、リスクを侵してまで
治療を受けたいのか混乱してしまいそう。

がん患者の家族

情報は出来るだけ集めたい がん患者の家族
確立した治療法ではないため がん患者の家族
あくまで、治験段階であるから がん患者の家族
全く見当がつかない がん患者の家族
内容を見てもわからないと思うから。 がん患者の家族
データが分析できない がん患者の家族
治験内容による がん患者の家族
不安がある がん患者の家族
多少なりとも不安がある がん患者の家族
不確かな治療法はやはり不安。ガンということだけで怖くて不安なのにそれ
以上に精神的な不安は怖い。

がん患者の家族

過度に期待をしてしまいそう がん患者の家族
苦しい治療かどうかで判断したい がん患者の家族
効果があるのであれば試したいが、標準治療から外れることの怖さもあるか
ら

医療従事者

思わぬ危険性を孕んでいるから 医療従事者
選択肢として欲しいと思う反面、不安も大きい。 医療従事者
がんの種類、進行度合いによる 一般
その時にならないと考えられない 一般
治療方法がない場合には考える程度 一般
がんになったとしても治療しないと思うから 一般
一般論を知るよりも、個々の症状・個別的な事象の方に関心を持つ。 一般
まだわからない 一般
不安 一般
プラセボだと期待感が裏切られる様でイヤだ 一般
家族と相談してから考えたいから。 一般
経験ないから 一般
そのときに考える 一般
従来の治療で対応可能であれば、そちらを選択する 一般
なんとなく 一般
自分の判断だけでは決められないから 一般
どのがんを患ったかによって異なるし、がんの診断を受けたときに調査して
考える予定だから

一般

未来の医療に役立つなら貢献したいという思いはありますが、個人的にはが
んに対して積極的治療を望んでいません。

一般

罹患のステージによる 一般
That is too abstract to understand. 医師
プラセボを投与されるかもしれないため、過度に期待しない。 医師
まずは標準治療 医師



実際にそうなった時どう思うか、想像が難しい。 CRO
現在の治療で満足できなかった場合には臨床試験じの情報はほしいが、そ
のように思わなかったら標準治療でもいいと感じるため。

CRO

宣告されたがんの種類によって異なると思うから。 CRC
情報が沢山ある事は治療を選択する上でも役たつかもしれないが、過度な
期待や治療不安を仰ぐ事にならないだろうかと考える為。

CRC

がん腫や診断時のステージによって治療をどこまで行うか判断が変わると思
います。

CRC

生きることに固執するとは思えない CRC


