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Symposium アンケート  
4th WJOG International Symposium on Clinical trials にご参加くださりありがとうございました。約 360

名の方にお集まりいただき盛会に終えることができましたこと深くお礼申しあげます。 

今後の Symposium 運営の参考にさせていただくために、Symposium にご参加くださった皆様のご意見を

お伺いしたく存じます。 

お手数ではございますが、アンケートにご協力くださいますようお願いいたします。 

送信先：WJOG 事務局 E-mail wjog@wjog.jp/ FAX 06-6633-7405 

ご氏名： 

シンポジウム開催について 

時期：今回のシンポジウムは４月 6 日から 4 月 7 日と 4 月の初めに開催されまし

た今後どのような開催時期を希望されますか？ 

□春 □夏 □秋 □冬 

□その他 

開催期間：今回、シンポジウムは Welcome Party を含めて２泊３日で実施され

ました。この開催期間についてどう思いますか？ 

□適切 □長い □短い  

□その他 

場所：今後のどのような場所で開催すべきと思いますか？ □大阪近辺  

□その時々かえる 

□ その他 

シンポジウムのテーマについて 

Perspectives on Clinical Oncology: 5 years from now でありましたが、全体を

通してシンポジウム内容はいかがでしたか。 

□非常によい □まあよい 

□普通 □あまりよくない 

□最悪 □その他 

（           ） 

今回の Symposium で取り上げて欲しかったテーマ、演題、演者をコメントしてくだ

さい。 

 

時間配分について 

講演について □非常によい □まあよい □普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

ディスカッションについて □非常によい □まあよい □普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Session plenary と breakout のバランスはいかがでしたか？ □良い □妥当 □悪い 

Symposium の構成について 

海外ゲストの数は妥当でしたか？ □妥当であった □少なかった 

□多かった 

一般演題、ポスターがあった方がよいでしょうか？ □一般演題があればよいと思う 

□一般演題は不要 

□ポスターセッションがあればよいと思う 

□ポスターセッションは不要 
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シンポジウムの内容についてそれぞれ回答をお願いします。 

1 日目： 

Plenary Session I: Combined Modality Therapy for Localized Diseases 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Plenary Session II: Biomarker driven studies □出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Organ Specific Breakout Session I 

Thoracic: ALK Lung Cancer 

 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Organ Specific Breakout Session I 

GI: New drugs in GI cancer for future Asian trial 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Organ Specific Breakout Session I 

Breast: Treatment Strategy for Early Breast Cancer by Biomarker and 

Multi-gene Assay 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

2 日目： 

Organ Specific Breakout SessionⅡ 

Thoracic: Overcoming acquired resistance of EGFR TKI 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Organ Specific Breakout SessionⅡ 

GI: New drugs in GI cancer for future Asian trial 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Organ Specific Breakout SessionⅡ 

Breast: New strategy for metastatic breast cancer treatment 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Plenary Session III: Novel therapeutics □出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 

（           ） 

Plenary Session IV : Role of Asia / WJOG studies: Present and 5 years 

from now 

□出席していない 

□非常によい □まあよい□普通  

□あまりよくない□最悪 □その他 
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（           ） 

配布物について 

抄録集をつくるべきでしたか？ □抄録集をつくるべき □抄録集は不要 

履歴（CV）をいれるべきでしたか？ □履歴書（CV）を入れるべき 

□履歴書（CV）は不要 

同時通訳について 

同時通訳は必要でしたか？ □必要 □不要 

必要と回答の場合はどのような通訳区分が希望ですか？ □すべてのセッションに必要 

□一部に必要 

その他 

パーティの内容はいかがでしたか？ □よかった □悪かった 

食事内容はいかがでしたか？ □よかった □悪かった 

会費は高かったですか？ □高い □妥当 □安い 

全体を通じてご意見がありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

 


