
33.3% 

34.4% 

36.3% 

33.7% 

34.7% 

24.8% 

22.7% 

32.9% 

34.4% 

32.5% 

33.5% 

31.1% 

40.8% 
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49.0% 
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45.0% 
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49.7% 
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23.1% 

14.9% 

13.4% 

18.1% 
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28.7% 
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16.8% 

16.6% 

22.5% 

22.8% 
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不満, 2.7% 

不満, 1.3% 

不満, 0.6% 

不満, 0.6% 

不満, 0.6% 

不満, 1.6% 

不満, 2.1% 

不満, 0.0% 

不満, 0.0% 

不満, 1.3% 

不満, 0.6% 

不満, 0.0% 

大変不満, 0.0% 

大変不満, 0.6% 

大変不満, 0.6% 

大変不満, 1.2% 

大変不満, 1.8% 

大変不満, 0.0% 

大変不満, 1.4% 

大変不満, 0.6% 

大変不満, 0.6% 

大変不満, 0.6% 

大変不満, 0.0% 

大変不満, 0.6% 

74.1% 

83.1% 

85.3% 

80.1% 

81.8% 

69.8% 

67.4% 

82.6% 

82.9% 

75.6% 

76.5% 

79.9% 

志水太郎の診断戦略ケーススタディ第1回  隠された病変（The Hidden 

Lesion） 

毎日使える 街場の血液学第4回 多血症を診る 

毎日使える 街場の血液学第3回 高齢者／思春期の貧血 

毎日使える 街場の血液学第2回 大球性貧血を診る 

毎日使える 街場の血液学第1回 小球性貧血を診る 

自治医大presents総合内科アップデート第5回 アレルギー・リウマチ科「膠原

病に伴う肺高血圧症」 

自治医大presents総合内科アップデート第4回 内分泌代謝科「血糖変動を見据

えた最新の糖尿病治療」 

Dr.長尾の胸部X線クイズ 上級編第5回 覚えておきたいあのサイン 

Dr.長尾の胸部X線クイズ 上級編第4回 撮影条件の違いを乗り越える 

肩腰膝の痛みをとる Dr.究のあなたもできるトリガーポイント注射第7回 胸

痛・腹痛のトリガーポイント 

肩腰膝の痛みをとる Dr.究のあなたもできるトリガーポイント注射第6回 頭痛

のトリガーポイント 

Dr.須藤のやり直し酸塩基平衡第9回 ケーススタディ09 そして低K血症の鑑別

診断の手順 

大変満足 満足 普通 不満 大変不満 

CareNeTV 10月度アンケート集計結果  （※2018年11月15日調べ ） 
 
視聴者から寄せられたアンケートを元に【番組満足度グラフ】【番組に寄せられたコメント】【サービスに寄せられたコメント】をまとめました。 

［ アンケート回答数 ： 321］ 
【番組満足度グラフ】 

満足
合計 



そのほかのコメント

【Dr小川のアグレッシブ腹部エコー】

　　続編はないでしょうか？肝臓だけでなく、胆道系、膵臓、消化管など是非とも

　　宜しくお願いします。下肢静脈のエコーもスーさん以外も講義が見たいです。

【無敵の研修医ストレスマネジメント】

　　産業医としても役立つ内容だと思います。

【Dr.林の笑劇的救急問答】【Dr.林とDr.Goldmanの笑劇的臨床論文放談】

　・とても勉強になる。専門医試験を受けた10年位前から、Dr. 林シリーズは

　　買っていた。疲れ果てているときでも、寸劇を見ると何となく勉強になるので

　　とても良いと思っている。

　・高齢者救急講義はとても臨床に役立ってます。

【聖路加GENERAL〈Dr石松の帰してはいけない症例〉】

　　普段の診療のブラッシュアップになりました。

Dr.須藤のやり直し酸塩基平衡/輸液塾

少しマニアックな印象もあるのですが、大変に参考になり、興味深く視聴させていただ

きました。

電解質の講義は大変分かりやすかったです。

肩腰膝の痛みをとる　Dr.究のあなたもできるトリガーポイント注射

実際に施術はできませんが、自分も肩が痛いので、勉強になります。

現場ですぐ役に立つテクニックで大変参考になっております。

とても勉強になります。理論とエコー画像がとてもマッチしていて、臨床ですぐに使え

そうです。

【番組に寄せられたコメント】  （一部抜粋） 

志水太郎の診断戦略ケーススタディ

志水太郎先生の診断戦略ケーススタデイは、大変勉強になります。 全4回の構成となっ

ておりますが、現時点でさらなる続編を強く期待します。

志水先生の講義はいつもためになります。

毎日使える 街場の血液学

普段よく経験する症例を系統だって整理できてよかったです。 こういった、プライマ

リでよく出会う疾患についての講義の充実を期待します。

貧血についての理解を深めてくれた。

非常に勉強になります。是非　第２弾を。

宮崎先生の血液学を見ています。 基礎的なところから教えてくれるので、とてもため

になる。

短くまとまっていて大変わかりやすくてよかったです。

Dr.長尾のX線クイズ

面白いが、長尾先生が声の出演すらないのは寂しいですね。

Dr長尾の胸部X線、上級編は最高です。初級〜中級はコメディカルにも大変参考になり

ました。

講義はわかりやすいが、キャラクター（レン子）より、先生の生の声が聴きたい。

コンパクトにまとまっており非常に良い。

健診のレントゲンの読影を頼まれることがあるので、胸部X線クイズは勉強になって、

有難い。



 ネット配信のよさは画像診断がもっとも向いていると思います。とくに骨関節系のMRIなどの読み
方は、独学では難しいので、よろしくお願いします。 

 一般的な身体診察などの情報がもっとあるとよい。 

 繰り返すことで知識も定着しますので、内容が重複することもまた題材にしてほしいです。 

 更に幅広い診療科をカバーして下さい。栄養療法、リハビリなど、 

 耳鼻咽喉科疾患について番組を作ってもらいたい。 

 耳鼻咽喉科領域のプライマリケアに関する番組を期待しています。 

 自分の病院は研修医講義等がほぼないためこのような環境が大変ありがたいです。今後も新しい番
組のご企画よろしくお願い致します。 

 消化器系の題材をお願いします 

 人工呼吸のＣＰＡＰ、ＢｉＰＡＰ、ＮＰＰＶなどの説明、適応、方法などわかりやすくお願いしま
す。 

 睡眠時無呼吸症の講義がみたい。 

 成人の発達障害（ADHD、ASD）についての講義を聴きたいです。 

 内科外来で、腰痛、下肢痛等を訴える患者も多いので、整形外科関連の番組があると助かる。 

 文字を大きめに。言葉（特に医師）は聞きとりやすくお願いしたい。言葉と同時に画面に文字が出
るとよいのでは。 

 脳外科関連のコンテンツを増やして欲しい。 

 美容皮膚科領域や先端臨床研究の紹介も 

【番組対するご意見・ご要望等】（一部抜粋） 

【サービス対するご意見・ご要望等】（一部抜粋） 

 アプリが使いずらい、早送りの細かい設定や、ダウンロードの時間短縮と、短時間の戻る（10秒）
機能があると使いやすい。 

 シラバスがなく印刷ができないのは残念だが、加入者に配布するなどはできないのでしょうか。 

 シリーズごとにまとめて、プリントアウト。それを壁に貼って、視聴したものをチェックしていま
す。でないと、何を見たのか忘れてしまう(笑)そういう、目次と言うか、まとめページがあると良い
です。 

 シリーズ始まったら予定回数をもっと早く完結してほしい。 

 どの番組を見ようか選ぶ際に、手がかりになるような索引のようなものがあればと感じることがあ
ります。 

 とりあえず倍速再生がスムーズに見れるようにして欲しい。固定式にして2〜4倍までお願いしま
す。 

 新着コンテンツのメール連絡も大変助かっております。 

 目的の番組が探しにくい 

 

【 CareNeTV編集部からのコメント】      
CareNeTVをご愛顧賜り、ありがとうございます。 

11月になり、北風も感じる今日この頃ですが、皆
さまいかがお過ごしでしょうか。 

【重要なお知らせです】11月20日（火）10:00－
14:00にシステムメンテナンスを実施させていただ
きます。より使いやすいサイトに向けて一部改修
を行います。当該期間中はすべてのサービスが停
止いたしますので、ご了承ください。 

さあ、新作の配信RUSH！ RUSH！ RUSH！！が
始まりました！！12月まで続きますので、ぜひお
気に入りの番組を見つけてください！ 

ちなみに、大人気！Dr.林の笑劇的救急問答14も 
始まりました！いつもは春からの配信開始なのに
…とご心配された方もいらっしゃったかもしれま
せん！ご安心ください！実は2月の福井の大雪のた
め、収録が延期されてしまったためなのです。い
つも通り、いえ、いつも以上の出来栄えで、お届
けします。お見逃しなく！ 

10月28日に白石先生の超音波ハンズオンセミナー
には多数の方のご応募と、ご参加ありがとうござ
いました。先日、白石先生の番組収録も終了いた
しました。こちらもお楽しみにお待ちください。 

現在、12月22日（土）の岡田正人先生の白熱教室
風（笑）講義収録に聴講者を募集しております。
たくさんの方にご参加いただけますと幸いです。
ぜひお申し込みください。同伴者もOKです。詳し
くはこちらでご確認ください 

https://kikasete.carenet.com/39998 

これからますます、寒く、また、お忙しくなる時
期でもございます。体調など崩されませんよう
に、どうぞ、お体をご自愛ください。 

引き続き、CareNeTVをご愛顧賜りますようお願い
申し上げます。 

 

【 CareNeTV編集部からのコメント】      

https://kikasete.carenet.com/39998
https://kikasete.carenet.com/39998

