
　みなさまこんにちは、師走のお忙しい時期に、

第 3 回がんサバイバーシップオープンセミナー

にご参加くださいましてありがとうございます。

今日ご参加のみなさま方は、半分以上が実際に治

療を受けたご本人あるいはご家族の立場の方々で

す。また医療者や企業関係者にも大勢お出でいた

だいています。

　今日のテーマは「がん情報」です。がんとわ

かった時にはいろいろと情報を収集するわけです

が、何をどう集めてどういう判断をしたらいいか

に困った方は少なくないと思います。私どもがん

サバイバーシップ支援部が所属している国立がん

研究センターがん対策情報センターは、「がん情

報サービス（ganjoho.jp）」というサイトを持っ

ています。多くの方々に活用されていますが、こ

のサイトは、正確ながん情報を得る場所として日

本でいちばん信頼度が高く、頼りになるサイトだ

と考えています。

　今日はこの「がん情報サービス」という大きな

サイトを中心にして、お２人からお話をいただき

ます。

　最初に、がん対策情報センター長の若尾文彦先

生、それから続いてがん情報提供部長の高山智子

先生です。お話に引き続いて、終了時間までしっ

かり総合討論をいたします。

　今日はぜひ、「がん情報サービス」というサイ

トの中にどのような情報があるのか、その情報が

どういう手順を踏んでつくられているのか、そし

て、がん対策情報センターではこんなことまで

やっているのかと、ちょっとびっくりなさるよう

なお話もあるかと思います。これからみなさまが

「がん情報サービス」をとことん活用し、使い倒

すために、今日の機会を使っていただきたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。
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第3回�がんサバイバーシップ�オープンセミナー

　私たちがつくっている「がん情報サービス」の

紹介を中心に、がん情報について前半を私が、後

半を高山がお話しします。

　スライド 1 は「がん情報探しの 10 ヵ条」と

いうカードです。本日はこの中からとくに、7 条

「インターネットを活用しましょう」と 8 条「手

に入れた情報が本当に正しいかどうか、考えてみ

ましょう」についてお話ししたいと思います。

　その前に、最初のスタートとして 1 条「情報

は“力”。あなたの療養を左右することがありま

す。活用しましょう」にあるように、情報の活用

についてお話ししたいと思います。それとの関連

で、7 条と 8 条が大事になってきます。

インターネット情報を見る際に
注意すべき点

　スライド２「これらの情報を信じますか？」を

ご覧ください。「1. 西銀座チャンスセンター 1 番

窓口で宝くじを買うとよく当たる」という情報で

す。本日、有楽町を通って来られた方もいらっしゃ

るでしょうが、この時期、西銀座チャンスセンター

には大行列ができています。今年も昨年と同じく

「2・3・5 番窓口は 15 分程度でお買い求めでき

ます」という看板が出ています。それなのに、1

番窓口にだけ 200 人ほど並んでいます。1 番窓

口から当りが多く出ているという事実はあります

が、本当に１番窓口は有利なのでしょうか。

　それから「2. 細胞実験で抗がん作用が確認さ

れたから、ヒトのがんを治すことができる」とい

う宣伝や記事。これは本当でしょうか。「3. 免疫

力を高めるとがんの発育を抑制する。このキノコ

は、免疫力を高める。よって、がんを治すことが

できる」という宣伝。これはどうでしょう。

若尾　文彦
国立がん研究センターがん対策情報センター長

国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター

がん情報サービス ganjoho.jp をもっと知ろう

スライド 1　がん情報探しの 10ヵ条カード（表・裏）

スライド 2　これらの情報を信じますか ?
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　またがんからは少し離れますが、「4. 運動をし

ているほど風邪をひかないということがデータで

も確認された」というのは本当でしょうか。

　「5. 胃がん患者さん 100 人の食事調査をした

ら 3 食ともご飯を食べている人が 100 人であっ

た。よって、米は、胃がんの原因である。」とい

う仮説がありました。本当でしょうか。怪しいで

すね。

　もっと怪しいのは「6. 私は、多くの患者に対

ず、がん情報サービスはトップにありました。

　キーワードによって広告が出たり出なかったり

するのです。「がん治療」で検索するとやはり広

告が出てきます。ただ Google は YAHOO より

良心的で、広告にはオレンジ色のアイコンがつい

ていますから、少し区別がつきやすくなっていま

す。でも、上からパッと見ていくと広告に引っか

かってしまいます。初歩的なところですが、まず

広告に気をつけること、次に、本文にも要注意情

して、○○療法を行ってきた。私の

外来に来る患者は、皆、先生のおか

げで良くなったと感謝している。私

は名医で○○療法は良い治療法であ

る」という情報。こういう本に書か

れていることは、本当でしょうか。

　いずれも怪しいという感じがしま

すが、どこが怪しいかをなかなか

はっきり言いにくいところがあるの

ではないかと思います。今日は、怪

しさを見分けるポイントをお話しし

たいと思います。

　 ス ラ イ ド 3 は、 つ い 最 近 の

YAHOO のトップページです。「が

ん」で検索すると「がん情報サービ

ス」は真ん中より下にあります。そ

の上にあるのは広告です。右側に出

ているのが広告だとは知っていって

も、真ん中にも広告が出てくるので

す。広告は細い線で区切ってはあり、

広告以外の部分と区別はされていま

すが、上から見ていくと、どこまで

が広告なのか必ずしもはっきりしま

せん。気をつけていただきたいと思

います。

　スライド 4 は Google です。こ

れも右側には広告があります。こち

らは「がん」で検索すると広告は出

スライド 3　「がん」検索（YAHOO）

スライド 4　「がん」検索（Google）
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報が入り込んでいることを知っておくのは大事だ

と思います。

　インターネットでは膨大な情報にアクセスでき

ます。それでも正しい情報と正しくない情報が混

在しています。中には商品勧誘など悪意のある情

報がありますし、その情報の識別が非常に困難で

す。スライド 5 は、今は国立がん研究センター

に所属している後藤悌先生が東京大学当時まとめ

られたものですが、日本のインターネットで正し

いがん情報にヒットする確率は 50％以下だとい

うことです。半分以上はまちがった情報です。米

国の場合は正しい情報が 80％以上なのですが、

日本はその比率が非常に低く、情報の 10％は広

告で占められているという報告です。

情報を読み解くポイント

　それでは医療情報を読み解く時、どこがポイン

トになるか。スライド 6 は京都大学の中山健夫

先生のご著書から一部改変・引用したものです。

まず、情報源は何か。それから、どのような立場で、

誰に向けて、何を目的として発信されているもの

か。そして実験系や研究系の情報であれば、ヒト

の話なのか、動物実験の話なのか。さらに、分母

はどうか。どの程度の数の対象の中での話なのか

も非常に大事です。さらに対象群ときちんと比較

がされているかどうか。

　また観察研究か実験研究か。これはやや難しい

のですが、偏り（バイアス）がないかどうかです。

偏りをなくすためにランダム化して検討がされて

いるかどうか。それから、後述しますが、交絡は

ないか。このあたりが大事です。

　まず情報源ですが、情報源もいろいろありま

す。医学論文や診療ガイドライン、あるいは学会

発表、さらには権威のある大学の先生の意見や口

コミ情報などがあります（スライド 7）。上にあ

るほど信頼性が高くなっています。どんなに偉い

先生が言うことでも、その方の個人的意見にはあ

まり信頼性はありません。学会発表はもう少し上

の方にありそうな印象も持たれるかもしれません

が、必ずしもそうではありません。学会は、さま

ざまな研究で得た知見を多くの方に発表する場で

あって、そこで発表された内容がすべて正しいわ

けではありませんから、信頼性はそう高くはない

率

スライド 5　インターネット情報

スライド 6　医療情報を読み解くポイント

スライド 7　情報源による判断
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のです。

　昔は情報源によってある程度信頼できるものも

ありましたが、今はバラバラです。新聞やテレビ

でも、専門家の意見をあたかも世間の意見のよう

に伝えることがあります。逆に「インターネット

は怪しい」とはよく言われますが、インターネッ

トでも学術論文をきちんと引用しているものもあ

ります。ですから、その元になった情報源は何か

ということが大事になります。

　実験の話をしますと、基本的にがんの研究は基

礎実験として細胞実験のレベルから動物実験を経

て臨床試験を行い、初めて医療現場に出てきます

（スライド 8）。基礎実験は非常に大事ですが、実

際の医療の現場に届くまでには時間も労力もかか

ります。細胞実験でうまくいったものがすべて臨

床試験までもってこられるかと言うと、そこまで

たどりつく有効なものは一握りです。細胞レベル

や動物実験でうまくいっても、新しい抗がん剤が

できるのは遠い先の話だということを知っておい

ていただければと思います。

　信頼できる情報の発信源ですが、施設から出た

情報か、個人からの情報か、あるいは不明なのか。

また、学会発表よりは医学論文の方が信頼できま

す。対象はヒトを対象にした臨床研究の方が動物

実験や細胞実験よりは信頼はできます。その他、

実現の可能性はあるのか、情報は古くないのかな

どの点も気をつけていただきたいと思います（ス

ライド 9）。

　少し難しい話になりますが、科学的根拠のレベ

ルとしては、比較対照群がある研究、ない研究、

症例報告、意見という順に信頼度が下がります。

対照群としっかりと比較されて、しかも無作為比較

化された研究かどうかを確認することが大事です。

　交絡因子という聞きなれない言葉ですが、交絡

因子というのは 2 つの出来事の関係に影響を及

ぼす「第 3 の要因」のことです（スライド 10）。

たとえば「運動をしている人は風邪をひかない」

という見かけ上の関係は事実としてありますが、

実際には、社会経済上の状態や健康意識の問題が

関係していて、健康意識が高く経済的に余裕があ

る人が運動をする。そして健康意識とか予防意識

があるために風邪を引かないという真の因果関係

が隠れているということがあります。

　これと似たような話があります。サプリメント

スライド 8　医学研究

スライド 9　信頼のできる情報は……

スライド 10　交絡因子
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を飲んでがんが小さくなったという場合、実際に

は放射線治療も受けており、その事実を隠してあ

たかもサプリメントの効果のように言うこともあ

るので、どのような治療をしてどうなったのかと

いう、他の影響因子がないということもしっかり

確認する必要があります。

　それからバイアス、偏りです（スライド 11）。

これも非常に大事で、世の中にはバイアスのある

研究があふれています。中でも多く見られるのが

選択バイアスです。都合のいいものだけ選んでく

るということで、ある療法や薬剤が効いた患者さ

んだけを集めて、それが大変効くように見せるこ

とがあります。それから測定バイアスと言って、

測り方の問題です。よくある例ですが、使用前は

正面を向いて立ち、使用後はやや横向きに立ちま

す。こうするとやせて見えます。同様に、抗がん

剤の評価の検討会で使用前・使用後の写真が出て

きて、これほど効いていますということが実際に

あるそうです。見せ方の偏りがない正しい情報で

あるということは確認しないといけません。

　その他にも、サンプリングバイアス、解析バイ

アス、都合のいいものしか発表しないバイアス、

いい結果だけ覚えて悪いものは忘れてしまう都合

のいい経験バイアスというものもあります。対象

を無作為に選んで、それに介入をして結果が出せ

るかを確認することが大事です。そういう疑いの

目で情報を吟味してください。

Web サイトのチェックポイント

　Web サイトの話に戻ります。まず誰がどのよ

うな立場で発信しているか。先ほども言いました

が、個人よりも部署が出しているもの、さらには

組織がオフィシャルサイトとして出しているもの

が信頼できます（スライド 12）。

　それから、サイトの目的や発信者が明示されて

いるか。時々、誰が出しているのかわからない怪

しいサイトもあります。似たようなことですが、

連絡先や更新日が記載されているか。中には古い

情報が今の情報のように出ていることがあります

から、きちんと更新日が書かれているかどうか確

認していただきたいと思います。

　続いて Web サイの掲載内容のチェックポイン

トです（スライド 13）。掲載内容の選定方法に

スライド 11　バイアスに注意

スライド 12　Web サイトのチェックポイント①サイトに
関する情報

スライド 13　Web サイトのチェックポイント②掲載内容
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ついて明示されているかどうか。先ほどのバイア

スにも関連します。都合のいいことばかり出して

いるのではないことがわかるかどうか。情報源が

しっかりと明記されているか。さらに、掲載内容

とは関連の薄い海外のレポートなどをあわせて載

せて、あたかもエビデンスがあるように見せる怪

しいサイトもあります。

　それから、サイトを読み進めていくと最後に特

定の治療法にたどり着くようなサイトもありま

す。ある特定の治療法（商品）を勧めていないか

どうか。

　さらに、そのサイトのスポンサーが明記されて

いるか。スポンサーがついていること自体が悪い

のではなくて、スポンサーがついている場合はそ

れがしっかり書いてあることが大事です。それで

偏った情報ではないということが確認できると思

います。成功例の紹介ばかりなど良いことばかり

書かれていないか。これもバイアスです。

　誇張された表現がないか。大変つらい時にはど

うしてもいいことに魅力を感じてしまいます。た

とえば「驚異のサプリメント、末期がんからの生

還」などです。本屋などに行くとよくこういう本

がありますが、こういうものは眉唾だと思って注

意していただきたいと思います。

がん情報サービスで提供され
る情報について

　ここからがん情報サービスの話に

移ります。ganjoho.jp で、私ども

がん対策情報センターが出している

サイトです（スライド 14）。画面

の下には「このサイトについて」と

いうフッターがあって、ご利用にあ

たっての留意点のページが出てきま

す。ここでは、編集委員会が編集方

針に沿って評価と承認を行ったもの

スライド 15　「がん情報サービス」編集方針

を掲載していることが書かれています。

　スライド 15 にがん情報サービス編集方針を示

しています。「がん情報サービス」ホームページ

の基本方針は、がんについて科学的根拠に基づい

た信頼性の高い最新の情報と、がんについて役に

立つ知識やがんに対する地域・組織的な対策につ

いての情報をわかりやすく提供することです。

　この情報提供をするために私たちが持っている

3 つの機能は、情報作成、情報収集および評価・

整理、そして情報提供です。

　「がん情報サービス」には一般向けサイトと医

療者向けサイトがありますが、一般向けは患者さ

スライド 14　がん対策情報センターサイト
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んやご家族を含めた一般の方を対象にしており、

わかりやすい情報の提供を基本としていますが、

情報源としてはエビデンスデータベースを活用し

て科学的根拠に基づいた内容を提供しています。

　医療者向けについてはもう少し細かく分かれて

いて、科学的根拠に基づく医療（EBM）に基づ

いて作成されたガイドライン、あるいはそれに準

じた手法で作成されたガイドラインや資料をエビ

デンスデータベースとして紹介し、標準治療に関

する情報への道しるべとしての役割を持つことを

意図しています。

　その判定基準は、まず編集方針に沿って作成さ

れているかということです。それから正しい情報

をわかりやすく伝えるのが重要ですから、表現が

わかりやすいか。そして単にエビデンスだけに限

ると情報が限られてしまうので、医療関係者ある

いは一般の方にも役立つ情報かということもひと

つの判断基準としています。それからがん対策情

報センター発信のコンテンツとして適切なもので

あるか。これらの判断基準を使って、編集委員会

で判定しています（スライド 16）。

　私どもがん対策情報センターには 2 つの応援グ

ループがあります。ひとつは専門家のグループとも

うひとつは「患者・市民パネル」です。「患者・市

民パネル」とは、患者さんやご家族、一般市民の方、

合計 100 名からなるグループで、がん情報サービ

スや冊子などの情報についてあらかじめレビューを

していただき、わかりにくいところはないか、ある

いは患者さんが読んでつらい表現などはないかを確

認していただいています。パネルの方々の意見にも

とづいて修正をかけて最終発信をするというプロセ

スをとっています（スライド 17）。

がん対策情報サービスの構成と使い方

スライド 17　がん対策情報センターへの応援グループ

スライド 16　編集委員会による判定基準

　この手順を経てつくられた

がん情報サービスについて、

ご紹介します。スライド 18
のトップページには 6 つの

項目が並んでいますが、これ

らをグローバルナビゲーショ

ンと呼びます。がん情報サー

ビスはこの 6 つの大項目、

つまり、がんの解説、診断・

治療、生活・療養、予防・検

診、資料室、がんの相談から

成り立っています。その下に

やはり 6 つ並んでいますが、

こちらは「おすすめページ」

です。6 つの大項目の中の情
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報からとくにピックアップしたものを並べていま

す。右側に並んでいるバナーは関連サイトです。

がん情報サービスの本体とは少し違った別サイト

の情報です。こちらも私どもがつくっているもの

です。また上に「医療関係者向けサイト」とあり

ますが、こちらから医療者を対象にしたページに

飛ぶことができます。ただし、こちらもべつに医

療者でなければ入ることができないということは

なく、一般の方にもご覧いただけます。ただ用語

の説明などでやや難しい言葉も使われています。

 

→

 

スライド 19　パンくず

スライド 20　冊子 PDF

スライド 18　がん対策情報サービストップページ

それから下には「最新のお知らせ」

が並んでいます。どんどん新着情報

が入るので、古いものは裏に行って

しまいますが、イベント関係や長く

知っていただきたい情報は「ピック

アップ」というかたちで上に残すよ

うにしています。

　奥のページに入りましょう。先

ほどのグローバルナビの 6 項目は

上に並んでいます（スライド 19）。

それから右上に「パンくずリスト」

と呼ばれるものがあります。トップ

ページ、それぞれのがんの解説、胃

がんというように、今どこにいるか

を示すものです。なぜパンくずかと

言いますと、童話の『ヘンデルとグ

レーテル』で、主人公たちが森の中

で迷子にならないように道にパンく

ずを置いて行ったというエピソード

があるのですね。そこからインター

ネットでは大きなサイトの中で迷わ

ないようなリストのことをそう呼ぶ

ようになり、ここを見れば今どこに

いるかがわかるようになっていま

す。それから、タブというかたちで

どういう時の情報が出されているか

を並べています。それから「説明を
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開く」というアイコンがついていますが、パッと

見た時には閉じていて、より詳しく見たい時はこ

こから見ることができます。右のカラムは、先ほ

どは関連サイトでしたが、奥のページではここが

「右ナビ」と呼ばれるナビゲーションになります。

関連情報や関連冊子のリンクがあります。たとえ

ば胃がんであれば拠点病院の胃がん診療のページ

に直接飛ぶこともできます。「病院を探す」から

行けば、まず病院を探す、拠点病院、胃がんと選

んでいかなければいけないのですが、これなら直

接に胃がんから拠点病院のページに飛ぶこともで

きるようになっています。それからがんの解説が

出ています。

　各種がんの解説に行きますと相談支援センター

などで配布している冊子の PDF を見ることがで

きます（スライド 20）。またこれもまだ知られ

ていないのですが、今は読み上げの音声も入って

います。冊子を全部読むのがめんどうくさい、何

 

スライド 21　データベース「がんの臨床試験を探す」
かしながら耳で聴きたいという方、

あるいは高齢の方で文字を読むのが

大変なので音で聴きたいという場合

には、ここをクリックすると普通の

オーディオプレイヤーから音声で説

明を聴くことができます。これも活

用していただければと思います。

　次に、「がんの臨床試験を探す」

というデータベースについてご紹介

します（スライド 21）。これは日

本で登録されているがんの臨床試験

情報を探すものですが、元のデー

タ は UMIN（University hospital 

Medical Information Network：

大学病院医療情報ネットワーク

研 究 セ ン タ ー）、JAPIC（Japan 

Pharmaceutical Information 

Center：日本医薬情報センター）

のデータベース、JMACCT（Center 

for  C l in ica l  Tr ia ls  ,Japan 

Medical Association: 日本医師会

治験促進センター）という 3 つの

データベースです。臨床試験は必ず

この 3 つのうちのどれかには登録

しなければいけないので、そちらか

らがんの臨床試験を探してインデッ

クスをつくっているのがこのページ

です。がん種を選び実際に臨床試験
6 32

スライド 22　都道府県作成冊子
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をしている都道府県を選んで検索す

るかたちです。

　都道府県が作成している冊子一覧

もあります（スライド 22）。

　また、医療者側のエビデンスデー

タベースですが、ガイドラインの情

報が検索でき（スライド 23）、リ

ンクが張られていているものはガイ

ドラインの本体も見ることができま

す。

　それから「がん登録・統計」です（ス
ライド 24）。お勧めはグラフデー

タベースというもので、ほしいグラ

フをリアルタイムで描くことができ

 

 

スライド 25　グラフデータベース

スライド 23　エビデンスデータベース

 

スライド 24　がん登録・統計サイト

ます。たとえば、男性と女性の全部位のがん罹患

が見たいと思えば、スライド 25 のようになりま

す。がん種別情報や死亡情報など、さまざまなグ

ラフをその場でつくることができます。

　「病院を探す」という機能では、さまざまな背

景の病院を探すことができます。がん診療連連携

拠点病院などの情報は、各病院が厚労省に提出し

ている現況報告書をベースにしています（スライ
ド 26）。特定のがん種の治療について、どの病

院が実施しているか、横並びで見る

ことができます。がん対策推進協議

会がまとめたがん対策加速化プラン

への提言には、医療機関の比較がで

きるような情報の充実が盛り込まれ

ていますので、今後はたとえばがん

登録の数なども横並びで見ることが

できるようなサイトもつくることに

なるでしょう。それからこれもまだ

まだ知られていないのですが、がん

種ごとに拠点病院にある患者さん同

士が語らうサロンなどの情報も横並

びで見ることができます。病院の情

報としては、がん種別の情報や各病
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も 340 ほど登録されています。

　患者必携についても、「がんになったら手にと

るガイド」や「もしも、がんが再発したら」が見

3  

スライド 26　がん診療連携拠点病院を探す

31

スライド 27　患者手記

3  

スライド 28　働くがん患者事例サイト「がんと共に働く」

33 

スライド 29　小児がん情報サービスサイト

院の現況報告書の PDF も見られます。病院ごと

の手術件数や実際の患者数のデータも見ることが

できます。さらに、緩和ケア病棟のある病院など

3  

スライド 30　全国がん登録PRキャンペーンサイト

3  

time
Line

スライド 31　Facebook ページ
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ることができるようになっています。患者さんの

手記もすべて読めるようになっています。テー

マごとに手記を探すこともできます（スライド
27）。

　スライド 28 は「がんと共に働く」という、働

くがん患者さんの事例サイトです。

　小児がんについては小児がん情報サービスとい

う新しいサイトができました（スライド 29）。

　スライド 30 の「Thank You Baton」は、全

国がん登録 PR キャンペーンサイトです。

　がん情報サービスは Facebook のページも

持っています（スライド 31）。2015 年 9 月か

ら動かしていますが、Facebook のアカウント

36 

スライド 32　がんの治療に使われる主な薬 を持っている方は、ページに「い

いね！」をしていただくと更新情

報がタイムラインに流れるように

なります。

　最後に、がんの治療に使われる

主な薬についてです（スライド
32）。2015 年 11 月下旬に更新

したものです。まだ今はホルモン

関係のものしか出ていませんが、

薬の一覧があり、それぞれの薬の

添付文書からつくった情報が見ら

れるようになっています。ここは

今後増強していき、ホルモン剤以

外の抗がん剤も含めたかたちで近

日中に公開する予定です。一般名

に加え商品名で探したり、がん種別で探したりで

きるサイトもつくろうと思っています。

　医療者向けのページは、今は医療者と拠点病

院の 2 つに分かれているのですが、こちらも

2016 年 1 月中旬には合体して、一般向けと同

じの 6 つのボックスが並ぶかたちに変更する予

定です。

　こんなふうに多くの情報が載っているがん情報

サービスですが、その使い方をわかりやすくまと

めた「がん情報サービスガイド」というリーフレッ

トがあります。ぜひ、「がん情報サービスガイド」

を使い倒していただきたいと思います。
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スライド 1　がん対策情報センター企画・作成のがん情報コンテンツ

　私からは、がん情報サービスをもっと活用して

いただくためのお話をさせていただきます。お集

りのみなさま方は国立がん研究センターを知り、

がんのことにすでに関心を持っている方かと思う

のですが、今まであまり病気とは縁のなかった方

が初めてがんになる時には、とまどいが多く、情

報を必要とするのではないかと思っています。

　そういう方々に向けてぜひがん情報サービスを

使っていただきたいということで活動を行ってい

ますので、がん対策情報センターの活動と、全国

的な取り組みなどもご紹介したいと思います。

よりよいがん情報の提供のために
―患者・一般市民の協力とメディアとの相互理解

るわけではありませんが、罹患前の情報から始ま

り、がんと診断され、治療を受け、経過観察をす

る時期の情報、再発をした方のための情報、そし

て最後に終末期の情報があります。2005 年当時

の日本のがん対策の始まりが、がん患者さんたち

の声、「治療に関する情報がない、足りない」と

いうことだったこともあって、私たちの活動の始

まりは、病院にかかっている時の情報からスター

トしています。

　そしてさらに、情報の入り口の位置づけとして

「知れば安心がん情報」や、「がんと共に働く」や「身

近な人ががんになったとき」のように、周囲の方々

にもがんへの理解を深めていただくというような

情報づくりも徐々に開始しています。

　情報をつくるにあたっては専門家はもちろん、

高山　智子
国立がん研究センターがん対策情報センターがん情報提供部長

がん情報サービスをもっと知ろう�
“もっと”活用していただくために…

　私どもは、よりよいがん情報の提

供のために、いくつか仕組みをつく

りました。ひとつは若尾先生からも

紹介がありました、がん対策応援団

としての患者・市民パネルです。ま

た、メディア向けの勉強会や、企業

との連携もしています。

　スライド１はわれわれがつくって

いるがん情報を図示したものです。

左側が対象者です。患者本人・ご家

族、それから患者さんを取り巻く職

域・友人・社会があります。横軸は

時系列です。すべての人ががんにな
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「患者・市民パネル」と呼ばれる患者さん・ご家族・

一般市民の方々にとても助けていただいています。

　「患者・市民パネル」は北海道から九州、沖縄

まで全国で 100 名で、ほとんどががんの当事者

の方またはご家族です（71 ページ、スライド 17

参照）。患者やご家族ではない一般市民の方もい

らっしゃいます。そういう方々に国立がん研究セ

ンターが委嘱をさせていただいて、がん情報をつ

くる時にご意見をうかがうという取り組みも行っ

ています。専門家ではどうしても難しい表現にな

りがちになったり、時には医療者側の思い込みも

あります。表現について「きつい」とか「やわら

かい表現にしてほしい」などご提案もいただきな

がら、わかりやすく、より届きやすい情報になる

ように、新たな情報を出す時には必ずそうした内

容や表現のチェックのプロセスを経て提供すると

いうことにしています。

　国民には、どのようにがん情報が伝えられるで

しょう。Web サイトからの情報提供があります

し、最近は SNS もありますが、やはり圧倒的に

情報が入ってくるのはメディア、テレビや新聞で

新しい情報を知るという人は多いと思います。

　そこでわれわれが考えたことは、まずはメディ

アで記事を書く人がきちんとがんを理解していな

くては、正しい情報などが報道されるわけがない

だろうということです。まちがった情報で書かれ

ると、読んだ方もまちがった理解をする。まずは

記事を書く人に正しく理解してもらうことが大事

だと考え、メディア向けのセミナーを平成 19 年

度から行っています。

　たとえば新聞やメディアの記者さんたちの多く

は医療の専門家ではありません。治療開発などは、

非常に複雑で体系的に学ぶ機会がない中ではなか

なか背景情報まで詳しく理解することは難しい状

況です。なぜ今こういう状態にあり問題が起きて

いるのか、歴史的背景も含めて、直接、記事にな

らない背景も含めてメディアセミナーの講義でお

伝えし、お互いにディスカッションしていく中で

理解を深めていきます。私たちもメディアのこと

がよくわかりません。どういう情報なら発信しや

すいのかということも、メディアセミナーを通じ

て学び、一般市民の方々に届きやすいかたちを模

索しながらやってきている状況です。

　専門家はどうしてもたくさん書きたがりますか

ら、量が多くなります。今日の私の話も準備をし

ているうちにどんどん長くなってしまいました。

文字数も増えます。メディアから伝えられる情報

は、短く、端的に、そしてわかりやすく伝えると

いうことです。そうすると誤解が生まれやすくな

ります。しかし、それでもそれを互いに理解し、

どこなら折り合いがつけられるか、まちがえない

で伝わる言葉になるかを探していくのもこのセミ

ナーを通して私たち自身も学んできたことです。

がん情報サービスの届きにくい層に対して

　今は、がん診療連携拠点病院の相談支援セン

ターを経由して情報を出すことができますが、が

ん患者ではない一般市民や職域の方々に対して、

私たちがすぐにはアプローチするのは難しいこと

です。がん情報がどこにあるのかも知らない多く

の人たちにマンパワーもお金もない中で、どのよ

うに情報を届けるのか。そこで、まだ一部の取り

組みですが企業にご協力いただいて一緒にがん情

報をつくって伝達の手助けをしていただく試みも

しています（スライド 2）。今のところ、連携先

は生命保険会社さんが多いのですが、協定を結

び、場合によっては一緒に情報をつくって出して

いただいています。保険会社さんと連携につい

て Win － Win の関係になっていると思えるのは、

たとえば、生命保険会社さんが力を入れたいのは、

がんになられる前の方々です。一方でがんになら

れる前の方々は私たちのアプローチしにくい対象

でもあります。こうしたがんになる前の人たちに
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　点訳や音訳の資料については、大阪の堺市立健

康福祉プラザ視覚・聴覚障害者センターさんのご

協力を得ています。残念ながら 2014 年に亡く

なられたのですが、こちらのセンター長さんはも

ともと視覚障害をお持ちでした。その方がある時

がんと診断されました。主治医から「あなたには

説明のしようがない」と言われたのだそうです。

先生も視覚障害の方にどのように説明をしたらい

いのか、きっと戸惑われたのだと思いますが、セ

ンター長さんはきちんとした説明をしてもらえな

いという経験をしました。その後、そのまま放っ

ておいたら身体の具合も悪くなり、次に病院に

行った時にはかなり進んだ状態だったそうです。

こういう思いを他の人にはさせたくない。なんと

か視覚障害者にも正確な情報を届ける手段ができ

ないかということで、私たちと一緒に情報を出し

ていきましょうということになりました。

　小説などは比較的音訳や点訳がされやすいのだ

そうです。医療情報は立ち遅れています。今後も

新しい情報を追加していきたいと思います。

がん相談支援センターを通じたネットワーク
とがん情報サービス・サポートセンターの創設

　次にがん相談支援センターです。相談支援セン

ターではがんの相談ならどのようなことでも受け

ることになっていますが、最大の課題は相談支援

センターの存在をなかなか知ってもらえていない

ことです。わが国でがん対策について行われた

「患者体験調査」では、拠点病院のがん相談支援

センターを利用した方の満足度は 80％を超えて

いました。ただ実際に知っている人は世論調査で

10％以下、「相談支援センターを利用したことが

ある」は患者体験調査で 7.7％でした。使えばあ

る程度満足していただけると思いますが、なかな

か使われていないのが現状です。

　少し前の調査結果になります。使わない理由を

スライド 2　包括的連携に関する協定書の締結を通しての企業連携によるがん
情報の普及啓発ルートの拡大

対して検診や予防方法の情報を出し

ていただいています。

　何らかの障害を持つ方々へのアプ

ローチも始めました（スライド 3）。

われわれができることは限られてい

ますが、視覚障害の方や聴覚障害の

方、あるいは他のいろいろな障害を

持った方々、さらには高齢になると

一般にいろいろな感覚機能が衰えて

きますから、これからの日本ではも

ともとの障害がなくても見えにく

い、聴きにくいという人たちが増え

てくると予想されます。

スライド 3　点字・音声図書の利用
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一般の方に聞いた結果がスライド 4 です。いち

ばん多かったのは「利用の仕方がわからない」と

いう理由でした。知られていないからこそ、こん

な結果になっているのかもしれません。あるいは、

患者さんやご家族は、心配や不安なことがあって

も相談することに慣れていないのかもしれませ

ん。

　全国の相談支援センターへつなぐ、広報しやす

くする取り組みの一環として、がん情報サービスの

情報を電話でご案内する窓口「がん情報サービス・

サポートセンター」を平成 24 年から開始しました。

情報をどう探したらよいかわからない、ということも

を提供できるのは各都道府県の都道府県がん診療

連携拠点病院です。こちらに問い合わせをしても

らえれば、治療実績の検索をする対応もしていま

す。

　さて、がん相談支援センターのことがなかなか

知られていないので、私たちもその普及支援に取

組んでいます。数年前までは病院ごとの相談窓口

の名前が統一されていませんでした。「よろず相

談」「なんでも相談」、あるいは「ひまわり」などまっ

たくバラバラでしたが、やはり統一された方が周

知もされやすだろうと考え、「がん相談支援セン

ター」とすることが平成 26 年のがん診療連携拠

スライド 4　相談支援センターのイメージ : 利用阻害理由 2010 年および 2013
年調査の比較

スライド 5　がん情報サービス・サポートセンター

電話で質問していただき「あなたが

使えるこんな情報があります」と相

談員がご案内するサービスです。も

ちろん相談の中身を一緒に整理しな

がら情報を提供することもやっていま

す。チラシを保健所や図書館など

一般の人が利用しそうなところに置

いて広報活動を展開しています（ス
ライド 5）。

　2016 年 1 月から全国がん登録

が始まりますが、数年前から院内が

ん登録という仕組みで、拠点病院の

どこでどのような対応・治療をした

かという施設別の情報が集められて

います。2 年ほどのタイムラグはあ

りますが、ここで集められた情報を

利用して、病院別の治療実績をご紹

介するサービスを始めています。た

とえば、年間にわが国で 3 例とか

5 例という発症例の希少がんの場合

には、どこの病院の誰が診てくれる

のか、この治療法に対応してくれる

病院はどこにあるのかというような

情報を得るのは非常に大変です。サ

ポートセンターの他、現在治療実績
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点病院の整備指針で決まりました。またハートが

2 つ並んでいるようなロゴマークを目印にしまし

た。全国の相談支援センターの方の投票で決まっ

たものです（スライド 6）。

　スライド 7 はこれまでの活動からわれわれが

学んだことです。広報をすることは必要だと思っ

ていても実は躊躇はありました。相談が集まりす

ぎて対応できなかったらどうしようというもので

す。これは多くの相談支援センターでも経験され

ていると思います。しかし実際に出してみたらそ

れほど相談は増えませんでした。拍子抜けしまし

たが、もっと出していく必要があると思います。

またロゴマークを目印に、相談支援センターはあ

そこだとわかってもらえるといいなと思います。

全国でのがん相談支援センターの連携と
広報活動

　全国の相談支援センターはいろいろな取り組み

をしています。がん対策としては国の取り組みや

都道府県ごとのがん対策推進計画がありますが、

患者さんからすれば県境は関係ありません。行き

やすいところ、行きたいところに行きます。そう

だとすれば、相談支援の窓口もお互いにつながっ

ていなければ、情報を求める人たちを支えられま

せん。そんな問題意識から、「ブロックフォーラム」

という取り組みを展開しています。

　平成 24 年から全国で取り組んでいますが、九

州・沖縄が特に盛んです。毎年各都市の取り組み

が報告され、参加者も増えています（スライド 8）。

　最初に開いた時は相談支援センターの相談員が

中心でしたが行政の方々とはなかなか接点がなく、

協力関係を築けていないのが実態でした。それが

3 年も続けると各県で相談員と県庁の人が一緒に

報告をするようになりました。患者さんやご家族、

一般の方たちにがん情報を伝えるために何が必要

か、行政と現場スタッフが一緒に取り組む姿を見

て、私は非常にうれしく、支える力の厚みを感じ

ているところです。他県の取り組みを見て新たな

視点を得ることもあり、県の境を超えたブロック

フォーラムならではの効果だと思っています。こ

こからも多くを学びました（スライド 9）。

　もっと広報を進めるため、福岡の九州がんセン

ターさんの企画で 2015 年 5 月に全国の相談支

援センターの関係者が集まって博多どんたくに参

加しようということになりました。法被と横断幕

スライド 6　がん相談支援センターの普及支援

スライド 7　LessonsLearned学んだこと①

スライド 8　九州・沖縄ブロックの地域相談支援フォーラム
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と幟をつくって参加しました。当日は雨になりま

したが全国から 66 名、九州がんセンターのボラ

ンティアの方を含めて 120 名のどんたく隊が博

多の街を練り歩きました（スライド 10）。

　町のイベント会場にブースを借りて、出張がん

相談もやりました。お祭りですので、隣りは踊り

と音楽が鳴り響くステージでけっこううるさい状

況でした。準備中は「こんなところで相談しに来

る人がいるのか」と思っていましたが、私たちの

予想を裏切って、大勢の方が相談に来られました。

たまたま通りがかりで、「今日はこれから親のと

ころに帰るのだが相談に乗ってもらいたい」と立

ち寄る方がいらしたり、明太子を売っているのか

と勘違いして声を掛けてきた方ががん相談のブー

スと知ってあとから戻ってきて、実は私はがんで

と身の上話をされたりしました。本当にどこにで

も相談を求めている人がいるのだということを改

めて感じた 2 日間でした（スライド 11）。

　広報というのはお金がかかるものです。でも、

イベントをすることで新聞などに無料で載せてい

ただいたり、テレビにニュースで取り扱われたり

します。NHK ではブースを設置中に放送してい

ただいたので、お昼のニュースで見て相談に来た

方もけっこういらして、相談対応が追い付かない

場面もありました。このイベントからもいろいろ

なことを学びました（スライド 12）。

　徳島では講演会後に、阿波踊りに参加しました

スライド 9　LessonsLearned学んだこと②

スライド 11　博多どんたく会場・出張がん相談

スライド 12　LessonsLearned学んだこと③

スライド 10　「がん相談支援センターを地域の支援の輪につ
なげる新企画」「博多どんたく」参加報告

（スライド 13，14）。私たちも初めての経験で

したが、私たちは法被姿、聴衆の方もこれから踊

りに行く衣装で講演を聴き、その後みんなで練習

をして阿波踊りに参加したのです。私たち相談員

だけではなく患者会の方々とも一緒に参加できた
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のは非常に良い経験でした。お金を払って見にく

る観客の桟敷の前で踊るのは地元ではけっこう大

変なことらしく、踊りがへたくそだとものを投げ

られるとおどされていたのですが、私たちのあと

にお口直しにプロが踊ってくれたおかげで、もの

が飛んでくることもなく、楽しいイベントになり

ました（会場笑）。その地方ならではの活動からは、

多くを学びました（スライド 15）。

　秋田では、文字情報ではないかたちで相談支援

センターの活動をお知らせする試みとして、初め

てラジオドラマを放送するという取り組みを行い

ました。ラジオ放送に加えて竿灯祭りへの参加な

ども影響したのだと思いますが、秋田大学附属病

院では相談件数が伸びたということでした。文字

を超えるという意味では、ラジオドラマ以外にも

寸劇やがん検診体験会などもやっています（スラ
イド 16）。どのような状況の方にもがんの情報

が伝わるように、どのように情報を伝えられるか

という試みもいろいろと始めているところです。

ご清聴ありがとうございました。

スライド 13　踊るがんフォーラム①

スライド 14　踊るがんフォーラム②

スライド 15　LessonsLearned学んだこと④

スライド 16　文字を超えて：どう伝えるか、どう伝わるか
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質 疑 応 答

■ 高橋　ありがとうござ

いました。お 2 人のお話

で、がん対策情報センター

の多角的な活動がおわかり

いただけたと思います。情

報提供だけではなく相談も

受け、さらに企業や行政と

も連携しながら活動を展開しているとのことでし

た。

　時間は限られていますが、ご質問を受けます。

若尾先生と高山先生は、がん情報や相談支援セン

ターについて日本でいちばん詳しい方々です。こ

の機会に、どういう視点からでもご遠慮なくご質

問ください。

チラシ等の全国的な配布・発注システム
について

■ 参加者 A　貴重なお話をありがとうございま

した。私は肝臓病の患者会に入っていて、肝臓が

んの患者仲間からも相談を受けています。これだ

け多くの情報があることはなかなか知られていな

いので、これをぜひ伝えたいと思います。先ほど

自分のスマホで「もしも、がんと言われたら―ご

家族・職場の方へ」を見てみましたが、本当に患

者目線、家族目線で、お医者さんへの聞き方も含

めて、大変いい情報だと思いました。これをぜひ

患者に伝えていただきたい。お願いとしてはパン

フレットでもいいので全国の病院に配布して、主

治医の先生に「告知の時にはこれを渡してくださ

い」と言ってもらえるといいと思うのですが、そ

ういう計画はないのでしょうか。

■ 若尾　どうもありがと

うございます。当初はパン

フレットを病院にも配って

いたのですが、予算がどん

どん削られて数も足りなく

なり、途中から方向転換し

ました。各地の病院からは

「自分たちで刷るのでデータをください」という

希望が寄せられ、それはそれでいいのですが、印

刷の量が少ないとコストが高くなります。冊子 1

部が 300 〜 500 円という単価になってしまい

ます。それではもったいないので、今は発注シス

テムをつくり、各病院からの注文を年に 4 回ま

とめて大量に印刷することで安価におさえて、そ

れを買ってもらうかたちにしています。

　それから主治医からの説明場面のことですが、

相談支援センターの存在を知らせるためのカード

をつくっていて、これを拠点病院にすすめていま

す。これを主治医から患者さんに渡し、相談支援

センターを知ってもらえれば、私どもの冊子も見

つけてもらえます。まずは主治医から相談支援セ

ンターの情報を提供してもらえるよう、進めてい

るところです。相談支援センターにいる相談員の
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方も病院内で臨床の先生とつながって自分たちの

存在をアピールし、患者さんに伝えていただく仕

組みが少しずつ構築されているところです。

■ 高橋　発注システムを使うためには、まず ID

をとっていただく必要がありますが、申請して審

査を受けるのですよね。

■ 若尾　ID をお渡しするのは基本的には医療機

関です。企業さんなどからの冊子注文は別途対応

しています。それから患者さんなどから個別にほ

しいというご要望もいただいています。現在は

50 冊単位など大口発注しか受けていないのです

が、1 冊ずつほしいという方にどう対応できるか、

業者の方とも相談してその仕組みもつくろうとし

ています。どうしてもコストがかかってしまうの

ですが、相談支援センターがある拠点病院まで行

けない方もいらっしゃいますから、そういう方に

もチラシや冊子が届くように検討しているところ

です。

■ 参加者 A　ありがとうございます。「がんと

言われたらがん情報サービスへ」となるといいで

すね。

■ 高橋　そうですね、ありがとうございます。

主治医とのコミュニケーションのとり方

■ 参加者 B　患者家族という立場で質問させて

いただきます。本やネットもいろいろ見るのです

が、患者家族という立場からすると、主治医から

説明を受けた時に本当にその治療法しかないのだ

ろうかとどうしても考えてしまいます。先生が出

した選択肢以外の治療もあると思うのですが、実

際にはどのように主治医の先生と相談を進めたら

いいのか、どう意見を求めたらいいのか、主治医

との相談の仕方を教えていただけると助かるので

す。情報は情報としていろいろ書かれているので

すが、具体的に自分や家族のケースに当てはまる

かどうか、他の治療法もあるのか、具体的にどの

ようにたずねればよいでしょうか。

■ 若尾　みなさんから、主治医と話がしにくい、

あるいはどう聞けばいいかわからないというご質

問をよく受けます。「がん情報サービス」のペー

ジには、現在はトップページから少し下がってい

るのですが、国立がん研究センター東病院の精神

腫瘍科がつくった「主治医とどういう話をすれば

いいか」という冊子があります。具体的な質問の

言葉に落としたかたちの情報になっています。今

は「生活・療養」のセクションの「よりよいコミュ

ニケーションのために」のところに入っていると

思いますので、そちらを見ていただければ参考に

なると思います。

　それから主治医ですが、カードの 3 条に「あ

なたの情報を一番多く持つのは主治医。よく話し
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てみましょう。」とあるように、まず主治医としっ

かりと相談していただく。その主治医とちょっと

話しにくかったり、あるいは主治医から満足がい

く答えが聞けない場合には、拠点病院の相談支援

センターに行って聞いてください。そちらには国

立がん研究センターでトレーニングを受けた看護

師やソーシャルワーカーなどの専門職がいます。

拠点病院の相談支援センターは、その病院にか

かっていない方でも利用できます。電話でも相談

できますから、主治医とのコミュニケーションや

セカンドオピニオンの取り方なども教えてもらえ

ると思います。ネットとは違い、相談支援センター

では対面や電話で双方向のやり取りができますか

ら、ぜひ活用していただければと思います。

■ 高山　個人によって、

すでにどこまでの情報を得

ているか、どこまで情報を

理解しているかが異なると

思いますので、質問の仕方

に加えて、相談員の方に自

分の場合は何を聞けばいい

のかも相談すると良いと思います。忙しい主治医

の先生に効率的に質問をするためには、まず相談

員に個別に聞いてもらうのも非常に有効だと思い

ます。

■ 参加者 B　その時々で自分が聞きたいことも

日々変わりますし、疑問点をメモって説明を受け

ても全部納得するとは限りません。どんどん疑問

が出てきて、質問攻めにしたいくらいですが、は

たしてそんなに答えてもらえるのかと思ってしま

うのですが。

■ 若尾　今まさにお話があった通りで、「あれも

これも聞きたい」と思いがちですが、やはり時間

は限られています。カードの2条にもありますが、

質問の優先順位を決めて、重要なものから聞いて

いくということで整理できると思います。

　先ほどご紹介した冊子ですが、「生活・療養」

の中に「重要な面談にのぞまれる患者さんとご家

族へ―聞きたいことをきちんと聞くために―」と

いうパンフの PDF が載っています。主治医との

話し方のヒントが具体的に書いてあるので、ご利

用いただければと思います。

■ 高橋　本当に、一発で知りたい情報がパッと

すべて手に入ればどんなに楽でしょう。現実は、

おそらく多くの方が情報の質に関して行ったり来

たりしながら納得のゆくかたちを見出しているの

ではないかと思います。主治医への質問の仕方や

聞き方に心をくだく方は多いと思いますが、納得

するためには気を使ってばかりいられない時もあ

ります。ぜひいろいろなリソースを活用していた

だければと思います。

どこでも、どんなことでも相談できるのか

■ 参加者 C　患者です。ふだんはパソコンから

データやガイドラインなどの情報を見ているので

すが、実際に人に相談をするという場合は、がん

情報サービスサポートセンターというところに

行って聞けばよろしいのですか。

■ 若尾　はい、がん情報サービスサポートセン
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ターは対面ではなく電話の窓口です。またお近く

に拠点病院があればそちらのがん相談支援セン

ターに相談窓口がありますので、そちらにお出で

ください。

■ 参加者 C　そちらでは直接お話ができるので

すか。

■ 高山　面談でお話しできます。

■ 若尾　支援センターの場所はサポートセン

ターでご紹介できます。

■ 参加者 D　友だちから受けた相談ですが、友

だちは東京に住んでいるのですが九州の知り合い

ががんになったのでいい病院を知らないかという

ことです。地方の方も自分が住んでいる地域で相

談ができるのでしょうか。

■ 高山　それこそまさに今つくっているネット

ワークで、どこの相談支援センターに行っても、

とにかく相談できる窓口につないでもらえます。

はじめに相談したところで解決できることもある

でしょうが、医療機関情報になると地元の相談窓

口の方が圧倒的に強いです。Web にはまだ載っ

ていないような情報も、地元の窓口なら知ってい

ることもあります。情報を集めるのが仕事で、日々

情報を仕入れていますから。ですから、遠隔地の

状況を相談したい時には、場合によっては相談支

援センターから九州のある県に照会をすることも

できます。あるいは地元の相談窓口と直接話した

い場合は、そこの地域の相談支援センターに行っ

ていただき、しかるべき医療機関を探してもらう

手もあります。

話をするうちに困りごとの本質が見えて
相談にむすびつく

■ 高橋　私からひとつ質問させてください。高

山先生のスライド 4（80 ページ参照）で、相談

支援センターの利用阻害理由の中に「何を相談し

たらいいかわからない」というのがかなり上位に

ありました。情報を得たとしても、自分の悩みを

言葉にしてはっきりした相談にするのはけっこう

難しいこともあると思うのですが、相談の仕方に

ついて何かアドバイスはありませんか。

■ 高山　私が最近訪問した相談支援センターで、

まさにそれかと思うことがありました。そこでは

がん患者の就労に関する相談会を開いたのに誰も

来なかったのだそうです。就労については多くの

方から「困っている」という話は聞くのですが、

いざとなると患者さんは何をどう相談したらいい

かわからない。誰も来ないので仕方がないのでス

タッフ数人で自由に話せる勉強会を開き、そこに

患者さんも参加できるようにしたら、その勉強会

後に各スタッフがつかまって「私の相談に乗っ

てください」と次々と質問されたのだそうです。

「困っていること」のイメージをはっきりさせる

のは難しいことがありますが、他の人の相談を聞

くうち、私もそうだ、私も聞きたかった、私の場

合はどうなのか、といろんなことが気になってく

る。そんなふうに困りごとを「発見する」場も大

事なのではないかと思います。ざっくばらんに話

をする中で身体からポロポロと垢が剥がれ落ちる
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ように、重荷だったところが言葉になって相談が

でき解決につながることがあります。肩ひじを張

らずに自由に話せるということも大事だと思いま

す。

■ 若尾　それから、相談員の方に聞くと、理路

整然と「私はこれに困っているからこんな相談が

したい」と明確に問い合わせをされる方は本当に

まれで、実際は最初に切り出した悩みではないと

ころに問題があることが多いそうです。相談を通

じて問題を整理していくのも相談員の得意なとこ

ろです。

　なんとなく不安だ、心配なことがある。具体的

な相談はないけれどがんにかかっていて心配だと

いうようなことでも、相談員と話をしながら自分

の問題を見つけることもできると思います。です

から、相談に行くというより、お話に行くような

気持で使っていただければと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。やはり誰かに

鏡のようになって聞いてもらううちに、なんとな

く問題が整理されて、高山先生が言われたよう

に「ポロポロと垢が落ちる」のかもしれません。

それは相談員ではなく家族や友人でも、信頼して

いる人に話を聞いてもらうことでも良いのかもし

れませんね。若尾先生、高山先生、本日は大変あ

りがとうございました。がん情報サービスや全国

の相談支援センターが、みなさまにとって今まで

よりも少しでも身近な存在になれば良いと思いま

す。
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原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

再発患者の心のケア及び治療の選択方法等のセミナーがあれば嬉しい。

がん情報サービスが、これほど情報があると思いませんでした。よく、見てみたいと思います。
がん情報サービスは以前から知っていましたが、10年前に比べてコンテンツも充実し、また使いたいと思いました。

先生や、看護師、患者の立場からの講演もあればいいです。

たまたま中央病院のロビーで目にして参観を申し込んだが患者仲間は誰もこのセミナーを知らなかった。もう少し認知度を上げて
いただいても良いのではと思う。

がん情報サービスの詳細・使い方について、良く分かった。がんを正しく知る、治療法について、信頼できる情報リソースの大切さ
が分かった。

宣告された時に辿り着けなかったのが残念でなりません。情報が多すぎて間違った情報に心を乱されているがん仲間を知ってい
ます。最後は自分の判断になりますが、正しい情報を見極める力をつける事が大切だと改めて気づかされました。

もう少し、詳しい事を、聞く為に情報センターを、利用させて頂きたいです。

参加申し込みした方向けに、内容の動画配信はありますか。もし、あると・・・たすかります！！

様々な取組みをされており、勉強になりました。また、患者、家族の方の声も聞けて良かったです。ありがとうございました。

サプリメント、代替治療についてのセミナーを開催して頂けないでしょうか。お願いします。

具体的に、1つのがんの症例を取り上げ、がん情報サービスを活用した、情報の集め方を提示する内容のセミナーがあれば参加
したい。

質問にもありましたが今一番腐心しているのは病気の種類に関わらず医師とのコミュニケーションの取り方である。経験豊富、優
秀な医師でも対話が得意でない場合、自分の状態を説明し、どうしたいのか理解してもらうのがとても難しい。相談支援センター
等でお話させてもらっても結局自分が医師に働きかけるしかない。このテーマをとりあげてもらいたい。

インターネットの情報にふりまわされることが多いので今日のセミナーはとても参考になりました。
色々な活動をして頂いてますが、まだまだ一般の方は知らない情報ばかりです。私なりに広めていきたいと思いました。

小児がん関係の勉強会も開いてほしいです。また就労の勉強会をしてほしいです。

ホームページは活用していましたが、こんなに情報が充実しているとは思いませんでした。まわりに情報が必要な人がいたら、こ
のホームページを伝えたいと思います。とても、ありがたいサイトです！

さっそく「もしもがんと言われたら」を拝見しました。患者目線のとてもすばらしい内容ですね。とても感激しています。「ご家族、ま
わりの方へ」も同様で、患者や家族が知りたい情報だと思います。ぜひともパンフレットを全国の病院に配って、「がんと言う時」に
主治医から渡してほしいです。

参加者の感想（自由記述）

がん情報サービスは時々見ていましたが、ここまで細かい情報が得られることは今日知りました。これから、時間のある時にじっく
り読んでいきたいと思います。

医療否定本に対する見解（冊子）・免疫療法にだまされないためにの（冊子）を要望します

データが沢山あると安心ですが、馴れていないなどITリテラシーの問題があると思いました。

情報の集め方など参考になったが、受けてみたい治療にたどり着く手段を教えてほしい。病院内の掲示板のセミナーの資料を後
日求めたらその勉強会自体を把握してなかった。院内で情報を共有してほしい。

アナログ人間ですが、様々な情報を手にする事ができると知り、一歩踏み出してみようかと思います。国立がん研究センターには
全ての人がアクセスできるので、相談支援も受けられることは理解できますが、国がんの患者さんの方が有利かな・・・。拠点病
院と一般病院との差を感じます。私が利用している病院にも「がん相談外来」ができたものの、専門・認定看護師の更新のための
活動かなという気もします。

沢山の情報が入っているがん情報サービス、何でも相談できるがん相談支援センターにとても安心しました。

がん情報サービスのイメージをつかむことができました。資料の文字が少し小さかったことと、参加者が多く、座席によっては前の
方の頭でスライド（今、どのあたりを説明されているのか）がほとんど見えないので、細かい部分でついていくのは少し難しかった
です。

55.0% 21.0% 3.0% 12.0% 23.0%

受付登録者（100名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

64.0% 33.0% 3.0%
性別 男性 女性 未回答

6.0% 11.0% 36.0% 32.0% 12.0% 3.0%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

53.6% 33.3% 1.4%

0.0%

13.0%
オープンセミナーの感想（複数回答） とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答

62.3%
15.9%

2.9%
4.3%

13.0%
8.7%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

36.2%

11.6%

7.2%

43.5%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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