
　みなさん今晩は。第 17 回公民館カフェを始め
させていただきます。国立がん研究センターがん
対策情報センターがんサバイバーシップ支援部の
高橋です。今日もよろしくお願いします。
　「公民館カフェ」のリピーターの方はどのくら
いいらっしゃいますか。けっこうおられますね。
1 月の第 16 回オープンセミナーは、「統合医療
は信用できるか～信頼できる情報の探し方～」と
いうテーマでしたが、そこにご参加の方はどのく
らいいらっしゃいますか。まあ、随分たくさんい

らっしゃいますね。
　がんサバイバーシップ支援部は 3 種類のオー
プン参加のプログラムを開いています。ひとつが

「オープンセミナー」、もうひとつは「公民館カ
フェ」。3 つめが「ご当地カフェ」という、この「公
民館カフェ」を首都圏以外の土地に出前している
イベントです。
　先日の「オープンセミナー」は、先生の講演の
後、ザックバランに質疑応答をするという形でし
た。今日の「公民館カフェ」は、テーマが学術的
なものからやや暮らし目線にシフトしています。
最初の 1 時間、早川先生にお話いただきます。
その後、お茶を飲みながら 30 分のカフェタイム
があります。その後に、本日は 8 グループですが、
それぞれのグループから、話し合ったことについ
てご発表をいただきます。それをホワイトボード
にまとめながら、感想を共有する感じです。
　こうした交流できる時間はあるようでなかなか
なく、「公民館カフェ」のウリは、色々な人が集
まるということです。毎回、半数ぐらいは、実際
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にがんの治療をお受けになっている方、あるいは
そのご家族の方です。残り半数は医療者、企業の
方、行政の方、メディアの方など色々です。国立
がん研究センターの関係者も参加します。重複回
答があるのですが、今日は、ご本人・ご家族が 4
割ぐらい。医療者が 2 割。メディア関係者、企
業関係者、がんセンター関係者がそれぞれ 1 割、
行政も 4％です。ふだんは接点が少ない方とも「情
報」というネタについておしゃべりをしていただ
きたいと思います。「立場が違うと、見えるもの
がこれほど違う」という発見になると言う方も多
いです。
　資料の確認をいたします。パワポの資料と『が
んのことならがん情報サービス』『知れば安心 が
ん情報』という冊子、さらに がん研究振興財団
が出している『情報とがん』という冊子と、アン
ケートになります。

　本日のスピーカーの早川雅代先生をご紹介しま
す。早川先生は、がん対策情報センターのがん情
報提供部医療情報コンテンツ室に所属され、そこ
の室長でいらっしゃいます。この部署はまさに国
立 が ん 研 究 セ ン タ ー の「 が ん 情 報 サ ー ビ ス

（ganjoho.jp）」を作っている総本山で、日夜、
一生懸命コンテンツを作ってくださっている先生
です。
　みなさんは「がん情報サービス」のことはご存
じだと思いますが、今日は、それがどのように作
られ、更新され、そこにどのようなご苦労や工夫
があるかという裏話も含めて、なかなか表には出
ない内容を 1 時間しっかりお話いただこうと思
います。
　色々なご質問があると思うので、最後のまとめ
の時間にお受けします。それでは早川先生よろし
くお願いします。
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はじめに

　今日は、みなさんとお話できることを楽しみに
して参加させていただきました。どうぞよろしく
お願いいたします。
　本日は、大きく 4 本立てでお話をさせていた
だきます。「ネット情報との付き合い方」という
テーマですから、まず「1．インターネットとは」
と「2．医療情報とは」のお話、次に両方をあわ
せた「3．ネット情報とは」のお話、その後に「4．
ネット情報との付き合い方」についてお話したい
と思います（スライド 1）。

1．インターネットとは

①インターネットは便利
　昔は情報をやり取りするのはフェイス to フェ
イスだったと思います。それが 1990 年代ごろ
からやっと携帯電話での情報交換が始まり、
2000 年ごろからインターネットが使われるよう
になりました。まだインターネットが普及してか
らは 20 年ぐらいしか経っていないですが、とて
も便利です（スライド 2）。

スライド２　インターネット (ネット）は便利！！

②�がん情報の収集にも多くの人がネットを使って
いる

　しかし今は、ネットを使っている人は 8 割を

早川　雅代
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スライド１　�ネット情報との付き合い方～その情報、信頼
できますか？～
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超えていて、若い人はほとんどの人がネットを
使っています。そして多くの人が、スマートフォ
ンを使っています。
　がん情報を探すということに関してもインター
ネットを使う方が非常に多くなってきていて、特
に「60 歳以下」の方で多いようです（スライド 3、
4）。

③ネットに情報を出す人には、目的がある
　色々な方がこのインターネットに情報を出され
ていますが、どういう目的で情報を出しているの
でしょうか。スライド 5は、インターネットに
情報を公開する人や組織を示したものです。国や、
私どものような国立機関、医療機関、企業、そし
て NPO 法人や個人の方など色々な機関・組織や
人が情報を出しています。
　インターネットには、色々な目的があって情報
が出されていると思われます。SNS で情報を発
信するのは簡単ですが、インターネットに情報を
出すには、ホームページをきちんと立ち上げて発
信する必要があり、ある程度の労力がかかります
から、そこには様々な目的があると思われます。
やや意地悪目線で、ネットに情報を出す際に裏に
秘めているかもしれない目的を書かせていただき
ました。医療機関であれば、受診患者さんを増や
したい。企業であれば患者さんを増やして自分た
ちの薬を使う人をもっと増やしたいといった気持
ちがあるのかもしれません。個人の方などは、有
名になりたいから出しているのかもしれません。
このような裏の目的も疑ってみて、営利目的では
ないか、お金をもらっていないかなどについて、
たとえ情報を出しているのが有名大学の先生で
あっても、私ども元国立がん研究センターの先生
であっても、考えてみることが必要だと思います。

スライド 5　ネットに情報を出す人の目的は？

スライド 4　�年齢別インターネット（がん情報サービス以外
の利用率）

スライド 3　がんの治療法や病院についての情報源
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④�ネット検索結果の上位のものが良い情報とは限
らない

　みなさんはどのようにネット検索をされていま
すか。「ググって」いる、つまり Google 検索を
されている方がほとんどではないでしょうか。こ
の Google 検索で出てきた結果をみなさんはど
のような順番でご覧になりますか、ちょっと手を
あげてみてください。いちばん上をクリックする
方、2 番目、あるいはタイトルを見て引きつけら
れるものからでしょうか。タイトルは多いですね。
広告を避けてその次からという方はどうですか。
これも多いですね。本日は優秀な方が多いようで
す。今日の私の話は必要ないかもしれませんね（ス
ライド 6）。
　最近ですと、本庶先生のノーベル賞受賞の
ニュースにより「免疫療法」で検索された方がい
らっしゃると思いますが、今は Google で「免
疫療法」で検索すると、いちばん上には広告は出
ません。
　しかし「免疫療法　オプジーボ」で検索すると
広告がいちばん上に出てきます。Google 検索で
は普通は広告がいちばん上に出ます。Google 社

スライド 6　ネットの検索結果はどの順番で見ますか？

スライド 7　「免疫療法　オプジーボ」で」検索すると・・・

スライド 8　検索結果は機械が常に解析している

にて「免疫療法」で広告を
いちばん上に表示すること
への社会的影響を考えて対
応されたのではないかと
思っています（スライド
7）。
　ネットでの検索結果は裏
で機械が常に解析をしてい
ます。スライド 8は、「が
ん情報サービス」のデータ
を Google 社が解析した
ものです。このようにどの
ようにサイトを見ているか
ということがリアルタイム
で解析されています。
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（スライド 9）。
　このような場合によっては健康被害につながる
営利の会社の情報を避けるために私どもはヤフー
社と連携させていただき、Yahoo 検索では、私
どもの「がん情報サービス」の画面がいちばん上、
広告よりも上に表示するようにしていただいてい
ます。ただこうした取り組みはまだほんの一部で
す（スライド 10）。
　もうひとつみなさんお気づきかと思いますが、
たとえば私と高橋先生で同じ単語で検索しても、
違う検索結果が表示されるようになってきまし
た。これは先ほどご紹介したように裏で解析が
ずっと行われていて、その人が以前、何を見たか
ということによって検索結果を変えているので
す。したがって、今後はネット検索をした時にい
ちばん上に出てきているものが本当に良い情報か
ということをより考えていく必要が出てきます

（スライド 11）。
　「1．インターネットとは」のまとめはスライ
ド 12です。

スライド 9　検索結果で上位に表示されるのは？

　このような解析をもとに、検索結果は表示され
ています。何が上位に表示されるかについては、
企業秘密で正確には分からないのですが、通常は
まず広告、その次はよく見られているページ、訪
問されやすいページの順に表示されているようで
す。この表示のしくみを利用して、上位に表示す
るための仕掛けを考える（SEO 対策）専門の業
者がいます。この対策がされているページが上位
に上がってくると言われていますので、営利の会
社の情報が上にきやすいということになります

スライド 10　国立がん研究センターとヤフーの連携
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2．医療情報とは

①医療情報ではなかなか断定表現はできない
　まず最初に医療は不確実なものだということを
理解しておくとよいかと思います。
　医療において、治療効果が 100％ということ
はないですし、0％ということもありません。臨
床試験でよく行われることですが、スライド 13
のようにまったく同じように見えるカプセルの片
方を、薬が入っている方かどうかは分からない状
態で飲んでいただきます。入っていないカプセル
を飲んだ方でも効く方はいます。また入っていな
いものを飲んでも副作用が出る人もいます。医療
というのはその人によっても変ってくるので、な
かなか断定表現はできません。そのため、正確な
情報はかえって歯切れが悪い表現になってしまう
ことがあるのです。

スライド 11　�ネット検索の表示情報が個人別になってきて
いる

スライド 12　「1．インターネットとは」まとめ

スライド 13　医療は不確実なもの

②エビデンス（科学的根拠）にはレベルがある
　医療が不確実なものであるとしても、できるだ
け効果があると分かっている治療を受けたいもの
です。やや専門的な用語になりますが、科学的に
できるだけ効果があると分かっている証拠がある
ことを「エビデンス（科学的根拠）がある」と言
います（スライド 14）。
　このエビデンスというのは、私どもが情報を作
る時にもいちばん重要なキーワードになっていま
す。このエビデンスは低いものから高いものまで
あります。いちばん低いのは試験管での研究です。
その次に動物で、さらに人で研究がなされます。
人での臨床試験の中でもエビデンスのレベルは低
いものから高いものまで色々です。エビデンスは

スライド 14　エビデンス（科学的根拠）とは
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ひとつの研究だけでは分からないので、多くの研
究をまとめて検証し、その結果がどうであったか
によってエビデンスが高いかどうかが決められて
いきます（スライド 15）。
　エビデンスに基づいて医療を行っていきましょ
うというのが、今の流れです。このエビデンスに
基づく医療というのは、ただ科学的に非常に良い
からということだけで治療をするのではなく、受
けられる患者さんの希望や、置かれている状況な
どに、専門的な知識を重ね合わせて行っていくも
のです（スライド 16）。

③�エビデンスに基づくいちばん良い治療（標準治
療）は診療ガイドラインとしてまとめられてい
る

　このエビデンスに基づく医療を支援するために
診療ガイドラインというものが作られています。
診療ガイドラインは先述したようにたくさんの研
究を集め、それを検証し、多くの専門の先生方が
集まり、議論をして、そこに患者の方も加わりな
がら作られていくものです（スライド 17）。
　スライド 18のような『胃癌診療ガイドライン』
や『乳癌診療ガイドライン』などが作られていま
す。これは医療者向けに出されていますので、内
容的には私どもが読んですぐに分かるものではあ
りません。現在、がん領域では約 70 種類ぐらい

スライド 16　エビデンス（科学的根拠）に基づく医療

スライド 15　エビデンス（科学的根拠）のレベル スライド 17　�エビデンスに基づく医療を支援するための診
療ガイドラインの作られ方

スライド 18　［医療者向け］診療ガイドラインなど
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④�信頼できる情報をつくる
にはかなりの時間と労力
がかかる

　そのような状況の中で、
私どもはスライド 20や
21のような形で「がん情
報サービス」として患者さ
ん向けの情報提供をさせて
いただいています。
　「がん情報サービス」で
は、医療者の方とお話をし
ながら、診療ガイドライン
などの専門家向けの情報な

スライド 19　［患者向け］診療ガイドラインの解説など

スライド 20　がん情報サービスの患者・市民向け情報

スライド 21　信頼できる情報を分かりやすく：「がん情報サービス」サイト

のガイドラインができていて、毎年増えてきてい
ます。診療ガイドラインを作るのは非常に大変と
のことですが、各ご専門の先生方が非常に頑張ら
れていらっしゃり頭が下がる思いです。この診療
ガイドラインに載っているものは、エビデンスに
基づく、今の時点でいちばん良い治療（標準治療）
だと言われ、これらは公的保険で受けられるもの
になります。
　この診療ガイドラインが患者向けにあれば、私
たちも分かりやすいのですが、現時点では、がん
領域では患者向けに書き下ろされたものは 9 種
類ぐらいです（スライド 19）。

どを患者さん向きの言葉に置き換えて情報を作っ
ています。みなさまが先生とお話をしていただく
時の助けになる、そして先生方とみなさまをおつ
なぎするような情報を作りたいと思って活動をさ
せていただいています。
　ここからは、本日高橋先生からいただいたお題
であるがん情報サービスの舞台裏についてお話さ
せていただきます。
　「がん情報サービス」は現在 18,000 ページほ
どあります。膨大なページ数です。データベース
から出している情報も含まれていますから一般の
方に向けたページは、1,500 ページぐらいです。

9ネット情報との付き合い方～その情報、信頼できますか？～ 　
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ビス」の情報提供の手順を紹介したものです。左
から右に向って順番に情報を作成させていただい
ています。いちばん早くできてもひとつのコンテ
ンツで半年ほどかかります。長いものでは 3 年
もかかっています。正しい、信頼できる情報を作
るにはこれくらいかかるのだということを知って

そうは言っても 1,500 ページは大変な量です。
　医療の情報はどんどん新しくなりますから、3
年に 1 回ぐらいは更新が必要ですが、なかなか
追いついていないのが現状です（スライド 22）。
　なぜ追いつけないのかという舞台裏のお話をさ
せていただきます。スライド23は「がん情報サー

スライド 22　がん情報サービスの閲覧数と更新状況

スライド 23　「がん情報サービス」における情報提供の流れ
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いただけたらと思います。
　スライド 24はスライド 23を図示したもので
す。左上にあるように、まずエビデンスを確認し
ながら情報収集をし、精査をしてから情報を執筆
します。執筆したものに関しては、がん情報サー
ビス編集委員会で査読を依頼していいか、原稿自
体の方向性が間違っていないかという議論をまず
します。議論のうえ書き直したものを、専門の先
生や患者、市民の方、がん相談支援センターの相
談員の方、看護師の方など色々な方に査読を依頼
します。ここでまたこの表現は良くないというこ
となどで私どもの方に戻され、そういうやり取り
を何度かして原稿を作成していきます。ある程度
情報がフィックスすると、校正、校閲を何度も繰
り返します。ひとつひとつの図表などには著作権
がありますから、使用許諾を正式に文書でお願い
をしていきます。その際に患者さん向けに分かり
やすく書き下した部分についての変更の依頼もあ

り、さらに原稿に手をいれていくことを繰り返し、
最終的に原稿を仕上げています。その仕上がった
原稿をまた編集委員会にかけ、それからみなさま
のお手元に届けるという形をとっています。
　先ほどお話した 6 ヵ月～ 3 年の内、いちばん
長い 3 年かかったのは免疫療法のページです。
この最初の原稿は、査読をしてくださった専門家
の先生にまったくだめだと言われ、全面的に書き
直しました。その後も、何度も書き直し、本当に
どれだけ原稿が変ったか分からないといった状態
で仕上がったものです。このようなことが私ども
の舞台裏になるのでしょうか。
　「2．医療情報とは」のまとめはスライド 25で
す。

3．ネット情報とは

①ネット情報は溢れ、誤った情報が増えている
　「ネット情報とは」というお話をさせていただ
きます。今はインターネットだけではなくてテレ
ビや書籍など色々な情報があり、みな情報に溺れ
ています。私も溺れています。
　調べれば調べるほど何だか分からない、何を信
じたらいいのだろうかと思うのは、たぶんみなさ
ん同じ気持ちなのではないかと思います（スライ
ド 26）。
　スライド 27は平成 30 年に厚労省から公表さ
れた第 3 期がん対策推進基本計画に書かれたも
のです。そこに「科学的根拠に基づいているとは
いえない情報が含まれていることがあり、国民が
正しい情報を得ることが困難な場合がある。」と
あります。国もこうしたことを認識しているとい
うことです。
　誤った情報例としては、2016 年にディー・エ
ヌ・エーという会社のヘルスケアの情報まとめサ
イト「WELQ（ウェルク）」がネット上で炎上し、
サイトがすべてクローズとなったという騒動があ

スライド 24　「がん情報サービス」における情報の作成

スライド 25　「2．医療情報とは」まとめ
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スライド 26　�ネット情報の現状：信頼できる情報が分から
ない

ります。
　その際には「専門家による監修のないまま、根
拠が不明確な医療関連記事を載せていた…」こと
から非常に叩かれました。たとえば「肩凝りは幽
霊が原因のこともある」ということをまことしや
かに、他の間違っていない情報の間に混ぜて書い
てあったようです。そうすると、そのような情報
を本当かなと思う人も出てきてしまいます。
　このようなことも受けて 2017 年 12 月に
Google 社は医療に関する検索結果を改善する取
り組みをされました。医療従事者や専門家、医療
機関等から提供されるような、より信頼性が高い
有益な情報は、検索結果の上位に表示されるよう
になりました。
　この Google 社の試み、そしてヤフー社との
連携もあり、検索結果が変わり「がん情報サービ
ス」へのアクセスが非常に増えました。それは裏
を返せば、今までは広告や、あまり見ない方が良
い情報を見られていた方が多かったのだと考えら
れます（スライド 28）。

スライド 27　�現在のがん情報提供の領域で問題となってい
ること

スライド 28　「がん情報サービス」へのアクセス数の推移
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②�ネット情報の広告規制は見直され、監視も始
まったが…

　ここまではネット情報の現状の話をさせていた
だきました。誤ったと言いますか、見ない方がい
い情報はなくしてくれればいい、インターネット
にあること自体がおかしいとみなさん思われると
思います。
　実は、2018 年 6 月にネット上の医療情報に
関する法律が変わりました。もともと広告規制は
ありました。スライド 29の左が昔のものです。
医療機関は看板などで、むやみに自分たちの宣伝
はできませんでした。ただ Web サイト上に関し
てはとくに規制がありませんでした。その理由は、
インターネットは患者さんも含め私たち自身が自
分たちで探しに行くもので、向こうからプッシュ
されてくるものではないから規制の対象外とされ
ていました。つまり、ホームページやインターネッ
ト上の医療情報には規制がなかったのです。
　しかし、医療上の問題が起きていることからこ
の法律が施行されることになり、Web サイトに
関しても虚偽内容をうたっている時には罰せられ
ることになりました。
　スライド 30はどのようなことが規制されてい
るかをお示ししたものです。未承認の医薬品や、

「絶対に安全な…」、あるいは「最高の…」や「日
本一…」などをうたった広告は規制対象です。「知
事の許可を取得した病院です。」なども誇大広告
にあたります。こういうようなことが書いてある
ものは、規制されることになりました。
　なお、体験談に関しては、医療機関が自分の病
院で治療を受けた人の体験談を載せることは規制
されましたが、個人の方が自分の体験談を載せる
ことについての規制はなされていません。
　この規制に関しては 2017 年 8 月から監視も
されるようになっています。医療機関ネットパト
ロールというものが厚労省の指導で行われていま
す。ここには私たち、誰もが通報できます。この

ネットパトロールでは、かなりの件数の通報があ
り、対応がなされていることが報告されています。
　しかし、対応しなさい、直しなさいという指導
を受けたところは、その指導を受けた内容を違う
形で、顔を変えて出してくるので、結局イタチごっ
こだという話も聞いています。誤った情報を駆逐
するのは非常に難しいことだと思います（スライ

スライド29　誤った情報はなくせる？ネット情報の広告規制

スライド 30　�医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療
所に関する広告等に関する指針（医療広告ガ
イドライン）：禁止される広告について
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ド 31）。

③ネット情報の認証もあるが…
　それならば反対に良い情報、正しい情報にラベ
ルを付けて教えてくれればいいのにと思われるか
と思いますが、その取り組みもされています。
HONCODE というのは世界的にも古くから使わ
れているもので、インターネット上の情報の認証
を行っています。日本でも e ヘルス倫理コード
というものがあります（スライド 32）。しかし、
残念ながら、すべてのインターネットのサイトに
なされているものではなく、認証を得たいという
企業や病院が自ら取得するものなので、すべての
良い情報に付いているものではありません。さら

スライド 31　医療機関ネットパトロール

スライド 32　��正しい情報にラベルをつけられる？：ネット
情報の認証

スライド 33　「3．ネット情報とは」まとめ

に、この認証は、プライバシーに配慮し、勝手に
個人情報を使っているものではないということを
主に審査するもので、内容に踏み込んだものでは
ありません。
　「3．ネット情報とは」のまとめはスライド 33
です。

4．ネット情報との付き合い方

　4 つのことをお話させていただきます。

①�「自分のこころの状態を知っておく」「わざと
疑う！」

　まずひとつめですが、今必要な情報は何かを考
えて、今自分がどういう状態か、何を信じたらい
いのか、何に迷っているのか、何かしたいと思っ
ているのか、他の人はどうしているのかというよ
うなことをまず考えるということです。嫌な言い
方ですが、騙す人はやはりいるのです。私たちは
信じたいものがあればやはり信じます。良いこと
が書いてあれば、まちがっているかなと少し思っ
ても信じたい気持ちになります。そういうことを
自分の心に問いかけながら、わざと疑ってみたら
どうかというのが私からの提案です（スライド
34）。
　そうした心の状態を知りながら情報を見極めて
いくことが大事だと思います。残念ながら、正し
いネット情報は空から降ってくるわけではありま
せん。私たちが自分で探して、本当に良い情報か
どうかを見極めていくしかないと思っています。

14 Ⅱ　公民館カフェ・第 17 回
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ド 35にある 3 点を見るこ
とをお勧めします。いつ作
られた情報か。誰が作った
情報か。何を書いてあるか。
これぐらいでしたらパッと
見て確認できるのではない
でしょうか。

②�いつ、だれ、なに（研究
対象、情報源）を確認し
てみる

≪「いつ」を確認してみる≫
　いつ作られたのかは何よ

スライド 34　自分のこころの状態を知っておく

スライド 36　いつ作られた情報か？

スライド 35　情報の見極め方：いつ？だれが？なにを？

りも大事だと思っています。スライド36には「約
3 年を目安に」と書かせていただきました。しか
しこの目安は非常に難しいと思っています。先ほ
どご紹介した診療ガイドラインでは 4 年を目安
に作りましょうとなっているそうです。ただ『肺
癌診療ガイドライン』では 1 年ごとに更新をさ
れているような、医療情報はどんどん新しく進歩
していっているものです。ですから、おおよそ 3
年ぐらいを目安にして、それよりも古いもの、た
とえば 10 年前の情報などは、最初から見ないと
した方がいいと思います。
　スライド 37では更新日が書かれています。い

スライド 37　いつ作られた情報かの調べ方

情報の見分け方については、色々な観点がありま
すが、なかなか全部はできないので、このスライ

15ネット情報との付き合い方～その情報、信頼できますか？～ 　
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責任を持つことができる組
織の情報』を見ていきたい
ものです。個人の情報しか
な い 場 合 に は、2 人 や 3
人というように少しでも人
数が多いものを見たいもの
です。
　この「だれが」の見つけ
方ですが、いちばん下に「こ
のサイトについて」という
ページへのリンクがあり、
情報提供者が何者かについ
て書かれていることが多く
なってきました。まずそこ
を見るといいと思います。
その情報に責任を持とうと
思っている組織の場合に
は、私たちはどういうもの

つ作ったものかということを配慮しているページ
は、いちばん上の右側や画面をスクロールしてい
ちばん下に、作成日が書かれていることが多いで
す。まずページを開けたら「いつ」がどこに書い
てあるかをスクロールして調べてみるのがいいと
思います。

≪「だれが」を確認してみる≫
　その次に確認するのは「だれが」です。これも
大事です。これは医療の専門家でなくても分かる
ことです。企業が出しているのなら、販売目的で
お金もうけのために出しているものかもしれませ
ん。個人のものであれば、もしかしたらその先生
には COI（利益相反）があるかもしれないといっ
たことも考えることが必要です（スライド 38）。
　もし公共の情報があれば、その方が良いと思い
ます。見極めるポイントは、やはり『個人の情報
よりは、部署や組織の情報であること。そしてよ
り公式なものの方がより信頼できる、その情報に

スライド 38　だれが提供している情報か

スライド 39　情報提供者の調べ方

で、どういう目的で情報を提供しているかという
ことが書いてありますので、ぜひ見ていただけた
らと思います。私はネットでページを開けたら、
いちばん上といちばん下を最初に見ることにして
います（スライド 39）。
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≪「なにを」を確認してみる≫
　「なにを」が何よりも難しいです。そもそもそ
の領域の専門の先生でなければ難しいことが多い
と思います。よく分からない時は自分がかかって
いる先生に聞いてみるのが何よりもいいことです

（スライド 40）。

スライド 40　何を提供している情報か

ａ 研究対象は？
　そうは言っても少しは自分でも見ていきたいと
思います。その場合に見極めやすいものをあげて
みました。まずは研究対象は何かです。効果があっ
たという時に、まずは、細胞の話なのか、動物の
話なのかといった、どのようなレベルでの研究か
を見るとよいと思います。新聞などマスコミの情
報は、新しい研究について情報を流すことが多く、

私たちはそういうものに飛びつきます。しかしよ
く考えてみると、これは動物で効果があっただけ
だということで、人で効果が認められたわけでは
なく、まだまだ先は長いということが分かります。

（スライド 41）。

ｂ 情報源は？
　もうひとつの「なに」を見極めるポイントは、
情報源は何かです。どこからきた情報かが明示さ
れているかどうかの確認をすることです。スライ
ド 42ではこの図の情報源を明示しています。こ
のようにどこからの情報かが書かれているサイト
はより信頼できます。

スライド 42　情報源は明記されているか

ｃ 表現に注意する
　大きく 3 つのお話をさせていただきました。
そのようなことは前からやっているという方も多
いと思いますが、より情報を見極めるためのポイ

スライド 41　研究対象は誰かを考える
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ｄ 広告でないかを疑う
　広告でないかを疑うことも大事です。良いサイ
トでは、広告の場所を情報の部分と区別して表示
しています。一方で、普通の文章で正しい内容が
書かれているサイトで納得できると思って、見て
いくと文章の間に「海外医薬品個人輸入代行サー
ビス」のぺージに誘導されるといったサイトがあ
ります。先ほどの認証の規程の中にもそうしたこ
とが挙げられています。広告ときちんと区別して
情報を出しましょうとなっています。

ｅ �ブログや体験談は書いた人の特有の情報であ
ると思って読む

　ブログや体験談は非常に分かりやすく、読んで
みたい、自分に合うものを探したいという気持ち
はあると思いますが、書かれている情報はその人
独特の情報であるかもしれないと思って読むのが
大事だと思います。スライド 44に例が挙げてあ
ります。「ブログにある患者さんが、ハーブティー
を毎日飲んだらがんが小さくなったという書き込
みをした。実際には、標準治療をした患者さんだっ
たが、そのことは書いていなかった。」というこ
とがあったそうです。ブログにはしっかり標準治
療をしたということは書かれず、ハーブティーを
毎日飲んだということしか書かれていません。ブ
ログだけを読んだ私たちには本当のところは分か

ントとして、もしできればこういうこともという
ことをスライド 43で少し挙げさせていただいて
います。「こういう表現があったら注意する」と
いうのはみなさんでもできると思います。まず断
定表現です。先ほど医療情報は不確実であるとお
話しました。断定表現をしているものは怪しいと
思うのがいいと思います。医療では、本当に正し
いことを伝えようとすると「そうかもしれない」
という表現になるのが普通で、そちらの方が本当
だと思います。
　惹きつける言葉も注意が必要です。「あきらめ
ない」「体に優しい」という言葉は非常に惹きつ
けられます。このような言葉がうたわれているも
のは、怪しいと思ってみるのがいいと思います。
　また、広告の規制がなされたことによって色々
な情報をネット上に出せなくなりました。そこで

「無料相談会にどうぞ」とか「無料がん相談をし
ます」というサイトが出てきていて、相談に行く
と効果があきらかでない高額の自由診療を勧めら
れることがあるという話もきこえてきています。

「無料」には惹きつけられますが、気をつけてい
ただけたらと思います。
　もうひとつ大きい見極めのポイントは、他の情
報と比べてみるということです。1 つの情報だけ
ではなく色々なものを見てみると、言っているこ
とが違うというようなことか分かります。それで
も正しいかどうかの把握が少しはできます。

スライド 43　もっと情報を見極めるために

スライド 44　�ブログや体験談は書いた人の特有の情報であ
ると思って読む
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スライド 47です。

まとめ

　スライド 48は、全体のまとめです。インター
ネットは便利で多様な情報を得られますから色々
な特性を知りつつ利用していきたいものです。そ
の際には、検索結果のいちばん上や、上位にある
サイトが良い情報とは限らないということをいつ
も念頭においておくことが大事だと思います。
　それからエビデンスにはレベルがあるというお
話をさせていただきました。エビデンスに基づく
情報を作るには、時間も労力も非常にかかります。
したがって安易に 1 万ページ、2 万ページがど
んどん作られていくページはやはり少し怪しいと
思っていただくことも大事だと思います。
　ネットには誤った情報が増えてきています。し
たがって見つけた情報が信頼できる情報であるか

スライド 46　がんに関して信頼できるサイトの例

スライド 47　「4．ネット情報との付き合い方」まとめ

りません。そのようなこともあると思って読むこ
とが大事だと思っています。

ｆ 家族は見守ることも大事
　もうひとつご家族の方に、私どもが作成した『家
族ががんになったとき』という冊子も含めてご紹
介させていただきます。この冊子を作った時には
色々な方からお話をおうかがいしました。家族に
も色々な情報を探してほしいと言われる方がい
らっしゃる一方で、家族には見守っていてほしい、
何も言わないで静かに側にいてほしいという声も
非常にたくさんいただきました。本日ここにお越
しの方はインターネット情報を探すのが得意な方
だと思いますので、つい探して伝えたくなってし
まうと思いますが、見守るということも考えてい
ただけるとよいかと思います（スライド 45）。

スライド 45　ご家族の方へ

③信頼できるサイトを知る
　「情報との付き合い方」の最後ですが、信頼で
きるサイトを知るということです。がんに関して
信頼できるサイトとして、私たちのものをいちば
ん上に挙げていますが、それ以外にもここに挙げ
たようなサイトを入り口として情報につながって
いくのもいいと思います（スライド 46）。
　「4．ネット情報との付き合い方」のまとめは
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ぜひみなさまにご覧いただけたらと思います。
　ご清聴ありがとうございました。

質疑応答―なかなか更新が追いつかない

■ 高橋　ありがとうございました。まだ少々時
間があるのでお聞きしますが、「がん情報サービ
ス」の解説を作る時の苦労話はそう多くなかった
ようなので、本当にこんなに大変なのだというお
話がもしありましたら少しどうぞ。

■ 早川　苦労と申しますか、更新が追いつかな
いことに困っています。1,500 ページほどある
上に、作成には 1 コンテンツで 3 年ほどかかり
ます。そのため、私たちの少ないスタッフでは更
新が間に合わないのです。3 年間で 1,500 ペー
ジ更新するということは、毎年 500 ページ更新
することになります。実際は、私どもは 100 ペー
ジも更新できていない状態です。

■ 高橋　どうもありがとうございました。私た
ちのサバ部はお隣なので、いかにがん情報提供部
が頑張っているかをひしひしと感じています。情
報というのは本当に語りきれない部分もあると思
います。私はかなり昔にネットの専門家の友だち
に、「インターネットって何？」と聞いたことを
覚えています。ずいぶん前ですが、私が大人になっ
てからのことです。これほどネットが盛んになっ
たのは、ここ 20 年ぐらいですから、いかに世の
中が早く変わっているかを実感しています。
　これからカフェタイムに入りますが、情報は
色々な切り口があるので迷ったのですが、〝がん
と情報について…　私が困った／役立った情報

「あるある」〟ということで、こういうことがあり
ましたということをザックバランにお話していた
だけたらと思います。あとは早川先生へのご質問
も大歓迎です。

どうかを見極めていただくことが大事です。「わ
ざと疑ってみる」ということをともにやっていき
ましょう。
　そして最後に、今お話した信頼できるサイトを
知っていただき、私どものがん情報サービスを入
り口情報としてお使いいただけたらと思います。
　スライド 49もご覧ください。
　本日お話した情報の見極め方は初級編というこ
ともあり、みなさまの中には物足りないと思われ
た方もいらっしゃるかと思いますが＜健康を決め
る力 http://www.healthliteracy.jp/ ＞・＜「統
合 医 療 」 情 報 発 信 サ イ ト http://www.ejim.
ncgg.go.jp/public/index.html ＞のようなサイ
トではもっと上級のことが書いてありますので、

スライド 49　�ネット以外の情報も含めてがん情報を探すと
きの 5つのポイント

スライド 48　��「ネット情報との付き合い方～その情報、信
頼できますか？～」全体のまとめ
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■ 高橋　みなさまそろそろ
8 時になりますので、それぞ
れのグループからお 1 人ず
つお話いただければと思いま
す。今日は、私はホワイトボー
ドに書く方に専念させていた
だき、サバイバーシップ支援部の土屋雅子先生に
司会を託します。よろしくお願いします。

■ 土屋　よろしくお願いし
ます。30 分間お話をしてい
ただいたと思います。〝私が
困った／役立った情報「ある
ある」〟ですが、各班でこう
いう話が出ましたということ
をみなさんで共有していただきたいので、ご発表
をお願いします。

情報発信のスタンスは昔と変わらない・
人はつながりを求めている

＜グループ発表 1（7班）＞
　早く楽になりたいので、最初にお話します（笑）。
私たちのところでは、「がんと情報」について 2
つの意見が出ました。ひとつはテレビにしても雑
誌にしても、各種媒体が情報を伝える姿勢は、昔

も今もそう変っていない。したがって情報を受け
る側の判断力が今の世の中では強く求められてい
るのではないかということです。色々な著名人が
がんになっています。最近では池江璃花子選手や、
八千草薫さんなどが色々と報道されています。そ
の報道のされ方を見ると、たぶんその根底には大
衆が「悲しい話」を求めているということがある
のだと思います。「悲しい話」としてみなさんに
お伝えしますという、情報を伝える側のスタンス
が根底にあるのではないかと思います。そして実
は、そういう情報を求めているのは、がんになっ
た人や病気を抱えている人ではなく、病気とは
まったく関係がない一般の人たちだということで
す。そういう人たちがワイドショーの延長のよう
な形でそれに接しているのではないか。でも実際
に病気になった人たちは、やはり病気のことは病
気になった人でなければ分からないと思っている
という意見も出ました。
　それから今は SNS やインターネットがどんど
ん盛んになってきています。これからも盛んにな
ると思いますが、同じ課題を抱えて、同じ状況に
ある人たちが、そういうものを通じてつながりを
求めているからではないかという意見も出まし
た。以上です。

■ 土屋　それでは次のグループにまいりましょ

がんと情報について… 
私が困った／役立った情報「あるある」

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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う。

ブログ情報やサプリなども医師に
相談する姿勢は欠かせない

＜グループ発表 2（8班）＞
　8 グループも楽しく話をさせていただきまし
た。出てきたお話を発表させていただきます。ネッ
ト上の情報には色々あると思いますが、患者の立
場からのレアな体験として、同病者のブログなど
を見ているとつい共感してしまうという話があり
ました。同じ病気だと分かり合える部分があるの
で、つい見てしまう。正しいことが書いてあれば
いいのですが、そうではないこともきっとあると
思うので、心理的には非常に支えになったり、助
けになったりする部分があると思うが、判断がや
や難しいというお話がありました。
　一方で、これは私自身の体験でもあるのですが、
ブログで救われた経験があります。私は乳がん罹
患者ですが、治療後数ヵ月して、急に体に痛みが
出ました。その原因が分からず、先生に相談して
も分かりませんでした。ブログを色々と検索して
いる内に、実は同じ症状の方のブログを見つけま
した。その方のブログをどんどん読み進めていき、
そこに書かれていた病名が気になり、自分でもさ
らに調べて論文のようなものを見つけました。そ
れを先生に提出しましたら、そこで初めてその症

状はこれですねということが分かったことがあり
ました。
　ブログの中にはヒントになることもありますか
ら、すべてを否定できるものではないと思います。
ヒントになることもあるという程度のものと理解
しておいた方がいいと思います。ただどちらにし
ても得た情報をきちんと主治医に相談する、ドク
ターに相談することが大切だという話も出まし
た。
　また民間療法についてですが、薬は副作用が出
たり、薬以外の、たとえば放射線治療後のオイル
なども、ものによってもどのように治療に影響が
あるのかが分からないものが多くあります。ある
いはサプリなど、けっこう日常に使用しているも
のは、日常的すぎて、危険かもしれないものとし
て医師に伝えるという感覚がなかったりするので
す。ただそれも実は影響があるかもしれません。
やはりきちんと先生に相談することが重要なの
だ、きちんと伝えることは大事だという話をいた
しました。
　それから、サイトなどを見ているとドクターと
いうだけでつい信じてしまうことがあるというこ
とでした。その時々の気持ちにもよると思うので
すが、頼りたい気持ちの時はどうしてもそういう
思いに駆られることもあるので、確認するすべが
あればいいのですが、そこは安易には信じないよ
うにした方がいいのかなという話が出ました。以
上です。

■ 土屋　ありがとうございました。得た情報を
医師にフィードバックをして相談をし、理解を深
めていくことが大事だというお話だったと思いま
す。それでは 5 班さんお願いします。

自分の心の状況を把握してから
情報を得ること
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＜グループ発表 3（5班）＞
　5 班では、本日の講義をもとに、「信頼できる
情報にたどり着くには」ということで話をしまし
た。そもそも「がん情報サービス」にたどり着け
ないという話もけっこう出ました。おそらく「が
ん」という検索をしないで、自分が罹ったがん種
名で検索をされて、出てきた情報から、そこから
プラスしたキーワードで探っていき、知らないと
ころにたどり着いてしまうという体験がけっこう
あったということです。そこはどうしたらいいか
という答えは出ませんでした。
　もうひとつは情報を見る時に自分の心の状況を
把握しておくことは非常に大事ではないかという
意見が出ました。同じ情報を見ても自分の心の状
況によって受け取り方がずいぶん変ってきますか
ら、自分はどういう情報を求めているかを検索を
する前に明確にしておくことがいいと思いまし
た。以上です。

■ 土屋　次に移る前に「がん情報サービス」に
たどり着けないというご意見がありましたので、
早川先生にどうすればうまくたどり着けるのかを
教えていただければと思います。

■ 早川　申しわけありませ
ん。たどり着けないというこ
とは、私どもの努力が足りな
いということですね。がんの
種類によっては「がん情報
サービス」にたどり着かない
ことがあります。本日ここに来ていただいている
方はたどり着けると思いますが、「がん情報」と
入れていただければ必ずたどり着けます。
　みなさまも色々な方に広めていただけたらと思
います。よろしくお願いします。

■ 土屋　ありがとうございました。それでは次

のグループにお願いします。

人から得る情報に安心感

＜グループ発表 4（2班）＞
　2 班では、私がメモをしていきましたら 16 項
目ほど出てきました。全部お話することもできな
いので、私が個人的に印象に残ったことをお話さ
せていただきます。
　当事者の方は、治療が始まると情報が見えなく
なるということです。情報を見るどころではない。
情報を見ると疲れてしまうという話が出ました。
そういう時はお医者さんや看護師さんに聞く。人
から聞く情報がいちばんホッとするそうです。「私
にいちばん合う情報は何ですか？」と聞き、お話
をうかがって安心したということが紹介されまし
た。
　人とのつながりの話ですが、患者会の仲間との
ラインから情報を得ているということがありまし
た。自分の今の状態はどうかを伝え、大変良い情
報が得られたそうです。
　また、ネットで探していて情報がたくさんあり
すぎて迷ってしまったという話がいくつか出てい
ました。ネットで探して食べ物を購入したのだが、
それは良い物だったのか、どうなのか、迷ってい
るそうです。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。今までのグ
ループと違って購入した食べ物の話題でした。そ
れでは次お願いします。

1 人ではないことを確認できるのは
うれしい

＜グループ発表 5（4班）＞
　4 グループです。そうたいした話はしていない
気がしますが、とりあえずお話します。このグルー
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プでは患者、医療関係者、製薬会社、術後の下着
に関係する人など色々な方がいました。まず患者
から出たのは、先ほども出ていましたが、ついつ
いブログを見てしまい負のループにはまってしま
うことがあったという話が出ました。良いものも
あるのですが、ずっとたどって行ってしまうと厳
しい現実を突きつけられることも多々あるわけで
す。最後の更新がご主人やご家族である時は、大
変グサッと突き刺さってしまうので、やはりある
程度で止めておかないとやや厳しいものがあると
いうことでした。ただサバイバーで、今非常に頑
張っている方のブログもあり、そこから元気をも
らうこともあるという話も出ました。
　自分から発信していく方としては、たとえば製
薬会社でも、下着の関係でも、やはりまちがった
情報は出したくないということです。厚労省の規
制も厳しくなり、企業としては言えない部分もあ
り、情報を発信する側も今はとまどっているとい
うことでした。
　昔は掲示板やメーリングリストがあり、そこで
仲間と情報を共有していました。私が乳がんに罹
患した 10 年ほど前は、掲示板で色々な人の情報
を遡って見たりしました。実際に色々なイベント
の場で、オフ会みたいな感じで仲間と会えたのは
大変うれしかったし、1 人ではないという思いが
そこで大変共有できました。今はアプリもあって
同じ年代の人やどういう状況にあるかということ
で仲間を探すこともできます。これから治療に入
るということを発信すると色々な人から励ましの
声が届くことがあるので、そういうものをうまく
使っていけば 1 人ではないと思えて、元気にな
れるということでした。
　最後に出てきたのは、「女性は強い」という話
でした。女性は「切り換えて楽しもう」という気
持ちになれる。ウィッグについても、爪の手入れ
に関しても、そういう点では男性よりも女性の方
が強いのではないかという意見でまとまりまし

た。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。男性のみな
さんはどう考えるか個人的には聞いてみたいと思
いました。それでは次のグループにお願いします。

ネット情報で標準治療を否定する方に
対するアプローチは？

＜グループ発表 6（3班）＞
　私たち 3 班では、みなさんの情報の取り方に
ついて最初におうかがいしました。ほとんどの方
がネットで探しているということでした。20 年
前からがんに罹られている方は、20 年前もネッ
トはあったけれど、ブログなどというものもない
し、病院のサイトさえない時代だったということ
です。その後、がんに罹られた方がブログなどを
始められ、今は前のグループからも色々と話が
あったように患者さんの体験談がブログで書かれ
ていることが多くなっています。私の母が乳がん
に罹り、その時も同じ抗がん剤を使っている方の
副作用の情報をブログで取っていて、私はこの人
と似ているなとか、2 クール目はこうなるけれど、
私はこうなるのかなという心構えとして使ってい
たことがあります。私のグループでは、自分と似
ているところは見るが、他のところは恐いので見
ないようにしているというように選択的にされて
いる方もいました。
　しかしながらネットには悪い情報もたくさんあ
り、今後の課題としては、有名な先生が必ずしも
良いかと言うと、そうとは限らないということが
たくさんあり、そういう先生方の見分け方と言い
ますか、その先生の話にどれほどの信憑性がある
のかということが、なかなか判断がつかないとい
う話が出ました。中にはネット情報を見て標準治
療を否定する方もいる。きっとネットで見たり、
色々な話を聞いてそういう考えになられたと思う
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のですが、そういう方に対してどのように説得で
はないのですが話をして、正しく標準治療を受け
るようにさせていくには、どう取り組めばいいの
かというところまで話が出ました。そこでどうし
ようかというところで話は終わりました。以上で
す。

■ 土屋　ありがとうございました。それでは次
のグループにお願いします。

マスコミ情報によるがんに良いものへの
接し方について

＜グループ発表 7（1班）＞
　1 班は、話が盛り上がりました。こちらのグルー
プではがん患者は 3 名、それから就労支援をさ
れている方、看護師さん、がんではないけれど病
気になった方がいらっしゃいました。身体に良い
ということを実践されている方もいらしたので、
そういう情報を交換しながら話し合いがされまし
た。
　本日はネット情報の話でしたが、テレビの健康
情報がやたらに増えてきて、某番組で採りあげら
れると、採りあげられたものが翌日にはすぐに売
り切れる。がんに罹っているかどうかに関わらず
あっと言う間にお店からその食品がなくなり、自
分でもそれを食べていましたという話も出まし
た。
　雑誌に出ていたりすると、毎回出ているという
ことは、良いものかどうかの判断はつかないが、
もしかしたら良いものかも分からないなと思って
しまうことがあるということでした。私の経験な
のですが、養命酒を飲んで肝機能が悪くなったこ
とがあります。良いと言われていても、それがそ
の人に合っているかどうかは遺伝子的なものもあ
るのでなかなか分からないと思います。栄養不足
の時代に摂っていれば良かったのかもしれません

が、今は栄養過多の時代なのでそこは少し違って
きたのではという話も出ました。ただその実践を
されている方が前向き、ポジティブにされている
という話はとても勇気づけられます。しかしその
情報を聞く側の気持ちの状況によっては、そこは
非常に左右されるのではないかという話も出まし
た。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。お待たせい
たしました。いちばん奥のテーブルの方がトリに
なります。お願いします。

少ないAYA世代の情報

＜グループ発表 8（6班）＞
　6 班にはサバイバーの方がおられました。自分
のことでは頭の中が真っ白になってしまったが、
家族が病気になると意外に冷静に客観的に見られ
るという話題が共通して出ました。
　私のことになりますが、自分と同じ 30 代と言
いますか、AYA 世代の情報があまりないと思い
ます。私の場合は患者会と言いますか、ピアサポー
トで体験談や、関係する啓蒙活動があったのです
が、そういうものはネット情報ではあまりないの
で、そこが悩みになります。ネットではどれが正
しいのか、どれが偽りの情報かという判断基準が
なく迷ったところがあります。以上です。
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誤ったネット情報はぜひ監視・通報を

■ 土屋　ありがとうございました。すべてのグ
ループから話し合われた内容が発表されたと思い
ます。早川先生に対するご質問でもいいですし、
今お話を聞いて、こう思いましたとか、感想でも
いいので何か話したい人がおられたら挙手をお願
いします。

■ 参加者 A　どうもありがとうございました。
スライド 31（14 ページ参照）の誤った情報を
監視する医療機関ネットパトロールですが、電話
でもメールでも通報できるそうです。これは「イ
タチごっこ」と言われましたが、やはりおかしい
と思ったらバンバン送ればそれなりの効果はある
のでしょうか。

■ 早川　私はその担当ではないので正確なお答
えはできませんが、通報されたものに関しては、
すべて検討されているようです。その効果がある
かどうかについては、先ほどお話した通りで、悪
い会社は、違う方法に見かけを変えてしまうこと
から、効果は分かりませんが、それでも通報した
方がよいと思います。今は通報フォームがあるよ
うなので、そこから通報できるようです。

医療側のネット情報の付き合い方

■ 土屋　ありがとうございます。もう少しお時
間がありますが質問、感想等、いかがですか。

■ 参加者 B　今日はどうもありがとうございま
した。直接この内容についてというよりは、みな
さんのお話を聞いていても思うのですが、がんに
罹患された方とその家族からするといちばん信頼
したいのは、主治医の先生だと思います。患者や

家族の立場でネット情報をどう取り扱うかは話題
になりますが、医師や看護師といった医療側の取
り組みはどうなのでしょう。情報については、患
者と医療者が歩み寄っていく形がいいと思ってい
ます。医療側からももっともっと情報を提供でき
るのかなと思いましたが、医療側のネット情報の
取り扱いはどうなっているのでしょうか。

■ 土屋　それは誰からお答えすればいいでしょ
うか。

■ 高橋　それではどなたかお願いします。

■ 参加者C　私は国立がん研究センターで研修
をしている医師です。ひとつ言えるのは医療者と
いうのは医療の専門家ではあるのですが、情報を
うまく扱えるかということではまったく別物で
す。そこはけっこうスキルによって分かれてくる
ところだと思います。私が心がけているのは、な
るべく客観的に使えるというところです。状況に
よって医療というのは非常に個別性が高いので、
そういう中で客観性を判断してベストの選択をし
ているというのがひとつです。そこで齟齬が生じ
てくることは大いにあります。先生が忙しそうで
聞けなかったということは常にあると思います。
医療現場は余裕がない場所でもあるのですが、い
ただいたフィードバックは糧にしようと考えてい
る医療者は多いと思います。答になっているで
しょうか。

■ 参加者 B　ありがとうございます。

■ 高橋　医療者というのは、医学部の６年間で
どんどんタコ壺に入るように思います。使ってい
る用語などが一般的なものとズレてくる。それに
気づかないことがあるので、「がん情報サービス」
の査読などの時には、内容がきちんと分かる言葉
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で書かれているか、気をつけるそうです。医療者
が「がん情報サービス」を読んで、患者さんにス
ウッーと分かっていただけるような表現を学べる
とよいですね。
　ひとつ質問です。「がん情報サービス」はどこ
にあるかというコメントが印象的でしたが、これ
は「○○がん」の良い情報を知るためには、「○
○がん」という病気の名前だけではなく「○○が
ん、情報」のように、「情報」というキーワード
を入れた方がいいということでしょうか。

■ 早川　「情報」を入れていただくとヒットする
確率が高くなります。○○がんだけだと別のとこ
ろに…。

■ 高橋　「とんでもサイト」が出てくる。

■ 早川　力不足で申しわけありません。

■ 高橋　サイトづくりと運営は本当に大変だと
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日にやっていた健康情報番組のようなものについ
てみんなでワイワイガヤガヤ話したりしますが、
どのような情報を取り、それをいかに自分の生活
の中に取り込んでいくかが大事なのかなと思いま
した。本当に感想のようなものなのですが、これ
でまとめとさせていただきます。ありがとうござ
いました。

■ 高橋　どうもありがとうございました。今日
もあっと言う間に 2 時間が過ぎました。ブログ
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「第17回公民館カフェ」アンケート集計 参加者　58名
平成31年2月15日（金）実施 回答者  41名（回答率　70.6％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

情報とがんの冊子、はじめて知りました。又、情報センターのコンテンツの充実ぶりも知りませんでした。今回知ることが出来てよ
かったです。

サバイバーの美容、ヘルスケア。

考えさせられるカフェでした。又、新鮮な情報を吸収できました。ありがとうございました。

オープンセミナーとの差別化をはかるためにも、話し合いの時間を多くとった方が良いと思う。

がんサバイバー家族の視点から、受け入れと支え方。

今回初めて参加させていただきましたが、活発な話し合いが行われていて、とても面白かったです。普段、みなさんがどういうこと
を見て聞いて考えておられるのか知ることができる、よい機会となりました。

開催に関する希望（自由記述）

もう少し開催頻度を上げて頂けるとうれしいです！！

患者さんの立場からのネット情報への関わり方が聞けてよかった。
がん情報が世に出るまでにどれだけの苦労があるのかがわかりました。本人ががん情報の信ぴょう性を精査できるようになるの
が大切だと思いました。（でも難しい…）ここは安心して話せる場なのでホッとします。ありがとうございました。

グリーフセラピーについて、あるいはそれと行っている臨床宗教師の方の話などをうかがってみたいです。

初めて、公民館カフェに参加させていただきましたが、オープンセミナーとはまた違った、アプローチで参加して良かったです。いつ
もためになるお話を聞かせていただいて、感謝しています。特に情報を検索する際に「自分のこころの状態を知る」事の重要性を
感じました。「今、必要な情報は何か」「いつ」「だれが」「なにを」

意外に当時者以外の参加が多いですね。

がん情報サービスの作成（更新）がいかに大変か、改めて知ることができ、先生方のご苦労が少しだけわかりました。正しいがん
情報を求めている方はたくさんおられるので大変なお仕事とは重々承知していますが、今後も頑張っていただきたいです。

普段は患者会等で患者同志の意見交換は行っていますが、医療者も交えて意見交換を行えたのがとても参考になりました。患
者・家族・医療者と立場が違うと視点も違い、それぞれの視点で1つのテーマを話し合うことは本当に役立つと思います。

がんセンターで、より正確な情報を提供するために、がんばって下さっていることが知れてよかったです。自分の心の状態を考えな
がら、情報を入手していこうと思いました。

検索した時に、がん情報サービスがいつも上位に表示されるので、とても心強く感じています。そのためにYahooなどに協力をもと
められているのですね。ありがとうございます。もっと多くの患者さんに「がん情報サービス」を知ってほしいです。

参加者の感想（自由記述）

ネット検索の状況が、大きく変化していることを知り参考になりました。貴重な情報をありがとうございました。
医療情報に限らず、あふれる情報の中から信じられるものを見きわめる力は必要だと思いました。本日はありがとうございました。

色々な立場の方が参加されていて、多方面の考えがうかがえてとても良かったですし、今まで気付かなかったことに気付けまし
た。患者の家族として、また本人によりそいながらがんばっていこうと思いました。良い機会をいただきありがとうございました。

いろいろな立場の方と少しの時間でしたが、お話しができて貴重な時を過ごせました。検索の仕方も勉強になりました。
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は悪い側面が指摘されがちですが、悪いことばか
りではないというのは、みなさん実感されている
ところだと思います。やはり情報媒体は 1 枚岩
ではないという気がします。できるだけいいもの
選んで読んでいきたいと思います。

　本日もご参加ありがとうございました。今年度
のカフェ活動は本日で終了です。また来年度も
オープンセミナー他、ありますのでぜひご参加く
ださい。今日もどうもありがとうございました。
＜拍手＞
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