
　みなさま今晩は。もう年末で「あっという間」
という感じですが、残りもあと 2 週間です。通常、
公民館カフェは、スピーカーをお招きしてお話を
いただいた後に小グループに分かれてみんなで
ゆっくり話し合い、それを共有するという流れに
なっています。ただ、本日はやや変則です。サバ
イバーシップ支援部が 2019 年 3 月末に公開し
た AYA 世代がん体験者向けの療養支援サイト

「AYA 世代のがんとくらしサポート（https://

plaza.umin.ac.jp/~aya_support/）の作成経緯
をご紹介し、ご意見をいただく会にしたいと考え
ています。サイトの中身はかなり充実していると
私たちは考えているのですが、まだまだ知られて
いないサイトですから、みなさまに見ていただき、
世の中に役立てていくためにはどうしたらいい
か、ご意見をいただきたいと思います。
　それでは今夜もよろしくお願いします。

AYA世代のがんとくらしサポートの管理・運営を考える
～多くのユーザーに活用されるサイトを目指して～
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　みなさま今晩は。「NPO 法人がんノート」代
表理事をしています岸田と申します。自己紹介と

「がんノート」の紹介もさせていただければ幸い
です。

自己紹介

　私は岸田徹と言います。32 歳です。私の罹っ
たがんは、胎児性がんというがんです。胚細胞性
腫瘍の種類のひとつですが、みなさんも名前を聞
いたこともないような大変めずらしいがんを私は
患いました。若い世代で罹るがんは、希少ながん
も多いので、そういうところでも苦労をしていま
した。
　私は「NPO 法人がんノート」以外にも国立が
ん研究センターの広報のお仕事や厚生労働省の

「がんとの共生のあり方に関する検討会」検討委
員なども拝命して活動させていただいています。
あ、ここでは別に「変な人」ではないということ
だけ分かっていただけたらなと思います。＜笑＞

「がんノート」の活動について

　おかげさまで様々なメディアさんに活動を採り
あげていただいている「がんノート」は、2014
年からスタートした、インターネットを活用した

インタビューウェブ番組です（スライド 1）。
　私自身、2012 年、25 歳でがんを患いました。
その時に探したのが、同世代の患者の情報でした。
しかし、具体的な情報はあまりなかったように思
います。患者が情報を探す時にはブログを見ると
思うのですが、お金をどう工面したかとか、恋愛・
結婚をどうしたらいいかという詳細な情報までな
かったので、当時苦労しました。そして、そうい
う情報が大事だとも同時に思いました。幸い、私
の場合はブログのメッセージ機能を通して他のブ
ロガーの患者さんとやりとりし、情報を得ること
ができました。
　また、なかなか踏み込んだ情報を得ることは難
しいのですが、メッセージなどで一対一で質問を
すると意外とみんな答えてくれるんですよね。だ

岸田　徹
NPO 法人がんノート　代表理事

スピーカー 1： 
「NPO 法人がんノート」の紹介

スライド１　
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から、質問をして、そしてその回答をみなとシェ
アできる場があればと思っていました。
　そんな中、2014 年の春に「ニコニコ生放送」
に出させていただく機会がありました。その際、
生放送中にコメントで質問が来て、それにインタ
ラクティブに答えていきました…この時に、「あ！
こうすれば良いのかもしれない！」というように
思いました。それから準備期間を経て、2014 年
の夏から、「がんノート」がスタートしていくわ
けになります。
　「がんノート」では、がん患者にまつわる現在
の社会課題が３つあると思っています（スライド
2）。
　１つ目が、上記で伝えたようなセンシティブな
情報が不足しているということ。そのために一歩
踏み込んだ情報が必要だから、インタビューする
という形式をとっています。
　そして２つ目が、ロールモデルが不足している
ということ。がんになった後の姿というか、治療
を終えた後の姿、そういったものがネット上には
少ないのです。だから明るいロールモデルがもっ
と増えないと、ずっと世間のイメージが「がん＝
死」であったり、ネガティブなイメージとなると
思っていました。だから、実際に患者さんが動画
を通して姿が見えるということが大事だと思って
います。
　最後の３つ目が、孤独です。やはり患者さんは
孤独になってしまうことが多々あると思います。
シーンはそれぞれですが、全く同じ状況の患者は
誰一人としていません。だから自分と同じような
方がいるのかな、自分だけじゃないのかな、と不
安になることがあると思っています。
　その際、近くに患者会などがあればよいのです
が、全国的にはない地域も多々あります。だから、
ネットを活用し「生」配信することで、場所は違
えど、同じ時間を共有できたら。そしてコメント
欄で少しでも交流ができたら。そう思って活動し

ています。
　最終的には、もっとがんに対してオープンな世
の中になっていければなと思っています。
　もしご興味いただけたら、YouTube で「がん
ノート」と検索していただければ出るかと思いま
すので、ぜひチャンネル登録をお願いできれば嬉
しいです。
　放送の中では「発覚や告知」「治療のこと」だ
けではなく、「家族」「恋愛 / 結婚」「妊孕性」「学
校 / 仕事」「お金 / 保険」「後遺症」「反省 / 失敗」

「医療者への感謝や要望」「キャンサーギフト」
「夢」。そして最後に「今闘病中のあなたへ」とい
う流れで、患者さんに向けての情報やメッセージ
を伝えています（スライド 3）。
　おかげさまで約 5 年近くやってきて累計放送
は 125 回を数えました。今日はその経験を踏ま
え皆さんとお話しできたらと思っています。

スライド２　「がんノート」：がん患者の悩みと解決策

スライド３　インタビュー項目
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　がんサバイバーシップ支援部研究員の土屋雅子
と申します。みなさん、この公民館カフェに来ら
れる前に「AYA 世代のがんとくらしサポート」
のサイトを見てきたという方はどのくらいおられ
ますか。—全員ですね。ありがとうございます。

サイト作成までの背景

　このサイトをどうやって作ったのかというお話
をさせていただきます。先ほどの岸田さんのお話
にもありましたが、AYA 世代のがんについては、
なかなか情報がないということが作成当時の課題
であったと思っています。
　思春期、若年成人期を AYA 期と言いますが、
この年代の方々は、身体もですが、精神的な面、
社会的な面でも大きな成長を遂げる発達段階にあ
ります。今日ご参加のみなさんはもうその時代は
通り過ぎたかと思いますが、振り返ってご自分の
ことを考えていただけると色々なことに悩んだ
り、考えたり、これから先どうしようかなと思う
段階であったとお分かりいただけると思います。
　また友だちと話す中でも、それぞれの考えや悩
みがあり、人生の歩み方も非常に個人差があると
感じられて今に到られているのではないのでしょ
うか。そういうこともあり、AYA 世代の患者さ
んのニーズも大変多岐にわたると言われていま

す。また、AYA 世代のがん患者数は、成人期、
老年期も含めた全がん患者数の中では約 4％の罹
患数で、医療者が臨床知を蓄積することが難しい
年代でもあります。
　したがって医療者が患者さんに心理社会的なサ
ポートを提供することがなかなか難しい現状でし
た。「AYA 世代のがんとくらしサポート」サイト
開発プロジェクトは、平成 28 年度から始まりま
した。主任研究者でおられます高橋都先生が国立
がん研究センター研究開発費の支援を受けて、情
報セクションと体験談セクションを含む AYA 期
発症がんサバイバー向け情報支援サイト「AYA
世代のがんとくらしサポート」を開発することに
なりました（スライド 1）。
　平成 28 年、私どものがんサバイバーシップ支
援部で、高橋先生が「AYA 世代向けのウェブサ

土屋　雅子
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

スピーカー 2： 
公開までの軌跡を中心に「AYA 世代のがんとくらし
サポート」

スライド１　背景
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イト作るわよー」と言われました。その時の部内
の反応は、本当にスライド 2 のイラストに描い
たような感じでした。イラストの吹き出し部分に
どういう言葉が入るのかはご想像にお任せしま
す。
　私自身は、「いやー、困ったなぁー」というの
が 正 直 な と こ ろ で し た。 そ こ で、IPOS

（International Psycho-Oncology Society：国

際サイコオンコロジー学会）で実際に AYA 世代
向けのウェブサイトを作られた先生方がワーク
ショップを開催されるというので、参加しました。
　そこで出会いましたのがオーストラリアの
AYA 世代のがん患者支援団体の「Can Teen」
の研究者と「Dana-Farber」というアメリカの
がん研究所の研究者です。そこから AYA 世代の
患者さんの悩みごとや支援の仕方、実際にどうい
う支援をしているのかということを知りました。
また、ウェブサイトを作るのにどれだけの人数と
チーム構成が必要で、費用も年月もどれだけかか
るのかを学びました。「Dana-Farber」の場合は
2011 年に患者さん向けのサイトを作り、2013
年支援者向けのサイトを作っています（スライド
3）。
　このワークショップに参加したのが 2016 年
です。この 4 年間でも次から次へと新しいサー
ビスがこれらのウェブサイトに付け加えられてい
る状況です。私がこのワークショップに出て学ん
だことは、「できることからやってみる」。そして、
サイト公開後にまたみなさんからご意見をいただ

スライド３　IPOS AYA ワークショップに参加

スライド２　 H28 年サバ部：AYA 世代向けのウェブサイト
開発へ

いて、私どものサイトも改
良していくことが大事なの
だと考えました。

情報セクション開発過
程

　それでは「やってみよう
ではないか」ということで、
AYA 世代のがんおよび心
理社会的支援に関する記述
がある国内外のウェブサイ
ト 34 件をすべてさらって
みました。その中で関連す
るページをすべて閲覧し、
国名、コンテンツとその提
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供方法、ユーザーとサイト提供者の双方向のコ
ミュニケーションの手段について整理しました

（スライド 4）。
　その結果、42 のトピックがあることが分かり
ました。その多くが医学的なことと言うよりは、
心理社会的なことでした。ですが、外国のサイト
を参考にしましたので、日本の文脈でウェブで情
報提供するという観点から、そのトピックが適切
であるかどうかを、小児・AYA の医療専門家 5
名の方からご意見をいただきました。コンセンサ
スが得られなかった 3 つをはずして 39 トピック
を同定しました。
　そして AYA 世代にがんと診断を受けた経験者
を対象に、39 トピックのコンテンツ重要度調査
を実施しました。どのコンテンツが重要だと思い
ますか、点数をつけてくださいというアンケート
調査を 74 名の方にご協力をいただき、実施いた
しました。その結果、医学的なことよりは、気持
ちのことや社会的なこと、たとえば就職活動、就
労のこと、結婚のこと、またコミュニケーション
のこと、家族のことなどの情報にニーズがあるこ
とがわかりました。ただ、1 ～ 35 までのトピッ
クの中で、いちばんランキングでは下の 35 も平
均値で 53.8 で、まったくニーズがないわけでは
ないので、コンテンツとしてはすべて網羅しよう
ではないかという意欲的な視点から取り組んだ覚

えがあります。

原稿執筆から校了まで

　まず研究班の先生方に執筆をご担当いただきま
した。だいたい 800 ～ 1,200 字です。スマホで
見た時にワンスクロールで行けるかどうかという
ところをキーに、そのくらいの分量で書きましょ
うとお話をさせていただきました。
　そして部内で 1 次査読、2 次査読を行い、こ
こは分かりにくいというようなところを直し、研
究班の先生方にも相互に見ていただき、もう少し
こうした表現がいいのではないかとか、こういう
内容がいいのではないかというところでディス
カッションを重ねました。その後、また関係者の
方 7 名にご協力をいただき 3 次査読を行い、ご
意見をいただいて改訂をしたという流れになりま
す。編集委員会を部内で持ちましたが、今日この
後でも報告をする木全特任研究員が中心になって
編集を頑張ってくれました。それでようやく校了
ということになりますが、1 年かかりました。本
当に「しめきり」、そして「しめきり」の 1 年間
でした。

「AYA 世代のがんとくらしサポート」
ウェブサイト公開へ

　原稿ができただけではウェブサイトはできませ
ん。この次は、どのようなウェブデザイン・イメー
ジがいいかということになります。そこで部内の
スタッフだけではなく、若い方の意見がほしいと
いうことで大学院生 2 名を含む 7 名に、今まで
見てきたウェブサイト 34 件の中でどのようなデ
ザインがいいかを聞きましたところ、ダントツで
1 位が「Can Teen」のサイトでした。カラフル
でとてもいい、明るいイメージがある、Support
のタブからワンクリックでサイト内の使えるサー

スライド４　情報セクション開発過程
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ビスが見られて検索しやす
い。階層が深くなくてすぐ
に探せて見やすいのがいい
ということでしたので、私
たちから業者の人にこうし
た希望を出しました（スラ
イド 5）。
　そして体験談の読者の方
とも話し合いをしてスライ
ド 6 のようなデザインに
なりました。これが公開さ
れたのが 2019 年 3 月 28
日 で す。 中 身 は 22 の ト
ピックからなっています。

スライド 5　ウェブデザイン・イメージ

スライド 6　「AYA 世代のがんとくらしサポート」公開
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　各セクションはスライド 7 のようになってい
ます。
　極力読みやすいように、見やすいようにという

ことでデザインなども考えていきました（スライ
ド 8）。

スライド 7　情報ページの 22 トピック画面

スライド 8　トピック「仕事」の中の「就職活動のヒント」画面例
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広く知っていただくために
―サイト広報の現状

　公開しただけでは誰も見てくださらないので広
報活動を頑張って行っている最中です。病院や講
演会やイベントでスライド 9 にあるようなチラ
シを配付しています。本日も配付させていただき

スライド 9　「AYA 世代のがんとくらしサポート」広報

ました。それから学会関係では学会開催時に置い
ていただくような広報もしています。
　次年度も広報活動を行っていく予定ですが、ど
のように広報をしていったらいいのかということ
も、本日たくさんご意見をいただければと思いま
す。
　私からは以上になります。
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はじめに―患者・市民パネルの紹介

　私はがん対策情報センターがん情報提供部の八
巻と申します。
　最初に国立がん研究センターがん対策情報セン
ターの「患者・市民パネル」の紹介をさせていた
だきます。と言いますのはこの「AYA 世代のが
んとくらしサポート」サイトの、とくに体験談の
部分は、「患者・市民パネル」のみなさんととも
に作ってきたものだからです。その時々で手を挙
げてくださった方の話をうかがい、こういうもの
を作ってみよう、一緒に考えようという仲間を得
ることができて、一緒に考えながら、迷いながら
やってきました。

　「患者・市民パネル」には 12 年前から、私はずっ
と事務局で携わらせてきましたが、本当に多くの
人たちに支えられがん対策情報センターの活動を
ご支援いただいています。今、ちょうど令和 2
年度のメンバーを募集中です（令和 2 年 1 月 13
日応募締切）。本日ご参加されている方々の中に
も「患者・市民パネル」を経験して下さった方も
お見えになっているので、うれしく思っています。
もし私もやろうと思われる方、今からやってみよ
うかなと思われる方には、がん情報サービスから
ご覧いただけますから、ぜひ、ご応募いただけれ
ばと思います（スライド 1）。

体験談セクションの開発プロセス

　そのみなさんに支えられてできたこの体験談の
部分ですが、最初は、今、土屋先生から紹介があっ
た 2016 年度から 3 年間の研究班が始まる前に
できたスライド 2 にあるような先行研究班です。
そこにがん情報提供部の部長の高山智子が参加し
ていて、そこで AYA 世代の患者さんにとってど
ういう情報が必要なのかについて、AYA 世代で
がんを経験されたみなさん、そのみなさんを支援
している方々からヒアリングをすることになりま
した。先ほどの「患者・市民パネル」の当時のメ
ンバーの中から、これに協力していただける方は

八巻　知香子
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

スピーカー 3： 
体験談セクションの開発プロセスと概要

スライド１　患者・市民パネルについて
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いらっしゃいませんかということで手を挙げてい
ただき、その結果、11 名の方にお話をうかがう
ことができました。
　その時には、「病気になってどのようなことが
辛かったのか」ということ。「どのような情報が
あれば助かったのか」。それから「今、罹患し、
病気と向き合っている方にどういう支援ができる
か」などについてお話しいただきました。
　そこで出てきたのは、当り前だと思われるかも
しれませんが、先ほどの岸田さんのお話にもあっ
たように、やはり情報がないということです。
AYA 世代の方は、病気と向き合ってからまだ長
い人生があり、そこの中でどうやって生きていけ
ばいいのかといった人生課題があります。若いか
らこそ、自分の基盤が今からできていくという時
期に直面する人の悩みなどに関する情報が、とく
に欲しい情報です。
　年齢を重ねてお年寄りになれば「あなたはがん
ね、私は○○よ」と言い合うような時期も来るの
でしょうが、若い時は、多くの人はみなさん元気
です。病気に罹る人が非常に少ない中で、大きな
病気をする。そういう人たちがどうやってその人
生を切り開いていったのかを知りたいということ
です。
　そしてもっと具体的なレベルでは、たとえば肺

を切ったらどうなるのか、医学的にどうこうとい
う説明もそうなのですが、通勤電車に乗れるのか
とか、そうした経験した者だからこそ分かるとい
う具体的なものを自分たちの目線で語ったものが
ほしいというようなお話をうかがいました。
　直接会った人たちから助けられた、その人たち
との出会いが励みになったという話もありました
ので、情報を提供する仕事をしている立場で何が
できるかと考えました。罹患する人数が少ないの
で、色々なところに 1 人、2 人とみなポツポツ
といるのです。そうなると、集まる場は重要なの
ですが、集まれるのはある程度の大規模な都市や
交通の便がいいところにいる人たちに限られま
す。直接会ってサポートし合うのがいいのですが、
そうではないところでも病気に罹る方がおられ
て、そこで生活している人がいる。その時に何か
触れることができるものが必要ではないかという
ことになり、それなら体験談集を作るのがいいの
ではないかということに思いが到りました。

本公開までの道のり
－ WG で検討・試作版作成・原稿再募集

　この研究班は平成 28 年度から始まりました。
「患者・市民パネル」のメンバーに、これを一緒
に考えてくれる人は手を挙げてくださいというこ
とで募り、ご家族を含め 11 名の方にワーキング
グループのメンバーとしてコミットしていただく
ことになりました。
　どのような体験談集であるべきなのか、体験談
としてどのようなテーマを収集していくべきなの
か、またどのように見せていったらいいのかとい
うことを、前提なしでゼロから話し合っていきま
した（スライド 3）。
　おそらくこういうことが大事だよね、せっかく
やるのだからこういうサイトでありたいよねとい
うことを色々な形で話し合った結果、ワーキング

スライド２　体験談セクションの開発プロセス（2015 年度）
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グループの中で培った願いとして、スライド 4
に挙げたようなことが出てきました。
　自由にやりたいことをやれる、と思ってくれる
こと。病気だということから自由になりたい。み
な色々なことでがまんをしている。親にも迷惑を
かけているのではないかと思うので親にも言えな
いことがあったりする。労わられる存在であるか
ら冒険できないと思ってしまう。色々なことに自
分で制約をかけてしまっている。そういった気持
ちは自分たちだからこそ分かるのでそれを発信し
たい。またできれば面と向かっては聞きにくいこ
とを文字で知りたい。
　そういうような話をしていく中で、多様なロー
ルモデルを提示したい。失敗した経験も知りたい
という話もありました。それから直接生活に役立

つことを伝えたいという意見もありました。胃が
んになってやせてしまうと服を全部買い替えなく
てはいけない。新入社員だった当時、自分の給料
だとけっこうきついので、それも大変。古着屋を
回るとけっこういい服があるということを発見し
ましたという話などです。小さなことで、教科書
に書いてあるようなことではないのですが、当事
者だからこそ生み出すことができたそうした知恵
を少しずつ伝え合える場でもありたいということ
です。それから葛藤した体験を伝えるということ
も願いとして出てきました。どうしても体験談を
書くとなると何らかの昇華したプロセスを経たも
のが出ていくことが多いのですが、葛藤したこと
も含めて伝えたい。完結した優等生ばかりの体験
談は載せたくないという話も今のサイトにはあり
ます。
　こういうものがいいかなと話し合う中で、1 年
目には、まず 11 人の方たちに本人のご経験から
書いてもらおうということになり、ご家族の方を
除く 10 人の方、全員が執筆してくれました。書
けるものから書いてみようということで書いてい
ただいたものです（スライド 5）。
　スマホで見やすいように 600 ～ 800 字ぐらい
で、読みたい体験談が探せるようにしたいという
ことになりました。本題に入る前に自己紹介文も
ちょっとあった方がいい。こういう人だと分かっ

スライド３　本公開までの道のり（2016 年度）

スライド４　ワーキンググループメンバーで培った願い

スライド５　本公開までの道のり（2016 年度、2017 年度）
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て、自分に近い人を探すの
ではないかということなど
の考えが出され、それに
沿って原稿を書いていただ
きました。
　キャプチャーが付いてい
るものは、最初の段階の
ページで非常に手づくり感
のあるページですが、提示
できたらいいかなという機
能はもり込みました（スラ
イド 6）。
　それでこのページを見た
方の中から、自分でも書い
てもいいと思われる方はい

スライド７　本公開までの道のり（2016 年度～ 2018 年度）

スライド６　体験談のプロトタイプ（試作版）

らっしゃいませんかということで呼びかけまし
た。1 年たつと「患者・市民パネル」は半数ずつ
入れ替わりますから、もう一度こういうものがで
きたので書いてみませんかということで募り、昨
年は手を挙げられませんでしたが、今回は手を挙
げていただいた方にも書いていただきました。
　それでもやはり 10 人内外で集められる原稿と
いうのは限りがあるので、もう少しお声掛けをし
ていかなければいけない、男性が少ないとか、高
校生ぐらいで罹患された方はなかなかいないと
いったようなことも出てきました。そこでもう少
しワーキンググループとして関わった人たちか
ら、機縁法の形でお声掛けをしなければいけない
ということになり、そうなると「患者・市民パネ
ル」の枠を超えていくので倫理審査もしなければ
いけないということになりました。
　そういうことをやっている内にけっこう時間が
かかり、昨年度、公開の少し前の段階でも、また
原稿をお寄せいただきました（スライド 7）。
　その原稿を寄せていただくあたりと公開が同時
の感じでしたが、スライド 8 のような形で先ほ
どの素朴なサイトがだいぶスタイリッシュに生ま

れ変わり公開されました。ただ構造は一緒です。
テーマからも探せるように、人からも探せるよう
になっていて、どのような記事かを伝えるものに
なっています。
　振り返るとスライド 9 のような感じでしたが、
今年度に入ってからようやくワーキンググループ
としてずっとコミットしていただいた方以外から
いただいた原稿もサイトに少しずつ掲載していま
す。
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運営上のルールなど

　意外に時間がかかっているのは、やはり初めは
考えていなかった色々なことが出てきたからで
す。運営上のルールとしてスライド 10 のような
ことを定めています。
　まず、実名は掲載しないということにしていま

スライド８　「AYA 世代のがんとくらしサポート」

スライド９　これまでの歩み

・ 実名は掲載しない
・最終原稿はご本人に確認していただく （勝手な編
集のまま公開することはしない）

・ 本人の希望でいつでも公開を取り下げることがで
きる

・ ご本人と連絡がとれなくなった場合の対応方針
　 ・ 執筆者に毎年連絡
　 ・ 連絡がとれなければ自動で掲載終了か、 それ
とも代諾者をあらかじめ指定するかを事前に確認

・引用 ・転載は要許諾

・実名以外にも個人を特定できるような情報は掲載
しない （ex. 写真、 団体名等）

・ 特定の他者を非難するメッセージと受け取られる
ものは掲載しない

・ 「死」 がダイレクトに目に触れる表現は避ける
・ （医学的に） エビデンスに触れるような内容につい
ては専門家に確認の上、 エビデンスのないもの
を推奨するよう記述は原則として公開しない （ex.
爪に優しい、 弱アルカリシャンプー等）

・ 治療選択に触れる内容の場合、 それがどれほど
一般的であるのかを専門医に確認する（ex. アジュ
バントオンライン、 補助化学療法、 アレルギーの
移植等）

⇒体験談集は治療選択の参考として利用すべきで
はないという注意書きを追加

スライド 10　運営上のルール
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す。これは最初から決めていました。その時点で
は実名を公開してもいいと思っても、長い人生を
生きて行く中で、色々な関係ができてきて、やは
り名前は伏せておきたかったという時期が来るか
もしれません。名前を一度出してしまうと完全に
は消えなくなってしまいます。それも含めての公
開もありうるのですが、このサイトでは実名は掲
載しないことにしました。
　それから最後の 1 文字までご本人の了解なく
書き変えることは止めようということを決めまし
た。色々な取材を受けられたりする中で自分の気
持ちとちょっと違う編集の原稿が出ることを経験
された方もいると思います。編集上、手を加えよ
うと思う時には、どれだけ時間がかかったとして
もそれは合意した上で行う、合意ができなければ
その体験談は出すのは止めようというぐらいに、
ご本人の言葉は最後まで丁寧に尊重しようという
ことを決めました。
　体験談はいい体験ばかりではない可能性もある
と思っています。それはアンケートをしてみても
少し分かってきたところです。やはり治らないと
いうことに直面された方の原稿を読むこともあ
る。またそこに書かれた方が亡くなる場合もある。
そういうことを突きつけしすぎてしまうというこ
とは、それを見たい、そのつもりで体験談に臨ん
だ方ではない場合には、非常に大きなショックを
与えてしまう可能性もあると思いました。逆に、
今はキラキラしたものは見たくないという気持ち

にも寄り添いたいということもあります。そうい
ういくつか配慮することを考えながらやっていま
す。
　今、新しく原稿を公開する場合も、色々と今ま
で決めてきたルールと照らし合わせながら、これ
はどうなのかと考えながら、やっています。これ
を読んだ方がこういう受け取り方をすることはな
いだろうかとか、そうだとするとそれに対しては
少し注釈が必要ではないかとか、ご本人に少し確
認して表現を変えさせていただいた方がいいので
はないかということを、ひとつひとつ確認をしな
がら、今は原稿を増やしているところです。
　自己紹介も含めると 79 篇で、書いていただい
た方は 14 名というウェブサイトになっています

（スライド 11）。よろしければご覧いただけたら
と思います。

スライド 11　現在の原稿
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　みなさまよろしくお願いいたします。木全明子
と申します。がんサバイバーシップ支援部で特任
研究員をしています。

どのくらい見られているか

　一般公開を行った 2019 年 3 月 28 日以降の
利用状況についてご説明させていただきます。
　まずユーザー数の推移についてです。ユーザー
数とはサイトへの訪問人数です。同じ人が 1 日
に何回訪問しても 1 人とカウントされます。集
計期間は一般公開の 3 月 28 日から 10 月 28 日

までの約 7 ヵ月間です。スライド 1 を見ていた
だくと分かるかと思いますが、右肩上がりで、徐々
にユーザー数が増えています。最近の 9 月 28 日
から 10 月 28 日の 1 ヵ月間で見ると、1 日の平
均ユーザー数は 541 人でした。
　続いて全体ページビュー数の推移です（スライ
ド 2）。全体ページビュー数というのは、サイト
内の閲覧されたページの合計数です。集計期間は
先ほどと同じです。このグラフも、同様に右肩上
がりです。時々 2,000 ページを超えるような日
がありますが、このような時は体験談セクション
のコンテンツを追加した日であったり、学会で広

木全　明子
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

スピーカー 4： 
「AYA 世代のがんとくらしサポート」サイトの利用状
況

スライド 1　 ユーザー数 * の推移：* サイトへの訪問人数（同
じ人が複数回訪問しても 1 人とカウントされ
る）（集計期間：2019年3月28日-10月28日）

スライド 2　 全体ページビュー数 * の推移：* サイト内で閲
覧されたページの合計数（集計期間：2019 年
3 月 28 日 -10 月 28 日）
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報用チラシを配付した日で、それらが影響してい
るのではないかと考えています。最近 1 ヵ月間
の 9 月 28 日から 10 月 28 日の 1 日平均ページ
ビュー数は 1,436 ページでした。

どのようなページが見られているか

　続いてどのようなページがいちばん多く閲覧さ
れているのかについて、上位 10 ページをランキ
ング形式で示してみました（スライド 3）。体験
談のページが圧倒的で、10 位までは、すべて体
験談で、情報セクションはランク外でした。
　上から見ていきますとまず「胃を全摘して」と
いうタイトルで、20 代で胃がんを経験された方
の体験談は、ページビュー数が 3 万超えです。
圧倒的に多い結果でした。
　続いて「副作用②ホルモン療法」という 30 代
で乳がんを経験された N さんという方が執筆さ
れたものです。他の乳がんの体験談もすべて N
さんが執筆されたものです。
　おもに治療に関するトピックのページビュー数
が多いのですが、いちばん下には「恋愛、結婚、
出産」に関するものもあり、そのようなものも多
くの方に見られていることが分かります。
　ランク外だった情報セクション「心とからだ」

「生活」「家族・恋人」のトピックは 22 個ありま

す。どのページが最も見られているのかを上位
10 位で示してみました（スライド 4）。　
　いちばんは「がんと症状」で 2,000 ページ超
えでした。これは AYA 世代の患者さんの特徴、
初期の症状など、各種がんに特化したものではな
く一般的な情報をお示ししています。
　続いては「恋人との付き合い・結婚・妊孕性」
という子どもを持つことであったり、「ストレス
を和らげるためのヒント」というものに関心が高
いということが分かります。他にも「外見」の変
化や「将来にむけて」「就労に関する支援情報」「性
生活」のこと、「長期的な健康管理」や「悩みご
との相談窓口」などについても多くの方が見てく
ださっています。
　情報セクションのページビュー数が圧倒的に少
なかったので、こちらに関してもどうしたらもう
少し多くの方に見ていただけるのか、ご意見をい
ただけますと幸いです。グループディスカッショ
ンでよろしくお願いします。

ユーザーは何を使い、
どうやって訪れたのか

　続いてユーザーの使用デバイスについてです。
本サイトを見てくださっている方はどのようなデ

スライド 3　 ページビュー数が多い上位 10 ページ（集計期
間：2019 年 3 月 28 日 -10 月 28 日）

スライド 4　 ページビュー数が多い上位 10 トピック情報セ
クション（集計期間：2019 年 3 月 28 日 -10
月 28 日）
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発信をしてくださっている方がいらっしゃるの
で、それを経由して訪問してくださった方もいま
す。
　「それ以外のサイトからのリンククリックで訪
問」は 2.5％でした（スライド 6）。
　こちらに関して思うことは、検索エンジンで当
サイトにたどり着いたという方が圧倒的に多いの

バイスを用いていたのかというものですが、約 8
割の方が携帯電話やスマホを用いて見てくださっ
ています。ついでパソコンが 14％、タブレット
が 5％でした（スライド 5）。
　続いてユーザーはどこから訪れたのかです。ど
のようにこのサイトを知って訪問してくださった
のかということは興味があるところです。圧倒的
に多かったのは「検索エンジンで検索して訪問」
です。約 9 割の方がこうした方法で訪問してく
ださいました。検索エンジンというのは Google
や Yahoo ですが、それに「AYA 世代」「胃全摘出」

スライド 5　 ユーザーの使用デバイス（集計期間：2019 年
7 月 28 日 -10 月 28 日）

スライド6　ユーザーはどこから訪れたのか？（集計期間：2019年3月28日-10月28日）

「今後どうなる」などのキー
ワードをご自分で入力して
当サイトにたどり着いてく
ださった方です。
　残りの 10％の内、「直
接訪問」は 5％です。URL
を知っている方は、それを
直接入力したり、ブック
マークやメルマガに掲載さ
れているものからの直接訪
問です。
　また「SNS からの訪問」
というのも 2.9％ありま
す。当サイトについて情報

で、まだまだ本サイトは多くの人に知られていな
いということです。この点についてもグループ討
論で、ぜひ、多くの方により広く知っていただく
ためのご意見やアイデアをいただけますと幸いで
す。
　私からの発表は以上となります。ありがとうご
ざいます。
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■ 土屋　ありがとう
ございます。非常に駆
け足でしたが、岸田さ
んの動画を見ていただ
き、なるほどと思って
いただけたと思いま
す。私の方からは、情
報セクションの作成過
程をざっと 3 年間の軌跡としてお話をしました。
八巻先生からは、体験談のセクションで、こうい
うことに気をつけて作成しているというお話をさ
せていただき、最後に木全特任研究員からサイト
利用状況ということで、このくらいの方がこうい
うページを見ていますというお話がありました。
　確認したいこととか、何か質問はございますか。
少しお時間を取り質疑応答をさせていただきたい
と思います。

サイト作成はそれほど大変な
仕事だったのか

■ 高橋　私がその昔「作るわよ」と言った時に、
部内では、なぜ「えーっ」と思ったのでしょう。
たしかに「よし、作ろう、作ろう！」という感じ
ではありませんでした＜笑＞。
　私は後先を考えずに、「ねえねえ、こういうも

のがあったらいいよ
ね」と言ったのですが、
みんなの反応を見た
ら、これはきっと難し
いことを言っているの
だなと気づきました。
私自身はアナログ人間
なので、こういうもの
を自分で作った経験はまったくなく、とんでもな
いことを言ってしまったらしいと、その時点で気
づいたのです。なぜ、それはなかなか大変だなと
思われたのでしょう？

■ 土屋　それでは私からお答えします。経験者
の方が参加されていたら申しわけないのですが、
私は AYA 世代のがんについて、本当に知識も支
援の経験もありませんでした。私は成人期にがん
を発症された方の研究や支援に携わってまいりま
したので、AYA 世代のがん経験者の方にはほぼ
ほぼ会ったことがありませんでした。そういう状
況でがんサバイバーシップ支援部にまいりまし
た。それが 2015 年です。そこで 2016 年に「研
究を始めるわよ」と言われた時に、まず自分自身
が知らないことは書けないので、どうするのだろ
うということがありました。ウェブサイトの作成
を研究としてやるというところの難しさもあり、

「AYA 世代のがんとくらしサポート」
サイトに関する質疑応答
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「どういうこと？」と思いました。
　ただ先生は本当に先見の明がおありになって、
こういう情報が本当に求められているということ
をこの 3 年間で学びました。そして自分の中で
蓄積していく中で自信になってきた部分も出てき
て、情報支援もやっていけるかなというところも
あります。当時は、そうした経験の蓄積がまった
くなかったので、あの「えーえっ」という先ほど
の吹き出しの部分になったというのが正直なとこ
ろでございます。

■ 高橋　ありがとうございます。私も後先考え
ずに提案してしまったなと考えるのですが、今思
うと本当によく作ったなという…。サイトのメー
キング自体も学会に出しましたね。調査も複数実
施しました。したがって私たちにとってもかなり
試行錯誤だったのですが、作ってみて良かったな
と今は思っています。それでは、確認のご質問な
どもどうぞご遠慮なく。

■ 土屋　今のような質問でも大丈夫です。

広報対象の開拓
―学校・職場（イントラネット）等

■ 参加者 A　大学生などの場合、大学には学生
支援センターというのがあります。そういうとこ
ろは体調不良、とくにうつ病が多いのですが、そ
うした相談も受けています。そういうところには
宣伝はされないのですか。そういうところにアク
セスするとわりにつながりやすいかなと思いまし
た。

■ 土屋　ありがとうございます。今は学会ベー
スで広報をしていますが、まったくそれでは足り
ないという自覚もありましたので、今後やってい
きたいところだと思います。学校関係、それから

職場でしょうか、企業とか労働者がいるところで
すね。

■ 参加者 A　企業ですとイントラネットという
のがだいたいはありますから、そこにリンクして
もらえればわりに広がるのではないかと思いま
す。高校も普通は、自分のホームページを持って
いるのでそこにリンクすれば、わりにつながるの
ではないかと思います。

■ 土屋　ありがとうございます。他にご質問は
ございますか。
　少しアイデアが出てきたところですからこのま
まディスカッションに入っても大丈夫ですか。私
たちスタッフも各テーブルに入りますからまた質
問などありましたらそこでお尋ねいただけたらと
思います。
　何を中心に話していただきたいかということで
すが、より多くの方々にサイトを知っていただく
ためのアイデアをいただきたいと思います。とく
に広報戦略はどのようにやっていかなければいけ
ないのかのところでアイデアをいただければと思
います。2 点目は、今日はサイトを見てご参加し
ていただいていると思いますが、ご意見・ご感想・
ご要望を、何でもいいのですが、思ったことは何
でも教えてくださいということでディスカッショ
ンを行いたいと思います。
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　30 分間お話をしていただき、各グループから
こういう話が出ましたというまとめの発表を 3
分ほどでいただければと思います。それでは、お

茶、お菓子を召しあがりながらディスカッション
をお願いいたします。
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■ 土屋　みなさま盛り上がっていますでしょう
か。ご発表のお時間に移りたいと思います。1 グ
ループ 3 分でまとめていただき、ご発表してい
ただきたいと思います。どこからまいりましょう
か。先に発表したいグループは手を挙げてくださ
い。

体験談掲載手段・健保 HP の活用・体験
談から情報セクションへのリンク

＜グループ発表 1（1 班）＞
　私たちの班では、広報について、どういうとこ
ろに対して力を入れればいいかという話し合いが
されました。このサイトにアクセスする方々は体
験談を見られることが多いということですので、
ひとつそこで意見が出ました。「患者・市民パネル」

以外の人でも体験談を書きたいと思った人は、ど
うすれば体験談を掲載することができるのか、そ
ういう手段の説明と言いますか、案内があまりよ
く分からないということでした。そうした体験談
がたくさん挙がるようになればもう少しアクセス
数も上がるのではないかと。自分たちも参加でき
るというのが、アクセス数を高めるひとつの手段
になるのではないかということです。
　それから先ほどの社内イントラでの共有は、こ
ちらでもいいなという意見もあったのですが、た
だ、情報セキュリティなどの問題も色々あるので、
もしかしたらハードルは少し高いのではないかと
いう意見も出ました。そういうことから言うと、
企業の健保組合や協会けんぽのホームページに何
とかして載せてもらえないか、それなら企業のイ
ントラサイトよりは、あげてくれる回数も増える
のではないかという意見が出ました。
　情報セクションのアクセス数が足りないという
ことでしたが、私が思いついたのは、体験談のと
ころでたとえば「壁になったり」「乗り越えなけ
ればいけない」ということが書かれていて、「妊
孕性」という言葉が出てきたら、その「妊孕性」
のところにアンダーバーなどを付けてアクセスで
きるリンクを張り、そこにタッチをすると「妊孕
性」についての医学的説明があり、どういうサポー
トが受けられるのかということが書かれているリ

「AYA 世代のがんとくらしサポート」をより 
多くの方に知ってもらうために 
〜感想、改良アイデア、要望、広報戦略など何でも〜

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇
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ンクがあったらいいのではないかと、思いつきで
すが、そういうことを考えました。
　以上です。ありがとうございます。

■ 土屋　岸田さん、ちょいちょいコメントをい
ただけるとうれしいと思っています。何か言いた
いことがあったら手を挙げてください。今のご発
表については、ご意見は、大丈夫ですか。

■ 岸田　はい、あ、今は大
丈夫です！

■ 土屋　それでは後でうか
がいます。次はどこでしょう
か。

SNS 活用・医療関係外にも広報・バナー
活用・連載体験談・ペンネーム・お題に
よる投稿・愛称など

＜グループ発表 2（4 班）＞
　4 班では、より多くの方々に見ていただくには
どうしたらいいかという話し合いをしました。
SNS を積極的に活用したらいいのではないかと
いう意見が出ました。と言いますのは、やはりペー
ジビュー数が増えるためには、こまめに更新をし
て興味を持ってもらうことが必要なので、そうい
うこまめにアクセスする窓口を作るのがいいとい
うことでした。
　それから従来のやり方ですが、紙媒体のチラシ
をもう少し置いた方がいいのではないかというこ
とも出ました。
　それから AYA という言葉自体がまだまだ知名
度が十分ではないというのが共通した意見でし
た。これをどのようにアピールしていくかという
ことで、色々議論がされました。医療関係の場だ
けではなくて、たとえば TV ドラマのセリフで

AYA というタームを使ってもらう。また同世代
のスポーツイベントなども多くあると思いますの
で、そういう年代の方々が集まるイベントなどで、
その言葉を広めてもらう。
　それからバナーの活用です。先ほども意見が出
ましたが健保組合の HP にバナーを張る、厚労省
の HP にもリンクを張ってもらうという意見も出
ました。　
　サイト自体についての感想ですが、体験談は個
別で、ある程度の分量のものが掲載されている状
態ですが、同一人物で連載があれば、より関心を
持って追ってもらえるのではないかと思われると
いう意見が出ました。
　あとは、今はお名前がアルファベットの 1 文
字で、やや印象が薄いので、ペンネームやニック
ネームを使った方が親しみが増すのではないかと
いうことでした。コメントも入れて双方向性を増
やす。文字だけではなくてマンガなどの媒体を活
用する。投稿のハードルを下げるためにお題を用
意する。たとえば今回は「吐き気」であるとか、
カツラの「ウィッグ」であるとか、そういうお題
を用意してそこに短文でもいいので投稿してもら
うという意見も、これは私が出したのですが、出
ました。
　先ほどの知名度を上げるというところに少し戻
りますが、今はサイトの名前が少し長いので、た
とえば「AYA サポ」というような形で略称、愛
称を作ってもらい、それで検索をしても見つかる
ようにするのがいいのではないかという意見が出
ました。
　4 班からは以上です。

■ 土屋　ありがとうございます。岸田さん何か
言いたいですか。

■ 岸田　「AYA サポ」という略称は大変いいな
と思いました。また SNS で発信するといった中
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で、AYA 世代の中でもとくに「A」の世代はあ
まりフェイスブックなどをやっておらず、全部ツ
イッターとインスタグラムです。ちょうど先日、

「STAND　UP!!」という若年性がん患者会の総
会があって、若い、20 代前半の女の子にフェイ
スブックやってる？と聞きましたら、「やってい
ない、インスタだけです」ということです。イン
スタで AYA 世代のハッシュタグを検索するとま
だ 5,000 超ぐらい（10,000 未満）しかないの
です。インスタで AYA 世代の発信をしているの
は、病院関係で僕が調べた限りでは、がん研有明
病院のポスターが 1 つ出てきただけです。そこ
に「AYA サポ」のものが載っていたりしたら、
そこからアクセスする人もいるだろうなと思いま
した。

■ 土屋　ありがとうございます。もう若者世代
のことは分からない世代になってきております
が、ご意見をいただきありがとうございます。そ
れでは次の発表をお願いします。

バナーでリンクを張る・マンガの活用・
キャラ設定をする・学生に聞く

＜グループ発表 3（2 班）＞
　2 班では、けっこうもう出ていて重複するかな
と思うところもありますが、イントラの関係で意

見が出ました。健保なども出ていますが、がん対
策の関係では厚労省委託事業の「がん対策推進企
業アクション」というものもありますから、そこ
の冊子に載せてもらったり、あとはそこのホーム
ページにバナーなどを載せてリンクを張っても
らったりすると、働く世代というところへの広報
としていいのかなと思います。
　実は 2 班にはマンガ家の先生がおられました。

「H/P ホスピタルポリスの勤務日誌」というマン
ガを描いておられます。AYA 世代の人が分かり
やすいような、こうしたキャラクター的なものが
あるといいのかなということで、マンガでサイト
を紹介したりすることがあるといいという意見が
出ました。
　あとは体験談にキャラを使ってもらう。たとえ
ば A さんというよりはニックネームの方がいい
というのは先ほども出ましたが、キャラをいくつ
か描いて用意してもらい、その方に希望するキャ
ラを決めてもらう。そうすると読む人もイメージ
しやすいのかなと思います。それからそのキャラ
を SNS に載せるという話も出ました。AYA 世代
という言葉は知られていないということでは、分
かりやすいワードを考えた方がいいという話も出
ました。
　それから先ほどのページビュー数の報告では、
乳がんの方の特定の体験談が非常にたくさん読ま
れているという話でした。たしかその人の書いた
体験談はトップ 10 にいくつも出ていたと思いま
すので、そこから色々な情報のところにもとんだ
りできるようにする。この体験談を書いた人の別
の参考になる体験談の方にとんでもいい、とぶよ
うな仕組みもいいという話になりました。
　情報セクションについてですが、化学療法の後
などで調子が悪いと大量の文章は読めないので文
字が少ない方がいい。また文字の見やすさも考え
てもらえたらなということでした。またサイト全
体に「ゆるキャラ」などを設定したらどうかとい
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う意見もありました。今は厚生労働省では、マン
ガの島耕作をメインキャラクターに使って仕事と
治療の両立支援のパンフなどを作っていますが、
ああいうイメージで、何か AYA の方でもあると
いいねという話もありました。
　それから今回、学生の方もいましたので、学生
さんたちに聞いてみて考えるのもひとつだなとい
う話も出ました。以上です。

■ 土屋　ありがとうございます。マンガ世代で
すね。あと 3 グループですね、次にまいります。

医療者教育・パラリンピック活用・イラ
ストやレイアウトを工夫

＜グループ発表 4（3 班）＞
　ある程度、出尽くした感はありますが、岸田さ
んがお話をしている内容を聞いて、やはり教育の
現場で知る機会や周知する機会を持つということ
は、元気な時から大事だよねという話が出ていま
す。一方で、やはりその情報を活かすのは、病気
になった時です。みなさん、がんと分かると他の
人はどうしているのかなと調べたくなるので、病
気になったタイミングで担当医から、「体験談が
載っているサイトがあるので、このサイトを使う
ようにしなさい」と言ってもらうようにする。そ
ういうように医療者教育をするのもいいという意
見が出ました。
　またパラリンピックのタイミングなので、病気
を克服した人が活躍するというイメージが、
2020 年には見られるようになります。そこを利
用して戦略を練るというのが、2020 年にはいい
のではないかという意見が出ています。
　あとはもちろんがん関連のイベントには、細々
ではあってもチラシを配り続けるということは出
ました。
　意外に字だらけということなので、改良案とし

てやはりイラストを入れたりとか行間を広げたり
ということで、コンテンツの内容というよりはレ
イアウトに関する意見が出ています。あとは重複
したところも多いので以上にします。

■ 土屋　ありがとうございます。それでは次お
願いします。

SNS（インスタ、ツイッター）活用・情
報から体験談へつなぐ・何とか顔を出せ
ないか・暖色系を使う

＜グループ発表 5（6 班）＞
　6 グループです。けっこう出てしまっています
が、やはり SNS の活用は出ました。同じグルー
プに小児がんのサバイバーの方がいらっしゃいま
した。小児の時は SNS などの情報発信をしてい
ませんが、サバイバーとしてある程度の大人に
なってくると、自分では積極的に病気について調
べようという気がない時でも、やはりインスタと
かツイッターとかふだんから目に入ってくるの
で、そういうものに入っているのは非常に重要だ
と思うということでした。国立がん研究センター
の枠でやるのは非常に大変かもしれませんが、や
はり SNS にアプローチしていくことは、これか
らは大事なのかなと思いました。
　同じサイトの中に体験談セクションと情報セク
ションがあるのは大変な強みだと思います。たと
えば「家族とのコミュニケーション」などは他の
サイトにはない強みなのですが、情報セクション
の部分で「家族とのコミュニケーション」などを
読むと、あまり具体的な言葉としては落とし込め
ていないという意見が出ました。どういうことを
家族に伝えればいいかは分かりますが、実際にど
ういう言葉を使うかということまでは書かれてい
ない。たとえばそれが、この体験談を読むとそこ
が少し書いてあるかもしれないということもある
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ので、体験談から情報セクションにとぶというの
は出ていましたが、逆に情報セクションから体験
談にとぶというところで、少し具体的に落とし込
めるようなリンクづけがあったりすると非常にい
いのかなと思いました。
　あとはみなさまも言われていましたが、海外の
サイトなどを見ると人の顔があって、そこがやは
り暖かい感じがします。なかなか出しにくい部分
があると思いますが、顔をぼかすなどの処理をし
て人の顔があるといいなと思いました。
　それから全体的にはチラシにも使われている青
緑色がテーマカラーになってくると思いますが、
もう少し暖色系ですとヴィヴィッド感が出て若い
人も見やすいのかなと思っています。以上です。

■ 土屋　ありがとうございました。

運営主体の明記・年齢区分の再考・見出
しの工夫・他疾患との相互連携・広報の
フォロー態勢など

＜グループ発表 6（5 班）＞
　最後になってしまいましたが 5 グループでは、
今困っている人たち自身は、自分が AYA 世代で
あると自認をしていないから、きっとそういう人
たちには、このサイトは探されないねという話が
出ました。たしかに「若年」と「がん」だけを入
れて検索してもこのサイトは出てきません。おそ
らく自分がそのグループに所属しているというこ
とが分かるような言葉からたどっていき、結果と
して AYA 世代であると自認するようにならない
とこのサイトには行きつかない。今は、そういう
人たちがストレートにこのサイトに行くのは難し
いだろうということです。
　それから運営主体がどこなのか、トップページ
を見てもよく分からない。よくよく見ていくと
色々と書いてあり、結局、国立がん研究センター

につながることが分かるのですが、そこはもう少
し分かりやすくする。色々と怪しいサイトもある
中で、国立がん研究センターというと信頼度が上
がるのではないかということです。
　またみなさんが言われたようにビジュアルが寂
しいとか、もう少しビジュアルに訴えるものが作
れないか、イラストなども使えないかなどの意見
が同じように出ていました。
　また年齢区分では、今は 15 歳から 30 代の終
りまでを一括りにしようとしていますが、それだ
と焦点がぼけるところがある。やはりティーンズ
に訴えるものと 30 代に訴えるものは違うところ
があるので、難しいのでしょうが、どうにかして
ターゲットを絞った形の伝え方も工夫した方がい
いのではないかというご意見もありました。
　それから情報セクションですが、見出しが
キャッチーではない。妊孕性という漢字は読みが
難しかったりもするので、もう少し自分たちの感
覚に合うような見出しが作れないものかというご
意見もありました。
　他のグループから出なかったところで言えば、
他の疾患とのつながりができないのかということ
です。他の疾患では AYA 世代という言葉はあま
り使われていませんが、他の病気でも若くして大
きな病気をすることは多くないもののありますの
で、他の病気ともつながりながらお互いのサイト
を紹介するようなことはできないかということで
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す。もっと言いますと、とりあえず「がんノート」
でも紹介してもらい、こちらのサイトでも「がん
ノート」を積極的に紹介するというように、お互
いが同じ目的を持ったサイト同士で紹介し合うの
はいいのではないかということです。
　それからこのチラシを配ったのはいいのです
が、どのくらい活用されて手に渡っているかの把
握ができていないのだとすれば、送付した病院に
は、積極的に貼ってくださいとか、もっと目に触
れるようにしてくださいというように、送ったそ
の先までフォローしていくことが必要なのではな
いかという意見もいただきました。以上です。

改良案のまとめ
―チラシに QR コード・マンガの活用・顔出し

■ 土屋　貴重なご意見ありがとうございました。
今、全体的にご意見が出てきたと思います。ホワ
イトボードに書かれたものを見て振り返ってみま
す。
　デザインというところが大きいのかなと思いま
した。もっと若者をターゲットにしてというとこ
ろでしょうか。色味ももっと明るいものというの
も大きいのかなと思いました。
　リンクを張って双方向的に見られるようなもの
にするというところ、体験談のところでも同一人
物の連載などは非常におもしろいと個人的には聞
いていました。
　「人の顔を出す」ということなどはまた今後考
えていかなければいけないのかなと思います。あ
とは SNS の活用というところです。先ほど国外
のサイトなども紹介しましたが、みな下の方にツ
イッターとか「やってね」というようなことが出
ていたので私たちもそろそろそこに対応していか
なければいけないのかなと思います。
　バナーを張っていく、広報の仕方なども頑張っ
てやらなければいけないと思います。広報の方も、

今まではもっと積極的に広報してくださいとか、
リンクを張ってくださいというお願いをしていま
せんでした。送ったら送りっぱなしだったような
気もしますので、そこは少し今後とも細かくやっ
ていきたいなと思いました。
　岸田さんを含め、みなさんから、他グループか
ら出た意見を聞いて何か思ったことや考えたこと
があればご発言していただき共有していきたいと
思います。

■ 岸田　土屋先生のご指名、すごく優しかった
です＜笑＞。あ、最後のところを聞いていて、僕
が思ったのは、「たしかにチラシを送っただけ」
という部分です。その後のフォローをしていな
かったということですが、普通に QR コードの
URL だけ張って、パラメーターというものを付
与すれば QR コードから来た人は何人かという、
どのくらいアクセスされたかというデータも取れ
ます。それを使えば今後の活用にも有用だと思い
ました。
　マンガは非常に親しみがあるなと思って聞いて
いました。本格的というわけではなく簡易的なも
のでもいいので、そういうものがあると親しみが
出るし、逆にそれが SNS とリンクすることで、
短期間で爆発的にネット上の話題になるようなこ
ともあったりすると思うので、そういった施策は
おもしろいのかなと思いました。
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　また、「人の顔を出す」というところですが、
患者さんの顔を出すというのは、なかなか本ホー
ムページの場合は、公共的な意味で、特定の患者
さんを出すということについて、ハードルが高い
部分もあるかもしれません。たしかに「Can 
Teen」みたいに顔が見えてくると非常に親しみ
が出てきます。僕たちの班では、美男美女のモデ
ルさんを使ってもいいのではないかという話もあ
りました。そうしたイメージでもいいと思います。
こういった部分は改善の余地があるかなと聞いて
いて思いました。
　今回、色々な案が出て楽しく聞けました。ただ
私も活動をしていて思うのは、国立がん研究セン
ターの研究班がやっているというところは大事だ
と思っています。僕たちとしてもそれだと紹介し
やすいですし。また、だんだんサイト内でレパー
トリーが増えてくればもっと良いサイトになるの
だろうなと個人的に思っています。

各記事の有機的つながりを

■ 高橋　今うかがったので
すが、この杜野亜希さん作の

『H/P ホスピタルポリスの勤
務日誌』というマンガは、荒
木先生が監修をされているの
ですね。

■  荒 木　 そ う い う わ け で
『H/P ホスピタルポリスの勤
務日誌』の中でサバイバーも
出てきますので。今 1 巻が
ちょうど出て…

■ 岸田　あ、先生の自己紹介もぜひ！

■ 荒木　私ですか。

■ 岸田　はい！

■ 荒木　もともとは小児外科で小児がんの治療
を外科の立場からおこなっていました。5 年前か
ら企業の産業医に専念しております。がん患者さ
んで就労世代の人たちがいかに快適に仕事ができ
るかということに配慮する仕事をしています。私
は今回のこのサイトの中で就労に関係したところ
を担当しました。先ほどの意見でもありましたが、
体験談とリンクさせるなど、各記事がもっと有機
的につながり、木が森になるようにもっともっと
発展していってくれればいいなと思っています。
それには色々な立場の方が色々な記事を書いてい
く必要があると思います。横にも縦にもどんどん
広がっていけばいいなと思っています。

良いアイデアですが、
すぐ実現できない事情

■ 土屋　ありがとうございました。みなさまか
ら思ったこと考えたことなどありますか。八巻先
生から一言いただけますか、よろしいですか。

■ 八巻　体験談のあり方に
ついてみなさんからご意見を
いただき、そうだなと思いつ
つ、ちょっと難しいなと思っ
ているところもあり、せっか
くいただいたポジティブなア
イデアですが、必ずしも実現しないなと思うので、
先に弁解をさせていただきます。
　たとえば「コメント欄を作る」ですが、その案
もあったのですが、ただそうなると出てきたコメ
ントは必ずしもポジティブなものだけではなく、
揶揄するようなものも出てくると思います。その
時に書いた人が傷つくようなことは決してしたく
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ないと思ったのです。事務局宛のメールは出すこ
とができますので、そういう批判的なコメントも、
受けとるルートはあります。ただ、ブログをやっ
ている方は分かると思いますが、なぜこんなこと
を言われなくてはいけないのだということを経験
する、と、発信している方はみなさんが言ってい
ました。100 人の内 99 人がほめてくれても 1
人でもそういう傷つくことを言ったら、体験談を
寄せてくれた方が辛くなります。
　そういうことに事務局が対応するのはいいので
すが、執筆者の本人の目に触れるようなことは止
めた方がいいかなと思います。またそうしようと
すると今度は出したコメントを検閲するのかとい
う感じになってしまい、それも難しいなというこ
とで、それならコメント欄を止めようとなりまし
た。また、「イイね」も止めることにしました。
いいねボタンをおくと、その数でこの記事は良く
て、この記事は良くないとなってしまう。記事に
優劣をつけるように見えてしまうので、それは止
めようと考えました。
　それから多くの人に書いていただきたい気持ち
はあるのですが、一方で趣旨に合わない体験談は
載せにくいという側面もあります。自由にやるの
ですが、ある意味で硬くやるところも必要だと
思っています。直接、国立がん研究センターの事
業でやっているわけではなくても、「国がん」の
ものだと思って紹介していただける場合もありま
す。ゆえに、もしかしたらこれは誤解されるかも
しれないと思われる体験談は載せにくいのです。
実際に今も、たとえばこういう治療をしましたと
いうようなことが書かれていた場合は、それがど
のくらい一般的なものか、それは特殊なものか、
特殊であるならば理由があるのか、どのような理
由があるのかを確認したうえでやっています。い
くら「体験談だから治療の参考にするようなもの
ではないです。」という注記をつけたとしても参
考にする人は絶対にいると思います。それが「国

がん」のサイトに載っていたのだから良いものだ
と見られることもあります。
　そういうことで今でも書いていただいたけれど
掲載しにくいということで、掲載できませんとご
本人にお伝えするものもあれば、これとこれだけ
をまずは掲載させてくださいという伝え方をして
いるものもあります。このシャンプーは良いです
と言うようなもので、自分が良いと思うぶんには
いいのです。ただ、私はこういう優しいシャンプー
を使うことにしていますと言っていたのが、いつ
の間にか「そのシャンプーを使うのが正しい」と
いうように変わってくことがあります。
　その危険性があり、何か言い訳だらけなのです
が、「双方向性」などなかなかしづらいところが
あります。今の良さである硬さを維持するには、
止むを得ないところかと思い、亀の歩みで慎重に、
慎重にやっています。そのためあまりおもしろく
ないことになっているかもしれないのですが、今
はその道を歩んでいます。

NCC（国立がん研究センター）の
硬いサイトであることの意味は重要

■ 高橋　みなさん、本当にたくさんのコメント
をありがとうございました。今、八巻先生がまと
めてくださったのですが、“NCC サイトは辛い”
のです。いかにまちがいのないものを作り続ける
ことが大変か。私が「AYA サイトを作ろう」と言っ
た時には、ここまでかとは予想していませんでし
た。
　このサイトはまだまだコンテンツが少ない方で
すが、超厖大な「がん情報サービス」はもう本当
に大変です。八巻先生にそのご苦労の話をしてい
ただいたら 3 日ぐらいかかるかと思います。
NCC であることはやはり大事だなと思っていま
す。岸田さんが言ってくださったように、胸を張っ
て、誰からも文句を言われない決定版サイトとい
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う意味では NCC の研究班が出す意味もあると思
います。軟らかいイメージについても、矛盾は色々
ありますが、正確さを最大限担保しつつ、AYA
世代の方にできるだけおもしろい、と思ってもら
えるようなサイトにいかにするか。そのへんです
ね、きっと…。
　今回このサイトにご意見をいただく公民館カ
フェをやろうよと部内で意見が出て、どんな意見
が出るかしらとみんなで楽しみにしていたのです
が、これほどたくさんのご意見を聞けるとは思い
ませんでした。本当にありがとうございました。
今すぐ反映できるものもありそうなので、ぜひ
やっていきたいと思います。
　それから今日は何と言っても、『H/P ホスピタ
ルポリスの勤務日誌』の作者の先生が来てくださ
いました。ひとことお願いします。

■ 杜野　『H/P ホスピタル
ポリスの勤務日誌』という漫
画を描いている杜野亜希と申
します。荒木先生には監修で
お世話になっています。ちょ
うどキャラクターで AYA 世
代と言いますか、子どもの時
にがんを罹患しているという
メンバーが出てきて、その話を描いているので、
色々なお話をうかがえればなと思って今日は参加
させていただきました。そのキャラを描く時に機
会があれば、このサイトのことも描かせていただ
けたらなと思っています。よろしくお願いいたし
ます。
＜拍手＞

■ 高橋　ありがとうございます。むりやりコメ

ントをお願いしてすみません。ところで先ほど
NCC と言いましたが、このサイトは「がん情報
サービス」と同列ではありません。国立がん研究
センターの研究者による研究班サイトです。
　今は土屋先生を中心として、このサイトをどの
ように育てていくか、どう評価をしていくかとい
う研究も続けていて、その予算がつくのが今年を
入れて 3 年間です。この 3 年間で、サイトを育て、
広報戦略なども考えています。
　これからも色々なアイデアが出てくると思いま
すので、ぜひみなさまにこのサイトの広報にご協
力をいただき、一緒に育てていただければ、うれ
しく思います。
　サイトは新聞記事にもしていただきました。共
同通信さんに配信をしていただいて、複数の地方
紙に採りあげていただきました。ありがとうござ
いました。インスタができるかどうかは分かりま
せんが、誰かやってくださる方がおられるといい
かなと思っています。
　どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。み
なさまどうぞよいお年をお迎えください。また来
年も元気でお目にかかりましょう。どうもお疲れ
さまでした。＜拍手＞
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「「第第1188回回公公民民館館カカフフェェ」」アアンンケケーートト集集計計                                                                          参加者　30名
令令和和元元年年1122月月1166日日（（月月））実実施施                                                                                                  回答者  16名（回答率　53.3％）

受受付付登登録録者者5511名名    おお立立場場（（複複数数回回答答））

アアンンケケーートト集集計計

参参加加者者のの感感想想（（自自由由記記述述））
原文ママ

いろいろな意見（現実的にどうかにかかわらず）が出て、大変勉強になった。作成者とユーザーとのギャップを埋める作
業が今後大切になると感じた。
サイトを作成するにあたり、ご協力者に対する配慮あとてもきめ細かくなされている事が分かり大変勉強になりました。ま
た、サイトの発展のためには、これから取り入れていけるようなアイデアが多数出され、とても良かったと思います。
今後も何か気付きましたら、お伝えしたく思います。
思っていたよりも多くの有益なアイデアが出て楽しかったです。SNSの活用、支援団体との広報の協力はすぐに取り組め
そうなことから始めていけたら良いのかなと思いました。
当方も含めて参加者の年齢層が高いので、AYA世代（特に10代後半～20代）の意見・感想も聴きたかった…。深く考慮さ
れて、しっかり作られたサイトだと思いますが、私は出版・広告・Web分野の制作に長く携わってきたので、ボランティアと
してプロのデザイナーや編集者、ライター等にも参加してもらえば、もっと現実に即した意見が具体的にどんどん出てくる
気が致します。（関係ないことですが）高橋先生のホワイトボードのまとめ方は、前回の参加時も今回も舌を巻く思いで
す。頭脳の瞬発力（⁉）が素晴らしい!!また興味の湧くテーマがあったら、ぜひ参加させてくださいませ。
AYAの悩みは切実だなと感じました。
様々な立場の方との交流、2回目の参加ですがいやされます。なかなか参加できませんが、続けてほしいです。
多様な意見が集まり、大いに参考になりました。「AYAサポ」、ますます発展させましょう。
まだまだAYAという言葉が知られていないんだ！と思いました。こういう場を作っていただいて広めたいと思います。
AYA世代について関心がありサイトが出来たのはよかったと思います。知らない人が多いので伝えていきたいと思いま
す。
ななどど

開開催催にに関関すするる希希望望（（自自由由記記述述））
原文ママ

参加でき、よかったです。ありがとうございました。
楽しくなるとがんへの抵抗力が増すことの講演
今後とも参加したいです。
ななどど

33.3% 22.7%
4.5%

9.1% 9.1% 12.1% 9.1%

患者・家族 医療者 行政関係者 メディア関係者 企業関係者 NCC関係者 その他

31.3% 68.8%
性性別別 男性 女性

0.0%
12.5% 18.8% 50.0% 12.5%

6.3%年年齢齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上

75.0% 18.8%
0.0% 0.0%

6.3%
オオーーププンンセセミミナナーーのの感感想想 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

43.8%
18.8%

12.5%
6.3%

12.5%
18.8%

6.3%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

NCC関係者

その他

おお立立場場（（複複数数回回答答））

68.8%

6.3%

6.3%

18.8%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カカフフェェをを知知っったた経経由由（（複複数数回回答答））
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