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                              【運営団体】 NPO法人キャンサーネットジャパン 

〒113-0034東京都文京区湯島1-10-2御茶ノ水K&Kビル2F 

TEL:03-5840-6072 FAX:03-5840-6073 

http://www.cancerchannel.jp/


あらゆる「がん医療情報」を科学的根拠に基づき最適化する 

 

 

 

科学的根拠に基づくがん医療情報をSNS・映像で発信する 

新しいがん医療情報サイト「CancerChannel（キャンサーチャンネル）」 

アライアンス・メンバー募集と申請について 

 

 CancerChannel（キャンサーチャンネル）は、インターネット上で、科学的根拠に基づくがん医療情

報を、主としてSNS（twitter、facebookなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス）と映像で

発信する新しいがん医療情報サイトです。 

 がんに罹患した患者、家族は、自身に対する病気、治療についての情報をインターネットを利用し収集

する事があたりまえになり、現在では、新聞、テレビなどのマスメディア、書籍、医療者などを超え、気

軽に情報を探せるインターネットが情報源の第一位と言われています。 

そのような現状にも関わらず、インターネット上におけるがん医療情報は、患者、家族にとって有害と

思われる非標準療法を推奨するサイトも多く、更にYahoo、Googleなどの検索エンジンを用いて上位

表示されるサイト（同時に表示されるスポンサーリンクも含め）においてさえ、情報の信頼性が担保され

たものではありません。 

一方で、一般への認知や普及も十分ではないものの、科学的根拠に基づく情報を発信している団体・組

織が運営する患者・家族にとって有益なサイトも多数あります。しかしながら、それぞれの組織・団体の

SEO対策を含むウェブ上での情報発信だけでは、例え有益な情報であってもインターネット上でのイン

パクトは大きいとは言えません。 

このような背景より、インターネット上でがん医療情報を発信する倫理的評価基準※(1)、及びがん治療

専門家による科学的評価基準※(2)の2つの基準を満たした組織・団体が連携し、科学的根拠に基づく、正

確で、安全ながん医療情報の発信する事により、インターネット上におけるがん医療情報を最適化する事

を目的にCancerChannel（キャンサーチャンネル）は開設されました。 

 CancerChannel（キャンサーチャンネル）では、本サイト開設の主旨に賛同するアライアンス・メン

バーを募集しています。メンバー登録を希望する団体・組織は、別紙の募集要項に則り、お申込み頂きま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 科学的根拠に基づくがん医療情報を発信する団体・組織、またこれらに賛同する数多くの組織・団体の

申込みをお待ちしております。末筆ではございますが、貴団体・組織における益々のご発展を祈念してお

ります。 

 

倫理的評価基準※(1)：東京大学医療政策人材養成講座4期後藤班、及びマイクロソフトNPO協働プログ

ラム2009助成プログラムによる倫理的評価基準を利用します。 

医学的評価基準※(2)：複数のがん治療専門医による外部委員により評価します。CancerChannel（キャ

ンサーチャンネル）アライアンス・メンバーへの申込みを頂いた場合でも、上記評価により、アライアン

ス・メンバーにご参加頂けないこともありますことご了承の程お願い申し上げます。 

 



＜CancerChannel（キャンサーチャンネル）の概要とメンバー募集要項＞ 

【インターネット上におけるがん医療情報の現状と背景】 

現在、日本では男女共に2人1人が「がん」に罹患し、3人に1人が 「がん」で亡くなっており、

今や誰もが関心を持たざるを得ない国民病とも言える状況になっています。 

しかしながら、一般市民における「がん」の認知は十分でありません。「がん」と診断された患者・家

族の「がん医療情報」を求める情報源の第一位は検索サイトを利用したインターネットですが、日本語に

おけるインターネット検索は、有益な情報源が上位表示されない現状です。また一般利用者には識別しに

くい有害情報を含むスポンサーリンクにもさらされています。 

また、既存メディアにおいてさえ、科学的根拠のないがん医療情報が発信されており、少なからずがん

に対する正しい知識・情報普及の阻害要因になっており、科学的根拠のないがん医療情報が広く認知され

ているケースもあり深刻な問題ともなっています。 

 一方、信頼性の高いがん医療情報を発信する情報源、またこれらを支援する団体・組織があるにも関わ

らず、一般の認知は低く、信頼性の高い情報が浸透していません。これらの解決法として、インターネッ

ト上のがん医療情報の認証と、これらの相互リンク、連携は重要で有効であり、科学的根拠に基づく、信

頼性の高いがん医療情報の効果的な普及・啓発のため CancerChannel（キャンサーチャンネル）を開

設しました。 

【サイトの開設目的】 

科学的根拠に基づくがん医療情報ポータルサイトとして、インターネット（特にSNSや映像）を通じ

有益な情報を一般に周知することにより、健康福祉の増進、啓発、がん医療の発展に資することを目的と

します。 

【アライアンス・メンバー】 

CancerChannel（キャンサーチャンネル）の目的に賛同し、各団体・組織が希望する下記 4 つのカ

テゴリのアライアンス・メンバーに分類されます。なお、アライアンス・メンバー参加にあたっては、各

団体のウェブサイトが「がん情報.net」に規定する倫理的評価基準と科学的評価を満たす事を前提条件と

します。（がん医療情報を発信しない組織・団体については医学的・科学的評価項目の検証は必要ありま

せん）。 

【アライアンス・メンバーのカテゴリ】 

・アクティブメンバー（要運営費：原則100,000円/月） 

 原則、がん医療情報を扱う法人格を有し、本サイトの運営、運用に関与する団体。なお、アクティブメ

ンバーは、本サイトの運営委員会のメンバーとする。 

・サポートメンバー（要利用料：A : 100,000円/月・B : 50,000円/月・C : 応相談） 

原則、法人格を有し、がん医療情報の発信の有無に関わらず、がん疾患啓発、本サイトの趣旨に賛同し、

協賛・寄付により参加する団体。 

・アソシエイツメンバー（利用料：無償） 

 原則、法人格を有し、がん医療情報の発信の有無に関わらず、がん疾患啓発、本サイトの趣旨に賛同す

るNPO等非営利活動法人。 

・メディアメンバー（利用料：無償） 

 原則、法人格を有し、がん医療情報の発信の有無に関わらず、がん疾患啓発、本サイトの趣旨に賛同す

るメディア（新聞・テレビ・ラジオ・インターネットメディア等）。 

・メディカルメンバー（利用料：無償） 

 がん医療情報の発信の有無に関わらず、がん疾患啓発、本サイトの趣旨に賛同する医療機関・学術団体。 



【審査基準】 

○倫理的評価基準 

CancerChannel（キャンサーチャンネル）運営事務局により、「がん情報.net」の倫理的評価基準に

従い、下記の 6 つの倫理的評価項目を満たすかどうかを確認いたします。但し、がん医療情報を発信し

ていない団体、及びメディアにおいては、③、⑥の評価項目は該当しません。 

 

①運営母体の明示：（○：適合・×：不適合） 

誰が情報を書いているか明示されている。誰が書いているかわからない医療情報は信頼することはできま

せん。 

 

②内容に対する責任の明確性：（○：適合・×：不適合） 

情報を書いた人と連絡が取れる。記載内容に対する質問や苦情に対応できないサイトは信頼できません。 

 

③情報の相補性：（○：適合・△医療機関・医師によるサイト、または免責事項等が記載されている・×

不適合） 

全ての医療情報は、一般論であり、全ての人には適応できないことが記載されていなければなりません。 

 

④更新日の明示：（○：適合・△：内容に関わらずサイト内に更新日がある・×：不適合） 

いつ書かれたものか明示されている。更新されていない、古すぎる情報は信頼できません。 

 

⑤個人情報保護と守秘義務の遵守：（○：適合・△：個人情報を収集するサイトでない場合・×：不適合） 

個人情報が守られている。個人情報が漏えいするようなサイトは、安心して利用できません。 

 

⑥医療情報の出典：（○：適合。医療機関、医師によるサイト、あるいは文献、その他情報源が示されて

いる・×：不適合） 情報の根拠が示されている。医療情報は、専門学会、論文などで発表、公開されて

いないものは信頼できません。医療情報については、その情報源が示されていること。また、その情報源

が医師などの医療従事者によるものかを明示していること。 

 

○科学的評価基準 

外部評価委員会（委員長：東京大学附属病院呼吸器内科 後藤 悌）の複数のがん治療専門医により対象

団体・組織のウェブサイトの科学的妥当性について評価・確認致します。但し、がん医療情報を発信して

いない団体、及びメディアにおいては、この評価項目は該当しません。 

 

【運営組織】 

・NPO法人キャンサーネットジャパン 

住所：〒113-0034 東京都文京区湯島1-10-2 お茶の水K&Kビル2F 

連絡先電話：03-5840-6072 

・CancerChannel（キャンサーチャンネル）」事務局 

アライアンスメンバー窓口 担当者名：濱島 明美  

連絡先メール：office@cancerchannel.jp 

収録・編集・配信担当名：串岡 慎吾 

収録スタジオ：キャンサースタジオ 

スタジオ住所：東京都千代田区外神田2-19-14 

 

【運営委員会】 

 NPO法人キャンサーネットジャパンを中心に、前述のアクティブメンバーとして参加する団体・組織

の代表者、あるいは担当者により構成され、運営委員会は原則年 2 回以上実施され、本サイトの運営方

針、各種懸案事項の決定を行うものとします。 

mailto:office@cancerchannel.jp


【サイト情報】 

・サイト名称：「CancerChannel（キャンサーチャンネル）」 

・サイトURL：http://www.cancerchannel.jp 

・イメージカラー：ラベンダー 

乳がんはピンク、膵臓がんはパープル等、がん疾患啓発カラーは定められており、本サイトでは全が

ん種を対象とするため、全がんの疾患啓発を表すラベンダーを基調としています。 

 

CancerChannel（キャンサーチャンネル）サイト簡易表 

区分 掲載コンテンツ内容 利用可能メンバー区分 

タ

グ 

ビデオ 
動画 

がん種・キーワード・シリーズetc 
全メンバー 

イベント イベント告知・開催内容詳細 全メンバー 

サポート 患者家族向けサポートプログラム 全メンバー 

ブックレット 冊子・紙面PDF 全メンバー 

更新履歴 サイトの更新内容履歴 全メンバー 

アライアンス 概要・募集要項・登録メンバー 全メンバー 

ニュース 直近のサイトの更新内容告知 全メンバー 

レクタングルエリア 団体・コンテンツ紹介画像 
アクティブメンバー 

サポートメンバーA 

オススメの動画 選りすぐりの動画 全メンバー 

最新のイベントスケジュール 直近のイベント告知 全メンバー 

アライアンスメンバーバナー表記 
登録団体のバナー表記（→団体専用の紹

介画面へ） 
全メンバー 

 

【メンバーズ・メリット】 

① CancerChannel（キャンサーチャンネル）上において「がん情報.net」の倫理的評価、科学的評価

をクリアーした信頼性の高いがん医療情報を発信する団体・組織としてのバナーを表示します。 

 

② CancerChannel（キャンサーチャンネル）上おいてアライアンス・メンバー団体の広報のマテリア

ル（テキスト情報・映像情報など）を作成しサイト上で公開します。 

 

③ CancerChannel（キャンサーチャンネル）上においてアライアンス・メンバーが企画・実施するイ

ベント・プログラムの告知・広報（twitter など既存の SNS なども利用）資材のマテリアルを作成

し公開します。 

 

④ アライアンス・メンバーである団体・組織の概要についての映像収録・編集・配信等（メディアサイ

ト、YouTubeなど）を無償で行います。 

 

⑤ アライアンス・メンバーである団体・組織が実施するイベント・プログラムの映像収録・編集・配信

等（メディアサイト、USTREAM、YouTube など）を行います。但し、本業務実施の料金につい

てはアライアンス・メンバーカテゴリー別に別途定めるものとします。 

 

⑥ アライアンス・メンバー間の相互リンク、SEO対策等のウェブコンサルティングを行います。 

 



【アライアンス・メンバー申込み方法】 

・インターネットからの申込み 

 以下のURLにあるアライアンス・メンバー申込みページに必要事項を入力し申込み下さい。 

http://www.cancerchannel.jp/alliance/confirm-alliance-member 

・ファックスでの申込み 

別紙の申込み用紙に必要事項をご記入の上、03-5840-6073まで、ファックスにて送信して下さい。 

・メールでの問い合わせ申込みoffice@cancerchannel.jpまでお問い合わせ下さい。折り返し、担当者

よりご連絡いたします。休日を除き 3 日以内にお返事がない場合は、恐れ入りますが、事務局までご

一報ください。 

 

【審査承諾】 

CancerChannel（キャンサーチャンネル）のアライアンス・メンバー申し込む用紙受理後、倫理的基

準、科学的基準の評価・審査を行います。審査のため、申請書のほかに、資料をご提出頂く場合がありま

す。返答には、2～3週間の時間を要します。ご了承下さい。 

また、CancerChannel（キャンサーチャンネル）アライアンス・メンバーへの申込みを頂いた場合で

も、これらの評価により、アライアンス・メンバーにご参加頂けないこともありますことご了承の程お願

い申し上げます。 

 

【掲載までの流れ】 

・アクティブメンバー、サポートメンバーは CancerChannel（キャンサーチャンネル）運営委員会の

審査受諾・協力費の入金確認日以降１ヶ月以内に掲載します。 

・アソシエイツメンバー、メディアメンバー、メディカルメンバーは CancerChannel（キャンサーチ

ャンネル）運営委員会の審査受諾後１ヶ月以内に掲載します。 

 

【その他】 

・詳しくは、別紙【がん医療情報ポータルサイト「キャンサーチャンネル」サービス利用に関する契約書】

をご覧ください。 

 

 

 

 

HON codeを取得しています 

キャンサーチャンネルは、医療情報の品質認証をおこなう国際機関であるHON（Health On the Net 

Foundation：）の適性認証（HON code）を取得しています。 

http://www.hon.ch/ 

 

 

 

 
インターネットの情報は、「誰が書いているかわからない医療情報」「古すぎる情報」「根拠がない情報」などが蔓延
し、検索で適切な情報にたどりつくことは容易ではありません。キャンサーネットジャパンは、ヘルスケア領域にお
けるインターネット上の情報発信に対し、医学的・倫理的に確かな情報を掲載していることを審査認証する国際的機
関の認証HON code（ホン・コード）を2012年10月に取得しています。 

(HONConduct114618) 

 

http://www.hon.ch/
http://www.hon.ch/home1.html


映像収録・編集・配信（参考） 

 

アライアンス・メンバーの団体概要の初回映像収録・編集・配信は全て無料です。その他、各団体・組

織のイベント・プログラムのCancerChannel（キャンサーチャンネル）上でのテキスト情報による広

報・告知等も無料です。 

 

  

 

映像収録・編集・配信費用 

 

映像収録、編集、配信等が必要な場合は、収録方法、配信方法別に、価格を設定しております。アライ

アンス・メンバーには優待価格を設定していますので、是非ご利用下さい。 

（金額の詳細は、事務局へお問い合わせください） 

注）下記、表中のノンメンバーの費用は参考価格です。ノンメンバーからの依頼による各種サービスに

も対応致しますが、ノンメンバーの情報、がん領域以外の情報について、キャンサーチャンネルで取り扱

う事はありませんので、ご了承下さい。 

 備考 

SNSレクチャー 
Twitter・Facebook・Youtube・Ustream・ウェブサイトのコンサルティング（月１回のミーティング／メ

ール相談無制限） 

Ustreamネット生中継 

（CNJスタジオも同価格） 

収録時間3時間までで、別途交通費が必要。会場下見（都内以外は要前泊費用）、現地スタッフ2名派遣、ビデ

オカメラ1台、ウェブカメラ1台、音声ミキサー1台、テロップ挿入など。 

映像撮影（1ｈ）＆簡易編集 

（YouTube） 
DVD納品、スライド挿入、写真・画像追加、スポンサー画像追加、色補正。 

映像撮影（1ｈ）＆簡易編集 

（E-learningシステム利用） 
デュアル画面、スライド挿入、写真・画像追加、スポンサー画像追加、色補正。 

ウェブサイト作成 イベント・プログラム特設サイト他、内容により応相談。 

（上記の価格に別途、8%の税金がかかります） 

※CancerChannel（キャンサーチャンネル）に掲載するコンテンツ作成の注意点 

・第三者の著作権、その他一切の知的財産権を侵害しないこと 

・出演を依頼する場合は、演者にCancerChannel（キャンサーチャンネル）掲載の承諾書を得ること

（所定用紙あり） 

 

 



収載済映像・コンテンツ（参考） 

上左：アピタル乳がん夜間学校（USTREAM配信・Youtube配信・Mediasite配信）  

上右：大腸がん啓発キャラバン 金 哲彦氏メッセージ映像（Youtube配信） 

（掲載希望は事務局までご連絡ください） 

   

 

 

 

 

 

 

下左：キッズセミナー2011（Youtube配信） 

下右：和田中学「命の授業」with 田原 総一朗氏（Youtube配信） 

 

 

 

 

 

※CancerChannel（キャンサーチャンネル）に掲載するコンテンツ作成の注意点 

・第三者の著作権、その他一切の知的財産権を侵害しないこと 

・出演を依頼する場合は、演者にCancerChannel（キャンサーチャンネル）掲載の承諾書を得

ること（所定用紙あり） 

 

掲載イベント情報（参考） 

アライアンスメンバーのイベント情報を掲載します（掲載希望の際は事務局までご連絡ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2011.01（βversion）からのアクセスレポート（参考） 

月間アクセス数と月間ページビュー数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook経由アクセス数と facebookファン数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NPO法人キャンサーネットジャパン 

CancerChannel（キャンサーチャンネル）事務局 御中 

FAX送付先：03-5840-6073 

ウェブからも申込みできます →http://www.cancerchannel.jp/alliance/confirm-alliance-member 

＜CancerChannel（キャンサーチャンネル）アライアンス・メンバー申込書＞ 

【申込日：   年   月   日】 

組織・団体名  

法人格（いずれかに○） あり・なし がん医療情報発信 あり・なし 

所在地 
〒 
 

代表者名  

担当者部署  

担当者名（ふりがな）  

担当者連絡先 
Tel：               . Fax：               . 

E-mail：                                        . 

 

申込 

メンバーカテゴリ 

（いずれかに○） 

アクティブ 

メンバー 

サポート 

メンバー 

A・B・C 

（いずれかに○） 

アソシエイツ 

メンバー 

メディア 

メンバー 

メディカル 

メンバー 

Homepage URL  

BLOG URL  

Twitter URL  

契約開始希望月 ２０  年   月 契約書 要・不要 

契約 

支払期間希望 
毎月 3ヵ月 6ヵ月 1年間 その他 

 

                         署 名：                   

 

 

【事務局使用欄】 

 

＜倫理的評価基準＞ 

がん医療情報を発信しない団体・組織においては、③、⑥は評価外項目。 

① 誰が情報を書いているか明示されている □ ② 情報を書いた人と連絡が取れる □ 

③ 医療情報の限界について記載されている □ ④ いつ書かれたものか明示されている □ 

⑤ 個人情報が守られている □   ⑥ 情報の根拠が示されている □ 

＜科学的評価基準＞ 

がん医療情報を発信しない団体・組織においては科学的評価基準を必要としない。 

当該ウェブサイトの情報は、科学的・医学的に妥当である □ 

 

                     御中 

 

アライアンス・メンバー登録を、□承認いたします。 □承認いたしません。 

 

NPO法人キャンサーネットジャパン 

CancerChannel（キャンサーチャンネル）事務局 

通知日：    年   月   日 


