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１．	 本年度の研究成果	 

（１）	 医療報道の検証	 

がん医療に関する報道内容の検証を実施した。具体的には、新聞やインターネット、特

に近年ユーザー数が爆発的に増加しているソーシャルメディア（Facebook,	 Twitter 等）を

対象として、医療専門家の立場から検証した。さらに、これらの報道が、国民のがん医療

の認識やがん予防に対する世論形成にどのような影響を与えているか、個別事例について

情報工学、社会学的見地から検討した。	 

① 新聞及びインターネット	 

主要 5 紙からの情報収集を継続した。我々は、昨年、ウェブ上での情報流通が informal	 

network	 として機能し、一部の医薬品の有害事象を未然に食い止めている可能性を示した	 

(Nakada	 et	 al.,	 Clin	 Infect	 Dis,	 2010)。また、子宮頸がんワクチン報道では、副作用・

公的助成が話題となり、様々なステークホルダーが複雑に関与することを報告した	 (Yuji	 

et	 al.,	 Lancet,	 2010)。	 

本年は、子宮頸がんワクチンに関するウェブ情報を対象として、世論形成に寄与した要

因をデータマイニングを用いて探索し、新聞調査を用いて検証した。驚くべきことに、子

宮頸がんワクチンをめぐるステークホルダーは 2010 年に入って大きく変化していた。すな

わち、従来は製薬会社や医療従事者、学会などワクチンの供給者がステークホルダーであ

ったのが、2010 年に入ってからは、署名活動や公費、助成などがキーワードとして浮かび

上がり、ワクチンの受益者がステークホルダーとなっていることが示唆された。がん予防

に対する世論形成に資する要素として、受益者側の活動が重要な役割を果たしていると考

えられる（文献 1）。	 

② 週刊誌	 

	 週刊誌におけるがん医療の取り扱われ方につき定量的に分析を行った。6 大誌におけるが

ん関連の記事、広告を 2 年間収集した。全記事のうちがん関連記事は 1.6%、全広告のうち、

がん関連広告は 1.9%であった。週刊誌は、がん医療に関して有用な情報源であるが、そこ

で提供される情報は不確定な治療方法や偏った意見が過度に強調されるという傾向があっ

た。このようなメディアの特性を理解した上で情報源として利用することが重要である（文

献 2）。	 

③ 漫画	 

	 漫画における医療の取扱いは系統的に研究されたことがなく、我々の昨年度の調査によ
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り、医療漫画が漫画の一分野として確立していること、医師視点で葛藤や苦労を描く漫画

が増えてきたことが明らかになった。我々の今年度の調査により、医療漫画は医療に関す

る情報提供の強力なツールになりうることが示唆された（文献 3）。本研究結果は、読売新

聞にも取り上げられ、多くの国民に共有された。	 

④ 情報工学を用いたソーシャルメディア（Twitter）の解析	 

	 がんワクチンの臨床研究に関する報道を例に、メディアの相互作用について解析した。

がんワクチン報道に関しては、朝日新聞をはじめとする主要全国紙のみならず、インター

ネットメディアや週刊誌、経済誌、医学専門誌（The	 Lancet,	 The	 Journal	 of	 Clinical	 

Oncology）においても議論された。さらに、Twitter 上でこの報道がどのように取扱われた

かを調査し、分担研究者である宮野悟の研究グループの情報工学専門家と連携し、数理シ

ミュレーションを用いてがん報道における情報循環過程を探るとともに、医療報道におけ

るソーシャルメディアの役割を検討している。Twitter 上から本件報道に関連する Tweet を

抜き出し、発信者の分類と Tweet の内容分析を進めている。がんワクチンの臨床研究とい

う専門性の高い内容であり、事象が複雑であったことから、新聞やインターネットニュー

ス、メールマガジン等の報道を拡散する動きにとどまり、個人間での議論はほとんど行わ

れていなかった。また、情報発信の中心となっているのは医療専門家であると考えられた。

専門家から発信された情報を瞬時に共有することが、医療報道におけるソーシャルメディ

アの役割のひとつである。	 

（２）	 医療報道担当者へのアンケート調査	 

	 報道関係者がどのように医療情報を集め、どのようにして記事や番組にしているのかを

調査するため、約 50 名の記者に対するアンケート調査を行った（東大医科研 IRB 承認済）。

全国紙やテレビなどの伝統的なマスメディアについては、がん報道の分析、記者へのアン

ケート調査が行われているが、ブログなどのソーシャルメディアを含むインターネットメ

ディアや専門誌などの新しいメディアとの比較研究はこれまでほとんど行われていない。	 

	 そこで、調査対象をマスメディアに限定せず、インターネットメディアや専門誌の記者

も含むこととし、記者のキャリア、バックグラウンド等の基本情報と、がん報道の情報源・

取扱ったことがあるトピックスなどを調査した。	 

	 伝統的なマスメディアと新規参入メディアとの間で情報源に大きな違いは見られず、個

人的なつながりのある医師が主な情報源であった。また、がんについて取扱ったことのあ

る内容としては、治療や予防などに関するトピックスが上位を占め、医療費・医療格差な

ど患者負担に関することやホスピス・在宅医療などに関することは少なかった。	 

	 媒体が進化しても、情報源や扱うトピックスには大きな変化はないと考えられる。した

がって、メディアの特色はどのような医師とつながりを持っているか、また、メディアの

責任者の判断によるところが大きい可能性が示唆された。	 

（３）	 提言	 

① メディアネットワーク・組織の構築	 
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	 メディアとの信頼関係を構築し、報道の質を向上させていくための組織・ネットワーク

が必要である。メディアごとの特性はインターネットの発達により変化し、相互作用も多

様になっていくと考えられる。そこで、このような変化に対応するため、メディア間の有

機的なネットワークを構築し、情報を収集・分析する組織が必須である。また、収集・分

析された情報を適切に市民に開示する仕組みづくりも重要である。	 

② メディアデータベースの整備	 

	 我々の研究では、メディアの掲載内容をデータとして収集した。新聞以外のメディアで

はデータベースが確立されておらず、データ収集に膨大な時間を費やした。国民がより適

切にがん医療に向き合えるための知識に資する報道のあり方を継続的に検討していくにあ

たっては、テレビ、週刊誌、ネットメディア、ソーシャルメディア等についてデータベー

スを構築していくことが必須である。	 

③ 情報工学専門家との連携	 

	 がん医療に関する合意形成には、メディア相互の影響を分析することが非常に重要であ

る。例えば、新聞と週刊誌では対立的な意見を報道することがしばしばである。こうした

合意形成は、複数のプレーヤー間の相互作用によって進められる複雑系をなしている。し

たがって、メディアが効果的に情報発信をするには、医療専門家、社会学専門家のみなら

ず、情報工学専門家との連携も必須である。	 

	 

２．	 前年度までの研究成果	 

（１）	 新聞における医療報道の検証	 

	 医療事故・医療過誤の取扱いおよび医療報道が抱える構造的問題の実態調査を進めた。	 

（２）	 週刊誌におけるがん報道の検証	 

	 がん関連記事の取扱いにつき実態調査を進めた。６つの主要な週刊誌において 2009 年 9

月から 2010 年 8 月までに「がん」という言葉を含む記事は、広告を含めて 650 あった。	 

（３）	 インターネットにおけるがん報道の検証	 

	 インターネット上でのがん関連情報の流通の実態調査を進めた。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

	 3 年間、メディアにおける医療の取り扱われ方について徹底的に調査をした。医療に関す

る合意形成は複雑系であり、その過程を解析する上で情報工学専門家との連携が必須であ

る。このような連携は世界でも例を見ない画期的な研究である。また、医療とソーシャル

メディアとの関わりは世界中で議論が始まりつつある。我々が行った研究は、その先駆け

ともいうべきものである。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

	 患者情報は、プライバシー守秘に関してその取り扱いには十分な配慮が必要である。原
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則として本研究では、個人情報を扱わない。本研究において、研究対象者に対する人権擁

護上の配慮、研究協力の説明と同意、協力内容については、研究計画を研究者施設の倫理

審査委員会の承認を得て実施する。また、メディアなどの研究者・研究協力者は、個人で

の守秘義務遵守誓約書を文書として研究責任者に提出し、個人情報保護法に準拠して取り

扱う。	 
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