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3H クリニカルトライアル株式会社
公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター

がん医療のエキスパートによる最新のがん医療情報を提供
がん医療情報オンラインセミナー「ONCOLO Meets Cancer Experts（OMCE）2021」開催！
3H クリニカルトライアル株式会社（代表取締役：滝澤 宏隆、東京都豊島区、がん情報サイト「オン
コロ」運営会社 以下 3HCT）と（公財）神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター
（センター長代行：川本 篤彦、神戸市中央区、
「がん情報サイト」運営団体 以下 TRI）は、がん情報サ
イト
「オンコロ」
が 2016 年より開催するがん医療情報セミナー
『ONCOLO Meets Cancer Experts（OMCE）
2021』を共催することをお知らせいたします。
ONCOLO Meets Cancer Experts（OMCE）2021
<https://oncolo.jp/event/omce2021>

国立がん研究センターの最新のデータによると、
がん罹患者数は 977,393 人、
がん死亡者数は 373,584
人となり、男女共にがん（悪性新生物）は死亡要因の第一になっています 1)。他方、がん患者の 8 割が
インターネットから情報を得ているという調査結果 2)もありますが、日本では、正しいがん情報を発信
している Web サイトが少なく、Google 等で「肺癌」
、
「肺がん」と検索した場合の上位 50 のうち 7 割
は正しくない情報であるという研究結果 3)が報告されるなど、正しいがんの情報提供が課題となってい
ます。
オンコロでは、がんに関する正しい情報配信を目的に 2016 年よりがんに関する様々なセミナーを実
施してきました。がん患者さんを中心に累計 3,000 名以上の方々にご参加いただき、アンケートでは、
9 割以上の方が満足 4)と回答されています。
本セミナーでは、がんと向き合う患者さん、ご家族をはじめとし、ヘルスケアに関わる報道関係、企
業の方に向けて、がん医療のエキスパートを講師に招き、各種がんの最新情報や近年のがん医療の現状
と課題、正しい知識と情報をお伝えします。
開催 6 年目を迎えるがん医療のエキスパートを招いての本セミナーは、コロナ禍を考慮し、がん情報
サイト（TRI）との共催にて、全国どこからでも視聴可能なウェブライブ配信セミナーとして開催いた
します。
1) 国立がん研究センター最新がん統計 https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
2) ファイザー株式会社「がん患者さん・がん患者さんのご家族における意識・実態調査」2012 年
http://www.pfizer.co.jp/pfizer/company/press/2012/documents/20121011.pdf
3) Yasushi Goto et al. Differences in the Quality of Information on the Internet about Lung Cancer between the United States and
Japan: Journal of Thoracic oncology, July 2009 Volume 4, Issue 7, Pages 829‒833.
4) アンケート回答で「とても満足」56%、「おおむね満足」36%の合算

■特設サイト URL：https://oncolo.jp/event/omce2021
■実施形態：YouTube ライブ配信（後日、オンコロサイトにてアーカイブ配信）

■『ONCOLO Meets Cancer Experts（OMCE）2021』開催プログラム
毎月第 4 金曜日 20:00~21:00 ライブ配信
日程
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■3H クリニカルトライアル株式会社
人（Human）の健康（Health）と幸せ（Happiness）をつなぐライフサイエンスグループである 3H
グループにおいて、主にヘルスケアメディアの運営と 10 年以上の臨床試験・治験支援を行ってきたノ
ウハウをベースに医療と最新のテクノロジーを融合した「ヘルステック」を活用したソリューション
を提供しています。
3H クリニカルトライアル株式会社：https://3h-ct.co.jp/
■がん情報サイト「オンコロ」について
「オンコロ」は、3H クリニカルトライアルが運営する患者さんやそのご家族、医療従事者、製薬企業などの関
係者の方々向けに、がん領域の最新情報をわかりやすく提供する情報サイトです。がんに関わる臨床試験・臨
床研究を中心に掲載しています。またインターネットにとどまらず、様々な情報提供活動を通して、がん
に関わる人への一助となることを目的としています。2017 年9 月には、信頼できる医療・ 健康情報の
ための倫理標準である HON-code 認定を取得しました。
がん情報サイト「オンコロ」
：https://oncolo.jp/
■公益財団法人神戸医療産業都市推進機構 医療イノベーション推進センター （TRI）
TRI は、アカデミアにおける初めてのデータセンター・解析センターとして、文部科学省と神戸市によ
って 2003 年に創設されました。臨床研究を主導するすべての研究者と医師に対して、研究相談を受け
付け、計画の策定から解析までを一貫して支援しており、現在までに支援してきた臨床試験・臨床研
究は 419 件、掲載論文数は 300 篇にのぼります。
（2020 年 3 月末時点）TRI は、さまざまな技術革
新、基盤整備、科学創成を進め、日本における臨床研究・臨床試験の一層の発展を通じて、国民の健
康の向上に貢献します。
医療イノベーション推進センター（TRI）
：https://www.tri-kobe.org/
■がん情報サイトについて
がん情報サイトは、TRI が運営する「米国国立がん研究所（NCI）が配信している世界最大最新の包括
的がん情報データベース PDQ® (Physician Data Query) の日本語版をはじめとする、質の高い情報を
配信するサイト」です。小児がんなどの希少疾患を含む、あらゆるがんの治療、緩和ケア、検診、予
防、遺伝学などの多様な情報を、患者さん向け、医療専門家向けに掲載しています。PDQ®がん用語辞
書には 8,000 語を超えるがんに関連する用語を収載し、専門用語の意味を確認いただけます。
7 月には全面リニューアルし、スマホにも対応、検索エンジンも最適化して、必要な情報にアクセスし
やすくなりました。
がん情報サイト：https://cancerinfo.tri-kobe.org/

【本件に関するお問い合わせ先】
3H ホールディングス株式会社 広報啓発グループ：野村
URL：https://3h-holdings.co.jp/ TEL：03-6868-3790 Mail：pressroom@3h-holdings.co.jp
（公財）神戸医療産業都市推進機構

医療イノベーション推進センター 広報担当：武内、天辰
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