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サバイバーネットへようこそ。
サバイバーネットは、がん患者さん、ご家族のた
めのSNSです。

このスタートガイドは、サイトの使い方が分か
らない時に参考にしていただく為に作成しました。
ご活用ください。尚、ガイドを見て分からないこ
とがあればお気軽にお問合せください。

運営団体
日本対がん協会 がんサバイバー・クラブ
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プロフィール写真を登録する

初期設定でプロフィール写真を設定していない方は
是非、登録しましょう。

右側のメニューの「コミュニティのための紹介情報」をクリック。

画面右上の マークをクリックし自分の名前をクリック。

プロフィールにしたい画像をドラッグ＆ドロップ
（クリックしたままスライドさせる）。
「更新する」をクリック。完了。

画像を動かす。
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①

②

③

※こちらからも
写真設定可→→



プロフィールを編集する

初期設定で病歴・治療歴などをスキップされた方は、是非、
詳細を登録しましょう。ご自身に似た治療歴の仲間を探し
やすくなります。

編集したい項目を入力し、画面下部の「更新する」をクリック。
編集完了。

ログインし、画面右上の をクリックし「名前」をクリック。
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あなたのダイアリーを読んだり、ともだち検索をした人から、
ともだち申請が来たりします。
ともだちになる、ならないはご自身で判断してください。
ともだちになる際は、お互い個人情報の取扱いに注意してください。
サイトを気持ちよく利用しましょう。
ともだち申請＆承認で、ご不明な点や困ったことがあれば
info@gsclub.jpまでお問合せください。

プロフィールは以下のように表示されます。

ログイン後の画面右側

ともだち検索結果

詳細をクリックするとポップアップで表示されます。
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ダイアリー（日記）を書く

直近で更新されたメンバーのダイアリーが表示されます。
あなたも書いてみましょう。

左側のメニューの「ダイアリー」をクリックする。

ログインすると、タイムライン画面が出ます。
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日記のタイトル、コメント（文章）を書き込みます。

体験キーワードを入れると、他の人が
検索した際、あなたのダイアリーに
辿り着きやすくなります。

言葉で気持ちを表現しづらい時などは
絵文字を活用ください。

「記録する」をクリック。完了。
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ダイアリーの公開範囲を選択できます。

デフォルトは、「公開（全）」
になっています。
サバイバーネット内で、
誰でも見られる状態です。

ダイアリーの投稿完了！

このような形で公開され
ます。

公開されると、見た人か
ら、「いいね」や「がん
ばって」などが付いたり、
メッセージが来たりしま
す。

公開（全）：
サバイバーネット内で、誰でも見られる状態。

公開（ともだち）：
サバイバーネット内で、ともだちのみ見られる状態。

非公開：
ご自身のみが見られる状態。

表示説明

←公開範囲

8



ダイアリー（日記）は、写真画像も投稿できます。

①左側のメニューの「ダイアリー」をクリック。
②タイトル、コメント本文等を入力。
③「画像アップロード」をクリック。

①

②

②

③

ダイアリー（日記）に写真を入れる

④次ページへ
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④ポップアップが開くので、画像を選択。
⑤「開く」を「クリック」。
⑥「記録する」をクリック。→公開。

注意！事前の掲載イメージ画面（プレ
ビュー）は出ません。
即、公開されます。

④

⑤

⑥

画像は最大3枚挿入できます。

注意！事前の掲載イメージ画面（プレビュー）
は出ません。
③画像アップロード＋④画像選択＋⑤開く
を繰り返してください。
※掲載順は右手画像を参考にしてください。
※画像は横画面をオススメします。

③

④

⑤

⑥

画像１

画像２

画像３
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ダイアリーの右上のチェックボックス☑から「内容を編集」、
「日付の変更」など選択してください。

完了。

「変更する」をクリック。

ダイアリーを編集・修正する
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左側のメニューの「ダイアリー」をクリック。
カレンダーの編集したいダイアリーの日付の「鉛筆マーク」をクリック。

①

②



ダイアリーに、「いいね」を押したり、メッセージを書きましょう。
日記に反応があると、励みになります。

ダイアリーにメッセージを書く

メッセージはこちらから投稿。

感想に当てはまるものを１つ
クリック。

クリックし直せます。

メッセーを書き込み、
「投稿する」をクリック。
完了。
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グループ（患者会・支援団体）を作る

がん患者会やがん患者支援団体の活動を広報できます。
左側のメニューの「グループ」をクリック。

右側のメニューの「新規グループを立ち上げる」をクリック。

注意事項がポップアップで出ます。
読んでいただき、
「作成する」をクリック。
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患者会情報を入力する。

画面の最下部の「作成する」をクリック。

記入例

注意！！
完了と出ますが、入力内容をがん
サバイバークラブにて確認します。
承認に営業日２～３日お時間をい
ただきます。

公開後、カルーセル表示され
ます。⇒
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グループが公開されます。

前頁で設定した画像
は、くるくる回るカ
ルーセル表示されま
す。
活動内容が分かりや
すい写真やチラシ等
を載せましょう。

グループを作成
した方が管理者
となっています。

イベント告知が掲載できるのは、この管理者（オレンジ色）の
方のみです。ほかのスタッフもイベント告知可能にする際は、
管理者に指名してあげてください。

カルーセル
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グループのイベントを掲載する（広報する）

患者会のイベント告知ができます。
ログインし、左側のメニューの「グループ」をクリック。

自分の所属するグループ名を「検索する」をクリック。
完全一致でもグループ名の一部でも検索可能。

自分が所属するグループの管理を
クリック。

※管理者でないとイベントは
掲載できません。管理者に、
自分を管理者にしてもらえるよう
お伝えください。管理者の人数
制限はありません。
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カレンダーで、イベント開催日をクリック。
「イベントを追加」をクリック。

イベントの「イベント名」、「イベント内容」詳細を入力します。
「イベント内容」はHTMLが使えます。
「告知」を選択し、「登録する」をクリック。完了。

画像・資料は反映されません
ごめんなさい。

注意！
主催グループ名は手入力してください。
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イベント内容

①

②

③

⑤

④



イベントが登録できると以下のように表示されます。
修正が必要な場合は、「イベント名」をクリックすると編集
画面になりますので修正してください。

イベントが登録されると、
サバイバー・クラブのイベント一覧に反映されます。
https://www.gsclub.jp/

直近の5件がここに
表示されます。
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一般の方もイベントの告知が見られるようになります。
個々のイベントのURLが作成されます。

内容に間違いや変更がある場合は、サバイバーネットのイベント告知
ページに戻り、修正してください。（次ページ）
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左側のメニューの「グループ」をクリック。
自分のグループがあればクリック。なければ検索する。
団体名が完全一致でも一部でも検索できます。

イベントを編集・修正する

①

②自分のグループを「検索する」

③グループの「管理」をクリック
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検索しなくても表示さ
れている場合は「管理」
をクリック。

検索結果で自分のグループが出たら



④修正したいイベントをクリック

⑥「更新する」をクリック

④修正したいイベントを
クリック

⑤内容を修正する

修正完了。
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グループ（患者会）の管理者になるとイベント告知ができます。
管理者は複数名登録できます。
複数名で管理すると、業務の役割分担もしやすくなると思います。

グループの管理者を設定する

①

左側のメニューの「グループ」をクリック。
自分が参加しているグループを検索する。

詳細：グループメンバーでは無い状態。

参加中：グループメンバー。
しかし編集やイベント掲載の権限無し。

管理：グループの管理者。
グループの情報の編集、メンバーの参加承認、退会や
イベント掲載の権限あり。

②

表示説明
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検索結果が出るので、該当のグループの「管理」をクリック。

をクリック

グループへの参加申請や、既存メンバーが表示されます。
管理者にしたい人の「管理者追加」をクリック。完了。

「管理者追加」をクリック

グループの管理者となり、以後、
グループを表示した際、オレン
ジ色の「管理」ボタンが表示さ
れるようになります。

詳細：グループメンバーでは無い状態。

参加中：グループメンバー。
しかし編集やイベント掲載の権限無し。

管理：グループの管理者。
グループの情報の編集、メンバーの
参加承認、退会やイベント掲載の権限あり。

管理者になりたい場合・・
グループを新規作成した人は自動で管理者です。そのほかの方は既存の管理者に管理者に追加してく
れるよう直接依頼をしてください。
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みんなの知恵袋（質問コーナー）を利用する

がんの疑いがある、がんと診断された、入院する、手術を受け
る、抗がん剤治療を受ける・・など、“みんなどうしてるんだろ
う？”と、不安なことや疑問はありませんか？知恵袋で質問して
みましょう。先輩サバイバーからアドバイスの回答があると思
います。

セカンドオピニオ
ンはしたほうがい
い？

みんな、どうして
いるんだろう・・。

治療費＋交通費で
出費増大。

主治医にうまく話
す方法は？

ウィッグはいくら
くらい？どこで買
うの？

僕は、○○したよ。
理由は・・・。

なるほど。
もう一度考
えてみよう。

左のメニューの「みんなの知恵袋（質問コーナー）」をクリック。
まずは、既に同じ質問が出ていないかチェック。

キーワードで検索する。
もしくは、以下の表示から。

①

②

②

同じ質問が過去に出ていない、もしくは、過去の投稿を読んでも
解決しなければ質問を投稿します。

次ページへ。
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「質問する」をクリック。

③

ガイドに沿って質問内容を入力する。

⑤

25次のページへ

④

「確認する」をクリック。



知恵袋のTOP画面に最新質問が表示されます。

入力内容の確認

完了。

⑥

⑦

タイトルをクリックすると詳細画面が開きます。

同じようなご経験がある方は是非、回答をお願いします。
あなたの経験が、今、がん闘病で悩んでいる方、困っている方のチカラになります。

質問に回答する。

回答のお知らせ不要。

回答のお知らせ要。回答がついた時に通知でお知らせします。

同じ悩みを持つ方は

をクリック。

回答がついた時に通知
でお知らせします。
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知恵袋に回答する。

回答するをクリック。

回答者

同じようなご経験がある方は是非、回答をお願いします。
あなたの経験が、今、がん闘病で悩んでいる方、困っている方のチカラになります。

あなたの体験やアドバイスを入力し、「上記の内容で回答する」を
クリック。

回答がつくと、質問者や 者にお知らせメールが届きます。
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また、参考になった方は、
「参考になった」をクリックし
てください。追加の質問は、
「質問する」から新たに投稿し
てください。

是非、たくさんの回答をお願い
いたします。

質問者、回答者、気になるチェックを入れた方は、
回答内容をご確認ください。

質問者の画面 回答者の画面

質問者はお礼をしましょう！ 回答者は投稿を削除することができます。
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病気体験記を書く

左側のメニューの「病気体験記」をクリック。
画面右上の「体験記作成」をクリック。

あなたのがん体験を本にしませんか？

病気体験記は、治療内容や副作用、心の動きなどの振り返りにも
なります。また、あなたの闘病記・エッセイが、ほかのがん患者
さん、ご家族を応援し、寄り添うものになるかもしれません。

①

②

次のページへ
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体験記の作成ガイドに沿って進めてください。

体験記にはコメントを投稿できます。是非、感想コメントを送って
ください。
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FAQ（よくある質問）

よくいただく質問と回答です。ご参考ください。

①新規登録したが、 IDもパスワードも合っている
のにログインできない。

①仮登録の状態です。
新規登録頂くと、入力頂いたメールアドレスに本登録
用のURLが自動配信されます。そちらのメールに書か
れているURLをクリックし、本登録をお願いします。
尚、24時間以内に本登録が完了しない場合、そのURL
は無効になりますので、もう一度最初からお手続きく
ださい。

②ボタンを押しても反映されない。
表示や動作がおかしい。動作が遅い。

②ブラウザーは何をご利用ですか？
サバイバー・クラブの推奨ブラウザーはグーグル
クロームです。
インターネットエクスプローラーなどほかのブラウザーを
ご利用の方は、ブラウザーを変更してみて下さい。

②－２
また、一般的な対処方法ですが、サイトをログアウトし、
再ログインする。PCを再起動する。インターネットが混み
合う時間帯（夜18時以降）を避ける。などがあります。

③更新する、投稿するボタンが無い。

③コメント欄に長文を入力された場合、まれに更新ボ
タンが隠れてしまうことがあります。
大変恐縮ですが、一度、短文で投稿していただき、そ
の後、コメントを編集していただけますようお願いい
たします。

その他ご質問がございましたら、不明な点や不具合の
詳細を、お問合せフォーム
https://www.gsclub.jp/inquiry までお寄せください。

がんサバイバー・クラブ

がんサバイバー・クラブ

がんサバイバー・クラブ

がんサバイバー・クラブ

がんサバイバー・クラブ
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こまったくん

こまったちゃん

こまったくん

かいけつさん

https://www.gsclub.jp/inquiry

