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1．研究の概要
1）目的
本研究の目的は、発がんに関するエビデンスが十分な予防要因、予防方法を特定し、予防知識・行
動の普及を行い、普及度および普及方法を評価することである。本研究は、がん対策推進基本計画に
おけるがん予防の推進、死亡率の減少に資する政策的研究である。
2）研究の方法
本研究の第一の特色として、がん予防の普及ステップを、準備段階(予防要因の特定、予防方法の特
定、普及方法の特定)、普及、普及度および普及方法の評価に細分化したこと、効果的な普及を行うた
めに、準備段階の 3 ステップをエビデンスに基づく方法で実践していくことが挙げられる。エビデンスに基
づく実践として、準備段階の 3 ステップそれぞれで(1)エビデンスの評価、(2)エビデンスが足りなければ作
成、(3)エビデンスが十分ある場合にはそれを利用、の手順を踏むこととする。
第二の特色として、米国で発展したヘルスコミュニケーションの方法論を用いることが挙げられる。本
研究では、NCI（National Cancer Institute）と同様に、ヘルスコミュニケーションを「個人およびコミュニティ
が健康増進に役立つ意思決定を下すために必要な情報を提供し、意思決定を支援する、コミュニケー
ション戦略の研究と活用」という定義を採用する。ヘルスコミュニケーションは、健康に関わる課題や問題、
解決策に対する対象者の知識や意識を向上させ、行動を促すうえでの手段であり、米国では公衆衛生
の促進において活用されている。
第三の特色は、多角的な普及方法を検討することである。具体的には、国立がんセンターがん対策情
報センターのウェブサイト（がん情報サービス、平均閲覧数 5 万件／日）やメディアといった国民への訴
求効果の高いものを利用するとともに、国および都道府県のがん対策推進基本計画に沿った形で行政
と連携をはかることを予定している。
また、本研究では、行政・現場などの政策立案・普及担当者、メディアなど関係者との連携を円滑にす
るための基礎インフラ整備に関する研究も行う。
2．本年度の研究成果
研究の 1 年目である本年度は、まず、ヘルスコミュニケーションの日本への導入方法について検討を
行った。続いて、ヘルスコミュニケーションの理論に基づき、研究の全体計画の策定を行った（図 1）。
1）がん予防要因の評価
システマティックなレビューによるエビデンス評価に加え、他の疾患予防も含めたトータルなリスクベネ
フィット評価により、がん予防のために普及させるに適した予防要因は禁煙・防煙、野菜・果物の摂取量
増加、適正体重の維持、身体活動の増加であることとした。
2）実際の予防方法、普及方法の評価
上記の予防要因について、予防方法および普及方法をリストアップし、文献・報告書などのエビデンス
をもとに対象別に効果・効率を比較した。
効果的な予防方法として強いエビデンスのあるものは、禁煙についてはニコチン非依存型の禁煙治
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図 1 研究全体の枠組み（予防方法の評価から普及および普及方法の評価までの流れ）

療薬、ニコチン置換療法であったが、防煙、食事と運動について強いエビデンスのある方法はなかった。
効果的な普及方法として強いエビデンスのあるものは、禁煙・防煙については価格を上げること、マスメ
ディアと他の複合キャンペーン、ヘルスケアシステムに対する介入であった。食事については、現在のと
ころ、十分なエビデンスのある普及方法はなかった。運動については、コミュニティワイドキャンペーンや
学校での介入などが強いエビデンスのある普及方法であった。
予防方法、普及方法を併せて検討すると、両者に十分なエビデンスが存在するものは禁煙のみであ
った。禁煙については、治療薬についてのマスメディアとの複合キャンペーンが効果的とも考えられるが、
ニコチン置換療法に関しては製薬会社主導ですでに行われていることや、ニコチン非依存型の治療薬
に関しては、保険治療薬であり使用に条件があるために普及しても使うことができない人が少なくないと
いうことなどを考慮すると、予防方法と普及方法のコンビネーションとして適切でないと考えられた。そこ
で本研究では、防煙、運動を予防要因として焦点をあてることとした。これらについては、普及方法に関
するエビデンスはあるが、予防方法には十分なエビデンスがなかったため、それぞれについて、効果が
あると考えられる予防方法の候補を選定し、短期的なエンドポイントを用いてその効果を検討し、エビデ
ンスを作ることにした。食事については、予防方法、普及方法ともに十分なエビデンスが存在しないため、
運動と併せて検討を行うこととした。
3）予防方法の普及準備
（1）ベースライン調査
効率的な普及の対象および普及の効果を測定するためのベースライン資料として、がん予防に関す
る一般国民の知識・理解・認識・行動変容の意向・行動や都道府県の取り組みなど現状を調査した。
2008 年 10 月に健康情報サイトのユーザーを対象とするインターネット調査を実施し、607 人から回答を
得た。結果の分析により、がん予防方法の知識や実践度が低い項目が明らかになった。また、行動変容
に必要な支援として、自分の現在の食物摂取量や運動量、身体活動量を知ることや、それらに関する個
別のアドバイスへの希望が多かった。喫煙開始時期については、20 歳前後での開始が多く、また、時期
としては 4 月を中心とする春に集中していることが明らかになった。
（2）普及方法の検討
普及方法の検討として、研究代表者や研究分担者に加え、メディア、広告代理店／PR 会社のメンバ

ーを研究協力者に加え、多角的な検討を開始した。米国で発展したヘルスコミュニケーションの方法論
を用い、図 1 に示した順に従い、普及方法の検討を行っている。
防煙については、直接的な介入とメディアキャンペーンを併せて行うことが効果的であることが明らか
になったため、対象の選定・インサイトの開発・行動変容に関連する要因の調査を実施中である。対象に
ついては、未成年者および成人を対象とした全国規模の喫煙割合の調査結果や、介入対象となる集団
の大きさ、介入結果の検証を喫煙の開始の有無で行える実現可能性の高さ、がんおよび循環器疾患の
リスク低減といった期待される効果の大きさなどを考慮し、18～20 歳を対象年齢とすることが適当であると
考えられた。
運動については、コミュニティワイドキャンペーンを行うことが効果的であることが明らかになったため、
来年度、地域における介入および介入方法の評価を行うこととし、食事とともに、対象地域の選定および
介入の具体的な方法の検討を行った。
また、効果のある予防方法に関するエビデンスを創出するため、食事と運動の知識普及の効果に関
するランダム化比較試験の計画の検討を進めている。
4．研究成果の意義および今後の発展性
「がん予防」はがん対策基本法に基づいて制定されたがん対策推進基本計画の重点課題を進めるた
めに必須の要素である。本研究は、喫煙対策、野菜などの食事、運動といった予防方法の普及、学校現
場や地域における健康教育の充実など基本計画の個別目標に記載されている項目を実施し、その効果
を検証するものであり、個別目標達成のための基礎的データを提供できる。具体的には、本研究におい
て予防方法の普及について実践および評価を行うことにより、がん予防の普及自体に繋がるとともに、普
及方法の行政政策への導入可否の判断材料を提供することができる。
また、がん対策情報センター、メディア、広告代理店/PR 会社、地方や国の行政などの協力といった
協働関係の実例となるとともに、これらの普及方法をヘルスコミュニケーションの方法により評価すること
によって、普及方法の科学的評価の先例となり、効率的な普及の方法論的発展に繋がることも期待され
る。
今年度は、その実現に向けてのロードマップ作りが行えたといえる。
5．倫理面への配慮
本研究で行う医学研究は、ヘルシンキ宣言および関係する指針（「疫学研究に関する倫理指針」、「臨
床研究に関する倫理指針」など）に従って本研究を実施する。すなわち、研究の価値、科学性、適正な
被験者選択、第三者審査、適切なリスク･ベネフィットバランス、インフォームドコンセント、被験者の尊重と
いった研究倫理の要件を満たすかを十分検討し、研究を行う。
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