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1．本年度の研究成果 

1）研究内容 

国民の「がん予防」の実践は、がん対策に必須の要素である。しかし、疫学研究などにより、禁煙・防煙や食事、身

体活動など、がん予防に効果のある予防要因のエビデンスが蓄積されつつあるものの、必ずしも国民の実践には結

びついていない。そこで、本研究では、がん予防のエビデンス（確立された予防方法）と国民の実践とのギャップを埋

めるために、がん予防の知識と行動に関して、エビデンスに基づいた普及を行うとともに、普及方法を開発することを

目的とする。 

本研究では、実際の普及を行うとともに、その効果を測定して普及方法を評価する。さらに、研究班のウェブサイト

などを通じて、普及方法を応用可能ながん予防パッケージとして行政や学校などに提供することで、より広く活用され

ることも期待される。 

本研究の特色として、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、すべての段階においてエビデン

スに基づいて進めていく点があげられる。ヘルスコミュニケーションは、NCI（National Cancer Institute）のがん予防分

野でも積極的に取り入れられている方法であり、具体的には、企業が商品の開発やプロモーションを行う際に用いる

マーケティングの手法などを、健康増進対策の推進に取り入れるものである。限られた資源から最大限の効果を得る

ために、介入対象の設定から実際の介入まで、それぞれ綿密な調査に基づいて戦略的に行うとともに、国民への訴

求効果の大きさから、種々のメディアを積極的に活用する。介入の実施においては、費用効果を重視し、効率の点か

らの評価も行う。本研究班においても、その実施のために、疫学者のほか、医療関係者、社会学者、ヘルスコミュニケ

ーションの専門家、企業のマーケティング担当経験者、広告代理店やパブリックリレーション（PR）等の各企業の社員

など、多様なバックグラウンドをもつメンバーを研究班に加えている。 

また、本研究では、総合的ながん予防の知識・行動の普及のためのツールとして、シリアスゲームを開発し、その

評価も行う。シリアスゲームの概念は、「社会に役立つデジタルゲーム」を基本としており、米国では教育を中心とす

るさまざまな分野で活用されている。シリアスゲームを活用することにより、若年層を中心とする幅広い対象に、広く手

軽に、また繰り返し、がん予防の知識・行動を学習し、普及させることが可能になると考えられているが、がん予防の

分野におけるシリアスゲームの開発や評価は行われていない。そこで、本研究班で実際にゲームを作成し、予防知

識・行動の普及のためのツールとしての評価を行い、広く提供していくことも目的とする。 

 

2）研究進捗 

3 年目にあたる本年度は、昨年度までに引き続き、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（図

1）に沿って、研究を実施した。実際に介入を行い、効果を測定するのは禁煙とし、食事と身体活動に関しては、対象

者を決め、介入メッセージの開発までを行った。以下、順に今年度の成果について述べる。 

（1）禁煙・防煙の普及 

本研究では、成人男性の 3割が 18～22歳の間に喫煙を開始するという全国規模の喫煙率の調査結果や、喫煙年

数から多くが禁煙治療の保険適応外であること、成人および中高生に比べ、禁煙・防煙対策があまり行われていない

ことなどから、18～22 歳を対象年齢とすることとした。本研究による試算によると、18～22 歳の間に喫煙を開始する男

性の 25%に対し防煙できたとすると、年間 31,800人の全死亡、14,900 人の全がん死亡を回避できる。また、喫煙開始

を大学卒業後に遅らせると、将来的に年間 1,200 人のがん死亡を回避できる。それらに加え、介入対象となる集団の

大きさや、本研究における効果測定の実施可能性などから、最終的に大学生を介入対象とした。 

昨年度までの検討結果（図 1 の調査 1～5）をもとに、「就職のためにタバコを吸わない」というメッセージを伝えるキャ

ンペーンを実施することとした。キャンペーンは、主として大学生を対象に、「喫煙と就職に関するシンポジウム」を実

施するとともに、並行して研究班のウェブサイトから情報発信を行う。シンポジウムでは、本研究による喫煙と就職に関

する調査結果の紹介とともに、企業の人事担当者によるパネルディスカッション、大学生に絶大な支持を受けている

就職活動漫画の作者の講演などを行うこととし、それらに関連する情報をウェブサイトから発信する。 

キャンペーンのテーマと方法については、実際に喫煙者を採用しない、もしくは就職時には禁煙を条件とする企業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が増え始めており、報道も増えつつあることを背景に、大学生は就職に特に関心が強いことや、就職活動ではウェブ

による情報収集が中心になっていること（調査 1：大学生 24 名を対象とする面接調査より）、喫煙・禁煙に関する行動

科学モデルの構築から、禁煙意図には不利益の自覚や主観的規範、命令的規範が強く関連していること（調査 4：大

学生2000名を対象とするインターネット調査より）から、「就職のためにタバコを吸わない」というメッセージをシンポジ

ウムおよびウェブサイトから発信することとした。エビデンス補強のために本研究班で実施した企業人事担当者の調

査（2010年 6月実施、838 名を対象とするインターネット調査、93名を対象とする郵送調査）においても、新卒採用の

際に、回答者の 3 割が、喫煙の有無が採用に何らかの影響を与えた可能性がある」と答え、約半数が今後影響する

可能性があると回答していた。 

また、キャンペーン実施にあたり、メディア媒体として漫画が最も多く読まれていること（調査2、調査7：メディア分析

より）から講演者を選定した。さらに、価値観などに基づくセグメンテーションから、大学生の多くが、特に特徴のない、

「流されやすい」セグメントや「情報に敏感」なセグメントに分類されること（調査 3：大学生 2000 名を対象とするインタ

ーネット調査より）や、研究者や行政担当者がこれまで行ってきた「ありきたりな」コンセプト／メッセージでは対象者の

意識に残ることや影響を与えることは難しいため（調査5：大学生14名を対象とする面接調査より）、コンセプト／メッセ

ージの開発やクリエイティブ（普及のための資材）の制作、ウェブサイトのデザインには、実際に商品の広告や CMの

作成などを行っている広告代理店関係者に研究協力者として参加してもらい、キャンペーンの細部を決定した。 

禁煙の普及方法にはメディアの活用と特定の集団への直接介入を組み合わせたメディアミックスキャンペーンがエ

ビデンスのある方法として確立しているが、メディア単独でのキャンペーンの効果も報告されていることから、本研究

のキャンペーンでも、シンポジウム参加者やウェブサイト閲覧者だけでなく、さらなる国民への訴求や風潮作りを目指

すため、PRに基づく積極的なメディアの活用も行うこととした。 

キャンペーンは 2011 年 1 月に実施予定であり、対象者の意識の変化や費用効果分析など、多角的な効果の測定

と評価を実施する。 

 

（2）野菜摂取量増加の普及と身体活動増加の普及 

食事・身体活動についても、上記禁煙・防煙と同様のステップで研究を進めている。食事に関しては、昨年度まで

の検討結果（調査1：主婦15名、母親6名、独身男女6名、独居男性12名をそれぞれ対象とする面接調査）から、35

～55 歳代の独居男性を対象に、野菜摂取量を増加させる介入を実施することとした。本年度は、対象となる独居男性

の生活パターンや健康観、価値観などに関して特徴を明らかにするセグメンテーション調査と、野菜摂取行動に関す

る行動科学モデルの構築を行った（調査 3、4：独居男性 1200 名を対象とするインターネット調査）。調査結果の検討

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） 



から、「野菜をあと 1 皿摂取する」ことに関するコンセプト／メッセージを開発し、評価の後、研究班のウェブサイトから

発信していく予定である。 

身体活動量の増加に関しても、昨年度までの検討結果（調査 1：主婦 15名、犬の飼育者 15名を対象とする面接調

査より）から、近年、身体活動の増加を促す新たな方法として注目されている犬の散歩に着目し、犬の主たる飼育者

だけでなく、その家族も対象として、犬の散歩の頻度および時間を増加させる介入を実施することとした。対象者が犬

の飼育者に限定されてしまうが、日本における犬の飼育率は約19%（飼育頭数約1250万頭）で、全国平均で5世帯に

1世帯の割合で飼育されており、介入対象者として、決して少なくない。また、畜犬登録数も1997年の約514万匹から

2004 年の約 639 万匹と、約 25%増加しており、今後も増加していくことが予想されることから、身体活動増加のための

ひとつの方法として、犬の散歩の活用が期待される。本年度は、対象となる犬の飼育者の犬の飼育状況や生活パタ

ーン、健康観、価値観などに関して明かにするセグメンテーション調査と、犬の散歩行動に関する行動科学モデルの

構築を行った（調査 3、4）。調査結果から、飼育者の多くが犬に必要とされる散歩時間に満たないことが明らかになっ

たため「犬と家族の健康のために、あと 1 回／1 時間多く散歩に行く」ことに関するコンセプト／メッセージを開発し、

食事と同様、評価の後に研究班のウェブサイトから発信していく。 

 

（3）シリアスゲームの開発 

がん予防の知識・行動の普及を目指すシリアスゲームの開発については、昨年度、本研究班で作成した試作版を、

効果測定と評価に基いて修正した。今後、研究班のウェブサイトなどからの配布を計画している。 

 

2．前年度までの研究成果 

初年度は、ヘルスコミュニケーションの理論に基づき、研究の基盤となる全体計画を策定し（図 1）、その計画に沿

って、研究を開始した。また、システマティックなレビューによるエビデンス評価や、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、禁煙・防煙、野菜摂取量増加、身体活動の増加について、予防方法の実践を普及させ

ることとし、普及方法のエビデンスレビューも行った。 

前年度までに、禁煙・防煙に関しては、対象者の選定と理解（調査 1）からコンセプト／メッセージの開発（調査 5）ま

でを実施し、キャンペーンの骨格を作った。食事・身体活動に関しては、それぞれ対象者の理解（調査 1）により対象

者を選定した。がん予防の知識・行動の普及を目指すシリアスゲームの開発については、ゲーム形式としてクイズを

中心に進めるロールプレイングゲームを選択し、試作版を完成させ、小学生から大学生、社会人などさまざまな対象

に試用してもらい、効果の測定と評価を行った。 

 

3．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。本研究では、喫煙、食事、身体活動といった予防方法の普及や、学校や地域における健康教育の充

実など、がん対策推進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

目標達成のための活用が期待される。さらに、予防要因の特定から普及までを応用可能ながん予防パッケージとし

て、行政や学校などに提供したり、本研究で作成したクリエイティブ（普及資材）をウェブサイトから配布することで、が

ん予防の普及のための具体的なツールを提供することができる。 

本研究において実施した普及および普及方法の開発と評価のプロセスは、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、本研究では、米国で発展し広く用いら

れているヘルスコミュニケーションの理論に従い、ソーシャルマーケティングの手法に則った手順を踏んで実践を行

った。費用効果の検討やメディアとの積極的な協働などを取り入れた戦略的な普及の取り組みは、今後、行政などに

おいてもさらに重要性が増していくと考えられ、日本での先駆的な取り組みと言える本研究の理論や方法、経験を公

開し、提供していくことにより、本研究の取り組みが先例となり、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。また、若年層へのがん予防知識・行動の普及という重要な課題に対し、シリアスゲームという新しい手法の可能

性を示した。今後ゲーム制作会社と研究者、行政などとの協働によるゲーム開発といった展開も期待できる。 

 

4．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。 
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