
UICC 日本委員会

UICC日本委員会 Japan National Committee for 
UICC（UICC－Japan）は、UICCに加盟している日本の
組織が集結し、世界対がん宣言の実現に努力するUICCの
支援を目的の一つとして、連携しながら活動している日本
の独立組織で、事務局を（公財）がん研究会に置いている。
日本の主要ながん専門学会、がんセンター、研究所、研究
基金、病院、対がん協会などが参加している。

UICC本部と連携しながら　毎年2月4日のWor ld 
Cancer Dayに各地でシンポジウムを、また日本癌学会
や日本癌治療学会においてUICCセッションなどを実施・
開催している。
山際－吉田国際がん研究フェローシップの運用基金を会
員組織と賛助会員の寄付で用意し、UICCに委託して運営
している。この事業は1975年以来40年に亘り続けてお
り、既に500人を超える世界の研究者が恩恵を受けてお
り、日本の民間からの継続的貢献として評価されている。
UICC－Asia Regional Office（ARO）に活動資金を提
供し、その活動を支援している。
各種の委員会を設置し、世界対がん宣言に沿った事業を
企画し活動している。

愛知県がんセンター (一社)アジアがんフォーラム 大阪国際がんセンター
神奈川県立がんセンター がん・感染症センター都立駒込病院 (公財)がん研究会 
(公財)がん研究振興財団 (公財)がん集学的治療研究財団 九州がんセンター
国立がん研究センター 埼玉県立がんセンター (公財)佐々木研究所
(公財)札幌がんセミナー 静岡県立静岡がんセンター (一社)全国がん患者団体連合会
(公財)高松宮妃癌研究基金 千葉県がんセンター 東京慈恵会医科大学 
栃木県立がんセンター 新潟県立がんセンター (一社)日本癌学会
(一社)日本癌治療学会 (公財)日本対がん協会 (一社)日本乳癌学会 
(特非)日本肺癌学会 (公社)日本婦人科腫瘍学会 東札幌病院 
(公財)北海道対がん協会 三重大学医学部附属病院 宮城県がんセンター

UICC 日本委員会加盟組織

UICC 日本委員会の活動内容UICC 日本委員会とは

【委員長】 野田　哲生 （がん研究会）

【幹　事】　
　総　務 中釜　　斉 （国立がん研究センター）

　学　術 垣添　忠生 （日本対がん協会）

　財　務 吉田　和弘 （岐阜大学大学院医学系研究科）

　ARO担当 野田　哲生 （がん研究会）

　予防・疫学領域担当 浜島　信之 （葵鐘会／名古屋大学）

　事務局担当 大野　真司 （がん研究会有明病院）

【監　事】　 増井　　徹 （慶応大学医学部）

 池田　徳彦 （東京医科大学）

【専門委員会委員長】 
　疫学予防委員会 浜島　信之 （葵鐘会／名古屋大学）

　喫煙対策委員会 望月友美子 （新町クリニック）

　患者支援委員会 北川　雄光 （慶応大学医学部）

　TNM委員会 佐野　　武 （がん研究会有明病院）

　広報委員会 河原 ノリエ （東京大学東洋文化研究所）

　小児がん委員会 中川原　章 （佐賀国際重粒子線がん治療財団）

　対がん協会 石田　一郎 （日本対がん協会）

【UICC－AsiaRegionalOffice（ARO）】
 野田　哲生 （がん研究会）

【UICC 本部】
　Fellowship 委員
 中釜　　斉 （国立がん研究センター）

　TNM 委員 淺村　尚生 （慶応大学医学部）

【名誉会員】 青木　國男 （元愛知県がんセンター）

 富永　祐民 （元愛知県がんセンター）

 大島　　明 （元大阪府立成人病センター）

 武藤徹一郎 （がん研究会）

 北川　知行 （がん研究会）

 田島　和雄 （元愛知県がんセンター、三重大学）

【日本委員会事務局（がん研究会内）】
 神田　浩明 （研究：幹事会担当）（埼玉県立がんセンター）

 関本　敏之 （事務：委員長業務補佐）

UICC 日本委員会　2022年度役員

【賛助会員】 協和キリン株式会社 （山極－吉田国際奨学金） 
 （公社）日本放射線腫瘍学会

1966年
東京で開催された

UICC世界がん会議
（第9回）

UICC is determined to make a difference 

• Oldest and largest cancer fighting organisation 
globally, established in 1933 

• A non-government organisation, with a team of 45 
based in Geneva, Switzerland 

• More than 1’200 members across 173 countries 

• More than 60 partners including cancer 
organisations, corporations and foundations  

• Official relations with UN agencies: WHO, IARC, 
IAEA, UNODC and consultative status at ECOSOC 

• A Board elected by the UICC Membership 
WHO - World Health Organization  
IARC - International Agency for Research on Cancer 
IAEA - International Atomic Energy Agency  
UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime 
ECOSOC - United Nations Economic and Social Council www.uicc.org 

Led by the very best 

“It is a great honour to lead such 
an incredibly talented and 
committed Board of Directors, who 
I know will help me and the UICC 
team to deliver the impact we want 
to achieve around the world.” 
Anil d’Cruz, President, UICC 

President 
Professor Anil d’Cruz, India 
President-elect 
Professor Jeff  Dunn, Australia 

Board of Directors 

Ms Ulrika Årehed Kågström, Sweden 
Dr Zainab Shinkafi-Bagudu, Nigeria 
Ms Hana Chaar Choueib, Lebanon 
Dr Cristiana Fonseca, Portugal 
Mr Nick Grant, United Kingdom 
Prof Anne Lee, Hong Kong 
Dr Ana Cristina Pinho, Brazil 
Prof Danielle Rodin, Canada 

Prof Daiming Fan, China 
Prof Gilberto Lopes, USA 
Dr CS Pramesh, India 
Dr Eric Bouffet, Canada 
Mr Kenji Lopez, Mexico 
Dr Miriam Mutebi, Kenya 

Upcoming election on 11 October 2022 

Focusing on three key areas 

Convening   
   
    

Capacity Building   Advocacy 

Provide platforms for the entire 
cancer community to join forces 
and drive change on a global 
scale 

Developing capacity building 
initiatives to strengthen the cancer 
community 

Supporting organisations and health 
professionals to do a better job 
tomorrow than they are already 
doing today by 

• Promoting greater equity 
• Increasing members’ impact  
• Taking into account that each of 

them is unique and may have 
specific needs 

Follow through on the World Health 
Assembly Cancer Resolution 2017 
Integrate cancer control in the global 
health and development agendas 
including: 
• NCDs 
• Universal Health Coverage 
• Sustainable Development Goals 
• Cancer in current challenges at global 
and national level 
• Systemic long-term issues such as 
AMR, tobacco control, equity, cervical 
cancer 

Ensuring that cancer 
control features 
prominently in the 

“Build Back 
Better”  

agendas of all 
countries as we 
progress through 
global challenges 

Increasing the 
capability of the 
leadership in UICC’s 
membership base to 

“Lead Back 
Better”  

through the long tail 
of Covid-19 or global 
challenges 

Supporting a 
growing UICC 
membership  

with a larger 
portfolio of tools, 
training, and 
information 
platforms to share 
knowledge and 
best practices 

Identifying  
and establishing 
momentum in 
addressing critical 

Long-term 
systemic 

challenges 

to cancer control 
and equity issues in 
organisations’ own 
settings 

To deliver on our key priorities in the coming years  

Bringing focus to the long-term challenges such as…. 

Anti Microbial  
Resistance

Tobacco  
Control

Inequities

YY study grants Case study 

Four YY Study grants were awarded in 2021 from the 2020 call for 
applications, and Dr Smita Joshi from Prayas and Hirabai Cowasji Jehangir 
Medical Research Institute, India visited IARC, France for three months to 
study cervical cancer prevention in women living with HIV. 

Cervical cancer disproportionately affects women living with human 
immunodeficiency virus (WLHIV) and the risk of cervical cancer is six times 
higher among this population. Considering the need for affordable, feasible 
and effective strategies to prevent cervical cancer in WLHIV, in 2011, Prayas 
and Hirabai Cowasji Jehangir Medical Research Institute in Pune, India 
initiated a research study in collaboration with IARC, funded by UICC’s 
‘Cervical Cancer Initiative Grants’.  

A large cohort of 1,153 WLHIV were enrolled to address research questions 
related to cervical cancer screening strategies for these high-risk women, 
leading to four publications in international journals. Dr Joshi’s three-month 
project in 2021 was to analyse the outcomes of this cohort after ten years. 

The study results provide the updated incidence of cervical intraepithelial 
neoplasia in this cohort, follow-ups of women free of disease, the HPV status 
and the long-term outcomes of women after treatment.  

Dr Smita Joshi from India (far right) visited IARC, 
France for her project to investigate cervical cancer 
prevention in women living with HIV. 

“It was a great experience to see the work culture 
at IARC, the peaceful yet friendly atmosphere and 
the opportunities that are provided to researchers. 
My association with IARC has helped me in 
shaping my career not only in the field of cervical 
cancer but I am also leading some studies at my 
home institute in Pune, India on breast and 
colorectal cancer screening.” 

UICCについて

開講科目名／Course 医学共通講義XXI／
General Lecture in Medical Sciences XXI
時間割コード／Course Code 41211121
担当教員　東京大学大学院医学系研究科衛生学分野教授　石川俊平

開講科目名／Course 地域文化研究特殊研究Ⅲ　
時間割コード／Course Code 31M220-1352S　31D220-1352S
担当教員　東京大学東洋文化研究所教授　園田茂人
　　　　　東京大学東洋文化研究所特任准教授　河原ノリエ

水曜日 6限夏学期 WEB授業 オンデマンド
受 講 可 能

19:00-
20:30

２単位
再履修可能

＊ 講師、講義内容については変更の可能性があります。 連絡先 : noriekawahara@nifty.com 08050397646 (河原携帯)

2011年から続いた全学横断型連携教育プログラム「アジアで
がんを生き延びる」は、がんを医学はもとより、政治・経済・文化
など様々な領域から捉えてみることを学問的考察の端緒とす
る「Cross-boundary Cancer Studies」として継続している。
東洋文化研究所においてなさ
れるUICC-AROとのアジアが
んUHC政策研究の一環として
UICC-AROからの後援も継続している 

4/13 ガイダンス「アジアでがんを生きのびるための学際研究 cross-boundary cancer studiesを
 マレーシアを題材に学ぶ」
 加瀬 郁子　がん研究会がん研究所特任研究員

4/20 学際研究がもつ可能性 （アジアがん学際研究の基礎知識①）
 園田 茂人　東京大学東洋文化研究所教授

5/11 がんの基礎知識を学ぶ （アジアがん学際研究の基礎知識②）
 　国立がん研究センター理事長

5/18 アジアを俯瞰する （アジアがん学際研究の基礎知識③）
 横井 　裕　前駐中華人民共和国特命全権大使 
  元マレーシア大使館公使
 野田 哲生　がん研究会がん研究所所長 
  UICC-ARO Director　
5/25 医療負担とがん（マレーシアの実情について）　
 Dr Murallitharan Munisamy
  マレーシア対がん協会主任研究員
 モイ・メンリン　東京大学大学院医学系研究科
   (英語字幕付）　　 国際生物医科学講座 発達医科学 教授　

6/8 アジアの食生活と食文化
 服部 幸應　服部栄養専門学校理事長

6/15 アジアのがんとサイエンス
 石川 俊平　東京大学大学院医学系研究科
  衛生学分野教授

6/22 地域コミュニティの力とサステナビリティー 
 河原ノリエ　東京大学東洋文化研究所
  特任准教授
 飯野 伸吾　アステラス製薬コーポレート・
  アドボカシーサステナビリティ部長

6/29 マレーシアの現場より（最終課題を組み立てる前に現場の生の声を聞く）
 マレーシア対がん協会の実践と課題（英語字幕つき）
 マレーシア対がん協会会長　

7/13, 7/20  学生発表 

6/1 アジアヘルスケアが切りひらく未来
 高橋久美子 経済産業省 商務サービスグループ
  ヘルスケア産業課 課長補佐
 坂野 哲平　 株式会社アルム代表取締役

アジアでがんを生き延びる
未曾有の感染症、欧州に戻ってきた戦争、歴史の転換点にあるともいえる今
世界は大きく変動していく
しかしながらどのような危機の中にあっても、人類はがんという病から逃れられない
このような時代だからこそ、あらためて問いたい
人が生き延びるということにおいて、がんというやまいは、
どんな意味をもつのだろうか

固有性と多様性に富むアジアで、未来に大きな影響をもたらす「がん」という
アポリアに、医療・文化・経済・テクノロジー・外交など、多分野の専門知を統合
することで挑戦するプログラムである
受講者の目標としてはアジアのがんの現状とUniversal Health Coverage
（UHC）の概念の意味を理解し、今期はマレーシアをフィールドにしてUHCが
アジアのがんにもたらす意味を考察する
講義の最終日には自らの専門分野に引き寄せて、ひとががんという共有課題を
抱えながらもよりよく生きる在り方について発表し、異なる分野と問いを共有
し知的生産を行っていく、学際研究の難しさを体験する

2011年から続いた東京大学全学横断型連携教育プログラム
「アジアでがんを生き延びる」は、がんを医学はもとより、政治・
経済・文化など様々な領域から捉えてみることを学問的考察の
端緒とする「Cross-boundary Cancer Studies」として東洋
文化研究所において、アジアがんUHC政策研究の一環として
UICC-AROからの後援により継続している。

Cross-boundary Cancer Studies

The 81st Annual Meeting of the Japanese Cancer Association 

Tetsuo Noda
Chairman of UICC Japan
Director of UICC-ARO
Director, Cancer Inst. 
of JFCR

Kazuo Tajima
Invited Professor, 
Mie University

Jeff Dunn 
President‐Elect, UICC

What are the core elements 
of sustainability for UHC 
for cancer in Asia?

Hajime Inoue
World Bank

Cancer treatment in low and 
middle income countries: 
sustainability in the context 
of global health

Murallitharan Munisamy
National Cancer Society Malaysia

UHC for NCDs: 
Financing Sustainability

Ryosei Mizuguchi
Ministry of Economy, 
Trade and Industry (METI)

Policy on the International 
Development of Health Care

Ajay Mahal
The University of Melbourne

Expanding Health Coverage 
for Populations: 
Lessons from the Recent 
Asian Experience

Shigeto Sonoda
University of Tokyo

Educational Attempts to 
Attain UHC for Cancer in Asia: 

project at the University of 
Tokyo

Chairpersons

Speakers

#IS 9International Sessions

IS 9-1

IS 9-2

IS 9-3
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The core elements in 
sustainability of UHC for cancer in Asia? 
The core elements in 
sustainability of UHC for cancer in Asia? 

Date: Day 3 October 1 (Sat.) 9:00 - 11:30am (Japan Time)
Place:

第60回 日本癌治療学会学術集会
UICCシンポジウム

がん医療のGAPと
ワールドキャンサーデー

10月22日（土） 13:20-14:50
第2会場（神戸ポートピアホテル南館 1F 大輪田A）

野田 哲生
UICC日本委員会委員長
UICC-ARO Director
がん研究会・がん研究所

土岐 祐一郎
日本癌治療学会理事長
大阪大学・消化器外科

地域医療計画とがん対策

鷲見 学
厚生労働省 医政局 地域医療計画課

日本における
UHCのための

放射線治療の現状と課題

大西 洋
山梨大学医学部　放射線科

大割 慶一
KPMGヘルスケアジャパン

シンポジスト

司　会

アジアがん医療領域に
おける投資機会

デジタルが乗り越える
がん医療の壁

坂野 哲平
株式会社アルム

河原ノリエ
UICC日本委員会広報委員長
東京大学東洋文化研究所

Close the Care Gap!
がん医療のGAPを埋めるがん医療のGAPを埋める

UICC 日本委員会 Union for International Cancer Control

ワールドキャンサーデーは、2000年2月4日、パリで開催された
「がんサミット」から始まったUICCの取り組みです。今年は公平性
の問題を中心とした新しい3年間のキャンペーン「Close the 
Care Gap!」(がん医療のギャップを埋めよう)の最初の年です。
UICCは、がん治療における公平性が損なわれている現状を認識
し、医療へのアクセスにおいて多くの人々に存在する障壁と、これ
らの障壁がどのような影響を社会に与えているのかを改めて捉え
なおすことを目指しています。

Light Up the World 点灯式

Close the care gap

ワールドキャンサーデー2022

UICC-ARO アジアのがん医療のUHC達成を目指して
世界のがん患者のおよそ半数が発生するアジアはがん対策の重要地域である。アジアは他の地域より地理的・歴史的・民族的・政治的に
はるかに多様性に富んだ社会構造を取ることが指摘されており、がん医療の公平性の課題はより大きなものとして立ち現れることが予
見される。一方で日本においては、国民皆保険制度とがん対策基本法に基づくがん医療の均てん化政策によってUHCが強く推進され、
一見がん医療のGAPの克服が進んだ地域であると言えるが、見落とされてきた既存の構造的諸課題が、高度化するがん医療による医
療費の増大や高齢化によるがん罹患数の増加、少子化・非婚化による家族像の変化、地方の過疎化、貧困・格差の拡大など、がん医療に影
響を与える他の要因と組み合わさることで大きな社会的インパクトをもたらし始めている。それらの中にはアジア共通の課題となりうる
可能性があるものもある。
　UICC-AROはアジア地域のがん医療UHCにいち早く着目し、官民会議の開催や本学会におけるシンポジウムの運営などによって専
門家・実務家と専門知のネットワークを構築してきた。この取り組みは政策立案者やUICCから注目を集めている。
昨年は第 80 回日本癌学会年次総会で、次期会長Jeff　Dunnを迎え、アジアのがん医療を支えるイノベーションについての議論をお
こなった。そして今年度は日本癌学会においては、What are the core elements of sustainability for UHC for cancer in Asia?
　として、持続可能な社会を目指すうえで、がんという病はどのような意味をもつのか。アジアの地域特性に根差した持続可能ながん医
療の在り方を討議する。日本癌治療学会においては、様々な課題が山積するアジアのがん医療のUHCを達成するために、はじめて日本
国内の医療格差に着目し、産官学にまたがる幅広い視点を有する演者たちとともに、「Close the Care Gap!」を旗印とし、公平で望ま
しく持続可能ながん医療の在り方と、その実現を目指す機運の醸成について討議を行う。

後藤厚生労働大臣にもご協力いただきました。

「がんの克服を目指します。」
厚生労働大臣
後藤　茂之

「UICCは世界を繋いでがんと戦います。」
UICC日本委員会委員長

　　野田　哲生

【1】さっぽろテレビ塔【北海道】
 協力：東札幌病院、ピンクリボン
 in SAPPORO
【2】仙台スカイキャンドル【宮城】
 協力：宮城県立がんセンター
【3】新潟日報メディアシップ【新潟】
 協力：新潟県立がんセンター
【4】世界遺産相倉合掌造り集落【富山】
 協力：アジアがんフォーラム、
 がん研究振興財団
【5】埼玉スタジアム2002【埼玉】
 協力：埼玉県立がんセンター
【6】さいたまスーパーアリーナ【埼玉】
 協力：埼玉県立がんセンター
【7】東京ビッグサイト【東京】
 協力：がん研究会

【8】大船観音【神奈川】
 協力：神奈川県立がんセンター、
 ピンクリボンかながわ、大船観音寺
【9】岐阜市役所【岐阜】
 協力：日本癌治療学会、岐阜大学
【10】中部電力MIRAI TOWER【愛知】
 協力：愛知県がんセンター
【11】三重大学医学部附属病院【三重】
 協力：三重大学
【12】京都タワー【京都】
 協力：足立病院
【13】松江赤十字病院【島根】
 協力：松江赤十字病院
【14】さんいん中央テレビ鉄塔【島根】
 協力：松江赤十字病院
【15】博多ポートタワー【福岡】
 協力：九州がんセンター

点灯式会場・協力団体

Close the care gap
（がん医療のギャップを埋めよう） 

オンデマンド配信
ワールドキャンサーデー・セッション

2月4日限定配信
ライブセッション

セッション ❶
新型コロナウイルス感染
症とがん診療 コロナ禍の
がん対策～どのように考え、
行動すべきか～
新潟県立がんセンター

セッション❷
チームでとりくむ高齢者
のがん診療
国立病院機構九州がんセンター

セッション❸
「Close the Care Gap!」
誰一人取り残さないがん
医療を目指す北海道の
ピンクリボン活動
ピンクリボンin SAPPORO・他

セッション❹
免疫療法の開発で
がんに挑む
愛知県がんセンター

セッション❺
医療均霑化のための
病理の役割
埼玉県立がんセンター

セッション❻
がん患者を支える
大阪国際がんセンター・他

セッション❼
岐阜大学医学部附属病院
セッション
岐阜大学医学部附属病院

セッション❽
UHCの観点から見た
日本の放射線治療の問題
がん研究会研究所・
日本放射線腫瘍学会・
厚生労働省・ACT

セッション❾
悪液質治療をがん治療医
の道具箱に入れるには
大阪大学・京都府立医科大学・
愛知県がんセンター・
株式会社アルム・
KPMGヘルスケアジャパン・・ACT

今年も2022年2月4日(金)のワールドキャンサーデーにオンライン
で日本と世界をつなぐ「Light Up the World」を通じて日本各地を
光でつなぎ、その瞬間を分かち合うことで、この苦難の中でがんに立
ち向かう想いをひとつに致しました。

ライブセッション1
がん患者が医師と治療選択を共有するためには
～shared decision making～

ライブセッション2
コロナ禍の受診控え
～病院に行くのをためらって
いるあなたへ～


