
Over Cancer Together キャンペーン 

～がんを共にのりこえよう～ 

 

運営事務局：日本医療政策機構 國村三樹、小山田万里子 



Over Cancer Together（OCT） キャンペーン 

について 

 始まり：リブストロング財団と米国がん協会による、キャンサー・ 

サバイバーの草の根運動を支援する世界的な活動の一環として始動 

 目的：キャンサー・サバイバーが自分の体験を語り、その話を聞くことで、

日本のがんに関する課題を明らかにして 「がん患者を含む国民が、が

んを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会(*1) 」の実現

を目指します 

 対象：OCTでは、キャンサー・サバイバーをがん患者、経験者とその家

族、遺族、ケアをする人、友人など、‘広くがんに関係のある方’として

います。性別、年齢、がんの種類は問いません 

*1：厚生労働省「がん対策推進基本計画」（2012年6月）より 



OCTのめざすこと 

 キャンサー・サバイバーが、自身の体験を 
発信する活動に関わるようになること 

 

 キャンペーンを通じて、キャンサー・サバイバーが
現実に直面している課題を多くの人に伝え、 
社会全体で取り組むこと 



OCTキャンペーンのロゴ 

 通称OCT（おくと）くん 

 カラフルな丸の集まりは特定のがん種
に限らない多くの人が参加・支援する
キャンペーンであることを表現 

 英文はテープカットと重ね合わせ 

「がんを共にのりこえよう」という 

このキャンペーンの目標に向かって
ゴールインする姿に 



OCTの運営団体 

 日本医療政策機構 （www.hgpi.org） 

医療・健康分野において、国民が真に必要とする政策を実現する 

ための民間シンクタンクとして活動 

 キャンサーネットジャパン（http://www.cancernet.jp）  

がん患者が自分らしくがんと向き合い、がんになっても生きがいの 

ある社会を実現するための普及活動を実施 

 ジャパンフォーリブストロング（www.japanforlivestrong.org） 

リブストロング在団を日本で支援している任意団体。 

地域コミュニティーでイベントを開催するなど、がん患者を支援 

http://www.hgpi.org/
http://www.cancernet.jp/
http://www.japanforlivestrong.org/
http://www.cancernet.jp/


OCTの米国パートナー団体 

 米国がん協会 （http://www.cancer.org/） 

がんに関する情報提供、患者支援、がんに関する調査研究を行う、 

300万人以上のボランティアと20か国以上のプログラムを動かす 

世界的な草の根活動組織 

 リブストロング（http://www.livestrong.org/） 

がんと診断された人とその家族を勇気づけ、必要な情報や支援を 

提供する団体。活動の象徴である黄色いリストバンドで知られる 

http://www.cancer.org/
http://www.cancer.org/
http://www.livestrong.org/
http://www.livestrong.org/


OCTの協力、賛同団体 

 

協力
団体 

賛同
団体 

NPO法人エンパワリング ブレストキャンサー、Cava！（サヴァ）～さいたまBEC～、ジャパン・エコール・デ・ア
ロマテラピー、舟橋行政書士事務所、NPO法人二枚目の名刺、株式会社ソーシャルカンパニー、Sport 
For Smile、 NPO法人ブラストビート、ココナラ（株式会社ウェルセルフ） 

後援 

協賛 サノフィ株式会社、日本イーライリリー株式会社 

独立行政法人 国立がん研究センターがん対策情報センター 

OCTは、がんに対する関係の有無にかかわらず、趣旨に賛同する複数の団
体で協力して行うことが特徴です。 



OCTの参加方法 

－団体としてOCTサポートする－ 

 一緒にOCTを広めてくださる「協力団体」「賛同団体」
を募集しています。ご興味のある方は、お近くのスタッフ
にお声掛けください！（詳細は、ウェブサイトの 
「企業・団体として参加する」にも掲載しています） 

種類 概要 特典 

協力 
団体 

主催するイベント等で積極的
にちらし配布や宣伝、寄付集
めをしてくださる団体 

• OCT公式ウェブサイトにおける 
団体名、ロゴの掲載（リンクあり） 

• 配布用のパンフレット提供、OCT看板等
の貸し出し 

賛同 
団体 

趣旨に賛同し、賛同を表明し
てくださる団体 

• OCT公式ウェブサイトにおける 
団体名、ロゴの掲載（リンクなし） 



OCTの活動 

キャンサー・ 

サバイバー・
フォーラム 

2013.12.7（土）
秋葉原UDX 

サバイバー・ 

スピーキング 

セミナー開催 

OCTを知って 
もらうためのイベントを 

全国で開催 OCTウェブサイト, Facebook, 
Twitterで 

サバイバーの 

体験談を紹介 

フォーラムの内容をまとめ、 

「がんになってもやさしい社会のための 

アクションプラン」を作成、発表 



OCT公式ウェブサイト 
www.octjapan.jp 

 サバイバーの生の声を、動画やテキストメッセージで 
紹介 



OCT公式Facebookページ 

www.facebook.com/octjapan.jp 

 サバイバーの生の声を紹介 

 キャンペーンを応援してくれる方の 
写真を紹介 



JustGiving 
(寄付サイト) 

 JustGiving 、がんと共に生きる社会を一緒に考えるフォーラムを開催する」というチャ

レンジを掲げ、JustGivingで寄付を募集しています 

 あなたのチャレンジもお待ちしています！ 

 



参加団体、全国のボランティアがサバイバーの 

体験を伝える、大小さまざまなイベント 

 こどもたちとOCTキャラクターのお団子づくり 

 日本・デンマークのリブストロングボランティア 
と富士登山＆寄付集め 

 サバイバーのためのメディカルメイク体験会 

 チャリティコンサート:Rock Beats Cancer 

 映画の上映会＆トークショー 

 

 

 

 

     

 



自分の体験を伝えたいけどどう
したらいいのかわからない。 

自分の体験を伝える機会がある
けれど、もっとうまく話したい 

サバイバー・スピーキング・セ
ミナーで効果的な話し方、話す
内容の組み立て方、プレゼン
テーションスキルなどを学ぶ。 

自分の体験を伝えることが社会
を変える力になることを知って、
草の根のアドボカシー活動に関
わるようになる。 

サバイバー・スピーキングセミナー  
～あなたの声が社会を動かす～ 



キャンサー・サバイバー・フォーラム 

12月７日（土） 

会場：秋葉原UDX シアター 

150名 



キャンサー・サバイバー・フォーラムって？ 

 リブストロング財団と米国がん協会が、世界中のがん患者がその国

でよりよいがん医療を受けられるように展開している患者支援プロ

ジェクトの一環で行うフォーラム 

 がんに関係するすべての人が、キャンサー・サイバイバーの声を共

有することによって、実際に直面しているがん医療に関する課題を

明らかにする 

 2011年5月に南アフリカで開催  

➡これを機に、 

 患者支援団体連合が結成された。 

 政府ががん対策計画作成を約束した。 



南アフリカのCtA 

 



Call to Action 

Resulting from  the Voice of 

Cancer Forum  

May 2012 



A National Call to Action 

1- Make Cancer a Priority 
 
•Establishment of a National Cancer Advisory Council by 
the Minister of Health that has the required stakeholders 
represented as defined in the Health Act.  
 
•The collaboration of civil society into a cancer coalition 
with mandated representatives and publically highlighted 
strategies. 
 
•A comprehensive South African voice and support of the 
UN resolution and high level meeting on the prevention 
and control of non-communicable diseases taking place 
in New York, September 2011 and the integration of 
NCDs into the Millennium Development Goals. 
 



A National Call to Action 

2 -The Development of a National Cancer Control 
Plan 
 
•A national cancer control plan that is succinct and, 
implementable, with quality access for all that has been 
developed in consultation with stakeholders must be 
finalised and implemented as a matter of urgency.  
 



A National Call to Action 

3- Cancer Registries and Data 
 
•A cancer registry, in line with IARC recommendations, 
that is well funded and resourced, accurate, maintained, 
has information and findings that are accessible and 
which data and incidences are utilized by stakeholders to 
make decisions regarding the management of South 
African’s cancer burden.  
 



A National Call to Action 

4- Investment and Funding for Education, Training 
and Infrastructure 
 
•Budget and funding relating to control cancer care 
services must be prioritized and controlled at National 
Government level. 
 
•Discrepancies in access to quality cancer care in 
provinces needs to be assessed and strategies to ensure 
equality of care for all south Africans be created and 
invested in effective cancer control initiatives, services 
and resources.  
 



A National Call to Action 

4- Investment and Funding for Education, Training 
and Infrastructure 
 
•Cancer education, that include preventative strategies, 
at all levels is imperative and should include survivor 
stories in order to highlight the social impact cancer has 
on South African’s communities. 
 
•Cancer education must be included in healthcare 
practitioners and providers education curriculums 
nationally and include the roll out and creation of 
appropriate awareness elements. 



A National Call to Action 

5 -Reducing Stigma and Discrimination for Cancer 
patients and Survivors 
 
•Any Regulation that defines cancer as treatable or 
untreatable is unacceptable and must be changed in 
order ensure that the constitutional rights of cancer 
patients and survivors are not infringed upon.  
 
•Elimination of discrimination of cancer patients in their 
workplace and in communities through a nationally 
focused campaign to de-stigmatize cancer, with evidence 
based and culturally relevant information that addresses 
the social needs of patients and survivors and their 
rights to respect and dignity. 



Commitment 

We as South Africa’s cancer survivors, 
civil society and stakeholders commit to 

take a stand and to be counted by 
participating in a strategy that will focus 
on making cancer care a priority for all 

South Africans.  
  

We hereby sign our commitment to this 
Voice of Cancer Call to Action 

  

わたしたち、南アフリカのキャンサー・サバイバー、
一般市民、そして関係者一同はがんに対するケアを
優先事項とするためにこの戦略に参加します。 

 
そしてこのCall to Actionへのコミットメントを 

約束し、署名します。 



Supported by: 



日本でのキャンサー・サバイバー・フォーラム 

テーマ（案） 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

がんと共に生きる時代へ 
「サバイバーシップ」を考える 

 

● がんの診断・治療後に暮らしていくこと 
（がんサバイバーシップ）   

 がんになっても人生は続きます。私たちが日常生活の中で直面

するさまざまな問題は、がんの診断と治療によって影響を受け
ます。人間関係、健康づくり、リハビリテーション、就学就労、
経済的問題、ライフコースに関わる問題（恋愛・結婚、妊娠・
出産・育児・介護）、生きる意味も含めた実存的問題など、 
がん診断後の暮らし全般に関わるテーマ。  
（国立がんセンターがん情報センターHPより） 



 

社会 

自分のまわり 

自分の体・
生活 

•偏見 

•仕事 

•学校 

•家族 

•治療の選択 

•治療後の生活設
計 



テーマ 

1. 自分の体について 

 治療法の選択（セカンドオピニオン、相談支援等） 

 治療後の身体ケア（運動、食生活、性生活、妊娠・出産、二次がん等） 

2. 仕事（学校）・家族 

 仕事（継続、失業、進学等） 

 家族ケア（親ががんになった子どものケア、がんの子どもを持つ家族、パートナー
との関係等） 

3. 偏見 

 社会的偏見（差別を受けた、がんだと言えない等） 

 内的偏見（自分の中にある偏見、思い込み、過剰反応、被害者意識等  




