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Latest global cancer data: Cancer burden rises to 18.1 million new cases
and 9.6 million cancer deaths in 2018
The International Agency for Research on Cancer (IARC) today released the
latest estimates on the global burden of cancer. The GLOBOCAN 2018
database, accessible online as part of the IARC Global Cancer Observatory,
provides estimates of incidence and mortality in 185 countries for 36 types of
cancer and for all cancer sites combined. An analysis of these results,
published today in CA: A Cancer Journal for Clinicians, highlights the large
geographical diversity in cancer occurrence and the variations in the
magnitude and profile of the disease between and within world regions.

国際がん研究機関(IARC)、世界がん統計を発表
国際がん研究機関（IARC）は、世界のがん統計を発表し、2018 年の世界 185
か国（36 部位)のがんの罹患と死亡は、それぞれ 1 億 8 千 100 万人 と 9600
万人との推定しています。 男性は５人に一人が、女性は６人に一人が一生
のうちにがんに罹患して、また、男性が 8 人に一人、女性は 11 人に一人が
がんで死亡しているとしています。

2018 年 10 月 4 日

Heads of State commit to lead response to beat noncommunicable
diseases, promote mental health
Heads of state and government today committed to 13 new steps to tackle
noncommunicable diseases including cancers, heart and lung diseases, stroke,
and diabetes, and to promote mental health and well-being.
非感染性疾患（NCDｓ）に関する国連ハイレベル会合開催
国連で NCDs に関する第 3 回ハイレベル会合が開催され、取組みのための 13 の

ステップを盛り込んだ政治宣言が採択されました。

2018 年 10 月 10 日

Dr Takeshi Kasai nominated as next WHO Regional Director for
the Western Pacific
Dr Takeshi Kasai has been nominated as the next World Health Organization
(WHO) Regional Director for the Western Pacific.
WHO 西太平洋地域事務局（WPRO）の次期事務局長に葛西健氏選出
10 月 9 日に開催された WHO 西太平洋地域委員会で、次期地域事務局長に葛西健
（かさい・たけし）氏が選出されました。 任期は、2019 年 2 月 1 日から 2024
年１月３１日までの５年間です。

2018 年 9 月 19 日

Global health organizations commit to new ways of working together for
greater impact
Eleven heads of the world’s leading health and development organizations
today signed a landmark commitment to find new ways of working together
to accelerate progress towards achieving the United Nations’ Sustainable
Development Goals.
世界保健サミット、SDGs の健康関連目標の達成に向けたグローバル行動計画作
成に合意
世界の主要な１１の機関・団体のトップによる世界保健サミットで、SDGs の健
康関連目標の達成を加速するための３つの戦略的アプローチ（連携、加速、説明
責任）に基づいたグローバル行動計画を作成することに合意しその工程が発表
されました。

2018 年 10 月 22 日

全国精神保健福祉連絡協議会では、世界保健機関（WHO）の Preventing
suicide-A community engagement toolkit の日本語訳を作成
このツールキットは、トップダウンの自殺予防は、地元のボトムアップのプロセ
スと連携しなければならないこと、地域のニーズ、国家政策と地元の状況に応じ
た科学的根拠に基づく介入の橋渡しをするとき、地域は自殺予防において重要
な役割を果たす、という考えから作成されています。 全国精神保健福祉連絡協
議会では、このツールキットの普及に取り組むこととしています。

2018 年 10 月 29 日

長崎大学、
「安定ヨウ素剤投与による甲状腺ブロック：放射線災害お
よび原子力災害への計画と対応における利用ガイドライン」を翻訳
世界保健機関（WHO）は、チェルノブイリ原発事故を受け 1999 年に原子力災害時
における安定ヨウ素剤投与についてのガイドラインを策定しましたが、福島原
発事故を受け 2017 年にその改訂版を公表しました。 長崎大学でこの改訂版ガ
イドラインの翻訳を行い、このたび WHO のホームページに英語、スペイン語と
ともに日本語版が掲載されました。 （備考） 長崎大学は、2004 年から「放射
線誘発甲状腺がんと放射線リスク制御」における WHO 協力センターに再指定さ
れています。

2018 年 10 月 29 日

New global commitment to primary health care for all at Astana
conference
Declaration of Astana charts course to achieve universal health coverage, 40
years since declaration on primary health care in Alma-Ata

プライマリヘルスケア世界会議で、アスタナ宣言を採択
10 月 25-26 日にカザフスタンのアスタナで開催されたプライマリヘルスケア世

界会議で、「アスタナ宣言」が採択されました。 1978 年のアルマアタ宣言を再
確認し、UHC、SDGs の実現に向かっての取組みを宣言したものです。

2018 年 10 月 31 日

More than 90% of the world’s children breathe toxic air every day
Every day around 93% of the world’s children under the age of 15 years (1.8
billion children) breathe air that is so polluted it puts their health and
development at serious risk. Tragically, many of them die: WHO estimates
that in 2016, 600,000 children died from acute lower respiratory infections
caused by polluted air.
A new WHO report on Air pollution and child health: Prescribing clean air
examines the heavy toll of both ambient (outside) and household air
pollution on the health of the world’s children, particularly in low- and
middle-income countries. The report is being launched on the eve of WHO’s
first ever Global Conference on Air Pollution and Health.

大気汚染と子供の健康に関する報告書
大気汚染と健康に関する世界会議（10 月 30 日～１１月 1 日）に先立ち、大気汚
染と子供の健康に関する新しい報告書が発表されました。 報告書では、世界の
15 歳未満の子どもの 93％（18 億人）が PM2.5 が WHO 基準を超える場所で生活し
ており、2016 年には汚染された空気に起因する呼吸器疾患で 60 万人が死亡した
と推定しています。 報告書は各国政府に対して、大気汚染の原因となる化石燃
料の使用抑制などを求めています。
注）本サマリーは、WHO 発信情報のインデックスとして役立てて頂くよう標題及び冒
頭部分を仮訳しているものですので、詳細内容については、WHO ニュースリリース、
声明及びメディア向けノートの原文をこちらからご確認下さい。
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