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平成２５年度第２回千葉県がん対策審議会 
がん教育部会議事録概要 

 
１ 日時 平成２６年２月１８日（火）午後６時３０分から午後８時００分 
 
２ 場所 千葉県庁本庁舎 5 階会議室 
 
３ 出席委員 
  宮崎部会長、齋藤委員、金井委員、森本委員、大田委員、勝又委員、 
小坂委員、末吉委員、寺本委員 

 
４ 議題 
（１）「がん教育に関する実態調査」結果報告について 
（２）豊島区立小学校の授業視察(報告)について 
（３）今後のスケジュールについて 
 
５ 議事内容 
○司会 
 定刻となりましたので、始めさせていただきます。 

ただ今から、「平成２５年度第２回千葉県がん対策審議会がん教育部会」を開

催いたします。 

私は、本日の司会を務めさせていただきます、健康づくり支援課の小川と申

します。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

ここで、お手元の資料の確認をさせていただきます。 

・次第、委員名簿、座席表を綴じた資料 

・資料１から資料４ 

・参考資料１，２ 

・千葉県がん対策推進計画（冊子） 

不足等がございましたらお申しつけください。よろしいでしょうか。 

冊子については、前回皆様にはお配りさせていただきましたが、本日は健康

づくり支援課のものを用意しておりますので、こちらは会議終了後に回収いた

します。 

はじめに、会議の開催にあたりまして、千葉県健康福祉部 健康づくり支援

課長の鈴木より挨拶申し上げます。 
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○健康づくり支援課長 
千葉県健康づくり支援課長の鈴木です。 
本日はお忙しい中、千葉県がん対策審議会がん教育部会にご出席いただきあ

りがとうございます。開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。 
このがん教育部会につきましては、がんに関する教育のニーズや課題などの

実態把握を行うとともに、児童・生徒のがんに関する正しい知識の普及や教育

関係者の理解促進への方策を検討するため設置し、昨年 10 月 22 日に第 1 回部

会を開催したところです。 
前回の第 1 回部会では、国及び県のがんに関する教育への現状と取り組みや

がんに関する教育の実態に関して、御意見をいただきました。 
実態調査については、いただいたご意見を踏まえ、その御事務局で実施し、

結果を取りまとめましたので、本日の部会で御説明いたします。 
また、先日東京都豊島区におけるがん教育の取組について視察してまいりま

したので、その内容を御報告させていただくとともに、今年度の総括と来年度

の進め方について御意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 
 
○司会 
本日御出席いただいている委員の皆様の御紹介は、お手元の出席者名簿をも

って代えさせていただきます。 

 次に、この会議の成立について御報告申しあげます。千葉県行政組織条例第

３２条第２項の規定により、委員の半数以上の出席をもって開催できるとなっ

ています。本日の審議会には、委員９名中９名の出席をいただいていますので、

会議が成立していることを報告します。 
 なお、議事に入る前に確認させていただきますが、本審議会の議事内容につ

いては、千葉県情報公開条例にのっとり公開といたしますのでご了承いただき

たいと思います。 
ここからは、宮崎部会長に、議事の進行をお願いしたいと思います。 

 宮崎部会長、よろしくお願いいたします。 

 

○宮崎部会長 
それでは議事に入ります。まず議題１の「『がん教育に関する実態調査』結果

報告について」、事務局から説明をお願いします。 
○事務局 
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 資料１に基づき説明。 
 
○宮崎部会長 
 委員の皆さま、御意見などあればお願いします。 
 
○大田委員 
 アンケートの中や資料の中で、対象とする学年について、細胞分裂など知っ

ていたほうがいいから、小学校高学年や中学生を対象とするほうがいいという

意見を聞き、なるほどと思いました。 
 
○宮崎部会長 
 それは自由記載にあった意見ですね。がんのメカニズム的なところ、かなり

専門的な部分も、という意見ですね。 
 
○森本委員 
 自分はがんの専門医ではないが、医師の一人として、本当の意味でのがんの

発生やメカニズムを理解するのは、高校生はおろか普通の大学生でも無理だと

思います。自由記載の意見 164 番にあるように目的が明確でないと、とてもじ

ゃないけど理解できないものに取り組んで説明をしてしまうと、時間ばかりか

かり、あまり意味のないものとなってしまう気がします。がん教育の目的をき

ちんと整理して取り組まなければ、せっかくの企画がもったいないことになっ

てしまうと思います。私が思うのは、生物学的医学的に理解するというのは初

めからやめて、生活習慣などの切り口とか、自分自身や身内ががんになった時、

そういうときの教育がいいのではと思います。前回、体験者の方が、返ってき

たアンケートに命の大切さを実感したという話があったと思います。子どもた

ちに教えることは、「こうなったらがんは怖い」ではなく、もっと内的な動機づ

けというか、がんにならないよう生活習慣に気をつけようとか、がんになった

お友達とかおじいちゃんおばあちゃんがいる、その人達をどう考えるのか、あ

るいは命をどう考えるのか、そういうような取組のほうがいいと思います。 
 
○宮崎部会長 
 いろいろなコメントがあると思いますし、がんの教育といっても幅広いと思

います。主な内容として、「受け止め」という点に持って行ったほうがいい、配

慮は必要、それから、ある程度基本的なことは理解させておいたほうがいい、

怖いばかりでもいけないという意見が出ていたと思います。 
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○大田委員 
 自分も実際、祖父母ががんで亡くなっていくことを目の当たりにして、やせ

衰えていく人を目の当たりにして、怖かったという印象が強かった。小学校 3
年くらいの低学年でしたので。教えてもらっても怖い、身近に知っている人で

も逆にそういう病気になって怖いことになっていると思ってしまうのは、せっ

かく教育するのにもったいないという気持ちです。基礎的なものが理解できる

年齢で、教えたほうが教育という意味で成果がでると思いました。 
 
○宮崎部会長 
 大田委員の意見の観点と、理解できる知識は膨大である程度の時間が必要で

しょうから、森本委員の言う「受け止め方」の観点で(教育を)持っていく、もし

くは、予防的な観点を植えておくということもあります。 
 他にいかがですか。 
 
○小坂委員 
 小学校で子どもたちに聞いてみたところ、みんな「がん」という病気は知っ

ています。けど、「がんってどんな病気？」と聞くと、首をかしげるほうが多い。

知っている子でも「怖い病気でしょ」みたいな程度で、がんに関するイメージ

は持っていない。イメージを持っていない小学生に対して、どういう教育をや

らなければいけないか。こちらががんのイメージをどう持っていけばいいかが、

一番わからないところで、がんって、怖いんだよというイメージを持たせるか、

怖いけど、こうやっていけば予防にもなるしというか。小学生の保護者はまだ

若いから、がん検診を受ける年齢になっていないことも多いけれど、がん検診

を受けて早く見つかれば、今は安心なんですよと、安心感を伝えていく教育を

するのか。そのあたり、自分でもまだわからないです。 
それと、調査結果を読ませていただいて、時間が足りないという意見がありま

した。がん教育をあれもこれもとやっていくと何時間でも足りなくなってしま

うし、実際今の 6 年生は時数の余裕がないんですね。その中で、保健の授業が

年間８時間しかない中で、時間的な解決や小学生はたばこや生活習慣をおさえ

て行きましょうとか、そのあたりをこの会で系統立てて行けば、小学校でもや

っていけるのかな、もし、教材を作って、最低限これをやればというものが作

れればいいのかなと思います。時間はかかると思いますけど。 
 
○宮崎部会長 
現場でもどういう切り口からやっていけばいいか、どこにがん教育をしていけ

ばいいか、混乱があるというと失礼ですけど、そういう状況にあると。教材を
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見てもその辺が必ずしも一貫したものでもない。それから、小中高とシリーズ

で上がっていくものでもない、その辺を変えられたらということでしょうか。 
 
○金井委員 
私たちの会ではないが、九州の方で小学生にがん教育をしている会があって、

その方のお話を聞いたことがあります。ほとんどお亡くなりになりそうな患者

さんが小学生にがん教育に行きました。そうしたところ、怖いという方向に走

らないで、この方をどういう風に支援していったらいいのとか、がんになりた

くないねとか、命ってすごく大切だよねということをみんなで共有する時間に

なるということを毎年のように聞くので、材料をあげる前に怖いと思うだろう

と考えるというのは杞憂なのではないか。こんなにいのちがあまり大切にされ

てない時代に、小学生に命の重みを教えて小学生自身が話すことは意味がある

し、その子の一生にきちんとした何かの影響があると思うので、ぜひ積極的に

がん教育を、切り口を変えてこうなったらがんになるよという話ではなく、命

の大切さとか、生活習慣とか他の話で、みんなが共有していけるといいと思っ

てます。 
 
○宮崎部会長 
金井委員がおっしゃったのは、先ほど森本委員がおっしゃった死生観というこ

とにもつながる。 
ただ、予防できればいいんですが、私はがんの専門医ですが、今の時代がんは

ほとんどなると思っていた方がいい。そういう前提でものを考えた方がいいわ

けです。子どものうちになる方もないわけではないですけど、多くは成人して

いってなる確率がきわめて高い疾患なので、そこを逃げない方がいい。なった

後の考え、本人周りも含めて考える、それも切り口の一つだと思います。そこ

から、色々な事を考えさせる。 
 
○齋藤委員 
私は千葉県がんセンターでピアカウンセラーとして相談を受けたり、自分自身

も３０年前乳がんになり、乳がん患者会でも相談を２３年間ずっとしてまいり

ました。そこで感じたのはがんを告知された時の動揺が強いということと、が

んイコール死というのは、今でも思ってしまう人が多いです。今これだけがん

の情報が流れている現在でも、自分が告知されたら、自分の死を考える人が９

割はいます。 
こういうイコール死というのは、近くでがんになった方が、亡くなっていると

いうことが影響している。以前はイコール死だった時代もありましたが、現在
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はがんの種類によっては治るという、がんによっては助かるんだ、元気で生活

できるし、仕事だってできるということを含めて、がんとはどういう病気なの

か、予防するとはどういうことなのか、検診が必要なのかということを小さい

時から教育することによって、がんになっても何とかなるということがわかっ

ていれば、告知された時にあれほどショックは受けないのではないかと感じま

した。 
先日豊島区の小学校に見学して、小学生がどういう受け止め方をするのか、拝

見させていただいたんですけど、もちろん教材が良くできていたこともあるで

しょうけど、小学生がきちんと受け止めていて、きちんと考え方を言っていた

のを現実に目にしまして、小学生でも教育の仕方によっては、受け止めて家族

と話し合いの場を持つことができるようになるんだと感じました。小学校中学

校高等学校と大きくなるに従って教育していけば、イコール死ではないと理解

できれば、あれほどの動揺はなくなるのではないかと思いました。是非小学校

から教育に入れていただけるといいと思いました。 
 
○勝又委員 
がん教育の切り口をどうするかという点でお話しなされているかと思います。 
現場を預かるものとして、自由記載を見て、大体私が考えていることと同じだ

なあと思いました。まずひとつは時間がないということ。もうひとつは現場で

がん教育といっても、養護教諭はさすがにわかっていますが、他の教諭の反応

は「なんですか、それ」というイメージがまだまだあるということ。そういう

現実の中で様々な切り口はあるが、現実的にどう教育していくかということに

なると、調査結果にあるとおり、指導している時間は保健体育の授業、特別活

動、総合的な学習の時間、この３つしか取り組める時間はない。とすると、学

習指導要領を補完するような教材なりを作り、拡げて行くか、もうひとつは出

前授業のような形で、単発的に実施していくのかが現実的かなあと思います。

もちろん、がん教育の意義ということを明確にすることは必要だと思います。 
 
○寺本委員 
調査結果の自由記載を拝見して、なかなか難しいと感じました。本校は高校で

すので、がんというよりも成人病の観点から授業をしています。また、授業担

当の先生方にお聞きしたところ、御自身の親御さんをがんで亡くなられた体験

を交えて指導をしているという話が聞けました。一つ忘れてはならないのは、

先ほど宮崎部会長もおっしゃられたように、がんが必ずしも予防できるものば

かりではないということです。本校でも授業の中で、はからずしもがんになっ

てしまった人もたくさんいるということを生徒に話していると聞き、「患者や遺
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族を持つ生徒への配慮も必要だな。」と強く思ったところです。加えて、がんに

なった人は皆、健康に注意していなかったという印象を持つのは良くない事だ

と思いました。 
 
○末吉委員 
正直「がん教育」が頭に入ってこない。昔「エイズ教育」と聞いた時は頭に入

ってきたのですけど。がんも同じだと思うが、「がんに関する教育」ならまだし

も、「がん教育」は入ってこなかったので、これで「がん教育」って言っていい

のかなとか思いながら、回答しているんだろうなと思いました。 
あと、小中高で段階を踏まえて知識をしっかり、保健学習で入れるべきだと思

います。ともに生きる教育として、時間のないところですが、学級活動などの

時間でやれるといいなと思います。 
モデル教育を希望したところには、予算的な部分は助けていただきたいと思い

ます。 
 
○宮崎部会長 
ひととおりご意見を伺い、みなさん、共通しているのはがんに関する教育は必

要だろうという意見だと思います。やり方に関しては、あまりにも広い。受け

止め方から、予防、治療、がん種によっても様相が違いますので、教えるポイ

ントは難しいけれども、進めて行くべきだという意見だと思います。間違った

知識のままでのがんのイメージをとらえないよう、正しい教育をしていくべき

だということだと思います。 
 
○宮崎部会長 
続いて、議題２の「豊島区立小学校の授業視察(報告)について」、事務局から説

明をお願いします。 
 
○事務局 
 資料２に基づき説明。 
 
○金井委員 
写真にあるとおり、豊島区では DVD を作り、その DVD の内容を教える側は選

んでよいことになっているそうです。授業は完成度が高く、内容に関しては、

国が目指している教育を網羅するとこうなるのではないかと思いました。８時

間の授業のうち、がんそのものやがん患者に対する理解のうち、患者に対する

理解の教育はしていないのではないかと思いました。養護教諭が当日の給食の
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実物で塩分の教育をして、視覚にも訴えた授業で素晴らしいという感想を持ち

ました。 
 
○齋藤委員 
私もいい授業だったなというのが第１印象です。DVD を使いながら、子どもた

ちの意見を聞きながら、授業を進めて行き、無理のない形で授業が進んで行き

ました。視覚に訴えた授業で子どもたちの中にすっと入る授業をしていると思

いました。担任と養護教諭がきちんと役割分担をしていて、子どもたちにどう

訴えて行くかも計算していて、感心しました。調査で小学校では難しいのでは

という意見もありましたが、がんがどういう病気なのか、予防していくにはど

うしたらいいか、それを家族に、うちに持ち帰ってお話ししてみようという形

で行われていて、ああいう形なら、子どもたちも無理なく受け入れていけるん

だなと感心しました。 
 
○事務局 
参考資料２により、豊島区での取り組みについて、補足説明。 
 
○宮崎部会長 
 豊島区の特異な条例に基づく授業ですね。東京都では他の区にも影響を及ぼ

しているのですか。 
 
○事務局 
荒川区で実施していると聞いています。 
 
○宮崎部会長 
両委員の感想では小学生へのがん教育について、懸念することはないという意

見でした。大変参考になる事例かと思います。金井委員から、患者への視点が

少ないのではという意見も出ました。 
 
○宮崎部会長 
続いて、議題３の「今後のスケジュールについて」、事務局から説明をお願い

します。 
 

○事務局 
資料３、４に基づき説明。 
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○宮崎部会長 
今後のスケジュールとともに、教育庁はこの「がんの教育総合支援事業」のも

とに協議会、リーフレットの作成、研修会という流れで持っていきたいという

説明でした。 
 
○大田委員 
何年度の話ですか 
 
○事務局 
平成２６年度です。単年度の事業ですので、１年間のスケジュールです。 
 
○宮崎部会長 
この事業は今回の調査を考えてのものですか。 
 
事務局 
特にそういうわけではないのですが、調査の結果は活用していきたいと考えて

います。 
 
○宮崎部会長 
スケジュールの数字は年度ですか。 
 
○事務局 
年度です。 
教育庁の動きはスケジュールの中の「国の動きの連動」と合致したものです。

千葉県は今年度調査をしたので、次年度に生かせると思います。まだ、具体的

な話は教育庁と健康福祉部でしておりません。文部科学省へもこれからエント

リーするので、あくまで現時点での予定になります。 
 
○宮崎部会長 
 教育部会と教育庁とは別、しかし、視野の中に入れた活動をするということ

ですね。 
 
○事務局 
そうです。 
 
○宮崎部会長 
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他になければ、部会の方はこれで終了します。では事務局へお返しします。 
 

○司会 
 委員の皆様には、御多忙のなか、御出席いただきありがとうございました。

また、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 
 これで、平成２５年度第２回千葉県がん対策審議会がん教育部会を終了いた

します。 
 
                                終了 


