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未受診者に電話で勧奨
秋田県のモデル事業が効果
胃・大腸・子宮頸・乳の各がん検診

がん検診を受けていない
人に電話で受診を勧奨する
秋田県の「コール・リコー
ル・モデル事業」
が効果を挙
げている。胃がん、大腸が
ん、子宮頸がん、乳がんを
対象に一部の市町村で実施
し、受診率が２倍になった
市町村もある。がん検診受
診率の向上には対象者一人
ひとりに直接働きかけるこ
とが効果的だと考えられて
きたが、それが裏付けられ
た形だ。
（２面に関連記事）
この事業は、がんによる
死亡率が高い同県がその改
善を目標に2009年度に計
画。市町村に希望調査をし
ながら準備を進めて翌10
年度に北秋田市が胃がん検
診に導入した。
11年度は男鹿市と仙北
市が加わり、12年度は８市
町村に増えている。
対象とするがん検診は北

秋田市では胃がんだった
が、
現在は大腸がん、
子宮頸
がん、
乳がん広がっている。
その結果――。
対象とする年齢の全住民
あたりの受診率は、北秋田
市（胃がん検診、43～60
歳の３年未受診者に実施）
で10年度7.6％、11年度8.8
％と導入前の09年度の4.4
％から増加。11年度は倍
になっていた。12年度は
県の事業ではなく、独自に
実施を始めた。
男鹿市（大腸がん検診、
40～64歳に実施）では11
年度7.4％、12年度8.3％
で、やはり導入前の5.9％
から上昇。仙北市では11
年度（胃がん検診、43～
64歳の３年未受診者に実
施）は12.4％で、導入前よ
り倍増した。12年度は子
宮頸がんで実施したとこ
ろ、導入前の 5 . 8 ％から

がん相談ホットライン

祝日を除く毎日

03−3562−7830

日本対がん協会は、がんに関する不安、日々の生
活での悩みなどの相談（無料、電話代は別）に、看護
師や社会福祉士が電話で応じる「がん相談ホットライ
ン」
（☎03−3562−7830）
を開設しています。祝日を除い
て毎日午前10時から午後6時まで受け付けています。
相談時間は1人20分まで。予約は不要です。

11.8％に増えた。
ほかの市町村でもコー
ル・リコールを実施すると
受診率が上がった。これは
どのがん検診でも同様で、
同県では「受診率の底上げ
に一定の効果があった」と
分析している。
乳がん、子宮頸がん、大
腸がんの各検診で国が導入
した無料クーポン券に加
え、同県では独自に胃がん
検診の無料クーポン券（対
象は40歳と50歳）も配布
している。無料クーポン券
に加えてコール・リコール
を実施すると、効果が高ま
ると考えられる。
この事業は10年度から
12年度の３年計画で、今
後、詳しく評価するととも
に、県内の市町村にどのよ
うにして広げていくか検討
する。とくにこの３年間は
県の事業として実施したた

め、基本的に、参加した市
町村には財政的な負担はな
かったが、リコールの対象
者一人あたりの単純コスト
は1500円前後になっていた。
対象者が増えれば一人あ
たりのコストは低下する傾
向にあるものの、市町村の
財政状況が厳しい中でいか
に効率的に運用するか、県
内への普及を考えると財政
面の課題も大きいとみられ
る。
この事業は、県から委託
を受けた同県総合保健事業
団（日本対がん協会秋田県
支部）が「がん検診受診検
証センター」を設置して進
めてきた。受診を勧奨する
対象者の個人情報を取り扱
うことから、事業団と参加
を希望した市町村が個人情
報の取り扱いに関する協定
を結んで慎重に対応してい
る。

医師による面接・電話相談（要予約）
予約専用

03−3562−8015

日本対がん協会は、専門医による面接相談および
電話相談（ともに無料）を受け付けています。いずれ
も予約制で、予約・問い合わせは月曜から金曜の午前
10時から午後5時までに☎03−3562−8015へ。相談の時
間は電話が1人20分、面接は1人30分（診療ではありま
せん）
。詳しくはホームページ
（http://www.jcancer.
jp/）
をご覧ください。
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効果をあげる秋田県の
「コール・リコール・モデル事業」
事前の周知・電話番号の把握・言葉づかい
…浮かぶ課題に迅速な対応
手間のかからない検診予約

対がん協会秋田県支部の「受診勧奨センター」
がん検診受診率の向上に効果をあげている秋田県の
「コール・リコール・モデル事業」
。実際に電話をかけ
ているのは、同県から委託を受けた同県総合保健事業
団
（日本対がん協会同県支部）
の「受診勧奨センター」

事前に広報
「コール・リコール」は、
検診が始まる前に対象者に
電話をかけて検診のことを
知らせることから始まる
が、その前に、がん検診を
受診していない場合に電話
がかかってくることを住民
に知らせておくことが必要
になる。
モデル事業に参加した市
町村では、新聞折り込みや
広報紙、回覧板、さらには
個人あてに、
「コール・リ
コール」を導入したことを
広報。
「受診していなかった
ら再度電話をして受診を勧
めます」旨を伝えた。
また、検診の受診を申し
込んだ人に対しても、
「必
ず受けて下さいね」と念押
しの電話もかけている。

つ検診台帳が整備されてい
った」面も否定できない、
という。
もちろん、電話をかける
には、電話番号を把握して
おかなければいけない。不
在だったり転居していたり
して電話が通じない場合に
は手紙を出す必要があり、
住所も要る。つまり、住民
検診対象者の個人情報が必
要になる。
同県総合保健事業団で
は、モデル事業に参加した
市町村と、提供を受けた名
前、住所、電話番号といっ
た個人情報はこの事業以外
には用いないことなどを盛
り込んだ個人情報保護に関
する協定を結び、遵守して
いる。

検診の対象者・電話番
号・住所の把握

かける曜日や時間……
担当者の工夫と苦慮
「オレオレ詐欺」と間
違われたことも

コール・リコールに欠か
せないのが、まず、検診の
対象者の把握だ。
受診勧奨センターの担当
者らによると、電話をかけ
た住民が住民検診の対象者
ではなかった（健康保険組
合の被保険者ら）というこ
ともあり、
「電話をかけつ

同県総合保健事業団の
「受診勧奨センター」のス
タッフは電話の話しぶりを
工夫している。参加した市
町村は、それぞれ一つのが
ん検診を対象に実施してい
るが、
「相手の年齢によっ
ては、ほかの検診も受けら
れていますか、と尋ねま

だ。４人のスタッフ
（３人は看護師）
が相手の話しぶり
に気を配りながら丁寧に対応している。そんな「コー
ル・リコール」を各地に普及させることが可能なのか
どうか。その課題を探った。
す」と担当者。対象者本人
い、これが重要です」と口
が不在でも、電話に出た家
をそろえている。追加検診
族に「がん検診」のことを
の45％は、リコールをき
話すことや、
「少しでも受
っかけに受診した、とアン
診率が上がれば、と思い、 ケートに答えている、とい
相手の話しぶりに応じてこ
う。
ちらの話し方も考えます」
。
台帳や受診の受け皿の
不在のこともあるため、
整備……課題も
検診期間には１日あたり平
均して80～120件ほどで、
３年間のモデル事業で、
つながるのは４割弱。１人
課題も浮かび上がってき
に対して「３回」を基本に
た。
しているとはいえ、
「電話
まず、検診の対象者を網
が通じるまでかけたいとい
羅した「検診台帳」の整備
う気持ちが強く、３～５回
と更新だ。亡くなった人や
はかけることに。すると７
長期に海外で滞在している
～９割方つながるという。
人などにも電話をかけた
ただ、「オレオレ詐欺」 り、健保組合の加入者に電
や保険の勧誘と間違われた
話をかけたりするなど、台
ことがあったほか、
「がん
帳が整備されていれば防げ
で亡くなった」とか、
「手
ることも何度か起きた。
術をした」というケースも
「受診したい」と考えな
あったことから、地元紙の
がら、仕事の都合で昼間は
死亡欄をチェックするよう
受けられなかったり、検診
にしている。
会場までの交通手段がなか
かける時間帯も平日の昼
ったるする人がいるほか、
間だと不在が多いため、夕
受診者へのアンケートに
方にするなどの工夫をして
は、
「問診時に隣の人の声
いる。
が聞こえる」といった指摘
担当者たちは「追加検診
や、
「受付に時間がかかる」
の予約をしてください、と 「子どもの一時保育をして
伝えるだけでは予約してく
ほしい」などの声も記載さ
れない。その場で予約まで
れ、受診環境の整備が重要
しほうが効果が高まる。住
なことも改めて浮き彫りに
民のかたに手間をかけな
なった。
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厚労省の委託で 対がん協会
「がんピアサポーター編」の研修テキスト・DVD作成
日本対がん協会は厚生労
働省から委託を受けて進め
てきた「がん総合相談に携
わる者に対する研修プログ
ラム」を策定した。がん患
者や家族の悩みに適切に対

応できる相談員の養成をめ
ざすもので、研修テキスト
のほか、模擬相談DVDな
どが作成された。
この事業は、がん患者・
家族が直面する悩みの相談

ピアサポーター向けの研修テキストと、模擬相談DVD

に、同じような悩みを体験
したがん患者・家族が対応
するピアサポートの充実を
図ろうと、2011年度に始
まった。
同年度に国が都道府県へ
の設置を決めた「地域統括
相談支援センター」で相談
を受けるピアサポーターに
基本的なスキルを身につけ
てもらうのが目的とされて
いる。
日本対がん協会では、専
門家や先行的に実施してい
る人たちによる「がん総合
相談研修プログラム運営委
員会」を設けて論議を積み
重ね、
「がんピアサポート
編 ～これからピアサポー
トをはじめる人へ～」とい
う患者・家族とピアが１対

１の面談対応を基本とする
研修テキストと模擬相談
DVD、研修の手引きなど
を作成した。
今後、対がん協会の各支
部はもとより、
都道府県、
が
ん診療連携拠点病院相談支
援センター、患者会など全
国730カ所を超える団体な
どに計約16,000部のテキス
トとDVDを無料配布する。
なお事業の委託が来年度
も継続された場合は、がん
サロンや患者サロンで行う
グループ・ピアサポートに
携わる方を対象とした「が
んサロン編」の研修プログ
ラム策定を目指し、研修テ
キストやDVDの作成、シ
ンポジウム、試行的な研修
を開催する予定だ。

がんの先端研究や抗がん剤の国際共同治験など78件の成果報告
〜 がん臨 床 研 究 成 果 発 表 会〜

今年度の厚生労働科学研
究「がん臨床研究成果発表
会」が２月４、５日に東
京・有楽町の有楽町朝日ス
クエアで開催された＝写
真。日本対がん協会が厚生
労働省から委託されて進め
ている「がん臨床研究推進
事業」の成果で、２日間に
わたって78件の研究が発
表された。
今年度は、がんの先端的
な研究や抗がん剤の国際的
な治験など新たな治療法の
開発をめざした研究のほ
か、がん在宅医療における
患者のQ O L（生活の質）
の向上にむけた研究といっ

たがん患者の支援、子宮頸
がん対策をテーマにした若
い女性の意識・行動の研究
まで幅広いテーマで進めら
れている。
また、この事業では、研
究者が研究成果を「患者や
家族、一般市民に分かりや
すく解説し、普及啓発す
る」ことや、
「関連分野の
専門家・がん医療従事者に
普及させて地域の医療格差
をなくす」ことも目的に掲
げられている。
この目的を達成するた
め、日本対がん協会では、
今年度計19件の発表会・
研修会の運営をサポートし

た。とくに一般市民を対象
とした「肝癌の予防と治
療」などの６テーマは、愛
媛県松山市などで開催さ
れ、計６会場約2,800人が
参加し、熱心に聴講した。

臨床研究事業は、国の第
３次対がん10か年総合戦
略事業の１つとして進めら
れてきた。来年度が最終年
になる。
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南の島からリレーの風が全国に
リレー・フォー・ライフ ジャパン2013

3月30、 31日に沖縄で開幕
開催は50カ所に 寄付7500万円が目標

「リレー・フォー・ライフ・ジャパン
（RFLジャパン）2013」が3月30、31日の
沖縄での開催で幕を開けます。今年の開催
は50カ所が見込まれ、昨年の36カ所（延
べ7万人が参加）を大きく上回ります。参
加者が10万人を超えることも考えられま
す。日本対がん協会では今年を「RFL飛躍

の年」と位置付け、担当するスタッフを昨
年の4人から6人に増やし、各地の実行委
員会がRFLの目的に沿った活動をしやすい
ように支援する態勢を整えました。がんに
なっても安心して暮らせる社会の実現に向
け、一人でも多くの方々の参加をお待ちし
ています。

沖縄で３月に開催するのは一昨年以来。リレーは今年、
２年ぶりに南風にのってスタートすることになる。会場
は、中部の宜野座村にある陸上競技場。これまで３回開い
た北谷町から移る。ここは、プロ野球・阪神タイガースの

キャンプ地としても知られ、実行委員会は、いろいろな地
域で開催をアピールすることにつながると熱心に準備に取
り組んでいる。
住民の健康に配慮した行政を進める同村も積極的に支援
し、健康福祉課が広報宣伝に力を入れている
開 催 予 定
2013/3/1現在
日 程
開 催 地
会
場
ほか、当日は、村長と日本対がん協会関係者
【３月】
が、地域のがん予防における行政の役割をテ
30㈯～31㈰
沖縄
宜野座村陸上競技場
【４月】
ーマに対談する計画を進めている。
20㈯～21㈰
静岡
静岡県立大学 グラウンド
次いで４月20、21日に静岡市の静岡県立
【５月】
11㈯～12㈰
鹿児島
ウォーターフロントパーク
大学構内で開催が予定される。学長補佐が実
熊本
白川公園
18㈯～19㈰
つくば（茨城）
つくば市研究学園駅前公園
行委員長に就くなど同大学の全面的な協力が
【６月】
得られているのに加え、県をはじめとする行
22㈯～23㈰
★八戸（青森）
未定
新横浜（神奈川） 日産スタジアム 小机フィールド
政、医療機関も支援・参加する。
【８月】
５月に入ると11、12日に熊本と鹿児島、
31㈯～９/１㈰ 福島
未定
【９月】
18、19日には茨城・つくば、と開催が続く。
７㈯～８㈰
芦屋（兵庫）
芦屋市内
鹿児島では昨年は９月に開催したが、台風の
14㈯～15㈰
川越（埼玉）
川越水上公園
さいたま
農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ「緑の広場」
影響で荒天に見舞われ、開催時間の短縮を余
福岡
海の中道海浜公園 光と風の広場
大分
大分スポーツ公園 大芝生広場
儀なくされた。
「24時間、
がんに負けずにきち
15㈰～16㈪
松本（長野）
やまびこドーム
んと命のたすきをつなげたい」という参加者
広島
広島市立特別支援学校グラウンド
21㈯～22㈰
山下公園（神奈川）横浜・山下公園
の思いから、台風の心配の少ない５月になっ
貝塚（大阪）
大阪府営二色の浜公園 球技広場
た。
「五月晴れの下で晴れやかなリレーを」と
千葉
未定
28㈯～29㈰
長野
長野市城山公園ふれあい広場
３カ所の実行委員たちの願いは共通している。
岡崎（愛知）
JR岡崎駅前「暮らしの杜広場」
一宮（愛知）
愛知県一宮総合運動場 陸上競技場
開催が見込まれる50カ所には、当然、初
★宇治（京都）
宇治市山城総合運動公園（太陽ヶ丘）
開催地も数多く含まれる。
★相模原（神奈川）横山公園
宮崎
未定
その一つ、大阪大手前は、大手前高校での
【10月】
開催になる。これまで大学での開催はあった
５㈯～６㈰
但馬（兵庫）
養父市立全天候運動場
（いきいきドーム）
★みなとみらい
し、今年も静岡では大学で開かれるが、高校
臨港パーク
（神奈川）
では初めてだ。１月30日に小児がんの一種
12㈯～13㈰
★前橋（群馬）
群馬県総合スポーツセンター
★大阪大手前
大阪府立大手前高等学校
であるユーイング肉腫で亡くなった同校３年
愛媛
松山市城山公園
19㈯～20㈰
★奈良
奈良県立橿原公苑陸上競技場
の久保田鈴之介君のために、という実行委
【開催日程未定地区】
員、学校側の熱意で実現した。久保田君は亡
室蘭
（北海道）
、
宮城、
栃木、
千葉、
日野
（東京）
、
岐阜、
徳島、
玉名
（熊本）
、
長泉
（静岡）
、
小松島
（徳島）
、
岩手、
福井、
宮崎
くなる直前、大学入試センター試験を受験。
【新規開催候補地区】
進学めざして最後まで希望を失わなかった、
秋田、新潟、
町田
（東京）
、
南足柄
（神奈川）
、
京丹後
（京都）
、
和歌山、
岡山、
香川、
佐賀、
長崎
という。
■開催予定（★は新規開催地）
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「Relay of the year」を検討 その年のリレーを全国にアピールする役目
せないものだっ
た。
こうしたR F L
を毎年、どこかの
会場で開催できな
いだろうか。対が
ん協会のスタッフ
らを中心にときに
熱く議論した結
果、世間の耳目を
集め、より多くの
大地を力強く踏みしめて歩く参加者たち＝2012年、リレー・フォー・ライフ in えひめ
人々にR F Lを知
日本対がん協会は、各地
る形で設け、あるときは経
ってもらうには、
「中央大
の実行委員会と一緒になっ
費の節減、あるときは啓発
会」的な存在のR F Lもあ
て開催している「リレー・
の工夫といったように、そ
っていいだろう、という方
フォー・ライフ
（RFL）
」
で、 れぞれにテーマ性をもたせ
向に落ち着いた。
「その年」のRFLを全国に
て試行するケースも考えら
もちろんR F Lは参加人
アピールする「Relay of
れる。
数や寄付額の大きさを競う
the year（今年のリレー・
「Relay of the year」を
ものではない。大規模であ
フォー・ライフ）」を設け
検討するきっかけは昨年の
っても参加者が目指す方向
る方針を固めた。そのリレ
横浜・山下公園でのR F L
がばらばらでは本来の
ーが優れているかどうかと
だ。場所柄もあって２万人
R F Lとは言えないし、反
いった「優劣」をつけるも
もの人々が訪れ、24時間
対にたとえ小規模であって
のではなく、その年のリレ
にぎわった。
寄付も多く、
催
も、参加者の「がんで苦し
ーを訴える、いわば「ニッ
しも盛りだくさんで、
2012
む人を早くなくしたい」と
クネーム」。各地を持ち回
年のR F Lを語るには欠か
いう気持ちが一になった活

動であれば、それは大成功
のRFLになる。
一人でも多くの方に
R F Lの趣旨に賛同をし、
参加してもらいたい、
「Relay of the year」に
は、そんな期待を込めた。
RFLジャパンは2006年
に茨城・つくばで試行的に
実施されて以来７年目を迎
え、50カ所での開催を見
込めるように普及してき
た。
「参加してよかった」と
感じてくれた市民、支援
者、何よりサバイバーたち
によって育てられてきた。
がんに負けない社会、が
んになっても安心して暮ら
せる社会、がんになっても
「死」を連想することのな
い社会を一日も早く実現で
きるよう、多くの方々の参
加を待っています。
日本対がん協会
RFLチーフ・ディレクター
田渕勝雄

治療は「病状を知ること」から 「がん相談ホットライン」より⑨
前回、乳がんと診断され
のようにしていけばよいか
たばかりで、頭が真っ白に
わからない」と戸惑う方は
なり、担当医からの説明も
少なくありません。では、
よく覚えていなくて治療の
次に進むためには具体的に
ことがまったくわからな
何をしたらよいのでしょう。
い、という混乱された方か
まずは「病状を知るこ
らの相談を紹介しました。 と」が大切です。例えば
相談員は、まずは相談者が 「乳がん」と同じ病名がつ
抱えている気持ちや不安を
いていても、がんのタイ
じっくり聴くことを心がけ
プ、がんの進み具合、乳房
ていること、そして、それ
のどの部分にできているか
は相談者が次に進むために
など、一人ひとり異なりま
は欠かせないことだとお話
す。それによって手術の仕
しました。今回はその先の
方や治療の進め方が異なる
ことをお話ししたいと思い
からです。
ます。
そして、担当医が「どん
乳がんの相談者がそうで
な治療を提案しているかを
あったように、
「何からど
知ること」です。乳がんの

治療には「標準治療」があ
りますが、これは、科学的
根拠に基づいた現時点で最
も効果の高い治療として認
められている治療をいいま
す。そのため、担当医は概
ねそれに沿って治療方法や
方針を検討し、患者さんに
提案します。自分の病状が
わからないことには、提案
された治療が自分にとって
適切な治療なのかがわかり
ません。もし、標準治療を
提案されていないならば、
それには理由があるはずで
すから、それを担当医に確
認する必要があります。も
ちろん、標準治療を提案さ

れていても、疑問や納得で
きないことがあれば担当医
に質問することは大切なこ
とです。担当医にしっかり
説明を聞かなかったため
に、治療後に「なぜ自分は
この治療をしなくてはいけ
なかったのだろう」
「もっと
他に治療があったのではな
いか」と悩んだり、悔やん
だりする声がホットライン
にも多く寄せられていま
す。
病状を知り、担当医から
提案された治療を知ること
は、自分が納得した最善の
治療を選択するための第一
歩なのです。
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2011年度 がん検診の実施状況から ◆子宮頸がん

2013年3月1日		

対 が ん 協 会 報		

2011年度 がん検診の実施状況から ◆乳がん
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子どものころから「がんのこと」を考えよ
う――
「がん教育」に力を入れる日本対がん協
会が関係するイベントが２月に相次いで開催
された。一つは、たばこをテーマに親子で学

2013年3月1日

ぶ講演会、もう一つは専門家らが実践例を報
告して討論するワークショップ。国のがん対
策推進基本計画にも盛り込まれた「がん教育」
が着実に広がろうとしている。

「お父さん たばこをやめてね！」
子どもたちが「決め言葉」を考える 朝小健康教室
日本対がん協会は「親子
でたばこについて考える」
講演会を２月９日、東京・
築地の朝日新聞東京本社で
開催した。朝日学生新聞の
後援を受け、
「朝小健康教
室」の一つとして開いたも
ので、応募者250人の中か
ら選ばれた小学生の子ども
と親22組48人が参加。講
師の奥仲哲弥・山王病院副
院長（呼吸器外科）から
「周りにたばこを吸ってい
る人がいたら、やめさせる
『殺し文句』
を考えて」とい
う宿題をもらって帰った。
T B Sの「サンデー・ジ
ャポン」でもおなじみの奥
仲医師は、たばこの害に加
え、なぜやめられなくなる

奥仲医師の説明を聞き、たばこの害を親子で考えた

かといったことについて分
10年ほど短い」など、
たば
かりやすく説明。タールで
この害を具体的に語った。
黒くなった肺の写真などを
たばこに含まれるニコチ
示しながら、
「ニコチンは、 ン、
タール、
一酸化炭素の三
麻薬と同じかそれ以上に依
大有害物質の怖さ、呼吸が
存性がある」
「喫煙者が喉頭
苦しくなる病気「C O P D
がんにかかる確率は非喫煙 （慢性閉塞性肺疾患、別
者の30倍以上」
「喫煙者は
名：たばこ病）」で多くの
非喫煙者より平均寿命が
人が亡くなっていることな

「小学生からのがん教育」テーマに専門家らが討論
世界対がん連合
（UICC）
が提唱する「世界対がんデ
ー」の２月４日、
「小学生
からのがん教育」をテーマ
にした公開ワークショップ
が、東京・築地の国立がん
研究センター内にある国際
研究交流会館で開かれた。
UICC日本委員会と日本
対がん協会が主催し、同セ
ンターが共催した。
東京都荒川区保健所の小
竹桃子・健康推進課長は、
学校栄養士や保健師等の協
力を得て2010年から小学
校にがん予防の出前授業を

実践。寸劇やクイズ、体験
者の話を盛り込み、子ども
たちが命の大切さを感じら
れるような工夫を重ねた。
その結果、
「子どもから親
への伝達効果」がみられた
一方で、親をがんで亡くし
た子どもや小児がんの子ど
もへの配慮、教育委員会の
協力の態勢などの課題も明
確になったと紹介した。
神奈川県開成町立開成小
学校の宮原卓・教頭は映像
出演し「たばこの有害性」
を子どもたちに伝える活動
を紹介した。2011年度に

ど、たばこをめぐる「怖い
事実」を紹介。その後、参
加者と対話しながら質問に
答えた。
奥仲医師は小学生を相手
に話すのは今回が初めて。
説明の途中、「今の説明、
分かりにくくなかったです
か」と確認しながら講演を
進めた。
「子どものころからたば
このことを知り、考え、そ
の知識を学校や家庭に持ち
帰って広めてもらいたい。
そして周囲でたばこを吸っ
ている人、たとえばお父さ
んやおじいちゃん、おばあ
ちゃんがいたら、ぜひ禁煙
を勧めて下さい」と呼びか
けた。

世界対がんデー

小学３年生を対象にした実
験で、たばこを入れた水と
入れない水で栽培した植物
の育ちぶりを観察。たばこ
を入れた水の植物が次第に
枯れていく様子に驚く子ど
もたちの姿を報告した。
2012年度は、小学３年
生が、夏休みに家族で行っ
た施設の「禁煙・分煙」情
報をまとめることを通じ
て、多くの施設で何らかの
たばこ対策がとられている
ことを学んだ。
「たばこの
有害性」は上級生、家族、
地域の人たちに伝えられ、

それをきっかけに禁煙した
保護者もいるいう。
がん教育は、国のがん対
策推進基本計画にも盛り込
まれるなど、重要性が指摘
されてきた。ただ、どの学
年に何をどのように教える
か、まだはっきりしていな
い。家族ががんを患う子ど
も、闘病中の子どももい
る。討論では、明確な基準
ではなくても、テキストや
指導要領の作成など、大ま
かな方向性の提示が今後の
課題として指摘された。

