
　みなさまこんにちは。NPO法人がんサポート
かごしま副理事長の野田と申します。本日は夕方
までよろしくお願いいたします。それではまず国
立がん研究センターがん対策情報センターがんサ

バイバーシップ支援部長の高橋都先生、続きまし
て県民健康プラザ鹿屋医療センター院長の原口優
清先生より開会のご挨拶をお願いいたします。

がんを学ぶこと
～がんの教育をみんなで考える～

野田　真記子
NPO	法人がんサポートかごしま副理事長

進行挨拶

ご当地カフェ in 鹿屋

2019 年 6 月 29 日
13 時～ 16 時 20 分

リナシティかのや（鹿屋市市民交流センター）　開催
共催：県民健康プラザ鹿屋医療センター 国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部　鹿屋市

後援：鹿屋市教育委員会　鹿野市医師会　NPO 法人がんサポートかごしま
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　みなさんこんにちは。東京の築地からやってま
いりました国立がん研究センターがんサバイバー
シップ支援部の高橋都と申します。本日は「ご当
地カフェ」を鹿屋市で開催させていただくことが
叶い、本当にうれしく思っております。と言いま
すのは、この企画は実は 3年越しだからです。
いちばん最初は 3年前に、ぜひ鹿屋と築地で一
緒にやろうという話が出たのですが、最初の年は
日程の関係で実現できませんでした。去年は 10
月 6日開催で企画をし、会場予約もしていたの
ですが、台風が来て本当に残念ながら流れてしま
いました。今年は3度目の正直と思っていました。
ところがまた熱帯低気圧が台風になるということ
で大変ハラハラしたのですが、何とか開催にこぎ
つけ、私どももようやく鹿屋にうかがうことがで
き、本当にうれしく、ありがたく思っております。
　実は「ご当地カフェ」とはナンジャラホイと思
いながら今日お出でいただいた方もおられるかも
しれません。これは私ども国立がん研究センター
と色々な地方にある「ご当地の医療機関」が共催・
共同で、お茶を飲みながら、がんについてざっく
ばらんに考える時間を持とうということで全国を
回っている企画です。今まで北海道から沖縄まで
11ヵ所でお世話になりました。札幌・青森・宮
城（石巻）・松本・金沢・名古屋・岐阜・福井・

奈良（明日香）、沖縄、そして去年は島根県の隠
岐です。12回目にして初めての九州です。実は
私たちは「公民館カフェ」という活動をやってい
まして、東京の築地の近くの月島にある公民館で、
このようにみんなで集って、お茶を飲みながら、
がんや病気のことを学ぶ企画をずっと続けていま
す。それがけっこう好評で、東京だけではなく、
全国に出て行ったらきっと楽しいのではないかと
いう声があり、それで各地の病院に本当にご協力
いただいて今日のような会をあちこちで開いてお
ります。
　今日は「がんを学ぶこと」という企画です。が
んについて学ぶというテーマは、12回目にして
初めてです。鹿児島はがん教育を非常に頑張って
いる土地で、全国的にもとても有名です。子ども
さんにがんを学んでもらうことについては文部科
学省も頑張ってきているのですが、がんは大人も
学びたいですよね。そこでどのように学んでいく
のか、今日はみなさんで考えていく時間にできれ
ばと思っております。この「カフェ」が今後、が
んをはじめとした病気について、みんなで立場を
超えて学んでいくきっかけになればいいなと思っ
ております。本日はどうぞよろしくお願いいたし
ます。

高橋　都
国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長

開会の挨拶
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　みなさんこんにちは！　今日は、豪雨になりま
して、会場に来ていただけるのはかなり大変かな
と思ったのですが、ご参加いただきありがとうご
ざいます。
　「ご当地カフェ in 鹿屋」は、高橋先生からご紹
介がありましたように九州で初めて開催というこ
とです。去年、台風で流れたわけですが、今年も
この地で開催していただけることになり本当に感
謝しています。
　少しお話させていただきます。私は昭和 58年
に医者になりました。その後、外科に入り、外科
医として従事してきましたが、昭和の時代の外科
医は本当にがんとその周囲を「取る」だけでした。
たとえば大腸がんで肝転移がある場合、大腸は取
りましたが、肝転移に対してはなす術がなく経過
を見るだけでした。平成の 30年の間に、肝転移
の個数や大きさ、部位などによるのですが、「取
りましょうか」という発想になってきています。
それから抗がん剤も、がんそのものを縮小するよ
うな抗がん剤がいくつも出てきました。また、免
疫療法も期待するようなものが出てきました。そ
して令和になり、がんの遺伝子情報をもとに治療

をする時代になってきました。
　このように、がんに対する診断を含め治療も、
日々進歩しております。われわれ医療者はもちろ
ん、一般の方々も、正確な情報をもとにがんに対
する知識を持ってもらうことが大事なことと思っ
ています。今日のテーマは、高橋先生のお話にあっ
たように「がんを学ぶこと」です。がん教育につ
いて、みなさまと一緒に考える良い機会だと思い
ます。
　この後の基調講演では、高橋都先生に「がんに
ついて正しく学ぶためには」と題して講演してい
ただき、その後のシンポジウムでは「がんについ
て学ぼう」というテーマで 4人の先生方に講演
していただきます。後半には「カフェタイム」と
いうことで、グループで話し合うことになってい
ます。ここではみなさんの色々な意見を聞かせて
いただきたいと思っています。積極的に参加をし
ていただければと思います。これからがんについ
てみなさま方と半日間学んでいきたいと思います
ので、どうぞお付き合いをよろしくお願いいたし
ます。

原口　優清
県民健康プラザ鹿屋医療センター院長

開会の挨拶
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　シンポジウムの前座として話をいたします。今
日は「がんについて正しく学ぶには」（スライド 1）
ということですが、「学ぶ」のはなかなか楽なこ
とではないような気がします。私は、もともとは
内科医です。医者になりましたのは原口先生の 1
年後の昭和 59年です。当時は、がんだというこ
とを患者さんにはお伝えしてはいけないことに
なっていました。「いけない」というのは、法律
でそうなっていたのではなく「伝えない時代」で
あったということです。それで医療者も大変辛
かったし、何よりご本人、ご家族が辛かったと思
います。
　1990年代半ばに、それがガラッと変わりまし
た。しっかり状況を理解して治療を受ける時代に
なってきました。ただそれはそれで、ご自分の状
況を理解して治療を選んでいくということですか

ら、それもまた楽なことではない。そこに「学び」
が必要になります。
　一言だけ最初に申しあげます。本日のスライド
の多くは、昨年おうかがいするはずであったがん
対策情報センター長の若尾文彦先生が作成したも
のです。若尾先生は本日は仙台に行っています。
鹿屋にうかがえなくて大変残念だと話しておりま
した。

日本のがんの状況
―変わるがん治療と変りにくいがんイメージ

　がんですが、スライド 2は日本人の死因の推
移をみたものです。がんで亡くなる方のラインが
示されていますが、ちょうど私が学生のころにが
んが脳卒中を抜いて日本人の死因第 1位になり

高橋　都
国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部長

スライド 1　 スライド 2　日本のがんの状況

基調講演　�
がんについて正しく学ぶには
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ました。1980年代です。図のように右肩上がり
に増えています。推計では年間 100 万人以上が
がんに罹り、40万人ぐらいが、がんでお亡くな
りになると言われています。したがって私たちに
とっては大変身近な病気です。人生のどこかの時
点で 2人に 1人はがんになります。2人に 1人
ががんになるのであれば、がんと無関係の家庭な
どないですね。家族の誰かや、友だちやご近所の
方ががんになったりする、本当に身近にある疾患
だと思います。しかし、がんになった時に「がん
になった、なった！」と騒ぐ人はあまりいません。
ちょっと隠したい。あまりがんのことをほじくり
返されたくないなと思うかもしれません。そこに
はやはりがんという病気は、まだまだ「キビシイ
病気」だというイメージがあるからかもしれませ
ん。
　がんに対するイメージは政府も色々調べていま
す。スライド 3は平成 28 年ですから 3年前の
内閣府の調査です。「日本では、約 2人 1人が、
将来がんに罹ると推測されている」ということに
対して「そう思う」と答えている人は 31.3％し
かいません。7割の人はもっと少ないと思ってい
るのです。ちょうど 10 年ほど前の 2006 ～

2008年の間にがんだと診断された方が5年経っ
てどのくらい生存していらっしゃるかという 5
年生存率は、62％で、6割を超えています。し
かしそれは 10年ほど前にがんになった方のお話
ですから、今、がんだと診断される方が 5年後
に生存している確率は、60％よりもっと高いは
ずです。もちろんがんの種類やその時の状況に
よってかなり異なります。がんと診断されたら驚
かない人はいませんが、がん自体は、即、ただち
に命の終わりを考えなければいけない病気とは限
りません。そこが私が医学生だったころとの大き
な違いだと思います。それでも、がんに対する人々
のイメージはなかなか変わりにくいのですね。
　今はがんになっても継続的に働けるという認識
のもとに、両立支援の施策などもあります。先ほ
どと同じ調査に「現在の日本の社会は、がんの治
療や検査のために 2週間に一度程度病院に通う
必要がある場合、働きつづけられる環境だと思う
か？」という質問があります。鹿児島ではいかが
でしょうか。べつに 1日休まなくても数時間の
休みでもいいかもしれませんが、働き続けられる
でしょうか。働き続けられないという「そう思わ
ない」という回答が 85.7％と 9割近くです。両

スライド 3　�がん対策に関する世論調査　平成 28年 11月調査（複数回答）
立支援には色々追い風が吹
いていますが、一般社会の
目はそう楽ではないと言い
ますか、難しいのではない
かというイメージです。た
だこれは 9 割近くのがん
患者が実際に働き続けられ
ていないということではあ
りません。あくまで、働き
続けられないと思われてい
るという、イメージの話で
す（スライド 4）。
　上司や同僚や社長さん
は、「高橋さんはがんになっ
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たから、もう働く気はないだろう、働けないだろ
う」と勝手に思っていないでしょうか。イメージ
でものを言わないためには、私たちは学ばなけれ
ばいけないでしょう。そういうわけで本日のよう
なイベントが非常に大事だと思います。
　がんのイメージが立場によってどれだけ違うか
を調べた調査がスライド5です。私どもが2018
年 3月に「がんと共に働く」というプロジェク
トの中で行ったものです。身近にがん患者さんが
いない人は、8割ぐらいの方が「がんになったら
長期入院しなくてはならない」と思っています。
ダントツに多いです。しかし「自分ががん患者」「家
族ががん患者」「職場にがん患者」「知人にがん患
者」がいる人たちは、必ずしもそうは思っていま
せん。「身近にいない」人だけがダントツにそう
思っています。近くにがん患者さんがいない場合
には、長期入院が必要と思ってしまうのですね。
　同じように「がんになったら仕事を辞めなくて
はならない」と思っている方々も、「身近にいない」
人では、やはり「辞めなくてはならない」と思う
方が半分くらいです。それに対して「自分ががん
患者」という方では、辞めなくてはいけないと思
う方は 1割ぐらいです。意外に働けるものだと
いうことが分かっているからですね。「職場にが
ん患者」がいらっしゃる方も 18％で、意外に働
けるものだという実例を見ているからでしょう。
　つまり、がんに対するイメージは身近にいらっ
しゃるかどうか、それから身近な方がどういう生

活をしていらっしゃるかということに相当に左右
されると思われます。がんになったのは驚いたけ
れども、けっこう何とかやっていけるという状況
にある方を身近に見ていると「ああそうか」と思
いますし、逆にちょっとシンドイ状況の方を身近
に見ているとやはり大変だと思ってしまったり。
病気のイメージは身近な体験（者）によって左右
されるものですね（スライド 6）。

誤解を解くために
―分かってほしい方に分かってほしいぶんだけ言う

　がんに対する色々な誤解があります。「がんは
不治の病いである」「がんになったらそれまでの
生活は送れない」など。もしそのように思ってし
まったら、どうせだめなら今まで吸っていた煙草
を止める必要はないだろうとか、早期発見されて
もだめならがん検診に行く必要はないだろうと

スライド 4　がん対策に関する世論調査

スライド 6　

スライド5　�企業関係者に対するがんに関する意識調査�
2018年3月国立がん研究センター、日経BP社
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か、標準治療を受けないで民間療法を選択しよう
と思ってしまうかもしれません。そういう誤解を
「学ぶこと」で解く必要があるだろうと思います
（スライド 7）。
　本日はこの後で色々とご講演をうかがった後で
「カフェタイム」があります。その時に、がんに
ついて自分がどういうことを学びたいか、また周
りの人たちには、どういうことを学んでほしいか
を話し合っていただきたいと思います。自分や家
族ががんと分かったらびっくりしますし、親戚で
もびっくりします。近しい友人や職場の同僚たち
のがんもびっくりします。またがんは高齢になっ
てから起きることが多いのですが、子どもも、あ
るいは思春期や 20代の若者だって罹ることがあ
ります。本日は看護学生さんがたくさんいらっ
しゃっていますが、20代でも大きな命に関わる
病気になることはあります。またご近所の方がが
んになった時にどのように接すればいいのか、思
案してしまうこともあります。やはりそこで、偏
見と言いますか、思い込みで動くのではなく、事
情が許す限り、その方がどういう状況か分かって
いれば、コミュニケーションも取りやすいのでは
ないかと思います（スライド 8）。
　それでも自分が病気になった時に、がんに限ら
ず病気の状況を赤裸々に周りに伝えることは簡単
ではありません。分かってほしい方に分かってほ
しいぶんだけ言うというのがポイントなのかもし

れません。べつに知ってほしくない人に詳しく伝
える必要はないですから。

がん教育の位置づけとスキーム

　がん教育には国もかなり力を入れ始めました。
厚生労働省はだいたい 5年に 1度「がん対策推
進基本計画」を作っています。第 1期、2期と
来て、昨年度、第 3期が始まりました。どうい
う施策を立てているかと言いますと、まず「がん
予防」、それから「がん医療の充実」、それからが
んになってもその後の人生を充実させましょう、
がんと共生して生きていきましょうという「がん
との共生」という施策です。がんになる前、なっ
てからの治療、その後という時間軸で施策を立て
ているのですね。そして「これらを支える基盤の
整備」のひとつとして「がん教育、普及啓発」が
入っています。ただ、教育となりますと厚生労働
省だけの話ではなく、文部科学省も関わってきま
す。本日、この後でお話がありますが、教育の現
場に 1つテーマを増やすということは、実は非
常に手間がかかることなのです。しかしあえて、
子どもさんに向けた教育が始まっています（スラ
イド 9）。
　学校におけるがん教育ですが、がん教育の定義
では、「健康教育の一環として」学ぶとされてい
ます。健康を考える一環ですから、べつにがんだ

スライド 7　がんに関する誤解

スライド 8　�学ぶこと／知ることで、がんに関する誤解を解
く・・・

8 Ⅲ　ご当地カフェ・in 鹿屋

�当地カフェin鹿屋.indd   8�当地カフェin鹿屋.indd   8 2020/03/05   0:212020/03/05   0:21



けを特別視して学んでいるわけではないのです
が、健康に暮らすためのひとつとしてがん教育が
あり、「がんについての正しい理解」と、がん患
者ご本人や支えているご家族や、患者を取りまく
方々である「がんと向き合う人々に対する共感的
な理解を深めることを通じて、自他の健康と命の
大切さについて学び、共に生きる社会づくりに寄
与する資質や能力を育成する。」とあります。病
気そのものに加えて、がんと向き合う人間につい
ても理解を深めようというねらいです（スライド
10）。
　私自身は、もともとはプライマリ・ケア医でし
た。特定の専門を持たず、一般のまち中の病院に
勤めておりました。したがって教育の専門家では
まったくありません。しかしがん教育については、
今は、厚生労働省と文部科学省が一緒に動いてい
て、教材もずいぶん色々と作っていますので、そ
こから学ぶことができます（スライド 11）。
　学校の先生も本当にお忙しい中で、子どもたち
に教えなければいけないテーマがどんどん増えて
きています。また、学校の先生方も必ずしも病気
の専門家ではいらっしゃらない。そういうところ
にがん教育が加わるのですから大変だと思いま
す。たとえば医療者が教育を考えろと言われたら
非常に困るでしょう。教育のシステムが分かりま
せんし、教育委員会がどういう仕組みで動いてい

るのかも分かりません。したがって、がん教育に
おいては、教育現場と医療現場、そして体験した
ご本人たちの 3者で協力してやっていくことが
とても大事ではないかと、私も素人なりに思って
います。

がん教育の内容

　がん教育の具体的な内容としては、がんに関す
る科学的根拠に基づいた理解という「病気そのも
の」についての学びがまずあります。どういう理
由でがんになるのか、がんにはどのような種類が
あり、どのような経過になるか、日本全体でがん
がどのような状況にあるか、がんに対する治療法
や緩和ケアなどの学びです。さらに「暮らしや生
き方への影響」という学びがあります。がん患者

スライド 11　

スライド 9　�第 3 期がん対策推進基本計画（平成 30 年 3
月 9日閣議決定）（概要）

スライド 10　�学校におけるがん教育の在り方について（報
告）　平成 27年 3月
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さんの暮らしを理解し、がん患者さんと共生して
いくという部分、「健康や命の大切さの認識」と
いう学びです。そういう、人間が生きていく中で
がんをとらえるという視点も教育の中に入ってい
ると思います（スライド 12）。
　子どもたちに教える時には、学校の先生だけで
はなくて色々な立場の人間が入っていった方が効
果的だろうという予測に基づき、文科省は「医師
やがん患者・経験者等の外部講師を活用」するよ
うにという方針を出しています（スライド 13）。
　スライド 14もそうです。「教員や外部講師を
対象とした研修会等を実施する。」とあるように、
子どもたちにがんを教えるための研修も予定され
ています。また地方自治体は「教育委員会及び衛
生主管部局が連携して…医師会や患者団体等の関
係団体とも協力しながら」やっていきましょうと

スライド 12　がん教育の具体的な内容

スライド 15　外部講師を活用したがん教育の進め方スライド 13　�基本計画より：　4.　これらを支える基盤の
整備

スライド 14　�基本計画より：　4.　これらを支える基盤の
整備

いう方針を出しています。
　学校というのは、トレーニングを積んだ専門家
である先生方が子どもたちに教育を提供する場で
すが、教育の専門家ではない外部講師もお手伝い
する時には、講師の専門性が十分に活かされるよ
うにすること、学校全体の健康教育の一環として
行うこと、子どもたちの発達段階を踏まえた指導
を行うことという方針が出されています（スライ
ド 15）。
　小学校の学習指導要領の解説では、たとえば「煙
草、飲酒、薬物乱用と健康」というトピックが出
されていますし、この中で「喫煙を長い間続ける
とがんや心臓病などの病気にかかりやすくなる」
というように、健康行動との関連でがんが出てい
ます（スライド 16）。
　中学校の学習指導要領の解説では、生活習慣の

10 Ⅲ　ご当地カフェ・in 鹿屋
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話などで出ています（スライド 17）。
　高等学校の学習指導要領の解説でも、生活習慣
で出ています（スライド 18）。
　生活習慣はたしかに大事です。生活習慣という
のは、煙草、食べ方、睡眠などのライフスタイル
ですが、そのライフスタイルによって体調が崩れ
たり、とくに煙草などは肺がんの原因になったり
もします。ただ、煙草を吸っていても肺がんにな

らない方もいますし、吸っていなくても肺がんに
なる方もいます。理想的なライフスタイルを送っ
ていても「なる時には」なります。そこが不思議
なところなのです。したがって生活習慣を整える
のは大事ですが、「生活習慣が乱れていたからが
んになった」のような、新たな偏見を生まないよ
うにする伝え方が必要だと思います。ここは十分
気をつけなければいけないところですね。子ども
さんたちは素直です。だからこそ、やはり教え方
には工夫が必要だと、私は医療者の立場から考え
ています。「なる時には」なる。しかし一部防げ
るものもある。完全に何かを止めたから防げるも

スライド 16　�小学校　学習指導要領解説：体育編�
（平成 29年 7月）

スライド 17　�中学校　学習指導要領解説：保健体育編�
（平成 29年 7月）

スライド 18　�高等学校　学習指導要領解説：保健体育編�
（平成 30年 7月）

スライド 19
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スライド 21　�国立がん研究センター がん対策情報セン
ター がん情報サービス

のでもないという点は、きちんと伝えたいですね
（スライド 19）。

大人の学びの場は？

　さて今までの話は学校の話、子どもさん相手の
話でした。ただ、学びは大人にとっても大事です。
大人になった私たちには、どのような学びの場が
あると思いますか。ちょっと聞いてみましょう。

■ 高橋：いかがですか？

■ 参加者A：行政からの健康教育についてのチ
ラシなどで学んだりしています。

■ 高橋：そうですね、市の広報などにがんの話
などが載っていることがありますね。

■ 参加者A：そういう教育の学習会に参加した
りして、活用しています。

■ 高橋：そういう学習会などに色々な方に来て
いただきたいですよね。がんになっていない方に
も、ご家族ががんの方にも。他にはどのような学
びの場所がありますでしょうか。

■ 参加者 B：鹿屋市などの健康診断などで、自
分の身体を知って、お話を聞かせていただく。

■ 高橋：そうですね。健康診断も非常に良い機
会になりますね。結果を自分で学び、自分はどの
ような感じかを知る。他にいかがでしょうか。ど
のような場所があると思いますか。

■ 参加者C：インターネットで調べるとか。

■ 高橋：ご自分で調べるというのもありますね。

　働いている方なら職場の健康教育などもあるか
もしれません。それから地域、行政、町内会の催
しや、患者会や有志の勉強会などもあるかもしれ
ません。また、インターネットというのが出まし
たが、自力でも情報収集できます。さらに学校で
がん教育を受けた子どもたちから学ぶこともある
かもしれません。私たち大人にも色々な学びの場
があると思います（スライド 20）。
　私ども国立がん研究センターがん対策情報セン
ターでは、「がん情報サービス」（https：//
ganjoho.jp）というサイトを運営していまして、
手前味噌ですが日本でいちばん信頼できるがん情
報サイトだと思います。様々な情報が出ています
し、スマホでも見ることができます。「がん」で
検索するとおそらくいちばん上に出てくると思い
ます（スライド 21）。

スライド 20　
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ると思います。
　今日の「カフェタイム」では自分ががんについ
てどういうことを知りたいか、それから周りの人
にどんなことを知ってほしいと思うか、そのあた
りをお茶を飲みながら話し合って共有できればと
思っています（スライド 23）。
　簡単ですが以上です。どうもありがとうござい
ました。

スライド 22　 スライド 23　

　また、私どもは、スライド 22にあるように様々
な資材を作っています。こういう資材は、病院の
がん相談支援センターなどで入手できます。もち
ろん病院の医師、看護師、薬剤師などの医療者に
聞いていただくのもいいです。このように無料で
手に入る資材がたくさんありますので、ご遠慮な
く、こういうところを知りたい、ここが心配だ、
というように声を掛けていただきたいと思いま
す。それが、大人が学ぶことを助けることにもな

13基調講演　がんについて正しく学ぶには 　
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座　長………………………………………………原口　優清	 （県民健康プラザ鹿屋医療センター院長）

講演
①県民に向けてのがん教育………………………大脇　哲洋	 （	鹿児島大学病院地域医療支援センター長）
②がん患者に向けてのがん教育…………………米島　祥子	 （	県民健康プラザ鹿屋医療センター地域医

療連携室　看護師）
③学校におけるがん教育の取り組み……………	辻原　さおり	（	鹿児島市立伊敷中学校　養護教諭）
④子どもたちに向けてのがん教育………………	三好　　綾	 （NPO法人がんサポートかごしま理事長）

シンポジウム　�

がんについて学ぼう�
〜�県民・がん患者さん・子どもたちへ〜
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　シンポジウムに入ります。今回は 4人の先生
に講演をたまわります。10 分程度でお願いし、
あとは討論という形を考えていましたが、先生方
は大変、熱が入られて、ご覧いただけるとお分か
りのようにけっこうたくさんの資料があります。

そこで 15分程度ですが十分お話をしていただこ
うと思います。質問等はすべて終了後に時間があ
れば受けたいと思います。時間がない場合は後半
の「カフェタイム」で出していただければと思い
ます。ご協力をよろしくお願いします。

原口　優清
県民健康プラザ鹿屋医療センター院長

シンポジウムを始めるにあたって
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はじめに

　みなさんこんにちは。鹿児島大学の大脇です。
大学病院の中に地域医療支援センターがあり、日
頃は、そこで、名前の通りなのですが、地域で働
く医療者の応援をしています。大学の医学部では
地域医療学分野の教授をさせていただいていま
す。
　私は月に 2回、鹿屋医療センターの方で乳腺
の特殊外来である専門外来を担当しています。乳
がんの専門家でもあります。日頃はそういうこと

も含めて一般の学生にも発がんやがんの仕組みな
ども話しています。

日本人のがんの現況

　スライド 1は、先ほど高橋先生の方からもお
話がありましたが、日本人の死因を並べたもので
す。1899 年から現在までです。1920 年ごろは
肺炎がトップでしたが、今では、悪性新生物、つ
まりがんです。がんで亡くなる方が多くなってい
ます。車の保険に入る時には、よく「万が一のた

大脇　哲洋
鹿児島大学病院地域医療支援センター長

シンポジウム講演①：�
県民に向けてのがん教育

スライド 1　日本人の疾患別死亡率の推移

めに」入っておこうと言わ
れますが、がん保険はどう
かと言いますと、万が一の
ためのがん保険ではなく
なっています。2 人に 1
人ががんになるわけですか
ら、対象が全然違います。
夫婦 2 人なら、その内の
1人が統計的にはがんにな
る。子どもが 2人いれば、
その内 1人はがんになる。
今、日本人はそういう環境
の中にいるということで
す。
　スライド 2は、先ほど
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スライド 2　日本人の部位別癌罹患率

スライド 3　日本人の部位別癌死亡率

スライド 4　日本の癌死亡の概況

も紹介がありました国立が
ん研究センターのがん対策
情報センターの「がん情報
サービス」から載せたもの
です。罹患率というのは、
がんになる確率ということ
ですが、男性では、いちば
んが「胃」、それから「肺」、
「大腸」「前立腺」「肝臓」
の順番になっています。女
性では、今はダントツで「乳
がん」が多い。その次に「大
腸」「胃」「肺」「子宮」となっ
ています。女性の場合は、
乳がんが多くなっていま
す。男性は「胃」「肺」「大
腸」というあたりがなりや
すいがんいうことになりま
す。
　それでは死亡率で見ます
（スライド 3）。女性は、乳
がんがいちばん罹りやすい
がんでしたが、女性の場合
は乳がんで死ぬ人は少ない
です。女性は「大腸」「肺」
で亡くなる方が多い。男性
は「肺」「胃」で亡くなる
方が多いということで、罹

るがんと死ぬがんは違うということです。治りや
すいがんがあるということが分かると思います。
　毎年のことで見れば、約 100 万人の方ががん
になり、毎年約 40万人の方が死にます。多くの
人ががんになります。とくに男性の方が少しなり
やすい。その内死亡するのは半分以下ということ
で、ある意味でがんは罹るのは仕方がない、それ
でも治せるがんはたくさんあり、そのためには早
く見つけるということが大事です（スライド 4）。

17シンポジウム講演①：県民に向けてのがん教育 　
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がんとは？―なぜ突然変異は起きるのか

　がんのことをCancer と言います。Cancer と
いうのは英語では「がん」以外にカニの意味もあ
ります。カニの足が伸びるように、横にはってい
くものということから来ているものと思われま
す。7月生まれの方には申しわけないのですが、
かに座のことも Cancer と言います（スライド
5）。
　すべての年齢で男女を問わず、様々な原因で、
全身の臓器・組織に起き、その悪性度も様々です。
がんは非常に多彩なのでなかなか治しにくいとこ
ろがあります。しかしながらその中でも、今は日
進月歩で治療法が進歩し、がんそのものを攻撃し

たり、それによってできる産物を利用したりする
治療ができてきているところです（スライド 6）。
　これから少しだけ難しい話をしますが、それで
もみなさんは知っていることも多いと思います。
がんというものは、基本的には遺伝子の障害・変
異によるものです。そのことを昔、説いた人がい
ます。突然変異でがんができる。正常細胞とほと
んど一緒なのですが、ちょっと違うだけでがんに
なってしまう（スライド 7）。
　みなさんは、二重らせん構造というものも、よ
く知っていると思いますが、DNAの二重らせん
構造というものはスライド 8にあるように色々
な方が発見に関わっています。
　その中でこうした遺伝子、とくに二重らせんを
ほどいたり、またくっつけたり、ほどいたものを
読み込んだりという様々な酵素が働いています。

スライド 6　癌はいろいろ

スライド 7　癌はなぜできる？

スライド 8　DNAの二重らせん構造

スライド 5　癌（がん）
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こういうところにある意味で落とし穴があって、
自分の複製を作ろうとした時に色々な傷がつく可
能性があります。その傷がつく可能性がある原因
となるものとして、化学物質や電磁波とか紫外線、
放射線、ウイルス、その他、食品の中に含まれて
いる発がん物質や慢性的な刺激といったものが働
いています。（スライド 9）。
　先ほど申しあげた二重らせんがあり、それをほ
どくもの、それからそれを分離するもの、それか
ら今度はそれを複製するために読み込むものとい
うように色々なパターンがあるので、こういうと
ころが治療のターゲットにもなりますし、また逆
に発がんのターゲットにもなっているということ
です（スライド 10）。
　昔イギリスの煙突掃除人がよく陰嚢がんになっ
ていました。なぜ陰嚢がんになるのか。灰を掃除
するので、灰を吸い込むから肺がんになってもお
かしくないのに、なぜ陰嚢がんになるのかです。
なぜかと言いますと、男性の陰嚢の皺の中にター
ルが入り込むのです。それでその部分から発がん
するのだろうと言われています。タールというも
のは、非常に強い発がん物質で、発がんに関わり
ます。煙草にもタールが入っています。ゴッホが
描いた絵ですが、喫煙が悪いということを示すた
めに骸骨で表しています（スライド 11）。
　先ほどのタールですが、歴史的な話をしますと
タールをウサギの耳に塗り付けて最初に発がんさ
せたというのは、1915年の話で、東京大学の山
極勝三郎という方が行いました。これが世界で初
めての人工的な発がんと言われています（スライ
ド 12）。
　この方は大変な功績があったのでノーベル賞に
選ばれたかと言いますと、実際にはノーベル賞に
は選ばれませんでした。1926年のノーベル賞は
デンマークのフィビガー（Johannes	Fibiger）
という人で、山極さんも途中まで候補には挙がっ
ていたのですが、落ちてしまいました。デンマー

クのフィビガーさんという人は、寄生虫説で、寄
生虫がいるとがんになるという説を唱えてノーベ
ル賞になりました。もちろんその後、それは否定
されたのですが、そうした研究は日本では非常に
進んでいたということです（スライド 13）。

スライド 9　どうして突然変異がおこる？

スライド 11　化学物質

スライド10　細胞分裂により、傷ついた遺伝子も複製される
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煙草とお酒の発がんリスク

物質が多いのです。なぜかと言いますと 2通り
の理由があります。吸っている人はフィルターを
通します。多くのものがフィルターに引っ掛かり
ます。もうひとつは吸う時は赤くなることから分
かるように、かなり高温で燃えています。温度が
高いので発がん物質がけっこう燃えてしまうので
す。そういうことで副流煙という直接出てきた煙
を、周りの人が吸う方が、発がん物質が多いこと
になります。タールを見てみますと外側に出てく
る副流煙の方に 3～ 4倍も多くタールが含まれ
ています。ちなみにヒドラジンというものがあり
ます。北朝鮮がミサイルを撃った時に沖縄の方に
落ちたことがあります。そこで何をしたかと言い
ますとヒドラジンを探したのです。ヒドラジンと
いうのはロケットの燃料で、よく爆発するのです
が、それを探したのです。そういうことでこのヒ
ドラジンなども副流煙の方がはるかに多く、これ
は気道の炎症を起こします。そういうことがあり
ますから煙草を吸っているおじいさん、おばあさ
ん、お父さんたちには、お孫さんたちから「煙は
僕たちが吸ってしまうのだ。」と言ってくれると、
煙草を止めてくれるかもしれません（スライド
14）。

スライド 14　主流煙と副流煙

スライド 13　人工癌の作成　山極勝三郎

スライド 12　コールタール（group	1）

　タールの話をしました
が、みなさんがいちばんご
存じなのは喫煙だと思いま
す。煙草そのものを吸った
ことによる煙の中身を主流
煙と言います。それから副
流煙と言って煙草の先端か
ら出る煙があります。どち
らに発がん物質が多いかと
いうと、吸っている人の方
が多いのではないかと思わ
れがちですが、実は吸った
煙よりも、先端からチョロ
チョロ出る煙の方が発がん
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　もうひとつはアルコールです。アルコールは皆
さんご存じのように、顔が赤くなったり、気持ち
が良くなったりと楽しいこともあれば、またそれ
によって迷惑をかけたりすることもあります。ア
ルコールはある酵素によって発がん原因になるア
セトアルデヒドになり、それがさらに分解されま
す。2段階で分解されるのです。スライド 15の
真ん中にある発がん物質であるアセトアルデヒド
が増えると顔が赤くなりますし、ドキドキします
し、気分が悪くなってきます。これに関わる酵素
は 2つあって、アルコールからこの物質に分解
する酵素が弱いと身体の中にアルコールが貯まる
ので、少量で非常に楽しくなります。簡単に酔え
ます。このアセトアルデヒドをそのまま酢酸に分
解する酵素が強いと、悪いものがあまり貯まらな
いので、飲んでもあまり障害がないということに
なります。そう考えると大変お酒が強い人で、し
かもあまり乱れない人は飲んだものをさっさとア
セトアルデヒドに分解し、さらにこれを分解して
しまうので、はっきり言ってお金の無駄というこ
とになります。ところが最初のところの酵素が弱
くて、2段階目の酵素が強い人は、非常に楽しく
飲める人ということになります。アルコールの状
態がけっこう長く続きます。したがってお酒の席
で周りの方を見ますとだいたい持っているこの酵
素の強さが分かります。飲んですぐに赤くなる人

はアセトアルデヒドが貯まる方で、この発がん物
質が貯まっている人ということになります。赤い
ということは、けっこうリスクで、発がん物質を
貯めるリスクだということです。この物質は唾液
にも出ますので、お酒を飲む人は唾液が貯まりや
すい咽頭や食道などにがんができやすくなりま
す。
　飲酒と喫煙、それから今言いました 2つの酵
素をどれだけ持っているかで食道がんの発がんリ
スクが変わってきます。何も持っていない人の発
がんリスクを 1としますと 4つとも持っている
人は 357 倍も食道がんになりやすいということ
になります。357 倍ということは、なるかもし
れない、ほとんどなるだろうという人になります。
飲んでいる、あるいは吸っている期間が長いとそ
のリスクは高くなる。このへんはある程度自分で
予防できます。飲んだらすぐに赤くなる人は、で
きるだけ飲まない、煙草は多少他の因子も入って
きますが、煙草も吸わない方がいいです（スライ
ド 16）。

染色体に異常をきたすもの―紫外線・食品

　それから電磁波です。みなさんに身近なのは紫
外線だと思います（スライド 17）。

スライド 15　遺伝子の違い

スライド 16　�飲酒 ,�喫煙 ,�ADH1B�,�ALDH2�遺伝子型によ
る�食道癌発症リスク

21シンポジウム講演①：県民に向けてのがん教育 　

�当地カフェin鹿屋.indd   21�当地カフェin鹿屋.indd   21 2020/03/05   0:212020/03/05   0:21



　日焼け止めを買うと 2 つ表示があります。
SPF50 というのがあったりします。PA＋＋＋＋
というものもあります。みなさんはこの2つを「何
だろう。」と思っているかもしれません。数値が
高ければいいだろうと思っているかもしれませ
ん。それはその通りなのですが、この SPF とい
うのは、地球に届く波長の長いもので、UV-B に
対する効果を言い、深いところまで届くものです
から皮膚のたるみなどに効くものです。PAが防
ぐ効果を表すUV-A というのは波長が短く、直
接シミなどを作ります。したがって SPF も PA
ももちろん数値が高い方がある程度は良いという
ことになります。ただしこれでいちばん問題なの
は時間でして、だいたいは 2時間ぐらいで塗り
替えた方が良いと言われています。（スライド
18）。

　食品の話はスライド 19には、あまり詳しくは
出ていませんが、色々なものが発がん物質を持っ
ていると言われています。昔から言われるように
水にさらしたものが良いとか茹でたものが良いと
言われていますが、それには理由があります。有
名なところはソテツなどです。ソテツの実にはサ
イカシンという物質が入っていて、これは水にさ
らすと出ていくのでそれで良かったりします。ま
たワラビなどもきちんと水に漬けたり、さらした
りして、いわゆる灰汁というものを取らないとい
けません。
　タケノコとかホウレンソウのアクと言います
が、アクというのは何かと言いますと実は中身は
色々と違います。ちなみに灰汁巻きというのは、
灰の汁で煮た食品ですが、なぜ灰の汁で煮るので
しょうか。灰の汁で煮ると灰は水に溶くとアルカ

スライド 19　食品

スライド 20　あく（灰汁）とは？

スライド 17　電磁波

スライド 18　紫外線
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というのはカリウムです。カリウムはアルカリ金
属というものに入ります。つまりカリウムという
のはアルカリ性なのです。灰汁巻きというのはア
ルカリ性の水でどんどん煮たものということにな
ります。ということは非常に殺菌力が強いし、で
んぷんが餅のようになっておいしくなります。糯
米自身の圧力でも餅化するということで、非常に
殺菌されたものですから、長いと 2週間ぐらい
持ちます（スライド 21）。
　だいぶ話がそれてそろそろ時間もなくなってき
ました。スライド 22にあるようにタケノコの場
合はシュウ酸です。シュウ酸もあまり摂りすぎる
と腎結石になったりしますので、これもある程度
除いた方が良いということになります。ただ早い
時期に取ったものはシュウ酸が少ないのでそのま
までも食べられます。
　ちなみにタケノコには白いツブツブがあります
が、あれはチロシンというアミノ酸で、酸化する
と非常に苦くなるので、落とした方が良いと思い
ます。本日は料理の話をしに来たのではないので
すが、シュウ酸もアルカリに溶けるので重曹など
と一緒に煮ると溶け出してなくなります（スライ
ド 23）。

スライド 21　元素周期表

スライド 23　なぜタケノコはゆでる？

スライド 22　あく（灰汁）とは？

リ性になるからです（スラ
イド 20）。
　なぜアルカリ性かと言い
ますと、みなさん元素周期
表を覚えているでしょう
か。メンデレーエフの周期
表というのは知らないで
しょうか。実は灰の中には
カリウムが含まれているの
です。植物の細胞の膜の中
には全部カリウムがありま
す。カリウムというのは金
属ですから焼いても飛んで
いかないのです。灰の中身
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　スライド 24はがんと食物・栄養素との関連を
見たものです。アルコールは色々ながんを増やす
可能性があります。

まとめ―がんとの戦い

　いずれにしてもこれまで話したことは、すべて
が最終的にはほとんどが酸化ストレスというもの
で、身体にダメージを与え発がんを起こします。
最終的にはここに行きつきます。色々な物質も結
果的には老化の原因である酸化ストレスを増やし
て発がんに結びつけるということです。本日は煙
草の話、アルコールの話は、ぜひ覚えてお帰りい
ただけたらと思います（スライド 25）。
　最後のスライド 26は、フランスの病院のポス
ターです。がんと闘うペルセウスがメデューサを
退治する時の絵柄です。「戦ってこそ , 人間らし
く生きられる。戦ってこそ、厳かに人生を終えう

る。」というがんとの戦いを表しています。色々
な意味でみなさんががんと戦う場面が必ず出てき
ます。なにしろ 2人に 1人が罹る時代ですから。
その時にみんなで応援する場を作っていただきた
いと思っています。
　話は以上です。ご清聴ありがとうございました。

スライド 26　フランスの病院のポスター

スライド 25　活性酸素（酸化ストレス）スライド 24　主要部位の癌と食物・栄養素との関連
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がんと告げられた時
―どこに相談し、どういう情報を得るか

　こんにちは。鹿屋医療センター地域医療連携室
で看護師をしています米島と申します。
　がんという診断を告げられた時に「頭の中が
真っ白になった」「主治医から何を言われたのか
覚えていない」「まさか自分が…」など色々な思
いや不安でいっぱいになります。病気を認めたく
ない気持ちが強くなり、絶望感にさいなまれるか
もしれません（スライド 1）。
　その時には気持ちを貯めこまないで家族や親し
い友人に話したり、あるいは身近な人に話すこと
が難しい時には、がん相談支援センターにご相談
ください。どの地域に暮らしていても質の高いが
ん治療が受けられるように、都道府県ごとに原則
1ヵ所指定される都道府県がん診療連携拠点病院
と、地域ごとに地域がん診療拠点病院が置かれて

います。鹿児島県では、都道府県がん診療連携拠
点病院は鹿児島大学病院、大隅地域の地域がん診
療拠点病院は現在はありませんが、鹿屋医療セン
ターは地域がん診療病院、県がん診療指定病院に
は大隅鹿屋病院、恒心会おぐら病院、曽於医師会
立病院が指定を受けています。それぞれ連携を取
りながら専門的ながん医療をみなさんに提供する
とともに、がんについての情報提供を行い、がん
に関する相談窓口となっています。
　当院のがん相談支援センターには、看護師2名、
医療福祉相談員 1名、地域医療連携推進員 1名
がおり、当院に通院、入院をされている患者さん、
ご家族、また当院で治療をされていない院外の方
の相談にも対応じています。対応できるのは平日
の 8時 30分から 17時までです。直通の電話が
ありますのでお電話をいただくか、ホームページ
にあるメールを利用していただくか、直接、当院
にお越しいただいて対応させていただいています
（スライド 2）。
　自分の不安や悩みを他人に話したり、相談する
ことが難しい時には、先ほども紹介がありました
が国立がん研究センターのがん情報サービスをご
利用ください。病気と向き合うことは、納得のい
く治療を受けることの第一歩になります。自分の
病気や治療について十分に理解することが大切に
なります（スライド 3）。

米島　祥子
県民健康プラザ鹿屋医療センター地域医療連携室　看護師

シンポジウム講演②：�
がん患者に向けてのがん教育

スライド１　がんと診断された時
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　がん情報を探す 10個のポイントです（スライ
ド 4）。がんの治療や療養において情報は力にな
ります。がんに対する不安を少なくするには正確
な情報を集めて知識を蓄えることが大切です。今、
自分にとって必要な情報を担当の先生、セカンド
オピニオンとしての他の先生、医師以外の医療ス
タッフ、がん相談支援センターなどの相談できる
窓口やインターネットを利用して集めてくださ
い。ただし集めた情報が本当に正しいものかの判

断をする時、また健康食品や民間療法を利用する
時には、担当の先生に確認するようにしてくださ
い。

がんの意味の変化とがん患者のこころ

　5年生存率は 6 割になり、生存率は向上し、
がんは長く付き合う慢性病になったと言われるよ
うになり、診断・治療後も社会生活が続くことが
前提となってきています。日本人の 2人 1人は
一生の内のどこかで、がんの診断を受けるように
なり、生産年齢人口と言われる 15～ 64歳の内、
20数万人は、毎年新たにがん診断を受ける時代
と言われています。近所や職場にも、今がんと向
き合っている人がいるということになります。病
名告知も本人にされることが当たり前のこととな
り、がんと知ったうえで生活するのが当たり前の
時代、隠される時代ではない社会になってきてい
ます（スライド 5）。
　がん患者さんの 70％は、痛みを感じ、痛みだ
けではなく、息苦しさ、気持ちの悪さ、だるさ、
気分の落ち込み、不安などの症状を経験されてい
るという調査結果があります（スライド 6）。
　患者さんの苦痛について「全人的苦痛（Total	
pain）」という言い方がされています。痛み、息
苦しさ、吐き気などの身体のつらさの身体的苦痛、
抑うつ、せん妄、イライラ、不安といったこころ
の悩みの精神的苦痛、また仕事、家庭、学業、経

スライド２　大隅地域におけるがん相談支援センター

スライド３　有用なWebサイト①

スライド４　がん情報を探す 10個のポイント

スライド５　「がん」の意味が変化している
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済的な問題といった社会的苦痛、人生の意味、死
への恐怖、自分はどうしてこうなったのだろうと
いう自責の念などのスピリッチュアルな苦痛があ
ります。そのつらい気持ちを人に伝えることが苦
痛やつらさを和らげる助けになります（スライド
7）。
　治療とこころの変化です（スライド 8）。がん
と言われたら不安で落ち込み、多くの方が同じよ
うにストレスに直面しますが、その不安や落ち込
みは、ある程度は通常の反応で、ほとんどの方が

2、3週間で乗り切られます。診断の時期には、
がんかもしれない、進行しているかもしれないな
ど様々な不安の中で病名を告知され、心理的な衝
撃を受けます。その中で手術、放射線治療、薬物
療法といった治療が始まっていきます。それぞれ
の治療に対する不安や身体的変化や治療による副
作用の症状で日常生活のスタイルを変え、それに
合わせていくことが必要になります。再発・転移
の不安、死への恐怖を抱えながら治療を行い、そ
の経過の中で順調に行く方もいれば、再発する方
もいます。終末期では、死と向き合う負担の中で、
自分の人生をどのように、どこで過ごしていくべ
きかを考え、検討していかなければなりません。
　昨年平成 30年度、当院で行った相談件数は、
341件で、入院患者さんの相談が 169人でほぼ
5割になります。外来患者さんの相談が 37％、
院外からの相談が 13.5％でした。がん相談の方
法としては、電話相談が約 6割を占め、直接の
面談は 3割程度でした。電話相談後に来院され
て再度面談するなど重複例が1割程度いらっしゃ
いました（スライド 9）。
　相談内容として多かったものは、「介護保険」
が 165件、「在宅医療」が 156件、「不安・精神
的苦痛」が 91 件、「退院」が 85 件。当院には
高齢の患者さんが多く、一人暮らし、高齢世帯、
身寄りが近くにいないという環境の方もおられ
て、不安の他に「介護」「在宅医療」「医療費」と

スライド６　患者は様々な症状に悩まされる

スライド７　全人的苦痛�Total�pain

スライド８　治療とこころの変化
スライド９　がん相談の件数・方法（平成 30年度）
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いった相談が多い結果でした。がん治療の他にも
「自宅に帰りたいが生活が不安」「色々な不安で治
療に踏み切れない」「どうしたらいいのだろう」「ど
こに聞いたらいいか分からない」など様々な相談
がありました（スライド 10）。

痛み・つらさへの対応
―緩和ケア・医科歯科連携

　緩和ケアと聞くと、がんが進行した患者さんに
対するケアだと誤解し、まだ緩和ケアを受ける時
期ではないと思い込んでしまう方もいらっしゃる
と思いますが、緩和ケアとは、重い病いを抱える
患者さんやその家族、一人ひとりの身体やこころ
などの様々なつらさを和らげ、より豊かな人生を
送ることができるように支えていくケアとされて
います。患者さんとご家族が自分らしく過ごせる
ように医学的な側面に限らず色々な場面で幅広く
対応していきます。がんと診断され、治療開始と
同時に緩和ケアも行われ、患者さん、ご家族の
QOL（生活の質）の向上をめざしていきます（ス
ライド 11）。
　そこで当院では、入院中の患者さんは毎日、外
来通院中の患者さんには外来受診時に「痛みとつ
らさの質問票」をもとに看護師が問診を行い、問
題を洗い出しています。そのスクリーニングを確
認しながら医師が診察し、症状や問題に対応して
いきます（スライド 12）。

　主治医が基本的に緩和ケアを提供しても、なか
なか痛みや苦痛が和らげられない時には、専門的
な緩和ケアを検討し、緩和ケアチームに対応を依
頼することになります。当院の緩和ケアチームに
は、身体的な苦痛の症状緩和を担当する医師1名、
精神症状担当医師も 1名いて、こころのケアを
担当する医師として県立姶良病院の医師が第 4
火曜日に来て対応しています。その他、がん専門
薬剤師 1名、看護師としては、緩和ケア専従看
護師 1名、病棟・外来看護師 1名に、緩和ケア
認定看護師が 2名、がん化学療法認定看護師が
1名います。その他、理学療法士、栄養士、歯科
衛生士、医療福祉相談員、臨床心理士、経営課職
員といったチームとして患者さん、ご家族の苦痛
やつらさを評価、検討し、緩和ケアを提供してい
ます（スライド 13）。
　がん患者さんの口腔合併症の予防や生活の質の
向上など、患者さんに、より質の高い治療を提供
するため、平成 27年度から歯科医師会と連携し

スライド10　平成30年度�がん相談支援センターの相談内容 スライド 11　包括的がん医療モデル

スライド 12　がん患者スクリーニング
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て医科歯科連携を行っています。がんの手術前・
化学療法前・放射線療法前の患者さんに医師が口
腔ケアの必要性を説明し、同意を得たうえで紹介
状を持参して歯科受診をしてもらっています。治
療後もケアが必要な患者さんには、火曜日・木曜
日に勤務している歯科衛生士が、患者さんの口腔
ケアの指導・相談等に応じています（スライド
14）。

経済的問題や生活問題への対応
―高額療養費制度・介護保険

　手術や抗がん剤治療、入院などは、高額な医療
費がかかるので、支払うのが大変だと心配になる
かと思います。そういう時に活用できるのが高額
療養費という制度です。高額療養費は、窓口での
負担額の内、自己負担限度額以外は公的医療保険
がカバーしてくれる制度です。1ヵ月に同じ医療
機関ごとに入院と外来では別々の計算というルー

ルがありますが、初めから高額な医療費になると
分かっていたら高額療養費の手続きをして「限度
額適用認定証」を提示しておくと窓口での支払い
は自己負担限度額となります（スライド 15）。
　スライド 16は 70歳未満の自己負担限度額の
金額の一覧になります。
　スライド 17が 70歳以上の一覧になります。

スライド 13　緩和ケアチーム

スライド 14　医科歯科連携

スライド 15　�医療費が高額になりそうなときは限度額適用
認定証を利用しましょう。

スライド 16　�高額な医療費の負担を減らしたいとき：高額
療養費制度：70歳未満

スライド 17　�高額な医療費の負担を減らしたいとき：高額
療養費制度：70歳以上
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　申請窓口は、国民健康保険や全国健康保険協会
など保険者によってそれぞれ異なります。治療前
に高額療養費の手続きが済んでいない場合は、そ
れぞれの窓口で支払い後の領収書、印鑑、本人の
銀行口座、保険証を準備して申請することになり
ます（スライド 18）。
　体調の変化によって、あまり無理ができなく
なった時に住み慣れた自宅でできるだけふだん通
り過ごせるように自宅の環境調整や生活の手伝い
をするサービスで介護保険という制度がありま
す。お住いの市区町村窓口で申請し、介護調査を
行い、認定されるとケアマネージャーがサービス
の計画を立ててサービスを開始します。手すりや
段差解消の住宅環境を整備したり、ベッドや車椅
子など福祉用具を借りたり、在宅でのリハビリや
生活援助、施設に通って受けるサービスなどがあ
ります（スライド 19）。

　介護認定の結果を待たずにサービスを利用した
い時には、申請時に地域包括支援センターに相談
して、本人の状態や住まい環境などを見てもらい、
必要な介護サービスを立案してもらいます。認定
前に介護サービスを利用する場合には、限度額も
分からないままサービスを開始することになりま
すので注意が必要になります（スライド 20）。
　スライド 21は、在宅での療養生活を支えるス
タッフです。病院の担当医の他に自宅に定期的に
訪問したり、緊急時に対応する在宅医、在宅医と
連携し療養の世話や医療措置、症状の観察などを
行う訪問看護師、介護や買い物、掃除など家事の
援助を行うホームヘルパー、他に薬剤師、歯科衛
生士、リハビリのスタッフなどがいます。
　入院から自宅に退院する時には、患者さん、ご
家族、病院スタッフ、在宅療養を支えるスタッフ
で話し合い、在宅で安心して生活できるように調

スライド 18　窓口と申請方法 スライド 20　認定前の介護サービス利用方法

スライド 19　介護保険の申請から利用まで スライド 21　在宅支援のスタッフ
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整していきます（スライド 22）。

がん患者会「あやめ会」について

　同じ経験を持つ患者さんの話を聞くことで気持
ちが軽くなったり、療養生活を快適に送る知恵を
得られることがあります。患者さん同士が出会え
る場として、当院にもがん患者会「あやめ会」が
あります。毎月第 4木曜日のお昼の 1時から 3
時まで 5階ラウンジで行っています。参加者同
士が色々な話をし、治療や療養についての情報交
換やミニ学習会を行っています。当院で治療をさ
れていない方も参加していただいていますので、
ぜひお越しください（スライド 23）。
　スライド 24は、がん患者会に参加された方か
らの感想です。「思いを表に出すことができてすっ
きりした」「同じ体験を持った患者さんから話を
聞くことで色々な情報を得ることができた」など
色々な話をされています。
　スライド 25は、平成 30年度に行ったミニ学
習会のテーマです。
　スライド 26は、あやめ会の院内掲示のポス
ター等と、平成 30年 6月に行った七夕飾りのよ
うすです。患者さんと一緒に外来のフロアで飾り
つけを行いました。

スライド 22　退院前合同カンファレンスの参加者

スライド 24　がん患者会に参加した人の感想

スライド 25　平成 30年度あやめ会ミニレクチャー

スライド 23　がん患者会（あやめ会）

　スライド 27は、5階ラ
ウンジで 12月に行ったフ
ルート演奏鑑賞会のようす
です。フルート教室を開い
ている先生と当院外科病棟
に勤務している看護師のフ
ルート演奏を聴いたり、曲
名当てなどを行いました。
5階ラウンジは眺めも良い
のでぜひ一度ご参加くださ
い。
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スライド 27　クリスマス会（フルート演奏鑑賞）スライド 26　あやめ会のポスターと七夕飾りのようす

　以上です。ご清聴ありがとうございました。
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がん教育を受けて
―いのちや生きる意味を知る

　みなさんこんにちは。鹿児島市の伊敷中学校で
養護教諭をしております辻原と言います。本校は
5年前にがん教育の指定校となりました。私が本
校に勤める前ですが、その時の教員が、がん教育
というものを作りあげ、それを今現在も続けてい
ます。その中身について、教育という視点から紹
介をしていきたいと思います。
　まず最初に本校の生徒が書いた感想を紹介した
いと思います。
　スライド 1、スライド 2のような感想を書い
た生徒がいました。この生徒は、私たちから見る
と本当にいつも元気で、明るく過ごしている女生

徒でしたが、まさかこの子が「死にたい」と思っ
たことがあるとは、私は想像もしませんでした。
この子だけではなく、何人かこういうことを書い
ている生徒もいて、この授業はやはり必要だなと
思いました。最初にちょっと紹介させていただき
ました。

がん教育の目的と流れ

　本校では、がん教育の目的を文科省の『がんの
教育に関する検討委員会報告書』の中から「・が
んに関して正しく理解できるようにする。・いの
ちの大切さについて考える態度を育成する。」を
採りあげて取り組んでいます（スライド 3）。
　スライド 4は、平成 30年度のがん教育実施ま
での流れです。6月に学校保健委員会でがん教育

辻原　さおり
鹿児島市立伊敷中学校　養護教諭

シンポジウム講演③：�
学校におけるがん教育の取り組み

スライド１　がん教育を受けた生徒の感想①

スライド２　がん教育を受けた生徒の感想②
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について講話をしました。「NPO法人がんサポー
トかごしま」から来ていただき保護者に向けて話
をしていただきました。8月には、職員研修とい
うことで、職員に向けて「がん教育の現状と課題」
ということで話をしていただきました。10月に
は、がん教育について、「NPO法人がんサポー
トかごしま」の方と学年部代表と私とで打ち合わ
せを行いました。実際に始めたのは 10月下旬か
らですが、まず学年の生徒に事前アンケートを取
ります。11月 16日が、がん教育「いのちの授業」
ということで、各クラスごとに「NPO法人がん
サポートかごしま」の方に 1人ずつ入っていた
だいてお話をしていただきました。その 1週間
後の 11 月 27 日に、保健教室「がんについて」
ということで、知識などと、少し自分たちで考え
てみようということで担任による授業を行いま

す。その後、事後アンケートという形です。これ
が 1年間の流れで、平成 30年度はこれで取り組
みました。
　指導上の配慮事項ですが、私たちが授業をする
時に毎年悩むことでもあるのですが、小児がん当
事者がいたり、時には既往歴のある生徒がいたり
することもありますので、そこは必ず把握します。
家族や身近な人にがん患者（体験者）がいる生徒
も把握します。できるだけ正確な実態把握をして、
自分たちの発言がその子たちを傷つけないように
細心の注意を払いながら指導することは、職員研
修で共通理解し、心がけていることです（スライ
ド 5）。

第 1時授業の中身と進め方

　スライド 6は第 1時の授業の中身になります。

スライド３　がん教育の目的

スライド４　がん教育実施までの流れ（平成 30年度）

スライド５　指導上の配慮事項

スライド６　第１時・授業の目標
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第 1時の授業は、「NPO法人がんサポートかご
しま」の方々の講話がおもな授業になります。ま
たこの後の三好さんのご講演にも出てくると思い
ますので簡単にご紹介します。目標は「・がん患
者（体験者）への理解を深める。・自他のいのち
の大切さについて考える。」という視点で、1時
間を組んでいます。
　実際の授業の流れですが、最初に担任が授業者
を紹介します。「NPO法人がんサポートかごしま」
の方たちが、事前に生徒から記入してもらった質
問に答えるという形式で授業が進みます。とても
素敵な授業です。私も初めて聴いた時には、生徒
一人ひとりに目を合わせてお話をしてくださり、
子どもたちもとてもうれしそうでした。
　質問後、がんの種類やがん患者の体験談を聴い
たり、がん患者の（旅立った方）のスライドを見
ます。「かみづるさんのいのちの授業」という素
敵なスライドがあるのですが、それを見ます。そ
れから、これからのこと、3つの約束というもの
をして、授業を振り返り、担任からまた話をして

もらいます。担任もその授業を受けるのは初めて
の方がほとんどですから、その感想も含め、担任
から話をします（スライド 7）。

生徒の感想

　生徒の感想です。本校では 2つの小学校から
来るのですが、そのひとつの小学校が 5年か 6
年にがん教育をしています。したがって「いのち
の授業」を受けたことがある生徒もいるのです。
そういう子の感想ですが「小学校の頃聞いて今回
は 2回目でした。話の内容は一緒でも感じるこ
とが前とは全然違いました。死について身近に感
じる事もあります。ただ、私は自分から死のうと
思ったことは一度もありません。今死ななくても、
今自分がすべきことがあると思うからです。」と
いうように小学校の時に同じ話を聴いていても
1、2年過ごし思春期に聴くとまた受け止め方が
違うという感想を書く生徒がほとんどです。
　「死ぬなんて思ってはいけない…」という感想
を書いてくれています（スライド 8）。生徒が真
剣に聴いているようすが写真にもあります。こう

スライド７　第１時・授業の流れ

スライド８　生徒の感想①
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いう感じでとにかく一心に話をしてくれる人を見
つめて授業を受けています。
　スライド 9は、母親が子宮がんになったこと
があるという生徒の感想です。「私が小学校 3年
の頃、母が子宮がんになりました。そのときの気
持ちを今でもよく覚えています。毎日不安で悲し
くていつも泣いていましたが、お母さんの前では
笑顔を心掛けていました。お母さんはいつも私を
笑顔で待っていてくれて必ず抱きしめてくれまし
た。…」とあります。「がんサポートかごしまの
○○さんが話してくださった 3つの約束守りな
がら感謝の気持ちを伝えていきたいと思いまし
た。＜生きてるだけで金メダル＞という言葉を忘
れずにこれからも自分の命も、周りの人の命も大
切に過ごしたいです。」とあります。「生きてるだ
けで金メダル」という言葉は、子どもたちの心に
響いています。

第 2時授業の中身と進め方

　スライド 10が第 2時の授業の目標です。こち

らはがんの知識を教師がおもに教えていきます。
授業の目標は、「・がん発症のメカニズムを知る
とともに、がん発症のリスクを下げる生活のあり
方を理解することで、積極的にがん予防を心掛け
る態度や習慣化を図る。・いのちの有限性や尊さ
を知り、自己のあり方や生き方を考える態度を育
成する。」ということです。スライドを作成し、
どの学級でも同じスライドを使い担任が授業を進
めていきます。
　授業の流れは、スライド 11の 1～ 10までに
なります。1週間前に話を聴いていますから、「1
　前の時間の授業を振り返り、学んだことをワー
クシートに記入し、発表する」から始まります。
　「3　がんとはどんな病気かを知る」というこ
とで、グラフ等も交えて話をしていきます。
　「4　がんを防ぐための新 12箇条を予想して発
表する。」ということで、国立がん研究センター
が出している「がんを防ぐための新 12箇条」を、
まずは自分たちで予想してみようということで、
生徒たちにも考えてもらいます。生徒たちの意見
も「規則正しい生活をする。」「ストレスをためな
い。」などと出され、その後、「がんを防ぐための
新 12箇条」を紹介します。
　それから「5　がん検診の実情を知る」という
ことで日本は外国と較べて、がん検診受診率が低
いというグラフがありますから、それを出すと受
診率が低くて驚いたという感想を書いた生徒もい

スライド９　生徒の感想② スライド 10　第２時・授業の目標
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ます。
　「6　日本のがん検診率の低さの理由を予想し、
発表する。」ということで生徒と一緒に考えます。
そうすると生徒からは、「面倒くさく＜自分は大
丈夫＞だと思っている。」「がんが見つかるのが怖
い。」などの意見が出てきます。
　「7　がんの治療方法を知る。」ということで、
治療以外にもこころのケアがあるということで、
緩和ケアについてもここで話をします。

　「8　＜あなたの大切な人ががん告知を受けて
落ち込み、治療を拒んでいます。あなたはその人
をどんな言葉で励ましますか？＞の問いについて
考え、発表する。」ということです。1人で考え、
またグループで考えて出し合ってもらうのです
が、子どもの中には「しっかり完治するまで頑張
ろう」「恐がらずに一緒に闘おう」という意見が
出てきます。
　その後「9　本時のまとめを聞く」「10　授業
の感想を記入する」という流れです。

生徒の意識変容

　それから生徒の感想がスライド 12～ 14に掲
げていますからご覧いただければと思います。み
な真剣に考えてこの 2時間の授業を受けている
ことが、この感想からも分かります。がんという
ものには、どうしてもマイナスイメージがあるの

スライド 11　第２時・授業の流れ

スライド 12　生徒の意識変容	（授業後の感想）①

スライド 13　生徒の意識変容	（授業後の感想）②
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ですが、少しでも不安がなくなってきていること
が、子どもたちの感想からも分かります。
　アンケートを紹介させていただきます。「がん
患者さんの話を聞いてどう思いましたか？」とい
うことでは、「感動した」とか、「勉強になった」
というものや、反対に「怖くなった」とか「悲し
くなった」という回答もあります（スライド
15）。
　知識について第 2時で行いますので、その事
後と事前で較べていますが、「がんは身近な病気
だと思う」については、事後では「そう思う」と
いうのが少し増えて、2人に 1人はがんに罹る
時代だという話をしますから、自分とは関係がな
い病気ではないということが、子どもたちにも分
かってもらえているようです（スライド 16）。
　がんを予防するということでも、「がんを防ぐ
ための新 12箇条」なども紹介しますので、「煙
草を吸わない」とか「バランス良く食事をする」「適
度な運動をする」などと回答する生徒が数値とし
ては増えています（スライド 17）。
　がんの発症についても 2時間目でおさえます、
まったく知らなかった生徒が、80％ぐらいが理
解することができています（スライド 18）。
　「がんの痛みは我慢するしかない」ということ
も、それが誤りであることが、生徒の感想から分
かります（スライド 19）。
　「がんになっても充実した生き方ができる」と

スライド 15　生徒のアンケート結果よりスライド 14　生徒の意識変容	（授業後の感想）③

スライド 17　�がんを予防するにはタバコを吸わないこと，
バランス良く食事すること、適度な運動をす
ること等の方法がある

スライド 16　がんは身近な病気だと思う

いうことも子どもたちは 2時間を通して 8割の
生徒は「正しい」と答えています（スライド
20）。
　緩和ケアについても授業をしますが、授業前は、
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最初は 88％の生徒が聞いたことがないというこ
とでした（スライド 21）。
　それが「分からない」「理解できなかった」と
いう生徒もいましたが、授業後には「理解できた」

という生徒が78％という数値になっています（ス
ライド 22）。

教師の感想

　教師の感想になります。私たちも専門家ではな
いし、高橋先生からもお話がありましたが、急に
「がん教育」というものが出てきましたので、実
際には教師にも途惑いがあります。
　やってみた教師の感想としては「・がんについ
て早くから知識を得ることは大切だと思う。健康
に元気で過ごすことがとても幸せなことだと感じ

スライド 19　がんの痛みは我慢するしかない

スライド 20　がんになっても充実した生き方ができる

スライド 18　�がんは身体の中で異常な細胞が増えてしまう
病気である

スライド 21　�授業前のアンケートより：「緩和ケア」とい
う言葉を聞いた事がありますか？

スライド 22�　授業後のアンケートより：「緩和ケア」につ
いて理解できましたか
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ることができ、自分を大切にすると思う。・全員
とても真剣な表情で話を聞いていた。日頃ほとん
ど文章を書かない生徒も手紙をぎっしり書いてい
て感動した。」（スライド 23）。
　がん教育に期待することとして同僚の教師に聞
いたところ「・がんの正しい知識を身に付ける。・
誤解や差別をなくす。・いのちについて考える機
会を持つこと。」と話していました（スライド
24）。

がん教育のまとめ―成果と課題

　がん教育のまとめとして、本校なりの成果とし
ては、「1　いのちの大切さを考える機会」に大
いになるということです。子どもたちからも日ご
ろ出さない本音を聞けたりするので私たちもとて
も勉強になります。それから「2　イメージの転

換、考えの深まり」ということで、いのちについ
てもそうですが、がんについてのイメージもがん
を正しく知ることで払拭されることもあると思い
ます。それから「3　知識の定着」も今からの時
代は必要ではないかと思います。「4　自分の言
動を振り返る機会」にもなるということです。や
はりいのちについて考えようということで深く話
をしますから、自分たちが使う言葉についても不
用意な言葉を使っていないかというようなことを
考える機会にもなっていると思います（スライド
25）。
　課題としては、「1　的確な実態把握」という
ことで、子どもたち自身が抱えている、身近な方
にがん患者がいて、その方に対してがん教育を受
けてどうなのかということなどを把握するのです
が、実態把握は本当に必要だと思うのですが、的
確な実態把握であることは課題であると思いま
す。それから「2　行動化につなげる指導」とい
うことでは、せっかく教育を 2時間受けていま
すので、その後、自分たちはどうしていけばいい
のか、どういう行動ができるのかということです。
これから私たち教師の方が、どういう声掛けや指
導につなげていくのかということがあります。そ
して「3　職員の研修の在り方（知識面）」です。
私たちは知識面でどうしても勉強不足です。研修
等で学んでいく必要があります。「4　職員の意
識」でもそうなのですが、あまり積極的ではない

スライド 23　教師の感想

スライド 24　がん教育に期待すること

スライド 25　がん教育のまとめ（成果）
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職員にどのように働き掛けをして、これをどう進
めていくかは、課題だと思います（スライド
26）。
　本校はがん教育の指定を受けましたので、職員
が協力的で、スムーズにこのがん教育について取
り組んでいます。まだまだ多くの課題もあります
が、外部の方の協力をもらいながら、今年度も 2
学期に行っていきます。
　以上です。

スライド 26　がん教育のまとめ（課題）
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スライド１　自己紹介

スライド２　「いのちの授業」実績はじめに―自己紹介といのちの授業の実績

　みなさんこんにちは。どうぞよろしくお願いい
たします。ただいまずっとがん教育というテーマ
で色々な方面からのお話がありました。今は鹿児
島市立伊敷中学校の辻原先生から、私たち「NPO
法人がんサポートかごしま」の「いのちの授業」
の取り組みについて詳しくお話をいただきました
ので、私の方は、そこは少し割愛し、他のことを
お話しできるとうれしく思っています。
　スライド 1は自己紹介です。ご覧いただける
とお分かりだと思いますが、色々なことをしてい
ます。乳がん患者です。乳がんになって 17年に
なりますが、
　「いのちの授業」の実績なのですが、今は伊敷

中学校のお話をいただきましたが、2010年から
スタートして、もう少しで丸 10年になるという
長い活動になってきました。延べ 139 校で、鹿
児島県外でもお話をすることが最近は増えてきま
したが、たくさんの学校にうかがっています。鹿
屋の方にはどのくらい来たのかを調べてみました
ら小・中・高校で 11校にうかがわせていただき、
今日の司会をしている野田さんが鹿屋担当なの
で、鹿屋のみなさんは野田さんの授業を聴くこと
が多いかと思います。21,600 名というたくさん
の子どもたちに授業をしてきています（スライド
2）。

なぜがん教育をして、何を教えているのか

　それではどうして子どもたちに「がん」のこと

三好　綾
NPO法人がんサポートかごしま理事長

シンポジウム講演④：�
子どもたちに向けてのがん教育

42 Ⅲ　ご当地カフェ・in 鹿屋

�当地カフェin鹿屋.indd   42�当地カフェin鹿屋.indd   42 2020/03/05   0:212020/03/05   0:21



を教えなければいけないのかということですが、
高橋先生のお話の中でも文科省がそうしなさいと
いうことで決まっているのだというお話がありま
した。私たちは子どもたちに色々なアンケートを
やっています。ひとつの理由としましては、鹿児
島県内の小学校・中学校の子に「身近にがんになっ
た人がいますか？」というアンケートを取ったの
ですが、小学生で「いる」と答えた人が 32％で、
中学校になるとなんと 41％でした。多くないで
しょうか。私たちもアンケートを取って、これほ
どいるのだということが分かりました。ただこれ
は「ご家族に」とは聞いていませんから、たとえ
ば親戚の方であったり、学校の先生であったり、
部活動の関係者の方やお友だちの親御さんなども
入るのかなと思います（スライド 3）。
　ここにはデータは出ていませんが身近な人を亡
くしている子は、だいたい小・中学校で 20％ぐ
らいいました。本当に子どもたちにとってもがん
というものが身近な病気になってきています。そ
れで子どもたちにもそろそろがんのことについて
学んでおいてほしいというのが大きなひとつの理
由です。
　私たちはがん患者として学校に出向いていくの
ですが、何を子どもたちに教えるのかという話を
少しします。先ほどは伊敷中学校のお話がありま
したが、伊敷中学校では実はいつもやっているこ

とと順番が逆なのです。通常は、まず私たちは学
校の先生に知識を教えておいていただき、その後、
私たちが学校に出向いていのちの大切さを教える
という流れになっています（スライド 4）。
　私たちの目標は「心に残る授業を」したいとい
うことです（スライド 5）。先ほど感想を紹介し
ていただいたのですが、色々な思いでこの授業に
取り組んでいます。まずなるべくクラス単位で授
業をしたいということです。みなさん、私と目を
合わせてみてください。このくらいの距離ならた
ぶん居眠りをしている人は分かります。教室は
もっと狭く、そうすると子どもたちは、この人の
話を聴かなければならないという状況になって、
本当に一生懸命に聴いてくれます。体育館でもも
ちろん一生懸命に聴いてくれるのですが、できる

スライド３　身近にがんになった人がいますか？

スライド４　いのちの授業の協働

スライド５　心に残る授業を
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だけ教室で名前が呼べる範囲の人数でやりたいな
という思いがあります。
　また私たちは、がん「を」教えるのではなく、
がん「で」教えたいという思いがあります。がん
教育というのは非常に幅広い可能性を秘めている
なといつも思うのですが、先ほど感想文に出てき
たように、子どもたちは、がんを通していのちの
ことを考えてくれます。自分たちのいのちもそう
ですし、周りにいる人たちのいのちのことも一生
懸命に考えてくれます。正しい知識にプラスして
いのちのことを考えてもらうことを目標にしてい
ます。
　また講演会ではなく授業であるという思いで
やっています。今日は講演なので、こうして私が
一方的にお話しすることが多いのですが、授業の
時はどんどん入っていきます。そこで一緒にお話
をしたり、子どもたちに考えてもらったりする時
間を取ります。
　それからがん患者さんがお話をするいのちの授
業になっているので、どうしても自分の体験を話
すということは、感情も昂ったり、色々と熱い思
いも出てきたりするのですが、あくまでも主役は
話をしている患者さんではなくて、子どもたちで
あるという思いで、この授業を行っています。

授業内容と配慮

　授業内容は先ほど紹介された通りなのですが、
語り手の体験を通じて、事前に子どもたちからも
らった質問に答えるという形で授業を行っていま
す。先ほど大脇先生の方から「がんは戦うもので
ある」というお話がありましたが、実は戦わない
時もあります。戦うモードの時もありますが、が
んと共に暮らし、生活をしていく中で、もちろん
嫌なことばかりではなく、がんから得られたもの
や、色々と前向きに考えられることもあります。
人への感謝など、そういうところも一緒に伝えた

いなと思っています。
　スライド 6にかみづるさんの写真があります
が、今日はご縁が深いというかたもおられて私は
うれしくて仕方がありません。かみづるさんとい
う亡くなった患者さんの話を必ずします。これは
文科省の方からはやりなさいとは言われていない
のですが、私たちはあえて入れさせていただいて
います。なぜかと言いますとがんで亡くなった人
は、やはり「かわいそう」と思われることが非常
に多いのです。できれば私たちは旅立っていった
患者さんたちも「最後まで一生懸命に生きた」と
いう、そういうお話を子どもたちに伝えたいと
思っています。それで必ず旅立った患者さんのお
話もしています。
　先ほども出ていましたが、たくさんの配慮が必
要だなと思っています。色々な子たちにこれまで
出会ってきました。小児がんのお子さんもいまし
たし、今はお母さんが治療中という子どもさんも
いますし、お父さん、お母さんを亡くしている子
どもたちにも出会ってきました。その子たちもそ
のこころに色々な思いをたくさん持っていると思
いますが、授業を一生懸命に聴いてくれます。途
中で涙がポロポロと出ることもありますが、それ
は非常に悲しくなってというよりは、思い出して
涙がポロポロと出るということです。そういう子
たちに私たちはできるだけ配慮をして言葉を選び

スライド６　授業内容
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ながら授業をさせていただいています（スライド
7）。

子どもたちは何を学んだか

　「子どもたちは何を学ぶの？」ということです。
感想は先ほど辻原先生からご紹介いただいたこと
と概ね同じことが書かれているので、スライド 8
を読んでいただければと思います。がんの話なの
ですが、いじめられているという相談が来たりし
ます。「どうしたらいいですか？」とか、逆に小
学生が「いじめられている子に話しかけたよ」と
いううれしい声もあったりします。これは障害を
持っている子どもさんが書いてくれたのですが
「私でも生きていっていいんだ。同じ人を助ける
仕事に就きたい。」と書いてくれました。それか
ら「いのちの大切さを改めて考えた」という声も
ありました。子どもたちはかわいいですね。私も
この授業をするのは大好きです。
　「亡くなるのは怖いけど、かみづるさんのよう
に生きればいいんだ」という感想であったり、「亡
くなったお母さんが元気な頃を思い出した」とい
うのもありました。この子はずっとリストカット
をしていたと言ってくれましたが、がんでお母さ
んを亡くしている子がいのちの授業を聴いてお母
さんが最後に「○○ちゃん、身体を大事にしなさ
い」と言ってくれたことを思いだしたと書いてく
れました。「お父さんががんのことを話してくれ

た」ということで、お父さんが治療中だというこ
とを子どもたちも知っていたのですが、がん教育
をきっかけに家族で話すことができましたという
ことです。それから「今まで亡くなったお父さん
の話をしたらいけないと思っていた」という、何
となく触れてはいけないと思って、家族の中でも
あまり話をしなかったのだけれど、こういうこと
を聴いた後であれば、お家でも少し話を聞いてみ
ようかなと思ったという子どもさんもいて、そう
書いてくれました（スライド 9）。
　このように非常にたくさんの感想を授業からい
ただきました。私たち語り手も必ず 1人ずつに
お返事を書くようにしています。毎年卒業式シー
ズンには腕が腱鞘炎になるぐらい、昨年は 3,000
枚ぐらい書きました。今も書いていますが、それ
は亡くなったかみづるさんが最初に始めたことで
す。それを私たちが継いで今はそのようにやって
います。
　以上で終わります。

スライド７　たくさんの「配慮」が必要 スライド８　子どもたちの感想～自分とみんなのいのち～

スライド９　子どもたちの感想～家族のこと～
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スライド１　カフェタイムのお題

■ 高橋　今日は看護
学生の方々が男性も女
性も参加してくださっ
ています。
　さて、それぞれの立
場からがんについて
「わたしは、こんなこ
とを知りたい、学んで
みたい」「あの人に、こんなことを知ってほしい、
学んでほしい , 分かってほしい」という、2点に
ついて自由にお話しいただけたらと思います（ス
ライド 1）。
　先ほどのシンポジウムの後に、学ぶというより
も、がんにどのように対応したらいいか知りたく

て来たのだと言われる方もいらっしゃいました。
そこで、先ほどは質問の時間が取れませんでした
から、先ほどの話への質問とか、また直接は話に
関係しなくても、がんに関連して「こういうとこ
ろはどうなのですか？」「こういう対応はどうな
の？」といったご質問でももちろんけっこうです。
そういうこともお話しくださっていいです。
　だいたい 50分ほどお話をして、その後でそれ
ぞれのチームから報告をしていただければと思い
ます。それぞれのチームで、きっと他のチームの
方が聞いても役に立つお話がたくさん出ると思う
ので、それを共有したいと思います。
　時間が近くなりましたら「そろそろまとめてく
ださい」と申しあげますので、それぞれのチーム
でどうぞご自由にお始めください。よろしくお願
いします。

フリーディスカッションタイム・まとめ

■ 高橋　それでは発表タイムにいきたいと思い
ます。6班ありますから 1チームで 4、5分をめ
どにご発表をいただけますでしょうか。
　どうしましょうか。手が挙がりましたね。それ
では 6番さんからお願いします。

＜グループ発表 1（6グループ）＞

がんについて
わたしは、こんなことを知りたい、
学んでみたい・・・
あの人に、こんなことを知ってほしい、
学んでほしい、分かってほしい・・・

カフェタイム・グループ発表とまとめ
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　看護学生です。6グループから出た話として、
がんというのは遺伝するというイメージがあり、
遺伝で子どもががんになるのだろうかという質問
がありました。親ががんだから子どももがんにな
るというイメージが非常にあるのですが、それに
関しては、そのように思ってほしくないという意
見もありました。
　他には、がんになる原因は何かという話が色々
出まして、それから生活習慣を整えても、なる人
はなるということで、そういうところが非常に気
になるということでした。
　がんになることで生活に不便が出ることがある
かという質問が出ました。それから経済的に負担
があるという話が出ました。
　がん告知について、告知のタイミングや告知さ
れた時の心境はどうでしたかという質問が出まし
た。患者さんからは、告知された時は大変ショッ
クだったということを知ることができました。そ
れから自分ががんという告知をされたのですが、
自分の子どもががんではなくて良かったとか、今
は医療が進歩しているので死ぬことはないだろう
という楽観的な気持ちも持てたという話もありま
した。
　がんになってうれしいと言いますか、プラス面
もあり、2ヵ月に 1 回病院に行く機会があり、
CTや PET、胃カメラを頻繁にするようになり、
それで自分の健康状態をしっかりと把握できるよ
うになり、その点はがんになって良かったことか
なというご意見もありました。
　どのような医療者が良いかという質問があった
のですが、患者に寄り添う医療従事者や、きちん
と視線を合わせて理解してくれようという対応を
してくれる医療従事者が、やはり患者さんにとっ
ては良いという意見がありました。そういう方が
同じ病院にずっとといるのではなく、移動するこ
とがあれば、患者さんも一緒に移動するという意
見も出ました。

　治療にかかる費用や内容、ゲノム医療について
も意見が出ました。以上で終わります。

■ 高橋　学生さん、大貢献。ありがとうござい
ます。それでは次は 4番グループさん。

＜グループ発表 2（4グループ）＞
　4グループです。鹿屋看護学校の看護学生です。
私たちのグループでは、まずひとつめに、がんの
患者さんから、がんのステージの判定の仕方とか、
良性と悪性の判定の仕方など、一般の人にもっと
分かりやすく知ってもらうために勉強をしていき
たいということが出ました。
　それからがんになって悪いことばかりではない
ということも知ってほしいと言われていました。
食生活や生活習慣や運動の大切さも一般の人、若
い人に知ってほしいという意見が出ました。
　がんで入院した際に、いつ死ぬか分からないと
患者さんから言われたら学生もどのように声を掛
けたらいいか分からないという話が出ました。が
ん治療をされている方からは、困りごとを相談す
るとすぐに対応してくれる看護師さんがいて、と
てもうれしかったという意見もありました。やは
り勉強をしていないと良い看護師さんにはなれな
いとおっしゃられて、このことは知っていてほし
いと言われました。
　それから定期的に検診を受けることを一般の方
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にも勧めてほしい。学生や医療従事者にはそうし
てほしいと、グループ全員から同じ意見が出てき
ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次、
どうぞ。

＜グループ発表 3（5グループ）＞�
　今年度から鹿屋市で小学校の養護教諭をしてい
ます。私は本日は、がん教育のことについて知り
たくて参加をしました。5グループで出た知りた
いことは、「身体のために良いこと」です。また
看護学生さんから、患者さんの思いを知ってどの
ような声掛けをすればいいかを知りたいという声
が出ました。
　身体のために良いこととしては、笑うことが出
ました。笑いヨガなども出ましたが、これについ
ては、本人が楽しんでやれば効果があるのではな
いかという声が出ましたが、あまり笑いたくもな
い人がむりやりやってもあまり効果はないのでは
ないかという声がありまし。本人が心地よく感じ
られることをするのがいちばん良いのではないか
という意見が出ました。
　またどのような声掛けをすれば良いのかという
ことについては、患者さんが大変だと思っている
ことに共感すればいいと思うのですが、本人のつ
らさは本人にしか分からないので、話を聴くだけ
でも、その人は吐き出してスッキリすると思うの
で、話をきちんと聴いてあげるということが大事
だと思いました。
　また話題は少しそれるのですが、困っているこ
ととして検査から治療までの間の期間が空くこと
です。その期間中に色々と自分で調べたりして、
どんどん不安になっていったり、焦ってしまうこ
とがあるということでした。そういうことから、
正しい情報の選び方を身につけないといけないと
いう意見が出ました。これは本人や家族だけでは

なく近所の人や周りの人に正しい情報の選び方を
知ってほしいという意見が出ました。
　5グループで出た話の中で、がんになったこと
を周りの人がどこからか聞いてきて、ニンジン
ジュースが良いとか、サルノコシカケが良いとか、
色々と持ってきてくださったこともあったようで
す。親切心からやってくださっているのですが、
逆に「余計なお世話」になってしまうので、周り
のごく近くの人たちだけではなく近所の人にも、
そういうことを知ってもらいたいという声が出ま
した。
　それから告知を受ける時にお医者さんからの説
明が少ないという声がありました。告知を受け、
それでは手術で取りましょうかと言われたりする
のですが、本人は非常に驚いたり、不安になって
いるのに、それをサラッと言われてびっくりする
ということです。お医者さんからきちんと説明が
あった方が、自分で調べて色々と不安になったり
することもなくなるので、そういうお医者さんの
丁寧な説明があれば良いという意見が出ました。
以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。今日は養護教
諭の先生に複数ご参加いただけて、本当に良い
ネットワークになりますね。すばらしいと思いま
す。それでは次に3番テーブルさんお願いします。

＜グループ発表 4（3グループ）＞
　3グループの発表係です。すべての話の内容を
お伝えすることはできませんが、今まで出た報告
と重なるところが大変多かったのですが、かいつ
まんで報告していきます。
　「何が知りたいか」ということでは、世代も若
年層と中堅とありますが、それぞれ経験もあり、
それぞれの立場から「知りたい」ということがあ
りました。ひとつは遺伝についてです。これは先
ほど出されたことと同じで、ゲノム解析など時代

48 Ⅲ　ご当地カフェ・in 鹿屋

�当地カフェin鹿屋.indd   48�当地カフェin鹿屋.indd   48 2020/03/05   0:212020/03/05   0:21



は進んでいるので、これについては近年、とくに
昨年、今年と非常に複雑な状況になっているとい
うことを先生から教えてもらいました。良いとこ
ろと悪いところも含めて大変参考になりました。
ありがとうございます。
　がん患者さんが身内にいらっしゃるということ
もあり、経験者の方もいらっしゃいました。私も
そうです。どのように周りが声掛けをして、サポー
トをして、接していけばいいのかということでは、
大変難しい質問であるということだったのです
が、要は「頑張れ」ではなくて、「響き返す」と
いう言葉をいただきました。どういうことを欲し
ていらっしゃるのか、そこに自分が思いを寄せる
と言いますか、こころをめぐらしていくというこ
とがサポートになるのではないかという気がしま
した。
　それからこれは質問になるのかもしれません。
非常に現実的なことなのですが、私はがん年齢と
して費用をいくら準備をしておけば良いのかとい
うことです。これも費用に上限はない。治療によっ
ては大変高額なものもあるということでした。そ
れからこころの準備です。2人 1人はがんにな
るので、自分がもし診察を受けた時にどういうよ
うなこころ構えでいればいいのか、がんに罹るこ
とを前提にして準備をしておいた方がいいと、自
分としてはそう思いました。

　それから民間療法についての質問も出ました。
これもあながちすべてが効果がないとは言えない
ということでしたが、ただ一部に効いても全部に
効くわけではないということも教えていただきま
した。
　「学んでほしい」ことでは、これも切実なこと
だと思いますが、ご家族の方に、お父さんにお酒
を控えてほしいということでした。アルコールは
がんの危険因子であるということも教えていただ
きましたので、そういうことなどが 3班では話
題になりました。以上ご報告申しあげます。

■ 高橋　ありがとうございます。分かりやすい
説明は本当に大事ですね。それでは 1グループ
さんどうぞ。

＜グループ発表 5（1グループ）＞
　1グループです。看護学生と中学の養護教諭か
ら発表します。私たちのグループでは、終始楽し
くお話をさせていただきました。乳がん検診をさ
れた時に、結果が出るまで時間がかかり、少し不
安に思ったことがあるという話が出ました。また
がんになられた方やそのご家族の方から、治療で
入院をした時に、看護師さんの手際の良さなどが
その場の空気につながっていて、看護師さんと顔
見知りになると安心できるということが出まし
た。顔見知りになったら家族の方も安心するとい
うことを他の医療従事者の方にも知ってもらいた
いという意見が出ました。
　がんになられて今は完治されている方からは、
がんになった方の集まりがあり、そこにずっと続
けて出ていて、今はそれが楽しみになっていると
いう意見もありました。
　また学校関係者の方から、保護者や先生向けの
指導を行う時には時間の確保が大変だということ
と、外部講師をお呼びする時には費用関係も大変
になるという問題が指摘されました。市役所など
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行政の方にもそういう状況を少し知っていただ
き、関わりを持ってほしいということでした。
　がんになられた方のご家族からは、がんという
ことを完全に受容するまでに時間がかかってし
まったということでした。がんの方が 1人暮ら
しの場合、家に人の気配があるとそれだけで安心
するので、家族の方ができることがある、という
ことでした。またがん患者さんが家族に自分がが
んであるということを伝えられないまま死んでし
まったら、悔いが残るという意見も出ました。
　告知をすることで、その後の人生をどう生きる
かを本人が決められるようになるということで
す。かみづるさんのご家族の方がいらしていたの
ですが、かみづるさんのお母さんが亡くなられた
時には告知はなく、お母さんは「どうして」とい
う気持ちを持ちながら亡くなられたということで
した。かみづるさんは最後まで生ききった、自分
でやりたいことをすべてして、生ききったという
ことがあり、やはり告知をするのが良い、正しい
という話がありました。
　看護師さんたちの患者さんたちに対する行為
は、もちろんこころがこもっていなければいけな
いのですが、確実にひとつひとつの仕事をしてい
くことが、患者さんに安心を与えるということで
した。看護師さんたちの対応の仕方、ひとつひと
つの確実な仕事の確認をしていく姿を治療を受け
る患者さんに見せることが大事だということが出
ました。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。それでは次、
お願いします。

＜グループ発表 6（2グループ）＞
　小学校の養護教諭をしています。すでにたくさ
ん出ているのですが、私の班でもがんは遺伝する
のでしょうかということが出ました。いちおう出
たことを読み上げたいと思います。

　がんと聞いてみんなどうなのだろうということ
が出ました。お酒は弱いから飲まない方が良い、
気をつけた方が良いという意見が出ました。夫に
はどうしたら煙草を止めてもらえるか。それから
告知の患者さんへの接し方を知りたいという話が
出ました。
　あとは色々な話の中で出たことですので、それ
を読み上げていきたいと思います。看護学生のみ
なさんからは、看護師さんへの希望という質問が
ありましたが、それについては、「よく患者さん
を見てほしい」「調子に合わせて声を掛けてほし
い」という意見がありました。何か今日は元気が
ないなと思ったら「お早うございます」と優しく
言ってもらうとか、患者さんを見て声掛けをして
ほしいという話がありました。
　煙草を吸う夫の方がどうやったら止められるか
ということですが、人を変えるのは難しいが自分
を変えるのは簡単なので、ご主人がたばこを吸う
時は、自分が外に出るようにしている、そういう
ことで対策を考えたらどうかという意見が出まし
た。
　3歳のお孫さんががんになったけれど、今は中
学生になられていて、自分のことをネットで調べ
たりしているそうです。ご自分もがん治療をされ
ているので気にかかるという方がおられました。
ネットで調べたりするので余計なことが耳に入る
のではなかと心配していらっしゃいました。お孫
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さんのことについては、孫の両親に自分も心配し
ているのだということを伝えたらどうでしょうか
というお話がありました。
　面会に行った時に義理のお姉さんに、つい「が
んばってね」と言ってしまった。「もうこれ以上
は頑張れない」という答が返ってきて、「おお、
何ということを言ってしまったのだろう」と反省
をして帰られた方がいました。そういうところは
自分たちも気をつけなくてはいけないのだなと思
いました。
　それから医療スタッフに無視されたことがとて
もつらかったという話もありました。
　最後に私の方からですが、私は野田さんが中学
校で授業をされた時に参加をしたことがありま
す。大変感銘を受けて、こういうことを中学校だ
けではなく小学校の子どもたちにも、がんを通し
てなのですが、いのちの大切さということをぜひ
伝えたいと思い、今日も参加させていただき大変
良かったと思っています。子どもたちは、すぐに、
「死ね」などという言葉を簡単に口にします。そ
ういう言葉をなくしたいと自分では思っていて、
今、学校で取り組んでいます。今回また新しい学
校に行ったのですが、がん教育にはまったく取り
組んでいないところなので、職員研修にどうして
も入れてほしいということでお願いをしていると
ころです。野田さんの方からはOKをいただき
ましたので、明日また学校に行きましたら校長に
話をして、ぜひ夏休みには、それに取り組みたい
と考えています。最後に自分のことを言ってしま
いましたが、ありがとうございました。

＜まとめ＞
■ 高橋　ありがとうございます。鹿屋では養護
教諭の先生方とのネットワークがさらに強くなっ
たのではないかと思います。「教育」という切り
口で「ご当地カフェ」を開いたのは初めてですが、
これほど養護教諭の先生が参加してくれた会も今

まではなく、大変ありがたいです。
　それぞれのテーブルからまとめていただいたの
ですが、とくにシンポジウムの追加質問などはご
ざいませんか。とくになければ、まとめに入りま
す。
　ちょっと復習をしてみましょう。たくさんダ
ブってはいるのですが、「私はこれが知りたい」
というご意見が色々ありました。何が身体に良い
のか。またがんと遺伝については大きなテーマだ
と思います。がんと遺伝について分かりやすい教
材があってもよいですね。それから、どのような
声掛けをしたらいいのか。それから、話を聴くこ
と。「頑張れではなく、何を欲しているかにここ
ろを巡らす」、これは名言ですね。本当に悪気は
ないのですが、つい「頑張ってね」と言ってしま
うことがあります。こちらが言いたいことを少し
がまんして話を聴くのは、難しいことではありま
すが、一拍がまんして話を聴くということでしょ
うか。
　みなさんに聞いてみましょうか。いかがですか。

■ 参加者Ｄ　時間に追われずにゆっくり聴いて
あげるというのは大事かもしれませんね。がんの
患者さんも長く生きられます。化学療法をされて
いる患者さんはきついながらも大変頑張っておら
れることがよく分かるので、時には辛抱していま
すとか、時間が長いですねということは話してい
ます。患者さんが思っていることを出していただ
いて、それで環境を整えるのは大事かなと思いま
す。

■ 高橋　そうですね。言葉だけではなくて環境
を作るというのも大事ですね。バタバタしている
ところでしみじみとした話はしづらいですから
ね。
　ネット情報のことも出ましたね。情報の質は本
当にピンキリです。正しいところから入りたいと
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いうことです。
　「周囲にこれを知ってほしい」ということにつ
いては、一般の方に・行政に・医療者に・近所に・
家族に知ってほしいことが色々出ました。やはり
がんと遺伝については、子どもさんへの影響への
心配もあります。
　また「がんと診断されても、うれしいことも楽
しいこともある」ことについて。がんになったか
ら分かった部分も少しある。やはり誰でも積極的
にがんになりたいわけではないのですが、それで
もなってみて分かったことはあるというお話もあ
りました。
　それから一般の方に、たとえばステージや定期
健診の大切さなど、がんの基本的なところを知っ
てほしいという話がありました。「患者会が楽し
み」というのもありましたね。行政に対しては、
たとえば学校に外部講師に入っていただく時の補
助品や費用などの要望も出ました。医療者に対し
ては、態度や手際の確実さで、人間は安心するこ
と、そして、視線を合わせてほしい、よく患者を
見てほしいという話も出ました。よい医療者とと
もに患者さんも別の病院に移るという話も出まし
た。それから、すぐに対応してほしい、勉強して
ほしい、大変なことをサラッと言わないで詳しく
きちんと話してほしいというのもありました。ど
のような文脈かは分からないのですが、「サラッ
と言わないで」というのはよく聞かれます。近所
の人には、余計なお世話をしないで、正しい情報
を入れてほしいという声もありました。
　質問としては、経済的な負担や、情報の選び方、
こころ構え、心配の伝え方などもありました。
　今日の相談支援センターのお話にもあったので
すが、世の中には色々な支援制度があります。特
に医療費支援のてだてはかなりあります。しかし
そういうものはすべて申請して初めて進むもので
すから、申請をしないと損をするだけです。「お
金のことで、何か手立てはないですか？」とか、

困ったら医療者や相談支援センターなどに聞いて
みる。そうするとまだ使っていなかった解決策が
意外に出てくることがありますから、「困ったら
聞く」というのは、本当に基本線だと思います。
遠慮をしないで聞きましょう。
　病院関係の方から何かコメントはございません
か。また患者さんのお立場の方は、聞きたいけれ
ど忙しそうで聞けないとか、もう少しこうなると
聞きやすいということはございませんか。

■ 参加者 E　最近うれしかったことなのですが、
子どもと一緒で、具合が悪くなる時は、土曜日と
か日曜日なのです。ある程度の歳になるとそうい
うものもがまんしてしまいます。一晩寝たらだい
じょうぶだと思うのですが、歳をとっているもの
ですからどんどん悪くなるのです。病院に行って、
回復して帰る時に看護師さんと先生から「そうい
う時はがまんしたらだめよ。歳も歳なんだから。」
と言われました。その時はもう元気になっていた
から「それはだいじょうぶ」と言ったのですが、「が
まんしないで、遠慮しないで」と言われたのは非
常にうれしかったです。それから少しこころの負
担が取れたような気がして、何かちょっとあれば
すぐに病院に駆け込みます。

■ 高橋　ありがとうございます。大事ですよね。
「がまんしたらだめよ」と言われたら、安心して
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相談してもいいのかなと思えます。
　今日も本当にたくさんご意見が出ました。あり
がとうございました。こうやって色々な立場から
話し合うことで、お互いに気づきがあると思いま

す。また今後につなげていければよいと思います。
　「カフェタイム」はこれで閉めさせていただき
ます。どうもありがとうございました。＜拍手＞
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　みなさん長時間お疲れさまでした。慣れないグ
ループワークをさせられて、最初はかなりドキド
キされたのではないかと思いますが、みなさんか
らもたくさんご意見をいただいて、無事に終了す
ることができそうです。遠方よりお越しくださっ
た国立がん研究センターの高橋先生、鹿児島大学
病院の大脇先生、伊敷中学校の辻原先生、がんサ
ポートかごしまの三好さんには、貴重なご講演を
たまわりましてありがとうございます。
　がんを正しく学ぶ方法や、がんの発生や実際に
行っているがん教育について分かりやすく説明し
ていただいて、日ごろ、がん患者さんに接してい
る私たちにとっても大変勉強になりました。がん
教育と言いますと、ふだん、私たちは、がん患者
さんが私たちに質問をしてくだされば、それに対
しての答えとしてはお話しする機会はあります
が、なかなか一般の方に話す機会は多くはないで
すし、そのことに時間を割くこともなかなか難し
い状況です。それでも 2人に 1人ががんになる
時代ですから、手をこまねいて見ているだけでは

いけないなと感じております。
　この機会を活かして、がん患者会のみなさまや
学校関係、行政の方も巻き込んで、私たち医療者
も、がんを一般の方に教えるという意識を持って
過ごしていかなければいけないと感じました。
　おそらくこうしたがん教育というものがもっと
広まれば、子どもの時からがんのことを知るよう
になって、たとえば家族や自分ががんになった時
に慌てたりせず、正しい情報を得て正しい対処法
ができるようになるのではないかと思います。今
日は、そういう正しい情報を身につければ、がん
になっても少しでも楽に過ごせたり、共に生きて
いけるという思いを抱いて治療に臨めるというこ
とがお伝えできたと考えています。
　今日は嵐のようなお足元の中、貴重な意見を活
発に交換していただきました。私どもはどのよう
な会になるか非常に緊張しておりましたが、無事
に終わることができ、感謝しております。今日は
どうもお疲れさまでした。＜拍手＞

原口　哲子
県民健康プラザ鹿屋医療センター・麻酔科

閉会の言葉・まとめ
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アアンンケケーートト集集計計

ごご意意見見、、ごご感感想想等等（（自自由由記記述述））
原文ママ

お勉強させていただきました。ありがとうございました。
鹿屋でこのような機会があって感謝です。
勉強になりました。
いろいろな立場の方々のお話が聞けて、とても良い経験となりました。ありがとうございました。
有意義なお話をありがとうございました。命の大切さを子どもたちに伝えていけたらと思います。自分だけでなく周りの人
に対しても大事にする子どもたちが増えてほしいです。大人になった時に、苦しい場面にあった時にストッパーになると良
いなと思っています。
がんの話を聞いて、がんはいろいろはものがあると思いました。がんになったら大変と思います。
いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。
がんについて、がん教育について知る/考える貴重な機会をいただけて良かったです。ありがとうございました。
患者さん、医療従事者の方、様々な立場の話が聞けて自身の健康相談にもなった。話し合いの方法に工夫がなされて
いた。ありがとうございました。
二人に一人ががんになる時代。早期発見を目指して、検診を受けることを自分を含め、家族や周りの人にすすめたいで
す。命の大切さ・尊さを再確認した時間でした。ありがとうございました。
がんについて学べた。今後の実習や就職してから活かしたい。
非常にためになりました。また次回もお願いします。
知らないことを知って、ためになった。
私の勘違いでセミナー内容と私が知りたかった事が違った。薬の副作用や治療の仕方等を知りたいと思っていました。
実際にがんの体験をした方からの話が聞けて良かった。
学校教育でがんのことについての教育があることを知りました。とても興味深かったです。
とても良い勉強をさせて頂けた思いです。ありがとうございます。検診の大切さ、食事、運動等、生活習慣の見直し、支援
して頂ける方法等。
いろいろな立場の方と１つのテーブルで話をして、知らなかったことをたくさん知ることができたし、身近なことに感じること
ができました。ありがとうございました。
ななどど
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未回答

立立場場（（複複数数回回答答））

23.1% 5.1% 38.5% 12.8% 17.9% 2.6%

ごご当当地地カカフフェェin鹿鹿屋屋のの開開催催ををどどちちららででおお知知りりににななりりままししたたかか
病院 ホームページ チラシ・ポスター 広報誌 その他 未回答
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10.3%

有意義だった

まあまあ有意義だった

どちらとも言えない

あまり有意義ではなかった

有意義ではなかった

未回答

参参加加ししてて有有意意義義だだっったたかか
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