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主な修正箇所 

第１部「がんのことを知ろう」について 

区分 修正前（平成２６年度第２回協議会資料） 修正後（今回資料） 
資料 

4-1の頁 
修正・理由等 

説明 はじめに，がんはどんな病気かということを知りましょう。みな

さんは，がんについてどんなイメージをもっていますか？ 

「テレビで見たことがある病気」「とてもこわい病気」と思ってい

る人が多いかもしれませんね。 

はじめに，がんはどんな病気かということを知りましょう。みな

さんは，がんについてどんなイメージをもっていますか？ 

「テレビで見たことがある病気」「とてもこわい病気」と思って

いる人が多いかもしれませんね。 

がんという病気は，正しい知識があれば決して怖い病気ではあり

ません。 

 誰でもなる可能性はありますが，現代の医学はどんどん進歩して

きているので，怖くて苦しい病気ではありません。 

 がん患者でも治療しながら仕事を続けたり，治療を終えて今まで

どおりの生活を送ったりしている方々もたくさんいます。 

3 

「生徒の身近にいる人ががんの治療をしている場合

は，ショックで泣いてしまうのではないかと考え

る。」「本校にもがん闘病中の保護者を持つ子どもも

おります。十分な配慮をお願いします。」（平成２７

年度学校保健研修会において出席した養護教諭から

のアンケート意見による修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ 

及び説明 

「クイズ 第１問 宮城県民の死因の第１位は？」 （削除） － 
「宮城県民の死因の第１位は「がん」 「がん」で亡くなる人は毎

年増えている！」 

（削除） 
－ 

ｽﾗｲﾄﾞ （グラフ） － 

－ 

カラー画面であるならば，「太線」→「赤い線」 

「細い線」→「青い線」「点線」→「緑の線」の方が

分かり易いと思います。（県立がんセンター意見によ

る修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ 遺伝子が入っている ＤＮＡが入っている 8 確かに遺伝という言葉が日本では genetics と

heredity という言葉がごっちゃになっているのです

ね。（略）遺伝子というところを DNA という言葉に置

き換えると，そういうことは多少は避けられるのか

もしれません。（呉委員意見による修正） 

 

「遺伝子は細胞の設計図」ということが書いてあり

ますが，「ヒトの設計図」ですね。（呉委員意見によ

る修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ 〔フキダシ〕モドー先生！遺伝子ってなに？ 〔フキダシ〕モドー先生！ＤＮＡってなんですか？ 9 
〔フキダシ〕遺伝子っていうのはね，生物のからだの細胞の中にあ

って，生物の形や，性質を決める「細胞の設計図」なんだよ。遺伝

子が親から子どもに受けわたされると，親と同じ形や性質が子ども

に伝わるわけで，これを遺伝というんだよ。子どもが両親ににてい

るのは，「細胞の設計図」を受けついでいるからだね。 

〔フキダシ〕ＤＮＡっていうのはね，生物のからだの細胞の中にあ

って，生物の形や，性質を決める「生物の設計図」なんだよ。ヒト

のＤＮＡには，「ヒトという生物の設計図」が書き込まれているん

だよ。 

 

説明 ここで遺伝子という難しいことばがでてきましたので，専門家の話

を聞くことにしましょう。 

（略） 

モドﾞｰ先生によると，遺伝子は生物のからだの細胞の中にあって，生物

の形や，性質を決める「細胞の設計図」です。遺伝子が親から子どもに

受け渡されると，親と同じ形や性質が子どもに伝わりますが，これを遺伝

といいます。子どもが親に似ているのは，「細胞の設計図」を受け継いで

いるからです。 

ここでＤＮＡという難しいことばが出てきましたので，専門家の話

を聞くことにしましょう。 

（略） 

モドー先生によると，ＤＮＡは生物の体の細胞の中にあって，生物

の形や，性質を決める「生物の設計図」です。ヒトのＤＮＡには，

「ヒトという生物の設計図」が書き込まれているのだそうです。 

9 

ｽﾗｲﾄﾞ 新しい細胞は，もとの細胞の遺伝子（＝「細胞の設計図」）が正確

にコピーされてうまれてくる。 

新しい細胞は，もとの細胞のＤＮＡ（＝「ヒトという生物の設計

図」）が正確にコピーされてうまれてくる。 
10 

説明 さて，新しい細胞は，もとの細胞の遺伝子，つまり「細胞の設計

図」が正確にコピーされてうまれてきます。 

さて，新しい細胞は，もとの細胞のＤＮＡ，つまり「ヒトという生

物の設計図」が正確にコピーされてうまれてきます。 
10 

ｽﾗｲﾄﾞ及

び説明 

 （修正せず） 

－ 
ＤＮＡのことが説明されていますが、今日ではゲノ

ムやエピゲノムといった言葉の方が馴染みがあるの

ではないかと思います。（石巻赤十字病院意見） 

ｽﾗｲﾄﾞ ところが・・・遺伝子をコピーするときに，まれにミスが起こるこ

とがある。 

〔フキダシ〕遺伝子にもとの細胞とは違う部分がある。 

ところが・・・ＤＮＡをコピーするときに，まれにミスが起こるこ

とがある。 

〔フキダシ〕ＤＮＡにもとの細胞とは違う部分がある。 

11 
（呉委員意見による修正） 

資料４－２ 
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区分 修正前（平成２６年度第２回協議会資料） 修正後（今回資料） 
資料 

4-1の頁 
修正・理由等 

説明 ところが，遺伝子をコピーするとき，まれにミスが起こることがあ

ります。 

ミスコピーの細胞の中の遺伝子は，もとの細胞とどこか違う部分が

あります。 

「細胞の設計図」のどこかに間違いがあるということですね。 

長い年月のあいだにミス，つまり「細胞の設計図」の間違いがいく

つもたまると，「がん細胞」ができてしまいます。 

ところが，ＤＮＡをコピーするとき，まれにミスが起こることがあ

ります。 

ミスコピーのＤＮＡは，もとのものとどこか違う部分があります。 

「ヒトという生物の設計図」のどこかに間違いがあるということで

すね。 

長い年月のあいだにミス，つまり「ヒトという生物の設計図」の間

違いがいくつもたまると，「がん細胞」ができてしまいます。 

11 

（呉委員意見による修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ及

び説明 

がん細胞は，大きくなるとからだの正常な部分にもどんどんひろが

っていきます。 

血管などに入りこむと，血液の流れに乗って全身にひろがってい

き，新しいがんのかたまりをつくります。これを「転移（てん

い）」といいます。 

がん細胞は，大きくなるとからだの正常な部分にも，どんどん広が

っていきます。 

そして，血管などに入りこむと，血液の流れに乗って全身に広がっ

ていきます。これを「転移（てんい）」といいます。 
13 

「新しいがんをつくる」という表現は誤解されやす

いのではないでしょうか。がんそのものは同じです

ので，例えば（２行目）「…全身に広がって行き，新

たにがんを…」を「…全身に広がって行きます。こ

れを転移…」のように削除してもいいのではないで

しょうか。（県立がんセンター意見による修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ クイズ 第２問 

「がんは遺伝するものが多い？」○か×かで答えてください 

（削除） 
－ 

遺伝子，設計図に傷がついてがんになる，設計図が

あるから親から子に伝わるということを言っておき

ながら，「遺伝とがんは関係があるか」という問いか

けは，ロジックを考えると混乱が深まるのではない

かと思います。（石岡委員意見による修正） 

「がんは遺伝じゃない」というイメージをあまり強

く植え付けない方がいいと思います。（石岡委員意見

による修正） 

説明 あ，またクイズがでてきましたね。それでは，第２問です。「がん

は遺伝するものが多い」，○か×かで答えてください。 

（削除） 
－ 

ｽﾗｲﾄﾞ 遺伝するがんは，全体のわずか５％といわれています。 （削除） － 
説明 答えは×です。がんの種類にもよりますが、遺伝するがんは全体の

わずか５％といわれています。 

（削除） 

－ 

ｽﾗｲﾄﾞ たばこをすわない たばこはすわない 

15 
がんにならないためにはたばこを吸わないだけでは

駄目で，吸わせないということも大事ではないかな

と思います。（石岡委員意見による修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ （写真の説明）「たばこのけむりの影響」 （写真の説明）「肺の写真」 

16 

「生徒の身近にいる人ががんの治療をしている場合

は，ショックで泣いてしまうのではないかと考え

る。」「本校にもがん闘病中の保護者を持つ子どもも

おります。十分な配慮をお願いします。」（平成２７

年度学校保健研修会において出席した養護教諭から

のアンケート意見による修正） 

説明 たばこを吸っている年数が長いほど，１日に吸う本数が多いほど，

たばこを吸い始める年齢が若いほど，肺がんなどの病気で死亡する

リスクが高くなることも明らかになっています。 

たばこを吸っている年数が長いほど，１日に吸う本数が多いほど，

たばこを吸い始める年齢が若いほど，肺がんなどの病気で死亡する

リスクが高くなることも明らかになっています。ですから，大人に

なっても吸わないようにしましょう。 

17 

この構成ですと，二十歳までたばこを吸うのを我慢

すればいい，二十歳からならいいですよという受け

取り方をされてしまうのではと懸念されます。幾つ

になっても絶対たばこはダメというメッセージを出

すべきではと思います。（県立がんセンター意見によ

る修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ 若い人はたばこの害をうけやすい 

たばこをすっている年数が長いほど，１日にすう本数が多いほど，

たばこをすいはじめる年齢が若いほど危険性が高まります。 

未成年はたばこの害をうけやすい 

たばこをすっている年数が長いほど，１日にすう本数が多いほど，

たばこをすいはじめる年齢が若いほど危険性が高まります。 

17 

ｽﾗｲﾄﾞ 他人がすっているたばこのけむりをすってしまうと，肺がんになる

危険性が高まります。 

他人がすっているたばこのけむりをすってしまうと，がんだけでは

なく，様々な病気になる危険性が高まります。 
19 

受動喫煙でもリスクが高まることは，肺がん以外で

も明らかになりつつあります。（略）あまり肺がんだ

けを強調しないようにした方がいいと思います。

（略）補足に「受動喫煙によって，肺がん，心臓病

などの危険性が」と書いてありますが，がん，心疾

患，呼吸器疾患というのは三つの柱ですので，こち

らには呼吸器疾患というのも入れた方がいいと思い

ます。（石岡委員意見による修正） 

説明 受動喫煙によって，肺がん，心臓病などの危険性が高まることがわ

かっています。 

受動喫煙によって，がんだけではなく，様々な病気になる危険性が

高まることがわかっています。 
19 

参考 （追加） 「受動喫煙による健康影響（因果関係の証拠が示唆的又は確実であ

るもの）」の記述を追加 
19 
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区分 修正前（平成２６年度第２回協議会資料） 修正後（今回資料） 
資料 

4-1の頁 
修正・理由等 

参考 （追加） 「日本人のためのがん予防法」「野菜・果物とがん」「食物繊維とが

んの予防について」の記述を追加 
23 

塩分の取り過ぎに注意したり運動をしたり野菜を取

ったりするとどうしてがんにならないのか，という

説明が書いていないので，お子さんが疑問をお持ち

になるのではないかと思います。（呉委員意見による

修正） 

公衆衛生学的には野菜をたくさん食べるとがんには

なりにくいということがわかっていたとしても，そ

れを子供が納得するように教えられるかというと，

今のままではなかなか難しいと思います。（橋本委員

意見による修正） 

参考 （追加） 運動に関する日本人のエビデンスと生活習慣改善により期待される

効果」「がん予防のための栄養と運動に関する米国対がん協会ガイ

ドラインの概要」の記述を追加 
24 

説明 （追加） （説明の最後に追加） 

がんは早い段階に見つけることで，治せる可能性が高くなります。

そのため，定期的な検診がとても大事です。 
30 

「生徒の身近にいる人ががんの治療をしている場合

は，ショックで泣いてしまうのではないかと考え

る。」「本校にもがん闘病中の保護者を持つ子どもも

おります。十分な配慮をお願いします。」（平成２７

年度学校保健研修会において出席した養護教諭から

のアンケート意見による修正） 

ｽﾗｲﾄﾞ がんの３つの治療法 がんの治療法 34 （会長指示による修正） 

説明 検査によってがんであることが分かった場合，病院などで治療する

ことになります。 

検査によってがんであることがわかった場合，医療機関で治療する

ことになります。 34 
１行目に「病院などで治療することになります」と

ある「など」は誤解を招かないでしょうか？（石巻

赤十字病院意見による修正） 

がんの治療方法には，手術療法，放射線療法，薬物療法の３つがあ

ります。 

 

 

がんの種類や，患者さんの体の状態などに合わせて，いちばんよい

治療方法が選ばれます。また治療は，いくつかの方法を組み合わせ

て行うこともあります。 

どのような治療方法が一番よいかは、患者さんひとりひとりちがい

ます。 

治療方法を選ぶときは，医師と患者さんの間で，よく話し合うこと

が大切です。 

がんの治療方法には，手術療法，放射線療法，薬物療法の３つの代

表的な治療方法があります。 

そのほか，がんによっては「経過観察のみ（前立腺がん）」や「免

疫療法」など，一部のがんに用いられている方法もあります。 

がんの種類や，患者さんの体の状態などに合わせて，いちばんよい

治療方法が選ばれます。また治療は，いくつかの方法を組み合わせ

て行うこともあります。 

どのような治療方法が一番よいかは、患者さんひとりひとりちがい

ます。 

治療方法を選ぶときは，医師と患者さんの間で，よく話し合うこと

が大切です。 

 

（会長指示による修正） 

 

 

参考 （追加） 「免疫療法」の記述を追加 34 
i ｽﾗｲﾄﾞ 「がんの子どもたちは，治療をしながら院内学級で勉強していま

す。」 

（宮城県立こども病院の写真） 

「がんの子どもたちは，治療をしながら近接する特別支援学校や院

内学級などで勉強しています。」 

（拓桃支援学校のイメージ写真） 
40 

「こども病院の院内学級は無くなり，併設する拓桃

支援学校になります。」（平成２７年度学校保健研修

会において出席した養護教諭からのアンケート意見

による修正） 

※「特になし」という意見は省略。 

第２部 「がんについて考えよう」について 

意見 

素晴らしいと思います。ただ、全体として、小中学生本人が将来癌患者になるかもしれない、という側面からの教材のように見えます。ただ、小中学生は本人が癌患者になる前に、癌患者となった身内（祖父母、

両親、叔父叔母）に接し、支える立場になります。そしてその経験が人を人として育てることになると思いますので、ぜひとも、子供も将来は自らが癌患者になるかも知れないという視点に加えて、身近な癌患者

をみんなで支える、その素晴らしさも伝えていただきたいと思います。次の世代は就労の差別などを克服することができるでしょう。（石巻赤十字病院からの意見）  


