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平成30年12月5日 

都道府県医師会 

 学校保健担当理事 殿 

 

日本医師会 

常任理事 道永 麻里 

 

 

平成30年度がん教育外部講師研修会・シンポジウムについて（情報提供） 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素、本会学校保健事業につき

まして種々ご協力賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、文部科学省では、平成28年12月に改正されたがん対策基本法において「がんに関

する教育の推進のために必要な施策を講ずる」旨を受け、がん教育に関する様々な取り組

みを進めております。 

 この度、学校におけるがん教育の外部講師の関わり方の充実に資することで、より効果

的ながん教育を実施することを目的に外部講師研修会・シンポジウムを開催することにな

りました。 

 参加対象者に「外部講師によるがん教育に関心のある方（医師やがん患者・経験者等）」

も含まれており、学校保健に関係の深い学校医の皆様にもご参加いただければとのことで、

文部科学省より協力の依頼がありました。 

 本会としましても、生涯保健事業としての学校保健を進めていく中で、学校医が児童生

徒への健康教育を実践する一つとして、学校におけるがん教育に関係することも重要な役

割として考えております。 

 つきましては、別紙のとおり開催要項をお送りしますので、年末のお忙しい中誠に恐縮

に存じますが、貴会関係の郡市区医師会学校保健担当理事を通じ、学校医、その他がん教

育に関心のある会員への周知方、よろしくお願いします。 

 参考までに、申し込み手順について別添のとおりご案内します。なお、参加申し込みに

つきましては、希望するご本人が直接、文部科学省ホームページより参加フォームを用い

て行いますので、何卒、よろしくお願いします。 

 

敬具 

（公印省略） 
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【別添】 

【お申込み方法】 

「文科省ＨＰ 平成 30 年度がん教育外部講師研修会・シンポジウムの開催について」 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1411335.htm を開いて直接申込を 

お願いします。 

こちらをクリック 

【文科省ＨＰ 外部講師等申込フォーム】 

https://pf.mext.go.jp/admission/form3120.html 
 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1411335.htm
https://pf.mext.go.jp/admission/form3120.html
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外部講師によるがん教育に関心のある方（医師やがん患者・経験者等）の申し込みについて 

 

申し込み期限 平成31年1月9日（水） 

 

問い合わせ先 

文部科学省初等中等教育局 健康教育・食育課 がん教育推進係 

電話：03-5253-4111（内線2918） 

メールアドレス：kenshoku@mext.go.jp 



平成 30年度がん教育外部講師研修会・シンポジウム開催要項 

１ 目 的 

  平成 28 年 12 月に改正されたがん対策基本法において、「がんに関する教育の推進のために必

要な施策を講ずる」旨の文言が新たに記載されたことを受け、第三期がん対策推進基本計画(H29

～H34)では、「国は、全国での実施状況を把握した上で、地域の実情に応じて、外部講師の活用体

制を整備し、がん教育の充実に努める。」ことが示された。 

  文部科学省では、平成 26 年度から「がんの教育総合支援事業」を行い、全国のモデル校にお

いて、がん教育を実施するとともに、がん教育の教材や外部講師の活用に関するガイドラインを

作成し、がん教育を推進してきたところである。また、学習指導要領が改訂され、中学校及び高

等学校において「がんについても取り扱うものとする」と明記された。 

  平成 29 年度には、全国での実施状況等を把握し、今後の施策の参考とすることを目的に初め

ての調査を行ったところである。 

  これまで、各都道府県においてもがん教育に関する協議会や研修会の実施、モデル校における

研究、教材の開発などの取組を進めてきているところであるが、全国的な普及については課題が

あるといえる。 

  外部講師研修会では、外部講師によるがん教育の実施についての留意事項及び効果的な進め方

等の講義、医師やがん患者・経験者等による実践発表、質疑や協議を通して、学校におけるがん

教育の外部講師の関わり方の充実に資することで、より効果的ながん教育を実施することを目的

に実施する。 

シンポジウムでは、がん教育についての講義及び「がん教育総合支援事業」モデル校による実

践発表を含めたシンポジウムを通じて、教職員及び外部講師等の理解を深め、がん教育の充実に

資することを目的に実施する。 

２ 期日及び会場 

期 日 会 場 

平成 31年 1月 23日（水） 

①外部講師研修会

9:30～11:45 

②シンポジウム

13:00～16:15 

開催場所：独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立オリンピック記念青少年総合センター 

（カルチャー棟 大ホール） 

（※定員は 500人程度を予定しています。） 

３ 主 催 

文部科学省 

４ 協 力 

  公益社団法人 日本医師会 

  公益財団法人 日本対がん協会 
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【別紙】



５ 対 象 

  (1) 都道府県・指定都市・市町村教育委員会の指導主事等 

(2) 国公私立学校の校長、副校長、教頭、保健体育教諭、その他の教職員等 

(3) 外部講師によるがん教育に関心のある方（医師やがん患者・経験者等） 

   ※いずれの対象者も①外部講師研修会②シンポジウムの両方に参加できます。 

   ※どちらか一方の参加も可能です。 

 

６ 日程及び内容 

 ①外部講師研修会 

9:00  9:30    9:35        10:20  10:30       11:20       11:40  11:45 

  

受付 

 

開会 

(5) 

(1) 

講義 

(45) 

 

休憩 

(10) 

(2) 

実践発表 

(50) 

(3) 

質疑・協議 

(20) 

 

閉会 

(5) 

 

(1)講義「外部講師によるがん教育に期待されること（仮）」 （45分） 

          文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康教育調査官 横嶋 剛 

(2)外部講師によるがん教育の実践発表 （50分） 

・林  和彦 （東京女子医科大学 がんセンター長 化学療法・緩和ケア科 教授） 

・宮部 治恵 （NPO法人キャンサーサポート 代表理事） 

(3)質疑・協議 （20分） 

 

②シンポジウム 

12:30  13:00  13:10         14:10     14:30                       16:00   16:10  16:15 

  

受付 

 

開会 

(10) 

(1) 

講義 

(60) 

 

休憩 

(20) 

(2) 

シンポジウム（実践発表含） 

(90) 

(3) 

講評 

(10) 

 

閉会 

(5) 

 

  (1) 講義「がん教育の実践について（仮）」 （60 分） 

          文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康教育調査官 横嶋 剛 

(2) シンポジウム（実践発表を含む） 

  テーマ「がん教育のさらなる充実に向けて～実践を踏まえて～（仮）」 

   コーディネーター：野津 有司 （筑波大学教授・筑波大学附属中学校長） 

   パネラー（予 定）：○小学校での実践について 

            ○中学校での実践について 

            ○高等学校での実践について 

            ○外部講師の活用体制について 

  (3) 講評    文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課健康教育調査官 横嶋 剛 
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７ 参加申込  

※必ず参加区分「両方／午後のみ／午前のみ」のいずれかを明記してください。 

※事前の申込みがない方は、参加できませんので、必ず期限までに申込みください。 

※申込者数が会場定員を超え、調整の必要がある場合には、受付締切後に連絡いたします。 

教育委員会の指導主事等・学校の管理職及び教職員等の申込について 

 ① 都道府県・指定都市・市町村教育委員会の指導主事等及び公立学校の校長、副校長、教頭、

保健体育教諭、その他の教職員等については、各都道府県・指定都市教育委員会においてと

りまとめの上、下記へ申込みください（各学校から直接の申込みは受け付けません）。 

 ② 私立学校の校長、副校長、教頭、保健体育教諭、その他の教職員等については、各都道府

県私立学校主管課においてとりまとめの上、下記へ申込みください（各学校から直接の申込

みは受け付けません）。 

 ③ 国立大学法人附属学校の校長、副校長、教頭、保健体育教諭、その他の教職員等について

は、各学校から直接下記へ申込みください。 
 

  (1) 申込期限 

    平成３１年１月９日（水） （期限日以降の申込は受け付けません） 

  (2) 申込方法 

    別紙参加申込書をメールにて送付してください。 

    ※受付の整理上、メールの件名を 

【都道府県名等】がん教育外部講師研修会・シンポジウム参加申込書としてください。 

  (3) 申込先（メールでの申込のみ受け付けいたします） 

    文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課がん教育推進係 

    メールアドレス：kenshoku@mext.go.jp 
 

外部講師によるがん教育に関心のある方（医師やがん患者・経験者等）の申込について 

 ○外部講師によるがん教育に関心のある方（医師やがん患者・経験者等）については、参加者

ご本人が直接下記へ申込みください。 
 

  (1) 申込期限 

    平成３１年１月９日（水） （期限日以降の申込は受け付けません） 

  (2) 申込方法（文部科学省ＨＰの参加申込フォームでの申込のみ受付いたします） 

    がん教育外部講師研修会・シンポジウム参加申込フォームから申込みください。 

（https://pf.mext.go.jp/admission/form3120.html） 

   ※入力内容 

①氏名 ②職業等（医師、経験者等）③所属（勤務先や所属団体等がある場合） 

    ④外部講師の経験の有無及び年数⑤お住まいの都道府県⑤電話番号⑥メールアドレス 

    ⑦参加区分（両方・午前のみ・午後のみ） 
 

８ 問合せ先 

  文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課がん教育推進係 

  〒100-8959 東京都千代田区霞が関三丁目２番２号 

  電話：０３（５２５３）４１１１ （内線）２９１８ 

  メールアドレス：kenshoku@mext.go.jp 
 

９ その他 

  (1) 宿泊については、主催者で取り扱いませんので、各自で確保してください。 

(2) 車での来場はご遠慮ください。 

(3) 昼食は、各自でご対応ください。なお、施設内の食堂もご利用いただけます。 
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