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研究要旨 小児がんに罹患し闘病を経験する子どもたちが、入院しても、退院しても、継

続的な教育機会が保障されるとともに、その移行ができるだけスムーズであるために、医

療看護や教育では、どのようなシステムを準備し、また、いつどこで誰が誰にどのような

ケアを提供すればよいのだろうか。それらを明らかにするために、２本の研究を行なった。 

 

【研究１】病院内にある特別支援学級及び特別支援学校（病弱）に関する調査 

 病院内にある学級・学校に転学する際に学籍を移動する場合の目安となる期間やその理

由、学籍を移動しない状態での教育保障の現状を明らかにする目的で、都道府県・政令指

定都市の 64教育委員会を対象に、無記名自記式質問紙調査を実施した。本報告は、回収期

日前の速報値である。28 自治体（回収率 44%）から回答を得た。その結果、各教育委員会

で対応が多様である実態が明らかになった。院内学級等を持たない自治体が２自体あった。

入院してきた児童生徒の学籍を移動する目安となる期間について、「特に定めていない」自

治体が 17（63%）あった。加えて、学籍移動を行なわない状態で教育保障を行なっている自

治体も 11（42%）あり、現行の法律等の中で児童生徒に不利益にならない具体的運用が明ら

かにされた。 

 

【研究２】児童生徒の小児がんの認識および小児がん経験者への態度調査 

 一般の児童生徒が、小児がんに関してどれほど関心や知識をもっているか、どのような

イメージを抱き、どのような態度を有しているかを明らかにするために、和歌山県下の小

学校２校および中学校１校において、小学校３年生から中学校３年生までの全児童生徒

1,234 名を対象に、無記名自記式質問紙調査を実施した。東京大学大学院医学系研究科倫理

審査委員会の承認を得て行なった。その結果、880（71.3%）の有効回答を得た。「がん」に

ついて聞いたことがあると回答した者は 845 名（97.9%）であったのに比し、「小児がん」

について聞いたことがあると回答した者は 510 名（59.4%）であった。この中で小児がん経

験者に会ったことのある者は 14 名（2.7%）であり、多くの者はテレビで見たことがあると

回答した（447 名（87.6%））。知識については、多くの者がよく知っている項目も多かった

ものの、予後のよいことや易感染性については、よく知っている者は 41 名（8.0%）、125
名（24.5%）と少なかった。イメージについては、概して好意的なイメージを持っていると

回答していた。態度についても概して好意的であり、「からかわれていたら助ける」などの

項目で「とてもそう思う」が選ばれる傾向にあった。本調査結果は、一般児童生徒が、小

児がんや小児がん患者に関してもつ知識やイメージ、態度の実態を、明らかにした。小児

がん患者の復学支援を行う際に、一般児童生徒にどのような情報提供を行なうかに関して

有用な結果と言えるだろう。ただし、実際の小児がん患者の復学支援に際しては、本人と

家族の希望や不安を把握した上で、クラスの子どもたちの関心や発達の程度に合わせ、医

療と教育が連携して適切な支援を行なっていく必要がある。
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A. 研究目的 

 近年、医療の進歩により多くの病気療養児に

おいて治癒、あるいは長期生存が望めるように

なり、現代では患児の身体面のみならず、心理

社会的な支援、とりわけ学齢児にとっては教育

的支援のあり方が問われている。近年では入院

中であっても院内教育を受ける機会が整備され

つつあり、患児の QOL の維持向上に大きく貢

献している。しかし、入院する子どもの多くの

場合、治療期間は短くなってきており、治療の

ために入院しても教育を受けることができない

場合がある。さらに、患児が退院してもすぐに

は入院する前に通っていた学校（以後、前籍校

とする）に戻ることができず、自宅療養を余儀

なくされたり、入退院を繰返したりすることが

あるため、十分な学習保障ができていない状況

にある。 

 入院期間が短いと院内教育の対象者とならな

い場合（1 ヶ月以上の条件が必要な院内学級が

大半）や、退院後在宅訪問教育が出来ないなど

の不都合がおきているのは、患児が院内教育を

受けるためには、学籍移動を行わなければなら

ないという点にある。アメリカ、ドイツ、スウ

ェーデン、オーストラリア、イタリア等海外に

おいては、学籍を移動しないで、前籍校と院内

学級と医療機関が連携して支援を行っている。 

 そこで本研究においては、病院内にある学

級・学校に転学する際に学籍を移動する場合の

目安となる期間やその理由、学籍を移動しない

状態での教育保障の現状を明かにする目的で、

都道府県政令指定都市教育委員会を対象にアン

ケート調査を実施し、今後の我が国の病弱教育

の復学への支援について検討・考察を行う。 

 

B. 研究方法 

 都道府県・政令指定都市の 64 教育委員会を対

象に、学籍移動等の調査を実施した。 

 

C. 研究結果 

 ２月末日が回収予定日であるため速報値とし

て報告する。現状では 28 自治体から回答があ

り、回収率は 44％である。 
 
１)入院してきた児童生徒の学籍を移動する

目安となる期間 

  院内学級等を持たない自治体が 2 自治体であ

った。期間を設けていないと回答した自治体が

17（63％）、1 ヶ月以上 8（29％）、2 週間以上

1（4％）、1 日以上（4％）であった（図 1）。 

  その理由として、学籍移動の目安となる期間

を特に定めていない自治体からは、「学習空白

を生じさせないため早急に対応ができるため」、

「疾患の種類や医療又は生活の管理の状態等か

ら総合的に判断するため」、「近年、入院する

期間が短くなっていることから期間を設定すれ

ば対象とならない児童生徒が増加し、教育を受

ける機会が少なくなるため期間を定めていな

い」などの回答があり、1 ヶ月以上と回答した

自治体からは、「1 ヶ月以上でないと講師の補

充ができないため」、「病状、治療内容、入院

生活への適応状況を勘案し，学校が判断してい

るため」、「学籍移動にかかる日数や病状の目

安がある程度かかるため」、「教育課程上の問

題、教員配置等に問題を抱えているため」など

の回答を得ることができた。 

特に定めてい

ない
63%

１ヶ月以上

29%

２週間以上

4%

１日以上

4%

図１ 学籍移動の目安

特に定めていない

１ヶ月以上

２週間以上

１日以上



２)前籍校からの学籍移動を行わない児童生

徒に対して、教育保障を行っていますか。 

「行っている」と回答したところが 11（42％）、「行っ

ていない」が 15（58％）であった。 

 

３)学籍移動を行わない児童生徒に対して教

育保障を行った場合、前籍校において出席扱

いとしていますか。 

教育保障を行っていると回答した 11地方自治体

のうち、出席扱いをしているところが７箇所で

あった。不登校の児童生徒が適応指導教室に通

っている場合などでも出席扱いになるから、この考

え方と同様に出席扱いをしているところが３箇所あ

り、その他において、校長の判断により出席扱い

をしているところが４箇所であった。 
 
 
 
 
 

D. 考察 

本研究では、全国 64 の都道府県・政令指定都

市教育委員会を対象にアンケート調査を実施し

（現状では 28 自治体から回答のみ）、病院内に

ある学級・学校の転学する際に学籍を移動する

場合の目安となる期間やその理由、学籍を移動

しない状態での教育保障の現状を明かにしてき

たが、各教育委員会でその対応に多様さがみら

れた。特に、学籍移動の目安となる期間を定め

ていない教育委員会から、「近年、入院する期

間が短くなっていることから期間を設定すれば

対象とならない児童生徒が増加し、教育を受け

る機会が少なくなるため期間を定めていない」

との回答があり、学習空白等入院・治療による

不利益を被らないように教育行政レベルでの配

慮が行われていることが明らかになった。加え

て、学籍移動を行わない状態で教育保障を行っ

ている自治体も 42％見受けられ、７箇所の自治

体が「不登校と同じ考え方」、「校長の判断」

で出席扱いになっていることも明らかにされ

た。現行の法律等の中で児童生徒に不利益にな

らない具体的運用が明らかにされた。 
しかし、各自治体によって、病院内で行われ

ている教育形態に違いがある。例えば、教員が

派遣されて教育を行う訪問教育による指導では

授業時数等多くの制限・制約がある。また、特

別支援学級、いわゆる院内学級による指導や特

別支援学校における指導では教員の人数や授業

時数に違いがある。今後は、各都道府県・政令

指定都市教育委員会において教育行政レベルで

の教育保障の現状を明かにすると共に、よりよ

い教育サービスの在り方について言及していく

ことが重要である。 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図２ 



児童生徒の小児がんの認識および小児がん経験者への態度調査 
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A. 研究目的 

わが国では毎年 1,000 名程度が新たに小児

がん登録を行い、年間の発生数は約 2,500 と推

計されている(1)。小児がんの治療成績は近年飛

躍的に向上し、すべての小児がんにおける相対

生存率は大きく上昇している。このため復学す

る子どもも多い。しかし、学校において小児が

ん経験者が抱える身体的・心理的・社会的な問

題が新たに起こっているとも言われ(2)、小児が

ん経験者を支えるフォローアップ体制を構築す

ることが必要である。 

 復学支援に関する先行研究には小児がん経験

者やその家族、教員を対象としたものはあるが

(2,3)、一般の児童生徒を対象とした研究は見受

けられない。小児がん患者が学校生活への復帰

を円滑に行うためには、同級生となる児童生徒

の小児がん経験者に対する認識や態度が重要に

なってくると思われる。 

 そこで本研究は、一般の児童生徒が、小児が

んに関してどれほど関心や知識をもっているか、

どのようなイメージを抱き、どのような態度を

有しているかを明らかにすることを目的とした。 

B. 研究方法 

 和歌山県下の小学校２校および中学校１校

において、小学校３年生から中学校３年生まで

の全児童生徒 1,234 名を対象に、無記名自記式

質問紙調査を実施した。手続きは、各校長「お

よび担任教諭の了解を得た上で、質問紙と保護

者向けおよび児童生徒向け説明書を各クラスに

て配布し，保護者および児童生徒の同意の下に

自宅での回答を依頼した。回答は各担任を通じ

て行なった。 
倫理的な配慮として、各担任向け説明書およ

び保護者向け／児童生徒向け説明書に、調査へ

の参加は自由意志によるものであり、不参加に

よりいかなる不利益も生じない旨、記載した。

また、調査への参加・不参加や回答内容を、担

任や他の児童生徒が知ることのないよう、あら

かじめ配布した封筒に厳封して回収することと

した。なお、調査の性質上、質問紙で尋ねた内 

 
 
容について正しい知識を普及するために作成し

たリーフレット（付録）を、調査終了後に児童

生徒に配布した。東京大学大学院医学系研究科

倫理審査委員会の承認を得て行なった。 

C. 研究結果 

 全体で 880（71.3%）の有効回答を得た。408
名（46.4%）が男子で、入院経験のある者は 281
名（31.9%）であった。「がん」について聞いた

ことがあると回答した者は 845 名（97.9%）で

あったのに比し、「小児がん」について聞いたこ

とがあると回答した者は 510 名（59.4%）であ

った（図１，図２）。 

図１． がんという病気を聞いたことがありますか?

はい

いいえ

無回答

845名(96.0％)

18名(2.0％) 17名(2.0％)

n=880

 

図２．あなたと同じくらいの子どもががんにかかること
を聞いたことがありますか?

はい

いいえ

無回答

510名(58.0％)349名(39.7％)

21名(2.3％)

n=880

 
 



 以降、この 510 名に関する分析を行なった。

この中で小児がん経験者に会ったことのある者

は 14 名（2.7%）、両親や友人から聞いたことの

ある者は 104 名（20.4%）、授業で聞いたことが

ある者は 50 名（9.8%）であり、多くの者はテ

レビで見たことがあると回答した（447 名

（87.6%））（図３，図４，図５）。 

図３．　がんを乗り越えた子どもに会ったことがありますか?

会ったことはない

同じクラスの友達
ではないが，会っ
たことがある
同じクラスの友達
として会ったこと
がある
無回答
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図４． がんを乗り越えた子どもについてお父さんやお
母さん，友達から聞いたことはありますか?

はい

いいえ

無回答

104名(20.4％)

403名(79.0％)

3名(0.6％)

n=510

 

図５．がんを乗り越えた子どもについて，何を通じて見
たり聞いたりしましたか（複数回答）
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１）小児がん経験者への関心 

 「小児がんや小児がんを乗り越えた子どもに

ついていろいろなことを聞いたり，がんを乗り

越えた子どもと話したりしたいと思います

か？」という質問で、関心の度合いを尋ねた。 

とてもそう思う者 87 名（17.1%）、少しそう思

う者 268 名（52.5%）で、２つを合わせると約

7 割の児童生徒が関心があると回答した（図

６）。 

図６．小児がんやがんを乗り越えた子どもについていろいろなことを
聞いたり，がんを乗り越えた子どもと話したりしたいと思いますか？

とてもそう思う

少しそう思う

無回答全然そう思わな
い

あまりそう思わな
い

21名(4.1％)
29名(5.7％)

105名(20.6％)

268名(52.5％)

87名(17.1％)

n=510

 
 

２）小児がん経験者に関する知識 

 小児がん経験者に関する知識を 12 項目 4 件

法の、我々が作成した質問群で尋ねた。本調査

における Cronbach’s α=0.746 であった。図

７に示したように、闘病生活や長期入院に関し

ては、よく知られていたが、予後のよいことや

易感染性、院内学級については、よく知ってい

る者は 41 名（8.0%）、125 名（24.5%）、172
名（33.7%）と少なかった（図７）。 

 

３）小児がん経験者に対して抱くイメージ 

小児がん経験者に対して抱くイメージを 14

項目 1 点から 6 点まで 6 件の SD 法で尋ねた。

主因子法、プロマックス回転による因子分析に

より、「調和」「活動」「苦労」の 3 因子が抽

出され、3 因子の累積寄与率は 49.6%であった。

イメージ総合および「調和（6 項目）」「活動

（6 項目）」「苦労（2 項目）」の各下位尺度の

Cronbach’s αは、各々0.854、0.848、0.818、

0.647 であった。 

イメージ総合得点および各下位尺度得点の範

囲は 4.38～5.17 点であり、対象者全体として小

児がん患児に対する好意的・共感的なイメージ

を持っていることが示された（図８）。対象者

全体では、「苦労」得点 が最も点数が高く、続

いて「調和」得点、「活動」得点の順に高かっ

た。 



 

 

図７．小児がん経験者に関する知識
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病気を治すために痛いことや苦しいことを乗り越えた

とてもそう思う

少しそう思う

あまりそう思わない

全然そう思わない

無回答

n=510

 

 

 

 

<調和>
怖い 優しい
性格の悪い 性格の良い
意地悪な 親切な
わがままな 思いやりのある
嘘つきな 正直な
落ち着きのない 落ち着いた

<活動>
暗い 明るい
元気のない 元気な
大人しい 活発な
弱気な 強気な
弱々しい たくましい
頼りない しっかりした

<苦労>
我慢強くない 我慢強い
苦労のない 大変そうな

図８．小児がん経験者に対して抱くイメージ
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４）小児がん経験者への態度 

Chedoke-McMaster Attitudes Toward 

Children with Handicaps(CATCH)scale(4)から、

原著者に承諾を得た上で、小児がん経験者への

態度が測定できるよう修正を行い、2 名による

順翻訳および英語を母国語とした翻訳者による

逆翻訳を経て、日本語版小児がん対応 CATCH 

scale を作成した。CATCH scale は障害児に対す

る好意的な態度を促進させる介入評価の為に開

発された 9～13 歳を対象とした自記式尺度であ

る。全 28 項目で、肯定的および否定的な態度を

尋ねる項目を含む。原版は 5 件法であるが、本

研究では、一般の児童生徒は小児がん経験者を

想像しにくいため、5 件法では “どちらともい

えない”に回答が集中すると考えられたため、4

件法とした。Cronbach’s α=0.884 であった。 

 この結果を図 9-1，図 9-2 に分けて示す。図

9-2 は逆転項目である。態度についても概して

好意的であり、特に「学校行事」や「隣の席」

など学校生活における項目や「からかわれてい

たら助ける」などの項目で「とてもそう思う」

を選ぶ者が多かった。一方「泊まりに来るよう

に誘う」「秘密を話す」「隣の家」といった親密

な関係を求めるという者は少なかった。また「か

わいそうだと思う」は逆転項目の中では「全然

そう思わない」者が最も少なく、「とてもそう思

う」「少しそう思う」者が多い結果であった。 

D. 考察 

本調査結果は、一般児童生徒が、小児がんや

小児がん患者に関してもつ知識やイメージ、態

度の実態を、明らかにした。 
先ず、一般の「がん」と「子どもががんにか

かること」の認知度の違いが明らかになった。

一般の児童生徒では、「がん」は大人がかかる病

気だと考えている者も多くいるようだ。 
「子どもががんにかかること」を知っている

者の中でも、小児がん経験者に会ったことのあ

る者はごく僅かで、大多数が直接接触経験を持

たなかった。一方、9 割近くの者がテレビで見

たことがあると回答した。番組の内容は不明で

あるが、テレビの影響力は広域であると推定さ

れる。学校の授業で積極的にとりあげられる割

合が少ないことも明らかになった。 
知識については、全体的によく知っている結

果であったが、よい予後に関しては、「とてもそ

う思う」と回答できる者が１割を切るという結

果であった。小児がん経験者の声によると、友

人から“白血病って死ぬんだぞ”と大声で言わ

れて嫌だったという(5)。さらに自分の休んでい

る間に、担任教諭がクラスで“死ぬかもしれな

い病気だ”と話していたことを後になって知り

悲しかったという声もあった(5)。小児がん患者

の学校生活への復帰を円滑なものとするために

は、受け入れ側の児童生徒に正しい知識をもっ

てもらう必要があり、特によい予後に関しては、

知識の普及をはかる必要があると考えられた。

まして、教諭によって誤った知識が提供される

ことのないように、教諭の側にも知識の普及を

はかる必要がある。 

イメージに関しては、好意的・共感的な結果

であり、特に大変な境遇を我慢強く頑張ってい

るイメージを抱いているようだ。 

態度についても同様に、概して好意的な結果

であった。「その子がからかわれていたら助け

るだろう」は「とてもそう思う」「少しそう思

う」合わせて 8 割強という頼もしい結果であっ

たが、一方で、「あまりそう思わない」「全然

そう思わない」合わせて 14%ほどあり、この者

達がいじめに加担する可能性も否めない。また

児童生徒の「かわいそうだと思う」気持ちは共

感的な感情として大事な感情ではあるが、どの

ような行動傾向に結びつくかは一概に言えない。

闘病生活を送った者として敬意を払いつつ級友

としてフランクな関係が育まれるように、見守

る必要があるだろう。 
実際の小児がん患者の復学に際しては、本人

と家族の希望や不安を把握するとともに、クラ

スの子どもたちの関心や発達の程度に合わせ、

また両者の反応を見ながら、医療と教育が連携

して適切な支援を行なっていく必要がある。 
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図9-1. 小児がん経験者への態度

0% 25% 50% 75% 100%

隣の家にその子が住んでいたらいいのにと思う

自分の秘密をその子に話すだろう

自分の家に泊まりに来るようにその子を誘うだろう

その子が親友だったらうれしいだろう

その子は大人からいろいろ手助けしてほしいと思っている

その子を誕生会に誘うだろう

その子も自分と同じくらい幸せだ

その子と一緒にいて楽しいだろう

その子は何かをするときにたくさんの手助けが必要だ

今まで知らなかった子でもその子に話しかけるだろう

その子が家に誘ってくれたらうれしいだろう

その子がからかわれていたら助けるだろう

教室でその子が隣に座っても気にならないだろう

その子と一緒に学校の行事が出来たらと思う

とてもそう思う

少しそう思う

あまりそう思わない

全然そう思わない

無回答

n=510

 

図9-2. 小児がん経験者への態度（逆転項目）

0% 25% 50% 75% 100%

その子はかわいそうだと思う

その子はよく悲しそうにしている

その子と何を話してよいかわからないだろう

その子は自分自身をかわいそうだと思う

その子を他の友達ほど好きではないだろう

その子はあまり楽しいことがなさそうである

その子とずっと一緒にいて，休み時間がなくなってしまうのはもったいな
いだろう

その子を友達に紹介しないだろう

その子から離れていようとするだろう

その子を見るとおろおろしてしまう

その子の家に遊びに行かないだろう

その子から誕生会に誘われたら困るだろう

その子を怖いと思うだろう

そういう子が近くにいるのは恐ろしい

とてもそう思う

少しそう思う

あまりそう思わない

全然そう思わない

無回答

n=510
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