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研究要旨 愛知県をモデルに小児がん患児の復学支援体制のあり方を検討し、行政と連

携した円滑な支援方法の確立と普及を目指して研究を行った。初年度明らかになった医療

者間や地元校の教諭間の意識格差に対応するため、今年度は教育関係者を対象に研修会を

実施し、小児がん患者の復学支援の重要性について啓蒙活動を行った。また、昨年度実施

した小児慢性特定疾患治療研究事業の医療券受給者を対象とした復学の実態に関するアン

ケート調査結果をまとめ、復学の実態把握と要因分析を行った。入院中や退院後に学習面

で困難を感じている人は小児がん患者の 30～40％に及び、入院中の教育支援および復学後

の問題を解決するための支援が必要である。入院中では、転校や地元校からの連絡がない

ことが大きな要因と考えられ、退院後では学習面のみならず、施設面、友達関係、先生と

の関係において困難さが認められ、相互に関連性が認められた。これらの問題を解決する

には、教育関係者や医療関係者が長期入院の小児がん患者が抱える問題と支援について理

解を深めるとともに、個別の問題を把握して未然の対応を講じるなどきめ細やかな支援が

必要である。スムーズな復学には、退院時の連携懇談会の推進や復学支援コーディネータ

ーによる支援が期待される。
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Ａ．研究目的

小児がん治療の進歩により高い長期生存率

が期待できるようになり、小児がんを克服し

復学する子どもたちが増加している。しかし、

子どもたちは、長期間の入院や学習に支障を

来たしうる治療を余儀なくされる場合が多く、

学習の遅れ、学校の学級担任や友達との疎遠、

外見の変化、復学のタイミングなどのさまざ

まな問題を抱えることになる。本研究では、

がん対策推進計画に小児がん患児とその家族

への支援体制の整備の推進を掲げている愛知

県をモデルに、小児がんを経験した子どもた

ちへのスムーズな復学のための支援の実態と

そのあり方について検討し、復学支援に対す

る地域支援体制の確立を目指した。

Ｂ．研究方法

1 年目に行った愛知県の小児がん診療施設

を対象とした実態調査結果を踏まえて 2 年目

に患者家族を対象に復学の実態に関するアン

ケート調査を実施し、3 年目にその評価を行

うこととした。

アンケート調査の対象は、愛知県内の小児

慢性特定疾患治療研究事業による悪性新生物

の医療券の受給者のほか、比較検討のため、



膠原病、血友病等血液・免疫疾患の受給者も

加えた。調査期間は 2009 年 10 月 1 日～2010

年 3 月 31 日で、調査方法は、対象者に調査

用紙を郵送（名古屋市）または継続手続き時

に直接手渡し（愛知県）し、同封した返信用

封筒にて郵送で回収した。調査内容は、無記

名で、対象者の背景、入院中の学校（学習）

について、入院中の教育支援について、退院

後の復学支援について、退院後に学校で困っ

たこと、復学支援に対する期待について質問

した（平成 21 年度報告書参照）。教育・復学

支援に関する質問は、1 か月以上の入院歴の

ある人を対象に尋ねた。データの解析は、パ

ソコン統計処理用プログラムソフト（SPSS）

を用いて、個人要因に関する単純集計、およ

び、退院前の復学支援、院内学級への転校、

進級、退院後困ったこと（学習面、施設面、

先生との関係、友達との関係）等の相互の関

連性をみるためにカイ二乗検定とロジスティ

ック回帰分析を実施した。その際用いた学年

区分は、幼児、小学 1 年～3 年生、小学 4 年

～6 年生、中学生、高校生、大学生・専門学

校生の６区分とした。入院月数区分は １～３

か月、４～６か月、７～９か月、10～12 か月、

13 か月以上の５区分とした。本調査研究は、

名古屋医療センターの倫理審査委員会の承認

を得て実施した。

Ｃ．研究結果

アンケートの送付数は、合計 756 件で受給

対象疾患別では悪性新生物 461 件、悪性新生

物以外の疾患 247 件（血友病等血液・免疫疾

患 155 件、膠原病 92 件）、不明 48 件であっ

た。アンケート回答総数は、281 名で、回収

率は 37.2％であった。回答者の内訳は 母

248 名（88.3%）、父 19名（6.8%）、父母 1

名（0.4%）、本人 7 名（2.5%）、その他 1

名（0.4%）、無回答 5 名（1.8%）であった。

受給対象疾患の内訳は、悪性新生物 191 名、

悪性新生物以外の疾患 75 名（血友病等血液・

免疫疾患 41 名、膠原病 21 名、慢性心疾患 7

名、内分泌疾患 2 名、代謝性疾患 2名、慢性

腎疾患 1 名、慢性呼吸器疾患 1 名）、無回答

15 名であった。悪性新生物の疾患名は、急性

リンパ性白血病 62 名、脳腫瘍 28 名、軟部組

織腫瘍 28名、悪性リンパ腫 24名、神経芽腫

12 名、急性骨髄性白血病 10 名、ランゲルハ

ンス細胞組織球症 5名、網膜芽細胞腫 4名、

慢性骨髄性白血病 2名、肝腫瘍 2 名、未記入

14 名であった。悪性新生物以外の疾患名は、

血友病、若年性関節性リウマチが各 20 名で

最も多く、次いで川崎病後の冠動脈瘤が 6

名、その他 17 疾患で 28名であった。

性別は、全体で男 154 名（55.0%）、女 106

名（37.9%）、無記入 20 名(7.1%)で、悪性

新生物の患者に限ると男 110 名（57.6%）、女

70 名（36.6%）、無記入 11 名(5.8%)であっ

た。平均年齢は、全体で 11.01 歳（標準偏差

4.52 、 範囲 1-20）、悪性新生物では 11.11

歳（標準偏差 4.63、範囲 1-20）であった。

1 か月を超える入院があったのは全体で 226

名（81.0%）であった。入院期間は、平均 8.02 か

月 （標準偏差 7.37 範囲 1-60）で、悪性新生

物では平均 8.26 か月（標準偏差 7.14 範囲

1-60）、悪性新生物以外では平均 6.75 か月（標

準偏差 8.33 範囲 1-51）であった。

調査時の患者の学年等教育課程区分は、全

体で 幼児 1～3 歳 17 名、4 歳～6 歳 31 名、

小学１～３年 48 名 、小学４～６年 67 名、中

学 1～３年 56 名 、高校１～３年 46 名、大学 6

名、専門学校 1 名、その他（16～19 歳）5 名、無

回答 3 名であった。悪性新生物に限った場合は、

幼児 1～3歳 11 名、4 歳～6 歳 24 名、小学１

～３年 26名 、小学４～６年 50 名、中学 1～３

年 39 名 、高校１～３年 31 名、大学 5 名、専門

学校1名、その他（16～19歳）2名、無回答2名

であった。

一方、入院時の患者の学年等教育課程区分



は、全体で幼児 1～3 歳 90 名、4 歳～6 歳 68

名、小学１～３年 46名 、小学４～６年 40 名、

中学 1～３年 28 名 、高校１～３年 8 名であり、

悪性新生物に限った場合は、幼児 1～3 歳 38

名、4歳～6 歳 55 名、小学１～３年 34名 、

小学４～６年 31名、中学1～３年25名 、高校１

～３年 8名であった。

以下、調査時小学生以上で分析した。

入院期間中の進級・進学の有無について、悪

性新生物の患者（156 名）では、進級・進学が

あった人は87名、なかった人が57名、無回答が

12 名であったが、悪性新生物以外の患者（76

名）では、進級・進学があった人が 11 名、なか

った人が 33名、無回答が 33 名であった。

入院中に学習面で困ったこと「あり」と回

答した人は悪性新生物の患者で 59 人

（37.8％）、悪性新生物以外の患者では 15人

（19.7％）であり、悪性新生物の患者で有意

に多かった。ロジスティック回帰分析による

と、入院時学年区分（オッズ比 0.637, P=0.007)、

院内学級への転校（オッズ比 2.272, P=0.048)、

地元校からの連絡（オッズ比 3.351, P=0.025)

が有意な関連因子であった。また、入院中に

学習環境面で困ったこと「あり」が悪性新生

物の患者で 28人（17.9％）認め、カイ二乗検

定では、学習面で困ったことと学習環境面で

困ったことの間に有意な関連が認められた

（χ2=18.317, P＜0.0001）。

退院後の学習面については、困ったこと「あ

り」と回答した人は 51人（32.7％）で、悪性

新生物以外の 24 人（31.6％）と変わらなかっ

たが、入院時小学生以上おける集計では、悪

性新生物で 44人（44.9％）と悪性新生物以外

の 5（20.8％）に比べて有意に多かった。

退院後に施設面で困ったこと「あり」が悪

性新生物の患者で 28名(17.9%)認め、ロジス

ティック回帰分析で「学年区分」（オッズ比

0.571, P=0.008）が有意な関連因子であった。

その他、退院後に友達との関係で困ったこと「あ

り」と答えた人が 42 人(26.9%)、先生との関係で

困ったこと「あり」と答えた人が 23 人(14.7%)認め

られた。

カイ二乗検定では、退院後学習面で困った

ことと施設面での困難（χ2=5.240 P<0.022）

友達関係での困難（χ2=5.871, P<0.015）、施

設面と友達関係（χ2=4.185, P<0.041）、先生

との関係と友達関係（χ2=14.322, P<0.001）、

先生との関係と学習面での困難（χ2=11.060,

P<0.001）との関連性が認められた。また、退

院後の学習面で困ったこと「あり」は、悪性

新生物以外の患者においても入院中の学習面

で困ったこと「あり」（χ2=10.128, P<0.001）、

先生との関係（χ2=5.164, P<0.023）、友達関

係（χ2=4.510, P<0.034）において関連性が

認められた。

また、自由記載欄においてさまざまな体験が

記されていた。以下にカテゴリー別に列記す

る。

（１）入院中学習面で困ったこと

・全く勉強に意欲が無くなり、復学後も体力・

気力がなく、進級ぎりぎりだった。

・治療中は院内学級へ行けない日が多くなり

学習面は母が見ていた。

・病室から院内学級が遠く、段差道路の広さ

などの確保もできず点滴しながら行く子ども

達にとってかなり大変であった。

・院内学級になかなか行けず１年入院しても

ほとんど勉強はできなかった。

（２）入院中・退院後の進級・進学で困った

こと

・転校生が入ったので娘のクラスはないと言

われてショックだった。

・クラス替え時には、子どもの名前がなく、

不安がっていた。

・学年が変わったときに、担任が転入し、新

しい先生に引き継ぎがされていなかった。

・入院中のため一般の入学試験を受けること

が出来なかった。



（３）地元校にもどって学習面で困ったこと

・習っていないことが多く進度の差がかなり

あった。

・遅れを取り戻すのに苦労した。

・１年近く休んでいたので落ちこぼれて学習

面がついていけなかった。

・高校進学を控えていて、かなり遅れていた。

・高校は院内学級がないためついていけない。

・半年位自宅療養していたので、学校側から

休んでほしいような感じだった。

・体育は本人が参加できると考えていても、

担任から止められた。

（４）地元校に戻って友達関係で困ったこと

・友達に「どういう病気だった」と聞かれて

どう説明したらいいか困った。

・病状説明など、できる年齢ではなかった。

・友人の中には心ない中傷をする子もいた。

・病気に関して理解してもらいにくい。クラ

ス内等で、いじめにあった。

・いじめが多かった。

・留年した事と容姿（頭がはげている、びっ

こ）などで友人が出来なかった。

Ｄ．考察

愛知県をモデルに小児がん患児の復学支援

体制のあり方を検討し、行政との連携による

復学支援システムのモデルを確立することが

本研究のゴールである。初年度明らかになっ

た医療者間や地元校の教諭間の意識格差に対

応するため、２年目に医療者を対象とした研

修会を実施、今年度は教育関係者を対象に研

修会を実施し、小児がん患者の復学支援の重

要性について啓蒙活動を行った。

また、昨年度実施した小児慢性特定疾患治

療研究事業の医療券受給者を対象とした復学

の実態に関するアンケート調査結果をまとめ、

復学の実態把握と要因分析を行った。悪性新

生物の医療券申請者 461 件中 191 名(41.4% )

から回答が得られ、そのうち、98名（入院時

年齢分布から推定）～156 名（調査時年齢か

ら推定）が学齢期を病院で過ごしたと考えら

れ、入院中の教育支援および退院後にスムー

ズに復学できるための支援は小児がん患者に

とって重要な問題である。

調査結果から入院中に学習面で困難を感じ

ている人が 59人（37.8％）に達し、退院後に

おいても 51 人（32.7％）が困難を感じている

ことから入院中の教育支援のみならず、復学

後の問題を解決するための支援が必要である。

その困難さは、低学年ほど、転校するほど、

地元校からの連絡がないほど増幅されており

大きな要因と考えられた。また、退院後に施

設面での困難さを感じる患者が少なからずい

ることや、それが学習面での困難さや、友達

関係、先生との関係と関連性が見られており、

退院後の教育現場での支援の重要性が示唆さ

れた。これらの問題を解決するには、教育関

係者や医療関係者が長期入院の小児がん患者

が抱える問題と支援について理解を深めると

ともに、個別の問題を把握して未然の対応を

講じるなどきめ細やかな支援が必要である。

自由記載欄では、地元校との連携の不備、入

院中および復学後の学習の困難さ、同級生・友

人との関わり方の困難さが記されていた。小児

がんの子どもたちは、入院期間が長期であり、

この時期に地元校から離れていることによっ

て、学習の遅れが生じがちである。病院には

院内学級があるが、治療が優先されているた

め、計画的に学習を進めにくい。地元校にも

どっても、院内学級との進度の違いから、学

習が遅れがちになり、小児がんの子どもたち

の戸惑いが窺われる。また、友達とも長期間

離れなければならない状況が続くことから、

孤立した状況に置かれる可能性がある。入院

後の院内学級と地元校の連携方法、子どもの

存在を認識してもらう工夫、地元校の友達との

交流のはかり方、院内学級での工夫、地元校の

環境整備、高校生への教育支援など個別に具



体的な課題ごとの対応が求められる。

長期入院後の復学支援は、医療者の理解と

支援のもとに院内学級と地元校の教諭間で綿

密な連携がとられるのが望ましいが、関係者

の意識は必ずしも高いとはいえない。スムー

ズな復学には、学校、医療機関、院内学級、

患者・家族を繋ぐ連携懇談会の開催による情

報交換やコーディネーターによるその後のフ

ォローが重要であり、それが推進される仕組

みが望まれる。現状では、小児がん医療は専

門施設でのみ行われているわけでないので、

どこに住んでいても復学支援が受けられる体

制として、行政による支援やコーディネータ

ーの確保が必要かもしれない。

Ｅ．結論

愛知県における患者へのアンケート調査か

ら長期入院中や退院後の学習や学校生活の問

題点が明らかになった。スムーズな復学には、

関係者の理解を促すとともに退院時の連携懇

談会の推進や復学支援コーディネーターによ

る支援が期待される。

Ｆ．健康危険情報

該当なし
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