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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。最初に復学支援の実態を把

握するために愛知県の 19 の小児がん診療施設に対してアンケート調査を行った。県全体で

年間 200 人の復学支援対象者がいると考えられ、ほぼすべての施設で義務教育課程の院内

教育支援が行われていた。医療関係者は復学時の連携は概ね円滑に行われているものと理

解しているものの、入院中の原籍校との連携や関係者の話し合いは必ずしも持たれておら

ず、医療者側に意識の較差が見られ、原籍校の教諭間にも意識の差異が見られた。この結

果をもとに、医療関係者、および、教育関係者を対象に研修会をそれぞれ企画開催した。

次に、小児慢性特定疾患治療研究事業の医療券受給者を対象に復学の実態に関するアンケ

ート調査を行い、復学に係る問題の要因分析を行った。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、教育支援や復学支援の必要性が再認識さ

れた。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

入院した小児がん患者が抱える問題と支援のあり方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重要である。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

制の確立を目指す。

愛知県では、がん対策推進計画として小児

がん患児とその家族への支援体制の整備の推

進を掲げており、医療現場が支えられない部

分を行政が支援し、患児およびその家族の

QOL の向上を図ることを目標としている。そ

の一環として、小児がん患児が学校生活を普

通に送るための支援体制として県内どこに住

んでいても復学支援が受けられる体制の整備

を目指すことになった。そこで、愛知県をモ

デルに連携体制のあり方の検討し、その構築

を図ることにした。

Ｂ．研究方法



愛知県の小児がん診療施設を対象とした実

態調査を行い、復学支援対象数、院内教育支

援の内容、復学に際しての連携の内容および

問題点について把握するとともに、医療者や

教育関係者向けの研修会を企画実施した。

患者・家族の教育支援のニーズを把握する

ためにアンケート調査を行った。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と比較検討の

ために膠原病、血友病等血液・免疫疾患の受

給者を加えた。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

に調査用紙を郵送または継続手続き時に直接

手渡しして郵送で回収した。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 年度分担研究報告書参照）。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倫理審査委員会

の承認を得て実施した。

Ｃ．研究結果

施設アンケートでは、19 施設のうち 18 施

設（94.7％）から回答があった。うち 2施設

は、該当患者がなかった。回答のなかった 1

施設は小児科がなく、小児がん患児を診療し

ている可能性は低いと思われた。以下、回答

が得られた 16 医療機関について結果を示す。

16 医療機関の 2007 年度の小児がん患児の

退院人数は、199 人であった。性別では、男 119

人、女 80人で、年齢別では、就学前（5歳以下）

が 57 人（28.6％）、小学生が 81 人（40.7％）、中

学生が 53 人（26.6％）、高校生が 8 人（4.0％）

であった。施設別では、30 人以上の施設が 3 施

設、10 例以上 30 例未満が 2 施設で、5 例以上

10例未満が 3施設、5例未満が 8施設であった。

就学前と小学生は 90％以上が小児科であった

が、中学生は 81％、高校生は 50％に留まった。

教育支援体制の実態では、小学校は、特別

支援学校（養護学校）の分校の院内学級が 2施

設（11.8％）、近隣の小学校の院内学級 11 施設

（64.7％）、訪問教育が 3 施設（17.6％）で、「な

し」が 1 施設（5.9％）であった。中学校では、特

別支援学校（養護学校）の分校の院内学級が 3

施設（17.6％）、近隣の中学校の院内学級が 3

施設（17.6％）、訪問教育が 9 施設（52.9％）で、

「なし」が 2 施設（11.8％）であった。一方、高等

学校の教育支援を行っている施設はなかった。

長期入院の就学前の子どもたちの教育・遊び

支援は、集団での組織的な支援はなく、担当者

として保育士が8施設 （47.1％）、チャイルドライ

フスペシャリスト(CLS)が 2 施設 （11.8％）、看護

師が 9 施設（52.9％）、ボランティアが 8 施設

（47.1％）、その他の担当者としてホスピタルクラ

ウンが１施設（5.9％）、2 施設（11.8％）で担当者

「なし」であった。

教育支援の対象の条件を設けているかどうか

については、「あり」が 7施設（41.2％）で、「なし」

が 10 施設であった。「あり」の条件としては、１か

月以上の入院見込が多く、中学校のみで条件を

設けて小学校には条件を設けない施設もあった。

また、転校が原則となる施設もあれば、小学生は

体験という形式（転校手続きなし）で院内学級の



通学を認めている施設もあった。

原籍校に復学する際の地元校との連携につ

いては、「スムーズで問題ない」が 11 施設

（64.7％）、「比較的スムーズだが問題もある」が3

施設（17.6％）で、「わからない」が 3 施設

（17.6％）あるものの、「スムーズに行われていな

い」とする施設はなかった。問題点として、学校

の先生と医師等スタッフとの意識のズレ、原籍校

からの反応が乏しい、原籍校から病院へフィード

バック不足、原籍校担任の病気に対する理解不

足などが指摘された。

また、入院中に原籍校と積極的に繋がりを持

つ施設は必ずしも多くなく、半数の施設で院内

学級教諭が連絡を取っているものの、医療スタッ

フが関わっている施設は 3分の１であった。

復学に関する相談対応者は、主に、主治医、

看護師、院内学級の教諭が担当しており、一部

の施設では、ケースワーカー、原籍校の教諭、

臨床心理士、CLS が担当していた。

自由記載で、教育関係者や行政の理解と援

助の必要性が指摘された。市教育委員会と連携

して小・中学校教員を対象に、年１回小児がん

に関する研修会を開催している施設があった。

患者・家族へのアンケート調査では、合計

756 件に送付し、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。悪性新生物の回答者 191 名の疾患名

の内訳は、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。

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

新生物では、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。悪性新生物では、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。

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、自由記載欄では、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）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検討した。アン

ケート結果から、愛知県全体で年間 200 人の

復学支援対象者がいると考えられ、ほぼすべ

ての施設で義務教育課程の院内教育支援が行

われていた。医療関係者は復学時の連携は概

ね円滑に行われているものと理解しているも

のの、入院中の原籍校との連携や関係者の話

し合いは必ずしも持たれておらず、施設によ

って医療者側に意識の較差が見られた。また、

原籍校の教諭間にも意識の差異が見られてお

り、医療者側の対応の標準化や教育関係者や

行政側の理解を高める必要性が認識された。

研究期間の後半では、両者を対象とした研修

会を開催して教育啓蒙活動を行った。今後も

継続的な教育研修が必要であると考えられる。

患者・家族側の教育支援のニーズに基づい

た支援策を検討するために患者・家族を対象

にアンケート調査を行った。調査結果から入

院中に学習面で困難を感じている人が

37.8％に達し、退院後においても 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

が少なからず存在することや、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

期入院した小児がん患者が抱える問題と支援

のあり方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。小児がん診療施設では、義務教育課程

の院内教育支援が行われているものの、医療

者側や原籍校の教諭間に意識の較差が見られ、

教育啓蒙活動の必要性が示唆された。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。
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