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ABSTRACT 

本稿では、行政資料から慢性疾患児の現状を把握した上で、慢性疾患児の社会的自立の視点から教育的

対応の研究動向について文献的に整理するとともに、今後の教育的対応の在り方について一考察を加えた。

近年、医療の進歩に伴い慢性疾患児の病態も多様化しており、慢性疾患児が社会的自立を果たす為にも個々

に合わせた教育活動がきわめて重要な役割を果たしている。しかし、慢性疾患児に関するほとんどの先行

研究は文献研究にとどまっており、実態調査や実践研究が少ないことからも慢性疾患児の具体的な実態把

握が不十分であることが明らかになった。今後は、特別支援学校や通常学校へ通う慢性疾患児の実態につ

いてエピデンスの伴った把握をきちんと行ったうえで、教育的支援の在り方について検討することが重要

な課題である。

1 .はじめに

医療の進歩により疾病構造が変化し(増尾・竹

内， 2011)、長期の生命維持を可能にしたため、

死亡率は低下したものの疾患が完全に治癒するこ

となく慢性化する場合が多くなった。このことに

より、全年齢層において慢性疾患を持って生活す

る人々が増加してきた(中村・下山・阿部， 2006)。

慢性疾患とは、急性疾患に比べて、症候が急激で

はないが、長期間の経過をたどる疾患の総称であ

る(武田， 2006)。慢性疾患に躍っている子ども

について、厚生労働省の行っている小児慢性特定

疾患治療研究事業においては、対象者を18歳未満

(引き続き治療が必要であると認められる場合は、

20歳未満)の児童としている。そこで、本稿では

慢性疾患に掘っている18歳未満の子どもを「慢性

疾患!AJと表記する。

り琉球大学教育学研究科特別支援教育専修
幻琉球大学教育学部特別支援教育講座

慢性疾患児の多くは長期的に医療を受ける必要

があるため、医療費の高額負担や、社会参加の制

約を受ける等の問題が挙げられる。医療費の高額

負担に関しては、「小児慢性疾患のうち特定の疾

患について、研究を推進し、その医療の確立と普

及を図り、併せて患者家族の医療費の負担を軽減

する事業Jとして、小児慢性特定疾患治療事業が

1974年に整備され(厚生労働省， 1998)、医療費

負担は軽減されている。しかし、社会参加の制約

を受けることに関しては、特別支援学校卒業者の

企業等への就職は依然として厳しい状況(加藤.

2008)から見ても、慢性疾患児の社会性の発達と

社会的自立を促す教育はいまだに整備されていな

いことが伺える。慢性疾患児への教育活動は、自

主性、積極性、社会性を養い育てることなど心理

的、社会的発達にもきわめて重要な意義をもっ

(武田， 2006) ことからも、学校教育は決して欠
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かせない要素である。

慢性疾患児に関する研究では、体調管理や医療

的処置を含めた身体的ケアの在り方等、医療や保

健の観点から検討されているものが多い(出野・

大木・小泉ら.2007;木村・棚町・田中ら.2006; 

高木. 2003)。国立情報学研究所 CiNiiにおいて

「医療Jr看護Jr教育Jのキーワードをそれぞれ

「慢性疾患Jとアンド検索したところ、「医療慢

性疾患Jは311件、「看護慢性疾患Jは429件が

ヒットしたのに対して、「教育慢性疾患」は241

件であり、医療や看護の観点から検討されている

先行研究は多いものの、教育の観点から検討され

ているものは少なかった。

そこで、本稿では行政資料から慢性疾患児の現

状を明らかにしたうえで、慢性疾患児の社会的自

立の視点から教育的対応の研究動向について整理

し文献的考察を行うとともに、今後の教育的対応

の在り方について考察し、研究の方向性を提案す

ることを目的とする。

ll. 行政資料から見る慢性疾患児の現状

， .慢性疾患児の現状

(1 ) 小児慢性特定疾患治療事業からみた慢性疾患

児の現状

小児慢性特定疾患治療事業とは、慢性疾患のあ

る子どもの中で、比較的重症な場合に医療費等を

平等に公的支援する事業である(加藤. 2008)。

この事業は、疾患の治療研究を推進し医療の確立

を図るとともに、子どもおよび家族の経済的負担

を軽減することを目的に実施された(来生.2010)。

小児慢性特定疾患治療研究事業においては、対

象疾患を11疾患群、 514疾患に分類している(表 1)。

平成20年度小児慢性特定疾患治療研究事業の全

国登録状況(加藤.2010)をみると、合計101，708

人が登録されていた。疾患群別に見ると、内分泌

疾患が最も多く 27，876人、次に慢性心疾患14，815

人、悪性新生物12，802人であった。子どもが躍り

うる慢性疾患の種類は多く、しかも同じ疾患の子

どもでも症状やその程度は異なることから、子ど

もの状態や条件を正しく捉え、対応の仕方に個人

的に配慮することが重要である。

(2) 内部障害からみた慢性疾患児の現状

内部障害とは、身体障害者福祉法に定める心臓

機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害、勝脱

文は直腸の機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不

全ウイルスによる免疫機能障害の6種類である。

平成18年度身体障害児・者実態調査結果(厚生労

働省. 2008)の身体障害児の推移を見ると、内部

障害は増加傾向にあり、平成18年度の症差では

20，700人と前回の調査実施年度である平成13年度

と比較すると約1.5倍増加していた(図 1)。また、

平成18年度の内部障害児数は身体障害児全体の

22.2%を占めており、その大部分は慢性疾患児で

あると推測される。このことからも、慢性疾患児

への指導法や支援方法について、より一層教育的

対応の充実を求められていると言えるだろう。

表 1 小児慢性特定疾患の分類

疾患群 主な疾患名

1 悪性新生物 白血病、悪性リンパ腫、神経芽胞等

2 慢性腎疾患 ネフローゼ疲候群、慢性糸球体腎炎、水腎症等

3 慢性呼吸器疾患 気管支端息、気管狭窄等

4 慢性心疾患 フアロー四徴症、単心室等

5 内分泌疾患 成長ホルモン分泌不全性低身長症等

6 l陣原病 若年性関節リウマチ等

7 縮尿病 1型糖尿病、 2型糖原病、その他の糖尿病

8 先天性代謝異常 アミノ酸代謝異常、骨形成不全症 等

9 血友病等血液・免疫疾患 血友病、慢性肉芽胞症等

10 神経・筋疾患 ウエスト症候群、結節性硬化症等

11 慢性消化器疾患 H!1道閉鎖症、先天性胆道拡張症等
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図 1 身体障害児の推移

2 臼本の教育的対応

(1) 州弱教育の対象およひ'教育形態

世性疾!よ1児の多くは病弱教行の対象となり、UiIJ

度上は~I~sjlj児とみなされる(平賀， 2010)。学校

教行法施行令第二十二条の三の巾で、病弱者の程

度は、似性の|呼吸総疾忠、肝臓疾患及び判明道疾忠、

J似性新生物その他の狭山、の状態‘が継続して医療又

は生前胤制を必盟とする斜度のもの、身体虚弱の

状態が継続して生前規制を必要とする程度のもの

とされている。また、 t，';o 5) IJ支~学級(病弱 ・ 身体

I"as)sJ)の対s{-K.'の程度は、慢性の呼吸器疾忠その

他疾!心の状態が持続的XはII:J欠的に医療又は生活

を必~とする程度のもの、身体虚弱の状態が持続

的に'-1::7，号の竹:担!を必~とするもの(文部科学省.

2002)とされている。

11j;jIJI)Y~の教育の均について、「病気療養児の教

f打了についてJ(文f部<<部li科ρう学i戸をZI省T当古i、i. 19ω94) では、 病院t守等T手z 

. 
に0併F投しχは隣按する病ω益;捜箆学校(現 :特別支支

t控"s'乍.下戸向4校交)1及火びノイ小lト、.r中h什，，;戸主校の病弱 .身体虚弱特殊学

級 (叩耳別t卜:ヰ村'.'i問i

と述ぺられている.現在、病弱特別支援学校は、

.4-:校のほかに分校や分教室があることが多い。病

1)1)・身体虚弱特別支t虫学級は、小中学校内だけで

なくいわゆる 「院内学級Jとして小児科病練や小

児病似等がある病院|人lにも設世されている。平成

2:l1ドJ%特別支嵯教育資料(文部科学省. 2012)を

みると‘全国の病弱児を対象とした特別支接学校

の設置数は138校、 (ElT:H'，己主生徒数は 19，589人で

あり、特別支援学級の設i白数は1，271";主縦、任m
児童生徒数は2，270人であった。また、教IT基本

法第八十一条第三万ir疾病により披必小の児童放

び生徒に対して特別支般学級を設け、又は教師を

派j立して、教Tfを1iうことができる」 とrYJ，iGされ

ているように、通学問品f~なりG!Ï1に対しては教(:1 1;が

家庭や病院~r，'・eの Jj包設を JJj川する 「i訓1' 1I \J救 ftJ も実

施されている。 平成23年度特別支援教育資料(文

部科学省i.2012)をみると、訪問l教育対象山市生

徒数は2，254人と年々 j円1111傾向にあった。病気や

身体状態がlill復し、 i凶'.1;;'学級において柿j持するこ

とが適切だとみ-えられる病弱教育対象山慌につい

ては、 iffi級による間嶋を受けることができる。平

成23年度特別支般教育資料(文部.f'十字省. 2012) 

をみると、 i泊級による指導を受けている兇む ・生

徒は50人であり、その|人J;tRは自校泊級が15入、他

校通級が33人、巡10011行将が2人であった。;ム，jl)司教

IT対象児の教育は特別支般学校で行われるものだ

けでなく 、峨々な数千t形態であることが(fiJえる。

(2) 学習桁導要領からみた教育的対応

特別支按教育においては、各教科のほかに 「向

立活動j が盛り込まれている。特別支般学校小学

部 ・中学部門主判指j待望:傾(文:'tIi科常行. 2009)、

特別支般教T1.23等部学習指将要領(文部科学省，

2009)では、 1'1<L7;~tJi)Jの íI 憾として 、 r0/;1々 の児

-169-



琉球大学教育学部紀要第82集

童文は生徒が自立を目指し、障害による学習上又

は生活上の困難を主体的に改善・克服するために

必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって

心身の調和的発達の基盤を培う」と明記されてい

る。また、その内容は r1.健康の保持、 2.心

理的な安定、 3.人間関係の形成、 4.環境の把

握、 5. 身体の動き、 6. コミュニケーションJ

の6項目であり、自立活動の中でも児童生徒の社

会性の育成を目的としている。また、具体的な指

導の内容については、「第 3指導計画の作成と内

容の取扱いJの部分において r1.自立活動の指

導に当たっては、個々の児童又は生徒の障害の状

態や発達の段階等の的確な把握に基づき、指導の

目標及び指導内容を明確にし、個別の指導計画を

作成するものとするJr6. 自立活動の時間にお

ける指導は、専門的な知識や技能を有する教師を

中心として、全教師の協力の下に効果的に行われ

るようにするものとするJと示されていることか

らも、系統的な指導法はなく、詳細な指導内容の

作成に関しては担任教師や自立活動の担当教師に

委ねられている現状である。

皿.慢性疾患児の教育的対応に関する研究

動向

国立情報学研究所 CiNiiにおいて「慢性疾患

and教育Jのキーワードで抽出した中から、過去

5年間の先行研究58件をさらに抽出した。抽出し

た先行研究内容を f文献研究Jr調査研究Jr実践

研究Jrシンポジウム等Jrその他Jという方法論

により分類した。「文献研究Jは、行政資料や先

行研究等の総括を行っているものとし、「調査研

究」は、アンケート調査や面接を行ったものとす

る。また、「シンポジウム等Jには、シンポジウ

ムの報告書や学会の記録も含まれる。過去5年間

では、文献研究28件、調査研究14件、実践研究3

件、シンポジウム等 5件、その他 7件と、文献研

究による先行研究が最も多く、実践研究は鼠も少

なかった。

るものが12件、その他16件は慢性疾患児の学校教

育に関する総合的に考察されているものだった。

内容のほとんどが慢性疾患児の現状や課題、教育

的対応ついて記述しているものであり、その中で

も、慢性疾患児の社会参加と社会的自立のための

教育的配慮に関する記述が数多く見られた(加藤，

2008 ;平賀， 2010;角掛・葛西・松田， 2010;武

田， 2010;武田.2011)。慢性疾患児は疾病によっ

て、生活規制、食事規制、運動規制等により、活

動範囲が制限されているため経験の不足や偏りが

生じやすく、これが社会性の発達を遅らせる原因

にもなっている。角掛・葛西・松田 (2010)は、

運動や諸活動への参加の制限を最小限にとどめて、

可能な限り教育活動に参加できるように自己管理

の重要性について述べている。自己管理の目的は、

疾病に権患している子どもの早期の回復や治癒を

目指した治療への支援を行うとともに、快適で楽

しい学校生活を送ることができるよう支援するこ

とである(角掛・葛西・松田 2010)。自己管理

の必要性については、清谷・森 (2012)や武田

(2011)、岩田 (2009)の中でも指摘されていた。

武田 (2010)は自己管理を行うために、自立活動

の時間が有効的であると提案している。先述した

ように自立活動は、個々の児童又は生徒が自立を

目指し、障害による学習上文は生活上の困難を主

体的に改善・克服するために必要な知識、技能、

態度及び習慣を養うことを目的とした特別支援教

育特有のカリキュラムである。武田 (2010)は研

究の中で、自立活動における慢性疾患児の主な指

導内容例を提示しながら、個別の指導計画を作成

し、個々に応じた自己管理の教育方法を考えるこ

とが必要と提案している。

2.調査研究に関する内容

調査研究の14件のうち、 5件は医師や看護師に

対する調査であり、本稿の目的と相違していたた

め対象から外した。対象となる 9件をみると、慢

性疾患児への教育支援方法に関する実態調査が4

件、慢性疾患児の家族関係に関する調査が2件、

就労に関する調査が 1件、ストレスに関する調査

1 .文献研究に関する内容 が1件であった。その中でも、慢性疾患児への教

文献研究の28件をみると、小児がんや慢性心疾 育支援方法に関する調査は、教員に対するアンケ一

息など疾病分類ごとに教育的在り方を提案してい ト調査や面接を行っているものが多かった。
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3. 実践研究に関する内容

実践研究の 3件のうち、 l件は看護師教育課程

に関する内容が 1件、慢性疾患児の保育に関する

内容が 1件、糖尿病患者の医療における療育行動

の在り方に関する内容が 1件であった。実践研究

の3件には、いずれも慢性疾患児の教育的対応に

関する内容は見られなかった。

4. シンポジウム等

シンポジウム等の 5件のうち、医師や看護師の

取り組みが3件、慢性疾患児への対応に関する報

告が 1件、病弱教育の現状と課題について報告さ

れているものが 1件であり、教育的対応に関して

具体的に報告されているものは見られなかった。

N. 考察

1 .現状に関する考察

行政資料からみると、慢性疾患児の数は年々増

加しており、在籍する慢性疾患児のニーズに沿っ

た教育的支援が求められている。しかし、小児慢

性特定疾患治療事業の登録人数は101，708人であ

るのに対して、病弱教育特別支援学校や特別支援

学級に在籍する人数は21，859人であり、病弱教育

のサービスを受けている慢性疾患児は約21%であっ

た。残りの約79%は通常学級に在籍し、必要な支

援を十分に受けられていないことが推測される。

特別支援学校に通えば、指導要領に記載されてい

るように「自立活動Jを通して、個のニーズに応

じた丁寧な指導・支援を受けることができるが、

通常学級へ通っているとそれは困難であろう。ま

た、病弱教育の対象となる子ども達は、その他の

障害児教育の対象児と比較すると、外見上、また、

行動の上でも健常児と変わらない部分が多く(高

木， 1983)、いわゆる「障害児Jといった印象を

受けることが少ない(村上 1993)。周囲の理解

の不十分さ等により症状の悪化を増長することも

ある(笹嶋・芝木・飯塚 1999)。このことから

も、クラスメートなど周囲の人々に子どもの病期

や置かれている状況を正しく理解してもらうこと

が大切である(加藤 2008)。今後は、特別支援

教育対象者のみならず、通常学級へ通う病弱教育

のサービスを受けることのできない慢性疾患児へ

も社会的自立を促す教育的対応を行っていくこと

が重要である。

2.研究動向に関する考察

過去5年間の研究動向から見ると、そのほとん

どは文献研究にとどまっており、調査研究や実践

研究など近年の教育的対応の実態について把握で

きるものは非常に少なかった。文献研究を見ると、

社会的自立をするためにも自己管理が重要な鍵で

あるということが多く述べられていたが、これは

過去5年間に限らず、それ以前の先行研究からも

指摘され続けているものであった。例えば、高木

(1983)は、自分の病状に対する正しい認識、自

己コントロールの力を与えることは慢性疾患患児

に対する重要な目標の一つであると述べており、

村上(1994)は、慢性疾患の子どもたちに自分の

病気を自己管理する能力を形成することが重要で

あり、症状に応じて適切な対処行動を選択し素交

する自己管理能力を獲得させる教育的な働き掛け・

援助の上で効果的であると述べている。 20年以上

前から、自己管理の重要性が指摘され続けている

にも関わらず、現在も有効な教育支援について提

案されている研究はほとんど見あたらない。この

背景には、二つの理由があると考えた。

一つ目は、調査研究や実践研究などの慢性疾患

児の実態を把握する研究の少なさが挙げられる。

この背景には、プライパシーの問題や感染症対策

等、倫理上の問題で学校現場の響戒感が強いこと

が考えられる。慢性疾患児は教育分野だけではな

く、医療分野とも密接に関わっているため、医療

と教育が連携しながら調査や実践研究を行ってい

くことが求められる。また文献研究においても、

教育の観点から述べられた研究だけで考察するの

ではなく、各疾病について医療の観点から述べら

れた研究についても併せて検討することで、慢性

疾患児への教育的対応についてより実効的に考察

することができると考えられる。

二つ目は、慢性疾患児の病態が子ども一人ひと

り異なっており、系統的な教育支援の提案が閤難

であることが挙げられる。先述したように、慢性

疾患の種類が多く、同じ疾患でも症状や程度、随

伴症状、合併症の現れも全く異なる。このことか

らも、疾病ごとに教育的対応を考えることが必要
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であろう。疾病の特性を十分に捉え教育な支援を

行うことで、より具体的な支援方法がみえてくる

のではないだろうか。また、「個別の教育支援計

画」を効果的に使用することも重要である。特別

支援学校では、障害のある子どもへの一貫した支

援を具現化するためのツールとして、「個別の教

育支援計闘j の策定が義務化されることとなった。

慢性疾患児は特別支援教育のサービスを受けてい

る児童と、通常学級に通いそれができない児童が

存在するため、疾病の特性や子どもの実態に合わ

せた教育を同時に行っていく必要があるだろう。

v.おわりに

以上、慢性疾患児の教育的対応について、行政

資料や先行研究から考察してきた。子どもが成人

期に達して自立して社会参加するための教育は欠

かせないものである(加藤 2008) 0 r小中学校に

在籍する『病気による長期欠席者』への特別支援

教育の在り方に関する研究」研究成果報告書(国

立特別支援教育総合研究所 2010)においても、

①学校教育における病気の子ども実態把握の必要

性、②時代の応じた教育的指導法の改善、③小中

学校等に在籍する慢性疾患児への適切な情報提供

体制の構築が、病弱教育の課題として重要である

と指摘され、病弱・身体虚弱児童生徒の実態把握

の方法の開発に関する調査研究や、実態に応じた

支援・指導方法に関する研究を行っている。病弱

特別支援学校や病弱・身体虚弱特別支援学級へ通

う慢性疾患児が社会的自立を果たすための教育的

対応が求められている現在、実態調査や実践研究

を重ねることにより、エビデンスの伴った実態把

握をきちんと行ったうえで、教育的支援の在り方

について検討することが重要な課題である。
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