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はじめに

このハンドブックは、大人になりゆくあなたに、病気とつきあいながら、自分なりの社会参

加のあり方を考えていただくため、参考となる情報を提供することを目的としています。とく

に、進学、就職、結婚、妊娠・出産を考えるときに、必要となる情報の中でも、知っていると

役立つと思われる基本的なことがらを整理しました。また、同じ病気の先輩の声をできるだけ

たくさん集めました。専門的な相談機関や同じ病気の仲間と知り合うための情報も掲載してい

ます。

進学、就職、結婚、妊娠・出産を考えるときは、程度の差はあれ、誰しも迷ったり、不安に

なったりするものです。病気や治療のために進路選択の幅が狭くなる場合もありますし、友人、

恋人や職場の人に病気のことを知ってもらう方がよいかどうか悩むこともあると思います。ま

だ先のことと思われることが多いかもしれませんが、できるだけ早くから考えておく方がよい

と思います。

また、迷ったり、悩んだときは、あなたの病気のことや成長の過程をよく知っていてくれる

医師や看護師に相談してみることをおすすめします。そのほかにも、あなたの親、教師(養護教

諭)やカウンセラーが相談に乗ってくれるのではないでしょうか。からだや病気の状態も、自分

らしさを活かせる事柄も、一人ひとり違うため、あなた自身をよく知っていてくれる人たちの

意見は重要です。また、同じ病気の先輩の体験を聞かせてもらうことも参考になります。

ここに示したことがそのままあてはまるというものではないと思いますので、周囲の人たち

の力も貸してもらいながら、自分自身でじっくり考え、自分なりの判断をしながら、取り組ん

でいってください。
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大人になるということ

大人になるとはどういうことかを一言で言うのはたいへん難しいことです。からだが成熟す

ることや、仕事をして経済的に自立することをあげる人もいると思います。ある人は「お酒が

飲める」というでしょうし、「悪いことをしたら新聞に名前が載る」、「選挙に行ける」という人

もいるでしょう。いろいろなことが、子どもの時とは違ってくるということは確かなようです。

たとえば、「お酒が飲める」とはお酒を飲む自由があるということですが、大人になると「自

分で決められる」ことが大幅に増えます。それは、逆にいえば、「自分で決めなければならなく

なる」ということでもあります。自由になるかわりに責任が伴うと言ってもかまわないと思い

ます。「悪いことをしたら新聞に載る」というのも「行動に責任が伴う」ということを意味しま

す。

選挙に行けるということは「社会に参加する」ということの一例です。学校で勉強すること、

職業をもつこと、ボランティアに参加することも、社会参加の一つといえます。自分を活かす

社会参加のあり方はいろいろです。そのほか、家庭を築き、子育てすることなども、すべての

人がそうするわけではありませんが、大人として大切なこととされてきました。

自立した大人として、一般に大事なこととされていることがらをまとめておきましょう。

① 仕事をして、経済的に自立する

② 自分のことは自分で決める自由がある

③ 自分が決めたこと、自分の行動に責任を負う

④ 社会のいろいろな組織や行事などに参加できる

⑤ 社会のルールを守る

このうち「① 仕事をして、経済的に自立する」に関しては、病気やからだの状態によって

は困難が大きい場合があります。その場合でも、他者の力も借りながら、自分でできることは

見つけられますし、ＩＴ技術の普及などによって社会参加の機会は増えつつあると思います。

こうした環境や機会をいかに活かすかも、大人として大事にしたいことです。

いずれにしても、あなたは、あなたなりの将来像を作っていってほしいと思います。まずは、

いろいろな人たちと出会い、その中で、自分で考え、判断し、行動していくということを大切

にしてほしいと思います。
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自分のからだを知ろう

病気によっては、その病気や治療とうまくつきあい、病気のコントロールができるようにな

ることが必要です。そのためには、自分の病気、治療と生ずる可能性のある副作用、日常生活

で気をつけるべきこと、将来生ずる可能性のある問題などを知るようにしなければなりません。

また、大きな治療は終えて定期検診のみを受けている場合でも、その検診はなぜ必要か、将

来起こる可能性のある病気や障害にはどんなものがあるか、どんな検査をどういう目的で行っ

ているかを知っていることは大切なことです。大人になりゆくあなたには、親の保護から離れ

て、自分で病気や治療、そして日常生活を管理できるようになるために、まずは自分のからだ

のことをよく知るようにしてほしいと思います。資料 1-4「病気と治療の要約」を利用して、ま

ずは、どのくらい書けるか試してみるとよいと思います。自信を持って書けないところもある

かもしれません。分からないこと、あいまいなところは、必ず自分で主治医から教えてもらう

ようにしましょう。不安なまま、放置しておくのは望ましいことではありません。なお、今の

あなたには関係のない項目もありますので、ご了解ください。

ところで、病気や治療のことを考えるといらいらしてしまう、無理解な人がいてつらい、将

来のことを考えると気持ちが暗くなってしまうなど、病気のことが心の重荷になるときがある

と思います。あまりに重荷に感じていると病気ともうまくつきあえなくなってしまうことがあ

ります。そんなときは、あなたはどうしますか？ ひとりで考えることも悪くはありませんが、

周りに相談できる人がいる方が、乗り越えやすくなります。

ぜひ一度、資料 5「ソーシャルサポートチェックリスト」を使って、あなたの周りにいて支え

てくれる人をチェックしてみましょう。とくに進路を考えるためには、同じ病気の友だちや先

輩からの情報が有効だと思います。患者会や家族会などで情報を得ることができますし、あな

たが所属する学校の教師、院内学級の教師、病院の主治医や相談員（ソーシャルワーカー、臨

床心理士など）に相談してみるという方法もあります。病院の相談員は主治医から紹介を受け

るとよいと思います。
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大人の医療への移行(医療の継続)

これを読んでいる方は、小児科にかかっていることが多いと思いますが、いずれ大

人の診療科（内科など）に替わる(移行する)ことが望ましい場合があります。もちろ

ん、子どもの時のことをよく知っていてくれる小児科の医師に継続して診てもらう方

がよいと判断される場合もあるでしょう。いずれにしても、高校生くらいになれば、

一度、主治医に聞いてみることをおすすめします。

移行する場合は、それまで診てもらってきた小児科と移行先の診療科の医師が一緒

に診るという時期をつくることができるとよいかもしれません。

また、病気の状態や合併症・晩期障害*の有無によって、いろいろな診療科を同時

に受ける場合があります。たとえば、女性の妊娠・出産にあたって、経験の豊富な産

婦人科医と、もともとの病気の主治医が協力して対応すべき状態があります。これら

は、主治医に確認するようにしましょう**。そして、複数科の医師同士のコミュニ

ケーションがうまくいくように、あなた自身が積極的に医師に働きかけられるように

なりましょう。

さらに、進学や就職、結婚によって、それまで住んでいた地域から遠くに転居しな

ければならないときは、治療や定期検診をどこで受けるか、必要な場合緊急時の対応

をどうするかなど、十分に話し合い、必要な医療が中断しないようにしましょう。

なお、診療科を移行するとき、新しい病院を紹介されるときは、主治医に紹介状を

書いてもらうと思いますが、自分でも説明できるように努力してください。そのため

にも資料 1-4「病気と治療の要約」が役立つと思います。ちょっとした病気で近所のクリニッ

クにかかるという時も同じです。

＊晩期障害とは、小児がんやその治療が原因で治療終了後に残る障害のことで、何年もたって生ず

る場合があります。

＊＊小児がんの場合、「長期フォローアップ外来」などの名称で、小児科医、内科医、精神科医、

産婦人科医、ソーシャルワーカーなどのチームで診療を実施しているところがあります。
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進路を考える際に大切にしてほしいこと

（１）早くから目的意識を持つようにする

これは病気のあるなしにかかわらず大事なことですが、早いうちに、どんな勉強を

していきたいか、どんな仕事に就きたいかを考えはじめてほしいと思います。そのた

めには、自分の興味のあることに目を向け、いろいろと体験することが大事です。今

の学校生活の中で、できることは積極的にするように心がけてください。

高校や大学ではオープンキャンパスを行って、学校を体験する機会を提供していま

す。また、職場体験なども取り入れられています。こうした機会を活用しましょう。

インターネットでもいろいろな情報を得ることができますが、具体的に進路を考える

場合には、やはり自分の目で確かめることをお奨めします。

体力に自信がないなど、病気のことが気がかりな場合は、患者会などを通して先輩

や友だちから得る情報も役立つでしょう。

（２）自分らしさを見つける

進路を考えるときには、あなたらしさを一番表現できることは何かを見つけるよう

にしてほしいと思います。そのために、病気や治療の都合と切り離して、自分らしさ

について考えてみるということも試みてみましょう。

もちろん、実際の進路を考えるときには、病気や治療とは切り離して考えられない

場合も多いと思います。病気や治療は社会生活を制約しがちですが、その中でも試行

錯誤をしながら、少しずつでも自分らしさを見つけ、活かしていけるとよいでしょう。

若いときの進路選択は、失敗もあってよいと思います。そうした体験を通して自分

の自分らしさを見つけていくことができるわけですから、目先の成功や失敗に一喜一

憂するのではなく、先を見据えて、じっくり取り組んでください。もちろん無責任に

なっては困りますし、同じ過ちを繰り返さないことは大切にしましょう。
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（３）最初から選択肢を狭めない

病気や治療の都合のために選択肢が少なくなってしまうことがあります。たとえば、

通学や通勤距離が長いと体力的に続かない、受験の時期に入院しなければならないの

で受験できないといった場合などが考えられます。これは、どうしようもない場合も

ありますが、前向きに考えたり、積極的に相談してみることで、別の道をみつけられ

る場合もあります。上の受験のことでいえば、入院時期を少し後ろにずらしてもらう、

病室で受験できるように配慮してもらうということが考えられます。もちろん、あな

たは体調が悪く勉強が中途半端なまま受験するのはやめておきたいと思うかもしれま

せん。そのような選択肢ももちろんあります。いずれにしても、最初からあきらめて

しまい、選択肢を狭めてしまうということは避けたいものです。

あなたと一緒に考えてくれる大人や友だちに相談したり、先輩の経験を聞かせても

らい、関係する人たちに働きかけていくことで、あなたを理解する人を増やすことは

できると思います。そして、それが選択肢の拡大につながればすばらしいことです。

（４）長い見通しをもって

進学や就職の時に限らず、分かれ道に遭遇したとき目先のことにとらわれがちです

が、間をおいて考えなおしてみることも必要です。そうすることで、もっと長い見通

しをもって考えることができます。

体力的な問題などから、周囲の人と同じようにはできない、あるいは独力で何かす

るということが難しい場合があると思います。たとえば、通学や通勤時に親に自動車

で送り迎えしてもらわなければならないといったことです。このような制約がある場

合でも、できることは自分でするということは大事にしたいですね。

そして、いろいろな機会をとらえて、自分でできることを増やしていけるとよいと

思います。たとえば、フルタイムは無理でも仕事時間を少し増やす、自宅にいながら

インターネットで発信を始めるといったことがあげられます。

今の生活に自信がついてくれば、次のステップを考えることができます。このよう

にして自分なりの目標を設定し、一つ一つ実現していけるとよいと思います。
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社会人として必要なこと

社会人として生活をしていく上でこれだけは身につけておきたいということがあり

ます。資料 6「社会人として必要なことのチェックリスト」はその一例を示していま

す。あなたは、どのくらいできているか、一度チェックしてみましょう。

ところで、このチェックリストには病気に関わることがいくつか入っています。こ

れについて、少し解説しておきたいと思います。

９「自分の病気のことを理解している」

このことの大切さは 3 ページの「自分のからだを知ろう」の項目で説明しました。

１０「体調の管理ができる」

体調の管理のために何をしなければならないかは、病気と治療、合併症(晩期障害)

の状態で違ってきます。また、専門医にもコントロールが難しい病気もあると思いま

す。

ここでは、自分に任されている事がどのくらいできているかを考えてください。小

児がんで治療を終えていると治療としては何もないかも知れません。その場合でも、

規則正しい生活リズムなど、健康な生活のために欠かせないことがあります。

１１「失敗したり、うまくいかないとき、病気や人のせいにばかりしない」

病気や治療のためにできないこともあるわけですが、何でも病気のせいにするとよ

くありません。病気があることにとらわれすぎないで、うまくつきあえているかどう

かを考えてみましょう。

１２「しようと思えば、自分の病気や治療のことを人に説明できる」

自分の病気や治療のことを誰にでも言えないといけないというわけではありませ

ん。まずは、人に説明できるくらい、自分が理解できているかを考えて欲しいと思い

ます。それから、やはり人に説明しなければならない場合はあると思います。学校や

職場ではケースバイケースですが、結婚する相手ができたときは伝えるべきでしょう。

そんなときのことも少しずつ考えてみましょう。もちろん、だれに、いつ、なにを、

どのように話すかには、簡単な答えはありません。
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交渉のスキルを学ぶ

社会人として生活する上でも、進学や就職のときにも、人と交渉することが求めら

れます。次の例を考えてみましょう。

先天性心疾患の男性が、病気のことを伝えて就職活動をしていた。

面接試験で「うちの会社はけっこう大変だからどうかな？やっていけるかな？」

と聞かれたが、彼は「それは、やってみないとわからないな」と思った。しかし、

「やってみないと分かりません」と言えず、黙ってしまい、悪い印象を与えてしま

った。

この場合は、何が問題でしょうか。「大変というのは、どのくらいでしょうか？」

と尋ねてみればよかった、なんせ黙ってしまったのはよくない、「階段を上がること

はできないけれど、座った作業ならこなせます」と具体的に言えばよいなど、いろい

ろあげられると思います。しかし、皆さんはこのようなときに、質問したり、自分は

これならできますということを言えますか？難しいなと思う人が多いと思いますが、

交渉のスキルは練習することで身につけることができます。

交渉のスキルは、次の要素から成り立ちます。

①相手が求めていることを読み取る

そのためには、下調べや質問が大事になります。

②自分のプラス面を押し出し、できること、できないことは具体的に伝える

抽象的に「できると思います」というのは逆効果になることがあります。

自分にできること、できないことを具体的にまとめることが必要です。

③相手が求めていることと、自分にできることの妥協点を見いだす

どこで妥協できるかは難しいところです。日頃から、いろいろな交渉の経験を通

して学ぶようにしましょう。できないことを断る、決めたら責任をもってやる、

うまくいかないときは、状況を説明し、支援を求めるといったことも大事にして

ください。
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進学

（1）高等学校、専門学校と大学進学者の現状

学校基本調査によれば、我が国の高等学校・高等専門学校への進学率は、この 10

年ほど 97 ％前後と高い水準を維持しています。

また、4 年制大学進学率（浪人を含む）は約 40 ％（男性約 47 ％、女性約 34 ％）、

短期大学進学率（浪人を含む）約 8 ％（男性約 2 ％、女性約 15 ％）で、合計約 48 ％

になります。つまり、半数の人は、大学等で基礎的であれ専門的な教育を受けるよう

になってきたといえます。なお、この 10 年を見ると、男女とも短期大学進学者は減

少し、4 年制大学に進学するものが増加し続けています。これは、出生数の減少によ

り希望者の多くがいずれかの大学に進学できる時代になりつつあることと、学生数の

減少に対応して短期大学が 4 年制大学に移行していることなどが原因です。

さらに、4 年制大学卒業後ただちに大学院に進学した学生も約 10 人に 1 人（理系

では 8 割）で、これらの学生は、より専門的な知識と技能をもって社会に出ることに

なります。大学院進学者が多いのは、大学を出ても就職が難しいことを反映している

部分もあります。

高等学校を卒業後専門学校に学ぶ人も 30 ％前後います。専門学校終了者の方が、

高等学校卒業者よりも正規職員として働く比率が高いと言われます。

いずれにしても、高等学校は職業科でない限り広い教養を身につけるということが

中心になると思います。その後の進路は、特定の知識や技術を獲得することが中心に

なってくるので、自分の興味・関心や適性を考えて、選ぶようにしたいものです。

（２）慢性疾患患者の進学状況

１型糖尿病患者の調査として規模の大きなものに松浦らのもの（1994 ～ 1995 年）

があります（松浦ら 1996）。この調査によると、18 歳以上の１型糖尿病患者 1021 名

の最終学歴は、中学校 3.7 ％、高校卒業 35.8 ％、専門学校 23.5 ％、短期大学 14.9 ％、

大学 21.5 ％などとなっていました。松浦らは、当時の大学等への進学率から、一般

と変わらないと結論しています。

成人先天性心疾患患者の調査として丹羽らが行った調査では、①チアノーゼのない
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グループでは、高等学校卒業者は一般より少ない傾向があるが、短期大学以上に進学

するものは一般よりも多い、②チアノーゼのあるグループでは高等学校卒業者は一般

より少なく、それ以後の進学をあきらめていることが明らかになっています（丹羽ら

2003）。

白血病など小児がんについては調査が十分に行われていませんが、進学時や在学中

に入院治療が必要になった場合、受験をあきらめる、出席日数が不足して留年すると

いった問題が生じがちです。

このように病気の状態によっては、高等学校や大学への進学が難しくなる場合もあ

ります。しかし、病弱養護学校や通信制の学校など、からだの状態にあわせて利用で

きる学校もありますので、教師や主治医に相談し、情報収集をしっかり行いながら、

進路を考えることが大事になります。

（３）学校生活と病気の治療の両立

高等学校にせよ、大学にせよ、学校生活と治療を両立させるには、対処を求められ

るいろいろな課題があります。下表に、代表的なものを整理しました。これは主に高

等学校を念頭においてまとめたものです。これらのすべてをあなたが考えなければな

らないということではありませんが、一度、チェックしてみましょう。今の学校生活

では対処できているでしょうか。うまくいっていないことがある場合は、主治医やカ

ウンセラーなどに相談してみましょう。

なお、病気のために学校に行けないときがあっても、勉強は取り戻せるものです。

自分なりの目標と計画をもって、じっくり取り組んでいくことが大切です。

表１ 学校生活で問題になりやすいことがら

①外来通院・定期検診の継続：
遠隔地になると、とくに定期的な外来通院が難しくなるので、通院できる医療機関
を紹介してもらう必要がある。

②入院治療の場合の学業の継続：
入院中の学校である病弱養護学校に高等部が少ない。高等部があっても、編入するためには、
高等学校を一旦退学することになるので、復学できない可能性が出てくる。＊
こうした対応ができない場合は、欠席が増え、留年することもある。

③セルフケア（検査、服薬・注射、低血糖時の飴など）や体調の管理の継続：
学校は、たくさん子どもたちや教師がいて、プライバシーが守られにくい場である。
また、時間が細かく区切られており、服薬の時間などが決まっていると対応しにくい。
体調変化に柔軟に対応してもらえない場合がある。
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④病気に対する学校からの配慮をどのように得るか：
配慮を得たい場合は率直に依頼するとよいが、理解が得られないときがある。
高校生にもなれば、自分で依頼するようにしたい。うまく行かないときは、養護教
諭、学校カウンセラー、主治医に相談してみるとよい。
学校生活管理指導表がある場合は活用する。ただし、学校生活管理指導表は日常の
学校生活の細かいところまで決められているわけではないので、その時々の状況に
応じて工夫してもらえるよう、自分から、体調などを伝える努力が必要である。
また、学校と話し合うために、下記のパンフレットが役立つかも知れない。
＜１型糖尿病＞ 「のびのび すくすく マイカルテ」
＜小児がん＞ 「小児がんの子どもの学校生活を支えるために」（３分冊）
＜先天性心疾患＞「みんな輝いて 心臓病児の充実した学校生活のために」

（資料 11「社会資源」参照）

⑤教師の理解をどのように得るか：
教科ごとに教師が違うため、担任教師（指導教員）だけが理解していてもうまくいかないこと
がある。これは、学校の置かれている状況によって対応の仕方も異なってくるので、まずは信
頼できる教師（養護教諭）やカウンセラーとよく話し合ってみることが必要である。

⑥友人関係：
薬の注射や服薬、その他のセルフケアを行うとき、カツラや手術の痕など整容的な問題がある

ときなど、興味本位にみられたり、いじめに使われることがある。友だちは病気のことがよくわ
からないので、接し方がわからず、近寄りがたく思っているということもある。
体育の見学などの配慮の仕方によって、教師がひいきしていると思われる場合がある。

⑦単位取得：
出席日数の不足で単位が取れない。
体育実技を見学した場合などで、成績を機械的につけられてしまうことがある。成績が低いと
入試の際の推薦が受けられない可能性もある。

⑧脳機能への病気や治療の影響：
病気や治療のために、理解力や記憶力、集中力などが低下することがある。そのよ
うなことがあるのではと思うときには、まずは主治医に相談して、過度に不安にな
らないようにしたい。
学習に影響が大きい場合は、学校の担任教師や特別支援教育コーディネーター、学
校カウンセラーに相談してみるとよい。主治医の協力も得て、一人ひとりの理解力
や記憶力など、状況に応じた「個別教育計画」を立ててもらう。

⑨その他：

＊高等学校の校長先生と病弱養護学校の校長先生に話し合ってもらい、退院すれば復学できるよ
うに約束を取り付けるということもありますが、病弱養護学校の教育課程が高等学校のそれと

準じていることが前提です。

なお、大学はクラス単位で行動することがあまりありません。そのため友人関係に

ついては気の合う人とだけつきあうということを行いやすい状況になります。もちろ

ん、実際のところはケースバイケースとなるでしょう。

専門の勉強は研究室（ゼミ）単位で行うことが多く、研究室（ゼミ）＝指導教員は

自分で選ぶのが普通です。自分の一番興味のあるテーマで選ぶことができます。ただ

し、人気のある教員の場合は、選択したくても成績で決められてしまうこともあるの

で、どうしても選びたいと思うなら、しっかり勉強するようにしましょう。

健康面については、大学の保健管理センターも活用できます。
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（４）先輩の経験とアドバイス

進学や学校生活における問題を述べましたが、それを乗り越えていった先輩たちは

たくさんいます。ここに先輩たちの経験とアドバイスを紹介します。以下の各章で先

輩の経験とアドバイスを紹介しますが、病気とからだの状態やものの考え方は一人ひ

とり違いますから、あくまで参考としてお読みください。

J さん（40 代・女性・ファロー五徴症極型－修復術後）

学生生活の中で、あなたが一番に優先したいことは、何ですか？

勉強、部活、サークル活動、趣味、友人との関係、からだを休めること、など病気

の状態によっていろいろな答えがあると思います。

青春を楽しむ中で、自分のからだの状態に合わせて、病気と向き合う生活は、健康

な友人や家族とは違うことがたくさんあると思います。配慮して欲しいことがらを、

あなたの周りにいる、学校の先生や友人に伝えてあると、困ったことが起きた時や体

調が悪い時、助けてもらえることがあると思います。理解してもらえる先生、友人、

仲間をつくることは、たいへんですが、自分のからだを理解してもらう機会になりま

す。しかし、自分にできることは最低限、自分の力で行う努力も怠らないで欲しいと

思います。

学生時代に自分自身で決めて行う力を経験しておくことは、大人になって困難に直

面したときに、自信と勇気に変わると思います。

私自身の中学、高校生活は、体調が安定しなかった時期です。高校は自宅と病院に

近い所に進学しました。通学も自分自身の力で通うことができ、病院も近隣にあった

ことで、病気の通院（入院）と学業とサークル活動を両立させながら、身体を管理す

ることができました。

短大進学では、将来社会に出ることを意識し資格を取得するために、また体調が安

定したこともあり、親元を離れ寮生活を選びました。（通院は、3 ヶ月に一度、帰省

して受診）

健康な先輩や同期の友人たちと 24 時間、共に過ごす生活は、体力的なハンディと

精神的なギャップは多くありました。しかし、寮生活の利点で、多くのサポートもい

ただきながら、日常生活を健康な仲間と過ごすことで、病気に甘えることなく、さま
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ざまなことを吸収する機会に恵まれ、学生時代に培われた経験は貴重な時間でした。

親元を離れたことで、養われた力は大きかったと思います。

また、社会人になった後、2 年間の通信教育にも挑戦しました。通信教育は自宅で

自分のペースで勉強を進められます。療養生活しながら学べるメリットは大きいです。

レポート提出、スクーリングの出席の義務など、単位の取得は自分自身の学習意欲に

左右されます。しかし、通信教育はスクーリングなどで幅広い年齢層の方と出会え、

社会的な視野を広げられます。

無理せず、夢に向かってマイペースで身体と相談しながら、自分に適した学生生活

を充実させてください。

※資格取得に際して、教育内容により医師の診断書提出を求められることもあります。

F さん（30 代・女性・先天性心疾患－フォンタン術後）

重い心疾患のため小中学校は半分も行けず、高校も通信制に進みましたが、当時は周りと同じにし

たいという思いが強く、スクーリングのたいへんさにも自分でどうにかしなければと一人で悩みを抱

え、結局リタイア。もう少し周りの力を借りることを考えていたらよかったと思います。

今はからだに負担のかからない勉強の場も選択肢が増えましたし、周りより遅れたからといって諦

めないでください。私も体調の安定した 20 代半ばになって放送大学に入学。10 年の在学期限をフル

に生かし(別に休学期限もある)、卒業を目指しています。通学の機会が少ない中でも、さまざまな状況

の方がそれぞれがんばっておられる様子に出会い、励まされ、サークルを通じて大切な方と知り合い、

視野も広がりました。ようやく卒業も手に届くところまで近づき、卒業式に出る日を夢見ながら進ん

でいます。

※放送大学、一部の通信制大学などでは、高校卒業の資格がなくても、特定の単位を取得することで

その大学の卒業をめざす正規の学生として入学できる制度を設けています。

Ｍさん（30 代・女性・ファロー四徴症極型－根治手術済み）

大学院に進学するとき、はじめて寮で一人暮らしをすることになりました。寮の部

屋割りがあらかじめ届きましたが、院生の女子は 3 階と 4 階に決められており、4 階

の部屋が当たっていました。「4 階に暮らすなんて、生活できない」と思い、大学院

行きを半ばあきらめかけましたが、主治医にも一筆書いてもらい、「階下の部屋にし
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てほしい、そうでなくてはせっかくチャンスを得たのに学生生活を断念しなくてはな

らない」と嘆願の手紙を出しました。大学からすぐに返事が来て、大学生の女子の棟

の 1 階に変更してもらえることになりました。

いろいろ困難があっても、あきらめないことが大切だと思います。

表２ 先輩からのひとこと（高等学校編） アンケート 58 通から得られた回答を整理

1 型糖尿病

＜一般的助言＞

高等学校の生活を楽しんでください·

＜病気から自由であること＞

別に気にせず過ごすこと·

気にせず普通に生活して欲しい·

気にすることは何もない。病気のことを気にしていたら楽しめない！·

自分は特別だという感覚は持たない。自分で管理すれば普通の人と一緒！·

病気に臆することなく、のびのびと自分のやりたいことをやり遂げてください·

自分が病気だからといって引け目に感じず楽しく学校生活をして欲しい·

病気を自己管理し、普通に学校生活を楽しんで欲しい·

さぼり癖がつかないように注意！·

＜セルフケアできること＞

自己管理をきっちりすること·

コントロールできるのならば、その状態をキープできるように努力する·

当然後ろ向きより、前向きに考えて、腹が減ったら量を多少気にしつつ食べる。そして動いて·

消化する。制限はあるものの、食べられないものはないから、食べたら動く。動けなければ、

三食のどこかでその分を減らす。がまんしてでも。とりあえずがんばれ。それしかない！

＜対人関係への助言＞

恥ずかしいと思わない。自分一人が苦しんでいると思わない。素直に心を開く交友関係を築い·

てください。

病気のことは、「相手に言う必要性」も「言わない必要性」もある。自分が説明することが大切·

である。大変かも知れないが必要なこと

保健の先生とかいろんな先生と仲良くすると、困ったときにスムーズ·

信頼できる先生、友だちを作り、気をつけてもらう·

注射を打っているとき、友人から「何それ？なにしてるの？」と聞かれても、正直にきちんと·

話して少しでも理解してもらう方がよい

全員に言うこともないけど、いつも一緒にいる友だちには自分の病気のことを最初に積極的に·

話したら、気持ちが楽になると思う

低血糖時に机に伏せていて、寝ていると勘違いされたので、教員にそのことを伝えておいた方·

がよいと思われます

病気のことをオープンにすべき·
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小児がん（白血病）

＜一般的助言＞

自分から楽しもう·

＜自分のペースで＞

無理をせず、自分というものをしっかり通し、自分のペースで学校生活を送ってもらいたい。·

何歳までに卒業して、職についてなんて決まりはないのだし、世間の流れに無理に乗ろうとせ

ず、何年かかってもいいから、自分のペースを貫いてほしい。からだが一番大事、後に後悔し

ないために

無理をしすぎない程度に、自分のやりたいこと、興味のあることに取り組んでください·

＜対人関係への助言＞

自分自身のことは、自分から理解を得られるように行動をとるべきだと思います·

先天性心疾患

＜対人関係への助言＞

隠したければ隠せばいいし、隠したくなければ言えばいい。親しくなった人には言うべきだと·

思う。信じなければ、信じてもらえないから

自分のからだがどれだけつらいかは自分自身しか分からないから、できることはできる、でき·

ないことはできない、つらい時はつらいと、自分の意思をきちんと伝えること。私はなかなか

伝えることができなかったので・・・

表３ 先輩からひとこと（大学編） アンケート 58 通から得られた回答を整理

1型糖尿病

＜一般的助言＞

大学生活を楽しんでください·

自分のめざすものに向かい一生懸命取り組んでください·

基本的に自由なので、問題はないと思われます·

＜病気から自由であること＞

普通に過ごす·

病気のことは言わずに普通に生活してください·

自分でできることは自分で！ できないことは無理をしない·

ＤＭを理由にやりたいことをあきらめないで欲しいです·

＜セルフケアできること＞

大学は自分のペースで生活が送れるので学校生活は高校などよりもコントロールしやすいと思·

う。けど、逆に今までのペースが崩れるので自分でセーブしていって欲しい

＜対人関係への助言＞

大学は自由だから別に自分が病気であることを述べなくてもいいと思う(倒れる人は別だけど)·

病気であることを隠す必要なんてないです。たまに理解してくれない人にも出会うかも知れま·

せんが、最近ではＩＤＤＭの人が増えたこともあり、周囲の理解は昔に比べてよい方向性があ

ると思われます。堂々としていれば、何も言わないし、むしろ理解してくれる人が出てきます

よ
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小児がん（白血病）

＜一般的助言＞

楽しもう·

＜病気から自由であること＞

自分は病人だから・・・とか思わずに周りの友だちと楽しく過ごす·

＜自分のペースで＞

無理して皆についていこうとせず、自分のペースでがんばるように·

無理をしすぎない程度に、自分のやりたいこと、興味のあることに取り組んでください·

先天性心疾患

＜一般的助言＞

私の病気はとくに制限もないし（手術前に体育ができなかったくらい）思う存分のびのびと生·

活してください

（５）進学の選択肢

ここで進学の選択肢を整理しておきましょう。

「単位」という言葉が出てきますが、ある科目を決められた時間受け、試験に合格

した場合に取得できるものです。たとえば、高等学校は通常３５時間の授業を受け、

試験に合格すると１単位を取得できます。決められた年数在籍し、決められた単位数

を超えて取得すると卒業が認められます。

１）高等学校等

□高等学校：

全日制課程、定時制課程、通信制課程があるので、状況・希望に応じて選びます。

通信制高校は家で学習し、レポートを提出、試験を受けることで単位を取得でき

るので、自宅や病院で療養している場合に向いています。ただし、週１回のスクー

リングを受けに学校（遠隔地でも受けられるように、大きな町にエクステンション

センターを設けているところがある）に行く必要があります。（少数ながらスクー

リングは病院まで教師が出向くシステムをもっているところもある）

単位制高等学校は、学年による教育課程の枠がなく、学年毎の進級の認定がない

ため、留年はありません。最終的に卒業に必要な単位を取得すれば卒業の認定が受

けられるため、学習計画を柔軟に立てることができるという利点があります。
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最近、科・コースが多様になってきていますので、地元にどのような科・コース

をもつ高等学校があるか、情報を集めて検討する必要があります。

□高等専門学校：

６年間の学習で、準学士（短期大学卒業と同じ）を取得できます。

□特別支援学校（病弱養護学校）高等部：

入院治療など日常生活の制約が大きい場合に利用できる学校です。在籍条件に、

併設している病院に入院（通院）していることなどがあげられていることがありま

すので、確認してください。また、全国的に数が少ないこと、退院したときに高等

学校に再度編入することが難しいなど、入退院を繰り返す場合には利用しにくい面

があります。

なお、高等学校を卒業していない場合、試験によって高等学校卒業と同等の学力が

あるかどうかを国が認定する大学入学資格検定（大検）があります。これに合格する

と高等学校を卒業していなくても大学を受験できます。単位制高校では、大検で合格

した科目を学校の単位としても認定することもあります。

２）大学

□短期大学、4 年制大学

短期大学、4 年制大学は、いろいろな学部（学系）・学科に分かれて、専門的な

知識や技術を学ぶ学校です。短期大学は通常 2 年から 3 年の期間学び、卒業すると

準学士を得ます。4 年制大学は 4 年間学び、卒業すると学士を得ます。

また、専門により、細かくコースに分かれる場合があります。これは、受験時に

決めておく必要があるところと入学後に決めるところがあります。

最近はユニークな学部や学科を設けたり、他の大学の講義を受けることができた

り、入試の方法も多様化しているので、情報収集をしっかりして、理解を深めるこ

とが大切です。

□科目等履修生・聴講生

いずれも大学に入学しないで講義を受けることができます。科目等履修生は聴講

生と違い、講義を受け試験に合格すると単位を取得できるものです。こうして、一
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定の単位を取得すれば学位授与機構に申請して、学士を得ることもできます。

□通信制大学

自宅にいながら学習できます。高等学校と同様、スクーリングは大学（あるいは

エクステンションセンター）で受けなければなりません。

（６）受験のために

進学先を決めるためには、いろいろな情報が必要です。下記の点の情報収集は不可

欠です。

□外来通院・定期受診の継続：

進学先が遠くなる可能性がある場合は、外来通院・定期検診を受ける病院につい

て、主治医と相談しておきましょう。

□進学希望先についての情報収集：

インターネット、説明会(オープンキャンパス)、体験入学を積極的に利用して、進学希望先

に関する情報を集めましょう。大学の教員が高等学校に出向き講義をすることも増えている

ので、興味があるものは積極的に受けておくとよいと思います。

最近、入学試験の方法が多様化していますので、それぞれの入学試験の趣旨、内容と方法、

時期、手続きなどを調べておきます。どの入試を受けるかは、親、担任教師・進路指導の教

師とよく話し合ってください。

ところで、兄や姉が進学希望先にいれば、役立つ情報を得ることができるでしょう。また

患者会・家族会や院内学級の教師などから、進学希望先の学校に進学した先輩の経験を聞か

せてもらうとよいと思います。

□学校側に、どこまで話しておくのかを決める：

学校側に病気のことをどこまで伝えるかは、病気や治療の状況、さらにあなた自

身の考え方で違ってきます。まったく伝えないでよい場合もありますが、学校でセ

ルフケア（検査や服薬など）をしなければならない場合、体力的な問題などで配慮

が必要な場合は、説明して、理解を得る方が望ましいと思います。その場合、いつ

誰にどこまで話すか、主治医、信頼のおける教師などに相談してみるとよいでしょ

う。また、診断書や推薦書をもらうということも考えてみてください。
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就職

（１）最近の就職事情

最近の高校生、大学生の就職事情は、なかなか厳しいものがあります。年度末の 3

月に就職希望者のうち就職が内定（採用予定）している者の比率を就職内定率といい

ますが、2003 年 3 月の高校卒業者では 90 ％でした（平成 15 年版国民生活白書）。

つまり 10 人に 1 人は就職を希望していても決まっていないということになります。

同年の大学卒業者も 93 ％弱です（平成 15 年版国民生活白書）。こうした傾向は 1990

年代に顕著になり、最近若干の改善が見られるようになりましたが、まだまだ続いて

います。こうした中で、いわゆるフリーター(パートやアルバイト、働く意志がある

けれども仕事がない人）が増えています。

また、企業は新卒者を採用して教育するよりも、すでに働いた経験を持ち特定の技

能を持つ人を採用するようになってきています。こうしたことも影響して、高校生や

大学生も、仕事に直接役立つ知識や技能を求める人が増えているように思われます。

学校は、仕事に役立つことだけを勉強するところではありませんし、幅広い教養と広

い視野をもった判断力は仕事をする上でも大事なことです。

仕事に役立つ知識や技能も、幅広い教養も、いずれも、たやすく身に付くものでは

ありません。日頃から目的意識を持って、学習やいろいろな体験を積み重ねていくよ

うにしましょう。

なお、フリーターで働く場合、いろいろな職場体験ができますが、高度な技能を獲

得するには不利であるとも言われています（平成 15 年版国民生活白書）。任される

業務によって違ってきますが、参考にしてください。

（２）慢性疾患患者の就労状況

慢性疾患患者の就労状況について、いくつかの調査結果を整理しました（資料「各疾患患者(経

験者)の就労状況」）。表からは、次のようなことが分かります（ただし、年齢構成や調査時期の

違いがあるため、結論的なことは言えません）。
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①子どもの頃に発症した１型糖尿病のグループ、白血病(経験者＝治療を終えている)のグルー

プ、先天性心疾患で心内修復術を終えたグループの若い人たちの就職率は、2001 年の若年

者（15 歳から 34 歳までの人）の雇用状況と大きくは変わらないと考えられる。ただし、

失業率は若干高めである

②チアノーゼ型未修復先天性心疾患患者の就職率は、若年者一般と比べ低い水準である

チアノーゼ型未修復先天性心疾患の方は体力的に日常生活に支障が大きく、仕事に就くこと

も困難になりやすいことが分かります。このような状況は、１型糖尿病の方ではほとんど見ら

れないと思います。白血病経験者の場合は晩期障害の程度によって、日常生活に大きな支障が

生ずる場合があります（資料 8「小児がんの晩期合併症」）。どのような支障があるか、また将来

出てくる可能性があるかは一人ひとり違いますから、今の状況や将来的な見通しについては、

主治医とよく相談してください。

この表にはない問題として、１型糖尿病では将来的にいろいろな合併症が出てくる可能性が

ありますし、先天性心疾患では大人になってから再度手術を要する状態になることもあります。

白血病ではまれに２次がんが発生することがあります。順調に来ていたところで生ずるこうし

た事態が就労にどのような影響を与えるかについては明らかになっていません。長期の入院治

療を要することになると、正規職員であれば一定期間の休職が可能ですが、パートタイマーや

アルバイトでは気に入っていた仕事でも中断せざるをえず、さらに復帰の保障がなくなる可能

性があります（社会保険による所得保障等は資料9-10参照）。

さらに、小児がんの中でも、脳腫瘍や骨肉腫など、病気や治療の結果として日常生活に大き

な支障が生じやすい病気があります。

（３）就職率には表れない困難

病気が日常生活に大きな支障がある状態でない場合、就職率に大きな差がありませ

んが、失業率は若干高いようです。また、それでは就職するときに困難がないかとい

えば、そうではありません。少なくとも、下記のような困難は遭遇しやすいものと思

われます。

①病気があることが就職に不利に働く

②就職後も周囲の理解を得にくい
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③定期検診時に休めない

④同じことをしても疲れやすかったり、体調を崩しやすい場合がある

⑤体調が悪くても休めない。無理して体調を悪くする

⑥病気のことを言わないで就職した場合、無理をしがちになる

１型糖尿病では、就職したときに、仕事中心の生活に慣れず生活リズムが狂い、血

糖コントロールが難しくなることがあります。会社は仕事の結果を求めますから、ど

うしても無理をしがちです。もちろん、会社が体調に応じた働き方を認めてくれたと

いうケースもあります。あきらめないで自分にはどれだけなら働けるということを言

うことも大切です。会社の人も病気のことは知らないことが多いので、これだけでき

るということを知ってもらうことが大事になります。そこで一番問題になるのが就職

する際に病気のことを会社に言うかどうかです。

会社に言う方がよいのか、言わない方がよいのか、という問いに対して、どちらが

正しいと答えることは難しいことです。言うにしても、何をどのように言うかで、相

手の受け取り方が違ってくる可能性もあります。一人ひとり自分で判断して決めなけ

ればならなくなります。また、会社が実施する健康診断で分かってしまうこともあり

ますので、いつか説明しなければならないときが来ることも頭に入れておきましょう。

下記に、伝えた場合とそうでない場合の利点と問題点を整理しましたので、参考に

しながら、自分ならどうするか、少しずつ考え始めるようにして下さい。

表４ 職場に病気のことを伝える場合、伝えない場合の利点と問題点

選択肢 利点 問題点

伝える □隠し事がないと思える □（病気だから～などと）先入観を
気兼ねしなくてよい もたれることがある。病気を誤解

□からだにあった仕事が得られる可 する人がいる
能性がある □所属する部署が変わったり、上司

□定期検診時や体調が悪いときの休 が変わるたびに言わなければなら
みにくさが減る ない

□気兼ねしてしまうことがある

伝えない □先入観をもたれない □隠し続けなければならなくなる
誤解を受ける心配がない □会社で行われる健康診断や健康保

□説明する苦労がない 険の使用によって、病気であるこ
□特別扱いを受けない とが会社に分かってしまうのでは

ないかという不安がつきまとう
□からだにあった仕事が得にくい
□定期検診時に休みにくい
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（４）先輩の経験とアドバイス

就職に関して厳しいことをたくさん述べてきましたが、こうした困難を乗り越えな

がら、仕事にやりがいをもって日々を過ごしている先輩がたくさんいます。以下に、

先輩たちの経験とアドバイスを紹介します。

J さん（40 代・女性・ファロー五徴症極型－修復術後）

正規職員の採用試験には医師の健康診断が行われることが多く、この時点で病気が

採用のリスクになることもあります。私は、学生生活を終えた 20 代の時は、正規職

員は体力的な問題、通院、突然の入院があることも念頭に入れました。自分のからだ

が正規職員の規定である週 40 時間の就労は無理であったため、非常勤職員で週 30

時間の事務職（総合職）として 3 年間勤めました（1 年毎に契約を更新します）。そ

の時は、病気のことは詳しく伝えませんでした。前向きな姿勢と仕事に対しての責務

と意欲を重視されていたので、無理していた部分もありました。しかし、理解ある職

場の環境であったと思います。

現在は、体力が衰えたことで、障害者雇用枠（健康診断書提出と身体障害者手帳の

提示を求められました）で雇用されています。週 20 時間、月 80 時間以内のパート

職員です。（この場合、雇用保険のみ加入。週 30 時間、月 120 時間以上ですべての

社会保険に加入できます）面接時に職種や仕事の内容を含め、詳細に雇用側と面談し

ました。

仕事においては責任を担う職種、部署にあり、短時間の勤務時間内で仕事の処理を

要求される苦労もありますが、責務を担うことで、責任とやりがいの上に達成感を得

られることが多くあります。時間の使い方なども含め、仕事と家庭の両立できる仕事

に恵まれたと思います。障害者枠の採用であったことで、人事と所属部署との連携が

あったこと、また職種が適したためと思います。

主治医と上司のお二人からは、＜健康管理も仕事の一部＞という言葉をいただきま

した。これは、健康な方にも共通する言葉ですが、病気と上手に付き合いながら、社

会に参加できることで得られることは、大きな意味を持つと思います。

仕事に就くことは、責任や人間関係等、学生時代とは違う、社会人としての自覚が

要求されます。学生のときに、自分の行動できる範囲で、さまざまな体験を通して社
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会的なモラルを身につけることを、社会に出る上で大切にして欲しいと思います。

F さん（30 代・女性・先天性心疾患－フォンタン術後）

ハローワークの障害者向け面接会で勤め先をみつけました。パート扱いの求人

で 9 時～ 5 時とあるところ、体力的に短時間勤務しかできないことを訴え了承い

ただき、会社近くに緊急時対応の病院を確保、不安を極力減らす工夫をして勤め

始めました。(健康診断書は必要なく、通院先や病状はすべて自己申告、医務室の看

護師が把握)

最初は周囲と同じに動けない自分にどれだけのことができるかわからず、職場の

方々も戸惑ったようですが、配慮し受け入れてくださり、一緒に過ごす中で自信と持

ち場ができました。体調を崩さないこと、できることを一つ一つやることで信頼をい

ただき、仕事の幅が増えました。その分体調との折り合いも難しくなり、判断に

迷うことも多く、悩みはつきませんが、できることを力一杯やる幸せを感じてい

ます。

表５ 先輩からひとこと（就職編） アンケート 58 通から得られた回答を整理

1 型糖尿病

＜一般的助言＞

がんばって（学生・アルバイト）·

自分にあったやり方を探してください(学生・アルバイト)·

もっと楽に仕事ができたらいい（栄養士）·

＜病気から自由であること＞

リンキオウヘン。ケースバイケースで！（アルバイト）·

がんばるときはがんばり、力を抜くときはぬく（医療・技術職）·

人以上に無理をする必要はないが、ＤＭだからという理由で甘えるのも間違っていると思う(学·

校・司書)

＜セルフケアできること＞

まずは自己管理をしっかりすること（製造業・事務職）·

体調の管理は自分の責任（医師）·

＜対人関係への助言＞

病気のことはとくに言う必要はないと思う（印刷業・技術職）·

注射は堂々とすること。隠す必要性はなし！ 文句言う人には言わせておけばよい（言われた·

ことはありませんが・・・）（建設業・技術職）

病気のことは、「相手に言う必要性」も「言わない必要性」もある。自分が説明することが大切·

である。大変かも知れないが必要なこと（公務員・技術職）
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職場の人全員に話すことはないが、限られた人（同期や心の許せる人）には病気のことを話し·

ておいた方が、安心して仕事ができると思う。低血糖時の対処など助けてもらえることもある

ので（製造業・事務職）

病気であることは積極的に伝えるべきだと思う（学生・アルバイト)·

病気のことは話した方がよいと思う。病気だけを理由に不採用にする企業はたかがそのレベル。·

（行政もそうだ）病気を思わせない明るさで仕事を見つけて欲しい（福祉・ケアマネジャー）

面接の際に必ず病気のことを伝えた方がよいと思われます（製造業・技術職）·

助けて欲しいときは人にお願いをしてもいいと思う。仕事によっては人の助けも必要（美容師）·

小児がん（白血病）

＜病気から自由であること＞

病気をしたからって恥ずかしいことじゃないし、胸を張り堂々としていいと思う。確かに病気·

のことを話したら就職ができなかったりするかもしれないけれど、前向きに生きよう。がんば

れ！（医療・看護師）

＜セルフケア・自分のペースで＞

自分の身体の状態に見合った職場を選んで行動を起こした方がいいと思います。無理な職場を·

選んでも損をするのは自分ですから（小売業・事務職）

職場に自分をあわせるのではなく、自分の条件に合わせられる職場を可能な限り探すこと。自·

分のキャパシティ以上のものに手を出すと自分にも周りにも悪影響が出る可能性がある。仕事

をする以上、責任が発生するのだから（運輸・通信業）

ストレスをためないように自分のペースでやる（事務職）·

就職後、体調管理はしっかりすること。仕事時体調が悪ければ無理をしないで早退させてもら·

うなどの理解がある職場だといいです（板金塗装業・技術職）

＜対人関係への助言＞

かくさず、はっきりと伝えた方がよい（保育士）·

就職を考える上で一番悩むのは、やはり相手側（就職先）に自分の病気のことを話すか、話さ·

ないかという問題であると思う。話すかどうかは個人個人の判断によると思うが、私の個人的

意見としては伝えるべきだと思う。相手側に病気のことを伝えることによって、働きやすい環

境（定期検診に支障なく行けること、体調の悪い日は早く帰られること）となるのではないだ

ろうか（福祉・生活支援員）

自分の現状を理解しての職選び。病気への理解がない職場だと厳しいこともある（板金塗装業・·

技術職）

先天性心疾患

＜対人関係への助言＞

病名がなんだか重病っぽいので、たいしたことはないということをアピールした方がいいかも？·

と思います（小売業）

就職活動する時は、必ず自分のからだのことを話さなければなりません。私は社員ではなく、·

まずアルバイトとして仕事をし、会社側から正社員としての話をいただきました。自分のでき

る範囲で一生懸命がんばっていれば、必ず誰かみていてくれます。周りの人が何を言おうと、

自分なりにがんばってほしい！！（製造業・事務職）
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（５）いろいろな仕事

ここで、先輩達が開拓してきた仕事にはどのような形態があるかを整理しておきま

しょう。

会社勤め：正社員の他に、パートタイム・アルバイト、派遣社員などの雇用形態が□

ある。身体障害者手帳をもつ場合、障害者枠の採用という選択肢もある

自営業：家の仕事を手伝ったり、自分で会社を作って仕事をする(起業)□

難病者の共同作業所：体調に合わせて仕事をしたり、仲間と楽しい時間を過ごす。まだ数は□

少ない

その他□

近年の IT 技術の普及で、インターネットに接続できるコンピューターを用いて仕

事をすることが増えています。インターネットにより人件費の安い海外の人材を使っ

て仕事をする企業も増えていて、日本にいる人にとっては厳しい部分もありますが、

家にいながら仕事ができる可能性が増えているということは、歓迎してよいことと思

います。このように体調に応じた仕事の選択肢は増えつつありますから、積極的に情

報を集めるようにしましょう。

（６）就職するときにしておくべきこと

さて、皆さんは、少しずつどのような仕事が向いているか考えなければなりません。

それを探りあてるのはなかなか難しいことです。親、学校の教師、院内学級の教師、

病院の主治医、同じ病気の先輩に助言を求めることも大切ですし、適性検査を参考に

するのもよいでしょう。しかし、最後は自分で考え、自分で決めるということになり

ます。その作業はけっこう大変で、いらいらしたり、落ち込んだりすることもありま

す。こうしたときに大事にしたいのは、一度決めたことはある程度結論が出るまで変

えないということです。簡単にあきらめてしまうと、同じことを繰り返してしまうこ

とになりがちです。

ところで、企業が高校卒業者に求める資質は、①基本的な生活態度、言葉遣い、マ

ナー、②チャレンジ精神、③一般常識と教養であるといわれています（平成 15 年度

国民生活白書）。大学卒業者であれば、これらは当然あるべき資質ということになる
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でしょう。これらの資質を身につけるには日頃の努力が必要です。

その他、決めておかねばならないこと、練習しておくとよいことをまとめましたの

で、参考にして下さい。

□外来通院・定期検診を受ける病院について、主治医と相談しておきましょう。大き

い会社では、いろいろな所に職場を持っていますからどこに配属されるか分からな

い場合もありますが、ある程度のめどはつくと思います。

□病気のことを伝えて就職試験に臨むかどうかを決めておきましょう。

伝える場合は、どのように伝えるかを考えなければなりません。また、主治医や担

任教師からの推薦文をもらえるとよいと思います。

□病気のことは、一部の人だけであっても、いつかは説明しなければならないときが

あるかもしれないので、自分なりにどう説明するかイメージしておくとよいと思い

ます。

□病気のことを伝えて就職試験に臨む場合、就職試験の勉強一般に加え、面接で病気

のことを尋ねられたときにどう答えるかをよく考え、練習をしておくべきです。
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自宅・病院で療養を続ける

（１）社会参加の機会を大切に

病気やからだの状態によって、ほとんどの時間を自宅で生活しなければならない場

合があります。また、病院に入院して管理しなければならないこともあります。こう

した状況の中でも、いろいろな形で仕事をしたり、趣味を活かした生活をしている人

がいます。たとえば、絵を描いたり、本を書いたりしている人がいますが、知ってい

る人がいるでしょうか？ 一度調べてみて下さい。

描いた絵や本が売れるようになるのは簡単ではありません。しかし、趣味を通して

友だちができると生活に張り合いがでます。自宅や病院での生活は、人間関係が狭く

なりがちですから、友だちづくりの機会は大切にしたいものです。

携帯電話で友だちとメール交換を楽しんでいる人は多いのではないでしょうか。ま

た、インターネットを使えば、同じ病気の人同士、また病気とは関係なく、いろいろ

な人々と知り合い、交流する機会を作ることができます。可能であれば、地域の趣味

のサークルに出かける、通信教育を受けるといったこともよいと思います。まだ少な

いですが、難病患者の共同作業所も体調に合わせて参加できる場の一つです。

なお、インターネットによるコミュニケーションは、プライバシーが守られにくい、

メールや掲示板の書き込みが誤解を生みトラブルの元となりやすいなど、問題もあり

ます。ネチケット（インターネット利用におけるエチケット）を守りながら、コミュ

ニケーションを楽しめるようにしましょう。

ところで、最近、同じ病気の人たち同士の交流の場が増えています。小児がんの「フ

ェロー・トゥモロー」、心臓病の「心友会」など、大きな規模の会もありますし、１

つの病院の中で開かれていることもあります。病弱養護学校や院内学級では、同窓会

を開いているかも知れません。このような場では、同じ病気の人たちのいろいろな情

報を得ることができると思いますので、参加してみてはいかがでしょうか。
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（２）先輩の経験とアドバイス

F さん（30 代・女性・先天性心疾患－フォンタン術後）

家にいると、気持ちも萎縮しがちになりますが、楽しみはありますか？できること

をしていますか？

不安が大きいと、わかりあえる病気の仲間を求めたくなります。そこで不安を解消

することも力になりますが、他のことで得た人とのつながりは、もっと広い世界に誘

ってくれます。いろいろな考えの人がいますので、多くの人と知り合う中であなたを

病気を含めて普通にみてくれる人、頼りになる友人もみつかるでしょう。

学校に通えなかった私は何事にも自信がなく、自分はダメだと思うことも多かった

のですが、趣味のサークルの手伝いから、社会に出る自信と大事な友人を得ました。

友人には、親元を離れ仕事に就く時の引っ越しの手伝い、健康な周囲の視点からの

感じ方や助言などをしてもらい、とても助かりました。

ささやかなことでも、まずはできることから自分を広げていってください。
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恋愛・結婚について

（１）恋愛と結婚

恋愛と友だちづきあいの違いは何でしょうか？二人の人が異性として惹かれ合うようになり、

個人的につきあうという合意ができれば恋愛といえるのかもしれません。その人にとっての恋

愛の重みや、どういうつきあいをしていくかは、その人と出会う人の価値観が関わることです。

いずれにしても恋愛は、心を豊かにしてくれると思います。また、恋愛（失恋も含めて）を通

して、パートナーのこと、そして自分自身をより深く理解することができるとよいですね。よ

り深くお互いを知ろうとすれば、自分の病気のことをパートナーに伝えるかどうか悩むときが

あると思います。あなたはどう考えますか？つきあいの程度で違うでしょうし、いろいろな考

え方があってよいと思います。考えたことがない人も、少し意識してみてはいかがでしょうか。

さて、病気のことがあるので恋愛に消極的になる、さらに恋愛は考えないという人もいます。

「パートナーが理解してくれるだろうか」という不安だけでなく、結婚につなげて考えたとき、

「パートナーの生活に責任をもてるか」、「子どもをつくることができるか」など、消極的になる

理由には、いろいろな思いが隠されています。こうした思いは、あなたもある程度理解できる

と思います。

親の世代にも「子どもをつくることができないなら、結婚しても不幸せになる」と考える人

など、いろいろな価値観をもった人がいるので、交際や結婚に際して、こうした考えとぶつか

り合ってしまうこともあります。あなたは、あなたなりの考えをもつようにして欲しいと思い

ます。

結婚して新しい生活を送るには、パートナーの理解と協力が不可欠です。それに加えて、パー

トナーの親、お互いの親戚など、いっそう多くの人間関係に対処していかなければならなくな

ります。パートナーの親にはどこまで話すかなど、考えるべきことがたくさんあります。

また結婚すると、仕事、家事、妊娠・出産、子育て、近所づきあい、親戚づきあいなど、こ

れまでとは違ってくることがたくさんあります。大変なことでもありますが、二人で協力しあ

って乗り越えていくのは楽しいことでもあります。
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表６ 結婚に際して考えなければならないこと

①パートナーの理解を得る
将来を一緒に創る人として、パートナーに自分の病気のことをどう理解してもらう

か、よく考えておく。病気とからだの情報は、パートナーと一緒に主治医から説明を
してもらうとよい。
いつ伝えるかは、個人の考え方や関係の深まり具合、また恋愛かお見合いかなどで、

違ってこざるを得ない。
②パートナーの親の理解を得る

パートナーの親にどこまで伝えるかは、パートナーの意見を聞きながら、一緒に決
める。自分の人柄を知ってもらうことを大事にしたい。

③外来通院・定期検診の継続
住まいが変わる場合は、進学・就職の時と同じように継続方法を検討する。

④仕事や家事の分担
最初からよく話し合っておきたい。仕事も家事も、さらに育児も一定の体力を必要

とする。また、男女共同参画社会と言われるが、現実には、家事や子育ては女性がす
るものといった意識も一部に残っているので、まずは、二人でよく話し合っておくべ
きである。

⑤妊娠・出産、育児
子どもをつくるかどうかは夫婦で決めるべきことであるが、「結婚すれば子どもが

できるもの」とか「女は子どもを産んではじめて幸せになれる」と考える人も周囲に
はいて、子どもができない時、作ることができない時などに、つらい思いをすること
がある。そのような時に、一緒に乗り越えていけるように、早い時期から、二人で話
し合うことが望ましい。
からだが健康な場合でも、妊娠・出産は女性にとっては大仕事であることを、男性

にもよく理解してもらう必要がある。リスクの高い妊娠・出産になる場合は、主治医
と産婦人科の協力を得ることが必要であるが、さらにパートナーの励ましや家事など
の面での実質的な協力が大事である。
育児は楽しいことであるが、体力が必要であるということを考え、協力し合う。

お互いに支え合っているという意識のある夫婦は、育児ストレスが低いと言われる。

最近、結婚の年齢は遅くなっていますし、一生結婚しない人も増えています。結婚をどのよ

うに考え、どのような選択をするかは、あなた自身が選ぶことになります。以下では、好きな

人ができた時、あるいは結婚したい人ができたという時に困らないように、あらかじめ知って

おくべきことを述べます。また、先輩の体験を紹介します。

（２）主治医から自分のからだの情報を得ておく

結婚する場合はもちろんですが、恋愛もつきあいが深くなれば、妊娠の可能性を考

える必要があります。もちろん安易で無責任な性生活は避けるべきですが、高校生く

らいになれば一般的な性（感染症、避妊など）に関する知識に加えて、自分のからだ

についての情報を主治医から得て、理解しておくべきです。

とくにあらかじめ知っておくべきことは、次にあげることです。

□治療等の影響で妊娠が成立しにくい場合

小児がんは治療の内容やその他の要因によって、妊娠が成立しにくくなる場合があ

ります。
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□妊娠・出産が母体や胎児に悪影響を与える可能性がある場合

危険性のある場合は、妊娠・出産は望めないのか、望める場合はどういう医学的サ

ポートが必要かなどを尋ねておきましょう。1 型糖尿病では、計画妊娠（血糖コント

ロール状態を良好にした上で受胎すること）が基本です。

□自分にあった避妊の方法

妊娠・出産が母体や胎児によくないという場合などで、避妊を考える場合は、避妊

の方法を知っているだけでなく、確実に実行できなければなりません。とくに女性か

ら男性に対して、避妊を求めることは、難しいとも言われます。あなたのことを大事

に思ってくれる男性であれば、避妊を拒否することはないと思いますので、勇気を出

して言えるようになりましょう。

（３）一人で考えない

妊娠・出産が望めない、その途上で危険があるということを受け入れていくこと、

そしてパートナーやその親の理解を得ることは、簡単にできることではないと思いま

す。そのときは、一人で考えずに、相談できる場を作るようにしましょう。主治医に

じっくり話を聞いてもらえるとよいですし、病院のソーシャルワーカーやカウンセ

ラー、地域の保健師を紹介してもらうこともできます。いずれも、プライバシーを尊

重しながら、じっくり話を聞いてもらえるでしょう。また、先輩の体験を聞くという

ことも力になります。近くのセルフヘルプグループを紹介してもらうとよいと思いま

す。インターネットでも相談に乗ってもらえる掲示板やメーリングリストがあります。

ただし公開型の掲示板や誰でも参加できるメーリングリストは、秘密保持が難しいの

で注意して利用しましょう。そして、パートナーに伝えるときには、主治医のところ

に一緒に出かけていき、説明してもらうとよいと思います。

（４）先輩の経験とアドバイス

恋愛・結婚と妊娠・出産に関する不安や悩みは、いろいろな事情が絡み、一律にこ

うすればよいというものはみつかりません。しかし、こうした不安や困難に向き合い

ながら人生を送る先輩たちは大勢います。こうした先輩たちの経験とアドバイスをま

とめましたので、参考にしてください。
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J さん（40 代・女性・ファロー五徴症極型－修復術後）

新しい家族を築く喜び 結婚 妊娠 出産の体験を通して

貴方が、今一番大切な人は誰ですか？ 家族、友人、愛しい人、各々の答えがある

と思います。その前に、先ず、病気である自分の体を知って下さい。そして、受け入

れてください。愛しい人が出来た時、病気のことは自信をもって、胸を張って言える

勇気が必要です。そして、パートナーとの相互の理解が不可欠です。自分と向き合い、

相手と向き合うこと。

パートナーと新しい生活は、様々な人間関係の構築の上で成り立ちます。結婚生活

をする中で、悩む事や沢山の困難も有ると思います。しかし、二人でその困難を一つ、

一つ乗り越える事で、二人の信頼関係はより深い絆で結ばれると思います。

そして、時には、多くの理解者や、協力者、サポーターを創る事も大切です。私自

身は、命懸けの出産、大変な子育てを通して、親としての責任とともに、病児であっ

た私の体験とは違うわが子との育児の日々は大変な事も多くありますが、得ることの

多い充実した日々です。自分自身がパートナーと共に築き上げ、育てた家族の絆。そ

の環の中で、パートナーとわが子達と一緒に病気と共生しながらの暮らしの中で、わ

が子達の日々の成長と笑顔に支えられ、生きている事の喜びと、家族の和を感じなが

ら、毎日を大切にしたいと思います。

ホームページ「ハートの守」スタッフのＦさんからいただいたメッセージ

＜パートナーに病気への理解がないと感じるときに考えてほしいこと＞

・パートナーは病気に対してどうしていいか判らないのかもしれない

・あなたを大事に思っても(思うからこそ)、病気や体調の悪さを受け入れられず、

その部分を出されてつらいのかもしれない

・病気のことを訊ねると傷つけるのではと思い、パートナーの方からも口にで

きないかもしれない

・検診時に一緒に主治医と会い、説明や話し合いをすることも考えてみては

・病気の人には日常のことでも、自分の感覚と違うので判らない、身に付いていな

いから気づかず、その時々で一つ一つ言わないと対応できないのかもしれない
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＜助言＞

・めんどうでも、コミュニケーションを

・してほしいことがある時に、パートナーにも受け容れやすいように考えるといい

＊「ハートの守」は、社会資源のページをご覧ください

表７ 女性の妊娠・出産・子育ての不安やストレス（アンケート結果から・出産経験のある女性）

場面 不安 ストレス など

妊娠・出産 通院している病院と自宅が離れているため、出産前の通院が大変だった

子育て 出産はいろいろと心配が多く大変だったが、子育てはとても充実しており楽しめ

ている （20 代・1 型糖尿病）

妊娠・出産 生まれてくる子どもも同じ病気もしくは何か別の病気が出るのではないか心配。

健康に育ってくれるか

子育て パートナーが積極的に手伝ってくれなく、何でも私任せなので疲れてストレスが

たまる （30 代・白血病）

表 8 女性の妊娠・出産の不安（アンケート結果から・出産経験のない女性）

治療中にたくさんの抗生物質や薬剤を使って今の自分がありますが、産まれてくる子どもにそ·
の副作用が出ないのか？もし出たのならば、障害のある赤ちゃんが産まれてくるのではないか？

と思う時があります（20 代・未婚・白血病）

晩期障害により、子どもができないこと（20 代・未婚・白血病）·
出産は心臓に負担がかかるので産むつもりはありませんでした（50 代・既婚・先天性心疾患）·
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病気と治療の要約(共通シート) 記入日 年 月 日

主治医の協力を得て下記を記入し、必要な時に活用できるようにしましょう

健康面の一般的情報
1 病 名：

2 診断日： 年 月

3 治療終了日（小児がん）： 年 月

4 再発の有無： ない ・ ある（ 年 月、 年 月 ）

5 この病気の治療・経過観察を受けている病院

病院名：

住 所： 電話： （ ）

主治医：

6 緊急時の病院： 電話： （ ）

7 ホームドクター： 電話： （ ）

現在の治療・定期検診
通院治療・定期検診： なし ・ あり ある場合（年 回／月 回） 

合併症・晩期障害 なし ・ あり （詳しくは裏の覧に記入）

検査と目的

現在の治療（リハビリテーション）とその目的（詳しいことは裏の覧に記入）

日常生活における注意事項
学校生活管理指導表の有無と区分、ＮＹＨＡクラス（心臓病）、その他、具体的に書きましょう。

妊娠に関する特記事項

なし・あり（具体的に）
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治療に関する詳しい情報（１型糖尿病）

インスリン療法 (最近の血糖値)

製剤名 単位

朝食前

昼食前

夕食前

就寝前

他の薬 

その他の一般的検査

１日の食事量

単位 kcal 

低血糖時の症状

その他・注意事項

合併症

日

朝食 昼食 夕食
眠前

前 後 前 後 前 後

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／

／
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治療に関する詳しい情報（小児がん・これまでの治療も含む） 
化学療法

薬名 総投与量 与薬方法（ＩＶ、経口、ＩＴ）

手術

年月 手術名 病院名 外科医名

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

放射線

年月 照射エリア 総線量

年 月

年 月

年 月

年 月

造血細胞移植

年月・種類：

化学療法（薬名・投与量）：

放射線（エリア・線量）：

移植施設と担当医：

晩期障害・治療・検査
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治療に関する詳しい情報（先天性心疾患・これまでの治療も含む） 
手術

年月 手術名 病院名 外科医名

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

年 月

心臓ペースメーカー：なし ・ あり（ 年 月 日）タイプ（ＤＤＤ･ＡＡＩ･ＶＶＩ ）

人工弁： なし ・ あり（ 年 月 日） 

植え込み型除細動器：なし ・ あり（ 年 月 日） 

現在の投薬

薬名 目的

細菌性心内膜炎の予防： 不要 ･ 必要（予防カード 有 ･ 無 ）

その他・注意事項

合併症
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ソーシャルサポートチェックリスト

下記を読んで、「はい」か「いいえ」に○をつけてみましょう。

「はい」「いいえ」で答えにくい場合は、その項目をとばしてください。

1 自分と主治医の関係は、良い関係だと思う 

はい いいえ

2 自分の進路について、主治医に相談できると思う 

はい いいえ

3 いろいろ相談できる医師以外の医療スタッフ（看護師、保健師、糖尿病療養指導士など）がいる

はい いいえ

4 自分の病気について相談できる教師（養護教諭）あるいはカウンセラーが学校にいる

はい いいえ

5 自分の病気を知っていてくれる友だちがいる（学校以外も含めて）

はい いいえ

6 病気のことは知らないが、なんでも気軽に相談できる友だちがいる（学校以外も含めて）

はい いいえ

7 親は、自分の意見を聞いてくれると思う 

はい いいえ

8 親は、自分のことは自分に任せてくれていると思う

はい いいえ

9 同じ病気の子どもたちの集まりを知っている（参加している）

はい いいえ

10 はじめて行った病院でも、自分の病気のことを説明できると思う

はい いいえ

＊ すべての項目で「はい」に○がつかなければならないというわけではありません。

＊ 対人関係について考えてみたいという方は、主治医あるいは病院・学校にいるカウンセラー（臨

床心理士など）に相談してみるとよいと思います。

＊ 主治医や看護師とうまくいっていないという場合は、病院のカウンセラーか医療ソーシャルワー

カーに相談してみましょう。病院に相談できる人がいない場合は、保健所の保健師や民間の相談

機関の利用も考えましょう（巻末 社会資源リスト参照）。

＊ 同じ病気の患者（経験者）の集まり（セルフヘルプグループ）は、社会資源リストをご覧下さい。
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社会人として必要なことのチェックリスト

下記に社会人として生活をしていく上で大切と思われることをあげています。各々の項目について、

あてはまるものを選んで○をつけましょう。

1 好きなこと、楽しめることがある

①いろいろある ②いくつかある ③ほとんどない

2 一緒に楽しい時間を過ごせる友だちがいる

①たくさんいる ②何人かいる ③ほとんどいない

3 周囲の人たちとうまくやっていける

①できている ②だいたいできている ③あまりできていない

4 時間に遅れない

①いつも遅れない ②だいたい遅れない ③遅れることが多い 

5 約束を守る 

①できている ②だいたいできている ③あまりできていない

6 自分の意見をまとめ、わかりやすく伝える

①伝えられる ②だいたい伝えられる ③あまり伝えられない

7 人の気持ちを思いやる

①できる ②できないときもある ③できないことが多い

8 ストレスをためないで、発散できる

①できる ②だいたいできる ③あまりできない

9 自分の病気のことを理解している

①理解している ②だいたい理解している ③あまり理解していない

10 体調の自己管理ができる

①できる ②だいたいできる ③あまりできない

11 失敗したり、うまくいかないとき、病気や人のせいにばかりしない

①できる ②できないときもある ③できないことが多い

12 しようと思えば、自分の病気や治療のことを人に説明できる

①できると思う ②難しいと思う

＊ このチェックリストは、自分の生活を振り返る材料にしていただけるとよいと思います。

＊ プラスの方（①の方）に○が多い方がよいわけですが、①に○がいくつ以上ないといけないとい

うものではありません。だれでも、うまくできないことはあります。

＊ ここにあげた事柄以外に、あなたらしさを表現できることもあると思います。

＊ 自分自身に自信が持てない、いろいろ不安なことがあるという場合は、主治医やカウンセラーに

相談してみることをおすすめします。
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表 各疾患患者(経験者)の就労状況

対象者 合計

就業者

失業者

非労働力人口

就業者計 正社員
パート・アル

バイト
自営・その他 計 学生 主婦 他

若年の雇用形態

２００１年 1） 34530000 20640000 
59.8% 

14140000 
40.9% 

5150000 
14.9% 

1350000 
3.9% 

1500000 
4.3% 2)

12330000 
35.7% - -

890000 3)

460000 4)

18 歳以上小児期発

症ＩＤＤＭ（男）5） 339 222 
65.5% 

166 
49.0% 

34
10.0% 

22
6.5% 

22 6)

6.5% 
95

28.0% 
83

24.5% - 12
3.5% 

18 歳以上小児期発

症ＩＤＤＭ（女）5） 637 396 
62.2% 

260 
40.8% 

98
15.4% 

38
6.0% 

43 6) 
6.8% 

198 
31.1% 

124 
19.5% 

48
7.5% 

26
4.1% 

18 歳以上の成人先

天性心疾患CCHD 7)

13 
身障手帳12 - 4 8)

30.8% - - - - - - -

18 歳以上の成人先

天性心疾患CHD 7)

102 
身障手帳23 - 68 8)

66.7% - - - - - - -

18歳以上のチアノー

ゼ性心疾患心内修復

術後症例 9)

192 
NYHA クラスⅠ

167, Ⅱ 25 

127 
66.1% - 18 

9.4% - 19 6)

9.9% 
28 

14.6% 
17 

8.9% 
9

4.7% 
作業所2

1.0% 

発病後 5 年以上経過

した 20 歳以上の白

血病、悪性リンパ腫

患者 10)

96 
うち 15 不明

58 
60.4% - 22 

22.9% - - - 9
9.4% 

9
9.4% 

自宅4
4.2% 

註

「若年」とは15歳から34歳で学生を含む。

「失業者」とは、「職に就かず、就職活動を行っているもの」

非労働力人口の中の学生と主婦以外にも、求職活動はしていないが、就業意欲を持つものがある。

「フリーター」とは、パート・アルバイト、失業者、ならびに非労働力人口中の就業意思のあるものをさす

1)内閣府（編）(2003) 平成15年度国民生活白書 デフレと生活―若年フリーターの現在. ぎょうせい, 60.

2)失業率は6.8%である

3)非労働力人口から学生と主婦を除いたもの

4）「仕事があればしたいと思っている」「条件に合う仕事があればしたいと思っている」と回答したもの 同上1）,62

5）青野繁雄・松浦信夫他(1997) 18 歳以上に達した小児期発症インスリン依存性糖尿病患者の社会的適応および生活実態に関する疫学的検討. 糖

尿病, 40(8), 547-555

6)「就労せず」の合計値であり、失業者および非労働力人口の「他」にあたるものを含むとみられる

7)丹羽公一郎・立野滋他(2002) 成人期先天性心疾患患者の社会的自立と問題点. Journal of Cardiology, 39(5), 259-266

ＣＣＨＤとはチアノーゼ型未修復先天性心疾患をさす。ＣＨＤはその他の先天性心疾患を指す

8)Fully Employedと表記されているもの

9)坂崎尚徳・槇野征一郎(2003) チアノーゼ性心疾患心内修復術後成人先天性心疾患患者の就業. 日本小児循環器学会雑誌, 19(2), 76-78.

10）沖本由里(2001) 就職、結婚と妊娠・出産. 小児内科, 32(12)

参考文献

松浦信夫他 ヤング糖尿病の現状とヤング達の声 18 歳以上に達した小児期発症インスリン依存性糖尿病者の社会的適応・生活実態について

の調査報告

小林信秋他 成人した病気や障害のある方の恋愛・結婚・妊娠・出産・子育てに関する調査研究(第3報)報告書 難病のこども支援全国ネットワー

ク



資料－8

病気の合併症、晩期合併症

１型糖尿病

糖尿病性腎症

網膜症

神経障害

大血管合併症

その他

小児がん

成長障害（低身長、肥満）、成長ホルモン分泌不全

性腺機能障害（二次性徴のずれ、不妊）

神経学的異常（運動障害、知覚障害、学習障害、脳波異常、その他）

心機能障害

肝機能障害

腎機能障害

聴力障害

白内障

倦怠感

その他

先天性心疾患

感染性心内膜炎

不整脈

チアノーゼの合併症（腎機能低下、脳膿瘍、喀血・肺感染症、赤血球増多症）

肺高血圧

肝機能障害

その他

※ その他、病気のために心のケアを要する場合があります。これらについては、心療内科あるいは精神科を受診することで、

適切な治療やアドバイスが得られると思います。また、臨床心理士に相談することもよいと思います。心療内科・精神科や臨

床心理士は、主治医から紹介してもらうことが望ましいです。これまでの病気の経過や治療状況を伝えることで、より的確

な判断が得られるからです。主治医からの紹介が難しい場合は、保健所、その他の相談機関にお問い合わせください（社会

資源リストを参照）。
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社会保険による所得の保障

健康で文化的な最低限度の生活を営むことは憲法に保障された権利です。しかし、病気その他で所得のあてが

なくなったとき生活を守る仕組みとして、公的扶助と社会保険の 2種類があります。

公的扶助は、所得が最低生活ラインを下回ったときに税金から生活に必要な費用を受け取るもので、もとの自立

した生活に戻ることをめざします。社会保険は、生活に困ったときのためにあらかじめみんなでお金を出し合い、実

際に困ったときに受け取る仕組みです。

所得保障のための社会保険は年金保険が基本となります。20 歳になると国民年金に加入し、決められた保険料

を納めなければなりません。20歳になったとき学生である場合は、市町村に申請することで保険料を免除してもら

うこともできます。国民年金はすべての国民が加入するものです。就職した場合、それぞれの会社の年金保険（一

般企業は厚生年金、公務員や教員は共済年金、船員は船員保険）に加入しますが、その年金の保険料から国民年金

部分も支払われています。

年金保険には、歳をとって受け取る老齢年金、病気が重く働けなくなった場合に受け取る障害年金があります。

障害年金

１． 年金制度に加入している間に初診日がある病気やけがが原因で、障害認定日に定められた障害等級に該当

する場合支給されます

２． 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日、あるいは初診日から1年6ヶ月以内の病気やけがが治

った日です

３． 障害等級は年金制度で決められており、身体障害者手帳とは異なります

４． 20歳未満の病気で障害が残った場合は、国民年金の障害基礎年金が受けられます

５． 障害認定日に障害等級に合致しなくても、その後に障害が重くなった場合年金が受けられる事後重症制度

があります

６． 働く場によって年金制度は違います。国民年金、厚生年金、共済組合などがあり、それぞれ窓口が異なりま

す。病院のソーシャルワーカーに尋ねてみましょう

身体障害者手帳・療育手帳

心臓、腎臓、呼吸器などの機能の障害が日常生活活動に大きな制限をもたらしている場合、身体障害者手帳が発

行されます。また、知的障害がある場合は、療育手帳が発行されます。これらは、いろいろな福祉サービスを受ける

場合に役立ちます。福祉サービスを受けるには、自分から手続きをする必要があります。詳しいことは、病院のソー

シャルワーカーに尋ねてみましょう。
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任意保険について

年金保険や医療保険などの公的な保険を補う任意保険があります。これは、個人が民間の保険会社と契約を結

びます。

病気になったり、歳をとって働けなくなったりしたときに困らないようにするためのものですが、慢性の病気が

あると入れない、がんの治療が終了して 5 年経過していても小児がんはだめなど、加入に制約があるものがほと

んどでした。こうした制約のある保険に、病気のことをだまって加入しても、嘘の申告をしたということで、いざと

いうときの支払いを拒否されてしまいます。

最近、「無審査」の保険、つまり病気がないという医師の審査を受けずに加入できる医療保険が作られています。

なかには、インスリン治療中やがんなどで入院したことがあっても、加入前 1 年間入院していない、これからも入

院・手術の予定がないという条件などをつけて加入できる保険もあります。

このタイプの保険は慢性疾患の患者さんも加入できる可能性がありますが、毎月の保険料が一般の保険よりも

割高になりますので、保険会社によく問い合せてみる必要があります。若いときは収入も少ないため、こうした保

険料はかなりの負担になってしまいます。

最近、関係者の努力で、小児がん治療を終えて 7 年を経過していれば、やすく加入できる医療保障共済もできて

きました(末尾の社会資源リスト参照)。

慢性疾患の患者さん向けの保険のあり方は、今後もよりよいものにしていく必要があります。皆さんが、いろいろ

な場で意見を出すことが大切です。
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社会資源リスト(相談機関・セルフヘルプグループなど)

＜公的機関・情報提供サイト＞ 

国立保健医療科学院（リンクのページに保

健所、保健センター一覧があります） 

http://www.niph.go.jp/   

難病相談センター http://www.nanbyou.or.jp    

ハローワーク http://www.hellowork.go.jp   

独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構 http://www.jeed.or.jp  

障害者の在宅就業支援ホームページ http://www.challenge.jeed.or.jp  

労働基準監督署 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/index.html  

成人先天性心疾患ネットワーク http://www.jsachd.org   

Childhood Cancer Survivor Study http://cancer.umn.edu/ltfu   

 

＜セルフヘルプグループ＞ 

ヤングの会(日本糖尿病協会) http://www.nittokyo.or.jp/youngnokai_10001.html  

心臓病者友の会(心友会) http://www.sinyuukai.org/  

ハートの守 心疾患女性の会 http://www.geocities.jp/heartnomori/    

アストロハーツ・プロジェクト http://www.eve.ne.jp/user/miyu/   

悠々いこう http://www.geocities.jp/u_you15/    

フェロー・トゥモロー(小児がん経験者の会) http://www.ccaj-found.or.jp/   

ブログでSmile days http://kurumesmiledays2525.blog107.fc2.com/  

 

＜民間団体＞ 

NPO 法人 難病のこども支援全国ネットワーク http://www.nanbyonet.or.jp/  

NPO 法人 日本IDDM ネットワーク http://www5.ocn.ne.jp/~i-net/top.html   

社団法人 日本糖尿病協会 http://www.nittokyo.or.jp/   

財団法人 がんの子供を守る会 http://www.ccaj-found.or.jp/   

全国心臓病の子どもを守る会 http://www.heart-mamoru.jp/  

川崎病の子どもをもつ親の会 http://www.kawasaki-disease.gr.jp/  

病気と子どもネット・京都 http://www.npo-net.or.jp/kodomonet/  

全国病弱教育研究会 http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/sub02.html 

 

＜共済保険＞ 

ハートリンク共済 http://hartlink.net/  

 

 



資料－12 

パンフレット類 

総合的なパンフレット・書籍 

1型糖尿病 

「1型糖尿病お役立ちマニュアル PART1」 

「1型糖尿病お役立ちマニュアル PART2」 

NPO 法人 日本 IDDM ネットワーク 

http://www5.ocn.ne.jp/~i-net/kaiteiban/pamphlet.htm  

先天性心疾患 

「心臓病児者の幸せのために」 

全国心臓病の子どもを守る会 

http://www.heart-mamoru.jp/syuppan/syuppan.htm  

 

 

学校生活に関するパンフレット 

1 型糖尿病 

「のびのび すくすく マイカルテ」 

ノボ ノルディスク ファーマー株式会社 

ノボケア相談室 

Ｔ Ｅ Ｌ  ０ １ ２ ０－１ ８０３６３  

小児がん 

「がんの子どもの教育支援に関するガイドライン」 

財団法人がんの子供を守る会 

http://www.ccaj-found.or.jp/  

小児がん 

「小児がんの子どもの学校生活を支えるために」(三

分冊) 

「小児がんの子どもの体力回復を促すために」 

「入院中の体力低下を防ぐために」 

西南女学院大学 谷川研究室 

http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/  

先天性心疾患 

「みんな輝いて！  心臓病児の充実した学校生活のた

めに」 

全国心臓病の子どもを守る会 

http://www.heart-mamoru.jp/syuppan/syuppan.htm  

 

 

成人した患者(経験者)のためのパンフレット・書籍 

1型糖尿病・先天性心疾患・小児がん 

「社会にはばたくときに 社会人として歩み始めた小児慢性

疾患患者・経験者のみなさんに」 

キャリーオーバー・キャリアガイダンス・ハンド

ブック検討会 

http://homepage1.nifty.com/k_tanigawa/  

小児がん 

「小児がん経験者のためのガイドライン－よりよい生活を 

めざして」 

財団法人がんの子供を守る会 

http://www.ccaj-found.or.jp/  

先天性心疾患 

「先天性心疾患の方のための妊娠・出産ガイドブック」 

中央法規 

 

 

 

 





謝辞(初版)

このハンドブックは、小児慢性疾患の治療(経過観察)を続けながら大人の準備をする若い方々に、

進路選択にあたって考えておくべき一般的情報を提供することを目的として作成したものです。

ハンドブックの作成と並行して各種の調査を実施しましたが、日本小児血液学会理事長 月本一

郎先生、日本小児循環器学会理事長 原田研介先生をはじめ、数多くの専門医、教師、患者(経験者)

ご本人からご協力いただくことができました。

ハンドブックの作成のために開催しました日本特殊教育学会における自主シンポジウムとハンドブック検討

会においては、若い患者(経験者)の皆様が主体的にご参加され、お力を発揮してくださいました。病気の違い

をこえて、それぞれの体験を尊重し、学ぼうとする姿に、これからの日本を担う人たちの可能性をみた思いがし

ます。さらに、ハンドブック案につきまして、鶴田明生様(長野県教育委員会)、田中敏雄様(埼玉県立蓮田養

護学校)、谷口明子様(武蔵野大学)、病気と子どもネット・京都の皆様からご意見をいただくことができました。

このハンドブックが力を発揮できるとすれば、ここに紹介させて頂きました多くの方々のお力添えによるもので

す。ここに紹介し、心より感謝申し上げます。

謝辞(第4刷)

本ハンドブックが発行されて3年半が経過しました。この間、ご本人や保護者の方をはじめ多く

の方々がご利用くださいました。今回、当初からの企画であった18歳以上のご本人向けハンドブッ

クである「社会にはばたくときに」の完成を機に、本ハンドブックも若干の修正を行うこととしま

した。この2冊の作成に際し、ご尽力くださいました関係各位に感謝の意を表します。

キャリーオーバー・キャリアガイダンスハンドブック検討会

代表 谷川弘治(西南女学院大学) 副代表 松浦和代(札幌市立大学)

伊藤善也（日本赤十字北海道看護大学）稲田浩（大阪市立大学大学院）稲田浩子（久留米大学）蝦

名智子（札幌市立大学）小山田文子（心臓病者友の会）加藤登紀子（札幌市立大学）小岩井順子（心

臓病者友の会）圀府寺美（中野こども病院）駒松仁子（国立看護大学校）坂本辰蔵（東京わかまつ

会）坂本真理子（東京わかまつ会）佐地勉（東邦大学医療センター大森病院）鈴木智之（法政大学）

陶山えつ子（DM風の会）中村深雪（心臓病者友の会）永利義久（独立行政法人国立病院機構九州がん

センター）丹羽公一郎（千葉県循環器病センター）林三枝（ハートリンク共済）山口悦子（大阪市

立大学大学院）吉川由希子（札幌市立大学）

＊本リストは姉妹編「社会にはばたくときに」(2008年版)編集時のものです。「大人になりゆくあ

なたに」の初版作成時には、上野交代、木村佳代、栗山宣夫、仁尾かおり、吉田あや子、米川薫

の各氏にもご協力いただきました。ご所属が変わっている場合もありますので、氏名のみのご紹

介とさせていただきました。

「大人になりゆくあなたに 小児慢性疾患の治療・定期検診を受けながら

大人の準備をするためのガイドブック(中学生・高校生向)」第 4刷

対象 1型糖尿病・小児がん・先天性心疾患の患者(経験者)
編集 キャリーオーバー・キャリアガイダンス・ハンドブック検討会 (代表 谷川弘治）

発行日 第 1刷 2005年 4月 1日
第 2刷 2005年 10月 1日
第 3刷 2007年 1月 1日
第 4刷 2008年 12月 1日

発行 谷川弘治 西南女学院大学保健福祉学部教授

〒 803-0835 北九州市小倉北区井堀１－３－５
TEL 093-583-5251 FAX 093-592-4287 E-mail kota@seinan-jo.ac.jp
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