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《研究報告》

がんの子どもが復学する時のクラスメートへの説明
－場面想定法を用いた時の高校生の認識－

大見 サキエ 1），宮城島 恭子 2），坪見 利香 2），松浦 文則 3）

1）	椙山女学園大学看護学部，2）浜松医科大学医学部看護学科，3）浜松医療センター

Ⅰ．諸言

小児がんの生存率は著しく向上し，社会復帰する子ども達の増加に伴い，退院後の学校復帰（復
学）や就労に向けた準備等の社会復帰支援体制の充実が喫緊の課題となっている．いわゆる復学
支援は，診断後，入院した時から開始すべきであるが，未だ病名に対する偏見が残っていること
から，入院理由や期間，面会の時期等クラスメートをはじめ，学校側に連絡していない現状があ
る1）．長期に地元校を離れ，友人等との関係が切れることなく，継続していくことが復学の円滑
さの鍵である2）が，クラスメートとの関係性を維持するための，受け入れる側の準備も十分に整っ
ているとは言えず，復学に関しては様々な問題がある．小学校・中学校は義務教育であり，退院
後復学に至らなくても，そのまま卒業してしまうケースもあり，小児がんに限らず，学習保障が
十分に行われていない実態が報告されている3）ことから，教育を受ける権利の保障という観点か
らも大きな問題である．高校生になると単位制であり，出席日数が不足すると留年となってしま
うなど復学のタイミングや学校の選択など難しい問題がある．第三次がん対策基本法では，高校
生の教育支援がより推進されたことから，入院中のインターネットを活用した双方向の学習の機
会や退院後の訪問教育等一部の地域で試みられているが，受けいれる側の学校の体制整備は緒に
就いたばかりである．
そういう中，文部科学省は2018年度から小学校・中学校・高等学校にモデル校をおき，児童・

生徒に対する「がん教育」を進めている．学校で実施されている「がん教育」は，病気の理解，
生活習慣のみなおし，早期発見等のがん予防を目的とした報告4），5）があるが，当事者・家族の
苦しみや困り感，中でも当事者が入院時や復学時に周囲への説明の難しさを抱えており，その対

要 旨
本研究の目的は，がんの子どもが復学する時にクラスメートに対する二つの説明場面を想定
した場合の高校生の認識を明らかにすることである．倫理的配慮の下，高校生を対象に自記式
質問紙調査を実施し，有効回答643名を分析した．その結果，説明がない場面より，説明があ
る場面の方が否定的反応は少なくなり，クラスメートの理解と協力が得られやすく，説明の効
果が期待されることが明らかとなった．自分が病気になった当事者と想定した場合，説明して
欲しい内容を尋ねたところ，病名より症状について説明してほしいこと，この病気は感染しな
いことや脱毛についてからかわないでほしいことについて説明を希望していた．今後はこれら
の結果に配慮した説明内容の検討が必要である．
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応について検討した実践報告は皆無である．
一般に小児がんの場合，その病名から「死ぬ病気」というイメージに直結してしまい，ショッ

クを受ける，不安を与える等の理由から，当事者である患児に対する告知すなわち「病気説明」
をしない状況があったが，最近では，医療従事者が真実を告げる（Truth Telling：以後TT）
傾向があり，その割合は徐々に高くなってきており，説明後のサポートの重要性が強調されてい
る6）．患児のみでなく，患児が復学する際，周囲への説明は，判断に迷う場合が多く，復学の円
滑さを左右する大きな影響要因となっている．脱毛した容姿をみて，他の保護者がうつる病気と
誤解してわが子を患児から遠ざけようとすることも報告されており1），容姿の変化等からいじめ
の対象となることを懸念し，患児や家族は説明しない場合もある．一方，地元校の復学支援体制
を構築するためには，受け入れる側の教員やクラスメートの理解と協力が必要不可欠であり，あ
る程度の説明は必要となる．畑中8）は情報開示の視点から，患児は誰にも相談できず，周囲の理
解度を推測しながら情報開示の是非を検討していること，情報開示に踏み切る事例は，必要性の
度合い，説明できる自信，説明対象者への信頼度等が高く，周囲の先入観が低いと感じている場
合であると述べている．宮城島ら9）は，周囲の理解について状況認識した上で，どのように情報
開示をするか，方法の選択，その結果の予測をして最終的に決定するというプロセスをたどると
述べ，「教師からクラスメートに説明してもらい，伝達した後の満足感が見られた」患児がいる
一方で，発達段階と相手との関係性によって情報伝達するかどうかを決定している患児もいるこ
とから，これらを見極めた意思決定支援が重要であると述べている．このように患児の他者に対
する情報開示に対する具体的内容に関する検討は少なく，標準的な指標もない．
一方，情報開示を受ける側のクラスメートはどのような認識だろうか．その点において，小学

生7）・中学生対象10）では，復学する子どもについて具体的な説明をした場合とほとんど説明しな
かった場合のクラスメートの認識を場面想定法で回答を求めている．その結果，担任教諭から一
定の説明があった方がクラスメートの理解と協力が得られやすいことが明らかとなっている．小
学生では学年や性別，同胞の有無，入院の有無等のクラスメートの背景によって，患児に対する
理解に多少の差があることも明らかとなっている．しかし，高校生を対象とした報告は皆無であ
る．高校生は認知能力が発達し，論理的思考が可能となるため，説明に対して十分理解可能であ
ることから，当事者に対する病状説明は積極的に行われている．しかし，外見を気にする思春期
であるため，仲間から過敏に反応されることを憂慮しており11），周囲への情報開示について親子
の意見の衝突も稀ではない．教員側も周囲への説明に困っており1），医師に対する保護者や教員
からの相談内容でもこの点が上位に挙げられている11）ことから，説明内容の検討は重要な課題
と考える．患児，きょうだいに対する病状説明に関連した文献は散見されるが，クラスメートに
対する検討は，ほとんどない．
そこで今回は，先行研究7）と同様の方法で高校生を対象とした調査を行い，受け入れる側の高

校生の認識を明らかにしていく．この研究で，病気を患児・保護者が周囲にどのように説明する
か検討する資料を提供することができると考える．さらに，復学時の周囲の無理解な言動や中傷
を減らし，周囲の協力体制の構築に寄与することとなり，復学支援体制の構築と教育の保障体制
整備，さらにはがん教育の検討資料の提供という観点から大きな意義がある．
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Ⅱ．研究目的

復学の際，高校生の小児がん患児に関するクラスメートへの二つの説明場面（詳細な説明の有
無）を想定した場合のクラスメートの認識を明らかにする．なお，ここでの「周囲への説明」と
は，「患児に関する病気や生活に関して説明すること」と定義し，説明そのものを「情報開示」，「情
報提供」，「情報伝達」は同義語として扱う．

Ⅲ．研究方法

１．調査方法

一斉配布による場面想定法を用いた無記名の自記式質問紙調査とした．説明の有無の差を明
らかにするためには，場面想定法が適切と判断した．この方法は社会心理学の分野では，外部
からの刺激（場面や状況）の違いによる人間行動の反応を知るためにしばしば採用される方法
である．本調査では，がんの子どもが実際クラスメートに在籍することは少なく，想像しにく
いため単なる質問紙調査では，必要な回答を得ることができないと判断した．そこで，説明の
有無という刺激による反応の違いを明らかにするために，実際の場面を設定した場面想定法を
採用した．

２．対象

便宜的に抽出したA高等学校の１年～₃年生の全クラス約970名．

３．調査手続き

施設長である学校長に研究の趣旨を記載した文書と調査票を提示し，口頭で説明し，同意を
得た．尚，現在全校生徒に小児がんの復学者がいないことを確認した．保護者への依頼文を作
成し提示したが，その手続きについて学校長から説明するということで学校側に一任した．そ
の後，担任教諭に同様に文書と口頭で説明し，同意を得た．担任教諭に，説明文と調査票，封
筒を配布し，文書配布と口頭の説明・回収を依頼した．教諭には強制力がかからないように，
生徒の研究協力の任意性を保障すること，同意の有無が他者に分からないように生徒全員に
個々に封筒を配布し白紙でも提出してよいことを伝えること等依頼し，₂週間留め置きとし回
収した．

４．調査内容

対象者の背景（学年，性別，入院経験の有無と病名・期間，同胞の有無，同胞の入院経験の
有無）を二者択一，一部自由記述式とした．担任教諭から患児に関する詳しい説明がなかった
場合の場面Ⅰと詳しい説明があった場合の場面Ⅱ（表₁）の₂場面を設定し，復学してくる生
徒に対してクラスメートが容姿や学校生活の制限に対してどのような反応を示すか，先行研究
1）	のクラスメートの反応を参考に学校生活で遭遇する特徴的な場面について独自の質問₇分
野20項目を作成し（表₂），₄段階リッカート式で，「かなり思う」₄点，「少し思う」₃点，「あ
まり思わない」₂点，「まったく思わない」₁点と配点し回答を求めた．対象者が復学する生
徒であると仮定した場合，外見の変化や学校生活等について不安や負担をどの程度感じるかに
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表１ 場面想定Ⅰ・Ⅱ の担任教諭からの説明

表₂ 場面Ⅰ・Ⅱについての質問内容
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ついて17項目を設定し，「かなり感じる」₄点，「少し感じる」₃点，「あまり感じない」₂点，
「全く感じない」₁点と同様に回答を求めた．得点が高いほど否定的反応が高いとしたが，「心
配する」「協力する」「声をかける」の質問項目のみ，逆転項目として得点が高いほど否定的反
応は低いと見做した．また，復学するとどの程度「消極的になると思うか」を同様に₄者択一
で回答を求めた．その他，場面Ⅱで担任教員からの説明の程度や病名や症状についての知らせ
たい希望について，過去に復学したクラスメートがいた体験の有無とその時の思いを選択式，
自由記述式で回答を求めた．

５．分析

IBM	SPSS	25.0 for Windowsを用いて選択式データは全て統計処理し，単純集計した．場
面Ⅰと場面Ⅱの得点平均の差および各質問項目の差を対応のある	t	検定で行い，さらに，対象
者の背景による場面別平均値の差を	t	検定，一元配置分散分析で検討し，自由記述は質的帰納
的に分析した．

Ⅳ．倫理的配慮

本研究は所属大学の「倫理審査委員会」で承認を受けた後，実施した．学校責任者（学校長，
担当教諭）に口頭と倫理的配慮について記載した文書にて説明し，同意書を得た後，教諭に生徒
への説明，回収を依頼した．文書には，目的，方法，協力の任意性，匿名性，データの管理，目
的外使用しないこと，学会等で公表する事，連絡先等倫理的配慮を記載した．回収した内の記載
のある回答用紙のものを同意として見做した．

Ⅴ．結果

配布970部の内，回収部数は837部（86.28%），有効回答数は643部（62.29%）であった．

１．対象者の背景

対象者の学年は高校₁年生234名（36.4%），₂年生214名（33.3%），₃年生195名（30.3%）であり，
男子318名（49.5%），女子325名（50.5%）であった．入院の経験有204名（32％，n=642），回
答者のうち入院期間₁週間98名，₁週間～ 1ヶ月51名，1ヶ月～ 3ヶ月4名，3ヶ月から半年₂名，
半年以上₂名であった．入院時の病名は肺炎，消化器系疾患，骨折・事故等の外傷性疾患の順
に多く，長期入院となる摂食障害，顔面神経麻痺，難病も数名いた．同胞「有」603名（94％），
同胞の入院の経験「有」176名（27％）であった．

２．場面Ⅰと場面Ⅱの比較

全項目の平均得点は，場面Ⅰは2.03点（SD：0.369），場面Ⅱは1.70点（SD：0.362）であり，₁％
水準で有意に場面Ⅰが高かった．さらに質問項目別に場面Ⅰと場面Ⅱの平均値の差を算出した
結果，「かつらを驚く」など17項目において，場面Ⅰが場面Ⅱより₁％水準で，「うずくまって
いるので心配する」が₅％水準で有意に高かった．「掃除当番等の手伝いに協力する」「うずく
まっているので声をかける」の₂項目は，場面Ⅱが場面Ⅰより₁％水準で高かった．また，平
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均値の差で最も大きかったのは「かつらに驚く」で，0.5以上の差があった項目は，「マスク・
体育見学・遅刻早退・掃除当番等の手伝いについて不思議に思う」であった（表₃）．

３．背景と場面別，各項目との関連

男女で得点平均を比較した結果，場面Ⅰは，男子2.072点（SD:0.366），女子1.980点（SD:0.367）
と₁％水準（P=0.002）で，場面Ⅱは男子1.750点（SD:0.373），女子1.656点（SD:0.344）と₁％
水準（P=0.001）といずれも男子が高かった．同様に入院経験の有無，同胞の有無，同胞の入
院経験の有無では場面間の有意差はなかった．学年間の差についても一元配置分散分析の結果，
有意差はなかった．続いて項目別に男女の比較をすると，場面Ⅰでは「かつらに驚く」など₃
項目で有意に男子が高く，「協力する」等₃項目で有意に女子が高かった．場面Ⅱでは，「かつ
らに驚く」など₅項目に男子が高く，「声をかける」の₂項目に有意に女子が高かった（表₄）．
入院経験の有無別では場面Ⅰ・Ⅱの「かつらを不思議に思う」「かつらをジロジロ見てしまう」
が₅％水準で，入院経験「無」が高かった．同胞の有無別では場面Ⅰで同胞「無」の生徒が「近
寄りたくない」が₅％水準で有意に高かった．同胞の入院経験の有無別では場面Ⅰで「声をか
ける」が₅％水準で経験「有」が高かった．

表₃ 場面Ⅰ・Ⅱの各項目の平均値の比較
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育の制限」が経験「無」が有意に高かった（表₆）．さらに経験「有」の生徒のうち復学して
きた同級生に対する思いを記述した36名の内容を分析した結果，「同級生の復学を喜ぶと同時
に心配し，思いやる気持ちになった」「教員の指導の下，接し方に配慮し，支援した」「驚いた
り，ジロジロ見るなど接し方に配慮できなかった」「病状を聞けず，どうしてよいか戸惑った」
「支援がもっと必要だったと後悔している」「関心がなかった」など₆つのカテゴリーに整理さ
れた（表₇）．

Ⅵ．考察

１．詳細な説明の有無による認識の相違と説明内容

場面ⅠとⅡの比較では，20項目中18項目の平均得点が場面Ⅱより場面Ⅰが高く，₂項目が低
かった．得点の差が特に大きかったのは，「かつらに驚く」「マスクを不思議に思う」「体育の
見学を不思議に思う」「遅刻・早退を不思議に思う」などであった．概して説明がないと復学
児に対して帽子に驚いたり，体育の見学や遅刻・早退や掃除当番を手伝うことに驚いたり，不
思議に思う等の反応を示し，周囲の疑問や偏見を助長してしまうことが明らかとなった．一方，
教師から詳細に説明した場面Ⅱでは，外見の変化に過剰に反応することは減少し，「掃除当番
を協力する」等が高く，説明することで他者への配慮ができることがわかった．高校生は論理
的思考ができることから，根拠が示されないと「なぜ？」と疑問に思うことは当然であり，そ
の解消のためにも適切な説明をすることは当事者のみでなく，クラスメートとして心理的安定
につながると考えられる．また「心配する」については全項目で最も高かった．高校生は精神
的にも成長し，他者への関心と思いやりを持つようになり，さらに説明されることで協力する

1

表₇ 復学した同級生への思いや意見（n ＝ 36）
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などの直接的行動に発展するようになると考えられ，一定の説明の効果が期待できることがわ
かった．これは先行研究7）,10）を概ね支持しており，ここでの説明内容は妥当な説明であったと
考える．実際多くの生徒がクラスメートに説明して欲しい内容は，「感染」「脱毛」に関する事
であり，感染する病気と疑われた場合，個人的接触の回避，集団からの隔離など仲間外れや学
校という所属感の消失につながり，親密な人間関係を求める思春期の生徒にとっては，大問題
である．このことから，病気が「感染しない」ということや「一時的な脱毛であり，むやみに
からかわない」と説明することは特に重要であると考える．周囲への情報開示については，「か
なり・少し」開示したい生徒は，病名が約60％，症状は75％であった．「あまり・全く」開示
したくない生徒が，病名が約39％，症状が24％であった．患児と周囲への説明を検討する場合，
病名，症状の順に説明を提案する必要がある．同時に前述した説明の有無による想定場面での
クラスメートの反応から，説明することで否定的反応が少なくなり，気遣いや協力体制ができ
やすいメリットを伝えていく必要がある．それに加え，情報開示するクラスメートへの信頼度
に影響することから8），入院時からクラスメートの先入観を払拭し，関係維持できるように一
定の説明を行い，入院中も継続して患児の状況を伝達していく必要がある．また，患児が周囲
の理解の状況を認識した上で情報開示する9）ことを考慮すると，教師の説明によって，クラス
メートは患児を正しく理解し，患児自身も情報開示する不安が軽減され，情報開示した後でも
患児の満足感につながると考える．一方，病名・症状も全く知られたくないという考えの生徒
も4～ 5％いることから，情報開示しない理由について検討し，不安を最小限にする支援が必
要である．病名のみでは悪いイメージが先走りしやすく，説明内容が少ないと誤解・偏見に繋
がっていく．人が誤解するのは「情報の非共有」「他者視点の欠如」など様々な要因がある13）．
今回の場合でもクラスメートへの一定の説明は，クラスメートと情報を共有することで，クラ
スメートが患児の立場に立って考える他者視点を獲得し，誤解は避けられると考える．今回の
ような教師から説明する内容は，周囲の生徒との関係を構築する上で重要であり，教員のクラ
ス運営1）や，医師の相談対応12）の観点からも参考となると考える．

２．対象者の背景による認識の相違

性別によって当事者に対する反応に相違があり，先行研究の小学生6）と同様であった．場面
Ⅰと場面Ⅱのいずれにも男女差があり，女子が男子より否定的反応が少なかった．質問項目別
には場面Ⅰ・Ⅱのいずれにおいても協力や心配するなどの反応は男子生徒より女子が高く，配
慮する行動をとりやすいと考えられる．今回は学年間の差はなく，中学生9）と同様であった．
入院経験「無」の生徒が「ジロジロ見てしまう」等の反応や，同胞「無」の生徒が「近寄りた
くない」と考えてしまう傾向があった．一方，同胞の入院経験「有」の生徒は「声をかける」
という思いやり行動をする傾向がわかった．同胞の存在や入院経験のある生徒ほど生活体験と
して想像力が育まれ，病気の他者に対する理解が進むのではないかということが示唆された．

３．復学者と想定した場合の不安の程度と体験した復学者への思い

最も不安を感じている項目は，「卒業後の進路」であり，高校に無事に復学できたとしても
学力の問題や進学あるいは就職など，その後の進路決定に大きな不安を抱えやすいことがわ
かった．また，「脱毛」のことも不安に思っており，特に外見を気にする思春期においては男
女ともに大きな気がかりであることは間違いない．男女別で比較すると，特に「脱毛」「異性
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の視線が気になる」「仲間からの疎外感」については女子が男子より高く，一方「出席日数」
については，男子が高いなど，男女別でやや不安に違いがあることもわかった．また，復学前
と比較して₈割以上の生徒が復学後消極的になると回答しており，長期療養は自己効力感の低
下や自信喪失を招きやすく，まさにこの結果は復学時の心情を示唆している．消極性は学校へ
の適応を遅らせる可能性があるため，復学者が自分らしさを取り戻せるように支援する必要が
ある．復学した同級生がクラスにいた経験では，経験「有」の生徒は，「無」の生徒より「体
型の変化」や「先生の配慮」について不安を感じていた．外見の変化によるクラスメートの反
応やそれらに対する教員の配慮の状況によって復学者の生活や心理面が影響されることを経験
から容易に想像できることから，その点をより強く不安に思っていると推測される．教師から
特別扱いされ，周囲から過度に心配されることは患児のストレスになる11）という報告のよう
にならないような支援が必要である．一方，経験の無い生徒は，行動範囲が拡大していく頃で
あり，「運動の制限」について必要以上に不安に思ったと考えられる．経験の有る生徒は，状
態に合わせて徐々に活動制限が緩和していくことを想像できることで，経験のない生徒ほど気
にしなかったと推測できる．また，実際復学者がいた経験有の生徒達のうち，復学者に対して
思いやりをもち，教員の指導の下で支援できた生徒がいる反面，外見に驚いたり，ジロジロ見
るなど接し方に配慮できず，また，病状を聞けず，戸惑ったりして支援ができなかったことを
後悔している生徒もいた．実際の経験を満足いくものと捉えている生徒達であっても，教員が
クラス内での支援体制を整備していないとこのような結果にはならない．加藤ら14）が強調す
るように，復学者が安心してクラスに適応できるようになるためには，まずは教員が状況を理
解し，クラスメートへの説明と情報制御を同時に行いつつ，クラス全体の一体感と協力体制を
構築し，さらに学校全体の支援体制の整備をする必要がある．
以上のことから，場面Ⅱで行ったクラスメートへの説明内容は，周囲の生徒の理解と協力が

得られやすく，当事者の不安が少なく復学が可能となるために必要であることが明らかになっ
た．前述した「がん教育」では以上のようなことを踏まえ，なるべく当事者の視点を重要視し，
深く当事者の心理を理解し，対応できるような教育方法の検討が望まれる．

Ⅶ．研究の限界と今後の課題

本研究は，場面想定法を用いた結果であること，対象者が高等学校1校であり，対象者数が少
ないこと等から，これらの結果を一般化するものではない．さらに対象者を増やし，検証してい
くことと，説明の内容や方法をさらに検討し，指標を設定していくことが課題である．

Ⅷ．結論

１．クラスメートに対して説明した場面の方ががんの子ども対する否定的反応は低くなり，設
定した説明内容は妥当であり，子どもへの理解と協力が得られると考えられ，一定の効果が
期待できることが明らかとなった．

２．性別，同胞の有無や入院経験の有無等背景により反応に差が見られた．
３．当事者と想定した場合，高校生はどちらかというと病名より症状について知らせたいと思
い，さらに感染や脱毛に関する説明を希望し，卒業後の進路に最も不安を感じていることか
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ら，これらに配慮した説明内容の検討の必要性が明らかとなった．

謝辞

本研究にご協力くださいました学校の先生方はじめ，高校生の皆さんに深く感謝いたします．
本研究の一部は日本小児保健協会学術集会第57回大会にて発表した．本研究は科学研究費（基盤
C：20592578：代表）の助成を受けた．関連する利益相反はない．

文献

1） 大見サキエ，宮城島恭子，河合洋子他：がんの子どもの教育支援に関する小学校教員の認
識と経験-N市の現状と課題-，小児がん看護，3，1-12，2008

2） 平賀健太郎：小児がん患児の前籍校への復学に関する現状と課題-保護者の質問紙調査の
結果より-，小児保健研究，66（3），456-464，2007

3） 文部科学省：長期入院児童生徒に対する教育支援に関する実態調査（2014），http://
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/__icsFiles/afieldfile/2015/08/14/1358301_01.
pdf 2017.8.23 アクセス

4） 森 良一：学校におけるがん教育の推進，医学の歩み，267（7），553-554，2018
5） 宍戸千穂，葛西理沙，佐藤三穂他：看護学部分野の大学院生による小学生へのがん教育に
関する報告（2），看護総合科学研究誌，17（1），41-47.2016

6） 堀 浩樹：子どもへの病気の説明-白血病・小児がんの場合-，小児保健研究，68（2），
185-190，2009

7） 大見サキエ：がんの子どもが復学する時のクラスメートへの説明-小学校における場面想
定法を用いた検討-.小児がん看護，5，35-42，2010

8） 畑中めぐみ：思春期の小児がん患児の復学後の情報開示，日本小児保健研究，72（1），
441-47，2013

9） 宮城島恭子，大見サキエ，高橋由美子：小児がんをもつ子どもの学校生活の調整に関する
意思決定プロセスと決定後の気持ち-活動調整と情報伝達に焦点をあてて-，日本小児看護
学会誌，26，51-58，2017

10）大見サキエ：がんの子どもが復学する時のクラスメートへの説明内容-場面想定法を用い
た時の中学生の認識-，岐阜聖徳学園大学看護学研究誌，第5巻，13-22，2020

11）阪本真由美，砂川友美：長期入院後の復学に伴う病児のストレス・対処行動とその影響因
子，小児看護，26（8），1006-1013，2003

12）大見サキエ，坪見利香，岡田周一他：全国調査に見るがんの子どもの教育支援に関する医
師の取り組みの現状−家族・看護師・学校教員との連携を中心に−，日本小児・血液・が
ん学会雑誌，50（4），598-606，2013

13）三宮真智子:	誤解の心理学 コミュニケーションのメタ認知，ナカニシヤ出版，59-92，
2017

14）加藤千明，大見サキエ：小児がんに罹患した子どもの復学を担任教員が支援していくプロ
セス−院内調整会議後の学校生活適応プロセス−，日本小児看護学会誌，21（2），17-24，
2012



看護学研究 Vol.13（2021）	 13

がんの子どもが復学する時のクラスメートへの説明

Explanations given to classmates when a child with cancer returns to school: 
Perceptions of high school students using the situation assumption method
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Abstract
  The perceptions of high school students when a child with cancer returns to school were investigated.  
We conducted a self-administered questionnaire survey of high school students after assuming that two 
explanations were given to classmates, after ethical issues were considered. Valid responses (N =643) 
were analyzed. The results indicated giving explanations was effective because negative reactions 
decreased, and classmates’ understanding and corporation was easier to obtain compared to when no 
explanation was given. Moreover, we asked what the students wanted to explain, assuming that they had 
cancer. They wanted us to explain their symptoms, rather than the name of the illness, and that the illness 
is not infectious. They also wanted to ask classmates not to tease them because of hair loss. These results 
suggest that the content of explanations should be carefully considered in the future.

Keywords: child with cancer, high school students, support for returning to school, 
explanation to classmates, situation assumption method


