
慢性疾患の子どもを支援するための改訂指導法

225Copyright © Japanese Society of Health Education and Promotion

Ⅰ　はじめに

　小児の慢性疾患は増加傾向にあり，我が国の小
児慢性特定疾患事業の登録者数は₁₀万人を超えて
いる₁）．また学校基本調査によれば，過去₁₀年間，
小中学校における長期欠席児童数は₂₀万人ほどで
推移するなか，病気を理由とする者は平成₂₂年度
には ₄万人程度であった₂）．
　長期にわたる医療が必要な子どもたちの多くは，

通院のための欠席や入院治療による長期欠席，安
静維持のための体育見学や行事への不参加を余儀
なくされる．この欠席や不参加により子どもたち
は，学習の遅れや学習空白が生じるのみならず，
友人と同じ学校生活が送れない阻害感を感じたり，
友人関係に支障をきたしたりする場合もある．さ
らにこの子どもたちは，学校において病気を理解
されないために，いじめにあったり，差別された
り，療養行動がうまくとれなかったりという課題
を抱えながら生活している₃-₅）．
　病気の子どもが通常の学校生活を送るうえで，
友達とのかかわりは楽しみであり，成長発達のう
えでも欠かせない₆）．また病気の子どもにとって
学校生活は，注射や薬の投与，発作などの緊急時
の対応，運動・食事の制限など，治療や症状に応
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じた自己管理行動を行いながら，病気と共に生き
ることを体得する場とも成りうる．よって病気の
子どもが充実した学校生活を送るためには，自分
自身の努力のみならず，友達の理解と協力が必要
である．
　しかし，病気の子どもを理解するような教育は，
一般校においてほとんど行われていない．さらに
病気の子どもへの対応を分かりやすく書いた文献
などは少ないため，教員は学校での対応に苦慮し
ている₄）．
　一方，障害児に対する健常児の態度に及ぼす要
因については，従来から多くの研究がなされてお
り，なかでも障害児とのかかわりや知識などとの
関連が着目されている₇-₉）．障害児と健常児との交
流においては，事前に障害児に関する情報が与え
られている子どもほど，知的障害児に対する好意
的態度は良好になるとの指摘がある₇）．また障害
のある子どもに対する友達の態度については，障
害のある友達がいるほど，障害の情報が与えられ
ているほど，友達の生活が満たされているほど良
好になることが示されており，障害を理解する教
育プログラムの必要性が指摘されている₈）．さら
に精神障害者に関する知識や経験が豊富なほど，
精神障害者に対する社会的距離が近くなり，好意
的イメージを持つことも明らかとなっている₉）．
　精神的問題を持った友達に対する態度を好意的
に変化させるための介入プログラムの有効性を検
証した結果もある₁₀,₁₁）．しかし，これらはいずれ
も障害や精神疾患の人々に対する調査や介入であ
る．一般社会において病気とともに暮らす人への
態度や考えはどのようであるか，理解や支援を促
すためにはどうしたらよいかというような研究は，
エイズ患者に対しては若干あるものの₁₂,₁₃），その
他は国内外においてほとんどみられない．
　よって慢性疾患が増加する現代社会においては，
今後一般の子どもに対して，病気の子どもを理解
し支援するための啓発教育を行うことも必要にな
る．子どもに多い ₁型糖尿病₁₄）を例にとると，こ
の疾患は，インスリンがまったく作られなくなり，

絶対的なインスリン不足となる疾患であるため，
生涯にわたるインスリン注射と血糖の自己測定が
必要となる₁₅）．そのため彼らは学校においてもイ
ンスリン注射と低血糖の予防や対処が必要となる
にもかかわらず，友人や教員の理解不足のために，
トイレで注射を打ったり補食を食べたり，それが
原因でいじめを受けたりしている例もある₄,₅）．
　つまり学校教育の場で，病気の子どもに対する
理解や支援の取り組みが不十分であるために，必
ずしもその子どもにとって十分な環境は保たれて
いない．病気の子どもが，日常生活のなかで疾患
特有の症状や対応を有しながら充実した学校生活
を過ごすためには，周囲の理解と支援が不可欠で
ある．よって，病気や障害のある子どもを周囲の
子どもたちが自然に支援し，共に生活できるよう
になるインクルーシブ教育₁₆）が推進される現在，
学校教育においても一般の子どもと病気の子ども
が共に生きることについて学ぶ機会が必要となる．
　そこで我々は以前，通常学級の中学生が病気の
子どもを理解し，病気の子どもに必要な支援を考
えられるようになるため，集団生活において周囲
からの適切な支援が求められる ₁型糖尿病の子ど
もの理解をテーマとした指導法を考案し，その介
入効果を検討した₁₇）．しかし，対象校のカリキュ
ラム運営上，指導者と授業時間が統一できなかっ
たこと，対照群の継続効果を検討できなかったこ
と，対象校は大学附属中学校であり，研究授業や
グループワークに慣れているなどの対象バイアス
の可能性があったことなどの課題が残された．
　そこで本研究では，授業内容を改訂するととも
に公立の中学生に対し同一科目で同一の指導者が
授業を行い，さらに ₁か月後の継続効果を調査す
るなど，研究者らが以前に作成した病気の子ども
を理解し支援できるようになるための指導法₁₇）を
改訂し，その効果を検討することを目的とした．

Ⅱ　方　　法

1．対象と方法

　対象は研究協力の得られた都内の市立中学校 ₁
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校の ₂年生全 ₆クラスである．割り付けにあたっ
ては学年主任が授業時間等を考慮して ₃クラスず
つ介入群（₁₁₁名）と対照群（₁₁₁名）に割り付け
た．研究の流れと人数の推移は図 ₁に示した．
　介入群には介入授業の ₁週間前（以下，事前）
に調査を行った後，授業前日の読書の時間に ₁型
糖尿病の簡単な説明と学校生活で必要な支援や低
血糖の対処などが書かれたパンフレット₁₈）を配布
し，読むように指示した．さらに翌日の授業時
間に介入授業を行い，その直後（以下，事後）と
₁ヵ月後（以下， ₁ヵ月後）に事前と同様の調査
を行った．
　対照群には，介入群と同日に調査（以下，事前）
とパンフレットの配布を行い，介入群が授業を
行った日の授業時間に調査のみを行った（以下，
事後）．さらに₁カ月後（以下，₁ヵ月後）にも事
前と同様の調査を行った．
2 ．授業内容

　介入群は₂₀₁₁年 ₉ 月に，対照群は₁₀月に，研究
者 ₁ 名が道徳の時間を用いて ₁ 回のみの授業を
行った．授業の目標は，先行研究₁₇）と同様に病気
があっても元気に暮らしている子どもがいること
を理解できる（知識・理解），病気の子どもの具合
が悪くなったとき（ ₁型糖尿病の子どもが低血糖
になったとき）必要な支援が考えられる（思考・
判断），話し合いに積極的に参加できる（関心・意
欲・態度）とした．
　改訂した指導案を付録 ₁に示した．改訂した授
業の主たる活動は，病気のことを知らない友人が
チョコレートを食べている病気の子どもをいじめ
る場面を書いたケース（付録 ₂）を各自読み，質
問に対する回答を用紙に記入した後，グループで
ケースに対する各自の考えを発表することである．
この間教師は机間指導し，生徒個人の考えを尊重
しながら意見交換ができるようアドバイスを加え
た．グループワークの後，教師は指名した生徒の
発言を板書し，病気の子どもの支援と理解につい
て必要な点を示した．
　なお，指導法の改訂にあたっては対象校の学年

主任に協力を求め，修正を重ねて作成した．
3 ．評価方法

₁ ）調査票
　介入群には，授業の事前，事後， ₁ヶ月後に，
対照群には同時期に，自記式質問紙による調査を
行った．内容は，属性として性別，今までに病気
をしたことがあるか（既往歴の有無），今までに病
気の治療をしたことがあるか（病気の治療の有
無），今まで病気の友達がいたことがあるか（病気
の友達の有無），その友達が病気のことで困ってい
たときの手助けをした経験があるかを訪ねた．
　また，「友達の病気を理解しようと思うか（以
下，病気の理解）」「病気の友達を助けようと思う
か（以下，病気の支援）」の ₂ 項目について，
「まったく思わない」から「とても思う」の回答を
₁₀₀ mmのVisual Analog Scale（VAS）によって尋
ねた．さらに，熊本らによって作成された「認知
的共感性質問紙（以下，共感性）」₁₉）（ ₆ 項目
「まったくあてはまらない」から「とてもよくあて
はまる」までの ₄件法）を回答してもらった．
4 ．分　　析

　属性については記述統計を行った．VAS₂項目と
共感性尺度については，一変量の線型モデルを用
い，事前の値（ベースライン値）を共変量として
調整し，事前と事後，一ヶ月後の介入群と対照群
の得点の変化の大きさ（得点差）を検討した．
　分析は統計ソフト SPSS ₁₆.₀ for Windows（SPSS 

Inc.）によって行い，有意水準は ₅％以下とした．
5 ．研究における倫理的配慮

　研究の実施にあたり，東京学芸大学倫理審査委
員会の承認（東学芸教研第₂₀₆号）を得た．さら
に，対象校の管理職ならびに教職員に対して口頭
と文書により研究の趣旨を説明し，同意を得た．
対象の生徒に対しては学級担任より研究の趣旨を
説明し，研究の参加ならびに中断における個人の
自由意思の尊重，調査において個人は特定できず，
また研究で得たデータは成績評価には反映しない
ことを周知した．なお授業は ₁型糖尿病の子ども
がクラスに在籍していないことを確認して実施し
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た．また，教育の平等性を確保するため，すべて
の調査終了後に対照群に対して介入群と同じ授業
内容を実施した．

Ⅲ　結　　果

1．対象の属性

　分析対象は，介入群では事前₁₁₁名，事後₁₀₇名，
₁カ月後₁₀₄名，対照群では事前₁₀₈名，事後₉₆名，
₁カ月後₉₄名であった．対象の属性は表 ₁に示す

とおり，両群ともに概ね病気や治療の経験がなく，
また病気の友達は ₁割程度であった．病気の理解，
病気の支援，共感性については，介入群と対照群
とで差は見られなかったものの，男子より女子の
ほうがすべてにおいて得点が高かった．
2 ．介入群と対照群における事前と事後の得点変

化の比較

　ベースライン値を調整した事前と事後の介入群
と対照群の得点の変化は表 ₂に示すとおり，男子

図 1  研究の流れ



慢性疾患の子どもを支援するための改訂指導法

229

表 1 　対象者の事前調査時の基本属性及び評価指標の得点

男子 介入群（n＝₄₆） 対照群（n＝₅₀） p値 b

一般属性 人数 ％ 人数 ％
既往歴　ありa ₉ ₂₀.₀  ₈ ₁₆.₀ ₀.₇₉
治療　ありa ₆ ₁₃.₆  ₂  ₄.₀ ₀.₁₄
病気の友達　ありa ₉ ₂₂.₀ ₁₃ ₂₆.₀ ₀.₈₁
病気の友達が困っていたときの手助け　ありa ₂ ₂₅.₀  ₀  ₀.₀ ₀.₁₅

評価指標 平均値 SD 平均値 SD
病気の理解　VAS得点 ₆₈.₇ ₂₂.₄ ₆₇.₅ ₂₂.₆ ₀.₇₉
病気の支援　VAS得点 ₆₈.₆ ₂₃.₄ ₇₀.₈ ₂₀.₄ ₀.₆₃
共感性　 ₆項目 ₄件法得点 ₁₆.₀  ₂.₉ ₁₅.₇  ₂.₈ ₀.₅₉

女子 介入群（n＝₆₅） 対照群（n＝₅₈） p値 b

一般属性 人数 ％ 人数 ％
既往歴　ありa ₄   ₆.₂ ₆ ₆₀.₀ ₀.₅₁
治療　ありa ₁   ₁.₅ ₂  ₃.₄ ₀.₆₀
病気の友達　ありa ₄   ₆.₃ ₉ ₁₅.₅ ₀.₆₀
病気の友達が困っていたときの手助け　ありa ₃ ₁₀₀.₀ ₃ ₃₇.₅ ₀.₁₈

評価指標 平均値 SD 平均値 SD
病気の理解　VAS得点 ₈₅.₆ ₁₃.₂ ₈₃.₁ ₁₆.₂ ₀.₃₇
病気の支援　VAS得点 ₈₈.₅ ₁₃.₃ ₈₆.₃ ₁₆.₇ ₀.₄₃
共感性　 ₆項目 ₄件法得点 ₁₈.₂  ₂.₆ ₁₈.₂  ₂.₃ ₀.₉₅

a 欠損値有りの項目
b 度数は χ₂ 乗検定，得点は独立した t検定を用いた

表 2　介入群と対照群における事前と事後の得点変化の比較

事後と事前の得点の差 ₉₅％信頼区間 p値 a

男子 群 n 推定周辺
平均値 SE 下限 上限 介入 VS対照

病気の理解
介入群 ₄₄ ₈.₈₅ ₂.₁₀ ₄.₆₈ ₁₃.₀₂

₀.₀₀₁
対照群 ₄₂ －₁.₅₅ ₂.₁₅ －₅.₈₂ ₂.₇₁

病気の支援
介入群 ₄₄ ₁₀.₀₃ ₁.₉₇ ₆.₁₀ ₁₃.₉₆

＜₀.₀₀₁
対照群 ₄₂ －₁.₄₈ ₂.₀₂ －₅.₅₀ ₂.₅₄

共感性
介入群 ₄₄ ₁.₀₁ ₀.₃₄ ₀.₃₄ ₁.₆₇

₀.₄₈₀
対照群 ₄₂ ₀.₆₆ ₀.₃₄ －₀.₀₂ ₁.₃₄

女子

病気の理解
介入群 ₆₃ ₆.₁₈ ₁.₁₈ ₃.₈₅ ₈.₅₂

₀.₀₀₃
対照群 ₅₄ ₀.₉₆ ₁.₂₈ －₁.₅₇ ₃.₄₈

病気の支援
介入群 ₆₃ ₂.₆₂ ₁.₂₅ ₀.₁₄ ₅.₁₀

₀.₀₁₆
対照群 ₅₄ －₁.₈₉ ₁.₃₅ －₄.₅₇ ₀.₇₉

共感性
介入群 ₆₃ ₁.₃₀ ₀.₂₅ ₀.₈₁ ₁.₈₀

＜₀.₀₀₁
対照群 ₅₄ －₀.₁₁ ₀.₂₇ －₀.₆₄ ₀.₄₃

a 各指標のベースライン値を調整した ₁変量の線型モデルを用いた
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では「病気の理解」（p＝₀.₀₀₁），「病気の支援」
（p＜₀.₀₀₁）において，女子では「病気の理解」
（p＝₀.₀₀₃）と「病気の支援」（p＝₀.₀₁₆）「共感
性」（p＜₀.₀₀₁）において，事前より事後に有意
に得点が上がっていた．
3 ．介入群と対照群における事前と一カ月後の得

点変化の比較

　ベースライン値を調整した事前と一カ月後の介
入群と対照群の得点の変化は表 ₃に示すとおり，
男子では「病気の理解」（p＝₀.₀₄₁）において，
女子では「病気の支援」（p＝₀.₀₄₇）において，
事前より一カ月後に有意に得点が上がっていた．
4 ．ケースに対する記述内容

　介入群の授業において，生徒たちは興味深そう
に病気の話を聞き，さらにケースを読んだ後に，
真剣に自分の考えを記述していた．またグループ
で個人の考えを発表する場面では，特に混乱する
こともなく，さまざまな考えに聞き入っていた．
　ケースに対する記述内容について，春日さんを
いじめた湯島君に対しては「春日さんは ₁型糖尿
病で，低血糖のときはチョコなどの補食を食べな

いと命にかかわるから，分かってあげよう」「何で
そういうこと言うの？春日さんはとっても辛いん
だから，湯島君もその気持ちになってあげなよ」
など，病気を理解するよう促したり，相手の立場
で考えさせたりしようとする記述が多かった．春
日さんに対しては「湯島君の言うことなんて気に
しないほうがいいよ」「湯島君は春日さんの病気を
知らなかっただけだから，気にしなくていいよ」
などと励ます言葉が多かった．さらに「気にしな
くて大丈夫だよ．湯島君には，ちゃんと病気のこ
とを話してわかってもらおうね」など，病気のこ
とを話したほうがよいという記述も多かった．
　また，「春日さんが元気で楽しく学校を過ごすた
めに，あなたは何ができるでしょうか」という問
いに対しては，「クラスのみんなで病気のことを理
解し，春日さんが辛くなったらみんなで助けてあ
げる．病気のせいでひどいことをしない」「相手の
ことをしっかりと理解して，春日さんのような病
気の人がいたら，その人に気を配ってあげて，
困っていることがあったら相談に乗ったり，助け
たりする．しかし，特別扱いせずに普通の友達と

表 3　　介入群と対照群における事前と一カ月後の得点変化の比較

事後と事前の得点の差 ₉₅％信頼区間 p値 a

男子 群 n 推定周辺
平均値 SE 下限 上限 介入 VS対照

病気の理解
介入群 ₄₄ ₃.₀₀ ₂.₁₃ －₁.₂₃ ₇.₂₃

₀.₀₄₁
対照群 ₄₂ －₃.₃₁ ₂.₁₈ －₇.₆₄ ₁.₀₂

病気の支援
介入群 ₄₄ ₀.₇₆ ₁.₉₂ －₃.₀₅ ₄.₅₇

₀.₈₃₀
対照群 ₄₂ ₀.₁₆ ₁.₉₆ －₃.₇₅ ₄.₀₆

共感性
介入群 ₄₄ ₀.₃₀ ₀.₃₃ －₀.₃₆ ₀.₉₅

₀.₆₀₀
対照群 ₄₂ ₀.₅₅ ₀.₃₄ －₀.₁₃ ₁.₂₂

女子

病気の理解
介入群 ₆₀ ₁.₀₉ ₁.₄₉ －₁.₈₅ ₄.₀₄

₀.₂₉₀
対照群 ₅₂ －₁.₂₂ ₁.₆₀ －₄.₃₈ ₁.₉₄

病気の支援
介入群 ₆₀ ₁.₃₃ ₁.₄₀ －₁.₄₅ ₄.₁₁

₀.₀₄₇
対照群 ₅₂ －₂.₈₂ ₁.₅₁ －₅.₈₁ ₀.₁₇

共感性
介入群 ₆₀ ₀.₄₆ ₀.₂₉ －₀.₁₀ ₁.₀₃

₀.₁₀₀
対照群 ₅₂ －₀.₂₃ ₀.₃₁ －₀.₈₃ ₀.₃₈

a 各指標のベースライン値を調整した ₁変量の線型モデルを用いた



慢性疾患の子どもを支援するための改訂指導法

231

同じように接する」など，病気を理解し，できる
ことを助けるとともに，普段は普通に接するとい
う記述が多かった．

Ⅳ　考　　察

　先行研究で行った病気の子どもを理解し，必要
な支援を考えられるようにするための指導法₁₇）を
改訂した結果，表 ₂に示したとおり，病気全般を
さす項目である「病気の理解」と「病気の支援」，
共感性尺度の得点が直後に変化していた．さらに
表 ₃に示したとおり，効果は減っていたものの ₁
カ月後に効果のあった項目もあった．よって改訂
した指導法の効果が示唆された．
　指導法の改訂点は，授業科目と指導者の統一，
公立中学生での実施，指導法の内容の精選，評価
方法の簡素化である．加えて本研究では，介入
群・対照群における ₁カ月後の追跡調査も実施し
た．
　改訂した指導法では指導者を統一し， ₁人の教
師が道徳の時間に授業を行ったため，授業内容が
均一化できた．授業内容については，グループ活
動の簡略化を図ったことにより，意見の集約がし
やすくなり，授業目的を押さえられた．先行研究₁₇）

では，授業中のグループ活動で意見を発表した後
にグループでの意見をまとめる作業を行った．し
かし各人の意見をまとめる作業が難しかったり，
話し合いができなかったりした．そのため改訂で
は，グループにおいては各人の発表のみに留め，
クラス全体で数人が発表して教師がまとめるとい
う方法をとった．
　継続効果について検討の余地はあるものの，
一ヶ月後の効果が男女一項目ずつ見られた．よっ
て，今後は ₁回のみの授業ではなく，数回の連続
したプログラムを作成すること，グループ活動や
フィードバックの方法を検討することにより，効
果の定着を図る必要がある．
　なお先行研究も₁₇）今回も，ベースラインにおい
て男子より女子の得点が高かった．女子は障害者
への態度が良好であることが指摘されている₂₀）こ

とから，病気の子どもに対しても同様の傾向にあ
ることが示された．
　評価指標については，今回の調査項目によって
介入効果が示されたため，本研究に用いた項目は
評価指標として活用可能である．先行研究₁₇）にお
いては評価指標として，事前と事後，₁カ月後に，
糖尿病の病態生理と低血糖の予防と対処を説明し
たプリントを読ませ，それに対してどのような支
援ができるかを記述させ，その記述内容を比較し
た．しかし効果指標として明確な結果が得られな
かったため，今回は用いなかった．
　今後，より効果のある指導法を作成するために
は，生徒の継続効果を図るプログラムとともに，
教員側の指導マニュアルが必要となる．今回は病
気の知識を有した研究者が授業を行ったが，一般
の教員が病気の子どもの授業を行ううえで，教員
に病気の知識が乏しければ，充実した指導内容は
望めない．そのため指導マニュアルには，病気の
子どもが何に困っているのか，何を支援する必要
があるのかなど，その子どもの生活を重視した内
容を記載するとよい．今後，共生社会の形成に向
けたインクルーシブ教育₁₆）を推進する視点からも，
病気や障害をもった子どもと周囲の子どもが自然
に触れ合う機会を設けることや，本研究のような
ケースを提示した授業が行われることが望ましい．
　なお本研究の限界は以下のとおりである．学校
教育の場においてランダム化によるサンプリング
は難しい．そのため今回は，以前から協力関係の
ある地域の公立中学校に研究協力を依頼し，病気
の子どもが所属していない ₂ 年生を対象として
行った．よって先行研究₁₇）よりも本結果で介入効
果が見られた点については，指導法の違いによる
ものか対象の違いによるものかを言及することは
できない．また本研究は ₁型糖尿病の子どもに関
する話題に留まっている．そのため本結果が特別
な疾患の理解に関するものか，個別の事例を通し
て慢性疾患全般の普遍的な理解が得られたのかど
うかは明らかではない．また，病気の理解と支援，
共感性については，既往歴の有無や類似体験の有
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無が少なからず影響を与えると予測されるため，
各々について男女間での比較は必要であるが，介
入群，対照群ともに対象数が少なかったため，今
回は検定できなかった．
　しかしこれらの限界はありながらも，改訂した
指導法を実施した結果， ₁型糖尿病という個別の
事例を通して慢性疾患に対する普遍的な理解の得
られたことが示唆された．

Ⅴ　結　　論

　改訂した指導法は公立の中学生に対して効果が
あり，病気の子どもを支援するための指導法とし
て活用できる可能性が示唆された．
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付録 1　指導法改訂版

過程 時間
学習活動と生徒の様子

指導上の留意点
＊発問　○教師　■生徒

導入 ₁₀分

（ ₁） ₁型糖尿病の説明
○アレルギーや喘息を含め，子どもの慢性疾患は増えていること
を説明する．
○この授業では， ₁型糖尿病の話をしながら，病気の子どもにつ
いて考えることを説明する．
○掲示物を示しながら， ₁型糖尿病の病態，血糖測定と自己注射
の必要性，低血糖の予防と対処など説明する．

・事前に配布されているパン
フレットを出す指示．
・掲示物の提示

展開 ₃₀分

■ ₅～ ₆人のグループを作る．
（ ₂）ケースを読んで，状況を考える．
○ケースを配布し，生徒にケースを読ませる．
○その際，湯島君は春日さんの病気を知らない，学校に春日さん
はお菓子をもってくるのを許されているという設定を伝える．

■各自の考えを用紙に記入した後，グループで自分の考えを紹介
する．
・何人かに発表させ，その発言を板書し，湯島君に病気を理解さ
せるような内容，春日さんを支援する内容を支持する．

（ ₃）病気の子どもへの支援を考える

■各自の考えを用紙に記入する．
○何人かに発表させ，その発表を板書し，望ましい発言を支持す
る．

・ケースとグループ記入用紙
の配布

・湯島君を攻撃しないような
言い方を考えるよう促す．
・病気とともに頑張っている
春日さんの気持ちを考える
よう促す．

・「普通に接する」「困ったと
きに助ける」「低血糖のとき
にお菓子をわたす」「声をか
ける」などを支持する．

まとめ ₁₀分

○本時のまとめ
①病気とともに生活している子どもが楽しく学校生活を送れるよ
うに考える．
②各自が社会に出て，病気とともに生活している人に接したり，
その人のことを考えたりしたとき，自分には何ができるかを考
える．
○分析用ケースと調査票の配布と記入の指示をする．
○記入後，回収

・調査票の配布

＊下線部は改訂した箇所である．

＊発問 ₁「あなたなら，湯島君と春日さんに，なんと言いますか」

＊発問 ₂「春日さんが元気で楽しく学校を過ごすために，あなたは何ができるでしょうか」

付録 2　授業で用いたケースの概要

　中学 ₂年生の春日凛
りん

子さんは， ₁型糖尿病ため学校では保健室で，昼食の前に血糖測定とインスリン注射をして
います．あるとき春日さんは，昼食の前の体育の授業中に低血糖を起こし，ぐったりして座りこんでしまいました．
そこで小学校から一緒のクラスだった友達の小石川さんが，春日さんのかばんから，いつも持ち歩いているチョコ
レートを持ってきて，春日さんに食べさせました．
　すると湯島君が，「なんで授業中にお菓子食ってんだよ．小石川も仲良しだからって春日を甘やかすなよ」「こい
つ，この前の昼休みも校則をやぶってお菓子食ってたんだぞ」と言ったので，春日さんは泣き出してしまいました．

質問①　あなたは，春日さんや湯島君と同じクラスの仲間です．この様子を見ていたあなたは，湯島君や春日さん
に何と言いますか．
　湯島君に……
　春日さんに……

質問②　春日さんが元気で楽しく学校を過ごすために，あなたは何ができるでしょうか
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Evaluation of revised instruction to junior high school students 
toward supporting children with a chronic disease: 

Examining the case of type ₁ diabetes

Yukari TAKEHANA*₁ and Chifumi SATO*₂

Abstract
Objective: This study was conducted to evaluate revised instruction to promote understanding and support of 

children with chronic diseases, especially those with type ₁ diabetes, among peers.
Methods: Primary aspects of the revised instruction to be evaluated encompassed simplifications in the instruc-

tion content, valuation method, and leader’s unification. This study also assessed the program＇s execution in 
a public junior high school, including subsequent implementation of a follow-up survey.

　Participants were ₂₂₂ second-year students of a public junior high school. All students read a pamphlet about 
type ₁ diabetes, after which instruction was delivered to intervention classes in lesson format. Lessons were 
designed to promote understanding and support of children with chronic diseases, especially type I diabetes. 
Intervention classes were assessed immediately before and after the lesson, and again one month later. Con-
trol classes were also evaluated at each of these intervals.

Results: Male students＇ scores on ＂understanding an ailing friend＂(p＝₀.₀₀₁), and ＂supporting an ailing friend＂
(p＜₀.₀₀₁), and female students＇ scores on ＂understanding an ailing friend＂(p＝₀.₀₀₃), ＂supporting an ailing 
friend＂(p＝₀.₀₁₆), and ＂cognitive and sympathy questions＂ (p＜₀.₀₀₁) increased after receipt of the revised 
instruction. Assessed ₁ month later, male students’ scores on ＂understanding an ailing friend＂(p＝₀.₀₄₁) 
and female students＇ scores on ＂supporting an ailing friend＂ (p＝₀.₀₄₇) remained higher than before.

Conclusion: These results suggest that this mode of revised instruction is useful for improving understanding 
and support of children with chronic diseases.
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