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難病や慢性疾病 の ある病児 へ の教育 を求 める要望書
日本難病疾病団体協議会 には先天性 の疾病や小児期 に発病 した小児 を抱 える団体 が多
く存在 します。難病 。慢性疾病児 に とって は、そ の病児 に合 った教育 が受 け られ るか
どうかが 、そ の後 の人生に大 きな影響 を及 ぼす ことに な ります 。
特別支援教育 の実施 によ り、イ ンクルーシブ教育 とい う方 向性 は確 立 した ものの、近
年 、 情緒障害児学級 の入級 が急増 し、病弱児 が取 り残 されて い る現状があ ります 。
また 、 コ ロナ禍 で感 染に弱 い病児たちは、学校生活 での不安 を抱 えつつ通学 していま
す。 それ らの課題 を改善 し、難病 ・慢性疾病児 が適切 な教育 を受 け られ るよ う、以
下、要望 い た します。

1.病 弱児 へ の適切 な教育 の場 の保障
(1)就 学先決定 にあたっては、子 どもに合 った教育 の場

(普 通学級 、特別支援学

級 、特別支援学校等 )を 選 べ るよ う、保護者 の希望 を尊重 しつつ 、丁寧 な説 明や施
設整備 の改善等、教育委員会 へ の指導 を して くだ さい。

(2)入 院治療や病気療養 の実態に合 わせ 、学籍 に囚われ る ことな く、地域 の普通学
級、特別支援学級 、特別支援学校、訪 問教育、院内学級等 で 、切れ 日の ない教育 が
受 け られ るよ うに して くだ さい

(3)医 療的ケ アの必 要な病児 が幼稚園、学校 、施設 な どに通 えるよ う、必要 に応 じ
て看護 師 の配置 を進 めて くだ さい。 また、地域 の学校や教育委員会 に対 し、医療 、
福祉 との連携 が 図 られ るよ う指導 して くだ さい。

(4)て んかん、 心臓病、炎症性疾患、 がん等、様 々 な病気 を抱 えて通 学 してい る病
児 が増 えてきています。教職員、特別支援教育 コーデ ィネ ー ター 、養護教諭 に対 し
て 、難病 。慢性疾患児や 医療 的ケア児 につい ての研修会 を実施 し、教員 の病弱教育
に対す る理解 と実践能力 を培 って くだ さい。

(5)学 校生活管理指導表 は体調 が 良い 時には、 で きるだけ教育 の機会 を広 げ よ うと
の趣 旨で書 かれた ものです。有効 で適 切 に使 われ るよ う、取 り扱 いや活用 につい て
指導 を行 って くだ さい。

2.「 命 の尊厳」につい て考 える教育
ガ ン教育 と同様 に、難病や慢性疾病 な ど見 た 日ではわか らない病気や 障害をもつ子
どもがい ることを、児童生徒 が考 え学 び会 う教育に力 を入れて下 さい。

3.震 災な ど緊急時 にお い て、病児 の安全 がはか られ るよ うな体制 の整備
自力 で他 の児童 生徒 と一 緒 に避 難 できない病児 が 、震災 な どの緊急時 に取 り残 され
ることな く安全 に避 難 できるよ う、避難訓練時 には避難経路 を確認 し、個別 の緊急
時避難 マニュアル を作成 し、担任任 せ ではな く、全職員 が共通理解 ができる体制作
りを行 うよ う指導 して くだ さい。

以上

