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はじめに 

 

このハンドブックは、社会人として歩み始めた小児慢性疾患患者（経験

者）の社会生活に役立つ情報を提供することを目的として作成しました。

社会人を対象としていますが、現在、大学や専門学校に通う学生にも、役

立つと思います。 

対象としています疾患は、1 型糖尿病、先天性心疾患および小児がんで

す。いずれも、医療水準の向上によって、患者の「生活の質」は大きく向

上して参りました。しかし、一人の社会人として働き、人々と共に暮らす

中で、様々な困難に直面することがあります。 

「残業が多く、体調管理が困難で、仕事を続けられるか心配だ」、「病気

のことを理解してくれない同僚が職場にいる」、「つきあっている人に病気

のことをどのように話すか迷っている」、「子どもがほしいが病気の影響が

心配だ」など。 

このハンドブックは、こうした問題に出会ったときの解決方法を具体的

に書いているわけではありません。それは、一人ひとりに合わせてよく吟

味してみる必要があるからです。しかし、あらかじめ考え、心の準備をし

ておくとよい、大切なことがあります。 

「こんな問題が起こったら、自分はどんな行動をするだろうか」 

このハンドブックを読みながら、ぜひ、考え、イメージを膨らませてみ

てください。一人で取り組んでもよいと思いますし、相談に乗ってもらえ

る医療スタッフ（主治医、看護師、臨床心理士、ソーシャルワーカー※な

ど）と、一緒に読んでみるのもよいと思います。 

実際に問題を抱えているときは、一人で抱え込まず、信頼できる友人、

同じ病気の先輩や医療スタッフなどに相談しましょう。セルフヘルプグル

ープ（同じような体験をもつもの同士が支え合うことを目的としたグルー

プ）の人たちに話してみることも役立つでしょう。こうして、あなたなり

のサポーターを得ておくと、心強いと思います。 

なお、これは 2005 年に作成しました中学生・高校生向けの冊子「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」の続編になります。併せて読まれるこ

とをお勧めします。 

 

編者一同 

                                                   
※ 臨床心理士、ソーシャルワーカーについては、16 頁のコラムをご覧ください。 
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からだとつきあう 

 

 

 

 

20 歳代は、成人として、就労し社会的な自立をめざしていく年代です。

パートナーをみつけ、新しい家庭を築き始める年代でもあります。 

就労の形態は、主に、正規雇用と非正規雇用 (パートタイマー、アルバ

イト、契約社員、派遣社員)に分けられますが、それらの勤務内容や条件

は実に多様です。しかし、どのような就労形態においても、社会人として

の良識が問われますし、規範を守り、責務を果たし、成果を出すことが期

待されます。また、社会人になると、幅広い年齢層、職種･職位にある人

たちとのコミュニケーションが求められることになります。就職先によっ

ては、住み慣れた地域を離れ、一人暮らしを始めることもあるでしょう。 

こうした変化の中で、あなたが人生の主人公として、主体的に日常生活

のリズムを整え、健康を良好に維持し、新しい生活環境に適応してことが

自立の課題となります。言い換えれば、これまでに学んだ健康管理やセル

フケアのテクニックを基礎としながら、新しい生活環境のなかでいかにう

まくからだとつきあう方法を磨いていくかが、自分の課題となるわけです。 

ここでは、みなさんの人生の過渡期において大切なことを 3 つ考えてみ

ましょう。 
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（１）自分のからだを知る 

 

この冊子の読者には、以前、「大人になりゆくあなたに」を読んだ方が

おられることと思います。「大人になりゆくあなたに」の中に「病気と治

療の要約」という資料がありました。その資料を本誌 27 頁にも添付しま

した。これを活用して、あなたの現在の健康状態や日常生活における注意

事項などを書き出してみましょう。そして、前回と今回の記載内容を比較

してみましょう。そうすることによって、自分のからだに対する理解が深

まっているか、セルフケアの能力は高まっているか、健康状態はよく維持

されているか、そして、新たな心配や疑問は何か、といったことがらを整

理することができます。 

また、今回初めて記載されるあなたも、「書く」という行為が、自分自

身を客観的にみつめなおすうえで有効な方法であることに気づかれるこ

とでしょう。「書けない」という気づきによって、「自分のなかであいまい

なこと・わからないこと」が、明らかになっていきます。あいまいなこと

やわからないことを主治医にたずね、説明を受けましょう。そうした機会

に、あなたが仕事を選び、就労するうえで留意しなければならないことは

何か、といった点についてもゆっくり相談してみることをお勧めします。 

 

（２）社会人として健康を維持する 

 

現在、わが国では、労働者の 6 割以上が、職場生活において強い不安や

ストレスを感じています。超過勤務などによる身体的な疲労だけでなく、

業務による心理的負担を原因とする精神障害の発症や自殺者数の増加が

社会的な問題となり、ストレスマネジメント（ストレスの自己管理）の組

織的な取組みが急がれています（厚生統計協会編、2006）。 

健康を意識してからだとつきあうためには、自分のからだが発する

SOS のサインにいち早く気づくことが大切です。みなさんの場合、これ

までの病気体験や治療経過から学んだことが、からだの SOS を察知する 
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うえで必ず役に立つはずです。この点は、みなさんのストレスマネジメン

トの『強み』といえるでしょう。 

職場生活においては、とかく無理をしがちです。今までとは異なるから

だの変化や症状に気づいた時には、主治医に相談して指示を受けましょう。

また、健康管理のために、定期健康診断と定期受診を継続しましょう。 

社会人として、日々の健康を良好に維持するためには、これまで以上に

多くの知識や対処方法が必要となります。ご家族・主治医の助言や先輩た

ちの体験談を参考としながら、自分の職場生活に活用できる技（わざ）を

増やしていきましょう。 

そして、心身の疲労を蓄積しないことを心がけてください。規則的でバ

ランスのよい食事、十分な休息と睡眠、適度な運動、そして気分転換をじ

ょうずにとることをお勧めします。 

 

（３）健康を害する可能性のある行動を避ける 

 

「健康を害する可能性のある行動」ということばから、だれもが連想す

るのは喫煙と飲酒でしょう。 

すでにご存じのことは思いますが、たばこは習慣性があり、肺がんや心

筋梗塞などの疾病を引き起こす原因となることが知られています。受動喫

煙による周囲の人たちへの健康被害も問題視されています。あなたと親し

い人たちの健康を守るために、喫煙は避けたい行為です。 

飲酒も、度が過ぎた場合※、急性アルコール中毒やアルコール性肝疾患

などを引き起こす可能性があります。あなたの疾患によっては、飲酒をひ

かえるよう医師から指導を受けておられるかもしれません。社会人になる

とお酒の席に参加する機会が増えますが、お酒の弱い人や飲めない人はそ

のことを率直に伝えましょう。お酒を飲まなくても、場の雰囲気をこわす

ことはありませんし、会話は楽しめるものです。 

 

 

                                                   
※ 適度な酒量とは、1 日１合程度がめやすとされています。 
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以上、簡潔に、「自分のからだを知る」「社会人として健康を維持する」

「健康を害する可能性のある行動を避ける」の３つの視点から、からだと

のつきあい方を述べました。 

 

人生 80 年－あなたには、これまでの 3 倍も 4 倍もの人生が続いてい

ます。恋愛、結婚、妊娠･出産、子育て、昇進、時にリストラ、そして転

職といったさまざまなライフイベントを体験されることでしょう。あなた

のからだとのつきあい方が、あなたの人生を支えます。ですから、社会に

はばたこうとする今、からだと生活のあり方をじっくり展望してみること

が大切です。そして、からだとの健康的なつきあい方を着実に修得してい

きましょう。 
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＜コラム＞ 

「楽しみを失わないことが養生のもと」 

～貝原益軒著『養生訓』より～ 

 

                        札幌市立大学看護学部 加藤登紀子 

 

みなさんは「養生」（ようじょう）という言葉にはあまり馴染みがないかもしれませんが、たと

えば今騒がれているメタボリックシンドロームを予防するには、まさに養生がキーワードとな

ります。ここでは、1713 年、江戸時代の儒家・貝原益軒が 80 歳をこえてから著した日本

の古典『養生訓』をとり上げてみようと思います。 

『養生訓』は単なる健康法を説いたハウツウものではなく、真に人生を味わうために、ま

た志を全うするために養生が必要だからというコンセプトを基調にしています。天からの授

かりものである「いのちへの畏敬」が養生の出発点であり「畏れ、慎む」ことが養生の立

脚点となっているのです。そして最も魅力的と感じさせられる点は『人生を楽しむ、そのため

の養生なのである』『楽しむのは人の生まれつきの生理（本性）である、楽しみを失わない

ことが養生のもとである』というアイディアです。300 年も以前に、なんと粋な、言い得て妙

なセリフ！と感心してしまいます。 

 

そして、彼は４つの楽しみを具体的にあげています。 

１．「自然を楽しむ」：「月日のかがやき、風雨のうるほい、鳥獣の鳴き動き、草木の 

おひしげれる様に接し、心を感ぜしむることである。」 

２．「読書を楽しむ」：「およその事、友を得ざればなしうべからず。只読書の一事は、友

なくてひとり楽しむべし。一室にいて天下四海の内を見、天地万物のことわりをしる。

数千年の後にありて、数千年の前を見る。今の世にありて、いにしえの人に対す。 

わが身おろかにして聖賢にまじはる。これ皆読書の楽しみなり。これを好む人は天下

の至福を得たりというべし。」 

３．「旅を楽しむ」：「他卿に遊び、名勝の地、山水のうるはしき佳境にのぞめば、良心を

感じおこし、鄙吝をあらいすすぐ助けとなれり。是も亦わが徳をすすめ、知をひろむる

よすがなるべし。」 

４．「人と共に楽しむ」：「我ひとりたのしみて人を苦しむるは、天のにくみ給ふ所おそるべ

し。人と共に楽しむは、天のよろこび給ふ理にして、誠の楽なり。」 

 

人は生まれながらにして楽しく生きたいと思うようにつくられている、といいます。日頃、

楽しみ足りない思いでいましたが、楽しみはいくらでもつくれるし、楽しみをつくる楽しみも味

わえるわけです。楽しみを見つける意味でも、自然を愛で、読書や旅に親しみ、そしてま

た、人との交わりを大切にしたいものです。 

 

引用文献：立川昭二 養生訓に学ぶ ＰＨＰ新書 2001. 

松田道雄 日本の名著 貝原益軒 中央公論社 1983. 
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自分らしく働く 

 

 

 

 

（１）働く意味を考える 

 

人は、何かするときにはその目的を考えるものです。目的が分からない

ときは力も出ません。働くときも同じです。 

では、「何のために働いているのか？（働こうとしているのか）」と尋ね

られたら、あなたはどのように答えるでしょうか。 

ある人は、「安定した生活のため」、「お金を稼ぐため」、「家族のため」、

「生活を楽しむために」と答えるでしょう。これは、仕事以外の何かのた

めに働くということです。 

ある人は、「自分に合っている」、「これまで学んできたことを活かせる」

など、自分の能力を活かして、仕事を楽しむことをあげるでしょう。また、

「いろいろな人と出会える」、「新しい知識や技術を身につけることができ

る」など、新たな人間関係や学びといったことを意識する人もいると思い

ます。 

さらに、「お客さんが喜んでくれる」、「温暖化を防ぐことにつながる」、

「自分の会社の業績に貢献する」など、自分以外の人や社会を意識した答

えもあると思います。 

 

このように働くことの意味は多様ですし、一人ひとりがあげる働く意味

の組合せも様々です※。あなたには、あなたなりの意味づけ（その組合せ）

があるのではないでしょうか。 

また、今まさに、働く意味をどのように考えていけばよいか迷っている、

あるいは、分からなくなったという方もおられるでしょう。長い人生の中

で、何のために働くのかが見えなくなったり、働くことの辛さにどうして

よいか分からなくなるということは、多くの人が体験していくものです。

そのようなときは一歩立ち止まって考えてみることが必要です。あまりに

辛いときは、一人で苦しまないようにしたいものです。 

                                                   
※ 谷内（２００７）は職業の三要素として「生計の維持」「個性の発揮」「連帯の実現」をあげています。「連帯

の実現」は社会的役割や社会的分担を遂行することです。谷内は、「生計の維持」だけを意味する場合

は「業」であり、3 要素を備えたときに「職業」というとの見解を紹介しています。みなさんは、どのように考える

でしょうか。谷口篤博： 働く意味とキャリア形成. 勁草書房, 2007, 23-24. 
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一方で、仕事の成果があきらかになったとき（例 

給料をもらった 新しい企画が認められた 手がけてい

るプロジェクトが成功した）、仕事を通して良い人間関

係が築けているとき（例 職場の同僚や上司との関係が

よい ユーザーから感謝された 出張先でいろいろな人と出会える 後輩にノウ

ハウを伝えられる）、自分の成長を実感できたとき（例 難しい技能を自分の

ものにできた 先輩の水準に近づけた 新しい資格を得た 仕事をして人生観が

変わった）には、仕事上の苦労を忘れ、仕事を続けていこうというエネル

ギーが沸いてくるでしょう。 

働くことが辛くなったり、意欲的になったりを繰り返しながら歩む、そ

れが社会人としてのごく普通のあり方なのかもしれません。病気の治療や

定期検診を続けながらであっても、このことには変わりないと思われます。 

もちろん、病気であることによって、働き続ける難しさは増える傾向が

あります。その分、何のために働くのか、自分らしく働くにはどうすれば

よいかといったことを、意識させられる機会が多くなるかもしれません。 

仕事を続けるために、どんなところに問題が生じやすいか、先輩達はど

のように対処してきたかを知っておき、自分だったらどう乗り越えていく

かについて、自分なりにイメージしておくことで、実際にも乗り越えやす

くなります。 

 

（２）仕事への病気と治療・定期検診の影響 

 

図１・２に、専門医（小児がん、先天性心疾患、1 型糖尿病の各専門医）に、

小児がん、先天性心疾患、1 型糖尿病の患者（経験者）本人あるいは家族

から受けたことがある相談について答えてもらった結果を示しました。 

図 1 は就職に関するもの、図 2 は就職後の職場での生活に関するもの

です。これは、1 回でも相談を受けたことがある医師の割合で、相談件数

の割合ではありません。また、問題があったらどうすればよいかといった

心配事の相談を含みます。つまり、実際の問題の多さそのものを示す部分

と、本人や家族が心配しがちな問題を示す部分とがあります。 
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この結果から読み取れる、主たる問題あるいは心配事は次のように分類

できるでしょう。 

 

●就職に関して 

①病気がある（あった）ことが分かると就職できない（できないのでは

ないか） 

②自分の体力に適した職場が見つからない（みつかるだろうか） 

③専門医への定期受診に支障が出る（出るのではないか） 

④学校が、自分の病気を理解して進路指導をしてくれない（くれないの

ではないだろうか） 

●職場での生活に関して 

①専門医への定期受診に支障が出る 

②職務内容が自分の体力に適していない 

③体調が悪くても休めない 

④病気への理解が得られない、本人が言い出せない 

⑤無理をして病気を悪化させる、悩みが重なりつらくなる 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

病気がある（あった）ということが、就職に不利

な判断材料とされる

体力に適した職場（通勤、就業などを含む）が見

つけにくい

専門医の定期的受診に支障のない職場を見つけに

くい

高校や大学による病気を理解しての進路の相談、

指導が十分でない

本人にあった職業訓練の機会が十分でない

職場の環境（移動、トイレなど）に配慮が得られ

ない

就職に関して、各項目にある相談を受けたことがあると答えた医師の割合（％）図１
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病院に通い続けられるか、体力や体調などからだの状態と職責を果たす

ことがうまくかみ合うか、病気に対する理解を得られるかといったことが

問題(心配)になりがちです。うまくいかないと、病気を悪化させたり、心

の病気につながる場合もあります。 

みなさんは、これらの問題に直面したとき、どのように対処していくで

しょうか。自分のからだの状態をコントロールしながら、必要に応じて職

場の関係者に理解を求めていくことができるでしょうか。なによりもまず、

自分の病気の状態を考えたときに職場でどのような問題に出会う可能性

があるか、より具体的にイメージできなければなりません。 

職場では、夜勤があったり、出張があったり、様々なつきあいがあるた

めに、生活リズムが狂いやすくなります。学校に比べて、柔軟な対処力が

必要になるため、とくに仕事を始めたばかりのとき、転勤したばかりの時

は、十分に注意しておく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

定期的受診時に休めない

職務内容が、本人の体力に適していない

体調が悪くても休めない

病気のことを周囲に知ってもらう必要があると思う

が、本人が言い出せない

無理をして病気を悪化させる

職場内に病気への誤解や偏見があり、本人がつらい思

いをする

2次的に心理的不適応の状態になる

職場での生活に関して、各項目にある相談を受けたことがあると答えた医師の割合（％）図2
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職務内容や量を変えてもらう必要がある場合があるかもしれませんが、

もしも、そのような状況に置かれたときに、上司に率直に要望できるでし

ょうか。 

 

起こりうる問題や対処方法をイメージするためには、先輩達の意見を聞

いてみることが大切です。あるいは、先輩達の体験をよく知っている主治

医やソーシャルワーカーなどの専門家から情報を得るという方法もあり

ます。みなさんの廻りに、こうした人たちがいるでしょうか。 

これから就職する場合も、仕事をしている場合も、まずは、相談に乗っ

てもらえる人がいるかどうかチェックしましょう。以下の（3）から（6）

は、できるだけ、相談に乗ってもらえる人と一緒に考えてもらいたいこと

です。 
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＜コラム＞ 

若年層と中高年の職業に対する意識の違い 
 

 

谷口(2007)は、職業に対する最近の若年層と中高年の違いとして、次の3点をあげて

います。これは傾向ですから、すべての人が当てはまるということではありません。 

 

①会社や組織に対する考え方 

中高年は「会社への忠誠心や職場への貢献」「上司への貢献」を重視するが、若

年層は「会社への忠誠心よりも仕事への忠誠心」「会社への貢献よりも自分の業績、

上司への貢献よりも自分の損得」を重視する。 

②職業意識 

中高年は「物質的豊かさを希求する」ため「大企業や安定した企業に入ることが主

たる目標」であったが、若年層は「精神的豊かさを希求する」ため「自分の能力・個性

が活かせるかどうか」を重視して会社を選択する。 

③労働と余暇 

中高年は｢寸暇を惜しんで仕事に励む｣ために「酷使した肉体（身体）や精神を休

めるために、余暇が必要不可欠」であるが、若年層は｢仕事だけではなく、余暇や遊

びにも寛容で｣両者を楽しんでいる。 

（谷口篤博： 働く意味とキャリア形成. 勁草書房, 2007, 9-20.） 

 

 

みなさんが会社に勤めるときに、これらを含めて、いろいろな価値観を持った人たちとの

関わりが生ずることは念頭に置いておきたいところです。 

また、余暇の過ごし方は、病気とのつきあい方にも影響しますから、自分なりの考え方

をもつようにしたいものです。 
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（３）仕事上の問題への対処をイメージする 

 

仕事上の問題を考えるためには、最初に、あなたの職場での位置と状況

を整理する必要があります。31 頁の表にあげている事柄を参考にチェッ

クしてみてはいかがでしょうか。できれば、相談に乗ってくれる人と一緒

に行いましょう。 

 

図３は、仕事上の問題が生じた場合に自分はどのように対処するかを考

え、よりよい対処方法を検討する際の、基本的な手順です。あらかじめ考

え、検討しておくことで、実際に問題が生じたときの心の準備ができます。 

 

対処方法には、様々なものがあります。代表的なものとしては、次のよ

うなものが考えられます。 

①問題に対して、その原因を明らかにし、解決方法を探る 

②あまり考えないようにして、流れに任せる 

③問題を避ける 

④妥協する 

⑤妥協しない 

⑥できるだけ一人で対処する 

⑦上司や先輩の助言を得る 

⑧同僚の協力を得る 

⑨家族や友人に話を聞いてもらう 

⑩医療スタッフに相談する 

⑪仕事と私生活を明確に区別する 

⑫私生活よりも、仕事を優先して対処する 

⑬ストレス発散の方法を知っている 

 

これらは、具体的な問題をあげて考えると、使いにくいものもあると思

います。対処方法を考えるときは、できるだけ具体的な場面をイメージし

て考えるようにしてください。また、柔軟に考えるようにしましょう。 
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図３ 自分らしい問題解決方法の検討の手順 

 

 

①問題のリストアップ  

自分が仕事で出会う可能性がある問題をリストアップし、 

考えてみたい問題を選択する 

②自分の対処方法のリストアップ  

問題に対して、自分はどのように対処するかをできるだけ具体的に 

リストアップする 

③自分の対処方法の吟味  

ⅰ 自分の対処方法の良いところをあげる  

ⅱ 自分の対処方法のまずいところをあげる 

対処方法のまずいところは自分では気づきにくいものです。 

相談に乗ってくださる方の意見も尋ねましょう。 

④自分が使っていない、他の対処方法を考えてみる 

友達や相談に乗ってくださる方の考えも尋ねて、ひろく考えてみましょう。 

この冊子に書かれていることも参考になるかもしれません。 

⑤自分に相応しいやり方を選ぶ 

自分の対処法（③）、その他の対処法（④）から、自分に相応しいと思える

やり方を選ぶ。 

⑦そのやり方をイメージしてみる（あるいはロールプレイでやってみる） 

友達や相談に乗ってくださる方に協力してもらい、場面を思い浮かべて、

イメージの中で、自分に相応しいやり方を試してみる。あるいは、友達や

相談に乗ってくださる方と役割分担して、実際にやってみる(ロールプレ

イといいます)。 
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（４）実際に問題を抱えている場合 

 

実際に問題を抱えている場合は、まずは、相談に乗ってくださる方によ

く話してみましょう。その上で、（３）に示したこともやってみると役立

つかもしれません。 

問題によっては、職場内の産業医、産業カウンセラー（働く人の抱える

問題を自分で解決できるように、心理学的手法を用いて支援する専門家）

などに相談する必要があるかもしれません。 

 

（５）休職と復職 

 

からだの状態によっては、休職しなければならないときもあります。休

職制度の内容は、職場の就業規則などで確認しましょう。仕事の継続とい

うことからいえば残念ではあっても、長い人生を有意義に過ごすために必

要な期間として、前向きに受け止め、利用しましょう。 

休職する場合、所得の減少が問題になります。健康保険制度では、傷病

手当金で所得減を補うなどの方法もありますので、病院のソーシャルワー

カーとよく相談してみましょう。 

復職時の課題としては、下記があります。 

①生活上の注意事項の確認 

生活上の注意事項は、できるだけ具体的に主治医に確認しましょう。 

②職場との調整 

復職後の仕事内容などは、自分のからだの状態、希望などを職場の上司

に伝え、話し合うことが必要です。休職する前とは異なる場合もあるかも

しれませんが、前向きに受け止めていくような心の準備をしておきたいも

のです。 

③からだを慣らす 

復帰後は無理をしすぎないように、徐々にからだを仕事モードにしてい

きましょう。 
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（６）離職と再就職 

 

事情によって離職せざるを得ない場合もあります。そのときは、今後の

生活（当面の収入、中長期的な人生設計）について、相談に乗ってくださ

る方の意見も聞いて、じっくり検討しましょう。社会保障制度は 33 頁を

参照してください。 

あらたな仕事を探す場合は、ハローワークなどを活用しましょう。障害

者の就労支援については、35 頁のホームページを参照してください。在

宅就労、在宅勤務という形態も増えてきています。積極的に情報収集を行

い、自分にあった仕事のあり方を探求していきましょう。 

 

 

＜コラム＞  

臨床心理士とソーシャルワーカー 

臨床心理士は、こころの問題を抱えるときに、その問題を解決するために一緒に考えてく

れる心理学の専門家です。スクールカウンセラーとして学校に配置されたり、災害後のここ

ろのケアを行っているというニュースが流れたりしていますから、聞いたことがあるかもしれませ

ん。病院でも、治療に伴う不安や気分の落ち込み、人間関係の悩みなど、相談に乗っても

らえると思います。 

ソーシャルワーカーは、病気がきっかけで起こる人間生活全般にわたる問題（経済的な

問題、人間関係の問題、退院時の問題など）を、患者さんの立場に立って考え、解決を支

援する社会福祉の専門家です。 

臨床心理士もソーシャルワーカーも、あなたの気持ちを受け止め、秘密を守りながら、より

よい方向を一緒に考えてくれます。医師や看護師に話しにくいことも話せる、時間をとってじっ

くり話を聞いてもらえるといったメリットもあります。まずは、気軽に相談してみるとよいと思いま

す。 

しかし、現在のところ、すべての病院に配置されているわけではありません。適切な相談相

手が受診している病院で見つからない場合は、主治医、あるいは地域の難病相談センタ

ー、患者会・家族会などに問い合わせてみましょう。 
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地域の暮らしを考える 

 

 

 

 

（１）地域の人々とのつきあい 

 

皆さんは住んでいる地域のことをどれくらい知っていますか。 

①ゴミ出しの日 

②ゴミ出しの約束事（分別の仕方、大型ゴミの出し方など） 

③防犯上気をつけた方がよい場所 

④災害の時に避難する場所 

⑤向こう三軒、両隣の人の名前 

⑥自治会（町内会）の役をしている人の名前 

⑦地域の行事や団体（夏祭り/スポーツやレクリエーションの集まり/町内

の一斉掃除など） 

⑧市町村役場や保健センターの場所 

 

皆さんの暮らしは、自治体の行政サービスや地域の様々な人間関係に支

えられています。一人の社会人としては、知っているだけでなく、やるべ

きことはきちんと行って、地域の人たちとの良い関係を築いていくことが

必要です。若いときは面倒に思ったりすることもあるかもしれませんが、

ときどき見直してみましょう。 
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（２）趣味を楽しむ 

 

趣味を楽しむ時間は、かけがえのないものです。仕事が忙しい、疲れが

たまっているなど、様々な理由で、趣味を見つけられない、趣味があって

もできないという場合もあると思います。 

趣味と言えるものがない、趣味に打ち込む時間がないという方は、少々

手間でも、趣味を見つけ、活かす場を探す方がよいかもしれません。それ

ぞれの人生観に関わるため、こうでなければならないというものではあり

ません。しかし、趣味はストレス軽減に役立ちます。また、長い人生を考

えると、何か楽しみがあることは望ましいことです。 

  



 19 

結婚と子育て 

 

 

 

 

（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。2 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、2 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 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、つく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。 
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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。将来のことは分らないことが多いと思いますが、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。 

 

（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、社会人としては、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、その他の要因によって、妊娠が成立しにくい場

合があります。 

□ 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。 
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（３）妊娠・出産・子育て 

 

１）妊娠に備えて知っておきたいこと 

 

ここでは、妊娠に備えて理解しておくべき知識として、思春期のからだ

の変化について復習しておきましょう。 

思春期は、大人への移行期であり、子どものからだと心に大きな変化が

みられる時期です。思春期になると急速に身長が伸び、からだの男女差が

はっきりしてきます。二次性徴が発現し、性器が大人の形態、機能に変化

します。そして、女子では乳房がふくらみ始め、初潮をむかえます。男子

では声変わりや精通を経験します。二次性徴は、女子では9から11歳頃、

男子では 10 から 12 歳頃から始まるといわれています。しかし、始まる

時期や成熟の速さには大きな個人差があります。特に病気を経験した方の

場合には、治療などの影響から二次性徴が遅いことも、早いこともありま

す。 

学校で行われる性教育は、「子どもが思春期のからだと心の変化を受け

入れ、その変化に適切に対応できること」を目的に行われています。性教

育の内容には、二次性徴による男女のからだと心の変化、月経と妊娠、避

妊、性感染症、そして最近ではエイズ教育などが含まれています。 

さて、思春期に病気の治療を受けていた人の中には、一般的な性教育や

個別指導を受ける機会を逸し、二次性徴の理解が十分でないまま、漠然と

した不安をかかえている方がおられるかもしれません。また、自分の性成

熟が遅いように感じながらも、「大人になった今、あらためてからだの変

化や性について他人に相談するのは恥ずかしい」と悩んでいる方がおられ

るかもしれません。しかし、一般的な性や自分の性について知ることは、

成人女性の健康管理にプラスとなるだけでなく、将来の妊娠計画、望まな

い妊娠をさけるための避妊や、性感染症の予防のためにも大切です。ひと

りで悩まずに主治医や専門家に相談してみましょう。 
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月経は、女性の健康状態を示す重要な指標です。女性は、初潮の後に周

期的な月経を繰り返し、数年を経て性成熟に達するといわれています。こ

の期間は、無月経、月経困難症、月経前症候群など月経に伴う健康問題が

生じやすい時期です。女性は、月経のしくみ、月経周期に伴う変化、月経

異常、月経時の不快症状への対処方法などについて正しく理解する必要が

あります。自分の月経周期を把握するために、また月経異常を早期に発見

するために、基礎体温を毎日測定し、記録することをお勧めします※。 

 

２）妊娠・出産に大切なこと 

 

医療の進歩にともない、慢性疾患をもちながら妊娠・分娩を経験する女

性が増えてきています。しかしながら、安全な妊娠・出産のためには、健

康な女性以上に乗り越えなければならないいくつかの課題があります。 

まず、妊娠については、①妊娠が可能な健康状態（あるいは病状)か、

②妊娠・出産が病気に影響しないか、③使用しているお薬が赤ちゃんに影

響がないか、を考える必要があります。妊娠することで病状が悪化するこ

とや、妊娠合併症が出やすいことがあるからです。病状によっては早産に

なることもあります。そのため、妊娠が可能な状態であっても、母体と胎

児の健康管理のために長期間の入院が必要となることがあります。あなた

の安心で安全な妊娠・出産を守るためには、妊娠前からの主治医、産婦人

科医、小児科医らによる専門的なバックアップ体制が必要となります。可

能な限り体調管理が十分な状態で、妊娠･出産に臨むことをお勧めします。 

なお、妊娠前に、出産後の子育てのための体力について検討した方がよ

い場合もあると思われます。ご自分の体力や協力者の存在などを踏まえ、

主治医、パートナーと一緒に、具体的に、よく話し合うようにしましょう。 

 

 

 

 

 

                                                   
※基礎体温計や基礎体温表は薬局で販売されています。基礎体温表は、毎日の体温を折れ線グラ

フで記入するほか、体調や月経にともなう症状を記入する欄が設けられています。婦人科･産

科を受診される際には、基礎体温表を持参されることをお勧めします。 
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妊娠することによって、自分自身の病気に対する不安だけでなく、出産

や産まれてくる赤ちゃんに対する不安、子育てへの不安などを感じ始める

こともあるでしょう。長期間の入院が必要になった場合には、治療やその

見通しに対する不安に加えて、経済的な問題をかかえることになるかもし

れません。妊娠・出産・子育てに対する不安については、専門医、看護師、

助産師、保健師、臨床心理士やソーシャルワーカーらに相談してみましょ

う。 

妊娠に備えて大切なことは、あなた自身が月経周期、妊娠のしくみ、妊

娠・出産が病気におよぼす影響や服用しているお薬が赤ちゃんにおよぼす

影響などを知っておくことです。そしてなによりも、あなたと大切な家族

が一緒に、子どもをもつということ、妊娠・出産するということ、そして、

自分達らしく生きていくことについてよく話し合っておくことが大切で

す。 

 

3) 子育てに向けて 

 

子育ては本当に楽しいものです。ある小説に、老齢の男性受刑者が「子

どもは 3 歳までに、一生分の親孝行をするんだよ」と語る場面がありまし

た。彼のことばが象徴するように、子育てには、経験者にしか得られない

大きな喜びや感動があります。 

他方、日々の報道からも明らかなように、少子化・核家族化がすすむわ

が国においては、以前にくらべて子育てに困難さを感じる人たちが増えて

います。慢性疾患や障害をもつ・もたないにかかわらず、これから親とな

る世代のみなさんの中には、「子育てにはそれなりの覚悟が必要だ」と感

じておられる方も多いことでしょう。実際、子育てには、乳児期、幼児期、

学童期、思春期、そして青年期を過ぎてもなお、子どもの個性、年齢や発

達段階に応じたさまざまな苦労があるものです。 

 

 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

ところで、あなたは子育ての「大変さ」をイメージできますか？ 

「できない」と答えたあなたにおすすめしたいのが、子育てマンガです。 

最近では、書店に専用コーナーが設けられるほど、子育てマンガは人気が

高く、種類も豊富です。マンガ家が自分の体験をもとに、子どもの個性を

いきいきと、子育ての苦労を赤裸々（？）に描いています。主な読者は子

育て中のお母さんたちですが、お父さんたちも読んでいます。主人公の気

持ちや苦労に共感でき、とても励まされるそうです。たとえば、乳児期の

わが子には 24 時間のお世話が必要で、お母さんは慢性的な睡眠不足。う

うっ、と涙が流れることもあります。また、幼児期には体力勝負！この時

期の子どもの人見知り、自己主張、予想外の行動や活動半径の急速なひろ

がりは、お母さんやお父さんの体力を予想以上に消耗させます。しつけに

も根気がいり、親としての辛抱強さが試されるのもこの時期です。 

こうした子育てマンガをパートナーと一緒に読んでみてください。そし

て、パートナーと話し合い、共有していただきたいことは次のような点で

す。 
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1. 「子育てを楽しもう」という前向きな気持ちの大切さ 

2. 「子育ては甘くはない」という心がまえ 

3. パートナーと助け合うことの大切さ 

4. パートナー以外にも身近な協力者（家族、友人、同じ疾患をもつ先

輩、セルフヘルプグループの人たちなど）を得ることの必要性 

5. 子育ての助けとなる社会的資源（住まいに近い子育て支援センター、

健診センター、時間制で利用できる託児所や保育園、小児科医、救

急 110 番など）に関する情報 

 

これらは、親となる人たちすべてに共通することなのですが、慢性疾患

や障害をもつ方が子育てをする場合には、特に 3･4･５が重要といえるで

しょう。「自分たちの必要」に応じて助言や支援を得られるネットワーク

をもちましょう。 

 

また、毎日の子育てに追われて時間がないと感じるようになっても、あ

なたの健康管理を怠らないでください。子育ては、あなたの体力が資本な

のですから。そして、定期健診や定期受診は、必ず、継続しましょう。 

子どもの健康管理も大切です。乳幼児健診や予防接種を受けましょう。

予防接種について不安や疑問がある場合には、小児科医によく相談してく

ださい。 

さらに、子どもの将来について「自分と同じ健康問題が発現する可能性

があるのだろうか」といった不安がある場合には、まずあなたの主治医に

相談し、的確な助言や示唆を得ましょう。漠然とした不安や恐れは、あな

ただけでなくパートナーのストレスともなっているはずです。パートナー

とともに、医師からの説明を受けることをお勧めします。 
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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        照射部位                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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表 職場での位置と状況、仕事上の問題の検討リスト

①いまの仕事内容 

 

②自分の病気のことを伝えている人 

職場（                                 ） 

友人（                                 ） 

他 （                                 ） 

 

③何かあれば相談に乗ってくれたり、協力してくれる人 

家族（                                 ） 

職場（                                 ） 

友人（                                 ） 

医療スタッフ（                             ） 

他 （                                 ） 

 

④いまの仕事の難しさの程度 

（    ）ポイント 「簡単」を０ポイント、「たいへん難しい」を１０ポイントとする 

 

⑤仕事上の問題（難しいこと・ストレスになっていることなど 具体的に） 

・職務の内容や量 

 

 

・受診や治療について 

 

 

・体調について 

 

 

・対人関係について 

 

 

 ・その他 

 

 

⑥記入日 

 （    ）年（    ）月（    ）日 

⑦一緒に考えた人 

 （            ） 
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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/  

 

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  

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 

「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」 

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 

http://www.chuohoki.co.jp/  

* これらのアドレスは変更される場合もあります。表示されない場合は、検索を試みてください。 
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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（函館中央病院）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） 

（50 音順） 
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