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研究要旨   

 本研究は、小児がん拠点病院の基準の考案と拠点病院が備えるべき支援体制モデルを提案する

ことを第１の目的とし、また子育て世代の若い成人のがん患者とその子どもの関係への介入の有

用性を明らかにすることを第２の目的とする。そのため、小児がん拠点病院の基準について考察

（１）、小児がん患児と家族のための病気に関する情報提供（２）、小児がん長期生存者を対象と

した民間保険加入に関する調査（３）、小児がん経験者の各ライフステージごとの心理社会的問

題の解明とその解決に向けた支援（４）、小児がんの患者家族がかかえる問題点の検討と小児が

ん経験者の自立支援の方策の検討（５）、小児がん経験者の復学に関する問題点（６）と社会資

本の活用（７）、幼い子どもを持つ若いがん患者のサポート（８）、そして小児がん患者のターミ

ナルケアの実態調査（９）の９つの分担研究を組織し、研究を開始した。 

 小児がんの拠点病院が備えるべき条件は成人の拠点病院とは全く異なる。それはインフラの違

いのみならず、入院中の子どもたちの福祉・学業なども考慮する必要のある総合的なものである。

本研究班はまだ組織されてから１年にすぎないためほとんどの研究はまだ結論が得られていな

い。次年度に期待したい。一方、がんの親を持つ子どもたちへの支援はようやく端緒についたと

ころであるが、本来は成人がん患者のケアの重要な一部分と考えるべきであろう。 
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A.研究目的 

 本研究は、小児がん拠点病院の基準の考案

と拠点病院が備えるべき支援体制モデルを提

案することを第１の目的とする。また、子育

て世代の若い成人のがん患者とその子どもの

関係への介入の有用性を明らかにすることを

第２の目的とする。 

 

B.研究方法 

 小児がん拠点病院の基準の考案・整備・情

報発信を行う。そして、小児がん拠点病院が

供えるべき支援体制の提案を行う。小児がん

経験者の持つ心理社会的問題を抽出し、これ

を踏まえた復学支援のための連携モデル、自

立支援のための介入プログラムを作成し、そ



 

れぞれ実践する。また、終末期における小児

ターミナルケアの指針を示す。 

 最後に末期の若い成人がん患者の家族へ子

どもを中心とした介入の有用性を検証する

（図１、図２）。 

１）小児がん治療を行う施設の全国調査（症

例数、専門医数、コ・メディカル、設備・

支援体制）を行ない、小児がん拠点病院の

基準について考察する。 

２）各種小児がん疾患について解説した資料

を作成することにより、小児がん患児と家

族のための病気に関する情報を提供する。 

３）諸外国における小児がん長期生存者を対

象とした保険制度の調査を行ない、小児が

ん長期生存者を対象とした民間保険加入に

関する基礎情報を得る。 

４）聖路加国際病院と広島大学付属病院を中

心に小児がん経験者約 30 名を対象とした

インタビュー調査を行い、患者が直面する

心理社会的問題や期待する支援内容の概念

抽出を行うことにより、小児がん経験者の

各ライフステージ別の心理社会的問題の解

明とその解決に向けた支援のあり方を考察

する。 

５）がんの子供を守る会の相談事業の 1000

件を越える記録の中から心理社会的問題を

整理し、現状を把握する。また、海外の支

援モデル事業の視察を行い日本に応用でき

るシステムについて検討を行い、小児がん

経験者の自立支援の方策を探求する。 

６）闘病中・復学後における、学業や運動・

その他学校生活・友人関係、家族の就労等

に関する問題点を調査し、小児がん経験者

のスムーズな復学のための本人・家族への

支援について検討する。 

７）復学支援の資料収集、国内外の医療施設・

地域の取り組みのヒヤリング、及び全国の

医療施設対象に実態調査を行い、小児がん

経験者の復学支援システムを構築する。 

８）若くして担がん患者になり、幼少の子ど

もを家族に持つ乳がん患者・家族を対象に、

チャイルドライフスペシャリスト（CLS）を

常駐させ、子どもに対して自分の親の疾患

の理解を助け、また若いがん患者自身を支

えるような介入を行う。 

９）聖路加国際病院訪問看護ステーションが

過去に関与した小児がん患児２９例につい

て家族（遺族）にインタビューを行い、小

児がん患者の在宅ターミナルケアの体制と

医療チームの役割について考察する。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究で行われる臨床試験は、 

① ヘルシンキ宣言に則り、患者の利益を最

優先に考えて実施する。 

② 調査フィールドとなる各施設における倫

理委員会で承認を得て実施する。 

③ 患者および家族に対して面談・介入開始

時に統一した説明文を用いて文書による

同意を得る。同意説明文では、調査を行

う目的、介入・面談の内容、協力者に起

こりうる利益・不利益について、未成年

者の場合には年齢に応じた説明をする。 

④ 協力によって得られたデータは、個人情

報保護を厳重に行い、研究目的以外には

利用しないことを文書による同意を得て

実施する。 

 

C.研究結果 

１）「わが国における小児病院の実情と問題

点」に関する調査結果 

 全国の主要な小児病院２０施設を対象に、

診療科、スタッフ数、病床数、院内保育士の

配置、面会制限、ボランティア活動、ファミ

リーハウスなどの療養環境について調査を行

い、同時に国立成育医療センターなど主要な

６施設について診療科責任者（主に血液腫瘍

科）にインタビュー調査を行った。その結果、



 

多くの小児病院においては地域連携を図りな

がら紹介制をとり、院内各科の連携が取りや

すく、小児の生活に合わせた病院環境が提供

しやすいといった利点とともに、キャリーオ

ーバー、高度な専門性を要求されるがゆえの

各専門分野での人的対応能力の不足、初期、

二次救急などの小児救急医療への対応能力の

限界、さらには病院運営上の経済的な問題な

どに直面しているなどの問題点も明らかにな

った。いまだ理想と現実のギャップに悩まさ

れているといってもよいかもしれない。 

２）小児がん患者と家族のための病気に関す

る情報の提供体制の整備のための、適切な媒

体やコンテンツの在り方 

 小児がんに関する情報提供については各種

のがんについての情報が必須であるが、小児

がんについて幅広い情報提供を扱っているの

は、国立がんセンターがん開削情報センター

の「がん情報サービス」および、がんの子供

を守る会など、極めて少ないことなどが明ら

かとなった。 

３）世界各国における小児がん長期生存者を

対象とした民間保険の現状 

 ９カ国における状況を調査したところ、小

児がん経験者を対象とした保険を有する国は

なかった。この中で米国では割増保険料条件

付きの保険が存在すると報告されているが実

際には稼働していなかった。 

４）小児がん患者とその家族が抱える心理社

会的問題に関する研究 

 小児がん患者 2人の調査結果では，両者に

共通して，退院後の小児がん患者は，体力低

下による学校生活への適応の難しさ，容貌の

変化，入院中の勉強時間の不足による学力低

下，友人関係などで困難を抱えていることや，

これらの困難に対して，友人や家族の存在が

支えになっていることがわかった。今後，さ

らに対象者を増やし，調査を行っていく予定

である。 

５）がんの子供を守る会の相談内容の分析 

 今年度は相談分類シートの完成を目指した。

まず、がんの子供を守る会が現在利用してい

る相談件数集計表と国立がんセンターがん対

策情報センターの調査時に使用された相談記

入シートをもとに、新たな予想される相談分

類シートを仮説として作成した。その後 2005

年度の相談履歴をもとに相談分類シートへの

記入を行った。2005 年度の患者家族からの相

談件数は 2,306 件（４月 220 件、５月 201件、

6月 211 件、7月 164件、8月 192 件、9月 212

件、10 月 191件、11 月 192 件、12 月 166件、

1月 157 件、2月 199 件、3月 162件、不明 39

件）であり、件数の多かった 4 月、9 月の二

ヶ月分を分析対象とし、相談履歴から相談分

類シートへ１行１シートとしてチェックを行

った。チェックを行った分類シート 432件を

もとにして Excel へ入力、分析を行う。粗デ

ータからクロス集計を行い、そこから得られ

た結果をもとに、相談分類シートの妥当性を

検討した。 

６−１） 病院内にある特別支援学級及び特別

支援学校（病弱）に関する調査 

 病院内にある学級・学校に転学する際に学

籍を移動する場合の目安となる期間やその理

由、学籍を移動しない状態での教育保障の現

状を明らかにする目的で、都道府県・政令指

定都市の 64教育委員会を対象に、無記名自記

式質問紙調査を実施した。本報告は、回収期

日前の速報値である。28 自治体（回収率 44%）

から回答を得た。その結果、各教育委員会で

対応が多様である実態が明らかになった。院

内学級等を持たない自治体が２自体あった。

入院してきた児童生徒の学籍を移動する目安

となる期間について、「特に定めていない」自

治体が 17（63%）あった。加えて、学籍移動

を行なわない状態で教育保障を行なっている

自治体も 11（42%）あり、現行の法律等の中

で児童生徒に不利益にならない具体的運用が



 

明らかにされた。 

６−２） 児童生徒の小児がんの認識および小

児がん経験者への態度調査 

 一般の児童生徒が、小児がんに関してどれ

ほど関心や知識をもっているか、どのような

イメージを抱き、どのような態度を有してい

るかを明らかにするために、和歌山県下の小

学校２校および中学校１校において、小学校

３年生から中学校３年生までの全児童生徒

1,234 名を対象に、無記名自記式質問紙調査

を実施した。東京大学大学院医学系研究科倫

理審査委員会の承認を得て行なった。その結

果、880（71.3%）の有効回答を得た。「がん」

について聞いたことがあると回答した者は

845 名（97.9%）であったのに比し、「小児が

ん」について聞いたことがあると回答した者

は 510 名（59.4%）であった。この中で小児が

ん経験者に会ったことのある者は 14 名

（2.7%）であり、多くの者はテレビで見たこ

とがあると回答した（447 名（87.6%））。知識

については、多くの者がよく知っている項目

も多かったものの、予後のよいことや易感染

性については、よく知っている者は 41 名

（8.0%）、125 名（24.5%）と少なかった。イ

メージについては、概して好意的なイメージ

を持っていると回答していた。態度について

も概して好意的であり、「からかわれていたら

助ける」などの項目で「とてもそう思う」が

選ばれる傾向にあった。本調査結果は、一般

児童生徒が、小児がんや小児がん患者に関し

てもつ知識やイメージ、態度の実態を、明ら

かにした。 

７）復学についての愛知県における調査 

 愛知県の 19 の小児がん診療施設に対して

アンケート調査を行った。回答率は 94.7％で

あった。愛知県全体で年間 200人の復学支援

対象者がいると考えられた。ほぼすべての施

設で義務教育課程の院内教育支援が行われて

いた。回答者（主に医師）は復学時の連携は

概ね円滑に行われているものと理解している

ものの、入院中の原籍校との連携や関係者の

話し合いは必ずしも持たれておらず、施設に

よって医療者側に意識の較差が見られた。ま

た、原籍校の教諭間にも意識の差異が見られ

た。 

８）がん患者である親とその子どもへの支援

についての研究 

 未成年の子どもを持つ乳がん患者とその子

どもに、CLS の介入前後で一年以上の間隔を

あけて、質問紙によるアンケート調査を行っ

た。アンケート内容は子どもの行動チェック

リスト（親用 CBCL,子ども自身用 YSR）、ソー

シャルサポート享受感、特性不安（親：MAS,

子ども：CMAS）、posttraumatic stress 症状

（IES-R,PTSD-RI）、WHO-QOL（親のみ）、統合

型 HTP（子どものみ）から成る。母子 4 組、

母のみ 1組から協力を得たがん患者である親

は、子どもの様子をよく理解しており、母子

の間に認識の差はほとんどなかった。親がが

んに罹患することで、特性不安が普通以上の

子 ど も た ち は 中 等 度 以 上 の PTSS

（posttraumatic stress symptoms）を呈して

いた。親の状態、ソーシャルサポート享受感

との関係は、今回は症例が少なく考察できな

かった 

９）小児がん終末期における在宅療養の支援 

 承諾の得られた 15例の家族に、インタビュ

ーを行った結果、全例に在宅を選択したこと

に後悔は見られなかった。 
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D.考察 

１）小児がん拠点病院について 

小児がん医療について、集約化と均てん化

という相反する 2 点をうまく融合化させるこ

とは、小児全体の健康・福祉の面からも極め

て重要な課題である。また、単に医療施設の

充実というハード面のみならず、小児がん治

療中とはいえ、子どもの権利である「遊ぶ」

「学ぶ」を十分に守ることができ、闘病中の

小児ならびに家族のQuality of Lifeを十分に

配慮した医療体制の発展が必要不可欠と考え

られる。 

２）小児がんについてのコンテンツ 

 小児がんの情報は、成人がんと大きく異な

り、各疾患の治療に関する情報のほか、その

後の復学や、成人となった音についても長期

にわたる情報の提供や支援がコンテンツとし

て必要なことが明らかになった。 

３）生命保険制度について 

 小児がん長期生存者を対象とした民間生命

保険のある国はなさそうである。一方、わが

国のハートリンクは共済ではあるが、世界的

に数少ない成功例と考えられる。小児がん患

児の生命予後と晩期障害を詳細に解析し、民

間保険が発足できる条件を考える必要がある。 

４）小児がん経験者の各ライフステージ別の

心理社会的問題の解明 

 現在調査実施中であり明確な結果は得られ

ていないが，これまでの調査によると，退院

後の小児がん患者は，特に体調面に関して不

安を抱えていると考えられた。また，日常生

活における困難に対しては，友人や家族など

のサポートが大きな役割を果たしている。 

５）がんの子供を守る会の相談事業 

 本年度は調査分類シートが完成した。次年

度では網羅的な調査を行う予定である。 

６）小児がん経験者のスムーズな復学のため

の本人・家族への支援についての検討 

本調査結果は、一般児童生徒が、小児がん

や小児がん患者に関してもつ知識やイメージ、

態度の実態を、明らかにした。 
先ず、一般の「がん」と「子どもががんに

かかること」の認知度の違いが明らかになっ

た。一般の児童生徒では、「がん」は大人がか

かる病気だと考えている者も多くいるようだ。 
「子どもががんにかかること」を知ってい

る者の中でも、小児がん経験者に会ったこと

のある者はごく僅かで、大多数が直接接触経

験を持たなかった。一方、9 割近くの者がテ

レビで見たことがあると回答した。番組の内

容は不明であるが、テレビの影響力は広域で

あると推定される。学校の授業で積極的にと

りあげられる割合が少ないことも明らかにな

った。 
知識については、全体的によく知っている

結果であったが、よい予後に関しては、「とて

もそう思う」と回答できる者が１割を切ると

いう結果であった。小児がん経験者の声によ

ると、友人から“白血病って死ぬんだぞ”と

大声で言われて嫌だったという。さらに自分

の休んでいる間に、担任教諭がクラスで“死

ぬかもしれない病気だ”と話していたことを

後になって知り悲しかったという声もあった。

小児がん患者の学校生活への復帰を円滑なも

のとするためには、受け入れ側の児童生徒に

正しい知識をもってもらう必要があり、特に

よい予後に関しては、知識の普及をはかる必

要があると考えられた。まして、教諭によっ

て誤った知識が提供されることのないように、

教諭の側にも知識の普及をはかる必要がある。 

イメージに関しては、好意的・共感的な結

果であり、特に大変な境遇を我慢強く頑張っ

ているイメージを抱いているようだ。 

態度についても同様に、概して好意的な結

果であった。「その子がからかわれていたら

助けるだろう」は「とてもそう思う」「少し

そう思う」合わせて 8割強という頼もしい結

果であったが、一方で、「あまりそう思わな



 

い」「全然そう思わない」合わせて 14%ほど

あり、この者達がいじめに加担する可能性も

否めない。また児童生徒の「かわいそうだと

思う」気持ちは共感的な感情として大事な感

情ではあるが、どのような行動傾向に結びつ

くかは一概に言えない。闘病生活を送った者

として敬意を払いつつ級友としてフランクな

関係が育まれるように、見守る必要があるだ

ろう。 
実際の小児がん患者の復学に際しては、本

人と家族の希望や不安を把握するとともに、

クラスの子どもたちの関心や発達の程度に合

わせ、また両者の反応を見ながら、医療と教

育が連携して適切な支援を行なっていく必要

がある。 

７）復学についての愛知県における調査 

復学支援の実態を把握するために愛知県の

JPLSG参加施設とがん診療拠点病院19施設に

対してアンケート調査を行った。ほぼすべて

の施設で義務教育課程の院内教育支援が行わ

れていた。回答者（主に医師）は復学時の連

携は概ね円滑に行われているものと理解して

いるものの、入院中の原籍校との連携や関係

者の話し合いは必ずしも持たれておらず、施

設によって医療者側に意識の較差が見られた。

また、原籍校の教諭間にも意識の差異が見ら

れた。 
８）幼少の子どもを家族に持つがん患者と家

族のケア 

 成人がん医療の現場で、親がガンに罹患す

るという危機的状況はその子どもにとって、

あきらかにトラウマ体験となっており、

PTSS を呈していた。そしてがん患者である

親が感じている子どもの行動上の問題は、子

ども自身が感じている自身の問題とほぼ一致

していた。 
子どもにとって、親ががん患者であるとい

うトラウマ体験による PTSS の程度は、どの

ような因子（こども自身の特性：特性不安、

親の状態：親の特性不安・QOL）と関連があ

るのか、今後症例数を重ねて、検討していく

意味があると考えた。この因子が抽出できれ

ば、サポートが必要な母子を抽出でき、支援

を有効に行えると考えられる。 
また、今後症例を増やし、今回行っている

介入の記録の解析を行うことで、親であるが

ん患者が、子どもに関するどのような支援を

必要としているのかを明らかにできれば、専

門家でなくとも有用ながん患者への子育てに

関する有用なサポートを提供することが期待

できると考えた。 
９）小児がん患児の家族（遺族）のインタビ

ュー 

 在宅終末期ケアは、小児にも必要な選択肢

であると考えられる。 
 

E.結論 

 小児がんの拠点病院が備えるべき条件は成

人の拠点病院とは全く異なる。それはインフ

ラの違いのみならず、入院中の子どもたちの

福祉・学業なども考慮する必要のある総合的

なものである。本研究班はまだ組織されてか

ら１年にすぎないためほとんどの研究はまだ

結論が得られていない。次年度に期待したい。 

 一方、がんの親を持つ子どもたちへの支援

はようやく端緒についたところであるが、本

来は成人がん患者のケアの重要な一部分と考

えるべきであろう。 

 

F.健康危険情報 

 該当せず。 
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