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Ⅱ 研究目的及び今年度の研究計画 

 本邦の小児がん経験者自身の視点から、晩期障害（身体的・社会的・心理的）の

実態を把握し、治癒の質（quality of cure）や生存の質（quality of life）を評価し、小

児がん克服者の長期フォローアップ医療体制における問題点を明確にすることを目

的とする。 

 平成19年度の計画は、昨年度作成しプレテストを行った小児がん克服者自身によ

るアンケート調査による横断的観察研究の研究計画について各実施施設倫理委員会

の審査を受け、参加予定施設において調査研究を実施することである。  

Ⅲ 研究対象と方法 

１）調査対象 

①調査の時点で16歳以上であること、②小児がんの診断後5年以上を経過し、原病に

対しては過去1年以上無治療で寛解を継続していること、③病名の告知を受けている

小児がん克服者または同胞の病気が小児がんであることを説明されているきょうだ

い、④本調査に関して親権者の同意が得られていること（20歳以上の場合は必ずし

も親権者の同意を必要としない）、⑤本調査に関して本人の同意が得られているこ

と、を調査対象の条件とする。 

２）研究方法：小児がん克服者またはそのきょうだいによる自記式、無記名記入、

郵送によるアンケート調査でおこなう。統計解析としては、人口学的特性別、原疾

患別、放射線療法や造血細胞移植の有無に分けて集計を行い、これらの人口学的特

性と健康関連項目との関連性を単相関分析によって解析する。健康状態（SF-36スコ

ア等）を基準変数、性、年齢、診断病名等を説明変数とした重回帰分析を行う。予

定調査対象数はがん克服者数200人、コントロール（きょうだい）群50人とする。 

３）調査内容：身体的・心理的・社会的晩期障害の実態を把握するため、16歳以上

の小児がん克服者を対象(同胞をコントロール群)として、無記名記入、郵送によるア
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ンケート調査案を作成した。主たる評価項目は、1．病名、治療内容の概要、2．生

活状況、3．通院歴、4．健康状態、5．生活習慣、6．妊娠・分娩歴、7．身体的障害、

8．SF-36、9．心理状況である。 

Ⅳ 研究成果 

１． IRB審査と調査の進行状況 

表１のように、参加予定15施設のうち10施設においてIRBの審査が終了した。文書

による同意を必要とした施設は、10施設中5施設であった。 IRB審査が済んだ全国10

施設で250名を目標に調査票を回収中であるが、平成20年2月12日の時点では、本人

91人、きょうだい46人であった。 

 

表１ 本研究のIRB承認状況とアンケート返送数 

  IRB 同意書 送付予定数 返送済 

①国立病院機構九州がんセンター 小児科 承認 あり 20（20） 3（1） 

②新潟県立がんセンター     小児科 承認 なし 30（30） 18(11) 

③日本医科大学         小児科 審査待ち    

④国立成育医療センター     血液腫瘍科 承認 なし 30（30） 0（0） 

⑤愛媛大学医学部        小児科 承認 なし 50（28） 43(19) 

⑥東北大学医学部     小児科・小児外科 承認 あり 20（20） 1（1） 

⑦国立病院機構香川小児病院   血液腫瘍科 承認 なし 25（25） 6（4） 

⑧国立病院機構名古屋医療センター 小児科 承認 あり 30（30） 12(8) 

⑨千葉がんセンター       整形外科 不承認＊    

⑩久留米大学医学部       小児科 承認 あり 100（30） 3（0） 

⑫国立国際医療センター     小児科 承認 あり 10（10） 1（0） 

⑬長野こども病院        血液腫瘍科 不明    

⑭順天堂大学医学部       小児科 承認 なし 20（20） 4（2） 

⑮北里大学病院         小児科 審査待ち    

       合   計 承認10 5/5 335(243) 91(46) 

＊千葉がんセンターでは、IRB審査の結果現時点ではアンケート施行による患者さん

の不安を相談できる体制確立が不十分という判定であった。 

 

２．中間解析：2008年2月現在における本人91名（きょうだい46名）の解析では、

男性40、女性51例であり、年齢の中央値は23歳（16-38歳）で20～24歳が40％を占め

た。疾患の内訳は白血病40例、悪性リンパ腫11例、神経芽腫6例、骨腫瘍6例、脳腫

瘍5例、横紋筋肉腫・腎腫瘍・LCH各1例、不明その他9例であった。全症例のBMIは

21.6(16.3-34.6)であり、BMI25以上で肥満と考えられたのは14例であった。晩期障害

に関する説明を受けていたのは、88名中68人（74.7％）であり、現在身体面で気に

なることは何もないと答えていたのは28名にすぎず、低身長や内分泌障害に関する
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不安が多かった。SF-36の各ドメインでの集計結果を図1に示した。きょうだいはす

べて日本の平均以上であったのに対して、本人は心の健康ドメイン (MH)が平均以下

であった。またサマリースコアでも、本人で精神的健康のみが48.6と平均以下であっ

た。 

今後予定症例数になれば、その他の身体的・心理的晩期合併症についても統計解

析を含めた詳細な検討を行う予定である。 

 

 

図1 SF-36プロフィール(国民標準値に基づくスコアリング) 

(1)身体機能PF、(2)日常役割気機能(身体 )RP、(3)体の痛みBP、 (4)全体的健康感GH、

(5)活力VT、(6)社会生活機能SF、(7)日常役割機能(精神)RE、(8)心の健康MH 

Ⅴ 倫理面への配慮 

調査研究にあたり、研究代表者所属の倫理委員会、各医療機関の倫理審査委員

会の審査を受け承認を得る。アンケート調査票による調査では、書面で調査の説

明を行い調査票の回収を持って同意を得たものとする。全ての研究において、個

人情報の保護に留意し、基本的に個人が特定できる個人情報は治療施設外には持

ち出さない。 

Ⅵ １年間に発表、印刷中の論文リスト 
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