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研究要旨 

 小児がん経験者の妊娠、結婚、分娩、児に関する実態調査を行い、長期フォローアップ体制確立

のための基礎的なデータの収集を目的とした。方法は親権者および本人に同意を得られた小児がん

経験者およびそのきょうだいに自記式のアンケートを送り集計した。結果は結婚に関しては小児が

ん経験者の女性において結婚の比率が低い傾向はあるが、今回の調査の平均年齢が23歳であること

より、評価が難しいと思われた。妊娠は全例自然妊娠で、不妊治療による妊娠例はなかった。流産

の頻度が一般よりやや高い傾向が見られた。分娩、および生まれた児に関しては大きな問題はなか

った。不妊については幹細胞移植、高線量の頭蓋照射、腹部照射例ではリスクが高く、女性ホルモ

ンの補充を受けている症例が多かった。一般の化学療法や 18Gy の頭蓋照射では不妊のリスクは非常

に低いと思われた。今回の調査では造血器腫瘍が 75%を占めており、今後は脳腫瘍を含めた固形腫瘍

の症例の検討が必要であると思われる。また、アンケート回答者の平均年齢が 23歳であることより、

今回のテーマに関しては十分な情報が得られなかったと思われ、今後さらに検討する必要があると

思われる。 

 

１ 研究目的 

 わが国における小児がん経験者の結婚、妊娠、分娩、

児に関する実態調査を行い、妊娠、分娩におけるリス

ク、生まれた児のリスク、および不妊をきたすリスク

等を把握し、長期フォローアップ体制の確立のために

データを集積する。 

２ 研究方法 

 対象は調査の時点で 16 歳以上であり、18 歳未満で

小児がんと診断され、診断後 5年以上を経過し、過去

1 年以上無治療で、病名告知を受け、または同胞が小

児がんであることを説明されているきょうだいで、親

権者と本人の同意が得られている小児がん経験者とそ

のきょうだいとする。方法は小児がん経験者またはそ

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、全国の 12施設にて施行した。 

（倫理面への配慮） 

 各参加施設の倫理委員会で審査し承認を得た。同意

書の必要性の有無は各施設の倫理委員会の判断とした。

親権者に対して説明し同意を得た後、本人およびきょ

うだいに説明文とともにアンケートを郵送した。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説明した。 

３ 研究成果 

小児がん経験者は 162 名（男性 65名、女性 97名）、

きょうだいは 65名(男性 28名、女性37名)から回答が

得られ、回収率は約 70％であった。 

 1.結婚について 

 今回の調査では経験者およびきょうだいともに回答

者の平均年齢が約 23歳であったため、既婚者の割合が

低かった。 

 小児がん経験者 きょうだい 

 女性 男性 女性 男性 

非 移 植

例 

11/73 

(15.0％) 

48/6 

(12.5%) 

  

移植例 4/24 

(16.7%) 

2/17 

(11.8%) 

  

全体 15/97 

(15.4%) 

8/65 

(12.3%) 

14/37 

(37.85) 

2/28 

(7.1%) 

女性では経験者ときょうだいに差がみられたが、きょ

うだいの女性は平均年齢が 25歳とやや高かったので、

その影響を考慮して25歳以下と26歳以上で検討した。

その結果25歳以下、経験者 3名(4.2％)、きょうだい
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3 名（15.0％）、26歳以上ではそれぞれ12名（44.4％）

と 11名（64.7％）で、やはり女性の経験者の結婚の比

率が低い傾向にあった。移植例と非移植例の間には差

を認めなかった。 

 2.妊娠、分娩について 

 小児がん経験者 きょうだい 

 女性

（n=15） 

男性

（n=8） 

女性

（n=14） 

男性

（n=2） 

妊娠 

（総数） 

13 名 

(22 回) 

4 名 

(6 回) 

13 名 

(18 回) 

1 名 

(2 回) 

分娩 

（総数） 

11 名 

（17回） 

3名 

(5 回) 

10 名 

(14 回) 

1 名 

(2 回) 

流産 

（総数） 

4名 

(4 回) 

1 名 

(1 回) 

3 名 

(3 回) 

0 

妊娠中 1名  1 名  

妊娠は全て自然妊娠で、不妊治療による妊娠例はなか

った。原発がんは ALL を中心とした造血器腫瘍が 10

名、固形腫瘍が 4 名であった。1 例を除いて化学療法

が施行されており、3 名は造血幹細胞移植を受けてい

た。7 名が放射線治療を受けているが、その内 2 名は

全身照射を受けていた。流産の頻度は女性経験者で

18.2％と一般的な頻度である 15％に比べ高い傾向に

あった。在胎31週、32週の早産が各1名みられたが、

その他は満期産であった。生まれた児は低出生体重が

3 名みられた。児の異常は VSD が 1 名である以外は特

にみられなかった。 

 3.不妊について 

1）医師に子供を持つことが難しいと言われた 

 女性 男性 計 

非移植例 7/73 2/48 9/121(7.4%) 

移植例 14/24 7/17 21/41(51.2%) 

造血幹細胞移植例の 51.2％が不妊の可能性があると

いわれている。一方、非移植例は 7.4％であった。 

2）子供ができないのではないかと心配している 

 女性 男性 計(n=162) 

非移植例 22/73 6/48 28/121(23.1%) 

移植例 17/24 8/17 25/41(61.0%) 

造血幹細胞移植例は 61.0％が不妊を心配している。一

方非移植例は 23.1％が心配しており、医師に不妊の可

能性を言われていない非移植例の経験者も不妊の心配

をしているようである。 

3）医師の説明と本人の心配の相関を見てみると 

 本人が心配

あり 

心配なし 分からない 

医師に言

われた 

26 名 

（86.7％） 

3名 

(10.0%) 

1 名 

（3.3％） 

医師に言

われてい

ない 

19 名 

(18.3%) 

67 名 

(64.4%) 

18 名 

（17.3％） 

医師に子供を持つことが難しいと言われた経験者のほ

とんどは不妊の心配をしている。言われていない経験 

者は心配していないが64％で、心配している18％、分

からない17％で、言われていない経験者でも不妊の不

安を抱えているようである。 

4）女性ホルモンの治療を受けている経験者の内訳 

疾患 治療 症例数

(名) 

幹細胞移植 12 白血病、リンパ腫 

化学療法+ 

頚部照射20-40Gy 

1 

脳腫瘍 化学療法+ 

頭蓋照射40-60Gy 

1 

横紋筋肉腫 自家幹細胞移植 1 

腎腫瘍 自家幹細胞移植 1 

その他の固形腫瘍 化学療法+腹部照射

(線量不明) 

1 

17 名中 14 名は幹細胞移植症例で、その他高線量の頭

蓋照射、腹部照射の症例が各 1名あった。通常の化学 

療法の症例は 1名のみであった。通常の化学療法や、

18Gy までの頭蓋照射では不妊の可能性は非常に低い

と思われた。 

 4.考察 

 一般の化学療法および 18Gy の頭蓋照射の症例では

妊娠、分娩および生まれてくる児に大きな問題はない

と思われる。しかしながら、そのような治療を受けた

場合でも、不妊の不安を抱えている小児がん経験者が

あり、そのために経験者の結婚の比率が低い可能性も

否定できない。今後は小児がん経験者に正確な情報を

伝えることが必要と思われる。また、社会の理解がな

いと結婚も難しいので、社会への啓蒙活動も行ってい

く必要があると思われる。 

 5.結論 

 造血器腫瘍が中心ではあるが小児がん経験者の妊娠、

結婚、分娩、児に関する基礎的なデータを集積できた。 
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