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研究要旨 

目的：  成人した小児がん経験者の長期フォローアップの診療場所を検討するため、小児科医と

成人診療科医の双方の視点から、両者が診療連携する際の課題と必要なリソースを明らか

にする。 

方法：  小児がん診療を専門とする小児科医を対象とした個人インタビューと、臓器別専門医で

はなく総合医（ジェネラリスト）として勤務する成人診療科医を対象としたフォーカスグ

ループ・インタビューを実施。平成 21 年 12月までに小児科医 10名、成人診療科医32名

のインタビューを実施し、インタビュー結果の質的内容分析を行った。 

結果：  本報告では、生データの収集が進行している成人診療科医インタビューの結果につい

て、インタビューガイドに基づき、①成人した小児がん経験者の診療を依頼されたら、あ

るいは経験者が受診したらどうするか、②経験者を診療するとして、どのような点が心配

か、③診療に向けて、どのような情報や支援が必要か、の３点に焦点をあてて記述する。

インタビュー調査からは、総合医の多くは成人した小児がん経験者の診療に前向きである

ことが明らかになった。ただし、年齢的に小児科領域を離れた小児がん経験者の診療を全

面的に任されることへの危惧があり、安全な診療を可能にするためのリソースの整備や小

児科との双方向的コミュニケーションが強く望まれていた。具体的な懸念として「情報が

限られた中で診療することへの不安」「期待される診療範囲の不明確さへの戸惑い」「小

児診療と成人科診療の医師患者関係や診療形態の相違」が挙げられ、診療連携を検討する

にあたっては、1.総合医がすべきことの明確化・標準化、2.小児科医との双方向的コミュ

ニケーションとバックアップ体制の確保、3.患者自身の自己管理へのempowerment、4.総

合医間のネットーワーク構築と経験知の共有、5.総合医以外によるフォローアップも検討

すること という５点が提案された。 

結論：  小児がん経験者の長期フォローアップの受け入れ先として、総合医は一つの可能性だと考

えられる。今後、連携に向けて対処すべき課題の整理と具体的対応策の検討が必要であ

る。 
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A. 研究目的 

小児がんの５年生存率が７-８割に達した

今日、小児がん経験者の長期フォローアッ

プと晩期合併症への対応は一層重要性を増

している 1)。国内でも JPLSG の長期フォロ

ーアップ委員会による長期フォローアップ

手帳、リスク別フォローアップガイドライ

ンの作成、モデル病院の整備などが進行中

であるが、それらの方策とは別に、小児科

の診療対象年齢を超えた小児がん経験者を

どの診療科が担当するのかという議論も浮

上している 2)3)。就学就職や結婚などによる

転居をくりかえすうち、小児科主治医との

連絡が途切れたり、治療元の病院での経過

観察が不可能になったりするケースも多い。

海外では、成人した小児がん経験者の長期

フォローアップの担い手として家庭医

（Family physician, General 

Practitioner）が注目され、小児がん経験

者の診療について家庭医を対象としたワー

クショップも実施されている 4)。しかし、

わが国において、小児科医と成人診療科医

の診療連携の可能性を検討した研究はきわ

めて少ない。 

本プロジェクトでは、小児がん経験者の

長期フォローアップにおける小児科医と成

人診療科医の診療連携の可能性について、

小児科医と成人診療科医の双方の視点から

探索的に検討する目的で、両者を対象とし

たインタビュー調査を実施している。現在

も進行中であるが、本報告では、現時点で

データ収集と分析が進んでいる成人診療科

医対象のグループインタビューの結果につ

いて報告する。本研究では、成人診療科医

の中でも診療連携により前向きではないか

と考えられる総合医（ジェネラリスト）の

協力を得た。総合医とは臓器別専門医（ス

ペシャリスト）に対する概念であり、家庭

医、プライマリ・ケア医、総合診療医など

と呼ばれることが多く、近年は総合医養成

を目的とした臨床研修プログラムも増加し

ている。 

本研究の目的は、第一に、我が国の総合

医が成人小児がん経験者の診療を担うこと

についてどのような認識・意見を持ってい

るか探索的に明らかにすること、第二に、

総合医が現時点で診療連携に対して抱く懸

念や連携に向けたバリアを明らかにするこ

と、第三に、総合医との効果的な診療連携

を実現するために必要な支援リソースを総

合医の視点から明らかにすることである。 

 

B.研究方法 

２１年度には、小児がん診療を専門とする

小児科医１０名を対象とした個別インタビュ

ーと、臓器別専門医ではない総合医（ジェネ

ラリスト）３２名を対象としたフォーカスグ

ループ・インタビュー（以下FGI）調査を実

施した。FGIとは、少人数（1グループあたり

5～8名程度）の対象者に対して司会者(facil

itator)が座談会形式でインタビューを行い、

気軽な雰囲気の中で、テーマに関する率直な

意見を引き出す手法である。個人インタビュ

ーと異なり、対象者の間に互いの発言による

グループインターアクションが生じ、話題が

発展していく利点がある5)。 

小児科医インタビューはまだデータ収集途

中であるため、本報告では、総合医対象のFG

Iの結果を示す。 

インタビュー協力者（以下インフォーマン

ト）の募集にあたっては、武田と高橋が、

個人的に面識のある「総合診療医」「家庭

医」「プライマリ・ケア医」に研究協力者

募集のチラシを配布し、協力依頼をした。

武田は主に大学病院に所属する総合診療部や

地域医療部の医師、高橋は総合病院や診療所

に所属する医師への依頼を担当した。FGIの

日時と場所はインフォーマントの都合にあ
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わせて設定し、FGIはインフォーマントが勤

務する病院の会議室や診療所運営母体の事

務所会議室など、プライバシーが保持でき

る場所で実施した。 

FGIに先立ち、インフォーマントの個人属

性と小児科ローテートの有無、小児がん経験

者診療経験の有無などについてミニアンケー

トを実施した。FGIの冒頭で、小児がん経験

者の晩期合併症と長期フォローアップの必要

性についてまとめたスライド（石田作成）を

約５分間供覧し、続いて、①成人した小児が

ん経験者の診療を依頼されたら、あるいは経

験者が受診してきたらどうするか、②経験者

を診療するとして、具体的にどのような点が

心配か、③診療連携に向けて、どのような情

報や支援が必要だと考えるか、という３点を

質問した。すべてのFGIにおいて高橋がfacil

itatorをつとめ、渡邊がアシスタントとして

参加した。アシスタントは各インフォーマン

トの発言の冒頭を記録してインタビュー逐語

録作成時の資料にするとともに、インタビュ

ー中の全体の雰囲気や各インフォーマントの

様子を観察して記録し、分析時の参考とした。

面接は許可を得て録音した上で逐語録を作成

し、質的内容分析6)を実施した。 

＜倫理面への配慮＞ 

本調査は、平成 21年 3月に東京大学医学部

倫理審査委員会の承認を受けた。 

 

C.研究結果  

平成 21年 12 月までに大学病院勤務総合医対

象の FGI を４回、中小病院/診療所勤務総合医

対象の FGI を１回、計５回の FGI を実施した。

勤務先はすべて関東地区の医療機関である。

インフォーマントとして研究に協力した総合

医は計 32 名、平均年齢 35.3±6.7 歳、男性

23 名女性 9名、32名中 27名が小児科ローテ

ート歴があり、8 名は成人小児がん経験者の

診療経験を有した。現在大学病院に勤務して

いるインフォーマントも、過去に中小規模の

病院や診療所における勤務歴を有している者

が多かった。インフォーマントの背景を表１

に示す。総インタビュー時間は 7時間 22分

（平均 1時間 22分）である。 

 

表１ インフォーマント医師の背景 N=32  

 年齢（歳）  35.3±6.7  

 性別 男性 23 

  女性 9 

 医師経験年数 5年以内 8 

  6-10 年 13 

  11-15 年 5 

  16-20 年 2 

  20 年以上 4 

 過去に勤務した医療機関   

 （複数回答） 
大病院（400

床以上） 
29 

  
中小病院（400

床未満） 
25 

 
 

診療所（グル

ープ・ソロ両

方を含む） 
20 

 小児科ローテート経験 あり 27 

  なし 5 

 成人小児がん経験者診

療経験 
あり 8 

  なし 24 

 本人/家族のがん体験 あり 18 

  なし 14 

 

以下、FGIの冒頭で供覧したスライド「小

児がん経験者の晩期合併症と長期フォローア

ップの必要性」に対するインフォーマントの

反応と、インタビューガイドにおける３つの

質問（①成人した小児がん経験者の診療を依

頼されたら、あるいは経験者が受診してきた
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らどうするか、②経験者を診療するとして、

具体的にどのような点が心配か、③診療に向

けて、どのような情報や支援が必要だと考え

るか）に対するインフォーマントの発言をカ

テゴライズした結果を示す。文字フォントと

サイズが異なる部分はインフォーマントの語

り、その中の＜ ＞はFGI facilitatorの発

言である。 

 

1. スライド「小児がん経験者の晩期合併症

と長期フォローアップの必要性」に対す

る反応 

 

 スライド供覧を受け、５回のFGIのすべて

において、小児がんにおける晩期合併症と長

期フォローアップの必要性を社会一般や小児

科以外の医師に周知することがきわめて重要

である、という発言があった。 

 

僕はこういうテーマを考える機会がなかったんで、

（スライドを）初めて見て、こんな事が起こって

いるんだという事を初めて知ったので。僕みたい

に、そういうのが議題に上がることによって、皆

が関心持ってくれるのかなっていうことによって、

また動き出すこともあるんじゃないかなと思いま

す。（大学病院Ａ） 

 

問題提起は凄く意味がある。僕も、この問題、全

く知らなかったので、もう少しマスコミを通じて、

こういった困ってる人たちがいるんですってこと

の問題提起をしていって、やる必要はあるかなと。

（大学病院Ｃ） 

 

最初のスライドで、こんなにたくさんの問題があ

るんだって事、自分自身、ニーズにすら気付いて

いなかったんだなという事がすごく発見で。（普

段は）生活習慣病のように、成人の課題を主に診

てると思うんですけど、そういったものが（小児

がん経験者では）早く起きるって事が、非常に大

きな、そんな事がある、今（生活習慣病発症）リ

スクの中に小児がんの治療とかっていうのも入っ

てないですから、すごく勉強になりました。（大

学病院Ｄ） 

 

2. 成人した小児がん経験者の診療を依頼さ

れたら、あるいは経験者が受診してきた

らどうするか 

 

成人した小児がん経験者の診療を依頼され

た場合、あるいは経験者が受診してきた場合

の対応については、「診る」という反応が多

く、自分は診ることができない、または診た

くないと明確に答えたインフォーマントは一

人もいなかった。ただし、「診る」と答えな

がらも、紹介状の有無や本人の病状把握の程

度によって事情が異なるとする声も多く、次

章３で詳述する「診療に際して心配な点」が

あわせて語られていた。積極的に診療とする

という立場のインフォーマントからは、総合

医としての“ジェネラリストマインド”を持

つ医師なら歓迎するはずだ、という発言、小

児がん治療歴は数ある既往歴の一つにすぎな

いから特別視しない、という発言がみられた。 

 

私達診療所での家庭医っていうのは、何でも来た

人を診る。で、それがフォローアップする人だっ

たら、フォローアップをするのが当然の場所なの

で。こういう人（＝成人小児がん経験者）が来て

フォローアップして下さいって言われたら、受け

る事が仕事なので、何かとても自然な仕事なんで

すけど、聞いてて。 

＜小児がん経験者をフォローアップするとした

ら・・・ ＞ 

私達だと思います。 （診療所/中小病院） 

 

僕はどちらかと言うと、いわゆる総合診療科の中

でも、完全に家庭医よりなので、お話をトータル

して聞いていると、あんまり違和感がないって言

うか。家庭医マインド持っている人って、逆に、

サイコソーシャル的なものとか、病気以外の悩み

とかも聞くだけのために通院してもらうことにも

やりがいを見出す人たちは多いので。なんか、自
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然に診れそうな・・・。（大学病院Ａ） 
 
考えるべきリスクファクターですね、例えば、川

崎病の既往があったらコロナリーリスクは17歳で

も考えなきゃいけないみたいな所がないかをチェ

ックしながら診るっていう形。普通に診ればいい

というか。（大学病院Ｄ） 

 
我々は、その人全体を診るトレーニング、能力だ

けの問題じゃなくて、その人全体を診るというア

イデンティティーを持ってるんです。要するに、

循環器の先生は循環器の問題とか、呼吸器の先生

は呼吸器の問題、その臓器別のアクティブな問題

に対して、マインドを持って指導されてると思う

んですけど、その、将来起きるかもしれない、肺

に起きるかもしれない、脳に起きるかもしれない、

そういったようなものを診療に引き受けて時間を

割くという、「どんとこい」という心意気みたい

なものは、やっぱり一番総合診療科は持っている

だろうと思うんですよね。だからこの人全体を診

るトレーニングも、その人全体を引き受けるマイ

ンドもあるから多分一番引き受けやすいのかなと

思います。（中略）こういう、今後に渡り何が起

こるか分からない、何処に起きるか分からない、

その人をずっと診ていくっていうのは、家庭医療

の本質だと思っていて、あの、逆に時間的な、忙

しさとか抜きにすれば、こういう人を紹介しても

らえると僕は嬉しい。喜んで診たいと思いますよ。

（大学病院Ｄ） 

 

そもそも、日本のプライマリ・ケア医の殆どが、

臓器専門医だったって事が問題があって。全部診

ようという気が最初から（少ない）。意識が低い

って言ったら失礼ですけど、それだけの教育受け

てないので。ここにいる人は皆ジェネラリストな

ので、そういうマインドを持っている。恐らく、

臓器専門医で開業して、ま、何となくジェネラル

診てるけど、こういうのがぽんと来ると、・・・

いや、俺、その専門じゃないからって、多分言っ

ちゃうんだと思うんですよね。（大学病院Ｂ） 

 

一方、総合医が長期フォローアップに貢献

する可能性を認めつつも、現状で小児科医が

長期フォローアップについて具体的にどのよ

うな困難に直面しているのか、小児科医自身

による長期フォローアップは本当に困難なの

か、なぜ総合医が連携先としてクローズアッ

プされるのか、という疑問も、すべてのグル

ープで呈されていた。 

 

ちょっとわからないことがあるんですけど。小児

科の先生たちが困ってますって話はいいんですけ

ど、（小児科で）何に困ってるのか。結局、それ

が分からなくて。要するに、現状は誰が診ていて、

しかも、どういう所が問題、例えば、プライマ

リ・ケア医に引き継ごうとしても、断られてると

か、そこが分からないんです。具体的に何が問題

になっているのか。（中略）要するに、小児科医

なんで成人は診れないっていう話ですよね。だか

ら、成人を診る、プライマリ・ケアでも、何でも

いいんですけど、そこに引き継げばいいんですけ

ど、そこにどういう障害が今起きているのかって

いうのが、見えてこないんですけど。（大学病院

Ｂ） 
 
癌のフォローアップとか検診みたいなことは小児

科がやって、何か症状出たら、プライマリ・ケア

とか成人科にかかるっていうのでは、駄目なのか

な？っていう気は、ちょっとするんですけど。例

えば、高脂血症出たときとか、肺線維腫になった

ときとか、COPD なったときとか、成人特有の問題

出たときに、困るっていうんだったら、その成人

特有の問題出たときに、送ってきたんじゃ、駄目

なのかなって気がしたんですけど。（中略）成人

の問題が出るのが不安って言うんだったら、じゃ

あ、出たときに、送ってきたんでもいいのかなっ

て。（大学病院Ｂ） 
 

また、小児科医が総合医との連携を検討す

る際に、「患者が成人になったら成人診療科

の医師に診療主体が移行されるべき」という

意識が先にたっているのではないかという指

摘があった。 
 
ちょっと思うんですけど、小児科って、年齢で切

るじゃないですか。凄く特殊なんですよ、それっ

て。僕も喘息持ちだったから、15 歳になったら突

然内科に行けって言われるんですよ。で、後は内

科。だから、なんか潜在的に、もう大人だから、
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成人に行って下さいっていう意識が小児の先生に

あるんじゃないかと思うんですよね。（診療所/中
小病院） 
 
逆に、小児科の診療年齢を過ぎた患者の引き

継ぎのタイミングの難しさや、成人後の患者

を小児科で継続診療している例に関する発言

もあり、診療科移行が小児がんに限らない問

題であることがインフォーマントの間で再認

識される場面もあった。 
 
こういう事もあると思うんですよね。例えば、小

児喘息で15歳まで診てて、16歳になったその日

から、（成人の）先生お願いって言われたときに、

［成人科医は］拒否反応示すでしょ？だって、小

児科の先生でも診れるわけじゃない。でも、ずー

っと診れるかって言うと、例えば、その人が肺気

腫になって、60,70 まできて、どっかで受け渡さ

なきゃいけないとすると、まぁ15歳だよね。その

時に快く引き受けられるかどうかっていう事にも、

つながるよね。だけど、殆どの人がね、（15 歳の

ぜんそく患者をいきなり診ろと言われたら）アレ

ルギー反応起こすよね、ええっ？だって、（小児

科で）ずっと診てたんでしょ？ってね。でも、小

児科の先生が、（患者が）60,70 のおじいさんに

もなってね、いろんな合併症が出るから、まさか

COPD は診れないだろうと。だから、我々が引き受

ける、バトンタッチの時期について、やっぱり問

題投げかけているよね。（大学病院Ｂ） 

 

他にもあの～、障害児を診てる（小児科の）先生、

（患者が）30 歳 40 歳でも診てますよね。他に診て

くれる人がいないって言ってましたね。私の友達

がその仕事してますけど、やっぱりその、大人の

病気分んないのよ～って、よく電話で言われちゃ

って。これってどうなの？コレステロールこれっ

て悪いの？とか電話が掛かってきますね。（笑）

でも、診てるって。（診療所/中小病院） 
 

 

3. 成人した小児がん経験者を診療する

として、具体的にどのような点が心配か 

 

小児がん経験者を実際に診療する場面にお

いて懸念される事項は、数多く指摘された。

懸念は、「情報が限られた中で診療すること

への不安」「総合医として小児科側から期待

されている範囲が不明確であることへの戸惑

い」「成人診療と小児診療における医師患者

関係や診療形態の相違に対する懸念」の３点

に大別された。 

 

3-1 情報が限られた中で診療することへの

不安 

 

■晩期合併症の疫学や適切なフォローアップ

方法に関する情報の少なさ 

 

「情報が限られた中で診療することへの不

安」に関連して、もっとも多く指摘された懸

念は、小児がん経験者の晩期合併症の疫学や、

長期フォローアップにおける適切な検査頻

度・検査項目に関する信頼できるデータが少

ないことであった。情報量が限られている中

で小児がん経験者の診療を引き受けることが

安請け合いにならないか、あるいは医療的介

入をすべき問題の見落としにつながらないか、

という懸念が指摘された。 

 

変な言い方ですけど、自分が診ることが、まずい

ことにならないかなって、やっぱり思う。だって

診たことないですし、（他の患者と）同じようで

いいのかどうかも・・・。そういうエビデンスが

あるのかどうかも分からない。さっきのお話だと、

早く成人病になるんだったら、例えば、20代の方

を毎年コレステロール測ったほうがいいのか、そ

ういう話にもなりますよね。（中略）正直言って、

例えば10歳のときに白血病やった人が30なった時

に、症状がないけど、掛かりつけ医でこれだけは

やったほうがいいっていうエビデンスは多分ない

と思う。そこがちょっと気になるんですよね。例

えばそれで、30代で脳卒中になった時に、フォロ

ーしいた医者、何していたんだみたいな事

を・・・。診れないとは言わないですけど、診て

あげたいとは思うんだけど、ただ頼りになるもの

が、ちょっと少ないような気はする。こういう状

況だったらその人から訴えられる心配はないと思

うんですけど、なんかこう、これでいいのかなっ
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ていう思いは、(総合医が)ずっと引きずると思う

んですけどね。（大学病院Ａ） 

 

（小児がん経験者を診療した）経験自体がないの

で、あのぉ、自分がそのまま診続けていいのかっ

て言う不安が、常に残ると思うんですよね。で、

そこをどういうふうに・・・っていう事で、先ほ

どのガイドラインっていう話になると思うんです

が、そのガイドラインが浸透してくれば、標準化

されれば（楽です）。どういう事に着目すべきか

って言うのが明らかじゃないだけに、不安だと思

うんですね。（大学病院Ｂ） 

 

  

■患者自身の病状把握の不十分さ 

 

成人した小児がん経験者自身が自らの病名

や治療内容を十分把握していない場合、特に

紹介状を持たずに受診してきた患者について

は情報不足のまま診療することへの懸念が示

された。 

 

今までの治療内容ですとか、或いは、晩期合併症

がどんな可能性があるっていうのを、もし、ご本

人が情報としてもって来れるんであれば、情報の

一つとして考慮に入れればいいぐらいなのかなぁ

と思うんですけれども、治療内容も分からず晩期

合併症の病名も分からないと、ちょっと、何なの

かなっていう心配はあると思うんですけど。（大

学病院Ｂ） 
 
癌じゃなくても、何か小さい時に手術をしたって

いうのは知っていても、詳しい事を全然ご本人が

分かっていないって方は結構いらっしゃって。そ

うすると、お母さん、お父さんはご存じなんだと

思うんですけど、情報をご本人からは聞きようが

ないっていう事は結構ある。（診療所/中小病

院） 

 

小児科に通っている間は、親が結構中心になって動

いてくれるんですけども、成人になると、今度、親

も高齢になってしまうので、そういう環境がまた違

うかなって思ったんですけど。患者さん自体が自分

で動かなくちゃいけなくて、あの時どうだった、こ

の時どうだったっていうのが、果たして、うまく伝

わっているのかどうか。（大学病院Ｂ） 
 

■病歴の問い合わせができない状況 

 

 紹介状を持参しなかった場合、小児がんの

治療が行われた病院名は判明しても元主治医

がすでに転勤・退職をしていた場合、あるい

は小児がんの初期治療から長期間が経過して

診療録が保存されていない場合など、治療内

容や臨床経過の確認が不可能である場合には、

もっとも強い懸念が呈された。 

 
Ａ：たとえば、鹿児島で小児がん（治療）をやっ

たと。大体12歳くらいまでで来なくていいと言わ

れて、そのまま成人していったと。で、23になっ

た。ちょっと調子が悪いと。で、鹿児島って言っ

ても（もう誰も）分からない。そういう状況です

よね。 

Ｂ：おかしい話ですよ。僕らは情報があれば、診

ますよって言ってるだけなので、情報が無いです

って言われたら、さすがに診れませんよね。例え

ば、僕ら医者って言うのは、問診して、情報得て、

身体所見を取って、そこから、やるわけですよね。

その問診がさせてもらえないって言ってるわけで

すよ。情報が得られないと。その状況で診ますか

というのは、医者の矜持として、情報が無いのに

診て、そして医療判断するというのは、正しい医

療行為ではないですから。（中略） 
患者さん本人に、（あなたについて）全然情報が

無いから、きちっと診療出来ませんけど、いいで

すか？って言って、患者さんが納得するかどうか

ですよね。それだけですよ 
Ｃ：あなたは、こういう人なんです。だから、一

般の患者さんじゃないんです。だから、同じこと

やってもうまくいかない。普通の方より、ずっと

リスクは高いんですよっていう事を・・・。 
Ｄ：だから、リスクを患者さんがシェアする覚悟

があれば。 

Ｃ：なら、診ます。 

Ｄ：その情報が入ってない状況でも、診ざるを得

ない。 

Ａ：診ざるを得ないって言うけど、診ざるを得な

いんだったら、患者さん側のほうにも、そんな凄

い不利益な状況で診て貰わざるを得ないんだって

いう事は、分かってもらわなきゃいけない。僕ら

が診ざるを得ないんだったら、彼らも、（不利益
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がある状況で）診て貰わざるを得ないんだって事

は、分かって欲しい。（大学病院Ｃ） 
 

3-2 総合医として小児科側から期待されて

いる範囲が不明確であることへの戸惑い（ど

の場面でどこまでの対応を期待されているの

か） 

 

長期フォローアップ時に総合医が活用でき

る情報の少なさに加えて、実際に小児科医側

から何についてどこまでの関与を求められて

いるのか不明であることへの戸惑いも指摘さ

れた。４．「診療連携のために必要なシステ

ム」と関連した発言が多いため、そちらで詳

述する。 

 

頼まれたらどうしますかっていう事なんですけど、

自分としては、何をどこまで頼まれるかっていう

事が、やっぱり大きいのかなって思うんですが。

強い治療してればしてるほど、精神的な問題とか

も起きやすいと思いますし、そういう患者さんに

ついてどうするかっていうのは、確かに難しいの

かなと思いますね。（大学病院Ｂ） 
 
フォローアップお願いしまーすなんて、（たと

え）紹介状きても困っちゃいますよね。何をどう

フォローアップすればいいのか。 

（診療所/中小病院） 

 
3-3 成人診療と小児診療における医師患者

関係や診療形態の相違に対する懸念 

 
多くのFGIでは、成人診療と小児科診療に

おける医師患者関係のあり方や診療時間が大

きく異なることが話題に上り、成人診療で標

準的な状況に成人小児がん経験者が適応でき

ないことへの懸念が示された。この点は特に、

小児科診療を経験しているインフォーマント

から指摘されることが多かった。 

 

今、ちょっと、僕、小児科でトレーニングするた

めに、ローテートしているんですけども、凄いね、

皆、優しいです、（小児科の）先生。絶対、怒ら

ない。怒らないのが前提なんで。 僕だけ、結構

怒るんですよ。（一同笑）前提が、僕ら（＝成人

診療科）の場合、自己責任。特にこれからの先行

き、医療なんて当てにならないもんなので、まず、

あなた自分で、よく分かってくださいよって。あ

なたの人生、あなたの責任なんだからっていうの

が、僕らのスタンスで。でも小児科の先生たちは、

 もっとずっと踏み込んでいて、一緒に頑張って

いこうねっていうふうに。凄く優しいんですよね。

だから、それがキャラクターとして・・（定着し

ている）。（大学病院Ｃ） 

 

小児科研修してた時に、やっぱり凄い結びつきが

特殊というか、親と先生とか、子供と先生とか、

その、3者の・・・凄くこう、命を懸けて共に闘

うみたいな、やっぱり繋がりが凄く何年もあった

りする所で、いきなり紹介っていうと多分家族も

凄く不安があると思う。（診療所/中小病院） 

 

そもそも、日本の外来は忙しいっていうのを、理

解してくれないと困るっていうのはありますね。

小児癌の先生方は優しいから診てくれるかもしれ

ませんけど、一般的な、（成人外来では）それが

標準なんだよ、と。（大学病院Ｂ） 

 

また、成人診療と小児科診療のあり方の相

違について、小児科医インタビューの中で

「成人診療科の医師の中には、小児がん経験

者が乗り越えてきたことへの共感が足りない

人もいる印象がある」というコメントがあっ

たことに対しては、一定の理解を示しつつも、

“共感”や、小児がん経験者への特段の配慮

を示すことへの疑義も呈された。 

 

共感が足りない。そういうふうな言い方をされれ

ば、もう皆、診ないでしょ。そういうところの考

え方を変えてもらうことが、診る上で必要だと思

うんですよ。 

（大学病院Ｃ） 
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共感を示すのはいいですけどね。ただ成人診療科

による共感を当然と期待されては困る。（中略）

 大変な思いを乗り越えるのは、大人でも心臓の

手術をしたり、抗癌剤をして乗り越えた人がいる

わけじゃないですか。だから我々は、そういうバ

ックグラウンド、辛い事があればそれに共感する。

だけど、小児がんは特別だ、みたいな発想がある

とすると、それは違うんじゃないかなと。つまり、

小児がん患者は特別扱いされるべきだ、みたいな

のが、小児科側にあるとすると、それは我々とし

ては、かなり反発するだろうと。 辛いのは子供

だけじゃない。ただ、小児がんの辛い経験をした

人にも、大人で辛い思いをした人も、時間の許す

限り共感的な態度をとりたいと思います。ここか

らは推測ですけれども、たぶん小児がんの先生は、

小児がんのすごく辛いのをみている。身体で分か

ってますね。どんなに辛いのか。でも、大人はあ

んまり診た事がない。だからもし、そういうコン

テキストで我々と話すとすると、ちょっとかみ合

わない所があるかもしれないな、と思いますけれ

ど。（大学病院Ｄ） 

 

4. 診療連携に向けて必要なシステム 

 

 インフォーマントからは、連携に際して懸

念される事項とあわせて、もし小児科医と総

合医の診療連携を推進するなら総合医に向け

てぜひ整備してほしい具体的支援システムが、

数多く提案された。大別すると、「総合医が

すべきことの明確化・標準化」「小児科医と

の双方向的コミュニケーション」「小児がん

および晩期合併症に対する一般的情報と患者

の個別病歴の提供」「成人小児がん経験者自

身の自己管理へのempowerment」に分類され

る。 

 

4-1 総合医がすべきことの明確化・標準化 

 

 すべてのグループであがったのは、総合医

がするべきことを具体的に指示してほしい、

という意見である。「フォローアップのレジ

メ」「（するべきことの）パック」と表現さ

れ、被爆者検診が例に出されたように、実施

すべき検査を総合医の裁量にまかせるのでは

なく、具体的に小児科側から指示してほしい

という意見が多かった。多忙な外来業務の中

で、普段接することの少ない小児がんのフォ

ローアップについて、総合医自身が「するべ

き検査」を取捨選択することは困難である。

長期フォローアップへの総合医の関与を期待

するのならば、関与のハードルを下げるため

にも実施事項の明確化と標準化が必須である

ことが指摘された。 

 
フォローアップのレジメは欲しいですね。例えば、

血圧は毎月チェックしてくださいとか、CBCは、

年一回とってくださいとか、この薬は使わないで

くださいとか、そういう全然自分の知らないこと

が関係しているので、それは何だ、漠然とした不

安はありますよね。（大学病院Ａ） 
 
これは特殊な事じゃなくて、大きな病院から近くの

先生に紹介する時に、高血圧とか糖尿病だったらい

いんですが、あんまりない病気、もうこれ治ってい

るよって言っても、あんまりない病気など、病名が

ついているだけで本当に「うちでは診れません」っ

て言ってくるっていう事は、(成人疾患でも)しばし

ばありますので。（中略）パックになってて、これ

やってくれればいいんですよみたいなんだと、本当

に楽だと思うので、検診とかでも、楽になると思う

ので、そういうのがあると、だいぶ広がるんじゃな

いかなとは思います。ええ。（大学病院Ａ） 
 
全然例は違うかもしれないですけど、被爆者健診っ

てあるんですよ、被爆者手帳の。あれには決まりが

あって、この項目の検診を、と。あれは公費でやっ

てるわけですけど、ああいうのは、割と分かり易い

し、私達も、（このとおり）やればいいのねって事

で、えー！？（＝想定外のことに驚く）みたいには

全くならないですね。（診療所/中小病院） 
 
もしやるならば、具体的に、何を、どの頻度でや

るかっていうのを、例えば、ワーファリンの治療

でも、月何回採血して、この間に入れておいてく

ださいって言われれば、ワーファリンのことを知

らない人でも出来ますし。そういうフォローも、

具体的に何をすればいいのか、分かれば。ええ。
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それが、こっちの裁量にって言われると、やっぱ

り、駄目なんで・・・。（大学病院Ｂ） 

 

このそれの原発巣によって違うとか、手術によっ

て違うとかですね、そういうのあるかもしれない

ので、特にこれとこれを注意して下さいとか。

（中略）我々としては、自分の能力を超える、診

た経験がない、特に気をつけなきゃいけない所を

示して頂ければ、それ以外は我々の普段のスタイ

ルでやればいいんだなとすごく安心はできると思

うので。（大学病院Ｄ） 
 
4-２ 小児がんおよび晩期合併症に対する一

般的情報と患者の個別病歴の提供 

 

4-１と関連して、総合医が長期フォローア

ップに関与する場合、小児がん経験者がもつ

臨床的リスクや長期フォローアップについて

効率的学習するための方策や総合医に向けた

情報提供のあり方についても多くの意見が得

られた。情報提供については、小児がん一般

に関する情報提供と、実際に診療する患者の

個別の臨床情報とに分けて論じられていた。 

 

■小児がん一般に関する情報提供 

 

小児がん一般についてアクセスしやすい情

報源として、信頼できるソースが作成したWe

bサイトがあれば役立つこと、特に掲示板やQ

&Aのスレッドがたてられて、質問できる状況

になっていると活用しやすい、との指摘があ

った。また、たとえ個人病歴で過去に実施さ

れた化学療法のレジメが示されても、それだ

けでは情報的価値は低く、「結局それがどの

ような合併症につながる可能性があるのか」

を効率的に理解できるような工夫が必要だと

いう指摘もされた。 

 

うちの外来、結構いろんな患者さんが来て、僕

なんか、最近何も見ないで診療するってことが、

ほとんどなくなって。前、（資料を）みたこと

あっても、最近どうなのかなっていうのがある

ので。あと、鑑別診断で、なんかの病名が出て

きたり、紹介状に書いてあったりすると、最近

はもう電子教科書とかで調べて、そこで、あん

まりいいのがないと、もう、グーグルで調べて、

みたいな形で。そうすると感染症とか、難病だ

と、感染源の医療関係者向け情報みたいなのひ

っかかってきて、それ見て、うん、うん、うん

って、付け焼刃でやってっていう事も、しょっ

ちゅうなので。当面、そういう情報でもいいか

ら、なんか、ちょっと、ググったら出てくるみ

たいなぐらいの事を、「小児がん情報・医療関

係者向け」っていうので（作ってほしい）。或

いは、例えば、5 歳までのリンフォーマの場合

には、だいたい何歳くらいで、こういう事が報

告があるので、この辺はチェックしましょうみ

たいなのが、書いてあると、少なくとも心の支

えにはなる。(笑) それも、そのオーソリティ

が、ホームページで出してくれてると、患者さ

んと一緒に、それを見れるんですよ。 
（大学病院Ａ） 
 

ただし、情報はアップデートされていくも

のであり、総合医が多忙な日常業務の中で最

新情報に効率的にアクセスすることを可能に

する工夫が必要であること、さらに、総合医

が通常診る患者の中で成人小児がん経験者の

絶対数は極めて少ないため継続学習の優先順

位の上位に入らない事情を勘案し、できるだ

け小児がん情報を「プッシュ型で」提供する

工夫が必要だという指摘があった。 
 
Ａ:この人は内科に回していいと主治医の先生が

思って、「年１回こういう事を気を付けて下さい。

今考えられる合併症はこうです」っていう紹介状

を渡して、来ますよね。我々はそれにそって、５

年１０年って診ていきます。実はその病気は、他

のリスクも高いという事が５年後に論文が出た。

でも我々はその時の、引き継いだ時の紹介状に基

づいてスクリーニングをしていくので。その（新

たな知見を示す）論文が出た時点でアップデート

され、我々にその情報が来るシステムに多分なっ

てないと思うんで。そうすると、リスクがあると、

この世の中の何処かにエビデンスがあるのに、

我々それを知らない為に患者さんにそういうケア

を提供出来ない事があるかもしれないなと思いま

した。ただ、そういうプル型では、我々は見ない

と思います。プッシュ型でないと。 

B: プッシュ型なら無茶苦茶便利ですね。 
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A:ただそのプッシュも、自分はウイルムス腫瘍し

か診てないのに、全小児がん（の情報）が来たら

今度逆に多すぎて読まない 

B:わかった。（情報サイトを）見る時に、今自分

がどの診断、どの病気診てるかって登録しとけば、

それに関わるのだけが、プッシュされてくる。必

要な、一番こう、合うものだけが。 

＜ウイルムス腫瘍のガイドラインがアップデート

されましたというお知らせみたいな？やっぱりプ

ル型だと全然・・・？＞ 

A:普段（小児がんの情報を）見ない。だって、例

えば、糖尿病、高血圧とか自分が日頃たくさん診

てる人はそうですけど、自分が１００人フォロー

している中に（小児がん経験者が）一人いて、小

児がんの専門の先生がこれでいいと言われている。

それが世の中のエビデンスが変わったかどうかを

定期的にサイトに自分がアクセスするかっていう

と、多分僕はしないと思う。 
（大学病院Ｄ） 
 

成人小児がん経験者の診療のポイントを学

習するための研修会や勉強会への希望も挙げ

られたが、日常診療の中で遭遇機会が少ない

小児がんの研修が参加者をどの程度集められ

るのか、疑問も呈されていた。ただし、すで

に小児がん経験者を診療している場合は総合

医の個人的興味や情報ニーズが高まることも

指摘されていた。 
 

Ａ：勉強会とかやって欲しいです。今日初めて知

った事がありました。小児がんはこんな晩期合併

症があるよなんていうような話は、一度も聞いた

事がなかったので、そういう勉強会して欲しい。

ワークショップとかあれば出たいよね。是非。 
（中略） 
Ｂ：ちょっと頻度が少ないし、要するに僕が

American Family Physician (の小児がん長期フォロ

ーアップの特集記事)をスルーするようにですね

（患者数が）少ないのでやっぱり、（研修トピッ

クとして）そんなにニーズがない。 
Ｃ: 今自分が困ってなければスルーするね 
B: 日医で生涯教育やっても、まあ別にそんな人は

来ないし、（このトピックはとりあげなくて）い

いんじゃないかなとなっちゃいそうで、ちょっと

心配。（中略）小児がん患者をどうにかしたい、

いいケアを提供したいっていうニーズは、僕らも

それはもちろん・・・。困ってるから何とかした

いという思いがあるけれども、たくさ～ん診る患

者のごく一部なんですよね。だからそういう意味

で（小児科医と総合医の）温度差は絶対出てくる。 
（診療所/中小病院） 
 
例えば、かかりつけの患者さんが 3 人増えるた

めに、診療を休んで、場合によっては、2,3 時間

電車乗って、研修会に行って・・・。どれくら

い浸透するかですよね。生活習慣病だったら、

（小児がん関連のトピックだけ）集中的にやる

よりは、生活習慣病の薬の宣伝（の研修）結構

多いので、タイアップして、高脂血症剤の治療

の最後の三分間、「実は、小児がん経験者の中

には、30 代で高脂血症が」とか。その場合は保

険適応通ります、とか。(苦笑) それなら広まり

そうな気がする。（大学病院Ａ） 
 
 
■患者の個別病歴に関する情報提供 

 
小児がん一般の情報提供と並んで、診療連

携の必須情報としてすべてのグループで指摘

されたのは、受診する患者自身の個人病歴で

ある。 
 
小児癌の治療してですね、当然、治癒しましたよ

って時期があると思うんですね。その後小児科が

ずーっとフォローアップしてるかっていうと、治

癒した方は、来なくなってる方がいるっていうこ

とですね。という事は、その方は自分の病歴を持

たずに、あっちこっち行くわけですよね。それが

一番問題なんじゃないかと思うんですね。結局そ

の時点で、それまでの治療経過とか、そういうの

を持たせて、必ずこれ見せろというふうに言って

おかないと、当然無くす可能性あるんですが、そ

ういうのがないと、結局、まぁこれ成人でも同じ

なんですが、「私、癌で手術しました、紹介状あ

りません」で、ぽんと来られて、シャッター下り

るのと同じ現象なんだと思うんですよ。この人に

起こりうる合併症がばーっと書いてあったりとか、

或いは、それが見えるようなホームページとかあ

ればですね、ま、診る医者は増えるんじゃないか

なと。（大学病院Ｂ） 

 
（個人の病歴を）ドナーカードみたいに、本人に

持っててもらうとその場でぱっと確認できる。ネ

ットで（小児がんについて）調べろって言われて

も、その時点で、もう、これ、（仕事が）終わん

ないよ～みたいに、ちょっと、イラッと来るんで

（笑）（大学病院Ｂ） 
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個別病歴を持たず、特に、元主治医や治療

病院への問い合わせができない状況で受診さ

れることに対しては「病歴の問い合わせがで

きない状況」で記したように強い懸念が示さ

れていた。 
 

4-2 小児科医との双方向的コミュニケーシ

ョンとバックアップ体制の確保 

 

診療連携をする場合、紹介側と受け入れ側

が継続的・双方向的なコミュニケーションを

とることは成人診療でも重要であり、小児科

医との連携においても当然双方向的対応が必

要である、という点がすべてのグループで指

摘された。依頼時の情報提供だけでなく、診

療科変更の前後から継続的に両者が双方向の

コミュニケーションをとることの重要性、さ

らには総合医が何らかの問題に直面したとき

に、紹介元の主治医、あるいは診療拠点病院

や長期フォローアップセンターなどに誠実な

相談窓口が確保されていれば、総合医に安心

感を提供できるとともに、診療意欲が湧くこ

とが述べられた。 

 

（小児科の）先生方の意見も分かるので、逆に、

大人になったから「僕たちはちょっとフォローで

きないから、成人科へお願い」で終わりじゃなく

て、こちらも診ることに関しては、必要があれば

当然診ますけど、どういうことをフォローしたら

いいかとかっていうのを相互に、常に意見を交換

できるような場所とか、どういう情報があるとか

っていうのは、常にアップデート出来るようなも

のがないと。やっぱりさすがに、「じゃあ、お願

いします！」って言われちゃうと・・・。どうい

うところを注意したらいいですかっていうの、常

に、お互い意見交換できるって言うのがないと厳

しいのは事実です。（大学病院Ａ） 
 
僕のバイトで行っている企業の診療所なんですけ

ど、特殊な病気で、他の大学病院で手術した大人

ですけども、年に一回か二回行って、でも、メイ

ンがこっちにずっと来ているとか、統合失調症の

治療中で、普段の事はこっちという人なんかはい

ますけど、やっぱり、大抵一年に一回か二回くら

い、患者さんを介してだったり、直接手紙やり取

りしたりして、何度かコンタクト取ってるんで。

心の支えって言うか、何かあったら、そこにって

言うのは、（他の）大人（の疾患）でもあるんで

すよね。（大学病院Ａ） 
 
Ａ：（困ったときに）必ずこの人をとってくれる、

要するに後ろに誰かいるという安心感を持てば

（我々は）喜んで出ていける。 

Ｂ：困った時に助けてくれる人 

Ａ：ちゃんとゴールキーパーがいると、我々フォ

ワードはどんどん攻めて行けるんですよ（笑） 

なので、この問題に限ってというよりも、これは

小児がんという非常にスペシフィックな問題です

けど、いろんな病気に関しても同じ事が言えるわ

けですよね。（大学病院Ｄ） 

 

「双方向的コミュニケーションの確保」の

ための方法として、インフォーマントが成人

診療で通常利用するリソースの一例として

「中毒ホットライン」などの電話相談窓口も

挙げられた。小児がん経験者の診療場面では

中毒治療と比較すると時間的余裕があること

が多いので電話以外の媒体でもよいという意

見や、小児科主治医に連絡がつかない場合に

小児がん診療の拠点病院が相談窓口になって

はどうか、という声もあがった。 
 

A:ほんと困るのは、患者さんを検査して得られた

画像とか検査所見が、何処までそういったこう、

元々の病気に関係するものなのかとか、そういう

所が、結局教科書的には分かんない事がいっぱい

あるんで、モデル病院の気軽な電話窓口みたいな

（のがあるといい）。「それだったら、ちょっと

レントゲンと CT だけ送って下さい」とか言われ

て送るとか。 
Ｂ:例えば救急の中毒の電話相談とかありますよね。

ああいう感じで、これこれこうだけど、どうでし

ょうかって。 
＜小児がんホットライン・・・＞ 
Ｂ:ああいうのが、都道府県に一つとか。電話して、

ひとまず相談には乗ってくれると。 
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Ｃ：でもそんなに緊急性があるような事ってあん

まり起きなさそうな気がするんですけど。それが

電話である必要があるかどうか。 
A:大きな病院の小児科でもいいのかもしれないで

すけど、そこの小児科が小児がんを扱ってる小児

科かどうか分かんないんで、モデル病院というの

があれば、まあ楽かなぁ、と。拠点病院。小児が

んを扱ってる病院で、フォローアップちゃんと相

談受け付けますみたいな所があって、そこに一応

相談すれば、ちゃんと答えてくれるというような。 

（診療所/中小病院） 

 

さらに、小児科医と総合医が紙面上の情報

提供だけでなく顔をあわせることの必要性も

指摘された。 

 

なんかもう少し、実際治療された先生とかかりつ

けが、紹介状だけじゃなくて、少し顔の見えるよ

うな関係であって、この人なら任せられるってい

う安心感を小児科の先生にも持っていただくと、

紹介する時もきっと御家族にも（小児科医が）積

極的に勧められたりとかすると思うので。そうい

う勉強するようなチャンスっていうのが、例えば

小児科の先生と家庭医とで一緒にあるといいかな

と思うんですけど。（診療所/中小病院） 
 

4-3 成人小児がん経験者自身の自己管理へ

のempowerment 

 

総合医が成人小児がん経験者の診療に関与

する際は、他の成人患者の場合と同様に医師

と患者は「成人同士の付き合い（大学病院

Ｃ）」をし、その関係は患者の「自己責任

（大学病院Ｃ）」に基づくことを、成人小児

がん経験者十分に認識してもらう必要がある、

という発言も多く聞かれた。 

 

日本は医療的には凄く恵まれてると思うんです

けども、患者さんが、医療を享受して当然だろ

うっていうふうに来られると、私たちも、非常

にしんどい部分があるので。＜何でも対応して

くれるだろうという前提に立たれると？＞ 

そうですね。何でもね、自分がリスクを分かっ

ていて、生活自体も、自分自身の人生に責任を

持って、自分自身の情報も管理して、そうやっ

て進んでいかなければならない、一緒に歩んで

いかなきゃいけないって。（医師が）やってく

れるだけを期待するんではなくて、患者さんも

自分の状況っていうのを、ちゃんと把握して進

まないと。患者さんも、医者とのシェアリング

がやっぱりあるんだと思うんですよね。（大学

病院Ｃ） 

 

 また、小児がんの治療を乗り越えるプロセ

スの困難さを理解しつつ、本人が小児科主治

医に依存的になりがちであるとの指摘があり、

小児科主治医が本人の心理社会的成長を促進

させるよう心がけたほうがよい、という指摘

もあった。 

 

小児がんの経験者っていうのは、サイコソーシャ

ルに色んな、いろいろ大変な思いをしてきている

はず。或いは、社会で甘え、依存、先生に依存的

なところもあるだろうし、いわゆる、僕らが外来

で診る、ちょっと一筋縄ではいかないような、身

体表現性障害の予備軍みたいなね、そんな感じに

なってる可能性があるんじゃないかと。そういう

時に、つい、「小児がんもあって、あぁでもない、

こうでもない」って言われると、成人しか診てい

ない内科の先生が、ちょっと、こう・・・＜シャ

ッター下ろしたくなるかもしれないですね。＞ 

ええ。（中略）本当に重い治療をした人、主治医

に依存的になってきてるんで。（中略）ある意味、

小児科医が親代わりになってると思うんですけど

も。そこで、当然医療においても成長をさせない

といけないと思うんですけど。それが、うまく出

来てないっていうところに問題があるんじゃない

かなと思いますね。 
（大学病院Ｂ） 

 

小児がん経験者自身のempowermentについ

ては、本人が総合医を受診する前に、強固な

信頼関係にある小児科医が本人に働きかけて

ほしい、という意見も聞かれた。 

 

多分、患者教育を小児科の先生方がしれくれない

と、僕たちが教育しようと思っても、出来ないの

で。そちら（＝小児科）の信頼関係が強いので、

私たちが何を言っても、あ～、医者変えようで、

終わりですから。一般の成人の外来は、そうじゃ

ないんだっていう事を、小児科の外来でも、よく、
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自分から手放す前にですね、教育してもらう必要

性はあると思うんですね。（大学病院Ｂ） 
 

4-４ 総合医同士のネットワーク構築と経験

知の共有 

 

小児がん経験者の診療に積極的な総合医同

士を見つけて増やしていくためには総合医同

士の口コミも重要であること、さらに小児が

ん経験者を診療する総合医のネットワークを

形成して、診療上の経験知を共有し、蓄積し

ていくことの重要性も指摘された。 

 

取っ掛かりとして、そういう患者を診てもいいっ

ていうネットワークみたいなの作っちゃうという

のが、一つあるんじゃないかなと思いますけど。

そういう人に、手を挙げさせてですね、まぁ、そ

ういう、成人のがんが多分、そういうのやってる

と思うんですよ。そういうのをシステムとして最

初に作り上げて、別に他の人にやらせないわけじ

ゃなくて、どんどん、そういうのが、例えば、医

師会で、お前のところ診れるみたいだけど、どう

よ？なんて話になって、別に何でもないよって言

ったら、じゃあ、うちもやってみっかなぁとか、

そういう口コミのほうが、むしろ、（医師に）安

心感を与えるのかもしれないって、そういうのも

大事なんじゃないかなって思ったんですけど。

（大学病院Ｂ） 
 
例えば登録制にして、拠点病院に登録して、ある

程度勉強した人が（小児がん経験者の）掛かり付

け医として候補に挙がるみたいな方が、（患者

の）トータルの数もそんなに多くないので、効率

的なのかなと思いますが。（診療所/中小病院） 
 
A:（小児がん経験者を診た総合医の）ネットワー

クがあると凄くいいんですけど。例えばメーリン

グリストでもいいし、皆のネットワークみたいな

のがあって、それでこんな事があったんだけどっ

て、困ってる事をシェアして、へーそういう感じ

なんだとか。うちの患者さんこうだよ、みたいな。 
B:小児科の先生にも入ってもらってもいいね。 
A:そうそう、もちろん入ってもらって、気軽に聞

けるのがメーリングリスト上だったりすると、非

常に敷居が低いですね。 

B:やっぱり経験する頻度が少ないので、経験知が

上がらないと思うんですよね。年に 1 回診るか診

ないかだと、ユーイング肉腫の人はみたけど、他

の何か別の癌だったらわからないとかいうふうな

事があるかもしれないので、そういうメーリング

リストで情報共有すると、多くの経験知を集める

事が出来るかもしれない。（診療所/中小病院） 
 
 

4-5 総合医以外による長期フォローアップ

の可能性 

 

特に低リスク患者の場合は、総合医の外来

を定期受診しなくとも人間ドックを受診して

自分でデータを管理するだけで十分ではない

かという意見、あるいは受診回数が少なくて

すむのなら小児科医自身がフォローアップし

ても負担は少ないのではないか、という意見

も出された。 

 

オーバーインディケーションって言うか、やり過

ぎになっちゃうと思うんですよね。そこまで健康

保険で、果たしてカバーすべきかどうかっていう

のも問題になると思いますし。人間ドックで、自

分の自己責任でやってくださいって言うのが、む

しろ医療経済学的には、好ましいと思うんですけ

ど。（中略）だって、一年に一回だったら、別に、

小児科かかってもよくないですか？ 

（大学病院Ｂ） 

 

さらに、成人小児がん経験者を成人診療科

に送るだけでなく、小児がん専門医も自ら成

人経験者の診療に取り組む姿勢がより必要で

はないか、という意見も出された。 

 

（以前勤務していた病院の小児科の）先生から結

構相談受けていたのは、やはり、成人になる子供

たちをどうしていいか、困っている、成人には成

人の病気があるだろうから、診て欲しいと。その

小児科の先生、凄い謙虚な先生で、僕は大人の病

気なんて分からない、僕が診ていていいのかどう

か自信がないんだけれども、どう思う？って、い

つも相談に来てくれて。糖尿病の人だとか川崎病

後の人で、ずっと診てる人だとかっていうのを、
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どうしたらいい？って、僕に相談に来てくれて。

いつも、「僕診ますよ」って言って、全部引き受

けていました。一方、その先生も、凄くプライマ

リ・ケア医として習熟していて、夜中であれば、

脳梗塞であろうと、心不全であろうと、診てくれ

るし、吐血でも、内視鏡入れるとこまでは、やっ

ておいてから、僕が来るの待っててくれる体制に

してくれてた。何が言いたいかって言うと、僕ら

のイメージするプライマリ・ケア医ってものは、

内科、小児科、整形外科くらいの範囲を中心に包

括してる概念じゃないかなと思うんですよ。その

中に、更に細かい専門性があっても、別に、サブ

スペシャリティとして持っててもいいと思うんで

すね。その小児科の先生は、プライマリ・ケア医

として、ちゃんと機能していながらも、小児科を

持っていたと、いうだけだと思うんですよね。そ

うすると、この成人した小児がん経験者を、プラ

イマリ・ケア医に投げるっていうことをする前に、

どうぞ、皆さんもプライマリ・ケア医としてやっ

てみたらどうですかっていう気がするんですよね。

小児がんの専門の先生たちがプライマリ・ケア医

になれないの？っていう気が、いつもするんです

よ。（中略）シェアする、連携するっていうため

には、歩みよりも必要で、どうぞ、先生方も、多

少の成人疾患だったら診てくださいと。僕の言っ

てた、一生懸命やってた小児科の先生は、心不全、

脳梗塞、そういうのも診てくださった。で、すぐ、

呼んでくださって、私、すぐ行きますからって、

やってたわけですから。それくらいのことは、や

ってもいいよって言ってくれるくらいの歩み寄り

をしていただければ、と思うんですよ。（大学病

院Ｃ） 

 

今回の議論の前提は（小児がん経験者の長期フ

ォローアップは）「プライマリ・ケアの仕事で

お願い」っていうのが、多分どっかにあったと

思うんですね。 

＜それが感じられた？＞ 

そう、そう。小児科としては、もう診れません

と。だから、じゃあ、どこでお願い出来ますか

って言ったら、プライマリ・ケアじゃない？っ

て言って、なにか、こう、我々が責任を被ると

ういうような論調になってしまった。そうじゃ

なくて、もしも、この議論、建設的に進めるん

であれば、（小児科医が）我々もやりますけど、

辛いところは、全部はちょっと無理だから、忙

しいし、子供いっぱいいるし、小児科疲弊して

るので、ここは、（プライマリ・ケア医の）先

生たちお願いできませんかって。多分、それは、

（プライマリ・ケア医だけでなく成人の）専門

医に対するコンタクトと同じだと思うんですよ

ね。ここは診ていただけませんかって具体的に

指示されれば、皆動くと思うんで。そういうも

のを、「お願いね。この人、主治医はあなたで

す」っていうのは、ちょっと乱暴な議論かなと。

だから、どういうふうにこの先やっていくか、

建設的な方に転がらないと意味がないので、

「小児科がんばります。でも、ちょっと、きつ

いです。だから、先生たち、どこを一部シェア

してもらえますか」っていう議論が必要かなと。 

（大学病院Ｃ） 

 

D.考察  

 データ収集と分析は進行中ではあるが、現

時点における考察をまとめる。 

 全体的印象として、今回インフォーマント

として FGI に参加してくれた総合医は、成人

した小児がん経験者の診療はジェネラリスト

としての仕事の範疇に十分入るという認識を

示していた。しかし、診療連携に向けて抱く

懸念や、効果的な連携のために必須と考える

方策も数多く挙げられた。正確な診療を可能

にするための十分な情報提供、紹介元や小児

科専門医との双方向的コミュニケーションや

バックアップ体制の確保、総合医に期待する

範囲やするべきことの明確化・標準化は、成

人診療における総合医と専門医の診療連携に

おける課題とも一致する。これらの課題に対

応することはきわめて重要であり、それが不

十分であると総合医側の「押しつけられ感」

を惹起しかねない。逆に、必要とされる連携

体制を整えられれば、総合医の間に自然な連

携意欲が高まることは十分期待できるだろう。 

 さらに、小児科から成人診療科への紹介に

特徴的な課題として、患者本人の自己管理力

を涵養するとともに、成人診療の医師患者関

係や臨床現場の状況への理解を促進させるこ

との必要性も指摘された。それらは、診療連

携を始める以前に準備しておく課題であり、
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今後、小児がん経験者本人や保護者への働き

かけがより重要になっていくであろう。 

 また、成人小児がん経験者には様々な状況

が考えられ、小児がんという病名が告知され

ていないケース、主治医や治療元との連絡が

つかないケースなど、本人の背景を把握でき

ず診療がきわめて困難な状況もありえる。総

合医との診療連携においては、本人が病名を

理解し病歴も把握できるケースから始めるこ

とが現実的ではないか。JPLSG 長期フォロー

アップ委員会では種々の方策が進行中ではあ

るが、中でも診療サマリーを本人が保持でき

るようにするシステム、あるいは治療元以外

の医療者がアクセスできるようにするシステ

ムづくりは喫緊の課題だと考えられる。本人

の病状理解を高めるための情報提供が不可欠

である。 

成人小児がん経験者のすべてを総合医がフ

ォローアップすべきかどうかの検討も必要で

あろう。そこではリスク別の検討が求められ

るだろうが、どの程度のリスクの患者につい

てどこまでの対応を総合医に依頼することが

適切なのか、依頼側の見極めも必要ではない

だろうか。総合医の中でも総合病院に勤務す

るホスピタリストと家庭医の役割分担の検討

も必要である。 

小児科医側も総合医側も、小児がん経験者

の長期フォローアップを担う診療科について

の認識は一枚岩ではないだろう。可能な限り

自ら診たいとする小児科医も少なくないはず

である。実際、長期フォローアップにはさま

ざまな形態が考えられ、モデル病院で小児科

医が担当するケース、合併症の内容に応じて

モデル病院に総合医や専門医が参加するケー

ス、地域の総合医が連携するケース、開業医

した小児がん専門医が自らのクリニックで受

け持つケースなど、さまざまなかたちがあり

える。そのうちの一つとして、総合医との診

療連携はわが国でも実現性の高い方策だと考

えられ、今後、この領域に興味を持つ総合医

に向けた発信と連携に向けた整備が重要であ

ろう。 

  

E.結論  

総合医対象の FGI から、小児科医と総合医

の診療連携に向けた課題の一部が明らかにな

った。 

22 年度も小児科医と総合医の協力を得たイ

ンタビュー調査は継続し、特に、総合医との

連携にやや消極的な小児科医、また関東圏以

外に住む総合医を積極的にリクルートする予

定である。 
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