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研究要旨 
 本研究では，小児がん患者が退院後に抱える不安や困難，病気のとらえ方の特徴を明ら

かにすること目的とし，小児がん患者 25 名(平均年齢 17.0±3.6 歳，男性 8 名，女性 17 名)
を対象に半構造化面接および質問紙調査を実施した。その結果，退院後の不安や困難とし

て，身体的な困難，対人面における困難，行動上の困難，将来に関する不安の 4 カテゴリ

ー，19 の構成要素が抽出された。また，病気のとらえ方として，病気による変化，病気に

対する評価の 2 カテゴリー，11 の構成要素が抽出された。退院後の小児がん患者の不安や

困難は，時間的経過とともに身体・行動上の問題から対人関係や将来など社会的問題に変

化していくため，外来治療状況と患者のライフステージを考慮した長期的な支援を提供す

ることが重要である。
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Ａ．研究目的 

 小児がんとは，小児期に発生する悪性新

生物の総称であり，現代の小児医療の中で

は重要な疾病である(1)。小児がんの治療成

績が向上する一方で，がんの罹患やその治

療は長期的に患者の健康に影響を及ぼすこ

とが指摘されている(2)。しかし，退院後の

小児がん患者が，病気や体調に関して，ど

のようなことに困難や不安を感じ，どう対

処しているのか，どのようなサポートを受

けているのかについては，これまで十分に

検討されていない。本研究では，退院後の

小児がん患者が病気や体調に関して，いつ

頃，どのような問題を抱えているのか，ま

た，病気を経験したことをどのように考え

ているのかなどの特徴を明らかにすること

を目的とする。 
 

Ｂ．研究方法 

調査対象者は小児科外来通院中の 13～
29 歳の小児がん患者 25 名(調査時平均年齢

17.0±3.6歳，診断時平均年齢 8.8±4.1歳，

男性 8 名，女性 17 名)。適格条件は，a)病
理組織学的に小児がんと確定診断され，治

療(化学療法，手術，放射線療法など)を受け

た者，b)小児科外来通院中である者，c)入院

治療が終了し通院治療中の者，および寛解

した者，d)病名が告知されている者とした。

また，除外条件は，研究の趣旨を理解する

のが困難な者(例：精神遅滞など)とした。対

象者のがん種は，17名が急性リンパ性白血

病，4 名が悪性リンパ腫，3 名が骨肉腫，1
名が急性骨髄性白血病であった。 
調査内容は，インタビューにおいて，①

退院後の患者の抱える困難，②患者の病気

に対するとらえ方を調査した。また，アン

ケートにおいて，①患者が直面する心理社

会的問題，②Pediatric Quality of Life 
Inventory 4.0 日本語版への回答を求めた。 
調査に際しては，聖路加国際病院小児科

および宮崎大学医学部附属病院小児科にて，

調査担当者が適格患者の選出と小児科外来

受診状況を調査し，候補者へ調査担当者を

紹介することを外来担当医に依頼した。外

来にて候補者へ研究の趣旨を説明し，イン

タビューおよびアンケート調査の協力へ同

意を得た後に，インタビューの日程を調整

し，調査を行った。また，インタビュー調

査終了後にアンケート冊子への回答を求め

た。 
(倫理面への配慮) 

依頼文書中に，研究参加は自由意志によ

るものであること，調査のすべての過程で



プライバシーが守られることなどを明記し，

書面にて研究参加の同意を得た。 
インタビューは，病院内の静かで落ち着

いた場所で，臨床心理学を専攻する大学院

においてカウンセリングに関する知識や技

術を習得した者が実施する。また，特に対

象者の表情や言動，身体的状態に注意を払

ってインタビューを実施した。 
これらの手続きおよび研究内容に関して

は，実施機関である聖路加国際病院，宮崎

大学医学部附属病院，および，早稲田大学

の研究審査委員会に審査を申請し，承認を

受けた。 
 

Ｃ．研究結果 

１．退院後の小児がん患者の適応状態 

退院後の小児がん患者の適応状態を把握

するために，18 歳以下の患者に Peds-QL，
19 歳以上の患者に SF-36 の回答を求め，t
検定により標準データとの比較を行った。

その結果，中学生患者において，身体的機

能(t (202)=3.09，p <.001)および学校機能(t 
(202)=3.59，p <.001)に関して同年代の健常

者より有意に得点が低いことが示された。

また，19 歳以上の患者においても，身体機

能(t (357)=2.43，p <.05)，日常役割機能(t 
(357)=2.32 ， p <.05) ， 身 体 の 痛 み (t 
(357)=4.53，p <.001)，全体的健康感 (t 
(357)=2.13， p <.05) ，社会生活機能 (t 
(357)=3.31，p <.01)に関して同年代の健常

者より有意に得点が低いことが示された。 
２．退院後に抱える不安や困難 

 退院後の不安や困難に関して，インタビ

ュー内容からその特性を概念化し，構成要

素を作成した。そして，各対象者の発言が

どの構成要素に該当するかを 4 名の判定者

が独立に判定・議論を行い，最終的な結論

を得た(判定の一致率 75.3%，Kappa 係数

0.63)。その結果，小児がん患者が退院後に

抱える病気や体調に関する不安や困難とし

て 19 の構成要素が抽出され，その内容から，

身体的な困難，対人面における困難，行動

上の困難，将来に対する不安の 4 つのカテ

ゴリーに分類された。最も多く挙げられた

カテゴリーは，「身体的な困難(N=22)」と「対

人面における困難(N=22)」であり，以下，

「行動上の困難(N=21)，「将来に対する不安

(N=18)」であった。また，多くの回答が得

られた構成要素は，「身体を動かしたり，運

動すること(N=20)」，「気分や体調が優れな

いこと(N=15)」，「苦痛を伴う治療を受ける

こと(N=13)」，「通院や副作用で学校や会社

を休むこと(N=13)」，「勉強が遅れること

(N=13)」であった。 
 対象者の属性により退院後の不安や困難

の構成要素の頻度を算出し，χ2検定または

Fisher の直接確率検定を用いて人数の偏り

を検定した。その結果，対人面における困

難は年齢に関係なく経験すること，女児は

治療に対する苦痛，男児は日常生活におけ

る活動に関して不安や困難を感じやすいこ

と，発症年齢が高い患者の方が身体的な変

化を感じやすいことが示唆された。 
３．小児がん患者の病気のとらえ方 

 病気のとらえ方に関して，インタビュー

内容からその特性を概念化し，構成要素を

作成した。そして，各対象者の発言がどの

構成要素に該当するかを 4 名の判定者が独

立に判定・議論を行い，最終的な結論を得

た(判定の一致率 75.3%，Kappa 係数 0.63)。
その結果，小児がん患者の病気のとらえ方

に関して，11 の構成要素が抽出され，その

内容から「病気による変化」と「病気に対

する評価」の 2 つのカテゴリーに分類され

た。ほぼ全ての患者が，病気による変化カ

テゴリーについて挙げており(N=24)，病気

を経験したことで自分自身や周囲との関係

において何らかのポジティブな影響が生じ

ていると考えていた。一方，病気に対する

評価カテゴリーについて挙げた患者(N=17)
の中には，「どうして自分がこんな目に遭う

のだろう(N=9)」，「病気になったのは仕方が

ない(N=4)」と考える患者もいれば，「特に

何とも思わない，深刻に考えたことがない

(N=6)」と，病気は自分にとってそれほど重

要なものではないと考える患者もいること

が示された。多くの回答が得られた構成要

素は，「周囲(家族，友達)との関係が良くな

った (N=14) 」，「色々な人に出会えた

(N=12)」，「貴重な体験だと思う(N=11)」で

あった。 
対象者の属性により病気のとらえ方の構

成要素の頻度を算出し，χ2 検定または

Fisher の直接確率検定を用いて人数の偏り

を検定した。その結果，患者の年齢が高く

なるほど病気に対して客観的な視点でとら

えるようになることが示唆された。 
４．病気のとらえ方の特徴と退院後に抱え



る不安や困難の関連性 

 病気のとらえ方の特徴と退院後に抱える

不安や困難の関連性を検討するために，多

重コレスポンデンス分析を行い，とらえ方

の類似性により対象者を 4 群(変化認識群，

あまり考えない群，前向き群，葛藤してい

る群)に分類した。病気のとらえ方の各群に

おいて，対象者の属性，退院後の不安や困

難の構成要素の頻度を算出し，χ2検定また

は Fisher の直接確率検定を用いて人数の

偏りを検定した。その結果，前向き群や考

えない群は中学生に多く，将来に対する不

安など経験する困難が少ないことが示され

た。変化認識群や葛藤している群は 19 歳以

上に多く，体型の変化や周囲からの過剰な

気遣い，病気の説明など他群より多くの困

難を経験していることが示された。 
５．退院後に抱える不安や困難の発現，解

決プロセスに関する質的検討 

 小児がん患者が入院治療を終えて退院し

日常生活を送る上で，病気や体調に関する

不安や困難がいつ頃生じ，どのように維持

あるいは解決していくのかに関して，対象

者のインタビュー内容からその特徴につい

て質的に検討した。その結果，外来治療中

は，治療による身体的困難が生じ，それに

伴い行動上の困難が生じやすいこと，治療

の終了や退院後の時間経過により，これら

の困難の大半は解決していく傾向にあるこ

とが分かった。一方で，対人面や将来に対

する不安は，治療が終了しても継続して存

在することが示唆された。 
さらに，この外来治療による影響が患者

のライフステージのどこに位置していたか

により，患者の困難が異なる傾向にあるこ

とが示唆された。幼少期に発症し，早期に

治療を終えた患者は，闘病経験自体をあま

り覚えておらず，退院後の不安や困難の認

識が少なかった。また，病気について考え

ることも少ないことがわかった。一方，中

学・高校時代に発症し，治療した患者は，

病気や，病気である自分について考えるこ

とが多かった。また，学業の遅れ，受験や

進学の問題，思春期特有の外見や周囲への

意識，性や身体の悩み，就職や結婚，出産

について，病気と絡めて不安に思う傾向に

あることがわかった。このように，退院後

の不安や困難の発現および解決には，退院

後の経過年数と外来通院治療状況，患者の

ライフステージが大きく影響を及ぼしてい

ることが示唆された。 
 

Ｄ．考察  

本研究により，小児がん患者は退院した

後も長期的に身体面，対人面，行動面，将

来に関する不安や困難を抱えていることが

明らかになった。特に外来治療中は治療の

副作用による身体面や行動面の困難が生じ

やすいことが示された。また，中高時代に

発症し入院・外来治療をしていた患者は，

学業や進路について困難を抱えやすい。さ

らに，幼少期に発症した患者に比べて病気

そのものや病気である自分について考える

ことが多いため，外見への意識や性の問題，

将来への不安が顕著であること，それらに

対して仕方がないと諦める傾向が強いこと

が示唆された。以上のことから，退院した

小児がん患者に対しては，外来治療状況と

患者のライフステージを考慮した長期的な

支援を提供することが重要である。 
 

Ｅ．結論 

 本研究では，退院後の小児がん患者を対

象としたインタビュー調査およびアンケー

ト調査により，退院後の生活における困難

の特徴を明らかにすることを目的とした。

その結果，小児がん経験者の不安や困難は，

時間的経過とともに身体・行動上の問題か

ら対人関係や将来などの社会的問題に変化

していく傾向にあることが示された。また，

思春期，青年期の経験者に焦点をあてた社

会適応支援が必要であることが示された。

これらの支援を提供するために，クラス担

任や養護教諭などをキーパーソンとしなが

ら，それをバックアップできる医療心理学

的ネットワークが必要である。 
 今後は，今回の研究結果をもとに広範囲

な調査を行い，小児がん経験者の心理社会

的問題とその背景要因を検討していく予定

である。 
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