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研究成果の要旨 

本研究班で取り組んだのは、1）小児がん経験者(CCS)における身体的晩期合併症：CCS本人の

晩期合併症全般に関する横断的多施設調査(比較対象群はきょうだいと一般集団1000人)、C型肝

炎に関する多施設調査、小児固形腫瘍のQOL実態調査（術後ストレスと骨肉腫長期生存者に関す

るアンケート及びインタビュー調査―単施設調査）およびCCSに対する社会的偏見の実態調査

（就職上の問題点に関する全国調査）、2）CCSのフォローアップロスの原因調査と追跡不能例

に対する再アプローチの試み、3）小児がん患者・経験者のQOLを評価可能な日本語版尺度の開

発（PedsQL日本語版およびMMQL日本語版の信頼性ならびに妥当性の検証）である。 
本研究の結果、本邦で初めてCCSの晩期合併症とQOLおよび心理・社会的問題の実態、追跡不

能症例の状況が多面的に明らかにされた。その過程で小児がんという経験はマイナス面だけでな

く、ポジティブな側面が存在することを明らかにした。2期4年間の結果をふまえ、CCSやその家

族・支援者と班の成果を共有し、今後その情報を一般にも公開していく。 
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研究報告 

A 研究目的 

 小児がん経験者(CCS)の晩期合併症と長期予後、

QOL について詳細な情報を把握し、社会生活におけ

る問題点を明らかにし、小児がん患者の長期にわたる

追跡が不能となる症例の実態とその原因を明らかに

する。また標準化が遅れている小児がん患者・家族の

QOL を評価可能な尺度の開発を行い、CCS の追跡シ

ステムを全国的レベルで確立する基盤を整備するこ

とを目的とする。 
B 研究方法 

CCSの晩期合併症とQOLの実態を把握するため、

１）研究班員・班友の施設(多施設)もしくは２）施設

単位での後ろ向き調査研究を実施する。３）研究班班

員・班友の施設における長期生存例における追跡不能

症例の実態を調査し、追跡が不能になった症例におけ

る原因について解析し、対策を検討する。４）小児が

ん患者・家族のQOLを評価可能な尺度の開発を行う。 
C 研究成果 

1）CCS における晩期合併症と QOL の実態把握：多施設

研究 

1）晩期合併症と QOL の実態調査：16 歳以上の CCS
を対象に、無記名による横断的アンケート調査を施行

し、CCS185 名、同胞 72 名、一般集団 1000 名のデー

タを解析した。CCS 群は男女とも低身長とやせが有意

に多く、移植例・照射例で目立った。晩期合併症は女

性 50%、男性 64%で認められ、多変量解析では、治療

終了後の年数、放射線治療、移植、手術、再発、固形

腫瘍の 6 項目が有意の危険因子であった。多くの CCS
は、結婚、学歴、就職、年収において対照群と差が見

られなかった。CCS が受診したい医療機関は、一般集

団と異なり治療を受けた病院が半数以上を占めた。喫

煙・飲酒率とも CCS 群は対照群より有意に低かった

が、保険加入に関しては約 50％が困ったことがあると

答えた。妊娠率は対照群と差を認めず、移植群でも 3
名の妊娠があり、分娩・出産児に有意な差はなかった。

気分障害・不安障害・PTSS（心的外傷後症状）につい

ては、3 群で大きな差は見られなかった。一方心的外

傷後の成長を示す PTG-I（心的外傷後成長）において、

CCS 群では対照群よりも有意に高い心理的成長を示

し、闘病を経た者に特徴的なプロフィールが見られた。 
2) 輸血に伴う C 型肝炎ウイルス(HCV)感染症：1980
年〜1992 年に小児がんの治療を受け、現在生存してい

る 645 例のうち、444 例が HCV 抗体検査を受け、93

例(21%)が HCV 抗体陽性例で、59 例が HCV-RNA 陽

性例であった。HCV-RNA 陽性者の HCV serotype は 1
型が 37 例、2 型が 10 例であった。47 例が HCV 感染

に対する治療を受けていたが、4 例は治療の有無が不

明、8 例は HCV-RNA 陽性であっても治療を受けてい

なかった。治療効果について、30 例(68%)は 1 回から

3 回の治療で HCV が陰性化したが、14 例では陰性化

しなかった。今回の調査から小児がんの治療を受けた

者の約 1/3 は HCV 感染の有無について検査を受けて

いないことがわかり、一度も HCV 抗体検査を受けて

いない輸血の既往のある CCS がどのようにしたら検

査を受けられるのか、長期フォローアッププログラム

の整備が必要と考えられた。 
3）社会生活（学校生活、職業生活、結婚など）にお

ける偏見に対する調査：「小児がんは現在では約 80%
が治癒する疾患となった」事が未だ社会的に認知され

ていない。進学時には小児がん既往は特に問題となら

ず、むしろ CCS 及び主治医が、この事実を知らず「不

利になる」と思い込んでいる可能性が高い。就職時も

既往歴は問題にならない傾向である。しかし、一部に

は不採用とする企業もあり、既往歴と現病歴の違いを

広く社会に啓蒙する必要がある。恋愛結婚であれば、

特にトラブルは生じていないようであるが、見合い結

婚については不明である。層別ランダム抽出を実施し、

一般企業 4500 社、公務員 64 ヶ所にアンケート調査を

施行し、統計学的解析を行った。各群間で有意差をみ

た項目は、①健康診断書提出の有無 ②その提出時期 

③既往歴記載の有無 ④その対応方法、であった。ま

た自由記載より「既往症の完治あるいは一般業務に支

障なし」を書き添える必要性が示唆された。実態調査

結果を小冊子にまとめ関係者へ配布予定である。 
２）CCS における晩期合併症と QOL の実態把握：単施設

研究 

1）小児悪性固形腫瘍患児の術後ストレス障害：小児

悪性固形腫瘍の長期生存者とその保護者を対象とし

て、郵送調査(32 家族)とインタビュー(5 家族)を行っ

た。郵送調査の結果、晩期障害は 5 例に生じ、9 例の

子供に行動・情緒の問題が存在し、5 例の保護者に心

的外傷性ストレスが存在した。インタビューで乳幼児

期に治療を受けた子供は、病気や治療の記憶はないが、

腹部に手術痕が残るという特有の状況にあり、傷に関

連した心理社会的影響が存在した。傷の問題と病気の

説明や告知の問題であったが、母親が子供に適切に伝

えることは子どもの心理的成長に重要であった。闘病



18－14 小児がん経験者のＱＯＬと予後の把握およびその追跡システムの確立に関する研究 

 

－3－ 

体験は、母親に強い衝撃を与えていたが、闘病体験が

否定的側面ばかりではなく、肯定的な側面：家族の絆

の強まりや人格的成長が報告された。治療に関わる医

療者はこれらの問題を認識し、よりよいサポートを行

うべきであると思われた。 
2）骨肉腫の長期生存者心理・社会的な転帰：長期生

存骨肉腫症例に①就学と就職、②結婚と性腺機能、

③QOL (SF-36 使用) について、④心理社会的状況につ

いてアンケート調査を施行した。骨肉腫患者の状況

(きょうだいとの比較)、患肢の状況(切断群・患肢温存

群)での 2 群間の検討の結果、①就学・就職では患肢

温存群の大学進学率が高い、収入は一般平均と同等で

あった。②結婚・生殖能において、コントロール群と

有意差なし。③SF-36 での QOL 評価では、患肢温存群

では SF(社会機能)で有意差あり。④家族機能が低い患

者で心的外傷後のストレス症状が多く、家族機能を支

えることが心的外傷後のストレス症状の抑制につな

がること、社会的支援の多い患者で成長が大きく、社

会的支援を強化することが心的外傷後の成長につな

がる可能性が示唆された。 
3）CCS の進学・就職状況：対象は 1974 年以降、15
歳以下で小児がん（血液腫瘍および固形腫瘍）を発症

し、治療を受けた者で、病名が告知され、治療終了後、

現在当センター小児科外来で定期検診を受けている

CCS とした。19 名のアンケート配布に対して、11 名

（58％）の回答が得られ、そのうちの 6 名（32％）が

面接に応じた。アンケート記載内容を掘り下げる形で

の面接を行うことで、面接自体が長期フォローアップ

に関しての情報提供と理解を深める機会となった。 
３）小児がんの長期生存例で追跡不能となる要因の解析

と対策： 
1)追跡不能例における問題点の解析：参加 9 施設で、

21 年間に小児がんと診断された 18 才未満の初診患者

総数は 1808 名であり、711 名（39％）の死亡が確認さ

れ、残る 1097 名中 663 名が過去 2 年間に外来を受診

し生存が確認された。他の情報で生存が確認された

138 名を除く 296 名（16％）が、転帰に関する情報が

なく「追跡不能症例」と判定された。 
追跡不能 296 名の特徴：男児 178 名、女児 118 名、

血液腫瘍 187 名、固形腫瘍 109 名。追跡不能症例の最

終外来受診時の特徴は、年齢中央値 17 才、診断から

の期間 116 ヶ月、治療終了時からの期間は 90 ヶ月で

あった。死亡例を除く 1097 名のうち、追跡不能症例

が占める割合は、施設間で大きく頻度が異なっていた

（5〜64%、平均 27.0%）。追跡不能症例の頻度は、診

断後 6-10 年では 10％、それ以降、5 年毎に 22％、35％
と増加し、20 年目以降は 62％と、診断からの時間に

比例して増加する傾向にあった。外来受診が途絶えた

理由については、現在 6 施設で再調査を実施中である

が、患者側の理由として、ほぼ主治医側で予想された

範囲の項目が挙げられている。 
2）追跡不能例に対する対策：受診が途絶えた CCS294
名に対して、現在の健康状態・社会生活について詳細

調査を行った。 1 次調査で 161 名（55％）の生存が確

認でき、同意が得られた 114 名に 3次詳細調査を行い、

CCS58 名、保護者 30 名の計 88 名より回答を得た。病

名告知率は 75％、晩期合併症の説明率は 30％であっ

た。非受診者 88 名中通院中の医療機関があるのは 31
名で、15 名が晩期合併症の治療のため通院していた。

定期受診をしない理由として、主治医から受診の必要

はないと言われた、必要性を感じない、が多く、晩期

合併症の説明不足が背景にあると考えられた。非受診

者の 53％には少なくとも 1 つの晩期合併症があり、

20％は複数の合併症を有していた。定期受診者は非受

診者に比べて、2 つ以上の合併症をもつ症例の割合が

有意に高かった。非受診者の多くが自身は健康である

と考える一方、不妊をはじめとする晩期合併症につい

て不安を感じていることが明らかになった。  
４）小児がん患者・家族の QOL を評価可能な尺度の開

発：小児の QOL 評価として、治療中にも使用可能な

PedsQL(Pediatric Quality of Life Inventory ) Cancer 
ModuleとBrain Tumor Module、主に治療終了後のQOL
を評価する MMQL （Minneapolis-Manchester Quality 
of Life）の日本語版開発を行った。各日本語版の信頼

性・妥当性の検討を目的として field testing を多施設共

同研究で実施した。その結果 PedsQL Cancer module と 
Brain Tumor 日本語版の信頼性・妥当性が確認され、

今後 QOL を主要アウトカムとする小児がん患児の臨

床研究に使用できる有用なツールと考えられた。

MMQL に関してはリクルート継続中である。 
D 倫理面への配慮 

 QOL の実態に関するアンケート調査に当たっては、

個人のプライバシーに十分に配慮し、個人情報が漏れ

ることがないよう匿名化して行った。作成した実施計

画書は、各参加施設の倫理委員会の審査を受けた。患

者および家族に対しての説明と同意は文書を用いて

行う。研究で得られた各基本調査データならびに結果

は研究班において厳重に管理した。 


