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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(LTFU)における小児科と成人科（特に家庭

医やプライマリ・ケア医などの総合医）の診療連携について、小児科と成人科双方の認識･

態度と、それぞれが必要と考える条件を探索的に明らかにする。

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(FGI)を実施。小児科医 11 名、成人診療科医 35 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： 成人科（総合医）のFGIでは、インフォーマントの多くは成人したLTFU における診療連

携に前向きであることが明らかになった。ただし、LTFU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。小児科医のインタビューでは、専門医も含めた成人科医と

の何らかの診療連携が必要と考えていたのは10名、診療連携よりも小児科医によるLTFUを

積極的に推進すべきとした者が１名であった。診療連携が必要、または連携してもよいと

した10名も、その必要度の認識や成人科医に期待する具体的役割はさまざまであり、全員

が完全な診療移行というより双方向的な診療連携を望んでいた。また、総合医と小児科医

の双方が、診療連携において検討すべきこととして小児科と成人科の診療スタイルの相違

に言及し、医療者のみならず患者や家族（保護者）の意識変革の必要性を指摘していた。

結論： LTFU における両科の診療連携に向けて、その必要性や検討課題に関する両科の認識・態

度には多くの共通点があることが明らかになった。今後、両科の診療スタイルの違いも意識

した上で、診療連携に興味を持つ医師による継続的な情報交換や具体的取り組みの発展が期

待される。
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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(以

下LTFU)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)。海外では、

成人した小児がん経験者の LTFU 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、小児科医と成人科医の診療連携に向けた

両科医師の認識や、効果的連携のための方策を

具体的に検討した研究は調べた限り存在しな

い。

本研究では、小児科医と成人科医の双方の視

点を探索的に明らかにするため、両者それぞれ

を対象としたインタビュー調査を実施した。本

研究の目的は、第一に、LTFU における小児が

ん専門医と成人総合医の連携について、小児科

医と成人科医がそれぞれどのような認識・意見

を持っているか探索的に明らかにすること、そ

して第二に、両者の効果的な診療連携を実現に

向けて必要とされる条件を、それぞれの視点か

ら明らかにすることである。

Ｂ．研究方法

小児科医に対しては個別の半構造化インタビ

ューを、成人科医に対してはフォーカスグルー

プ・インタビュー（FGI）を実施した（各データ

収集手法の詳細については、平成21, 22年度分

担研究報告書を参照）。成人科医については、

臓器別専門医ではなく、総合診療医、家庭医、

プライマリ・ケア医に協力を依頼した。

インタビュー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5)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

小児科医11名、成人科医35名がインタビュー

に協力した。

小児科医対象の個別インタビューについて

は、総インタビュー時間10時間13分(平均56

分）であった。インフォーマントの内訳は、

男性８名、女性３名。小児科医としての診療

経験年数は１４年～３３年。５名は大学病院

小児科勤務、３名は大学以外の地域中核病院

に勤務、３名は開業医である。

成人総合医対象の FGI では、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 2 回、計 6 回の FGI を実施

した。勤務先はすべて関東地区および九州地

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 35 名、平均年齢

35 歳、男性 25 名女性 10 名、35 名中 30 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。総インタビュー時間

は 8 時間 22 分である。
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小児科医の個別インタビューでは、11 名のイ

ンフォーマントのうち、専門医も含めた成人科

医との何らかの診療連携が必要と考えていたの

は 10 名、診療連携よりも小児科医による LTFU

を積極的に推進すべきとした者が１名であった。

診療連携が必要・あってもよいとした 10 名も、

その必要度の認識や成人科医に期待する具体的

役割はさまざまであり、全員が完全な診療移行

よりも双方向的な診療連携を望んでいた。診療

連携が必要な理由としては、「小児科医の絶対

数や LTFU に興味を持つ小児科医の不足」「成人

領域に関する小児科医の知識不足」「患者を子

ども扱いしない環境に移る必要性」が挙げられ

た。連携は必要ではないとする理由としては、

「LTFU は小児科医の仕事」、特に総合医との連携

は不要とする理由として「専門医への紹介で対

応可能」「総合医がイメージできない」が挙げら

れた。すべての小児科医が小児科と成人科の診

療スタイルの相違に言及し、そこから由来する

診療連携の障壁として「小児科環境の居心地の

良さへの親子の慣れ」「担当小児科医への過度

の依存」「患者の説明力不足」「子への説明を嫌

がる親の問題」「成人科医の配慮や共感の不足」

を挙げた。連携に向けた検討課題として、1．小

児科医の意識変革、2．小児科医による患者教育、

3．成人科医への情報提供、4．互いの守備範囲

の明確化、5．双方向的コミュニケーション、6．

成人科医へのインセンティブ、7．特定の成人科

医への症例集積 の７点が挙げられた。

成人総合医対象のFGIでは、多くのインフォー

マントがLTFUにおける診療連携に前向きである

ことが明らかになった。ただし、LTFUに関する

診療を全面的に任されることへの危惧があり、

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」が挙げられた。

診療連携を促進するための検討課題として、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。

Ｄ． 考察

LTFUにおける診療連携について、小児科医と

成人科医（総合医）のインタビュー内容を比較

すると、連携に向けた検討課題として「成人科

医への情報提供」「双方向的コミュニケーショ

ン」「自己責任に向けた患者教育」「お互いの守

備範囲の明確化」「診療連携の対象とする患者

の選別」など、かなりの共通項があることが明

らかになった。

また双方から、小児科と成人科の診療スタイ

ルや医師患者関係の相違に由来する諸問題が語

られ、診療連携にあたっては医療者のみならず、

患者自身や保護者の意識変革も求められること

が示唆された。

本研究は、成人した小児がん経験者の LTFU

の担い手として家庭医（Family physician,

General Practitioner）が注目されている海

外の状況や、総合医との連携に興味を持つ小

児科医の問題意識に基づいて企画されたが、

小児科医の間でも LTFUのありかたに関しては

さまざまな議論があり、対策も現在進行中で

ある。今後、小児科医、成人科医、そして患

者や家族の認識をさらに多角的に明らかにす

る研究も望まれる。

全体として、今回のインタビュー調査に参加

した小児科医、成人科医（総合医）の間では「診
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療連携は不可能ではない」とする意見が多く、

この領域に興味を持つ小児科医と成人科医によ

る具体的取り組みの発展が期待される。

Ｅ． 結論

LTFUにおける小児科と成人科の診療連携に関

して、今回の研究に協力した小児科医、成人科

医（総合医）の多くは、前向きな態度を示した。

また、具体的な診療連携を検討する際の課題と

して、両者が懸念することには多くの共通点が

あることが明らかになった。今後、両科の診療

スタイルの違いも意識した上で、診療連携に興

味を持つ両科の医師による継続的な情報交換や

具体的取り組みの発展が期待される。
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