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Ａ．研究目的

小児期に発生する悪性新生物の総称である小

児がんは，事故を除くと小児の死因の第1位であ

り，現代の小児医療の中では極めて重要な疾病

である(1)。かつては難病中の難病とされていたが，

新しい抗腫瘍剤の開発や支持療法の改善，骨髄

移植などの画期的な治療法の進歩により，今日

では治療を受けた75～80％の患児において完全

治癒が期待できるようになった。しかし一方で，

小児がんの治療が原因で生じる成長障害，内分

泌障害，心機能障害，肝機能障害，気分障害，

不安障害など，さまざまな晩期合併症が問題視

されている。これらの合併症は，治療後の患者

のQOLを著しく低下するだけでなく，生命さえ

も脅かされる可能性があり，患者の身体的，心

理社会的発達を大きく阻害することが指摘され

ている(2)(3)。しかし，従来の研究を概観すると，

以下の問題点が挙げられる。

第一に，病気や治療の経験が，進学や就職，

結婚などその後の患者の生活において，具体的

にどのような弊害をもたらしたのかが明らかに

なっていないことである。先行研究の大半が，

客観的な結果としてのみで検討した量的記述的

研究であり，その結果に至るまでに経験する不

安や困難を検討できていない(4)。

第二に，困難に直面したときに必要な患者自

身の対応策が明らかになっていないことである。

日常のストレスへの対処方略や病気に関連した

対処方略が患者の適応状態に強く影響している

ことが指摘されているため(5)(6)，退院後の小児が

ん患者においても，日常生活で生じるさまざま

な困難に対処していくこと，また，病気に関す

る症状に対して適切な対処ができるようになる

ことが重要であると考えられる。しかし，先行
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研究において，これらに関する具体的な知見は

得られていない。

第三に，退院後の小児がん患者への具体的な

支援策が明らかになっていないことである。患

者自身の対処法と同様に，ソーシャルサポート

も患者の適応状態に影響を及ぼすことが示され

ている(7)。しかし，退院後の生活において，本邦

で長期フォローアップ外来を設置している医療

施設は少なく(8)，治療後の医療的・心理社会的問

題に対する支援体制が十分に整っているとは言

い難い。また，治療後の小児がん患者が望むケ

アと医療側が提供するサポートが一致していな

いことも指摘されている(9)。

以上のことから，本研究では，①小児がん患

者が退院後に抱える心理社会的問題を詳細に検

討すること，②困難時の対処法およびソーシャ

ルサポートを明らかにすること，③退院後の患

者家族への支援ツールを作成することを目的と

した。

Ｂ．研究方法

調査対象者は，小児がん患者および小児がん

患者に関わる医療従事者であった。

小児がん患者に関しては，小児科外来通院中

の 13～29 歳の患者 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)で，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。

医療従事者に関しては，医師 4 名，外来看護

師 3 名，ソーシャルワーカー5 名，臨床心理士 1

名の合計 13 名(男性 3 名，女性 10 名，平均年齢

42.70±9.96 歳，平均勤務年数 16.46±7.59 年，小

児がん領域平均経験年数 12.31±7.71 年)であっ

た。

調査方法としては，個別あるいは集団形式に

よる半構造化面接を実施した。小児がん患者に

対しては，①退院後に経験した困難，②困難時

の対処法，③困難時に支えになったことについ

て聴取した。医療従事者に対しては，小児がん

患者が困難に直面した際に考えられる対処法お

よびサポートについて聴取した。

（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

者が実施した。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．小児がん患者が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)」
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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。

2．退院後の困難への患者自身の対処法

インタビュー内容から対処法に関連する逐語

を抽出し，臨床心理学を専攻する大学生 3名が，

川喜田(1986)による KJ 法で分類・整理を行った。

その結果，336 の逐語から，20 の概念が抽出さ

れた。患者と医療関係者のいずれにおいても，

「今の自分にできる範囲で取り組む」という対

処法が最も多く挙げられた(患者 16%，医療関係

者 21%)。しかし，その他に挙げられた対処法に

関して，患者においては，「時間が解決してくれ

るのを待つ (16%)」，「仕方がないと諦める

(15%)」，「我慢する(10%)」などが多く挙げられ

た。一方で，医療関係者においては，「何らかの

方法で気持ちを吐き出す(11%)」，「専門家に相

談する(9%)」，「問題について前向きに解釈する

(8%)」，「解決策を話し合う(6%)」などが多く挙

げられた。

3．退院後のサポート

インタビュー内容からサポートに関連する逐

語を抽出し，臨床心理学を専攻する大学生 3 名

が，川喜田(1986)による KJ 法で分類・整理を行

った。その結果，277 の逐語から，18 の概念が

抽出された。

患者において最も多く挙げられたサポートは，

「そばにいてくれる人がいる(48%)」であった。

また，「自分と同じ病気の人の経験を聞くこと

ができる(7%)」，「特別扱いせずに接してくれる

人がいる(4%)」など，情緒的なサポートが多く

挙げられた。一方，医療関係者においては，「病

気や身体の状態について説明してくれる人がい

る(14%)」，「解決策を一緒に考えてくれる人が

いる(13%)」，「自分の気持ちや話を聞いてくれ

る人がいる(10%)」など，問題解決につながるよ

うなサポートが多く挙げられた。

4．パンフレットの作成

患者および医療従事者を対象とした調査結果

をもとに，退院後の患者の生活の一助となるよ

うなパンフレットを作成した。パンフレットは，

①小児がん患者の多くが経験する退院後の困難

について知ることができる，②利用できる支援

策を知ることができる，③患者がどのように乗

り越えていくかを知ることができるという3点

を目的とし，退院後の主要な場面ごとに，患者

の実際の体験や工夫，専門家からのアドバイス

を掲載した(補足資料参照)。

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。また，治療の経過やライフステージの移

行とともにその内容が変化することも示唆され

た。以下に，患者が多く体験する困難状況につ

いて，その特徴と対処法，支援策を述べる。

1．退院直後～外来治療中の学校生活で経験しや

すいこと
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この時期に生じる困難の特徴としては，体調

などの自己管理の難しさ，活動量の増加への対

応，思うように身体が動かないことへのもどか

しさ，病気に関する理解者の減少，病気になる

前の生活とのギャップなどが挙げられ，病気や

治療の影響と，入院生活から学校生活への移行

が影響していることが示唆された。

これらに対しては，スモールステップによる

取り組みや，利用可能な設備・制度を活用しな

がら，少しずつ適応を高めていくことが重要で

あることが示された。また，患者家族・学校の

先生・医療者が柔軟に連携をとる必要があるこ

とが示唆された。

2．治療経過に関わらず，長期にわたり経験しや

すいこと

多くの小児がん患者は，長期にわたり，病気

に関して，いつ・誰に・何を・どうやって伝え

るかという悩みを抱えていることが示された。

また，“病気を経験した自分”を他者がどのように

見るか不安に感じたり，病気なったことで感じ

る自分と他者との違いに戸惑ったり，それが自

尊心の低下につながる可能性も示唆された。

これらに関しては，絶対的に正しい答えは存

在しないことを理解し，一人で悩まずに，同じ

病気の仲間，家族や医療者と話し合いながら考

えていくことが重要であることが示唆された。

3．進学，就職や結婚など将来に関すること

思春期・青年期の患者の多くが，再発や晩期

合併症，二次がんなど，自身の今後の体調に関

することや，幼少期の病気の経験が就職や結婚，

出産など自分の今後の人生にどのような影響を

及ぼすのかなどを心配しており，病気に関する

不安と将来に関する不安を併せ持っていること

が示された。

これらに関しては，今の自分にできることを

探し，一つずつ取り組んでいくこと，また，問

題解決につながる具体的な支援を活用すること

が有用であることが示唆された。

Ｅ． 結論

本研究では，退院後の小児がん患者，および，

医療従事者を対象としたインタビュー調査によ

り，退院後の生活における困難の特徴と，その

対処法や支援策を明らかにすること，また，そ

れらをもとに支援ツールとしてのパンフレット

を作成することを目的とした。

その結果，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，これらの困難

に対してさまざまな対処法やサポートが考えら

れるものの，患者と医療従事者ではアプローチ

しようとする点が異なることが示唆された。

小児がん患者がより適応的に退院後の生活を

送るために，患者家族・医療従事者・地域社会

が相互に連携しあい，問題の解決に向かってい

くことが重要である。
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問題の検討，日本心理学会．

8. 武井優子・尾形明子・小澤美和・盛武浩・

真部淳・平井啓・鈴木伸一(2010)．小児が

ん患者における病気のとらえ方と退院後

の困難の関連性の検討，日本行動療法学会．

G．知的財産権の出願･登録状況

(予定を含む)

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし
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※補足資料 作成したパンフレット「素敵な笑顔のために」


