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がん患者の子どもへのサポートプログラム日本版の開発

研究分担者 小林真理子 放送大学大学院 准教授

研究要旨

がん患者の子どもを対象としたサポートグループを、2010 年より介入調査研究

として継続開催している。前班研究の最終年度に作成した CLIMB®プログラム日本

語版の原案を、より日本の現状に適応するように、グループ実践および調査結果を

反映して調整を行い日本版の作成を試みた。本年度のグループ実施後に行ったプロ

グラム評価では、すべての項目において非常に高い評価を得るとともに、親子双方

から、グループ参加をきっかけに家庭でがんについて話せるようになり、がんにま

つわる自分の気持ちを表現し共有できるようになったこと等が報告された。また、

医療関係者を対象とした CLIMB®プログラムに関するセミナーを、開発者の Dr.

S.Heiney を講師として開催した。グループワークを含んだ具体的実践的な内容で

あり、参加者の満足度および本プログラムに対する関心は非常に高いものであっ

た。参加者アンケートで得た意見や要望を踏まえて、平成 24 年度に CLIMB®プロ

グラムファシリテーター養成講座を開催する予定である。

研究協力者

大沢 かおり 東京共済病院がん相談支援センター

医療ソーシャルワーカー

井上 絵未 済生会横浜市東部病院

チャイルドライフスペシャリスト

村瀬 有紀子 東京医科歯科大学付属病院小児科

チャイルドライフスペシャリスト

三浦 絵莉子 聖路加国際病院こども医療支援室

チャイルドライフスペシャリスト

A.研究目的（背景と目的）

発達途上の子どもにとって、親ががん患者であ

ることの与える影響は大きく、さまざまな心身の

不調や問題が生じることがある。通常、子どもた

ちは親ががんであるという同じ状況のほかの子ど

もたちと会う機会はほとんどなく、親ががんであ

ることの不安や緊張、自責の念を一人で抱えなが

ら、苦悩していることが多い。一方、がん治療中

の親も、子どもへの影響や子どもの日常生活の維

持に最も心を砕いている。がんという病気や治療

について、子どもにどう伝え、どう支えるかにつ

いてのサポートを提供していくことが必要である。

学童期は、学校という家庭外の世界で仲間との

活動や対人関係が増してくる時期であり、境遇を

共にする仲間との交流は、孤立感を和らげ自尊感

情を高めるために役立つと思われる。米国では10

年ほど前から、がん患者の子どもへのサポートの

方法として、同じ状況にある子ども同士のサポー

トグループが導入され始めた。その一つとして、

学童期の子どもを対象にした CLIMB®プログラ

ムというグループワークがあり、米国の主要なが

んセンターや病院において用いられている。

一方、国内においては、がん患者の子どもへの

支援の必要性に目が向けられるようになってきた

ものの、子ども同士が集うサポートグループにつ

いては、おそらく筆者らの実施しているグループ

以外の情報はない。筆者らは、前班研究の最終年

度に CLIMB®プログラム日本語版の原案を作成

し、がん患者の子どもを対象にパイロットグルー

プの開催（2グループ）を行った。グループ参加

前後に子どもと親を対象にしたアンケートを実施

し、プログラムの有用性についての探索的検討を

行うとともに、スタッフや参加者からのフィード

バックを通して、より国内の状況に適応した日本

版プログラム作成のための手がかりを得た。

以上のような背景と前年度の結果を踏まえて、
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本研究では、グループ開催を継続しながら、以下

の2点を目的とした調査研究と活動を行う。

1）がん患者の子どもへの日本版CLIMB®プログ

ラムを作成し、その有用性を検討する。

2）プログラムを開催できるファシリテーターを

養成し、多施設でのグループ実施を目指す。

B.研究方法

・CLIMB®プログラムについて

これは、アメリカのThe Chidren’s Treehouse

Foundation（代表：Peter R. van Dernoot）が開

発した、がんになった親の子どものためのサポー

トグループのプログラムである。このプログラム

は、メンタルヘルスの増進を目的とし、子どもの

持っている力を引き出し、親の病気に関連するス

トレスに対処していくための能力を高めることを

目指すものである。構造化されたプログラムであ

り、小学生を対象にクローズド・グループで6セ

ッション行う。参加メンバーが一緒に、セッショ

ンごとに準備された活動（アクティビティ）に取

り組むことを通して、自分の感情に向き合うとと

もに、仲間と交流をする。セッションごとの目標

と活動は表１のとおりである。

表1 CLIMB®プログラムの内容

テーマ 扱う感情 活動

1
自分自身やがんにまつわる話を

共有し、孤立感を弱める

幸せ

楽しい

自分につい

て紹介

2
がんという病気とその治療につ

いて知識を得る
混乱

がんについ

て学ぶ

3 悲しみの感情を表現し緩和する 悲しみ
気持ちの

お面作り

4
子どもの持っている強さを引き

出し不安を緩和する

怖い

不安

強さの箱

作り

5
怒りの感情を適切に表現し対処

する方法を考える
怒り

怒りバイバ

イさいころ

6
家族とのコミュニケーションを

手助けする

気持ちを伝

える

お見舞い

カード

1）日本版CLIMB®プログラムの作成

前年度作成した原案をもとに、調査結果等を反

映し、日本版CLIMB®プログラムを作成する。そ

れを用いてサポートグループを実施し、グループ

後にプログラムについての評価を行い、結果を検

討する。

2）ファシリテーター養成に向けて

本プログラムは、ファシリテーター養成研修を

受け、理論的知識と実践スキルを修得した者が開

催できることになっているため、多施設でグルー

プを開催し普及していくためには、ファシリテー

ターを養成する必要がある。本年度はその準備段

階として、CLIMB®プログラムについての理解と

関心を得ること、グループ実施へのニーズを探る

ことを目標に、「がんになった親の子どものサポー

トグループに関するセミナー」を開催する。その

セミナーへの参加者にアンケート調査を行い、関

心の度合いや要望等について検討する。

＜倫理的への配慮＞

研究協力者（グループ参加者）に対し、研究内

容の説明、結果については個人情報保護を厳重に

行い研究目的以外には利用しないこと、また個人

を特定できるような情報は一切公表しないことを

文書及び口頭により十分な説明を行った。文書に

て同意を確認した後、グループの実施およびアン

ケート調査への回答を依頼した。調査については、

2010 年 7 月に国際医療福祉大学の研究倫理審査

委員会に審査を申請し承認を得て開始した。

C.研究結果

1）日本版CLIMB®プログラムの作成

前年度実施したグループでの経験や参加者のグ

ループ評価や意見を反映し、プログラムの活動内

容やテキストの表現について以下のような調整を

行った。日本の文化や学校生活の状況に合わせて、

表現の仕方や具体例を検討して取り入れた。また

幼少児童にも取り組みやすくするために、説明の

言葉を容易にしたり、順序を変更したりといった

微修正を行い、テキストブックに反映させた。ま

た時間の枠内で活動をするために、用具の種類や

提示の方法を工夫した。さらに、プログラムにつ

いての理解を深めて子どもとのコミュニケーショ

ンに役立てるため、親グループで各回のテーマと

活動について時間をとって説明を行うこととした。

以上の修正を反映させたテキストブックを用い

て今年度のサポートグループを開催し、グループ

前後に、子どもと親の双方にアンケート調査を実

施した。

・グループの実施

平成23年5月～12月に、東京共済病院内会議

室にてサポートグループを 2 グループ開催した
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（通算、第3・第4グループ）。参加者は合わせて、

子ども11名（平均8.3歳、男児4名、女児7名、

内きょうだいが2組4名）、、母親9名（平均39.8

歳、内 2 人は夫ががん患者）、父親 2 名（妻がが

ん患者）、の計 11 名が参加した。親のがん種は、

乳がん、胃がん、皮膚がんであった。また、第 4

グループの 2 回目には、プログラム開発者の Dr.

S.Heiney に見学参加していただいた。

・プログラムについての評価

参加者のうちデータの揃っている親子10名分

のプログラム評価結果を示す。（「とてもそう思う」

5点～「全くそう思わない」1点までの5件法）

図1 子のプログラム評価（10名分平均値）

図2 親のプログラム評価（10名分平均値）

2）CLIMB®プログラムに関するセミナーの開催

平成23年10月29日に、「がんになった親の子

どものサポートグループに関するセミナー」を東

京・女性就業センターにて開催した。CLIMB®プ

ログラムの開発者であるDr. Sue Heiney（来日中）

をお呼びし、本プログラムの開発と実施について

の講演および実習を行った。また著者らが日本で

実施しているグループの報告を行い、参加者との

意見交換を行った。参加者は28名（男性2名）

であった。セミナー終了後に行ったアンケート結

果（25名分）を示す。

＜参加者の属性＞職種は、看護師10名、医師、

臨床心理士、CLS各3名、MSW2名、ほか4名、

平均年齢は34歳（30代60％）であった。

＜セミナー内容について＞（5件法）

Q1. Heiney先生の講義内容

Q2. 実習（セッション5のサイコロづくり）

Q3. 今回の勉強会全体として

については、図3の通り、好評であった。

Q4. 2日間のCLIMB®プログラムのファシリテー

ター養成講座の開催について、受講希望を尋ねた

ところ、「受講したい」18名（72％）、「日程次第」

5名（20％）、無記入2名であった。

図3 セミナー参加者アンケート結果

＜養成講座への要望＞自由記載より抜粋して掲載

する。

・日本で行っている CLIMB や各病院で行ってい
る取り組みも一緒に紹介してほしい。

・今回のようにアットホームな雰囲気で、参加者
同士が交流、情報交換できる会だとその後、日
本での支援も広がりやすいと思う。

・院内の他のスタッフへの理解を得るための工夫
などを聞きたい。

・CLIMB の実際の場面、理解促進の本やビデオ
の紹介をしてほしい。

・養成講座の中に、実際のセッションを見学する
ような実習的なものも組みこんでほしい。

・グループの限界やリーダーの資質について教え
て欲しい。

・子どもに自分のがんを伝えるときの親への支援
方法を知りたい。（同内容4件）

・余命告知を子どもにどう伝えるか、グリーフワ
ークを含めたケアについて知りたい。（同 9件）
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D. 考察

1）日本版CLIMB®プログラムについて

本年度開催したサポートグループでは、前年度

と同様、非常に高いプログラム評価結果を得るこ

とができた。なかでも、子どもの評価において、

「がんの特徴や治療について学べた」「ものづくり

は楽しかった」の2項目は、全員が5点（とても

そう思う）と回答していた。子どもたちは親の病

気について知りたいと思っており、治療の内容や

副作用、それによる親の状態の変化、その中で家

族の一員として自分に何ができるか等を、具体的

に活動を通して学ぶことによって、これまでの不

安が軽減し、自己効力感を高めることになったと

思われる。なお本グループでは2回目のセッショ

ンで『がんについて学ぶ』をテーマに、具体物を

用いて（お人形や点滴セットを使った体験等）、子

どもとのやり取りの中で、がんという病気とその

治療、子どもにできること等の知識を伝えている。

これはスタッフのチャイルドライフスペシャリス

トが日本版プログラム用に開発したパッケージで

あり、Dr. S. Heineyからも高い評価を得た。

親の評価においても、「子は楽しんでいた」「グ

ループに参加してよかった」の 2項目で全員が 5

点の回答であり、子どものポジティブな変化を喜

ぶとともに、親自身も同じ経験者との出会いによ

り気持ちが変化したことがわかる。また第4グル

ープでは、初めて父親（妻ががん治療中）の参加

を得、がん治療中の母親と子どもだけでなく、家

族全体へのアプローチを行うことも可能となった。

親子双方から、グループ参加をきっかけに家庭で

がんについて話せるようになり、がんにまつわる

自分の気持ちを表現し共有できるようになったこ

とが報告された。子どもグループと並行して親グ

ループを開催し、各セッションの活動内容と目的

を詳しく説明したことも効果があったと思われる。

多くの子どもがグループで作品作りを楽しみな

がら、スタッフや他の子どもたちの前で自分の気

持ちを表現した後、家庭でもグループでの活動を

話題として自分の気持ちや親への思い・要望を家

族に伝えることができたようである。その際、作

品は目に見える具体的な媒介物として、親子のコ

ミュニケーションを促進させるきっかけとなった

ことが確認された。

以上のような評価結果やフィードバックが得ら

れたので、CLIMB®プログラム日本版の調整作業

を完了し、平成 24 年度始めにはそれらを反映し

たテキストブックを完成させる予定である。

一方、グループ参加前後のアンケート調査に関

しては、今後も継続して実施し、データ数を蓄積

したのち、平成24年度に統計的な解析を行う予定

である。

2）ファシリテーター養成に向けて

医療関係者を対象に開催したCLIMB®プログ

ラムに関するセミナーでは、参加者の満足度およ

び本プログラムに対する関心は非常に高く、

CLIMB®プログラムの普及に向けての手ごたえ

を得ることができた。アンケートで得た意見や要

望を踏まえて、平成24年度にCLIMB®プログラ

ムファシリテーター養成講座を開発者のDr.

S.Heineyを講師として開催する予定である。

E.結論

がんの親を持つ子どもを対象に、CLIMB®プロ

グラム日本版を用いたサポートグループを実施し、

並行して親グループを開催した。親子の双方に行っ

たプログラム評価では、すべての項目において非常

に高い評価を得た。また、医療関係者を対象に

CLIMB®プログラムに関するセミナーを開催した。

参加者の満足度および本プログラムに対する関心

は非常に高いものであった。得られた意見や要望を

踏まえて、平成24年度にCLIMB®プログラムファ

シリテーター養成講座を開催する予定である。

さいごに

2012年1月に、“1期生”（初回グループ参加者）

の企画による初めての“同窓会”が開催され、グルー

プを修了した1期～4期の子どもと家族が一堂に会

する機会を得た。筆者らスタッフはゲストとして招

かれ、グループ開催の労をねぎらっていただいた。

今後も継続的に交流していく計画がなされている。

親ががんであるという同じ状況にある子どもたち

と家族がつながり、さまざまな局面でサポートしあ

っていけるようになることを願っている。
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ポート～、名古屋市、2011.10.27

3. 小林真理子：親ががんになったとき－親子の

コミュニケーションを支える－（特別講演）、

ママは乳がん、共に学ぶ子どもへの支援（パ

ネルディスカッション）、第9回日本乳癌学会

近畿地方会・看護セミナー、奈良市、2011.12.3

4. 三浦絵莉子：親ががんの子ども達へのサポー

トの実際と今後の課題を考える（講演）、第

26回日本がん看護学会、松江市、2012.2.11

3. その他の発表

1. 小林真理子：乳がん患者さんとその子どもへ

の支援～親子のコミュニケーションを支える

（特別講演）、第4回ブレストケアナースセミ

ナー、大阪市、2011.7.24、東京、2011.9.11

2. 三浦絵莉子：親と子どもの架け橋づくり～家

族で支えあうためにCLSができること～（講

演）、浜松市精神保健福祉センター、浜松市、

2011.12.11

3. 大沢かおり：患者へのアンケート調査、厚生

労働省科学研究補助金（がん臨床研究事業）

真部班主催公開シンポジウム「小児がん患

者・家族および子育て世代のがん患者・家族

への支援を考える」東京、2011.12.23

4. 小林真理子：子どもをもつがん患者さんのグ

ループでの語りの分析、厚生労働省科学研究

補助金（がん臨床研究事業）真部班主催公開

シンポジウム「小児がん患者・家族および子

育て世代のがん患者・家族への支援を考える」

東京、2011.12.23

5. 小林真理子：親ががん患者である子どものサ

ポートグループ―CLIMB プログラムの実践

について―（講演）、四国がんセンター講演会

「がん医療におけるチャイルドケア」松山市、

2012.1.13

6. 大沢かおり：親ががんになったとき―子ども

にどう伝え、どう支えるか―（講演）、子ども

も「第2の患者」です（シンポジウム）、第7

回金沢医療センター市民公開講座、金沢市、
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2012.3.3

7. 小林真理子：子育て中のがん患者さんの子ど

ものケア（講演）、第4回栃木県在宅緩和ケア

市民公開講座、シンポジウム「がん患者支援

～いつでも、どこでも、誰でもが」宇都宮市、

2012.3.18

G. 知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得：

該当なし

2. 実用新案登録：

該当なし

3. その他：

該当なし


