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研究要旨  
がん患者である親とその子どもへの支援を考えるために、child life specialist（CLS）によ

る介入調査を行った。未成年の子どもを持つ乳ガン患者とその子どもに、CLS の介入前後

で一年以上の間隔をあけて、質問紙によるアンケート調査を行った。アンケートは、以下

のとおり：子どもの行動チェックリスト（親用 CBCL,子ども自身用 YSR）、ソーシャルサ

ポート享受感、特性不安（親：MAS,子ども：CMAS）、posttraumatic stress 症状

（IES-R,PTSD-RI）、WHO-QOL（親のみ）、統合型 HTP（子どものみ）。母子 4 組、母の

み 1 組から協力を得た。ガン患者である親は、子どもの様子をよく理解しており、母子の

間に認識の差はほとんどなかった。親がガンに罹患することで、特性不安が普通以上の子

どもたちは中等度以上の PTSS（posttraumatic stress symptoms）を呈していた。親の状

態、ソーシャルサポート享受感との関係は、今回は症例が少なく考察できなかった。 
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Ａ．研究目的 

若い子育て世代のがん患者が未成年の

子どもを抱えながら闘病し、時に死別す

る場面に介入を行い、その有用性を明ら

かにするとともに、成人がん患者本人・

その子ども双方のサポートの実現を目

的とする 
 

Ｂ．研究方法 
対象：聖路加国際病院ブレストセンター

（外来/病棟）の乳がん患者で、20 歳未

満のお子さんをお持ちの方。 
患者及びその子どもから文書による協

力同意を得られた者 
除外基準： 患者・子どもの反応が、病

状や状況に対しての自然な反応範囲を

超えた、神経症レベルや、それ以上の重

篤さが予想される場合。 

方法：リーフレットとポスターによって

乳がん患者へ CLS の介入について案内

し、問い合わせのあった方へ、本研究へ

の協力についての同意を取得する。その

後、CLS による介入を開始する。 

CLS の介入の前後で、一年以上の間隔を

あけて、患者とその子どもへ質問紙によ

る調査を行う。前後の調査は、それぞれ

一回約 40 分。子どもには初回面談時に

同意書を取得する。 

調査項目： 
＜患者：第 1回・第 2回共通＞ 
a) CBCL（子どもの行動チェックリスト 4-18

歳用）、または、TS 式幼児・児童性格診断

検査（2-3 歳） 

b)ソーシャルサポート享受の主観的評価 

c) IES-R 

d) WHO/QOL-26 

f) 特性不安検査 

g) PTSD-RI 
＜子ども：第 1回・第 2回共通＞ 
a) YSR（ユースセルフレポート 6-18歳） 



b) ソーシャルサポート享受の主観的評価（6

歳以上） 

c) PTSD-RI；6歳以上 

d) 特性不安検査（9歳以上） 

e) 統合型 HTP（描画） 
介入方法： 
専用メールアドレスを用いて、患者の希

望にあわせて、常駐している CLS が乳

がん患者と面談を行う。希望があれば、

子ども自身への介入も行う。介入内容は、

アセスメント、セラピューティックプレ

イ（子どもへ）、プリパレーション、コ

ンサルテーション、いのちの教育、グリ

ーフワークに分類し、介入内容を記録に

残す。 
（倫理面への配慮） 
  本研究は、①ヘルシンキ宣言に則り、

患者の利益を最優先に考えて実施する。

②協力によって得られたデータは、個人

情報保護法を厳重に行い、研究目的以外

には利用しないことを文書による同意書

を得て実施した。 
本研究は、聖路加国際病院臨床研究審

査委員会の承認を得た後、調査を開始し

た。 
Ｃ．研究結果 

臨床研究審査委員会の承認後、2008 年

7 月～調査を開始した。今回は、2009
年 2 月までの 8 ヶ月の調査結果である。 
問い合わせのあった 26 人（35～52 歳：

中央値 44 歳）に説明をし、4 組の母子

と 1 人の母（39～46 歳）から同意を得

られた。協力が得られた 4 人の子ども

の性別は、男：女＝3：1、年齢は、11
～16 歳。5 人の患者の属性は、4 例は初

発で、１例が再発で終末期。初回介入は、

術前：術後化学療法中＝2：3（1 例は終

末期）であった。 
 
１）CBCL と YSR 

子どもの回答（YSR）が得られた

4 人のうち、臨床域または境界域と判

定される領域は 0～4 項目（内向尺度、

外向尺度、身体的訴え、不安・抑うつ）

であった。これらの子どもの自覚を、

彼らの母であるがん患者はどう捕らえ

ているか（CBCL）は、次のとおり。

臨床域または境界域と認識していた領

域は 0 から 5 項目（内向尺度、外向尺

度、身体的訴え、不安・抑うつ、思考

の問題、注意の問題）であった。 
本人の自覚症状に母親が気づいて

いない領域は、不安・抑うつ、身体症

状であった。自覚はないが、母親が気

になっている領域は、身体的訴え、思

考の問題、注意の問題、内向尺度、外

向尺度であった。 
２）ソーシャルサポート享受感 

患者 67～75 点（満点 100、）、子ど

も 57～87 点。 
３）特性不安 

患者自身（母親）は、2 人が高い

特性不安、3 人はふつう以下。子

どもは、高い不安を示した母の子

ども 2 人が同様に高い不安を示し

た。他 2 人の子どもは、低い～非

常に低い不安。 
４）トラウマ症状 

母親がガンになったことストレス

体験とした場合、母は、IES-R で

カットオフ値 25 点以上のものは、

3 人。子どもは、4 人中 3 人が

PTSD-RI で中等度以上の判定で

あり、心的外傷後ストレス症状

（ posttraumatic stress 
symptoms：PTSS）を呈している

といえる。 
５）WHO-QOL26 

身体領域 2.7～3.3、心理領域 2.3
～3.8、社会領域 3.3～4、環境領域

3.5～3.9、全平均が 2～3.5 であっ

た。 
６）介入回数 

同意書を取得後 2009 年 2 月まで

の介入回数は、4 組の母子と 1 例

の母に対して 1～8 回、期間は 2～
4 ヶ月、5 人の母子にのべ 25 回の

介入を行い、一回の介入時間は、

10～70 分（平均 39 分）。 
 
Ｄ．考察  
１）ガンの親を持つ子どもの行動上の現状 

CBCL,YSR の総合評価で、臨床・境界域

以上に入ったのは、4 組のうち 1 例で、子

ども自身の評価と母の評価が一致していた。

この 1 組以外の総合評価では、母子双方の

評価において正常域であった。また、母が

気づかない問題としては、身体的訴えが 2
組、不安・抑うつが 1 組で評価に相違があ



った。しかし、T 得点を比較すると、母子

の差はわずかであり、子どもの自覚症状を

がん患者である母は、よく認知していると

言えるだろう。 
母親は、本人が自覚していない状態も気

になっているようで、身体的訴え、思考の

問題、注意の問題を境界域以上の評価をし

ている親が 2 例であった。なお、このうち

1 例の母の特性不安は高いが、もう 1 例は

低い特性不安の母親であった。 
 胆がん患者である母は、子どもの現状を

よく捉え、時には、過剰に気にしていると

いえる。 
２）トラウマ症状 
 母の特性不安が高い 2 例がトラウマ症状

を呈しており、終末期を迎えている１例は、

特性不安は普通であっても、カットオフ値

を超えるトラウマ症状を呈していた。 
母親がガンになったトラウマ体験に関す

る子どもの状態は、不安が非常に低い子ど

も 1 例をのぞいた 3 人の子どもが中等度以

上の PTSS を呈していた。 
母子ともに、特性不安と母の病状がトラ

ウマ症状の有無に影響を与えているといえ

そうである。 
この結果と、行動上の問題との関係は症

例を増やして考察する必要があると考える。 
 

３）ソーシャルサポート享受感 
 ソーシャルサポート享受感が、他の因子

に与える可能性を今回は見出せなかった。 
 このような研究に協力をする母子という

バイアスが否めない 4 組であるが、養育者

である母が胆がん患者でありながら、子ど

もが母に支えられている実感は、4 人とも

良好であった。 
４）WHO-QOL 
 初発で発症間もない 3例の母のQOLは 3
～3.5 と比較的高いが、発症 2 年経過して治

療中の母の QOL は２、終末期を迎えている

母は 2.5と当然であるが QOL は低かった。

この母の QOL と特性不安、子どもの問題

行動の現況との関係は今回の 4 組において

は、一定の傾向は示唆されなかった。 
 
５）ガン患者が子どもに関して必要として

いる支援の考察 
  
 聖路加国際病院ブレストセンターには、

乳がんの診断がついた患者が毎週約 40 例

紹介受診し、継続化学療法を含む外来受診

者数は毎週のべ約 250 人である。 
ここで、今回、8 ヶ月間に本研究につい

て 26 件の問い合わせがあり、協力の同意を

得られたのは 5 件であった。これは、支援

に興味・需要がありながらも、子ども対象

の調査が含まれていることで、胆がん患者

である母の抵抗感があることが考えられた。 
26 例のほとんどが、子どもへの親の病状

の伝え方について質問された。 
 また、母は闘病生活が子どもに与える影

響が気になりながらも、問題が顕性化する

までは、この問題を取り上げる時間的・精

神的余裕が彼らにはないことが感じられた。

実際、調査に同意いただき、介入を希望さ

れたものの、その後、母自身の病状の悪化

や、予想外の治療方針の変更のために、患

者自身の気持ちの整理がつかないことを理

由に、中断する場合や、子どもへの支援よ

り患者自身への支援を希望されるケースが

５件ほどあった。 
 そして、成人医療スタッフは、成長過程

における子どもの特徴・必要なサポートに

ついての情報がないために、患者・子ども

の関係に関わりにくいと感じ、積極的には

介入してこなかった歴史がある。また、乳

がん患者側は、親の闘病生活が子どもにど

のように影響するか不安を感じながらも、

誰に相談すべきか分からずにいるのが現状

であった。当然成人医療現場は子どもにつ

いての相談場所ではないと感じている。数

年に及ぶ治療や、治療終了後も 10 年単位で

続く再発の不安を抱えて過ごすうちに、子

どもたちは成人していき、家族にとっても

医療者にとっても特別な配慮が必要な対象

ではなくなっていくのである。 
 つまり、子どもたちは高頻度に PTSS を

呈したまま時間が経過し、その事実につい

ては誰にも触れられないまま成人していく

ことになる。彼らの PTSS はどう変化して

いくのか、トラウマ体験後の長期的な経過

を知る必要があると考える。 
 成長過程にあるという子どもの特性を考

えると、危機的状況に直面した際の予防的

介入は非常に重要で、その後の精神的成長

を支持することになる。 
このような子どもの特徴について、成人

医療スタッフや胆ガン患者であり親である



当事者への啓蒙の必要性を強く感じた。 
 つまり、成人医療の現場では、家族から

も医療者からもガン患者の子どもの存在が

気になりながらも、支援の対象になりにく

い存在であることを痛感した。 
 
 以上を踏まえて患者がアクセスできる情

報提供を行うホームページを立ち上げた。

また、医療者への啓蒙として、英国セント・

クリストファーホスピスで子ども支援のプ

ロジェクトを企画し、グリーフスタッフ養

成も行っている講師を招いて講演会を企画

した。 
ホームページの主旨は、ガンになった親

を持つ子どもの支援に必要な情報の提供で

ある。子ども特性、危機的状況で子どもが

必要としている支援・配慮などの情報提供、

書籍の紹介などを行っている。今後、利用

者の属性の解析や、利用者へのアンケート

を Web 上で行い、必要な情報の評価、現状

の把握を行う予定である。 
 また、講演会は、医療者を対象に行い、

講演会前後でのアンケートを準備している。

成人医療現場で子ども支援についての啓蒙

とともに、医療者の認識の現状把握に努め

る予定である。 
  
乳がん患者や成人がん医療の臨床現場で

感じたことを踏まえて、今後の研究デザイ

ンの再考に反映させたい。 
Ｅ．結論 
 成人がん医療の現場で、親がガンに罹患

するという危機的状況はその子どもにとっ

て、あきらかにトラウマ体験となっており、

PTSS を呈していた。 
そして、ガン患者である親が感じている

子どもの行動上の問題は、子ども自身が感

じている自身の問題とほぼ一致していた。 
子どもにとって、親ががん患者であると

いうトラウマ体験による PTSS の程度は、

どのような因子（こども自身の特性：特性

不安、親の状態：親の特性不安・QOL）と

関連があるのか、今後症例数を重ねて、検

討していく意味があると考えた。この因子

が抽出できれば、サポートが必要な母子を

抽出でき、支援を有効に行えると考えられ

る。 
また、今後症例を増やし、今回行ってい

る介入の記録の解析を行うことで、親であ

るがん患者が、子どもに関するどのような

支援を必要としているのかを明らかにでき

れば、専門家でなくとも有用ながん患者へ

の子育てに関する有用なサポートを提供す

ることが期待できると考えた。 
 
Ｆ．研究発表 
１．論文発表 

なし 
 
２．学会発表 
なし 
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Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
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なし 
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