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研究要旨 
 本研究では，退院後の小児がん患者が，退院後に抱える困難，病気のとらえ方，学校や

職場などにおける生活上の困難の特徴を明らかにすること目的とした。今年度は，先行研

究の展望を通して、小児がん患者とその家族が抱える心理社会的問題に関する研究動向と

今後の課題を明らかにするとともに、その知見を踏まえて研究計画を作成した。研究計画

は、実施機関である聖路加国際病院の倫理審査委員会において承認され、研究が開始され

ている。現時点での予備的な調査結果からは，退院後の小児がん患者は体力低下による生

活への適応の難しさなど体調に関する心配を抱く傾向がみられた。今後，データを蓄積し，

より詳細に退院後の小児がん患者の抱える心理社会的問題について明らかにしていく予定

である。
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Ａ．研究目的 
 近年，小児がんにおける生存率は 80％に

達すると言われている（１）。小児がん患者は，

病気が治った後も心身ともに成長発達し，

さらに 50～60 年以上余命が残されている

ため，小児がん患者が日常生活においてど

のような点で困難を感じているのかを把握

することは非常に重要である。 

退院後の小児がん患者の抱える問題の一

つとして晩期障害（late effect）が挙げられ

る。治療を終了した小児がん患者の 60％以

上に一つ以上の晩期障害がみられ，その

30％以上が中～重度の症状を示しているこ

とが報告されている（２）。また，身体的だけ

ではなく，精神的にも健康で，社会的にも

年相応のかかわりを持ちながら生きていけ

ることが本当の意味での完治である（３）と

いう観点から，心理的・社会的晩期障害に

ついても注目されている。さらに，小児が

ん患者は，病気や晩期障害，治療とうまく

付き合い，自身の体調や日常生活を自己管

理できるようになっていく必要がある（４）。

また、長期にわたり受動的に小児がんの治

療を受けることは，患者の自己コントロー

ル感や自尊心を低下させることが報告され

ている一方で，治療に耐えたことやがんに

罹患した結果として，対処能力や生活に対

する満足感，幸福感が高まったという報告

もあり（５），病気への罹患や治療が小児がん

患者の心理的適応に及ぼす影響はさまざま

であるといえる。がどのように病気や治療

を捉えているかは，心理的適応に影響して

いると考えられる。しかし，小児がん患者

が退院した後，日常生活を送る上で，どの

ようなことに困難や不安を感じ，どう対処

しているのか，また、それらがどのように

変化するのかについては，これまで十分に

検討されていない。さらに，わが国の知見

に関しては，母親から見た「子どもの抱え

ている問題」について検討したものが大半

であり，直接小児がん患者を対象にした研

究は数少ない。従って，退院後の小児がん

患者がどのような問題を抱え，どう対処し

ているのか，また，病気を経験したことを

どのように考えているのかなどを，小児が



ん患者本人を対象に調査し，明らかにする

必要がある。 

その他，小児がん患者の心理的・社会的

問題に関する国内外の研究では，患者が復

学する際に，いじめなどの対人関係や勉強

の遅れ，進学への意識の低さ，病気による

外見の変化への周囲の注視に対して不安を

抱いていることなどが明らかにされている
（６）（７）。また，健康な者と比較して，就職

や結婚に対する不安も強い（８）（９）ことが指

摘されている。患者の年齢により，生じる

問題は異なることが想定され，年齢に合わ

せた対処支援を提供することが求められて

いることから，小児がん患者の心理社会的

問題についてはライフステージを考慮にい

れて検討する必要がある。 

 そこで，本研究では，まず，小児がん患

者が退院後の生活で抱える困難，病気のと

らえ方の特徴とそれらに関連する要因を明

らかにすることを目的とした。また，学童

期の小児がん患者が抱えている学校生活上

の困難や心理的苦痛，望ましい支援につい

て調査すること，就業している小児がん患

者が抱えている職場での困難や心理的苦痛，

望ましい支援について調査することを目的

とした。今年度は，退院後の小児がん患者

を対象としたインタビュー調査およびアン

ケート調査を実施し，調査対象となる退院

後の小児がん患者が抱える問題の傾向を把

握することを目的とした。 
 
Ｂ．研究方法 

12～29 歳の小児がん患者を対象とする。

適格条件は，a)病理組織学的に小児がんと

確定診断され，治療（化学療法，手術，放

射線療法など）を受けた者，b)小児科外来

通院中であること者，c)入院治療が終了し

通院治療中の者，および寛解した者，d)病
名が告知されている者こととした。また，

除外条件は，研究の趣旨を理解するのが困

難な者（例：精神遅滞など）とした。目標

対象者数は 40名である。 
調査内容は，インタビューにおいて，①

退院後の患者の抱える困難，②患者の病気

に対するとらえ方を調査する。また，アン

ケートにおいて，①患者が直面する心理社

会的問題，②Pediatric Quality of Life 
Inventory 4.0 日本語版への回答を求める。 

調査に際しては，聖路加国際病院小児科

および宮崎大学医学部附属病院小児科にて，

調査担当者が適格患者の選出と小児科外来

受診状況を調査し，候補者へ調査担当者を

紹介することを外来担当医に依頼した。外

来にて候補者へ研究の趣旨を説明し，イン

タビューおよびアンケート調査の協力へ同

意を得た後に，インタビューの日程を調整

し，調査を行うこととした。また，インタ

ビュー調査終了後にアンケート冊子への回

答を求める。 
 
（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る。 
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する。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する。 
これらの手続きおよび研究内容に関して，

実施機関である聖路加国際病院の研究審査

委員会に審査を申請し，承認を受けた。 
 
Ｃ．研究結果 
 現在，小児がん患者 2 人を対象に面接調

査を実施したところである。2 人の調査結

果では，両者に共通して，退院後の小児が

ん患者は，体力低下による学校生活への適

応の難しさ，容貌の変化，入院中の勉強時

間の不足による学力低下，友人関係などで

困難を抱えていることや，これらの困難に

対して，友人や家族の存在が支えになって

いることがわかった。今後，さらに対象者

を増やし，調査を行っていく予定である。 
 
Ｄ．考察  
現在，調査実施中であり，明確な結果は

得られていないが，これまでの調査による

と，退院後の小児がん患者は，特に体調面

に関して不安を抱えていると考えられた。

また，日常生活における困難に対しては，

友人や家族などのサポートが大きな役割を

果たしている機能しているといえる。今後

もさらなるデータを蓄積し，体調管理とい

った退院後の小児がん患者が抱える困難の

内容について明確にしていくこととする。 



 
Ｅ．結論 
 本研究では，退院後の小児がん患者を対

象としたインタビュー調査およびアンケー

ト調査により，退院後の生活における困難

の内容を明らかにすることを目的とした。

これまでの調査から，特に病気や体調管理

について焦点を当てて調査を行う必要性が

示唆された。来年度は対象者を増やし，よ

り詳細に退院後の小児がん患者の心理社会

的問題の特徴について明らかにしていくこ

ととする。 
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