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18－14 小児がん克服者のＱＯＬと予後の把握およびその追跡シス

テムの確立に関する研究 

主任研究者 愛媛大学大学院医学系研究科小児医学 石田也寸志 

 

研究成果の要旨 

1）晩期障害と QOL の実態：16歳以上の小児がん克服者を対象として、10施設 250 名を対象にアンケート

調査を実施し、結果を解析中である。2）社会生活の偏見：進学時には小児がん既往は特に問題とならない

が、むしろ小児がん克服者達及び主治医が、「不利になる」と思い込んでいる可能性が高いこと、就職時も

既往歴は問題にならない傾向であるが、一部には不採用とする企業もあることが判明した。3)骨肉腫のQOL

評価： SF-36 では「身体機能」を除く 7 因子では国民標準値よりむしろ高く、切断群と比較し患肢温存群

では「社会生活機能」と大学進学率が有意に高かった。4)長期生存例で追跡不能となる要因：参加 9 施設

の 1808 名で「追跡不能症例」は 296 名（16％）であったが、施設間の差が大きく、診断後の時間に比例し

て割合が増加した(P<0.0001)。外来受診が途絶えた理由は、76％が依然不明であるが、多くは主治医の交

代、転居などが推定された。現在追跡不能になっていた症例に対するアプローチも始めており、これらの

成果をふまえ、今後は全国多施設での調査に発展させていく。 
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米本  司 千葉県がんセンター整形外科医長 骨肉腫の長期生存者の予後と QOL に関する研究 

稲垣 二郎 国立病院機構九州がんセンター医師 小児がん長期生存者の予後と QOL の解析 

前田 尚子 国立病院機構名古屋医療センター医師 小児がん経験者の長期予後に関する実態調査研究 
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研究報告 

１ 研究目的 

 小児がんを克服した患者の晩期合併症と長期予後、QOL

について詳細な情報を把握し、社会生活における問題点

を明らかにし、小児がん患者の長期にわたる追跡が不能

となる症例の実態とその原因を明らかにする。また標準

化が遅れている小児がん患者・家族のQOLを評価可能な

尺度の開発を行い、小児がん克服者の追跡システムを全

国的レベルで確立する基盤を整備することを目的とする。 

 

２．研究方法 

小児がん克服者の晩期合併症とQOLの実態を把握する 

ため、１）研究班班員・班友の施設（多施設）もしくは

２）施設単位での後ろ向き調査研究を実施する。３）研

究班班員・班友の施設における長期生存例における追跡

不能症例の実態を調査し、追跡が不能になった症例にお

ける原因について解析し、対策を検討する。４）小児が

ん患者・家族のQOLを評価可能な尺度の開発を行う。 
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３．研究成果 

1）小児がんを克服した患者における晩期合併症と QOL

の実態把握：多施設研究 

1）晩期障害とQOLの実態調査：身体的・心理的・社会

的晩期障害の実態を把握するため、16歳以上の小児がん

克服者を対象(同胞をコントロール群)として、無記名記

入、郵送によるアンケート調査案を作成した。主たる評

価項目は、1．病名、治療内容の概要、2．生活状況、3．

通院歴、4．健康状態、5．生活習慣、6．妊娠・分娩歴、

7．身体的障害、8．SF-36、9．心理状況である。IRB 審

査が済んだ全国10施設で250名を目標に調査票を回収中

である。2007 年 12 月現在における本人91名、きょうだ

い 46名の中間解析では、SF-36で、きょうだいはすべて

日本の平均以上であったのに対して、本人は心の健康ド

メインが平均以下であった。またサマリースコアでも、

本人で精神的健康が平均以下であった。今後予定症例数

に達すれば、身体的・心理的晩期合併症について他の項

目に関しても検討を行う予定である。（石田也寸志班員） 

2) 輸血に伴う C 型肝炎ウイルス(HCV)感染症：対象 9

施設で 1980 年〜1992 年に小児癌の治療後生存中の 645

例で、HCV 抗体検査を受けたのが441例(68.3%)、HCV抗

体陽性者93名(21.1%)、内 HCV-RNA陽性が 56例(12.6%)

であった。肝炎治療 42例のうち（IFN-αのみ19例、IFN-

α＋リバビリン 5 例、その他 1 例、不明 17 例）、1 回ま

たは 2回で陰性化 24例、陽性 15例、その他は結果が不

明であった。（前田美穂班員） 

3）社会生活（学校生活、職業生活、結婚など）における

偏見に対する調査：小児がん克服者 168 名中 84%が生命

保険加入を希望し、全国では4500名以上が加入希望と推

定された。生命保険37社中82%が加入可能と回答したが、

その付帯条件から現実には小児がん克服者の加入は困難

と考えられた。そのため次の調査を実施した。 

当該小児科で病名告知を受けている 18 才以上で同意

を得られた小児がん克服者 138 名、無作為抽出し同意を

得られた企業 200社、全国学校協会に登録されている高

校、専門学校、大学より無作為抽出し、同意を得られた

学校 200 校へアンケートを郵送して回収した。回収率は、

それぞれ65.2％、37％、54.5％であった。その結果、「小

児がんは現在では約 80%が治癒する疾患である事」は未

だ社会的に認知されてなく、進学時には小児がん既往は

特に問題とならないが、むしろ小児がん克服者達及び主

治医が、「不利になる」と思い込んでいる可能性が高いこ

と、就職時も既往歴は問題にならない傾向であるが、一

部には不採用とする企業もあり、既往歴と現病歴の違い

を広く社会に啓蒙する必要があることなどがわかった。

本人の調査で恋愛結婚であれば、特にトラブルは生じて

いないようであるが、見合い結婚については不明である。

（浅見恵子班員） 

２）小児がんを克服した患者における晩期合併症と QOL

の実態把握：単施設研究 

1）小児悪性固形腫瘍患児の術後ストレス障害：小児

がん治療後 5年以上生存の 18才以下 56名を対象に郵送

調査を行い、32名の保護者から回答を得た。コントロー

ル群に比較し、女児で非行的行動と攻撃的行動が有意に

低く、男児において内向尺度(不安／抑うつ等）が高め

であった。2 割の患児に情緒行動上の問題、1 割強の保

護者に心的外傷性ストレスが存在した。同意の得られた

患児と保護者 5例の半構造化面接で、手術後の傷のため

いじめやがんに対する偏見に直面したが治癒後は様々

な育児や生活の工夫を重ね子供を守り育んでいた。（林

富班員、本多奈美） 

2）骨肉腫の長期生存者 QOL 評価：骨肉腫の長期生存

者 62 名にアンケートを送付し、33 名(53.2％)から回答

を得た。SF-36による全体の QOL 評価では、「身体機能」

を除く 7因子では国民標準値よりむしろ高かった。切断

群と比較すると患肢温存群で「社会生活機能」のみが有

意に高かった（p=0.023）。同様に 41 名に就学と就職に

関するアンケートを郵送し、27名から回答を得た（回収

率 65.9％）。73.1％の患者が元の学校へ復学できており、

52％の患者が大学または短期大学を卒業していた。最終

学歴は高校 12名、大学 10名、短期大学 3名、記載なし

が 2 名で、患肢温存群で大学進学率が有意に高かった

（p=0.03）。職種は、事務職 18 名、技術職 4 名、販売 1

名、専業主婦 2 名、記入なし 2 名で、職種は 72％の患

者が事務職で、平均年収は 401 万円であった。切断群と

患肢温存群の間に就職の差はなく、就職における問題は

少なかった。（米本司班友） 

3) 長期生存者の現況：1982～2000 年に香川小児病院

で治療して長期生存中の 58 例(年齢 8～31 歳)の晩期合

併症を調査し、C 型肝炎 1 例、知能障害 2 例（ダウン症

候群と自閉症）、低身長 3 例、腎障害 1 例、肥満 4 例、

脱毛 3例、大腿骨頭壊死 1例、不登校 3例、過敏性腸症

候群 1 例であった。社会人となっている 21 名のうち 7

名が中卒、高卒 3 名、専門学校卒 2 名、短大・大学卒 9

名であった。定職（常勤/非常勤）就職は12名、アルバ

イト 4名、その他（家事手伝い 2名、作業所 1名、自宅

生活 2名）であった。（岩井艶子班友） 

4) 二次がん発症者の特性：本邦における二次がん発
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症者の実態を把握する目的で、まず当科における二次が

ん患者について調査した。当科では現在までに観察症例

546 例中 6 例の二次がん症例を経験した。ホジキンリン

パ腫の治療後に二次がんを発症した 2例について詳細に

調査し論文報告した。（稲垣二郎班友） 

5)造血幹細胞移植を受けた患児の晩期障害：1973～

2002 年に移植して 5 年以上生存中 78 例の晩期合併症に

ついて調査した。移植時年齢中央値は 7歳（0-17歳）で

フォローアップ期間の中央値は8.6年（5.1-21.7年）で

あった。疾患は造血器腫瘍56人、再生不良性貧血 8人、

他 9 人であった。最終受診時の Karnofsky score (KS)

は 73 人中 59 人(80.8%) で 100%であった。このうち

cGVHD(-) 群では 46 人中 41 人(89.1%)が KS 100%であっ

たのに対し、cGVHD(+) 群では27人中 18人(66.7%)であ

り、cGVHDの存在が KSを低下させている可能性が示唆さ

れた。脱毛 23 例(BU 群で 57.9%と高率)、肺障害 5 例、

心障害 2 例、TBI 群の-2SD 以下の低身長 37.5％(TBI な

しでは 20%)であった。二次がん発症例はなく、３人に良

性腫瘍の発症があった。内分泌異常 17 人、精神・神経

学的問題 9人、骨障害 8人などであった（稲垣二郎班友） 

３）小児がんの長期生存例で追跡不能となる要因の解析

と対策： 

1）追跡不能例における問題点の解析：参加９施設で、

21 年間に小児がんと診断された 18 才未満の初診患者総

数は 1808 名であり、711 名（39％）の死亡が確認され、

残る1097名中663名が過去２年間に外来を受診し生存が

確認され、他の情報で生存が確認された138名を除く296

名（16％）が、転帰に関する情報がなく「追跡不能症例」

と判定された。追跡不能296名の特徴：男児178名、女

児 118名、血液腫瘍 187名、固形腫瘍109名。追跡不能

症例の最終外来受診時の特徴は、年齢（中央値）17 才、

診断からの期間 116 ヶ月、治療終了時からの期間は 90

ヶ月であった。死亡例を除く 1097名のうち、追跡不能症

例が占める割合は、施設間で大きく頻度が異なっていた

（5〜64%、平均 27.0%）。疾患分類毎の割合は、血液腫瘍

と固形腫瘍は、各々26.8%、27.3%と同頻度であったが、

各疾患別では、11.1〜54.2%とばらつきがあった。追跡不

能症例の頻度は、診断後 6-10 年では10％、それ以降、5

年毎に 22％、35％と増加し、20 年目以降は 62％と、診

断からの時間に比例して増加する傾向にあった 

(P<0.0001)。外来受診が途絶えた理由については、76％

（226 名）が不明であり、その他、主治医の交代、転居

などが推定された。（岡村純班員） 

2）追跡不能例に対する対策： 

名古屋地区の３施設に於いて 1975 年から2001年に治

療された小児がん患者のうち２年以上受診が途絶えてい

る症例は542例で、住所もしくは保護者氏名が不明等の

理由で連絡がとれない症例を除外し、残る 294例を調査

対象とした。フォロー途絶例へのアプローチとして、ま

ず患者の両親に診療施設から接触の可否を問い、次に病

名・病状説明の有無と晩期障害の詳細調査への同意を尋

ねることとした。同意が得られた場合、詳細調査に進み、

長期フォローアップ外来への受診につなげ、小児がん経

験者に晩期障害についての情報提供を行う計画である。 

1回目アンケート調査：294 名中、転居により宛先不明

となったものは67名（22.8％）、返信のなかったものは

66名（22.4％）であった。残る161名中今後のコンタク

トについて同意されたのは 150 名であった。2回目調査：

同意が得られた 150 名中、患者本人から同意のあった 6

名を除く144名に、現在の健康状態、病名告知状況、今

後のより詳細な調査への協力の可否について、再度尋ね

た。144 例中 111 例（77.1％）より返信があり、82％は

現在健康で日常的な問題はないと答え、健康上の問題に

ついて記載があったのは111例中 20例（18.0％）であっ

た。昨年度調査では、定期通院中の患者 220 例のうち 136

例（61.8％）が何らかの晩期障害を抱えているという実

態が明らかになっており、受診が途絶えた症例では、低

身長、脱毛、歯牙異常などの問題を抱える例があるもの

の日常生活に特に支障がない症例が多いと推測された。

（前田尚子班友） 

４）小児がん患者・家族のQOL を評価可能な尺度の開発： 

小児がん克服者の QOL 尺度について文献を収集・検討

を行い、対象年齢、項目数（簡便さ・対象者への負担量）、

包括度、引用頻度、国際比較性などについて検討し、が

ん治療中から治療後５年までのQOLが簡便に測定できる

点、対象年齢が広い点、多くの国で翻訳版が作成されて

いる点から PedsQL が最適と考えられた。現在は、PedsQL 
Cancer ModuleとPain Moduleの日本語版の開発を進め

ている。（掛江直子班員） 

４．倫理面への配慮 

 QOL の実態に関するアンケート調査に当たっては、個

人のプライバシーに十分に配慮し、個人情報が漏れるこ

とがないよう匿名化して行う。作成した実施計画書は、

各参加施設の倫理委員会の審査を受ける．患者および家

族に対しての説明と同意は文書を用いて行う。研究で得

られた各基本調査データならびに結果は研究班において

厳重に管理する。 


