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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 

分担研究課題：小児がん生存者の進学・就職の実態に関する研究 
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研究要旨 

小児がん経験者がどのような進学・就職状況であるかについて検討するために、国立国際医療

センター小児科において、単一施設での質問紙法での調査を行った。対象は 1974 年以降、15歳

以下で小児がん（血液腫瘍および固形腫瘍）を発症し、国立国際医療センターあるいは他院で治

療を受けた者であること。さらに病名が告知され、治療終了後、現在当センター小児科外来で定

期検診を受けている小児がん経験者とした。17名のアンケート配布に対して、11名（64.7％）

の回答が得られ、進学に関しては現役中学生から大学院卒業者まで様々であるが、そのうち大学

生以降で医療関係の分野を選んだ経験者が 7名中 4名（57.1％）見られた。また就職に関しては

6名中 3名が正社員として活躍していた。進学や就職状況が安定していない経験者では、将来を

前向きに考えられないという意見が見られた。小児がん経験者が豊かに生活を送るために進学や

就職にまで及ぶ視点での長期フォローが必要となると考えられ、今回の研究はその基礎となる情

報を得ることができたと考える。今後は、アンケート未回答者やその背景、更に回答者に対する

面接によって彼らの抱える問題点についてもその実態を明らかにする予定である。 

 

A. 研究背景と目的 

小児がん経験者が成人に達し、社会に出て

活躍する機会が増加している。小児期の厳し

い状況を切り抜けた小児がん経験者の中には

その時期に受けた状況を前向きに捉え、進

学・就職に生かしている例が見られる。その

中でも小児がん経験者の中には医療従事者を

選択しようという人が比較的多いように思わ

れる。 小児がん経験者がどのような進学・就

職状況であるかについて検討する。さらに、

彼らの抱える問題点についてもその実態を明

らかにする。それらを通して現在治療中の小

児がん患者のサポート体制の一助としていく。 

 

B. 研究方法 

（研究対象）1974 年以降、15歳以下で小児が

ん（血液腫瘍および固形腫瘍）を発症し、国

立国際医療センターあるいは他院で治療を受

けた者であること。さらに病名が告知され、

治療終了後、現在当センター小児科外来で定

期検診を受けている小児がん経験者。  

（方法）質問紙法での調査を行った。 

定期外来受診時に、がん経験者本人あるいは

その親の同意を得て主治医から配布したアン

ケートを用いた。アンケートは『青年期・成

人期の小児がん経験者の後期合併症に関する

研究』（研究責任者：駒松仁子 国立看護大学

教授、国立国際医療センター倫理委員会承認



済み）で用いた質問紙を使用した。回答する

か否かは本人の自由意思とした。記述は小児

がん経験者本人によるものとし、その後、治

療詳細などは診療録にて検証した。 

（倫理面への配慮） 

 厚生労働省、文部科学省から出されている

倫理指針（臨床研究に関する倫理指針 平成

15 年 7 月 30 日、疫学研究に関する倫理指針 

平成 14 年 6 月 17 日）に則って本研究を実施

した。登録された患者の識別は匿名化を用い

て行い、第三者が識別することはできない。

本人に対してアンケート調査の趣旨を文章で

説明し、自由意志に基づく同意を文章で得た。

プライバシーを守り、研究参加の拒否に関し

ても不利益が生じないことを説明した。 

 

C. 研究結果 

 平成20年9月末までのアンケート配布者は

17 名、その内男性が 12 名（71％）、女性が 5

名（29名）であった。配布者の中で自由意志

での回答者は 11名（男性 8名、女性 3名）で

回収率は 64.7％であった。疾患構成と疾患別

の回収率は表１に示す。 

（表１）疾患別回収率

0％０１悪性組織球症

64.7％11名17名合計

0％０１網膜芽細胞腫

0％０１骨肉腫

100％１１横紋筋肉腫

100％１１神経芽細胞腫

50％１２AML
100％２２NHL
75%6８ALL
回収率回答者数配布者数疾患名

 

回答者の背景としては、 

① 小児がん発症年齢が平均 5.8 才(0 才 5 ヶ

月～15才）であった。 

② 現在の年齢が平均 22.5 才（14才～29才）

であった。 

③ 治療内容は、化学療法 11 例中 11 例

（100％）が受けていた。放射線治療は 11

例中 4 名（36.4％）で、そのうち頭蓋照

射は 2 名であった。造血幹細胞移植は 11

例中 4 例（36.4％）が受け、外科手術は

11例中 2例（18.2％）であった。 

④ 小児がん経験者の外来フォローアップ期

間は平均 13 年（2 年～22 年）であった。 

⑤ 病名告知の時期は、全例、発症時には病

名告知しておらず、再発時や、進学や成

人を契機に主治医あるいは親から説明が

なされていた。 

⑥ 晩期障害に関しては、自己回答と診療録

に記載のあるものを含めて 5 名が合併し

ていた。症状の内訳は、下垂体機能低下

症 1 名、難聴 1 名、アトピー性皮膚炎 2

名、骨格の変形 2 名、口腔内乾燥 1 名、

術後イレウス 1 名で、同一がん経験者で

多症状を合併している例も見られた。 

  

回答者の進学状況に関しては、中学生が 1

名（9.1％）で内現役中学生 1名。高校生が 3

名（27.3％）で内現役高校生 1 名と高校卒業

生 2 名。大学生が 5 名（45.5％）で内現役大

学生 3 名と大学卒業生 2 名。大学院生が 2 名

（18.2％）で 内大学院卒業生 2名であった。 

また、大学・大学院生の選択分野に関して

は、医療系：医学部 2 名、薬学部 2 名。そ

の他：法学部 1 名、理学部 1 名、生活文化学

部 1 名で、医療系を選択したものが 7 名中 4

名（57.1%)であった。 

 回答者の就職状況に関しては、学校卒業か

ら考えられる対象者は 11名中 6名で、そのう

ち就職者が 6 名中 3 名で、職種の内訳は医師 



1 名、技術職（物理）1名、事務職（政治） 1

名で、3 名中 3 名正社員であった。未就職者

は6名中3名で、その内訳は就職浪人中1名、 

家事手伝い 1名、大学浪人中 1名であった。 

 進路の選択で小児がん経験者であることに

関して考慮したことはあるかという問いに対

して、11名中 4名（36.4％）が『ある』と回

答した。その理由として、①時間帯や授業の

カリキュラムが比較的楽な学校を選んで健康

状態を優先した。②自分の体調を優先したい

ので、融通をしてくれる職場を探している。

③深い考えはなく、進学して大学生活を楽し

みたいと考えた。④自分の闘病体験を生かし、

その体験を還元できる薬学の道を選んだ、と

いう回答が得られた。 

 また現在、自分の将来を前向きに考えられ

るかという問いに対して、『はい』と答えた経

験者が 11 名中 8 名（72.7％）で、『いいえ』

と答えた経験者が 11名中 3名（27.3％）であ

った。『いいえ』と答えたその理由に関しては．

①将来のことより今現在のことで一杯だから

（現役中学生）。②就職活動が厳しいから（就

職浪人中）。③働いて家族との時間を減らすの

がもったいないと感じる。いつ死ぬか分から

ないから一番大切な人との時間を大切にした

いが、大人になるとそういうわけにも行かず、

不安な気持ちがある（家事手伝い）、という回

答が得られた。 

 

D. 考察 

 今回の研究は単一の施設での小規模な研究

であるため統計学的な手法を用いるというよ

りは、ひとつひとつの回答を大切に考えて行

う研究と考えた。その中で小児がん経験者の

中でも、現在、自分の将来を前向きに考えら

れるとの回答者が 72.7％であった。一方で前

向きに考えられないとした 3 名の詳細は家事

手伝いが 1 名、就職浪人中が 1 名、現役中学

生が 1 名であり、進学や就職状況が安定して

いない状態と関連があるものと考えられた。 

 進学や就職に関しても、小児がん経験者で

あるが故の心理的不安や体調の不具合を含め

た問題を、医療チームでのサポートしていく

必要があると考えられた。 

研究のバイアス因子としてはアンケート自

体が医学的な視点であるため、このことに興

味がある人でアンケート回答率が高い可能性

があり、進路に関しても医療系が多い可能性

はあった。 

またアンケートは自由意思での回答ではあ

るが、アンケートに答えられない状況にある

ことの方が問題であるかもしれないため、そ

の背景についても今後更なる検討が必要であ

ると考えられた。 

 

E． 結論 

 小児がん経験者が豊かに生活を送るために

進学や就職にまで及ぶ視点での長期フォロー

が必要となると考えられ、今回の研究はその

基礎となる情報を得ることができたと考える。 

 

F． 研究発表 

1. 論文発表 

該当なし 
２．学会発表 

『EBV－HLH associated with severe DIC 
and multi organ failure-a case report-』 
Hideko uryu Depertment of pediatrics  
International Medical Center of Japan, 
Tokyo  4th Hemophagocytic Syndrome 
Research Meeting  March 9, 2008 
Tokyo station conference 



『無気肺を合併している児の長時間作用性

β２刺激薬の選択について』 瓜生英子・大

熊香織・兼重昌夫・大熊喜彰・山田律子・

田中瑞恵・横堀雄太・浅田和豊・山中純子・

松下竹次 第 20 回日本アレルギー学会春

季臨床大会 2008年 6月 12日～14日 東

京 
『The Effect of Rituximab for Refractory 
Adolescent Non-Hodgkin’s Lymphoma:A 
Case report』 Hideko Uryu,Okuma kaori, 
Kaneshige Masao, Okuma Yoshiaki, 
Yamada Ritsuko,Yokobori Yuta, Tanaka 
Mizue, Yamanaka Junko, Sato Noriko, 
Matsushita Takeji 3rd St.Jude-Viva 
Forum in pediatric oncology 2009 
2009/03/04~2009/03/06 Singapore 
 


