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研究要旨 

小児がん患者の治療ならびに臨床研究において、生存率・治癒率の向上は極めて重要な課題であるが、

近年それらに加えて Quality of Life（QOL; 生活の質）という視点が重要とされるようになった。しかし

本邦において小児がんという疾患特異性を踏まえた小児の QOL 評価法がないことから、当該分担研究に

おいて PedsQL Cancer Module の日本語版開発を進めている。 

本年度は、patient testing を実施し、日本語試作版を完成させた。また、validation の最終段階である

field testing（大規模調査）の研究計画を作成し、多施設共同研究実施に向けて各施設の倫理審査委員会

からの承認を受けるべく申請準備を進めている。 
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Ａ．研究目的 

小児がん患者の治療ならびに研究において、生存

率・治癒率の向上は極めて重要な課題であるが、近年

それらに加えて Quality of Life (QOL; 生活の質) と

いう視点の重要性も指摘されているが、QOL の評価

手法については、十分に標準化された指標は少なく、

特に疾患を有する小児を対象とした指標はほとんど

なく、小児がん治療研究の各プロトコルと QOL の関

係や、薬剤との関係等は不明なままである。 

そのような中、米国 Dr. James W. Varni ら（Mapi 

Research Institute）によって開発された Peds QL 

Cancer Moduleという小児がん患者のための QOL 評

価スケールの日本語版の validation を当該分担研究

にて行うこととした。 

日本語版のvalidation の手続きは次の通りである。

(1) forward translation（日本語版試訳の作成）, (2) 

back translation（日本語版を更に英訳）, (3) 作成者

（Dr. Varni）に日本語版作成の際の文化的相違等によ

る変更箇所等を report し、協議する, (4) patient 

testing により日本語訳の表現の適切性等を検討する, 

(5) 結果を report し、変更について協議する, (6) field 

testing により日本の子どもの対象集団でのデータを

集積する, (7) 結果の report → 日本語版完成となる。 

本年度の研究目標は、上記(4) patient-testing を実施

し、validation の最終段階である(6) field testing（大

規模調査）の研究計画を立案し、多施設共同研究実施

に向けて各施設の倫理審査委員会への申請準備を進

めることである。 

 

Ｂ．研究方法 

patient testing の目的は、Peds QL Cancer Module

日本語試作版の表現や単語、問いかけ方等が、日本の

各年齢群の子どもにとって適切であるか否か（表現の

適切性）を評価し、Peds QL Cancer Module 日本語版

質問紙の作成のための情報を得ることである。 

研究方法としては、前年度に作成し、調査実施機関

である国立成育医療センターの倫理委員会の承認を



 
 
 

得た Patient testing の研究計画書（受付番号 289、平

成 20 年 1 月 23 日承認）に沿って実施した。 

具体的には、外来ならびに入院病棟にて Patient 

testing への協力について説明を行い、同意が得られ

た 20 親子に対して、Peds QL Cancer Module 日本語

試作版への回答を依頼し、回答後に質問文の表現の適

切性や分かりやすさ等についてヒアリング調査を行

うこととした。なお、被験者は小児がん告知を受けて

いる治療中の患者もしくは治療終了後 5 年以内のサ

バイバーとし、代理評価者としてその保護者にも回答

を依頼するものとした。患者の年齢は 2 歳から 18 歳

までで、年齢群別内訳は、1) Adolescent (13-18 歳)群：

患児 5 人＋保護者 5 人、2) Child (8-12 歳) 群：患児 5

人＋保護者 5 人、3) Young Child (6-7 歳) 群：患児 4

人＋保護者 4 人、4) Young Child (5 歳) 群：患児 2 人

＋保護者 2 人、5) Toddler (2-4 歳) 群：保護者 4 人（保

護者のみ）を予定した。 

また、validation の最終段階である field testing（大

規模調査）の研究計画の作成については、patient 

testing の結果を踏まえて、当該スケールの開発者で

ある Dr. Varni、ならびに Peds QL Generic Core 

Module日本語版開発者である東京大学上別府准教授

ら、さらに field testing を実施する予定である協力研

究機関の医師らと協議を重ね、研究計画を検討した。 

（倫理面への配慮） 

 Patient testing においては、研究計画書を実施機関

である国立成育医療センター倫理委員会へ申請し、機

関の長の承認を得て実施した（受付番号 289、平成 20

年 1 月 23 日承認）。 

Patient testing 実施の際の具体的な倫理的配慮とし

ては、小児がんの告知を受けている 18 歳以下の小児

がんの治療中の患者もしくは治療終了後 5 年以内の

サバイバーといった未成年者を調査対象者とするこ

とから、保護者（代諾者）からインフォームド･コン

セントを取得するのみならず、ある程度の理解力を有

していると推測される学齢期（6 歳）以上の児につい

ては、分かりやすい言葉を用いて説明し、本人からア

セントを取得した。さらに、調査研究においてはすべ

て匿名化番号（研究 ID）を用い、患者の個人情報を

保有しないことにより、個人情報保護の面においても

倫理的配慮を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

Patient testing については、2008年7月～8月に国立

成育医療センター血液科ならびに小児腫瘍科にて実

施した。 

Peds QL Cancer Module日本語試作版への回答は、

Child（5-7歳）群ではインタビューアーによる面接調

査にて、Child（8-12歳）群とAdolescent（13-18歳）

群は自記式調査にて行った。また、回答後のヒアリン

グ調査は、すべてインタビューアーによって行った。 

本調査の結果、日本語版試訳において、主に計5か

所について、問いかけの意味がつかみにくい、回答し

にくい等のコメントを対象者より得た。 

＜主なコメント＞ 

1)“治療を受けて、気持ちが悪くなることがあります

か？”（Child, 5-7歳用）、“治療を受けると、吐

き気がする”（Child 8-12歳用, 13-18歳用）、の問

いについて、治療が全部終わっている場合、この

文章はどういう意味か？治療を受けていない場合

は‘全然ない’として良いのか？ 

2) “治療のことを考えると、吐き気がする”（Child 

8-12歳用, 13-18歳用）の問いについて、治療のこと

を全然考えない場合は、この質問にどう答えれば

良いか？治療のことを考えないようにしているか

ら、吐き気を全然感じない場合は、‘全然ない’

に回答して良いのか？ 

3) “病院に行くのが不安な様子である”（保護者用）

の問いについて、患者が入院中の場合は、外泊か

ら戻る時と考えて良いか？また、当該質問紙は、

直近の1ヵ月間について回答することとなってい

るが、入院期間が1ヵ月以上になる患者の場合には、

どう回答すれば良いか？ 

4) “他人に自分の病気のことを説明するのが難しい”

（患児用）、“他人に自分の病気のことを説明す

るのが難しいようだ”（保護者用）の問いについ

て、実際には病気のことを他人には話していない

が、この質問にどう答えれば良いか？ 

5) “他人に自分の病気のことを説明するのが難しい”

（患児用）の問いについて、ある児が、‘ぜんぜ



 
 
 

んない’と解答した。しかし、調査後に実際に病

気についての会話の中でその児はうまく説明する

ことができなかった。この問いかけでは、質問の

意味が理解しにくいのではないか？ 

 

Ｄ．考察 

Patient testing の結果から、 Peds QL Cancer 

Module の質問項目によっては、回答者が答えにくい

箇所もあることが明らかとなった。これは、日本と米

国とでは、小児がん治療の体制（例えば、通院治療を

主とするか入院治療を主とするか等）が異なることに

起因すると考えられる。また、他人に自分の病気のこ

とを説明するのが難しいかについての問いについて

は、日本では未だに「小児がん」という病気に対する

社会的偏見があると考える保護者も多く、学校の友だ

ちや近隣の友人に病気のことを話さないようにと患

児（サバイバー）に言う保護者もいるとのことで、こ

の問いへ回答しにくい場合があることも明らかとな

った。 

このような文化的・社会的背景に影響する質問項目

については、さらにスケールの開発者であるDr. Varni

とも協議していくことが必要と考える。 

 

Ｅ．結論 

小児がんという疾患特異性を踏まえた小児の QOL

評価法の開発は、治療中・治療後の患者の QOL を知

り適切なサポートを提供するという臨床的な目的の

みならず、臨床研究におけるプロトコルの新たな評価

指標としても重要であると考えられる。当該尺度は、

日本の患者の状況に合わせて日本で開発したもので

はないという点で、patient testing でも明らかとなっ

たようないくつかの課題を有してはいるが、諸外国と

の共通プロトコルを用いた臨床研究等で共通の評価

指標として用いることが可能となるという点で、やは

り有用であると考える。 

本年度は、patient testing の実施に加え、validation

の最終段階である field testing（大規模調査）の研究

計画の検討を進めた。次年度は、引き続き、多施設共

同研究実施に向けて各施設の倫理審査委員会からの

承認を得て、大規模調査を実施して、Peds QL Cancer 

Module 日本語版を完成させる予定である。 
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