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研究要旨  

Ⅰ.チャイルドサポート介入調査：がん患者である親とその子どもへの支援を考えるため

の、child life specialist（CLS）による介入調査の二年目である。2008 年 7 月～2010 年

１月までに 126 人の患者に初回面談を行い、18 歳未満の子どもを持つ乳ガン患者のチャイ

ルドサポートの案内を直接行った。そして、CLS の介入前後で 6ヶ月～1年の間隔をあけて、

母子への質問紙によるアンケート調査を依頼した。質問紙は、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、不安（親：

HADS,子ども：CMAS）、PTSS:posttraumatic stress 症状（IES-R,PTSD-RI）。 

126 人の乳がん患者の子どもに関する悩みは、子どもへの告知について 45％、子どもへの

影響について 65％であった。このうち母子 13 組、母のみ 25 人から協力を得た。ガン患者

である母親と子どもの双方が一致して、子ども自身の情緒・行動の問題として感じている

CBCL/YSR における項目は、総合（κ＝0.58）、内向尺度（κ＝0.58）、ひきこもり（κ＝1.0）、

不安・抑うつ（κ＝0.55）であった。母の年齢が若いほど、またソーシャルサポート享受

感が低いほど、その親は、子どもの総合評価で問題を感じていた。親の posttraumatic stress

症状が明らかなほど、子ども自身もしくは母のソーシャルサポート享受感が低いほど、子

どもが自分の総合評価で問題を認識していた。 

また、乳がん発症の体験から PTSS を呈していた母親は約 3割、その子どもは約 8割存在し

た。 

Ⅱ.絵本作成・有用性の評価：Ⅰの中間結果より、子どもが、母の発病に関して情緒・行動

の問題を抱えていながら、成人医療の中で取り残されている存在であることが明らかに

なった。そこで、親子で親の病気の情報を共有するきっかけとなる道具として絵本作成

を企画し完成した。今後有用性の評価を行う予定。 

Ⅲ.チャイルドサポートに関する認識調査：医療関係者における認識調査を行った。回答者

245 名（看護師：ソーシャルワーカー：その他＝117：90：40）のうち、がん患者の子ど

もに介入すべき/した方がよいと 95％が考えている一方で、実際には全く/ほとんど介入

していない、との答えが 78％に及んだ。認識はされているものの、現場でのチャイルド

サポートが行われにくい現実が明らかになった。 
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Ａ．研究目的 
がん医療の中で包括的医療の必要性が



唱えられている現在にあって、成人がん

医療現場における家族支援の中で特に

子どもに関する支援の視点は皆無であ

る。成人医療関係者にとって、子どもは

未知の存在であることが気付かれなが

ら、患者を中心に据えた医療チームの構

築が理想といわれる現在であっても、子

どもの存在はチームの輪の外である。発

達途上における子どもにとって、親が癌

患者であることの影響は相当なもので

あることは想像に難くない。また、子育

て中の親にとって、患者と母親の両立は、

時間的にも情緒的にも困難を生じてい

ることであろう。 
そこで、発症が成人がんの中でも若い、

乳癌患者とその子ども双方への支援の

実現を目的とする。 
 

Ⅰ．若い子育て世代のがん患者とその子ど

もへの介入調査 
 
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）の乳癌患者で、18 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。また、

期間中の入院患者で 18 歳未満のお子さ

んがいらっしゃる方に介入の案内と調

査の依頼をし、同意を取得する。その後、

CLS による介入を開始する。 

CLS の介入の後、6か月～1年の間隔を

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

2-6,7-18 歳用）検査 

b)ソーシャルサポート享受の主観的評価 

c) IES-R;自分の闘病体験についてのトラウ

マ症状の程度 

f) Hospital Anxiety and Depression 

Scale(HADS)；不安・うつ尺度 

＜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；Post Traumatic Stress 

Disorder-Reaction Index 6 歳以上：母親が

病気になったことについてのトラウマ症状の

程度 

d) 特性不安検査（9歳以上） 

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、CLS が乳がん患者の相

談を受ける。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、介入内容は記録に残した。 
（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、2008 年 6 月聖路加国際病院

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 2010年 1月までの調

査結果である。 
126 人（29～56 歳）の乳癌患者（図 1）

に CLS の介入についての案内と調査の

依頼を行い、乳癌の母 25 人、こども 12
人からの協力を得た。介入案内時の訴え

は、65％がこどもへの影響の心配、45％
が子どもへの伝え方、11％が自分の病

状・予後の受け入れ、9％が家族の問題、

13％は心配なし、であった（図 2：複数

回答あり）。 
126 人のうち協力が得られた母み 13

人、母子 12 組の属性を表１に示した。 
 
１） 子どもの行動チェックリ

スト CBCL と YSR （図 3） 
子どもの情緒・行動についての評価で、 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
境界域以上となった項目で頻度が最も高か

った項目は、子ども自身の評価（YSR）で

は、不安・抑うつで 33％、母からの評価で

は外向尺度で 32％であった。 
母子の評価の一致率（κ）表 2 の通りで

ある。総合評価、外向性、引きこもり、不

安・抑うつについてκ＞0.5 であり、母子で

一致して問題意識を持っていた。 
２） ソーシャルサポート享受感（SS） 
母親は総合点で平均 46.1（18～75）、子

どもは平均 49.2（37～67）。 
下位項目は図 4 の通り。母にとって配偶

者がいなかったり、子どものきょうだいが

いない場合は 0 点となるために総合点は低

くなっている。 
母親にとって、生活で身近な配偶者より

も、友人のサポートを感じていた。子ども

にとってサポートを受けていると強く感じ

ている対象は母、父親の順であった。 
３） 乳癌患者の不安・抑うつ（図 5） 
HADS の得点を図 5 に示した。総合平均

13.5、不安 7.1、うつ 6.4 であった。（総合

13 点以上で不安・うつ状態の疑い。不安、

うつそれぞれは、8 点以上で疑い） 
４） 母子のトラウマ症状（図 6） 
母自身が病気になったことに関する母

子それぞれのトラウマ症状の程度を測定し

た。母は、IES-R でカットオフ値 25 点以上

のものは、28 ％。子どもは、PTSD-RI で
中等度以上の判定の者は約 80％であった。

子どもの方が、心的外傷後ストレス症状 
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図1-1．CLSの介入の案内を行った 
乳癌患者の年齢分布 
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図1-2．CLSの介入の案内を行った親を持つ 
子どもの年齢分布 
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図２． CLSの介入の案内を行った際の訴え 

あり：なし＝4:8 病気の説

明 

性別 

年齢 

男：女＝7：5 

10～16歳（中央値 13歳） 子 

N=12 

仕事 

子の年齢 

病期 

手術既往 

初発：再発 

年齢 

Ⅰ ： Ⅱ ： Ⅲ ： そ の 他 ： 不 明 ＝
9:6:2:3:5 

 

専業主婦：その他＝19：6 

4～16歳（中央値 9歳） 

温存手術：乳房切除＝7：13 

24：1 

30～46歳（中央値42歳） 母親 
N=25 

表１：アンケート協力者の属性 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CBCL / YSR          
  下位項目 

κ 

総合 0.58 
内向性 0.28 
外向性 0.58 

引きこもり 1.0 
身体 -0.36 

不安・抑うつ 0.55 
社会性 -0.08 
思考問題 0.26 
注意 -0.08 
非行 0.08 
攻撃性 - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（posttraumatic stress symptoms：PTSS）
を高い頻度で呈していた。 

５） こどもの情緒・行動の問題との関

連因子の検討（表 7） 
今年は中間解析であるので、子どもの行

動チェックリストにおいて、母子の評価で

相関の高かった総合評価との、関連因子を

検討した。母親の因子として、母の IES-R、

母の年齢、母の SS、母の HADS 総合点、

発病からの期間、温存療法・ホルモン療法

の有無との関連を見た。子ども側の因子と

して、子の SS、子の PTSD-RI との関連に

ついて検討した。統計処理は SPSS-J 

vers.16、一致率（κ）、spearman の相関係

数を用いた。 

結果を表 7に示した。母からの総合評価

は、子ども自身の PTSD-RI に正の相関を持

ち、母の年齢、母の SS、子の SS と不の相

関があった。母の IES-R、母の HADS、発症

からの期間、治療内容（温存の有無、ホル

モン療法の有無）との関連は認めなかった。

子ども自身の総合評価との関連因子は、母

の IES-R との一致率が高く、母の SS、子の

SS と不の相関を認めた。その他母の年齢、

母の HADS、発症からの期間、治療の内容と

の関連は認めなかった。 
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図3．乳癌患者を親に持つ子どもの情緒・行動の問題 
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表2．母子の行動チェックリストの一致率 

図4．母子のソーシャルサポート享受感 
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図6．母子のPosttraumatic Stress 
Symptomsの頻度 



 
関連因子 CBCL 総合 YSR 総合 

母 IES-R κ ＝0.176 κ＝0.621 
子 PTSD-RI l＝0.584 l＝0.518 

母年齢 l＝－0.579 l＝－0.476 
母 SS l＝－0.510 l＝－0.849 

子 SS l＝－0.601 l＝－0.711 
母 HADS l＝0.182 l＝0.177 

発症からの期間 l＝0.070 l＝－0.42 
温存手術の有無 κ ＝－0.317 κ ＝－0.367 

ホルモン療法の有無 κ ＝0.257 κ ＝0.250 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ｄ．考察  

1）若い乳癌患者が持つ子どもに関して考え

ること 
今回、約 19 カ月の調査期間中、18 歳未

満のこどもを持つ乳癌患者 126 人に CLS
によるチャイルドサポートを紹介した。対

象となった母の年齢は 29 歳から 56 歳、平

均 43 歳と、50～60 歳台と言われる一般の

癌発症後発年齢に比較して非常に若い年齢

層が存在することを改めて感じた。平均 2

人の子どもを持ちその子どもの平均年齢は

9.8 歳。ちょうど思春期を迎え、通常でも子

育ての課題が変化する時期とも考えられた。 
126 人の乳癌患者と初回対面した際に、

子どもに関して語られた内容は、図 2 のよ

うに、乳癌の発病・闘病が子どもの生活・

精神面に与える影響を心配していた母が 6
割以上と最も多かった。子どもへの影響を

最小限にするような工夫や社会資源の紹介

はもちろんのこと、子どもの特性として、

子どもが持つ困難を乗り越えて育つ力、レ

ジリエンスを持っていることを伝えるだけ

でも、乳癌患者は、各家庭に沿った対応を

自身を持って考えられるようであった。 
また、チャイルドサポートの案内で対面

していても、子どもどころではなく、御自

身の病状についての不安を語られる患者も

11％存在することは重要で、これが解決し

なければ他のことは考えられない、という

語りが多く、この 11％は潜在的に子どもに

ついての心配を抱えながら直面できていな

い集団とも考えられた。 
2）乳癌の親を持つ子どもの情緒・行動の現

状 
 母親と本人の評価との一致率が高い項目

は、総合評価、外向尺度、引きこもり、不

安・抑うつであった。引きこもりがちの問

題を母子で同様に気づけることは、症状の

表出のされ方から容易に理解できる。そし

て、最も頻度の高い子どもの不安・抑うつ

を子ども自身と同様に気づける母の存在は、

頼もしいとさえ感じる。自分の子どもの個

性を理解し、母の感性が十分であれば、子

どもの情緒的な問題に気づくことは困難で

はないのだろう。 
 一方、社会性や注意の問題に母親が気づ

けないでいるのは、母親自身の闘病に、時

間が費やされるために子どもの生活の現状

と直面することが少なくなっていることが

原因だろう予想される。そして、身体症状

については、二番目に頻度が多い自覚症状

でありながら、母との一致率は極めて低い。

これは、子どもたちが母の様子を気遣って、

訴えていない可能性があるのではないかと

考えられる。 
3）ソーシャルサポート享受感 
 患者解答者 25 人中、4 人が母子の生活者

であった。彼らは配偶者のサポートが 0 点

となる。また、患者解答者のうち 14 人、子

κ；一致率 

l；sperman相関係数 
SS;ソーシャルサポート 

表3. こどもの情緒・行動の問題との関連因子 
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図7．介入に関する現在の考え 
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図8．実際の介入経験



ども解答者のうち 6 人は一人っ子の場合、

親は子どもからのサポートが 0 点、子ども

はきょうだいからのサポートが 0 点となる

ために、総合点が低くなることはやむを得

ない。 
 子どもにとって、母親、父親の順でサポ

ートを与えている存在であることは特筆す

べきではないだろう。 
 乳癌患者にとっての一番のサポートの提

供者が彼らの友人であることは重要な結果

であると考える。子どもの場合も両親につ

いでサポートになっていると感じているい

る存在は友人であり、乳癌患者にとっても、

その子どもにとってもピアサポートグルー

プの存在は、母子にとって有用になること

が考えられた。 
4）母の抑うつ・不安 
 図 5 に示したように、総合得点の平均が

13.5 とカットオフ値 13 点を超えているこ

とは、今回の乳癌患者の集団がかなり抑う

つ・不安を抱えている集団であると言える。

これは、多くの先行研究で述べられている

ことに一致する。 
5）PTSS：Posttraumatic Stress Symptoms 
 乳癌患者である母の、闘病体験について

の PTSS は、カットオフ値を超えるものが

約 3 割。その子どもが自分の母親が病気に

なった体験に関する PTSS の中等症以上を

呈する者が約 8 割。癌患者本人以上に子ど

もたちにとってのトラウマ体験になってい

ることは、子どもたちへの支援の必要性を

改めて考えさせられる結果である。 
今回の介入調査で、子どもへの直接面談

も行っていることを案内しても、希望され

る親子は稀であり、126 人のうち 12 人のみ

の 10％以下である。闘病のための通院だけ

で精いっぱいとの声も聞かれる。また、今

回の研究協力者であり、米国で取得する資

格のチャイルド・ライフ・スペシャリスト

らは、日本に 20 数名の希少な存在で、英国

の同様の資格であるホスピタル・プレイ・

スペシャリストと合わせても、まだまだ数

は少ない。 
6）子どもの情緒・行動の問題との関連因子 
 今回は中間解析であるので、母子で相関

のあった、子どもの行動チェックリストの

総合評価点と他因子との関係に注目して検

討した。その結果、母のトラウマ症状がカ

ットオフ値を超えた乳癌患者の子どもと、

総合的に自分には情緒・行動の問題がある

と感じている子どもと、の一致率が高かっ

た。母親の年齢が若いほど、母・子どちら

かがソーシャルサポートを受けている実感

が低いほど、また、子ども自身の PTSS 症

状が重篤なほど、子どもの情緒・行動の問

題も出現しやすい、という結果であった。 
 子どもの行動総合評価に影響を与える因

子として客観的因子の中では、母の年齢の

みで、それまでの治療内容や発症からの期

間は無関係であった。当然ではあるが、若

い母親に乳癌を発症した場合ほど、子ども

への影響を強く考える必要があり、母子双

方へのソーシャルサポートの提供に努力す

ることで、子どもの情緒・行動への影響が

できるだけ少なく済むことが予想される。

母・子の PTSS の状態も子どもに影響を与

える傾向が認められたが、癌という生命に

かかわる疾患の存在が本人にとっても家族

にとってもトラウマ体験になることは仕方

がないことであるから、この辛い体験をで

きだけ孤独でなく体験できるような母子へ

のサポートを考えていくことが臨床の現場

に即していると考えられる。 
 
 ＜ピアグループ＞乳癌患者の母・子にと

ってのソーシャルサポート享受感の結果を

もう一度振り返ると、乳がん患者にとって

の一番のサポーターは友人であり、その子

どもにとっても友人の存在は、家族につい

で大切な存在であった。ソーシャルサポー

トの提供の方法を模索してみると、患者本

人のピアグループ、同じ境遇の子ども同士

のピアグループは非常に有用な力を生みだ

すことが期待される。乳癌患者同士のサロ

ンのようなグループ活動は散見するが、患

者の子どものピアグループは日本において

はまだ、皆無である。来年度にむけて本調

査での協力症例を蓄積し、関連因子の抽出

を行った後に、その結果を踏まえ、ピアグ

ループなどの子どもへの介入プログラムの

意義を検討していきたい。 
 本年度は、「理科実験教室」と題して、乳

がん患者の子どもを対象に、母が通院して

いる病院に慣れてもらおう！、という企画

で、子どもの集会を二回行った。同時に、

付き添いで来院した、乳がん患者である母

同志の交流の場を設ける実践を行った。

徐々に、子どものピアグループへの発展を



視野に入れて、活動し始めたところである。 
 米国で実践中の CLS がプログラムを作

成した、親ががんの子どもたちのピアグル

ープの活動がある。海外諸国のファシリテ

ーター用講習会も行っているので、今後参

考にしながら、模索していきたい。 
 
Ⅱ．乳癌患者とその子どもためのサポート

ツールとしての絵本作成・その有用性 
Ａ．研究目的 

初年度の介入調査の手ごたえから、子ど

もへのサポートを提供すべく準備をしてい

ても、病院内で出会える機会は非常に少な

い。闘病中の母が子どもと一緒に通院する

ことは、相当準備を整えねばならず、病院

内ではなかなか子どもへ直接介入できる機

会は少ない。直接的なサポートでなくとも、

間接的に役立つ道具として、絵本の作成を

行った。介入の案内の時点での患者の声が、

ほぼ半数が告知、子どもへの影響を心配し

ており、これらに関する情報を日本の文化

に即した子ども中心の物語として、親子で

読みながら、乳がんに向き合える内容をめ

ざした。 
Ｂ．研究方法 
 乳癌患者・家族を対象に、分担研究班作

成の絵本を配布、利用していただき、アン

ケートの回答を Fax で依頼。 
 初年度の介入経験からの、乳がん患者と

しての母の悩み、子どもたちの様子から伝

えたいメッセージを抽出し、物語を作成し

ていった。 
Ｃ．研究結果 
作：乳癌の親とその子どものためのプロジ

ェクト、絵：黒井健 
2010.2.8 小学館より 
 

 
 
 絵本作成のためにそぎ落としたメッセー

ジを折り込み新聞に掲載した。多彩な家族

環境、乳癌患者の状況に合わせて、それぞ

れにあった対応を考えていただけるような

情報提供新聞とした。 
アンケート回収結果は来年度に行い、ピ

アグループなどのサポートの在り方に反映

させていく予定。 
Ｄ．考察  
 日本人の入浴文化、日本特有の親子関係

に即した物語を作ることで、家族が自然と

母の病気を向き合えるきっかけとなるツー

ルになったと考える。乳癌であり、母であ

り、日本人であるから遭遇する生活場面の

ページをめくりながら、親子の絆をもう一

度確認することで、お互いがお互いのサポ

ーターであることに気づくことができる道

具に仕上がった。中間解析ながら、Ⅰで示

したように、子どもの行動への影響に母・

子のソーシャルサポート享受感が関連して

いる傾向があることから、この絵本が作る

絆が、お互いのソーシャルサポートとなる

ことが十分期待できる。 
 

Ⅲ．チャイルドサポートに関する認識調査 
Ａ．研究目的 
がんを持つ親の子どもへの介入（心理的

支援）について、医療関係者側の意識調査

を行い、現状を知る。Ⅰにおいて調査中の

患者・家族の現状と合わせて、癌患者との

その子どもへのサポートの提供をするため

に、医療者には何が必要かを知ることを目

的とする。Ⅰの調査では子どもの専門家で

ある CLS がサポート提供しているが、実際

の医療現場には希少な存在である。そこで、

現在の医療体制で提供でき得るサポートの

あり方を考える。 

Ｂ．研究方法 
医療関係者を対象に、「がんを持つ親の子

どもへの介入（心理的支援）について」の

アンケート調査を実施した。 

調査の対象は、2009 年 3 月に開催した子

どものグリーフケアに関する講演会 

“Supporting Children When a Parent or 

Someone Important in the Family Dies”

講 師 Patsy Way (Systematic Family 

Therapist; St. Christopher’s Hospice)

に参加した医療関係者（医師、看護師等）、

および2009年6月に開催された国立がんセ

ンターがん対策情報センター主催 相談支



援センター相談員基礎研修会に参加した医

療関係者（看護師、医療ソーシャルワーカ

ー等）。 

講演会・研修会当日に、癌患者の子ども

への介入についての認識と現状、問題点と

希望することなどについての A4 一枚のア

ンケートを配布、同日に回収した。 
 
Ｃ．研究結果 
回答者の性別は、男性30名、女性211名、

計 245 名。職種は看護師 117 名、MSW 90

名、臨床心理士 12 名、医師 8名、CLS2 名、

その他 16 名で、平均年齢 38.3 歳（22-61

歳、中央値 38 歳）、平均経験年数 12.6 年

（0-38 年、中央値 10 年）であった。所属

はがん診療拠点病院110名、一般病院78名、

大学病院 29名等であった。 
本アンケート結果（図 7.8）より、がん

臨床に携わる医療関係者は、がんを持つ

親の子どもに何らかの介入をすべきと考

えているにもかかわらず、介入できてい

ない現状が明らかになった。またそれは、

がんを持つ親の子どもへの介入が、親（患

者）や子どもの負担になるからという理

由からではなく、現状では病院や病棟に

まだそのような理解や体制が整っていな

いこと、また医療者自身がどのように介

入していいのか分からないという理由に

よるところが大きいことが分かった。 
Ｄ．考察  

これらの結果から、現状において、ま

ずは医療関係者自身が、がんを持つ親の

子どもに介入する際に必要な知識や方法

を情報提供を望み、そして臨床の現場に

おける、チャイルドサポートについての

理解を望んでいることがわかった。 
今回のアンケート協力者に医師が非常に

少なかった。現場のチーム医療のリーダー

シップをとることが多い医師のチャイルド

サポートについての認識を知る必要がある

と考え、成人癌治療に関わる医師に分担研

究者を依頼し、平成 22 年度の最終年度は、

乳癌治療に関わる医師を対象に同様のアン

ケートを行うことを予定している。 
 
 

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、患者本人以上の高い頻度でトラウマ体

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

子どもの情緒・行動上の問題は、総合評価、

外向尺度、引きこもり、不安・抑うつにつ

いては、子ども自身が感じている問題意識

とほぼ一致している傾向にあった。 
若い母が乳癌になった場合ほど、子ども

への総合的な影響は強いので、発症年齢が

若い成人がん患者へのチャイルドサポート

は不可欠であると言える。そして、母・子

のソーシャルサポート享受感が高いほど子

どもの情緒・行動の総合的問題は程度が低

くなる傾向も明らかになった。母子双方へ

のサポートの提供を医療現場で今後どのよ

うに行うことが可能であるかを模索してい

くことが必要であると考えられた。たとえ

ば、癌患者同士・その子どもたち、それぞ

れのピアグループなどは、彼らがサポート

享受を実感できる有用の場になることが予

想された。 
そして、成人のがん医療現場の医療関係

者もチャイルドサポートの必要性を高い頻

度で必要と感じているものの、現実には実

践されていない現実も明らかであり、医療

者への情報提供も望まれていることがわか

った。今後、医療者へのチャイルドサポー

トに関する情報提供の充実や技術を身につ

けるような研修会の企画などを継続して行

っていく必要がある。今回の研究では、CLS
という特殊な専門職がチャイルドサポート

を行っているが、非常に希少な存在であり

るので、すべての成人医療の現場でこのよ

うな専門職が子どもに関するサポートを広

く行っていくことを期待することは現実的

ではないだろう。そのエッセンスを、若い

成人癌患者の周囲に存在する医療関係者に

届け、患者・家族へのサポートが実践され

るよう、今後力を注ぎたいと考えている。 
若い乳癌患者とその子どもの介入調査の

症例数はまだまだ少ない。しかし、初年度

は、成人医療現場におけるチャイルドサポ

ートの認知を高める時期で、今年度は、初

年度に比べ、少なくとも母自身の協力数は

一気に増えた。子ども自身の協力はなかな

か得にくいのが現実ではあるが、国内では、

成人癌医療の中での、子ども自身の情報収

集がなされた研究はこれまでにないこと、



また、癌患者である親が子どもの状態を詳

細に評価した調査もこれまでに国内では認

められないことから、最終年度のリクルー

トを丁寧に続け、貴重な情報として最終年

度度の解析を行うことは重要であると考え

ている。 
 

Ｆ．研究発表 
１． 論文発表 

なし 
２． 学会発表 

第 47 回日本癌治療学会学術集会 

横浜 2009.10.22-24 乳癌患者の

生活がその子どもに与える心理・行

動学的影響 小澤美和（発表誌名巻

号・頁・発行年等も記入） 
３． その他 

絵本「おかあさんだいじょうぶ？」乳

癌の親とその子どものためのプロジ

ェクト、黒井健 小学館 2010.2.8 東

京 pp1-31 
 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 
  （予定を含む。） 
1. 特許取得 

なし 
2．実用新案登録 

なし 
3．その他 

なし 

 
 


