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研究要旨 

小児がん経験者の自立支援システム作成のため以下の４つの研究を行った。それぞれの調査から、

新たに小児がん経験者独自の自立支援機関を立ち上げるのではなく、既存の社会資源や機能を活

用できるような小児がん経験者の自立支援システムが必要だということがわかった。そのシステ

ムには、まずは自立を目指す小児がん経験者の居場所や相談ができる機能とともに、保護者も相

談ができる機能も兼ね備えた場所作りから、実際に自立指導にあたれる機能を含んだものがふさ

わしいことが想定された。来年度は、作成された自立支援システム案を実践し検討を重ねる予定

である。 

【研究 1】相談内容分析 

小児がん患児家族のニーズを明らかにすることを目的とし(財)がんの子供を守る会で行っている

相談事業のうち①1994 年度、1995 年度、②2007 年度、2008 年度の 2群の相談内容の分析を行う

ため昨年度完成させた相談分類シートへの入力を行っている。今後、データ入力を継続し来年度

には解析を行っていく予定である。 

【研究 2】就労経験のある小児がん経験者への聞き取り調査 

小児がん経験者の就労状況を把握することを目的とし、18 歳以上の(財)がんの子供を守る会会員

で就労経験のある小児がん経験者 30 名に対してインタビュー調査を行った。データを現在解析中

であり、就労の工夫や苦労、自立への意識などについての状況を明らかにしていく予定である。 

【研究 3】web アンケートによる自立に関する意識調査 

少児がん経験者および家族が考える自立とはなにかを探り、且つ小児がん経験者及びその保護者

の社会生活環境、生活スタイル及び社会的自立に関する意識を探ることを目的として web アンケ

ートを行い、小児がん経験者 55 名、保護者 133 名の有効回答が得られた。項目には一般青年との

比較が可能なように内閣府制作統制官実施の「青少年の社会的自立に関する意識調査（2004）」を

参照した。年齢層をあわせて一般青年との比較を行うと、自立や社会への意識に大きな差はみら

れなかったものの、小児がん経験者の方が健康や体力の回復があれば、お金ではなく社会貢献や

還元の意味で社会に出たいと考えている者が多く、保護者においては一般と比べて子離れできな

い意識や現状の傾向がみられた。しかしながら一般群との属性や数の違いがあるため、一般化す

るのは難しく、更なる分析や調査が必要だと思われた。 

【研究 4】施設・団体視察 

ニートやひきこもり等の若者や精神障がいや知的障がいなど、既に様々な分野で自立支援事業が

行われている。これらの歴史や具体的な運営方法等を調査し、共通点や相違点等を検討すること

で、現在の社会的資源の状況を知るとともに、小児がん経験者の自立支援システム作成の参考と

することを目的として全国の 10 の支援施設・団体の視察を行った。10 施設のうち、8施設が障が

い者、2施設が若者対象であり、小児がん経験者の利用が可能な施設や機能もあることがわかっ

た。以上のことから、これらの団体・施設とネットワークを築きながら小児がん経験者の自立支

援のシステム作りの案を作成した。 
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研究協力者 

樋口明子（財団法人がんの子供を守る会 ソー

シャルワーカー） 

大栁雅美（同上） 

冨森千恵子（同上） 

小林安子（同上） 

野々村かおり（同上） 

片山麻子（同上） 

横川めぐみ（同上） 

齋藤秀子（同上） 

大橋英理（財団法人がんの子供を守る会 事務

部） 

武山ゆかり（財団法人がんの子供を守る会 ソ

ーシャルワーカー） 

近藤博子（同上） 

Ａ．研究目的 

小児がんなど難病の子どもは長期入院、また

長期にわたる療養生活を強いられ、長期間学校

を欠席したり、日常生活での感染上の注意や、

運動制限などのために病気を持たない子ども

と同じような日常生活を送ることが困難な場

合がある。生命予後が望めるようになった現在、

課題となってきているのが小児がん経験者が

成人してからも、社会で働き、自立した生活を

望んでいるにも関わらず、働くことができずに

いるという現状である。特に、移植医療を受け

た子ども、また脳腫瘍の子どもは原因のわから

ない頭痛や倦怠感に悩まされ、体力が無く、た

とえ就職をしたとしても毎日働くことができ

ないという相談も少なくはない。しかし、固定

した障害が無いこと、生活上不自由はあっても

障害認定されていないことから、福祉制度とし

ての自立支援や作業所的な就労支援を利用す

ることができず、悩みを抱えている。 

以上のことは、経験値として、また全国の小

児がん治療施設などからの情報からの見解に

過ぎず、実証はされていない。一部の研究者が

小児がん経験者の就職状況など、社会生活の研

究調査を進めてはいるものの、十分に現状を把

握しているとは言いがたい。そこで、本研究は

小児がん経験者の自立支援の方策を具体的に

作成し、検証することと目的としている。 

Ｂ．研究方法 

本年度は、小児がん経験者の自立支援システ

ムの作成のための研究として以下の 4 つの研

究を行った。 

【研究 1】相談内容分析 

1－Ａ．研究目的 

1973 年より行っている(財)がんの子供を守

る会で受けている相談履歴の解析を行うこと

で潜在している小児がん経験者および家族の

ニーズを明らかにし、現況を把握することを目

的とした。 

1－Ｂ．研究方法 

相談記録のうち、確実な数が確保でき、且つ

十分な情報が記録されていると思われる分析

相談記録の最古年度を 1994 年度とし、分析対

象年度を１）1994 年度、1995 年度、２）2007

年度、2008 年度の 2 群とした。これらの記録

を、昨年度完成した相談分類シートに入力を行

った。 

（倫理面への配慮） 

本研究実施に際しては（財）がんの子供を守

る会調査研究委員会にて倫理審査の承認を得

た。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得られたデータは個

人情報保護法を厳重に順守し、研究目的以外に

は使用しない。 

1－Ｃ．研究成果 
2007 年度及び 2008 年度の途中までの相談

分類シートへの入力は終了している。継続して

入力を行い、来年度には解析を行う。 
【研究 2】就労経験のある小児がん経験者への

聞き取り調査 

2－Ａ．研究目的 

実際に就労経験のある小児がん経験者へ就

労に対しての工夫や苦労、良かったこと、また

自立に関する意識を聞き取り、現況を知ること
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を目的とした。 

2－Ｂ．研究方法 

（財）がんの子供を守る会会員であり趣旨に

同意した18歳以上の小児がん経験者30名を対

象に、小児がん治療の経歴、生活歴、就労に至

った経緯などヒアリングガイドにのっとった

90 分程度の半構造化面接を行った。 

調査内容は、性別、現在の年齢、居住県、診

断年齢、病名、発症部位、治療が終了してから

経過した年数、現在の状況、 晩期合併症の有

無と手帳・手当ての有無などの基礎項目のほか、

家族構成・親との関係、同居人、親元を離れて

いる方は離れることになった理由・きっかけと

いった生活状況、結婚、学歴、職歴（辞職転職

の理由などの社会的状況を聞いたうえで、就労

方法・就労上の注意点・就労するにあたっての

準備や苦労など、仕事の満足度、働くことにつ

いての考え（何故働こうと思っているか・親か

らどう思われているかなど、生活習慣、現在の

主な生計、仕事上・生活上での困ったこと不安

なことの相談相手、自分の性格についてどう思

うか、自立に対するイメージ、将来の夢を自由

に語ってもらった。 
（倫理面への配慮） 

本研究実施に際しては（財）がんの子供を守

る会調査研究委員会にて倫理審査の承認を得

た。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研究協力者から得ら

れたデータは個人情報保護法を厳重に順守し、

研究目的以外には使用しない。 

2－Ｃ．研究成果 

2008 年 5 月 1 日から 2009 年 3 月 31 日まで

に実施し、場所は研究者の所属機関及び調査協

力者が指定する場所で行った。年齢は 22 歳～

44 歳（平均 30 歳、1 名年齢告知拒否のため欠

損）、性別は男性 10 名、女性 20 名、病名は

ALL(8)  悪性リンパ腫(6)  AML(3) 横紋筋肉

腫(3) 網膜芽細胞腫(2) 骨肉腫(2)  脳腫瘍

(2)  Ewing 肉 腫 (1) 神 経 芽 細 胞 腫 (1)  

LCH(1)であった。現在も就労している者は 23

名、就労していない者は 7名だった。就労をし

ていない理由としては、療養のため、結婚のた

め、就学のためが主な理由だった。 

2－Ｄ．考察 

病名を伝えて就労している者、伝えずに就労

している者の就労への工夫については大きな

差異は見られなかったが、病気の経験が就労や

自立に対して影響を少なからず与えているこ

とは分かった。しかしながら、その影響大小や

工夫に関してはそれぞれであり、因果関係は見

つけられなかった。本研究に関しては想定以上

の語りを小児がん経験者から得られたため、よ

り丁寧な分析を次年度に行うこととした。 

【研究 3】web アンケートによる自立に関する

意識調査 

3－Ａ．研究目的 

自立の定義があいまいであること、実勢に小

児がん経験者および家族が考える自立とはな

いかを探り且つ小児がん経験者及びその保護

者の社会生活環境、生活スタイル及び社会的自

立に関する意識を探ることを目的とした。 

3－Ｂ．研究方法 

内閣府制作統制官実施の「青少年の社会的自

立に関する意識調査（2004）」を参照し、一般

青少年との比較ができるため、同じ項目を入れ

た全部で 50問程度のアンケートを作成し、web

上にて 2008 年 11 月 10 日～2009 年 3 月 31 日

（4 ヵ月半）行った。リクルートには(財）が

んの子供を守る会ホームページにて周知する

とともに、 QR コードつきチラシを関連イベン

トなどで配布を行った。また、全国の小児がん

親の会・小児がん経験者の会を通じて呼びかけ

も行った。 

（倫理面への配慮） 

本研究実施に際しては（財）がんの子供を守る

会調査研究委員会にて倫理審査の承認を得た。

また、調査は無記名で個人が特定されないこと、

研究以外の目的では使用しないこと、研究への
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承諾は自発的な意思によることを明記したう

えで、ヘルシンキ宣言に則り、患者の利益を最

優先に考えて実施した。 

３－Ｃ．研究成果 

 全体で小児がん経験者 55 名、保護者 133 名

の有効回答が得られた。小児がん経験者は男

18 名、女 37 名、11 歳～14 歳 2 名、15 歳～30

歳 36 名、31 歳～18名、居住県は北海道が最も

多く 7名、次いで東京 6名だった。病名は白血

病 24 名、悪性リンパ腫 7 名、網膜芽細胞腫 6

名、脳腫瘍 5名、骨軟部腫瘍 4名、神経芽細胞

腫 3名、胚細胞腫瘍 2名、腎腫瘍 1名、肝腫瘍

1名、悪性組織球症1名、その他が8名だった。

治療終了後 15 年経過している者が約 7 割で、

半数は何らかの理由で外来通院をしていた。 

 半数は親と一緒に生活をし、進学・就職・結

婚で親元を離れて生活をしている者のほか、自

由に生活をしたかった、自立をしなければなら

ないと自分が感じたという理由で親元を離れ

ているものもいた。 

保護者は父32名(24.06%)、母101名(75.94%)

で、居住地は東京が最も多く 31 名（23.31％）

で、次いで神奈川県 12 名（9.01％）、大阪府

11 名（8.27％）埼玉県 9名（6.77%）、北海道、

千葉県、愛知県 6 名（4.51%）だった。子ども

の年齢は 10 歳以下が 61 名で 45.86％を占め、

11 歳～14 歳 28 名、15 歳～30 歳 40 名、31 歳

～4名であり、子どもの性別は男77名（57.89%）、

女 56 名（42.11％）、病名は白血病 61 名

（45.86％）、脳腫瘍 21 名（15.7％）悪性リン

パ腫 12 名（9.02%）、神経芽細胞腫群腫瘍 14

名（10.53％）、腎腫瘍 2名（1.5％）、肝腫瘍 4

名（3.01％）、網膜芽腫 4名（3.01％）、胚細胞

腫瘍 4名（3.01％）、骨軟部腫瘍 4名（3，01％）、

その他 8名であり、半数が治療を終了して５年

未満、現在も経過観察のために外来通院をして

いた。 

大人になったと自覚しているかの問いに対

して、23.21％（13 名）が小児がん経験者では

まだ大人になっていないと感じ、年齢層の違い

はあるが保護者も 36.84％（49 名）がまだ大人

になっていないと感じていた。 

一般青年群のデータである内閣府制作統制

官実施の「青少年の社会的自立に関する意識調

 

回答者 
回答者数内訳 診断名  

小児がん

経験者 

36 名 

男 10名 

女 26名 

白血病（22） 悪性リンパ腫（3） 

脳腫瘍（3）網膜芽腫（2） 

胚細胞腫瘍(2) 神経芽腫群腫瘍(2) 

骨軟部腫瘍（1） 腎腫瘍(1) 肝腫瘍

(1)  その他（6） 

現年齢：平均 24.3歳 

診断年齢：平均 11歳 

治療終了後 10年未満30.6％ 

一人暮らし 7名、既婚者 4名 

学生 13名、無職 3名、有職者20名（正職 6名、契

約 2名、非常勤 9名、自営自由 1名、その他 1名） 

保護者 

40 名 

父 10名 

母 30名 

白血病（21） 悪性リンパ腫（4） 

脳腫瘍（9） 神経芽腫群腫瘍(1) 

骨軟部腫瘍（2）胚細胞腫瘍(2)  

その他（3） 

子どもの性別：男 26名、女 14名 

子どもの現年齢：19.7 歳 

診断年齢：平均 10.9 歳 

治療終了後 10年未満60.0％ 

学生 27名、無職 3名、 

有職者 10名（正職 6名、契約 1名、非常勤 3名） 

表１ 15 歳～30歳の小児がん経験者の属性 
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査（2004）」に併せた年齢層の 15 歳～30 歳の

回答者は、小児がん経験者 36 名、保護者 40

名で、その内訳は表 1の通りであった。 

 「仕事について困っていることや不安はある

か」の問いに対して、小児がん経験者では「な

い」と回答していたのが 30.6%だったのに対し、

一般青年では図１のように 52.5%と高く、その

内容に関しては「仕事をしたいが健康や体力に

自信がない」が高いことを除けば項目ごとの差

はあまり見られなかった。 

  

 小児がん経験者 一般 

1. お金が必要だから

働きたい 
69.4% 68.9% 

2. つきたい仕事があ

るから働きたい 
44.4% 37.6% 

3. 知識や技能を生か

したいから働きたい 
47.2% 36.4% 

4. 社会に出たいから

働きたい 
38.9% 39.7% 

5. 時間に余裕ができ

たから働きたい 
0.0% 2.6% 

6. 健康が回復したか

ら働きたい 
13.9% 0.4% 

7. 地域や社会に役立

ちたいから働きたい 
41.7% 17.6% 

10. その他 11.1% 1.4% 

表 2 就職についてどのように考えているか(15~30 歳） 

 

 また「就職についてどのように考えている

か」の問いに対して、多くの項目で一般との差

はみられなかったものの、表 2のように「健康

が回復したから働きたい」「地域や社会に役立

ちたいから働きたい」の二つに関しては小児が

ん経験者の意識が高く、自由記述でも「ドクタ

ーに喜んでもらいたい」「自分を治療してくれ

た病院に恩返しをしたい」といった記載がみら

れた。この傾向は小児がん経験者の親にもあり、

ほかの項目以上に「地域や社会に役立ってほし

いから働かせたい」と回答した親が多かった。 

「社会生活を送る上で特に重要なものは何か」

という問いに対しては、「個人の努力」や「運

やコネ」と回答した比率は一般との変わりはな

かったが特に、一般では「個人の才能」が小児

がん経験者に比べて高く、逆に「いい友人をも

つこと」が一般に比べて小児がん経験者の比率

が高かった。これは「悩みや心配事はあるか」

「それを誰に相談するか」の問いにもあらわれ

ており、相談相手を、「家族」や「学校や職場

の友人」と回答した比率は変わらないものの

「趣味や同好のともだち」と、小児がん経験者

の仲間を想定される回答が小児がん経験者群

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

自分の能力・適性がわからない

仕事について相談できる相手がいない

仕事の探し方がわからない

希望する仕事の求人が少ない

希望する労働条件（労働時間や給与、勤務地）の求人が少ない

仕事に就いても人間関係をうまくやっていける自信がない

仕事をしたいが自分の能力に自信がない

仕事をしたいが健康や体力に自信がない

これまでの経歴が仕事につく上で不利になる

仕事をしたくないのに、仕事につくように周りから言われる

その他

12. 困っていることは特にない

13. わからない
一般

小児がん

図 1 仕事について困っていることや不安はあるか（15～30 歳の小児がん経験者） 

なし
31%

あり
69%

なし
53%あり

47%
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では比率が高かった。悩みも全体的に高いが、

特に健康や病気、容姿、就職仕事、自分の性格

などは、多くの小児がん経験者が悩み事にあげ

ていた。 

「今のあなたにあてはまるものを全てあげて

ください」の質問に対しては表 3に示したよう

に、それぞれの項目で小児がん経験者と一般と

の差異は見られるものの、これらは属性の違い

からの差異とも想定される一方で、特に「16. 

世の中に貢献できる力があると思う」は小児が

ん経験者が一般に比べて高い傾向がみられた。 

 また、現在 15歳～30 歳の小児がん経験者の

親は自身の子どもに対して「うちの子はひとり

でやっていける」と一般と比べて同じ比率で思

っているのに対して、「うちの子はずっと結婚

できない」「うちの子は親がいないと心配だ」

と思っている親が一般より小児がん経験者の

親の方が多い傾向が図 2のようにみられた。こ

れは、特に小児脳腫瘍の親に高い傾向もあった。

 

 
 

小児がん
経験者 

一般 

1. 何か仕事をするときは、自信を持ってやるほうである 33.3% 35.1% 

2. 過去に犯した失敗や嫌な経験を思いだして、暗い気持ちになることがよくある 58.3% 29.4% 
3. 友人より優れた能力がある 11.1% 13.8% 

4. 仕事を終えた後、失敗したと感じることのほうが多い 38.9% 16.8% 

5. 人と比べて心配性なほうである 69.4% 46.4% 

6. 何かを決めるとき、迷わずに決定するほうである 19.4% 24.5% 

7. 何かをするとき、うまくゆかないのではないかと不安になることが多い 63.9% 33.9% 
8. ひっこみじあんなほうだと思う 50.0% 20.8% 

9. 人より記憶力がよいほうである 25.0% 22.8% 

10. 結果の見通しがつかない仕事でも、積極的に取り組んでゆくほうだと思う 27.8% 25.2% 
11. どうやったらよいか決心がつかずに仕事にとりかかれないことがよくある 30.6% 14.2% 

12. 友人よりも特に優れた知識を持っている分野がある 36.1% 13.8% 

13. どんなことでも積極的にこなすほうである 16.7% 23.7% 

14. 小さな失敗でも人よりずっと気にするほうである 47.2% 25.4% 

15. 積極的に活動するのは、苦手なほうである 41.7% 19.2% 

16. 世の中に貢献できる力があると思う 41.7% 9.0% 

17. この中にあてはまるものはない 0.0% 2.8% 

18. わからない  2.8% 2.0% 

表 3「今のあなたにあてはまるものを全てあげてください」（15～30歳） 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小児がん

一般

「うちの子はひとりでやっていける」 

「うちの子はずっと結婚できない」 「うちの子は親がいないと心配だ」 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小児がん

一般

1. そう思う

2. どちらかというとそう思う

3. どちらかというとそう思わない

4. 全くそう思わない

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小児がん

一般

 図 2 子どもに対して考えていること（現年齢が 15 歳～30 歳の子どもを持つ親） 
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３―D 考察

 比較を行う一般青年群は、男 46.9%、女 53.1%、

年齢層も図 3 のように割合をそろえているの

に比べて、今回の得られた小児がん経験者のデ

ータでは、成人年齢が多く、女性が多いという

特徴もあり正確な比較対象群とはいえないが、

一般との比較をして小児がん経験者及び親の

自立への意識や現状、求めているものの傾向が

明らかになった。 

 生活や自立に関する意識において、「小児が

ん経験者だから」、「小児がん経験者の親だか

ら」という明らかな傾向はなかった。しかしな

がら、小児がんという病気を経験した上での健

康面や病歴でのネガティブな側面はみられる

ものの、むしろ貢献をしたい、還元をしたい等

社会への貢献意欲の高さがみられた。また、生

活上の悩みや困難があったときには、家族や学

校や職場の仲間だけではなく、経験を分かち合

う仲間の存在の有用性も多く述べられていた。 

また小児がん経験者の自立に関しては、幼少

期の親の意識が高く、治療中、治療終了直後か

ら将来への不安を感じている現況が明らかに

なった。同時に、現在成人年齢に達している親

の思いも如実となり、親子間での感覚の違いや

親が何とかしなくては、という思いの強ささえ

も感じ取ることができ、病気や疾患だけではな

く、自立に関しても親への支援や親が相談でき

る場所の必要性を感じられた。 

【研究 4】施設・団体視察 

４－Ａ．研究目的 

ニートやひきこもり等の若者や精神障がい

や知的障がいなど、既に様々な分野で自立支援

事業が行われており、これらの歴史や具体的な

運営方法等を調査し、共通点や相違点等を検討

することで、現在の社会資源の状況を知るとと

もに、小児がん経験者の自立支援システム作成

の参考とすることを目的とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４－Ｂ．研究方法 

国内外の隣接領域の施設・団体をインターネ

ット及び当会が加盟している ICCCPO(小児が

ん国際親の会連盟)、APOSW(Association of 

Pediatric Oncology Social Work)にて情報を

収集し、そのうち多分野・多地域での実践を行

っている施設を選び、2007 年 4 月～2008 年 3

月に全国の 10 の支援施設・団体の視察を行っ

た。視察には、共通の聞き取りガイドを用いて

行った。 

４－Ｃ．研究成果 

視察結果を表4にまとめた。10施設のうち、

8 施設が障がい者、2 施設が若者対象だった。

障がい者施設には、身体障がい者や知的障がい

者、精神障がい者、自閉症や発達障がいのある

方を対象としており、手帳保持を条件としてい

た。若者対象の施設は、引きこもりやニートな

どの若者を対象としている施設だった。形態は、

通所だけではなく、入所を行っている施設も見

られ、運営団体としては、すべて社会福祉法人

や特定非営利法人など法人格を有する団体だ

った。 

事業内容としては、障がい者を対象とする施

設（表 5①から⑥）では、多くの授産施設や作

業所が行っているような手芸品や陶芸など作

品の作成や販売、地域の清掃や所内での請負作

業が中心だったが、アーティストを養成し、作

品を販売したり、パンの製造と販売をするなど

独自の事業を展開している施設もあった。一部

ではあるが、数名の対象者に対して就労を目指

22.5%

19.4%

18.1%

30.6%

16.7%

33.3%

21.4%21.4%

8.3%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小児がん経験者

一般

 

15～17 歳 18～20 歳 21～23 歳 24～26 歳 27～30 際 

図 3 年齢内訳（15～30 歳） 
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し、ジョブコーチを導入している施設・団体も

あった。中には、グループホームや援護寮で生

活訓練を行うなど、総合的に自立支援を行って

いる施設・団体もあった。自閉症や発達障がい

のある者を対象としている施設（表 5⑦、⑧）

も、前述した他の施設と同様に、請負作業を行

う授産事業が主体だった。 

 若者を対象にしている施設（表 5⑨、⑩）は、

いずれも NPO 法人で、一般就労や仲間と一緒に

考えること、自己肯定を持つこと、また保護者

への支援を目的としており、生活改善や地域か

ら依頼を受けた活動、提携企業での実習やジョ

ブトレーニング、自宅以外の居場所の提供や相

談センター、学習塾など、学齢期から青年期ま

でを支援する幅広い事業内容が見られた。 

 施設規模としては、利用者が 10 人以下の小

規模施設・団体から、登録人数が 250 名を越え

る大規模な施設・団体など様々だった。給与や

工賃については、月に定額で支払う施設・団体

や売上げを均等に分配する施設など、施設・団

体によって支給の仕方や金額は異なっていた。

中でも、国や市などからの補助金や助成を財源

としている社会福祉法人が運営する施設は比

較的安定した収入となっているものの、工賃と

しては小額であり、工賃を最低賃金レベルまで

に引き上げようと事業工夫している施設が多

かった。他の主な財源としては、活動の売上金

や相談料などの事業収入、会費というものがあ

げられた。 

４－D.考察 

 障がい者施設には、障がいの受容や疾患との

寄り添い、ジョブコーチの活用といった面で、

共通点が、手帳の利用、自立支援法・障害者福

祉法等の法制度活用といった面では、手帳を有

している小児がん経験者にとっては利用活用

可能な点もあるが、現法では、生活のしづらさ

を抱える障がいと言えるべき晩期合併症があ

りながらも手帳に適応されない小児がん経験

者も居るため活用できない点が明らかになっ

た。若者対象の施設では、現在の引きこもりか

らの脱出、一歩のあと押し、苦手な対人関係の

克服、ジョブコーチの活用といった面で共通項

目が多く、小児がん経験者も利用できる機能が

あることがわかった。小児がん経験者自立支援

のためには両者の共通する項目を強め、特に既

存の若者自立支援施設を活用できるシステム

がふさわしいのではないだろうか。 

表 4 施設一覧 

施設名 対象 形態 運営団体 

①札幌市地域活動支援センター「アラジン」 身体障がい者（手帳保持者） 通所 財団法人 難病連 

②アトリエブラヴォ 知的障がい者 通所 

社会福祉法人 福岡障害者文化事業協会 

知的障害者通所授産施設 

JOY 倶楽部プラザ 

③スワン工舎新座 
心身障がい者 

主に知的障がいの手帳保持者 
通所 社会福祉法人 ヤマト自立センター 

④おあしす福祉会 精神障がい者 
通所/ 

入所 

社会福祉法人 

おあしす福祉会 

⑤あかり家 障がい者（精、身、知） 通所 特定非営利法人障がい者就労支援の会 

⑥社団法人 やどかりの里 
精神障がい者                 

（主に慢性の統合失調症） 

通所/ 

入所 
社団法人 やどかりの里 

⑦横浜やまびこの家 自閉症児 
通所/ 

入所 

社会福祉法人 

横浜やまびこの里 

⑧ワークアシスト仲町台 
自閉症 

発達障がいのある人 
通所 

社会福祉法人 

横浜やまびこの里 

⑨風のすみか 若者 通所 ＮＰＯ文化学習協同ネットワーク 

⑩TISC埼玉若者自立支援センター埼玉 若者とその保護者 通所 
ＮＰＯ法人 

「育て上げ」ネット 
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資料 5 事業内容

 事業内容 目的 

① 
リサイクルショップで手芸品の販売／病院の売店や難病センター

での受け付け 
生きがいや就労機会の提供 

② 

絵画・オブジェ・陶芸作品などの制作／販売・デザインの受注・

グッズの制作／販売・作品展・ワークショップ・アートライブの

開催、など 

一人ひとりが日々感性を磨きながら、アーティス 

トとして自立することをめざす 

③ パンの製造と販売・クリーニング・安全靴の洗浄 
障がい者の自立（働くこと）と参加・就労支援・地域で

自立して暮らすこと 

④ 
就労継続支援・小規模通所授産施設・共同作業所・地域活動支援

センター・グループホーム・作業所家族会 

「病気からの回復のみの回復ではなく、人々の偏見、精

神医療の弊害によってもたらされる障がい、自己決定を

奪われていること、壊された夢などからのリカヴァリ（そ

の人の人生の回復）」 

⑤ 電子書籍の制作／ヘルパー支援 障がいがあっても社会貢献が可能ということの理解 

⑥ 

福祉工場／援護寮／作業所／グループホーム／生活支援センター

／通所授産施設／活動支援センター／セルフヘルプ活動／労働支

援プロジェクト／ホームヘルパー事業 

住まいの確保と収入を得ること。一般就労を継続できな

いメンバーの雇用。病気や障がいがあっても健康を守っ

て暮らすこと、働くこと。 

⑦ 

自閉症児者への生活支援として、ケアホーム、通所の相談支援セ

ンターと多くの選択肢を持ちながら地域での支援を行う。アルミ

缶のリサイクル、携帯電話の充電池のパッケージ、車の部品のパ

ッケージなどを請け負う。 

「親が安心できる」施設。一般就労を目指すのではなく

親の庇護後の生活施設としての機能を目指す。 

⑧ 

地域の中で、建物の掃除やポスティング、所内でのチラシ折りな

どの請負作業を行う。また、ジョブコーチを職場に派遣し、就職

活動の支援を行う。 

 

⑨ 

不登校をしている子どもたちへの居場所（フリスペースコスモ）

の提供・コミュニティーベーカリー（風のすみか）・研修、実習を

行い働きながら働くことを学ぶ（こすもワーキングスクール）・総

合相談センター（みたか地域若者サポートステーション）・地域の

学習塾（文化学習センター） 

自分で考え、自分自身で判断すること。みんなと一緒に

新しい考えを作ること。強制をせず、待つことで内在し

ている同期に働きかけること。自己肯定感を持つこと。 

⑩ 

生活改善／商店街から依頼を受けた雑用／商店街やビルの清掃／

近隣の農家から依頼を受けて「援農」活動／提携企業での企業実

習／ＩＴジョブトレ／ジョブトレ卒業者のフォローアップ／自宅

以外の出かける場所の提供 

若者が「働く」と「働き続ける」を獲得するための支援。

学齢期の若者への支援。保護者への支援。 

 

 運営団体 利用者数/職員数 給与/工賃 財源 

① 財団法人 年間 18名/職員 3名   札幌市補助金と売り上げ 

② 社会福祉法人 8名 / 常勤 1名、非常勤 1名 アートの売り上げを 8人で均等割 国と市からの助成/アートの売り上げ 

③ 社会福祉法人 年間 30名、職員12名 平均 4万円/月＋賞与 
自立支援法による給付金および補助

金、売り上げ（主に工賃となる） 

④ 社会福祉法人 職員 2～4名（非常勤含む）   補助金、売り上げ 

⑤ ＮＰＯ法人 約 40名/職員 5名   国からの補助金と売上げ 

⑥ 社団法人 
登録人数約 270 名/職員 60名（う

ち常勤は半分ほど） 
 

会費、事業収入、赤い羽根共同募金配

分金、補助金、寄付金 

⑦ 社会福祉法人 

⑧ 社会福祉法人 

38 名 /常勤 9名、非常勤 4名、そ

の他 2名 
工賃 3万円/月 国と市からの助成（年間 11,000万) 

⑨ ＮＰＯ法人 

登録 20名/職員：常勤 2名、非常

勤 1名、職人 2名、コーディネー

ト 1名、ボランティア多数 

  
会費、厚生労働省からの奨励金・委託

金、私募債 

⑩ ＮＰＯ法人 

ジョブトレ50名定員/社会参加準

備支援プログラム約27名/職員約

20名 

 
相談料など事業収入と厚生労働省から

の委託金 
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C.考察 

本調査で、小児がん経験者及び親の自立の意

識、実態を明らかにし、既存の社会資源を把握

することによって、小児がん経験者の自立支援

システムを作成することを目的としていた。 

 聞き取り調査やアンケートからは、小児がん

経験者には、晩期合併症などによって生活のし

づらさや健康面、体力面での不安を抱えたり、

社会的偏見への怖れを感じているものの、一般

青年群より社会への貢献意欲が高く、また自身

の経験を他の人には無い経験として意味づけ

をされている結果があきらかとなった。一方で、

小児がん経験者の親は、治療中及び治療終了後

間もない頃から、子どもの将来を案じ、不安に

感じている現況も明らかとなった。しかしなが

ら、それが案じるあまり子どもとの理解や意識

の違いが生じることに気づけず、自立を阻みか

ねない現況も伺いすることができた。 

 小児がん経験者、親ともに一般の青年、親以

上に、子どもの就労への意識はお金が欲しいか

ら仕事をしたい（させたい）といったものより

も、社会に貢献できる、世の中に貢献できる力

があるという前向きな意識を持っていること

は大きな特徴であった。その意識を強めるため

には、同じ経験をした仲間や、相談のできる場

所や空間などの必要性が小児がん経験者およ

び親からの記載もあり、システムの中に組み込

むべき重要な事項だと思われた。 

 また、既存の社会資源として障がい者施設、

若者施設両者ともに、そのままで活用が可能な

資源もあり、ネットワークを築きながら、小児

がん経験者の自立のためのシステムに入れ込

んでいくことも可能なことがわかった。 

D.結果 

小児がん経験者の自立支援システムの提案

として図 4を考えた。まずは、自立を望む小児

がん経験者本人が安心して出かけられる場・機

会の提供、仲間や先輩に出会う社会との接点の

ための空間を作ることが第一であり。その上で、 

潜在的・個別的なニーズへの対応し相談に対応

するソーシャルワーカーなどのスキルアップ

をはかり、自立支援を提供するシステムの整備

をすることと考えた。今後は、本システムに則

り、実践研究を来年度は予定をしている。

図4 小児がん経験者の自立支援システムの提案
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