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研究成果の要旨 

本研究班で取り組んでいるのは、1）小児がん経験者における身体的晩期合併症：経験者本人の晩

期合併症全般に関する横断的多施設共同アンケート調査(比較対象群はきょうだいと一般集団1000
人)、C型肝炎に関する多施設共同調査、小児固形腫瘍のQOL実態（術後ストレスと骨肉腫長期生存者

に関するアンケート及びインタビュー調査―単施設調査）および小児がん経験者に対する社会的偏見

の実態（就職上の問題点に関する全国アンケート調査―本年度は雇用者側へ大規模なアンケート調査

施行）、2）小児がん経験者のフォローアップロスの原因調査と追跡不能例に対する再アプローチの

試みとアンケート調査実施、3）小児がん患者・経験者のQOLを評価可能な日本語版尺度の開発（PedsQL
日本語版およびMMQL日本語版の信頼性ならびに妥当性の検証）である。 
２期４年間の結果をふまえ、小児がん経験者やその家族・支援者と班の成果を共有し、小児がん全

体の長期フォローアップ体制の問題点を整理し、今後その情報を一般に公開していく。 
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研究報告 

A 研究目的 

 小児がん経験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。
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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、小児がん経験者の

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。 

 

B 研究方法 

小児がん経験者の晩期合併症と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。 

 

３ 研究成果 

1）小児がん経験者における晩期合併症と QOL の実

態把握：多施設研究 

1）晩期合併症と QOL の実態調査： 

 16 歳以上の小児がん経験者（CCS）を対象に、無

記名による横断的アンケート調査を施行し、CCS185

名、同胞 72 名、一般集団 1000 名のデータを解析し

た。CCS 群は男女とも低身長とやせが有意に多く、

移植例・照射例で目立った。晩期合併症は女性 50%、

男性 64%で認められ、多変量解析では、治療終了後

の年数、放射線治療、移植、手術、再発、固形腫瘍

の 6 項目が有意の危険因子であった。多くの CCS は、

結婚、学歴、就職、年収において対照群と差が見ら

れなかった。CCS が受診したい医療機関は、一般集

団と異なり治療を受けた病院が半数以上を占めた。

喫煙・飲酒率とも CCS 群は対照群より有意に低かっ

たが、保険加入に関しては約 50％が困ったことがあ

ると答えた。妊娠率は対照群と差を認めず、移植群

でも 3 名の妊娠があり、分娩・出産児に有意な差は

なかった。気分障害・不安障害・PTSS（心的外傷）

については、3 群で大きな差は見られなかった。一方

心的外傷後の成長を示す PTG-I において、CCS 群で

は対照群よりも有意に高い心理的成長を示し、闘病

を経た者に特徴的なプロフィールが見られた。 

2) 輸血に伴う C 型肝炎ウイルス(HCV)感染症：治療

に伴い輸血や血液製剤投与を受けた小児がん経験者

の C 型肝炎ウイルス(HCV)感染の実態を調査した。

1980 年〜1992 年に小児がんの治療を受け、現在生存

している 645 例のうち、444 例が HCV 抗体検査を受

け、93 例(20.9%)が HCV 抗体陽性例で、59 例が

HCV-RNA 陽性例であった。HCV-RNA 陽性者の HCV 

serotype は 1 型が 37 例、2 型が 10 例であった。47 例

が HCV 感染に対する治療を受けていたが、4 例は治

療の有無が不明、8 例は HCV-RNA 陽性であっても治

療を受けていなかった。治療薬については 1 回目の

治療では IFN のみが 37 例(IFN-α35 例、IFN-β2 例)、

IFN-αおよびリバビリンが8例、その他が 1例あった。

30 例(68.2%)は 1 回から 3 回の治療で HCV が陰性化

したが、14 例では陰性化しなかった。今回の調査か

ら小児がんの治療を受けた者の約 1/3 は HCV 感染の

有無について検査を受けていないことがわかった。

HCV感染の治療を受けた場合約 70%がウイルスの消

失をみたことが判明した。近年の HCV 治療は進歩し

ており、リバビリン併用療法の有効性の高いこと、

一度も HCV 抗体検査を受けていない輸血の既往の

ある小児がん経験者がどのようにしたら検査を受け

られるのか、長期フォローアップのプログラムの整

備が必要と考えられた。 

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：「小児がんは現在では約 80%

が治癒する疾患となった」事が未だ社会的に認知さ

れていない。進学時には小児がん既往は特に問題と

ならない。むしろ小児がん克服者達及び主治医が、

この事実を知らず「不利になる」と思い込んでいる

可能性が高い。ゆえに局長通知を周知させる事が必

要と思われる。就職時も既往歴は問題にならない傾

向である。しかし、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。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。前回の調査では、回答者の属性情報を収集
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しなかったために属性による差異の詳細な分析が行

えなかった。また標本抽出の手順および抽出数が不

十分であった。そこで規模別、業種別に標本を抽出

することとし、四季報を利用して、層別ランダム抽

出を実施した。一般企業 4500 社、公務員 64 ヶ所に

アンケート調査を施行し、統計学的解析を行った。 

各群間で有意差をみた項目は、①健康診断書提出の

有無 ②その提出時期 ③既往歴記載の有無 ④そ

の対応方法 であった。また自由記載より「既往症

の完治あるいは一般業務に支障なし」を書き添える

必要性が示唆された。実態調査結果を小冊子にまと

め関係者へ配布予定である。 

２）小児がん経験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

悪性固形腫瘍の長期生存者とその保護者を対象とし

て、郵送調査とインタビューを行った。郵送調査（32

家族）の結果、晩期障害は 5 例（15.6%）に生じてい

たが、多くの子供が身体的には社会生活を支障なく

過ごしていた。一方心理検査上、9 例（28.1%）の子

供に行動・情緒の問題が存在し、5 例（15.6%）の保

護者に子供の罹患や治療に関わる心的外傷性のスト

レスが存在した。インタビューは 5 家族に行った。

乳幼児期に治療を受けた子供は、病気や治療の記憶

はないが、腹部に手術痕が残るという特有の状況に

あり、傷に関連した心理社会的影響が存在した。一

つは、傷の問題であり、傷への不安、いじめや学校

生活上の支障であった。もう一つは、病気の説明や

告知の問題であったが、母親が子供に適切に伝える

ことは子どもの心理的成長に重要であった。闘病体

験は、特に母親に強い衝撃を与えていたが、闘病体

験が否定的側面ばかりではなく、肯定的な側面：家

族の絆の強まりや人格的成長が報告された。治療に

関わる医療者はこれらの問題を認識し、よりよいサ

ポートを行うべきであると思われた。 

2）骨肉腫の長期生存者心理・社会的な転帰：心理社

会的状況に関するアンケート調査を行い、55 名のう

ち 30 名（回答率 54.5％）から回答を得た。内訳は、

男性 11 名、女性：19 名で、初診時年令：7 才〜17

才（平均 13.0 才）、経過観察期間：60 ヶ月〜368 ヶ月

（平均 201.8 ヶ月）、原発部位：大腿骨 17 名、脛骨 8

名、上腕骨 4 名、腸骨 1 名 、患肢の状態：切離断 12

名、回転形成術 4 名、人工関節 9 名、切除のみ 4 名、

血管柄付骨移植 1 名 （切断群：16 名 患肢温存群：

14 名）であった。 心理社会的状況の評価法として、

Family APGAR、SSQ-S, N、IES-R-J (Impact of Event 

Scale)および PTGI-J を用いた。Family APGAR の平均

点は 7.97、SSQ-S は 5.02、SSQ-N は 4.03、IES-R-J は

9.70 と低く、PTGI-J は 51.8 と高かった。IES-R-J を

従属変数とする重回帰分析では、Family APGAR が

IES-R-J に関連していた。家族機能が低い患者で心的

外傷後のストレス症状が多く、家族機能を支えるこ

とが心的外傷後のストレス症状の抑制につながるこ

とを示唆していた。PTGI-J を従属変数とする重回帰

分析では、「診断時年齢」、「患肢の状態」、SSQ-N が 

PTGI-J に関連していた。発症年齢が高い患者および

切断群の患者で成長が大きかった。社会的支援の多

い患者で成長が大きく、社会的支援を強化すること

が心的外傷後の成長につながる可能性が示唆された。 

3）小児がん経験者の進学・就職状況：平成 20 年度

の研究では小規模ではあるが国立国際医療センター

戸山病院小児科の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質問紙法を用いて検

討を行った。 

平成21年度ではこの調査に参加した経験者のうち

自由意思で二次面接に応じた方々の生の声を聞くこ

とによりさらに、彼らの抱える問題点についてもそ

の実態を明らかすることを目的とした。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。19 名の

アンケート配布に対して、11 名（57.9％）の回答が

得られ、そのうちの 6 名（31.6％）が面接に応じた。

アンケート記載内容を掘り下げる形での面接を行う
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ことで、アンケートによる量的研究と並行して小規

模ではあるが面接により質的研究を行うことができ

た。また面接自体が長期フォローアップに関しての

情報提供と理解を深める機会となった。このような

面接を長期フォローアップ外来の前段階として実施

することにより、問題点の抽出ができ、多面的なサ

ポートが可能になると考えられる。 

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：各施設におい

て前回調査（2006 年）の対象となった患者の中で「追

跡が不能」となっていた症例の保護者であり、1）1980

年 1 月〜2000 年 12 月の期間に「小児がん」と診断さ

れ、2008 年 12 月時点で死亡が確認されていないこと。

2）2006 年 10 月の時点で、その直近の 2 年間に小児

がん経験者が当該施設を受診しておらず、2008 年 12

月末の時点においても予後に関する情報がない。と

いう条件を満たす家族に 2 段階（調査票 A で本調査

への同意を確認、調査票 B で病院に来なくなった理

由を尋ねる）で調査を行った。 

現在 7 施設で実施中であるが、既に完了した 2 施

設での中間集計結果を紹介した。他の施設では、現

在二次調査（調査票 B を送付中）を実施中である。 

調査が終了した 2 施設では、フォローアップロスに

関する患者側の理由として、ほぼ主治医側で予想さ

れた範囲の項目（「もう何も問題がなくなったので、

受診の必要がないと思ったから」「医師に受診の必要

がないと云われた」「こどもの主治医が交代（転勤・

定年など）したから」）が回答されていた。その他：

他施設（大学病院）を受診中です（2）、勤務先での

健康診断を毎年受けているので、受験勉強という理

由、成人したから、就職して休みが土・日しかない

ので行きたくても行けない、平日に休みが取れない、

会社員になり何回か休みを頂き受診に行っていまし

たが、休みを取ると皆様に迷惑をかけるので、何度

言っても本人が聞き入れないで困っています、小児

科でいいのかわからない、徐々に受診の間隔が伸び

ていった、費用がどうなるか不明などがあった。本

調査がきっかけとなり連絡が可能となり転帰が確認

された例や、再び治療施設を受診した例があった。 

2）追跡不能例に対する対策：受診が途絶えた小児が

ん経験者 294 名に対して 2 段階の予備調査の後、現

在の健康状態・社会生活について詳細調査を行った。  

1 次調査で 161 名（54.8％）の生存が確認できた。  

予備調査で同意が得られた 114 名に 3 次詳細調査を

行い、小児がん経験者 58 名、保護者 30 名の計 88 名

より回答を得た。病名告知率は 75％であったが、晩

期合併症について説明を受けていたのは 29.5％であ

った。 非受診者 88 名中通院中の医療機関があるの

は 31 名で、15 名が晩期合併症の治療のため通院して

いた。 定期受診をしない理由として、主治医から受

診の必要はないと言われた、必要性を感じない、が

多く、晩期合併症についての説明不足が背景にある

と考えられた。 非受診者の 53％には少なくともひと

つの晩期合併症があり、20％は複数の合併症を有し

ていた。 定期受診者は非受診者に比べて、2 つ以上

の合併症をもつ症例の割合が有意に高かった。 非受

診者の多くが自身は健康であると考える一方、不妊

をはじめとする晩期合併症について不安を感じてい

ることが明らかになった。  

４）小児がん患者・家族の QOL を評価可能な尺度

の開発：小児がん患者の治療ならびに臨床研究にお

いて、Quality of Life（QOL; 生活の質）を評価可能

な標準的尺度が本邦には存在しない。小児がんとい

う疾患特異性を踏まえた小児の QOL 評価として、治

療中にも使用可能な PedsQL(Pediatric Quality of Life 

Inventory ) Cancer Module と Brain Tumor Module、主

に 治 療 終 了 後 の QOL を 評 価 す る  MMQL 

（Minneapolis-Manchester Quality of Life）の日本語版

開発を進める。各日本語版の信頼性・妥当性の検討

を目的として field testing を多施設共同研究で実施し

て、Brain Tumor Module は終了し、妥当性が確認さ

れた。 

自己評価と代理評価を用いた PedsQL cancer 

module の日本語版(PedsQL C-Module)を作成し、5-18

歳の患児 184 名、2-18 歳の患児の親 216名を対象に、
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その信頼性と妥当性の検証を行った。その結果、自

己・代理評価尺度とも全年齢で高い内的整合性（α

係数）が得られ、1 週間後の再テストでの下位尺度毎

の相関係数も全年齢で 0.7 以上となり、信頼性が示さ

れた。また、全年齢の自己・代理評価尺度で尺度の

成功率が 95%以上となり、抑うつ尺度および PedsQL 

Generic Core Scales 日本語版の QOL 得点と強い相関

を示し、妥当性も示された。各下位尺度毎の自己評

価と代理評価の相関係数も、「治療に対する不安」の

尺度が 0.47、他は全て 0.5 以上の高度相関を示した。

書式全体の項目欠損割合は患児 0.9%・親 1.65%と低

く、十分な実行可能性が示された。以上より、PedsQL 

Cancer module 日本語版の信頼性・妥当性が確認され、

今後、QOL を主要アウトカムとする小児がん患児の

臨床研究に使用できる有用なツールと考えられた。 

MMQL に関してはリクルート継続中である。 

 

D 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。 

 

研究成果の刊行発表 

外国語論文 

1. Ohga S, Kudo K, Ishida Y et al: Hematopoietic stem 
cell transplantation for familial hemophagocytic 
lymphohistiocytosis and Epstein-Barr virus- 
associated hemophagocytic lymphohistiocytosis in 
Japan. Pediatr Blood Cancer 54: 299-306, 2009 

2. Morimoto A, Ishida Y et al: Nationwide Survey of 
Single-System Single Site Langerhans Cell 
Histiocytosis in Japan. Pediatr Blood Cancer  54: 
98-102, 2009 

3. Kudo K, Ohga S, Ishida Y et al.: Improved outcome 

of refractory Langerhans cell histiocytosis in children 
with hematopoietic stem cell transplantation in 
Japan. Bone Marrow Transplantation (in Press) 

4. Suzuki N, Morimoto A, Ishida Y et al.: Characte- 
ristics of hemophagocytic lymphohistiocytosis in 
neonates: a nationwide survey in Japan. J Pediatr 
155(2): 235-238. 2009 

5. Iori Sato, Akiko Higuchi, Yasushi Ishida, Kiyoko 
Kamibeppu: Development of the Japanese version 
of the Pediatric Quality of Life InventoryTM Brain 
Tumor Module.Health & Quality of Life Outcomes 
(in press, 2010) 

6. Kiyoko Kamibeppu, Iori Sato, and Yasushi Ishida： 
Mental health among young adult survivors of 
childhood cancer and their siblings including 
posttraumatic growth.  Journal of Cancer 
Survivorship. (in press, 2010) 

7. Shinkoda Y, Nagatoshi Y, Fukano R, Nishiyama K, 
Okamura J. Rhabdomyosarcoma masquerading as 
acute leukemia. Pediatr Blood Cancer. 52(2):286-287, 
2009 

8. Nagatoshi Y, Matsuzaki and Okamura J. 
Randomized trial to compare daily 6-mercaptopurine 
and weekly methotrexate with  prednisolone and 
vincristine pulse to LSA2L2 type maintenance 
therapy for children with acute lymphoblastic 
leukemia. Pediatr Blood Cancer (in press, 2010) 

9. Yonemoto T, Ishii T, et al: Recently intensified 
chemotherapy for high-grade osteosarcoma may 
affect fertility in long-term male survivors. 
Anticancer Res. 29:763- 767,2009 

10. Yonemoto T, Kamibeppu K, et al : Psychosocial 
Outcomes in Long-term Survivors of High-grade 
Osteosarcoma; A Japanese Single-center Experience. 
Anticancer Res. 29:4287- 4290, 2009 

11. Kobayashi K, Kamibeppu K: Measuring quality of 
life in Japanese children: Development of the 
Japanese version of PedsQL. Pediatric International 
52:80-88,2010  

12. Maeda  Naoko, Keizo Horibe, et al: Survey of 
childhood cancer survivors who stopped follow-up 
physician visits. Pediatrics International  (in press, 
2010)

 
 

日本語論文 
1. 石田也寸志、本田美里、上別府圭子他: 小児がん経



18－14 小児がん経験者の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

 

－6－ 

験者の晩期合併症およびQOLの実態に関する横断的

調査研究 第1報．日本小児科学会雑誌 2009 (印刷

中) 
2. 石田也寸志、大園秀一、本田美里、他: 小児がん経

験者の晩期合併症およびQOLの実態に関する横断的

調査研究 第2報． 日本小児科学会雑誌 2009 (印刷

中) 
3. 石田也寸志:小児脳腫瘍の晩期合併症―長期フォロ

ーアップの重要性―．小児がん、2010（印刷中） 
4. 石田也寸志:小児白血病・悪性リンパ腫後期合併症と

長期フォローアップ．小児科診療、2010（印刷中） 
5. 石田也寸志:長期的な小児がん患者ケアのあり方—

長期フォローアップの重要性．学術動向、2010（印

刷中） 
6. 石田也寸志: 小児白血病の長期フォローアップの重

要性. in 五十嵐隆、菊池陽 (編): 小児白血病診療. 東
京, 中山書店 2009, pp 180-183 

7. 石田也寸志、前田美穂：小児がん経験者の長期フォ

ローアップと看護. 丸・石田監修：ココからはじめ

る小児がん看護．東京、へるす出版 2009 pp.308-318 
8. 石田也寸志：小児がんーおもな疾患『小児看護』東

京、医学書院、2010（印刷中） 
9. 石田也寸志、細谷亮太悪性腫瘍（診断と治療、ター

ミナルケア）『教育現場における「病弱・障害児の

生理病理心理」』京都、ミネルヴァ書房 2010（印刷

中） 
10. 石田也寸志：血液・腫瘍性疾患患児への告知とター

ミナルケア『今日の小児治療指針 第 15 版』東京、

医学書院、2010（印刷中） 
11. 本多奈美、天江新太郎、西功太郎、佐々木英之、風

間理郎、和田基、仁尾正記、松岡洋夫: 小児外科で

のこころのケアのこころみ. 臨床精神医学 

38:1257-1262,2009 
12. 本多奈美、和田基、風間理郎、佐々木英之、天江新

太郎、舩越俊一、仁尾正記、林 富: 精神医学的問

題を呈した小腸移植レシピエントの２例 日本小児

外科学会雑誌 45:946-949,2009 
13. 前田美穂: 思春期へのキャリーオーバーした疾患を

持つ患者への対応.白血病・がん. 小児科 
50:1887-1892,  2009 

14. 前田美穂: 小児白血病の長期予後 長期生存白血病

患児の QOL. 小児科臨床 63:47-53, 2010 
15. 前田美穂:小児白血病のフォローアップの意義.心臓

障害 in 五十嵐隆、菊池陽 (編): 小児白血病診療. 東
京, 中山書店 2009, pp 188-191 

16. 前田尚子、堀部敬三他: 受診が途絶えた小児がん経

験者の実態調査. 小児がん 46:324-330,2009 
17. 佐藤伊織、上別府佳子: 小児がんを持つ子どものき

ょうだいに対する「情報提供」と「情報共有」～き

ょうだいへの説明に注目した文献レビュー～. 小児

がん.46:31-38,2009 
18. 辻 尚子: 悲嘆と喪失による成長― 大切な人と別

れること ―. 小児看護 33:252-256,2010 
19. 丸光惠, 他:小児がん治療施設における症状マネー

ジメントに関する看護の実態．小児がん. 
46:496,2009 

 

国際学会発表 

1．  Yasusshi Ishida: Present health status of childhood 
cancer survivors in Japan:Need for communication 
between pediatric oncologists and primary care 
physicians to promote survivor’s health. The First 
Asia-Pacific Conference on Health Promotion and 
Education (APHPE) 7 月 19-20 日 千葉幕張メッセ 

2． Yasusshi Ishida et al: LATE EFFECTS AND 
HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE OF 
CHILDHOOD CANCER SURVIVORS AFTER STEM 
CELL TRANSPLANTATION. SIOP2009 10 月 5 日
-12 日サンパウロ 

3． Kiyoko Kamibeppu, and Yasushi Ishida et al: 
POSTTRAUMATIC GROWTH AMONG SURVIVORS 
OF CHILDHOOD CANCER. SIOP2009 10 月 5 日-12 
日サンパウロ 

4． Misato Honda, Yasusshi Ishida et al: Quality of Life 
among Long-Term Adolescent and Adult Survivors of 
Childhood Cancer in Japan. ESLCCC2009 10 月 28 日
-30 日エジンバラ 

5． Yasusshi Ishida et al : Social Outcomes and Medical 
Visits of Childhood Cancer Survivors in Japan: Marriage, 
Education, Employment and Medical Visits 
ESLCCC2009 10 月 28 日-30 日 エジンバラ 

 


