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追跡不能となっている患者・家族へのアンケート調査 

 

研究成果の要旨 

「追跡が不能」となった小児がん経験者について、各施設における追跡状況を把握するとともに、

追跡が途絶えている患者を対象とした調査によって、なぜ病院を受診しなくなったかについて、患

者側における要因を調査した。前回調査（2006 年）で「追跡が不能」となっていた症例の保護者を

対象として、郵送による 2 段階の調査を行った。初回調査では研究への参加の意思を確認し、同意

が得られた患者・家族について 2 回目調査を行った。調査項目は、当該施設を受診しなくなった理

由、現在の健康状態などである。研究期間：平成 21 年 7 月から平成 22 年 3 月まで。6 施設の倫理審

査委員会で実施計画書が承認された。これまでの集計結果：6 施設での最終の予定症例数は、176 名

となり、この中で、一次調査により保護者から同意が得られた 86 名について二次調査を実施した。

現在、75 名から回答が得られており、その結果を集計中である。 

 

研究報告 

Ａ．研究目的 

目的）本研究班における第 1 回調査（2006 年 10 月、参加 9 施設）では、1980 年から 2000 年の 21 年

間に小児がんと診断された患者 1808 名のうち、296 名（16％）が、直近の２年間に外来受診がなく、

かつ、転帰（生死）に関する情報がないため「追跡が不能な症例」と判定された。医療者側において

外来受診が途絶えた理由を検討したところ、76％（226 名）が「不明」と判断され、その他、主治医の

交代、転居などが「来院しなくなった理由ではないか」と推定された。そこで、本研究では、追跡不

能となっている小児がん経験者へのアンケート調査を実施し、外来受診から遠ざかる要因を明らかに

して、小児がん経験者を効果的に追跡するための今後のシステム作りの参考にすることとした。 

 

Ｂ．研究方法 

対象）参加予定 9 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が対象であり、以下の項目を満たすことを条件とした。1）1980〜2000 年の期間
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に「小児がん」と診断され、2006 年 10 月時点で死亡が確認されていないこと。2) 2006 年 10 月末から

遡って 2 年間に外来受診がなく、その他の手段によっても生死が判明していないこと。3）1）および 2）

に該当する患者の中で、その後今回の調査の時点においても連絡が途絶えている。 

方法）回答者のプライバシーを守るため、郵送による2段階の調査を行う。初回調査（調査票A）では研

究への参加の意思を確認するため、文書により同意を得る。同意が得られた患者・家族についてのみ2

回目調査（調査票B）を行う。調査項目は、当該施設を受診しなくなった理由、現在の健康状態などで

ある。無記名回答で、連結不可能匿名化されるため、個人が特定されることはない。事務局にて調査票

のデータを集計、解析する。予定登録数と研究期間：調査A、約300 例。研究期間：平成21年7月（倫理

委員会承認後）から平成22年3月までとする。 

 

Ｃ．研究成果 

結果）予定した 9 施設中 8 施設が、本研究への参加意思を表明し、6 施設の倫理審査委員会で実施計画

書が承認された。これまでの集計結果：6 施設における予定症例数は、176 名で、このうち一次調査に

より保護者から同意が得られた 86 名について二次調査を実施中である。現在、75 名から回答が寄せら

れており、その結果を解析中である。2 施設（千葉がんセンター/九州がんセンター）の集計結果：43

名に二次調査票を送付し、43 名全員から回答があった。「なぜ治療施設を受診しなくなったのか」とい

う問いに対して、保護者からは「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（21

名、49％）」、「病院が不便だから（13 名、30％）」などの理由が寄せられていた。 

まとめ）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、ほぼ予想さ

れた範囲の項目が回答されていた。また、本調査がきっかけとなって、連絡が可能となり、転帰が確

認された例や、治療施設を数年振りで受診した例があった. 

考察）追跡不能となっている患者の保護者へアンケート調査を行い、病院から遠ざかる患者側の理由

が明らかになりつつある。追跡不能となる背景には、患者および治療者側双方の要因など様々な因子

が関わっていると思われ、これらの要因に配慮しながら、長期フォローアップシステムの確立に取り

組む必要があると考えられる. 

 

Ｄ．倫理面への配慮 

施設の倫理審査委員会の承認）本研究への参加に際しては、本研究実施計画書および患者・家族への同

意説明文書が各施設の倫理審査委員会で承認されることとした。患者の保護）本調査研究に関係するす

べての研究者はヘルシンキ宣言（付表）に従って本調査研究を実施した。調査の実施に当たっては、個

人情報を含む内容となるため連結不可能な匿名化を徹底した内容とした。このため一次調査への回答に

より、文書による同意の意思を確認した。アンケートへの協力の意思が確認された小児がん経験者の保

護者に対してのみ二次調査を行い、回答は無記名とした。病名の告知の有無が確認できない例が多いと

予想されるため、今回の調査は患者本人へは行わなかった。 
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