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がんを持つ親の子どもへのサポートグループに関する研究

研究分担者 小林真理子 国際医療福祉大学大学院 准教授

研究要旨

がんをもつ親の子どもを対象としたサポートグループを実施し、その有用性についての

検討を行うこと、また今後より国内の状況に合ったプログラム作成の手がかりを得ること

を目的として介入調査研究を行った。調査対象者は子ども 13 人（7～14 歳、平均 9.1 歳）、

がん治療中の母親 9 人（39～49 歳、平均 44.2 歳）で、2010 年 8 月～12 月に 2 つのグルー

プを実施した。子どもには CLIMB®プログラムを用いて、毎週/隔週 6 回・各 2 時間のサポ

ートグループを、並行して親グループ（自由な話し合い）を開催した。グループ参加前・

後に、親子双方に質問紙調査に回答をしてもらった。介入前後の変化をみると個人差が非

常に大きく、個人的家族的な要因が結果に大きく影響していると考えられた。介入後に実

施したプログラムに対する評価では、すべての項目において非常に高い評価を得、親子と

も同じ経験者との出会いが役立ち、不安・孤独感が減り、気持ちを表現できるようになり、

親子間のコミュニケーションが円滑になったことが分かった。今後もサポートグループを

継続実施し、対象者が増えた後、有用性についての統計的な解析を行う予定である。

研究協力者：

大沢かおり（東京共済病院 がん相談支援

センター 医療ソーシャルワーカー）

小澤 美和（聖路加国際病院小児科 副医

長）

石田也寸志（聖路加国際病院小児科 医長）

Ａ．研究目的 （背景と目的）

子育て世代のがん患者は年々増加してい

る。子どもたちは、親ががんであることを

だれにも言えず、過度の不安や緊張、自責

の念を一人で抱え、苦悩していることが多

い。一方、がんに罹患している親にとって

も、子どもへの影響や子どもの日常生活の

維持が一番の心配事である。子どもがいる

がん患者に対しては、がんという診断やそ

の治療について、子どもにどう伝えて共有

していくか、またその後の子どもの反応に

どのように対処していくか、に関するサポ

ートを組み込んでいく必要がある。

米国では 10 年ほど前から、がんを持つ親

とその子どもへのサポートの方法として、

同じ状況にある子ども同士のサポートグル

ープが導入され始めた。その一つとして、

CLIMB® プログラム（Children’s Lives

Include Moments of Bravery）というグル

ープワークが開発され、学童期の子どもを

対象に、現在、米国の主要ながんセンター

や病院 70 施設において、簡便で有効な方法

として導入されている 1)2)。このプログラム

は、参加メンバーが活動を共にしながら、

がんに関する正確な情報を得たり、自分の
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感情を表出しそれらへの対処法を学んだり

することを目指している。構造化された枠

組みの中でのグループは、子どもの内在す

る肯定的な力を引き出し、孤立感を減じ安

全感を高めるのに有用であるという 3)。

研究者らの医療現場での臨床やHope

Tree プロジェクトのホームページ4)を通じ

てのがん患者や子どもへのサポート活動、

患者へのアンケート調査等からも、がんの

親を持つ子どもに対しての心理社会的な支

援の重要性が指摘されている5）6）。中でも、

小澤らの乳がん患者とその子どもへの調査

研究から、患者本人およびその子ども同士

のピアサポートグループの有用性が予測さ

れている5）。現在国内においては、がんの親

を持つ子どもへの支援の必要性にようやく

目が向けられたところであり、子ども同士

が集うサポートグループの存在についての

情報はなく、その有用性に関する調査研究

はなされていない。

そこで本研究では、がんをもつ親の子ど

もを対象としたサポートグループを開催し、

その有用性についての探索的検討を行うこ

とを目的とする。米国で広く行われている

CLIMB®プログラムを用いたパイロットグ

ループを実施し、グループ参加前後および

そのプロセスにおける心理社会的な適応を

検討することによって、今後のがんの親を

持つ子どもへのより国内の状況に適応した

プログラムの作成の手がかりを得る。

Ｂ．研究方法

１．対象者

調査研究に参加したがん治療中の母親 9

人とその子ども 13人。

子ども：年齢は 7～14 歳（平均 9.1 歳）、

小学生 11 人、中学生 2 人。CLIMB®プロ

グラムは小学生を対象に開発されたもので

あるが、今回は参加対象者の姉 2 人（中 1、

中 3）の参加を認めた。性別は、男子 3 人、

女子 10 人。一組の兄妹を除き、11 人の子

どもたちは別々の学校に登校していた。

母親：年齢は 39～49 歳（平均 44.2 歳）。乳

がんが 8 人、食道がんが 1 人。初発が 7 人、

再発が 2 人であった。

なお、研究参加者募集に当たっては、研

究者らの関わっている病院に通院している

小学生の子どものいるがん治療中の患者に、

本研究についての案内をした。また、Hope

Tree プロジェクトのホームページ4）に登録

している会員向けのお知らせを通じて、研

究参加者を募集した。参加希望者（がん治

療中の親）には、研究の主旨およびグルー

プの内容についての詳細な説明を面談ある

いは電話にて行い、グループへの参加が適

切かどうかのアセスメントを行った上、

親・子ども双方の同意が得られた場合、グ

ループ参加者として登録をした。

２．サポートグループの実施

2010年8月～10月に国際医療福祉大学東

京キャンパス内会議室にて第 1 グループを、

2010 年 11 月～2011 年 1 月に東京共済病院

内会議室にて第 2 グループを実施した。第

1 グループの参加者は、母親 5 人（すべて

乳がん）、子ども 8 人（7～14 歳、平均 9.4

歳）、第 2 グループの参加者は、母親 4 人（乳

がん 4 人、食道がん 1 人）、子ども（7～11

歳、平均 8.6 歳）であった。

子どものグループには構造化された

CLIMB®プログラムを用い、隔週または毎

週 6 回開催し、各回の所要時間は約 2 時間

であった。子どものグループには、アメリ

カでプログラムのファシリテーター養成講

座を修了したファシリテーター2 名（臨床

心理士、医療ソーシャルワーカー）とアシ
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スタント１～2 名（CLS）が関わった。親

に対しては、別室にて自由な話し合いの場

を設け、ファシリテーターが１名（小児科

医または CLS）入って進行役を担った。

CLIMB®プログラムとは、アメリカの

The Chidren’s Treehouse Foundation（代

表：Peter R. van Dernoot）が開発した、

がんになった親の子どものためのサポート

グループのプログラムであり、ファシリテ

ーター養成研修を受講したものが開催でき

る。このプログラムは、パーソナリティの

再構成をめざす心理療法（治療）ではなく、

メンタルヘルスの増進を目的とし、子ども

の持っている力を引き出し、親の病気に関

連するストレスに対処していくための能力

を高めることを目指すものである。これは、

構造化されたプログラムであり、小学生を

対象にクローズド・グループで 6 セッショ

ン行う。参加メンバーで一緒に、セッショ

ンごとに準備された活動（アクティビティ）

に取り組むことを通して、自分の感情に向

き合うとともに、仲間と交流をする。各セ

ッションは、①ウォーミングアップ、②今

日扱う感情、③活動、④振り返りとまとめ、

という流れで進める。セッションごとの目

標と活動は表１のとおりである。

表 1 CLIMB®プログラムの内容

テーマ 扱う感情 活動

1
自分自身やがんにまつわる

話を共有し、孤立感を弱める

幸せ

楽しい

自分につ

いて紹介

2
がんという病気のその治療

について知識を得る
混乱

がんにつ

いて学ぶ

3
悲しみの感情を表現し緩和

する
悲しみ

気持ちの

お面作り

4
子どもの持っている強さを

引き出し不安を緩和する

怖い

不安

強さの箱

作り

5
怒りの感情を適切に表現し

対処する方法を考える
怒り

怒りバイ

バイさい

ころ

6
家族とのコミュニケーショ

ンを手助けする

気持ちを

伝える

お見舞い

カード

３．調査項目

グループに参加した子どもとがん治療中

の親に対して、グループ参加前と参加後に、

以下の質問紙調査を実施した。

＜子どもに対して＞

① PSI （ Public Health Research

Foundation Type Stress Inventory）：「ス

トレス反応」（身体的反応、抑うつ・不安、

不機嫌・怒り、無気力）、「ストレッサー」

（教師との関係、友人関係、学業）、「ソー

シャルサポート（SS）」（父親、母親、担任、

友人）の項目で構成される。

② PTSD-RI （ Post Traumatic Stress

Disorder-Reaction Index）：親の病気に関

連するトラウマ症状の程度を測定。

＜母親に対して＞

①FACIT-sp（Functional Assessment of

Chronic Illness Therapy- Spiritual

Well-Being）：身体面、社会/家族面、情緒

面、機能面のサブスケールで構成される

FACT-G （ Functional Assessment of

Cancer Therapy）とスピリチュアリティを

査定するサブスケールFACIT-sp-12を含め

た 5 つの下位尺度から構成される。

② HADS （ Hospital Anxiety and

Depression Scale）：不安、抑うつの心理状

態を測定する。

③ソーシャルサポート享受の主観的評価

（SS）：配偶者、両親、子ども、友人、そ

の他からのサポートについての主観的評価。

④ IES-R （ The Impact of Event

Scale-Revised）：闘病体験についてのトラ

ウマ症状の程度の測定。

さらに 6 回のプログラム終了後に、親子

双方に対して、以下に回答してもらった。

〇プログラムに対する評価：子ども用 10 項

目、親用 20 項目を 5 件法で回答、最後に自

由記述欄、CLIMB®プログラムテキストに
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基づき修正して作成。

（倫理的への配慮）

本研究は、2010 年 7 月に国際医療福祉大

学の研究倫理審査委員会に審査を申請し、

承認を得て開始した。研究参加者に対して、

研究内容の説明、および結果については個

人情報保護を厳重に行い研究目的以外には

利用しないこと、また個人を特定できるよ

うな情報は一切公表しないことを文書及び

口頭により十分な説明を行った。文書にて

同意を確認した後、グループの実施および

アンケート調査への回答を依頼した。

Ｃ．研究結果

１．ストレス反応・QOL・トラウマ症状

グループ参加前・参加後の個人別の変化に

ついて、それぞれの調査の総合得点につい

てのみ、結果をグラフに示す。なお、図 1、

2、4、5 は、得点が高いほどストレス/トラ

ウマ症状の程度が強く、図 3 は得点が高い

ほど QOL が高いことを示す。

子どもと母親のいずれの質問紙調査の総

合得点、下位尺度とも個人差が非常に大き

い結果であった。統計的分析については対

象者数を増やし、今後の課題とする。
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図 1 PSI ストレス反応得点の変化（子）
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図 2 PTSD-RI 得点の変化（子）
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図 3 FACIT-sp 総合得点の変化（親）
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図 4 HADS 総合得点の変化（親）
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図 5 IES-R 得点の変化（親）

２．ソーシャルサポート享受感（SS 尺度）

子どもの PSI の下位尺度である「ソーシ

ャルサポート」について、SS 提供者別の合

計得点の平均は、グループ参加前は、母親、

父親および担任、友人の順、参加後では、

母親、担任、友人、父親の順であった（図

6）。

母親の SS 提供者別の合計得点の平均を

見ると、前・後ともに、友人、子ども、両

親、配偶者の順であった（図 7）。個人内で

友人の SS 得点が最も高い人数は 9 人中 5

人（参加後では 4 人）と高率であった。

３．プログラムに対する評価

グループ参加後のプログラム（グループ

参加）に対する満足度評価では、子ども・

親ともにすべての項目で平均値 4.0 以上の

高い評価を得た。抜粋した項目について、

図 8 に結果を示す。

また、すべての子ども・親が、アンケー

トの最後の＜自由に意見や感想を書いてく

ださい＞という自由記述欄に意見や感想を

記載していた。その内容については、表 2、

表 3 のとおりであった。
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図 6 ｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ享受感（子の平均）
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図 7 ｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ享受感（親の平均）

図 8 プログラム評価 （1～5 点の平均）

＊子どもの評価：上段赤色、母親の評価：下段青色
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同じ経験者との出会いは役立った

家族と気持ちの共有に役立った

子への心配が減った

子とがんについて話すのに役立った

子が親の病気への対処力が増した

子にとってポジティブな場であった

子の気分が改善した

子のがん理解が促進した

グループは他の子にも役立つ

グループの友達にまた会いたい

つらいという気持ちが減った

がんの特徴や治療を学べた

気持ちを話せてよかった

工作が気持ちの表現に役立った
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表 2 プログラム評価の自由記述（子ども）

カテゴリー 記述内容（人数/子 13 人）

プログラム 工作が面白い（13）

軽食がよかった（4）

気持ち 楽しかった（9）

母が喜んでくれてうれしい（2）

苦しい気持ちが減った（2）

自信が持てた（1）

仲間 友達ができた（6）

がんについて話せた（1）

今後 また集まりたい（9）

グループが広がればいい（2）

表 3 プログラム評価の自由記述（母親）

カテゴリー 記述内容（人数/子 13 人）

プログラム 工作を楽しんでいた（10）

子ががんの知識を習得した（6）

時間やルール等の構造化がよかった

（6）

子どもの

変化

気持ちを表現するようになった（6）

不安軽減・安心感を得た（5）

思いやりが増した（3）

孤独・不幸感の軽減（3）

不登校の解消（1）

親（自分）

の変化

スタッフの配慮に癒された（5）

子の行動や気持ちの理解に役立った

（4）

がん体験がプラスに変化（2）

仲間 同経験の仲間と関われた（8）

今後 修了者の集まりを希望（6）

長期的なフォローアップを（3）

思春期プログラム希望（2）

Ｄ．考察

子どものストレス反応得点をみると、参

加前・後ともに高得点で変化なしが 1 人、6

人はストレス反応が増加、6 人は減少して

いた。下位尺度の「身体的反応」が減少し、

「不機嫌・怒り」に関する項目の得点が増

加していたことから、これまでは抑えて身

体化していた感情が、外に表現されるよう

になったともいえる。母親の報告でもこの

変化をポジティブにとらえていた。今回の

プログラムの目的は、①自分の感情を理解

し表現するための能力を高めること、②周

囲の人たちに感情を伝える方法を学ぶこと、

③感情に対処する手助けをすることであり、

介入効果と考えることもできるかもしれな

い。ストレス反応およびトラウマ症状の得

点の背景には、学校での友人関係や受験、

家庭の事情など個別的な要因も大きく関与

しており、その背景要因を探りながら個別

的なケアを並行して行うことの必要性を認

識した。

プログラム評価や自由記述内容から、グ

ループ参加をきっかけに、親子でがんにつ

いて自然に話せるようになり、気持ちを表

現し共有できるようになったことが分かる。

母親は子どもの行動や考えについて新たな

気づきを得、より親子のきずなが強まった

と報告していた。がんを経験している家族

内で、オープンで誠実なコミュニケーショ

ンを行うことは、子どもと親のより強い信

頼関係を築くために何より優先されるべき

ことであり 7)、家族内のコミュニケーショ

ンが円滑になされるような支援が、子ども

にとって益となると同時に患者の生活の質

を高めることになる。その際に、グループ

での活動やそこで作成された作品は、親

子・家族間のコミュニケーションを促進さ

せる媒介物として大きな役割を果たすこと

が分かった。

今回のグループ実践を通して、特筆すべ

きは、グループの持つ力が最大限に引き出

されたことである。親子ともに同年代の、

親ががんであるという共通の境遇にある者

同士が集まったこと自体が参加者全員にと

って大きなステップとなった。親子ともに、

グループ初回からお互いに打ち解け、非常

に和やかな雰囲気の中で活発に活動や話し

合いを進めることができたことは、開催者

として本当にありがたく思う。一人一人が

“自分だけじゃない”ことを実感し、孤独

感が和らぎ、グループの連帯感が生まれた。

親子それぞれのグループで、自分たちのネ

ットワークを作りたい、同窓会をしたい、
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という提案がなされ、終了後は自主的なピ

アグループと発展し、今後も継続的に交流

していく計画がなされている。

調査期間が短かったため調査対象者数が

少なく、有用性に関しての統計的な解析は

今後の課題である。今後、継続してグルー

プを実施しながら、実際の参加者の変化を

的確に測れるような尺度選択の検討も行い、

対象者数を増やして統計的な検証を行いた

いと考えている。

今年度のグループ実践を通して、特に参

加者の親子双方とのやり取りの中から、多

くのヒントやアイデアを得ることができた。

今後のより日本の状況にあったプログラム

の作成へとつなげていきたい。がんを持つ

親の子どもへのサポートプログラムの有用

性が確認されれば、この手法は特別な設備

は不要で、比較的容易にプログラム実施の

手法の習得ができると考えられるため、今

後がんを持つ親の子どもへの支援の一つの

方法として広まっていくことが期待される。

Ｅ．結論

がんの親を持つ子どもを対象に、

CLIMB®プログラムを用いて、サポートグ

ループを実施した。並行して、がん患者で

ある母親の自由な話し合いのグループを行

い、親子の双方に、グループ参加前後に質

問紙調査を実施した。その結果は個人差が

大きく、個人的家族的な背景が調査結果に

大きく影響していることが分かった。重篤

なストレスを抱えている親子に対しては、

個別的なケアを並行して行いながら、長期

的にフォローアップすることが必要であろ

う。一方、グループ後に実施したプログラ

ムに対する満足度評価では、すべての項目

において非常に高い評価を得た。グループ

参加を通して、がんの親を持つ子ども同士、

がん患者である親同士が集まり、一緒に活

動したり話し合いをすることで、連帯感が

生まれお互いがエンパワーされていた。ま

たいずれの親子からも、グループに参加し

たことで、不安が減少し親子間のコミュニ

ケーションが円滑になったことが報告され

た。プログラムの終了後、参加者同士の自

主的なピアグループと発展し、今後も継続

的に交流していく計画がなされている。今

後の課題として、サポートグループの実施

および質問紙調査を継続し、対象者数を増

やして有用性を確認したのち、日本の状況

にあったプログラムの作成を行う予定であ

る。
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