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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）による介入調査の最終年度である。2008 年 7 月～2010

年 7 月までに 225 人の対象患者に初回挨拶を行い、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。その際、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、次のとおり：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・抑うつ（親：HADS）、PTSS:posttraumatic stress 症状（母：IES-R,子 PTSD-RI）。

初回アンケートは就学年齢以上の子どもを持つ 69例から有効回答を得た。このうち追跡ア

ンケートの協力を得たのは、17 例。内訳は CLS 面談後 6例、面談なしが 11例。

この 2群間で、変化率の差を比較すると、子どもの PTSS が、有意に低下していた（p=0.018）。

Ⅱ.絵本の評価

H21 年度に、親子で母親の病気の情報を共有するための道具として作成した絵本の有用性に

ついてのアンケート集計を行った。

患者 19 人、医療職 34 人、その他 11 人、合計 64人の集計。4 検法で質問した結果である。

絵本はとてもよかった：患者 90％・医療職/その他 80％、折り込み新聞はとてもよかった：

94％・80％、子どもと読みたいと思う：70％・47％であった。

特に患者にとっては、子どもと母親の病状を共有するために絵本を活用することは、肯定

的に捉えられていた。
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Ⅰ．若い子育て世代のがん患者とその子ど

もへの CLS による介入による変化

Ａ．研究目的

小児科医・チャイルドスペシャリストを

中心に構成したチームでチャイルドサ

ポートを行う体制の模索と、子どもの心

理社会的な状態の現状把握、そして介入

前後の検証を行い、今後の必要性と可能

性を示すことが目的で行った、介入調査

の最終年度である。

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）に通院中の乳癌患者で、

18 歳以下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：リーフレットによって乳がん患者

へチャイルドサポートについて案内し、

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 歳以下のお子さん

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、

患者の依頼に応じて 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。

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

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、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 7月までに

初回アンケートに協力いただいた就学児

童を持つ母子を対象に、追跡調査の依頼

をした。その母子の属性は表 1の通りで

ある。追跡調査の協力をいただけた母子

は、面談あり群で 6組、面談なし群で 11

組の協力を得た（図 1）。

ブレストセンター外来では、初診時の

病歴聴取で未成年のお子さんの有無を伺

い、看護師からチャイルドサポートの案

内を行った。また、入院患者の家族構成

の情報からお子さんのいる方にチームで

あいさつを行いアンケートのお願いもし

た。初診、入院ともに多くは初発患者が

多いために、対象患者が初発患者に偏っ

ている。

１）CLS 介入の効果

Child life Specialist（CLS）の面談を

希望され、母もしくは母子でチャイルドサ

ポートを１回以上受けた群と、受けなかっ

た群の経時的変化を調べた。母の PTSS、母

の不安・うつ尺度、子どもの CBCL（総合・

内向・外向尺度）、子の PTSS の変化の平均

を 2 群で比較した。未就学児を持つ母子が

チャイルドサポートを受けた群の協力を得

られなかったので、就学児を持つ母子 6組

表１：追跡調査を依頼した母子の属性

子どもの年

齢

病期

手術既往

初発：再発

年齢

不明：Ⅰ：Ⅱ：Ⅲ：Ⅳ：その他＝
17:15:11:3:1:21

1～20歳（中央値11歳）

温存手術：乳房切除＝19：25

75：2

30～46歳（中央値42歳）母親
N=77

あり：なし＝14:7病気の説明

性別

年齢

男：女＝9：12

7～16歳（中央値 12歳)子ど

も

N=21



と 11組の結果を比較した。

結果を 1，2 に示した。CLS のチャイルド

サポート受けた群で、子の PTSS が有意に低

下していた（p=0.018）。その他、母の IRS-R、

母の不安・うつ尺度、母親評価の子の評価

（CBCL）の変化には、有意差は認めなかっ

た。

Ｄ．考察

CLSによるチャイルドサポートを体験し、

その前後のアンケートの回収ができたもの

は、非常にわずかであった。しかし、経時

的変化を比較すると、母親への影響は明ら

かではなかったものの、子ども自身が自覚

する PTSS は優位に低下していることが明

らかになった。PTSS は、トラウマ体験後

安全な環境での生活が確保されれば、時間

の経過とともに軽減していくと言われる。

今回の対象が乳癌患者の初発であること、

闘病期間が平均 6 カ月であることを考える

と、調査期間中はなお母親が治療中である

場合が多く、母親の闘病生活とともに子ど

もの日常があることが想像される。おそら

く、面談なし群の PTSS が上昇傾向であるこ

とは、この状況が原因であろうと考えられ

る。同様の状況の中、CLS との面談を体験

した子どもの PTSS が優位に軽減していた

ことは非常に興味深い。

CLS が特に力を発揮するのは、子どもが

トラウマ体験をする場面においてである。

子どもたちが持つ力を支え、辛い体験を避

けるのではなく、乗り越える方法を共に考

え、ともに過ごしてくれることで、辛い体

験であっても、その後、子どもたちの成長

の糧になるような体験となるようなサポー

トをしてくれるのである。

Ｅ．結論

大切な母親が、乳癌に罹患し闘病を続け

るというまさにトラウマ体験の中にあり、

CLS の介入群で子どもたちの PTSSが優位に

軽減していることが明らかになった。成人

癌診療におけるチャイルドサポートが、有

用であることに他ならない。近年、発症年

齢が若い乳癌、子宮頸癌の罹患率が急増し、

大腸がんなど男性も含めて若年発症が増え

つつある現在、将来あるその子どもたちの

サポートも含めて、癌患者のトータルケア

であり、子育て世代の患者本人の支えにも

なると言える。

ただ、今回の研究協力者である CLS とい

う職種は、米国で資格取得後帰国している

者は日本でまだ 23名と少なく、とくに成人

医療を中心に活動しているのは稀な存在で

図1．ＣＬＳ前後の比較

図2．面接群と面接なし群のPTSSの変化率の差
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ある。彼女たちが、行っているチャイルド

サポートの要素を明確にし、癌医療を支え

るチーム医療の中に、チャイルドサポート

の視点を持つスタッフが存在できるように

なることが今後必要になるだろう。

今後、がん診療拠点病院の緩和ケアチー

ム内にチャイルドサポートを実践する者を

所属させ、当院で行ってきた成人医療での

チャイルドサポートの経験をいかし、多施

設でのあり方を模索・さらにその有用性を

明らかにしていきたいと考えている。

Ⅱ．チャイルドサポートツールとしての絵

本の評価

Ａ．目的

乳癌患者がその子どもと読みながら、母

親のことを子どもが知ることができるサポ

ートツールとして、H21 年度に絵本を作成

した。子どもにとって身近な存在である絵

本は、乳がん患者が子どもと病気のことを

話し合うきっかけになり、患者自身の心の

整理を促進する一助となると考える。この

有用性を知るために、さまざまな立場の読

者に依頼した。

Ｂ．方法

班会議の公開シンポジウムに参加した、

患者家族、医療関係者、教育関係者に絵本

を配布し、4 検法のアンケートを行った。

Ｃ．結果

患者 19 人、医療職 34 人、その他 11 人、

合計 64 人。

１）絵本そのものの評価

患者本人の 9 割が絵本を「とてもよかっ

た」と回答。 患者本人と医療職との間にお

ける各回答の割合の差異を調べるため、χ2

検定を行ったところ、有意な傾向がみられ

た（χ2（1）=2.85, p=0.0916<.10）。絵本

は、医療者よりも患者自身にポジティブに

捉えられる傾向にあった。

２）折り込み新聞の評価

患者本人の 9割以上が折り込み新聞を

「とてもよかった」と回答。患者本人と医

療職との間における各回答の割合の差異を

調べるため、 χ2 検定を行ったところ、有

意差はみられなかった（χ2（1）=1.65,

p=0.199>.10）。絵本の折り込み新聞は、患

者自身および医療職共に肯定的に捉えられ

ていた。

３）子どもと一緒に読もうと思いますか？

患者本人の 7 割が子どもと一緒に絵本を

読むと回答。「時期を見て」を含めるとおよ

そ 9 割が絵本の使用にポジティブな回答。

医療者は、患者本人と状況が異なるため「そ

の他」の回答が目立った。患者本人と医療

職との間で、各回答の割合の差異を調べる

ため、χ2検定を行ったところ、有意な差

は見られなかった（χ2（3）=4.02,

p=0.26>.05）。質問の仕方を工夫する必要が

あるが、概ね患者本人、医療者ともに「一

緒に読もうと思う」と捉えられていた。

Ｄ．結論

絵本は、医療者よりも患者本人に肯定的

に捉えられる傾向にあった。絵本の折り込

み新聞は、患者、医療者ともに評価が高か

った。絵本が解説書にならずに、見開きに

描かれたシーンに、読者の生活を重ねなが

ら自分にあった捉え方ができる構成にでき

たことは、折り込み新聞にさまざまなメッ

セージを盛り込めたからであり、折り込み

新聞そのものが独立したサポートツールと

して、非常に有用であったことを実できた。

Ｆ．研究発表

１．論文発表
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ートを考える ー (1)CLS の介入事例ー
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がんを持つ親の子どもへの支援に関す

る活動報告 大沢かおり
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がんを持つ親の子どもへの介入に関す

る実態調査－医療関係者へのアンケー



ト分析 その１量的分析 小林真理子
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澤美和

３． その他

なし

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


