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研究要旨

本研究では，小児がん患者が退院後に抱える困難に対して，どのような対処法やサポー

トがあるかを明らかにすることを目的とし，小児がん患者 25 名(平均年齢 17.0±3.6 歳，男

性 8 名，女性 17 名)および医療関係者 13 名(平均年齢 42.70±9.96 歳，医師 4 名，外来看護

師 3 名，ソーシャルワーカー5 名，臨床心理士 1 名)を対象に半構造化面接を実施した。そ

の結果，困難時の対処法として 20 の概念が抽出された。また，サポートとして 18 の概念

が抽出された。

さらに，本研究の結果と昨年度までに得られた研究の結果をまとめ，新たな支援ツール

として退院後の患者家族向けのパンフレットを作成した。
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Ａ．研究目的

昨年度までの研究により，小児がん患者

は，退院後の生活において，身体面・対人

面・行動面・将来に関する困難を抱えてい

ることが明らかになった(1)。しかし，患者

が困難に直面した際に，これらを解決する

ため，あるいは，苦痛を緩和するための具

体策については十分に検討されていない。

先行研究において，日常のストレスへの

対処方略や病気に関連した対処方略が患者

の適応状態に強く影響していることが指摘

されている(2)(3)。退院後の小児がん患者が望

ましい生活を送るためには，日常生活で生

じるさまざまな困難に対処していくことや，

病気の症状に対して適切な対処ができるよ

うになることが重要であると考えられるが，

どのような対処法が有効であるかについて

は十分に検討されていない。

また，対処法と同様に，ソーシャル・サ

ポートも患者の適応状態に影響を及ぼすこ

とが示されている(4)。小児がん患者は，退

院後も外来通院治療を行ったり，長期にわ

たる検査受診が必要とされている(5)。また，

経験者の 60%以上が晩期障害の影響を受け

ているため(6)，これらへの対応も必要であ

る。さらに，このような状態で社会生活に

復帰するため，学業の遅れ，対人関係の問

題，就労困難といった問題を抱える可能性

が示唆されている(7)。このように，退院後

の小児がん患者を支援する際には，医学的

な問題への支援と社会的な問題への支援を

合わせた統合的な支援が必要であると考え

られるものの，未だ詳細な検討がなされて

いない。

以上のことから，本研究では，小児がん

患者，および，小児がん患者に接している

医療従事者を対象として調査を行い，小児

がん患者が退院後の生活における身体諸症

状や心理社会的問題を解決するための対処

法およびソーシャル・サポートを整理する

ことを目的とした。

さらに，本研究の結果および 3 年間の研

究結果を総合的にまとめ，退院後の患者家

族への支援ツールとしてパンフレットを作

成することを最終的な目的とした。

Ｂ．研究方法

調査対象者は小児科外来通院中の 13～

29 歳の小児がん患者 25 名(調査時平均年齢

17.0±3.6 歳，診断時平均年齢 8.8±4.1 歳，

男性 8 名，女性 17 名)，および，退院後の

小児がん患者と関わる医療従事者 13 名(医

師 4 名，外来看護師 3 名，ソーシャルワー

カー5 名，臨床心理士 1 名；男性 3 名，女

性 10 名，平均年齢 42.70±9.96 歳，平均勤



務年数 16.46±7.59 年，小児がん領域平均経

験年数 12.31±7.71 年)であった。

調査方法は，個別，あるいは集団による

半構造化面接を実施した (面接平均時間

58.38±9.25 分)。

調査内容は，昨年度調査で抽出された小

児がん患者が退院後に抱える心理社会的問

題(身体面，行動面，対人面，将来に関する

ことなど 19 項目)を提示し，それぞれに関

する対処法およびサポートついて，自由に

回答を求めた。

(倫理面への配慮)

依頼文書中に，研究参加は自由意志によ

るものであること，調査のすべての過程で

プライバシーが守られることなどを明記し，

書面にて研究参加の同意を得た。

これらの手続きおよび研究内容に関して

は，実施機関である聖路加国際病院に審査

を申請し，承認を受けた。

Ｃ．研究結果

1．退院後の困難への患者自身の対処法

インタビュー内容から対処法に関連する

逐語を抽出し，臨床心理学を専攻する大学

生 3 名が，川喜田(1986)による KJ 法で分

類・整理を行った。その結果，336 の逐語

から，20 の概念が抽出された。

患者と医療関係者のいずれにおいても，

「今の自分にできる範囲で取り組む」とい

う対処法が最も多く挙げられた(患者 16%，

医療関係者 21%)。しかし，その他に挙げら

れた対処法に関して，患者においては，「時

間が解決してくれるのを待つ(16%)」，「仕方

がないと諦める(15%)」，「我慢する(10%)」

などが多く挙げられた。一方で，医療関係

者においては，「何らかの方法で気持ちを吐

き出す(11%)」，「専門家に相談する(9%)」，

「問題について前向きに解釈する(8%)」，

「解決策を話し合う(6%)」などが多く挙げ

られた。

2．退院後のサポート

インタビュー内容からサポートに関連す

る逐語を抽出し，臨床心理学を専攻する大

学生 3 名が，川喜田(1986)による KJ 法で

分類・整理を行った。その結果，277 の逐

語から，18 の概念が抽出された。

患者において最も多く挙げられたサポー

トは，「そばにいてくれる人がいる(48%)」

であった。また，「自分と同じ病気の人の経

験を聞くことができる(7%)」，「特別扱いせ

ずに接してくれる人がいる(4%)」など，情

緒的なサポートが多く挙げられた。一方，

医療関係者においては，「病気や身体の状態

について説明してくれる人がいる(14%)」，

「解決策を一緒に考えてくれる人がいる

(13%)」，「自分の気持ちや話を聞いてくれる

人がいる(10%)」など，問題解決につながる

ようなサポートが多く挙げられた。

3．パンフレットの作成

患者および医療従事者を対象とした調査

結果をもとに，退院後の患者の生活の一助

となるようなパンフレットを作成した。パ

ンフレットは，①小児がん患者の多くが経

験する退院後の困難について知ることがで

きる，②利用できる支援策を知ることがで

きる，③患者がどのように乗り越えていく

かを知ることができるという3点を目的と

し，退院後の主要な場面ごとに，患者の実

際の体験や工夫，専門家からのアドバイス

を掲載した(補足資料参照)。

Ｄ．考察

本研究により，退院後に困難に直面した

ときの対処法として，問題解決型の対処法，

情動焦点型の対処法など 20 の概念が抽出

された。多くの患者から情動焦点型の対処

が抽出された一方で，医療関係者からは，

具体的な問題解決を目的とした対処法が抽

出された。また，サポートに関しても，大

半の小児がん患者からは情緒的サポートが

抽出されたのに対し，医療関係者からは，

問題解決につながるような道具的サポート

が多く抽出された。これらのことから，退

院後の困難な状況に関して，患者側はその

時に生じた気持ちへの対応策を，医療関係

者は困難な状況を生じさせている原因への

対応策に焦点を当てていることが示唆され

た。退院後の生活における患者の適応を促

進するためには，どちらか一方ではなく，

両者の視点から対応していくことが重要で

あると考えられる。

Ｅ．結論

本研究では，退院後の小児がん患者およ

び医療従事者を対象とした半構造化面接調

査により，退院後の困難への対処法とソー

シャル・サポートを案出することを目的と



した。その結果，患者と医療関係者では，

退院後の生活で困難が生じたときの対策の

立て方に違いがあることが示唆された。

さらに，これら 3 年間の研究結果をまと

め，退院後の患者家族向けのパンフレット

を作成した。患者側の視点と医療関係者側

の視点を統合したパンフレットを作成した

ことで，相互理解が促進され，今後の支援

の一助になることが期待できる。
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※補足資料 作成したパンフレット「素敵な笑顔のために」


