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研究要旨 小児がん患者のスムーズな復学のための本人・家族への支援について明らかにするために、

平成 20 年度 21年度にわたり、医療施設およびいわゆる院内学級で実施している支援の現状と、一般の

小中学校の児童生徒・教員・校長がもつ小児がんや小児がん経験者に関する意識の調査を行った。一般

小中学校の児童生徒も教員も、１割程度の者しか小児がんの予後が良いことについて知っている者はい

ない現状が明らかとなった。小児がん経験者はこのような環境の中で生活していくことになる。そこで

平成 22 年度は、小児がん経験者本人、特に 12～18 歳で診断を受け、現在 16～22 歳の思春期がん経験

者を対象として、病気に関して誰に何をどのくらい伝えているかの実態、伝えたり伝えなかったりする

ことへの満足度および、Quality of Life との関連の検討を行うことを目的に質問紙調査を実施した。

調査にあたり、対象者をリクルートする各施設の倫理委員会の承認を得て行った。

質問紙を 39 名に配布し、31 名（有効回答率 79％）から有効回答を得た。対象者が病気について最も

開示する相手は、診断当時は母親（48％）、現在は母親（36％）と友人（32％）が多かった。診断当時

も現在も「結婚・子どもを持つこと」が最も開示していない内容であった。また診断当時も現在も開示

していること、またはしていないことについて概ね満足しており、現在の満足度の高さが精神的健康を

高める可能性が示唆された。思春期がん経験者の精神的健康の向上のため、彼らが望むように開示する

ことができるよう適切な支援を行っていく必要がある。
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思春期がん経験者の病気に関する自己開示と

QOL

A. 研究目的

小児がん患者の 7 割以上が長期生存するよ

うになり、「質の保たれた生存」を目標に小児

がん経験者の quality of life(QOL)に関する

研究が行われている。長期生存者の QOL 低下

の要因として、脳腫瘍 1,2)、診断時年齢の高さ
1,2)、女性 3)、集学的治療 2)などが指摘されて

いる。また、彼らは家族や教師、友人、医療

者のサポートを受け 4,5)、自分の気持ちを他者

に伝えることでがん経験に対処していると報

告されている 4)。しかし、彼らの開示に焦点

を当てた研究は少ない。

本研究は著しい身体的成長発達とともに社

会関係の中で自我を形成し、情緒的な自立に

向い、より広範囲な人間関係を構築する時期

である思春期のがん経験者に焦点を当てるこ

ととした。本研究の目的は、思春期にがんの

診断を受けた者を対象に病気に関する自己開

示の経験の記述、QOL との関連の検討を行う



ことである。なお、「病気に関する自己開示」

とは「自分が経験したがんに関する知識やそ

れに伴う自らの思考、感情を特定の他者に伝

えること」と定義した。

B. 研究方法

対象は 12～18 歳（中学・高校生相当）でが

んの診断を受け、現在寛解または治癒状態の

16～22 歳（高校生・大学生相当）の者とした。

また病名告知を受け、入院治療を終了してい

る者とした。なお、再発経験者は除外した。

調査者または担当医師より対象者に調査説

明を行い、質問紙を配布した。調査者への郵

送または手渡しにて質問紙を回収した。

（倫理的配慮）

調査への参加は自由意志であること、回答

内容はすべて ID で管理しプライバシーを守

ることなどを書面および口頭で説明した。調

査への参加は対象者本人および保護者より書

面にて同意を得た。また、本研究は調査を実

施する各施設の倫理委員会の承認を得て行っ

た。

C. 研究結果

39 名に質問紙を配布し、32 名（回収率 82%）

から回答を得た。調査に用いた SF-36 の下位

尺度の回答が 5割未満の 1 名を除外し、31 名

を分析対象とした（有効回答率 79%）。

対象者は、調査時平均年齢 18.3 歳、診断時

平均年齢 14.7 歳、女性が 17 名（55％）であ

った。現在治療を継続している者は 5 名

（16％）、日常生活上の困難がある者 10 名

（32％）、容姿の変化がある者は 18 名（58％）

であった。（表 1）

１．病気に関する自己開示

１）開示相手

診断当時と現在の 2 時点において、病気経

験や病気に関する自分の気持ち・考えなどを

最も話す相手を 1 人（以下開示相手）を尋ね

た。選択肢は「友人」「恋人」「先輩・後輩」

「父親」「は頬や」「きょうだい」「教師」「医

師」「看護師」「その他」「特定の相手はいない」

とした。現在については、「職場の人」を追加

して尋ねた。（図１）

診断当時の開示相手は母親 15 名（48％）、

友人 6 名（19％）、看護師 4 名（13％）であり、

きょうだい、特定の相手はいないと回答

した者は 2 名（7％）であった。現在の開示

相手は母親 11 名（36％）、友人 10 名（32％）、

特定の相手はいない 6 名（19％）であり、き

ょうだい、職場の人と回答した者は 1 名（3％）

であった。またその他と回答した者は診断当

時も現在も 1 名であり開示相手は叔母であっ

た。

２）開示内容

診断当時の開示相手に対する開示内容を尋

ねた。選択肢は「病名」「病状・症状」「治療」

「副作用・合併症」「予後」「病気に関する自

分の気持ちや考え」「理解や援助についての希

望」「受験・就職」「結婚・子どもを持つこと」

「困難なこと」とし、複数回答可とした（図

２）。「治療」、「副作用・合併症」17 名（55％）、

「病状・症状」、「予後」15 名（48％）、「病気

に関する自分の気持ちや考え」、「理解や援助

についての希望」14 名（45％）が話したと回

表１ 対象者の概要（N=31）

Mean±SD または n（％）

性別 女性 17（54.8）

調査時年齢 18.3±1.8

診断時年齢 14.7±1.7

入院期間（month） 7.8±4.7

入院治療終了後の

経過期間（month）

38.2±26.6

診断名 AML 7（22.6）

悪性リンパ腫 6（19.4）

ALL 6（19.4）

横紋筋肉腫 4（12.9）

脳腫瘍 3（9.7）

CML 2（6.5）

縦隔胚細胞腫瘍 1（3.2）

卵巣腫瘍 1（3.2）

滑膜肉腫 1（3.2）

治療方法（複数回答）

化学療法 30（96.8）

放射線 14（45.2）

手術 12（38.7）

造血幹細胞移植 6（19.4）

現在の治療状況 治療中 5（16.1）

病気や治療による日常生活上の困難

有 10（32.3）

病気や治療による容姿の変化

有 18（58.1）



答していた。話している者が最も少なかった

のは、「結婚・子どもを持つこと」3 名（10％）

であった。

さらに現在の開示相手に対して、どのよう

な内容を、どの程度話したいか（1：まった

く話したくない～6：とても話したい 以下、

開示の希望度）、実際どの程度話しているか

（1：まったく話さない～6：とてもよく話す

以下、実際の開示度）を尋ねた（表２）。開示

内容の項目は、診断当時の開示内容と同様の

10 項目とした。「副作用・合併症」以外の項

目では、実際の開示度より開示の希望度の得

点が高かった。また、「結婚・子どもを持つこ

と」は開示の希望度も実際の開示度も他の項

目より得点が低かった。

表 2 開示の希望度と実際の開示度（N＝23）

開示の希望度 実際の開示度

病名 4.0±1.3 3.9±1.6

病状・症状 4.2±1.3 4.1±1.4

治療 4.2±1.2 4.0±1.4

副作用・合併症 4.2±1.0 4.3±1.5

予後 4.3±1.0 4.0±1.4

病気に関する自分の気持ちや考え 4.5±1.1 3.9±1.4

理解や援助についての希望 4.4±1.0 3.9±1.2

受験・就職 4.5±1.4 4.2±1.6

結婚・子どもを持つこと 3.7±1.6 3.0±1.7

困難なこと 3.9±1.5 3.5±1.4

表中の数字は mean±SD、特定の開示相手がいない場合および欠損値

は除く

３）開示に対する満足度

診断当時と現在の各時点において、開示し

ていること、またはしていないことに対する

満足度を 6 件法（1：満足していない～6：満

足している）で尋ねた。診断当時の満足度は

平均 4.7 点、現在は平均 4.5 点であった。

２．Quality of life（QOL）

QOLの評価には SF-36 日本語版を用いた。

回答結果は表３の通りであった。

３．QOL の関連要因

SF-36 のサマリースコアである身体的健康

（Physical Component Summary 以下 PCS）

と精神的健康（Mental Component Summary 以

下 MCS）を従属変数とし、QOL の関連要因の検

討をした。重回帰分析で投入する変数を選択

するため、Spearman の順位相関係数を算出し

た。

PCS と 0.4 以上の相関がみられた変数は「入

院期間（r=-0.48、p＜0.01）」のみであったた

め、重回帰分析は行わなかった。MCS と 0.4

以上の相関がみられた変数は「現在の治療状

況（r=-0.44、p=0.01）」「病気や治療による日

常生活上の困難の有無（r=-0.51、p＜0.01）、

「現在の開示に対する満足度（r=0.49、p＜

0.01）」の 3 変数であった。これらを強制投入

した結果、現在治療が終了（β=-0.31）し、

日常生活上の困難がなく（β=-0.36）、現在の

開示に対する満足度が高い（β=0.38）ほど

MCS が高かった（表４）。

表３ SF-36 下位尺度およびサマリースコア得点

（N=31）

Mean±SD

【下位尺度】

身体機能 84.7±24.2

日常役割機能（身体） 83.5±24.3

体の痛み 79.7±27.7

全体的健康感 64.8±19.1

活力 60.5±23.0

社会生活機能 83.5±27.5

日常役割機能（精神） 87.9±20.1

心の健康 71.3±21.2

【サマリースコア】

身体的健康（PCS） 47.6±13.4

精神的健康（MCS） 50.9±9.9

表４ MCS に関連する要因（N=31）

β p 値

治療状況（治療中=1, 治療終了=0） -0.31 0.03＊

病気や治療による日常生活上の困難の有無（困難あり=1, なし=0） -0.36 0.01＊

現在の開示に対する満足度（高値ほど満足している） 0.38 0.01＊

R2 0.57

調整済み R2 0.52

β=標準偏回帰係数 ＊＜0.05



D. 考察

小児がん経験者の QOL と対照群との比較に

ついて、先行研究では一致した結果はみられ

ていない 1,2,7)。本邦の 20 代の国民標準値 6)

と本研究の対象者の平均点を比較すると、「体

の痛み」「活力」「社会生活機能」「日常役割機

能（精神）」「心の健康」「精神的健康（MCS）」

は 20 代の国民標準値より本研究の対象者の

平均点が高かった。

診断当時の開示相手として最も多かったの

は「母親」であった。一方、現在の開示相手

では「友人」を選択した者が増える傾向がみ

られた。一般に 12～14 歳を過渡期とし、11

歳以下の子どもは友人より親、または両者に

ほぼ同等に自己開示をし、15～20 歳の青年は

親より友人に自己開示をする 8)。本研究結果

から思春期がん経験者も成長とともに開示相

手が変化すると考えられる。また、先行研究

でサポート源とされる家族、友人、医療者 4,5)

は開示相手としても選択されていた。

開示内容について、診断当時も現在も「結

婚・子どもを持つこと」は最も開示していな

い内容であった。本研究の対象者は現在 16～

21 歳であり、結婚や子どもを持つことについ

て考えるには若い年代と考えられる。小児が

ん経験者の抱える課題として、病気経験を新

たなパートナーと共有することが挙げられて

いる 7)。本研究の対象者も成長し、今後結婚

や子どもを持つことに関する悩みを持つ可能

性があると思われる。

対象者は診断当時も現在も開示しているこ

と、またはしていないことに概ね満足してい

た。また、現在の開示に対する満足度が精神

的健康を高める可能性があることが示された。

思春期がん経験者の精神的健康向上のため、

話したい内容を、話したい相手に伝えること

ができるなど、それぞれが希望する開示がで

きるよう支援していくことが必要である。

E. 結論

多くの思春期がん経験者が、母親や友人に

病気に関する自己開示をしていた。また開示

状況については概ね満足していた。さらに、

現在の開示に対する満足度の高さが彼らの精

神的健康を向上させる可能性があることが示

された。

F. 研究発表

１．論文発表

該当なし。

２．学会発表

該当なし。

G. 知的財産権の出題・登録状況（予定を含む）

１．特許取得

該当なし。

２．実用新案登録

該当なし。

３．その他

該当なし。
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