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研究要旨

適切な小児がん治療を行うためには小児がん治療専門医を中心とした医療チームの存在

が不可欠であり、この医療チームは一般小児科医、小児科専門医、小児がん・血液専門医、

小児外科専門医、放射線科医、病理医などの医師、専門看護師、薬剤師、栄養士、臨床心

理士、ソーシャルワーカー、チャイルドライフ・スペシャリスト、病棟保育士、教師など

によりバランスよく構成されていなくてはならない。本邦における医療施設を概観した場

合、上記の要件を満たす施設は極めて限られている。このような状況のなかで、小児がん

拠点病院を中心としたネットワークによる小児がん治療システムを構築することが必要不

可欠と考えられる。 さらに単に医療施設や専門医集団の充実というハード面のみならず、

小児がん治療中とはいえ、子どもの権利である「遊ぶ」「学ぶ」を十分に守ることができ、

闘病中の小児ならびに家族の利便性や Quality of Life を十分に配慮したうえでの医療体制

の構築が重要と考えられる。 今後、小児がん医療体制を変革・構築していく上で、常に

医療側、非医療側双方の最大のメリットとなり、もっとも適切な小児がん医療を我が国の

子どもたちや家族に提供することが可能になるのか、理想に近づけることが可能になるの

かということを念頭に置いた上での、地域特性に合わせた小児がん拠点病院を中心とした

地域診療施設ネットワークの構築が必要と考えられた。

研究協力者

新小田雄一（鹿児島大学小児科 特任助教）

瀧本哲也 （国立成育医療センター研究所）

坂口佐知 （順天堂大学小児科）

Ａ．研究目的

我が国において小児がんは年間２０００

～３０００名の１５歳未満の児が新たに小

児がんを発症している。全国において小児

がん治療を行っている医療施設は診療科と

しての小児科だけでも少なくとも１５０施

設はあると考えられ、かつ、この中のかな

りの施設は年間の治療患者数が極少数例で

あるものが多い。

適切な小児がん治療を行うためには小児

がん専門医を中心とした、医療チームの存

在が必要不可欠であり、この医療チームは

小児がん診療を専門とする小児科医、小児

外科医、耳鼻科医、眼科医、脳神経外科医、

整形外科医、放射線科医、病理医などの様々

な診療科の医師、小児医療専門看護師、薬

剤師、栄養士、臨床心理士、ソーシャルワ

ーカー、チャイルドライフ・スペシャリス

ト、ホスピタルプレイ・スぺシャリスト、

保育士、院内学級教師などによりバランス

よく構成されなくてはならない。さらには

入院・通院治療中の患児や家族の生活の質

を十分に考慮した、治療施設のアコモデー

ションの整備も重要な課題であるが、本邦

における小児医療施設を概観した場合、上

記の要件を満たす施設は極めて限られてい

る。

２００８年度から著者らは我が国におい

て、より優れた小児がん治療成績と小児が

んの子どもたちにとって、より適切な治療

環境を得るためには、どのような小児がん

治療システムを作ればいいのか、どのよう

な理想像をめざして構築していけばよいの

かについて、我が国の小児医療体制の特徴

を考慮しながら、欧米、特にカナダ、米国、

英国における小児がん治療システムを参考

に検討してきた。

我が国の小児医療提供体制については、

近年、様々な問題点が指摘され、多くの議

論がなされている。日本小児科学会は「我

が国の小児医療・救急医療提供体制の改革

に向けて」と題した包括的な小児医療改革

案を作成している。この案は中核病院、地

域小児科センター、一般病院小児科、小児

科診療所がそれぞれの役割を担い、医療圏



で連携して小児医療体制を構築していくも

のであり、いわゆる小児医療の集約化によ

る均てん化を目指したものである。従って、

小児がん拠点病院の在り方についても当然、

この小児医療体制の在り方と整合性をもつ

ものでなければならない。

２００８年度から３年間にわたって、我

が国においてどのような小児がん医療体制

を構築していけば、より適切な小児がん医

療を、がんの子どもたちと家族に提供する

ことが可能になるのか、理想に近づけるこ

とが可能になるのかということを多方面か

ら検討し、我が国における小児がん拠点病

院の基準・あり方、そして、このことを実

現するために必要な方策について提言を行

うことを目的とし、本研究を行った。

Ｂ．研究方法

この目的のために、以下に述べる４項目

について多角的に検討を進めた。

（１）小児がん医療に携わる医療施設の現

状と診療体制、施設環境（入院設備のアコ

モデーション、患者・家族の生活環境、療

養中の教育や遊びに対する対応などを含

む）についてアンケート・実地調査を行う。

同時に集約化に関する医療施設・医師サイ

ドの意見の集約も行う。

（２）単なる夢物語としての理想論ではな

く、現実を踏まえた上で実現出来うる最良

の医療体制を構築していくため、小児がん

患者（survivor を含む）・家族自身の経験に

基づいた医療施設の現状や施設環境に関す

るアンケート調査を行い、小児がん医療に

対する被医療者サイドの思い、さらに一般

論としての小児がん医療に対する意見の調

査を行う。

（３）アジア、欧米における小児がん治療

施設の状況について情報収集を行う。

（４）日本小児血液・がん学会（日本小児

血液学会と日本小児がん学会が合併）が開

始しつつある小児血液・がん専門医制度が

今後の我が国における小児がん診療体制に

及ぼす影響についての検討を行う。

（倫理面への配慮）

平成 20 年度に改定された厚生労働省の「臨

床研究に関する倫理指針」ならびに「疫学

研究に関する倫理指針」を遵守し、各研究

を進めた。

Ｃ．研究結果

（１）「小児がん診療施設の現状」に関する

アンケート調査

厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研

究事業「神経芽腫におけるリスク分類にも

とづく標準的治療の確立と均てん化および

新規診断・治療法の開発研究」班（主任研

究者 池田 均）と協力し、全国の小児腫

瘍科、小児外科を標榜する診療科あるいは

日本神経芽腫研究グループに参加している

小児科を標榜する診療科、計１６４施設を

対象に診療体制、小児がん患者数、院内連

携、設備面などについてアンケート調査を

行った。その結果、①本邦では専門施設（小

児病院、一部の大学病院）といえる施設が

ある一方で多くは二次診療圏レベルの中核

病院で小児固形腫瘍の診療が行われており、

多くの施設は年間あたり極少数の小児固形

腫瘍の治療経験しかない、②首都圏では専

門施設と同等の要件を備えた病院が多数あ

るが一施設当たりの小児固形腫瘍患者数は

少なく分散している状態であること、③首

都圏以外では中核病院を中心に集約化され

ている地区と、核となる病院がなく多数の

病院が少数の患者の診療にあたっている地

区があることなどが明らかになった。また

２０歳未満人口１０万人あたりの小児が

ん・小児血液疾患の必要病床数は、約８．

６床／日と推定された。

（２）「わが国における小児病院の実情と問

題点」に関する調査

全国の主要な小児病院２０施設を対象に、

診療科、スタッフ数、病床数、院内保育士

の配置、面会制限、ボランティア活動、フ

ァミリーハウスなどの療養環境について調

査をおこない、同時に国立成育医療センタ

ーなど主要な６施設について診療科責任者

（主に血液腫瘍科）とのインタビュー調査

を行った。その結果、多くの小児病院にお

いては地域連携を図りながら紹介制をとり、

院内各科の連携が取り易く、小児の生活に

合わせた病院環境が提供しやすいといった

利点とともに、キャリーオーバー、高度な

専門性を要求されるが故の各専門分野での

人的対応能力の不足、初期、二次救急など

の小児救急医療への対応能力の限界、さら

には病院運営上の経済的な問題などに直面



しているなどの問題点も明らかになった。

未だ理想と現実のギャップに悩まされてい

るといってもよいかもしれない。

（３）「入院中の子どもの遊びにおける看護

師と患児家族の認識と現状」に関する研究

小児がんで長期入院を余儀なくされる子

どもの入院中の生活の質を保つ意味も含め

て、近年入院患児における“遊び”の重要

性と効果が認識されている。しかし、十分

に“遊び”に対する設備や環境を整えた医

療施設は少ない。中国四国地方の中核病院

の小児科病棟に勤務する看護師（小児看護

経験年数 5.2±4.9 年）１３２名と患児家族

８６名を対象に患児の入院中の“遊び”に

関する実情と認識の調査を行った。その結

果、看護師は“遊び”の重要性を認識して

いるものの、時間的余裕のないこと、また

“遊び”に関して専門的知識がないことか

ら病棟におけるチャイルドライフ・スペシ

ャリスト（ホスピタル・プレイ・スペシャ

リスト）や保育士の配置を望んでいた。一

方患児家族は、看護師に比較して、“遊び”

の必要性の認識が異なっており、治療経過

と患児の容態に気持ちが集中していること

が示唆された（小児保健研究 2010）。

（４）「入院中の子どものあそび環境」に関

する研究

小児がんで長期入院を余儀なくされる子

どもの入院中の生活の質を保つ意味も含め

て、近年入院患児における“遊び”の重要

性と効果が強調されつつあるが、医療関係

者において十分に“遊び”に対する設備や

環境の必要性が認識されているとは言い難

い。過去我が国において発表された入院中

の子どもの“遊び”に関する論文のレビュ

ーを行った。まだまだ我が国においては病

棟保育士、クリ二クラウン、チャイルドラ

イフ・スぺシャリスト、ボランティア活動

などに対する認識度が低いことが明らかに

なった。 詳細は学術論文としてまとめた

（小児科診療 2010）。

（５）「小児がん治療施設の療養環境に関し

て：国内の主要な小児がん治療施設に勤務

するチャイルドライフ・スぺシャリスト（Ｃ

ＬＳ）、ホスピタルプレイ・スペシャリスト

（ＨＰＳ）の目を通しての検討－入院中の

子どものあそび環境に関する」研究

「入院中の子どもの遊びにおける看護師と

患児家族の認識と現状」に関する研究、「入

院中の子どものあそび環境に関する検討」

に引き続き、入院生活におけるチャイルド

ライフの検討を行った。７名のＣＬＳ、Ｈ

ＰＳを対象に半構成的インタビューを行っ

た。現状についてまとめる。

①我が国においては全国の主要な小児医療

施設において現在２３名のＣＬＳ、6 名の

ＨＰＳが活動を行っているが、これは２

都道府県に一人の割合であり、米国や英国

における活動とは比較にならないほどの低

率である。

②プレパレーション、治癒的遊び、療養環

境整備、こどもたちの特別な日の計画・実

施、患児の親・兄弟の援助、スタッフの指

導・研究、病気の親を持つこどもたちへの

援助などが我が国におけるＣＬＳ、ＨＰＳ

の活動の中心となっている。

③我が国の小児医療施設に欠けているもの

（ハード面）として、ⅰ）全体的に殺風景、

ⅱ）年齢/発達に応じた環境の配慮が不十分、

ⅲ）家族が付き添うための設備が不十分、

ⅳ）こどもの聖域が少なく、その動線も不

適切、ⅴ）制限や病院規制による保護が強

い、ⅵ）患児と兄弟が遊べる環境がない、

ⅶ）医療者（医師・看護師）以外のスタッ

フが少ないなどが挙げられた。

④我が国の小児医療施設に欠けているもの

（ソフト面）として、ⅰ）病棟ごとの雰囲

気の差が大きく、医師・看護師以外のスタ

ッフへの理解が低い、ⅱ）当事者であるこ

どもや家族の直接の意見を取り入れず、専

門家に意見を求める傾向にある、ⅲ）「多少

の我慢は当たり前」「我慢できる子は良い

子」など我慢を美徳化した声掛けがみられ

る、ⅳ）「病院の規制」「前例がない」と大

人の都合を口にしがちである、などが挙げ

られた。

（６）小児がんの子どもを持つ保護者に対

する「小児がんを治療する施設の在り方」

に関するアンケート調査結果

がんの子どもを守る会の協力を受け、全

国の小児がん（治療中、治療終了後、逝去

を含む）の子どもをもつ保護者を対象にア

ンケート調査を行った。質問事項は属性、

診断名、現在の状況、治療内容、治療を受



けた医療機関の診療体制、入院中の環境（遊

び、学びなどを含む）や QOL、医療スタッ

フの対応、入院中・外来通院中の経済的負

担、治療を受けた施設までの距離（通院時

間など）、滞在施設の有無などを設定した。

さらに我が国における現在の小児医療体

制を概説したのち小児がん治療施設の集約

化による均てん化について自由記述を含め

て回答を求めた。アンケート調査は２００

９年末にがんの子供を守る会の会報により

協力者を募集し、２０１０年２月までに８

２名の回答を得た。

主な質問項目についてまとめる。

１）選択式質問項目に関する回答

①回答者の多くは母親であり、４０名は

関東地区在住であった。児の小児がん初発

年齢は、１~５歳が３６名、６~１２歳が２

３名と続いた。疾患は脳腫瘍が２５例、固

形腫瘍１５例、白血病・リンパ腫２７例、

その他２例、無回答１３例であった。４７

例はすでに治療が終了しており、治療中は

９例であった。26 例については逝去されて

いた。

②７３例は診療所や一般総合病院を最初

に受診し、大学病院・小児病院などの小児

がん専門施設に転送されていた。治療を受

けた病院は医師の紹介・勧めに従ったも

のが５９例であり、２３例は保護者の判断

で転送先が決定されていた。

③入院環境については、医師・看護師のほ

かに接点があったスタッフは、保育士（３

２例）、ソーシャルワーカー（３１例）、ボ

ランティア（２７例）、薬剤師（２７例）な

どが上位を占めた。

④施設のアコモデーションについては家族

用スペース、兄弟用スペース、図書ルーム

などの整備の必要性を指摘する回答がみら

れた。

⑤付き添いについては、２４時間いつでも

好きな時に付き添いが可能であった症例が

多かったが、きびしい面会制限を課されて

いた症例も２８例認められた。理想のあり

方としては圧倒的に２４時間いつでも好き

な時に付き添い可という回答が多かった。

付き添いに関する改善点については精神

的なケアの充実（５２例）、給食・仮眠室・

入浴室等の整備（４４例）、兄弟のケア（３

６例）院内保育所の整備（２９例）、病棟規

制の緩和（２７例）などが挙げられた。

⑥集約化における許容できる施設場所・許

容必要時間については、外来通院施設・入

院施設とも都道府県に１ないし２~３施設

という回答が多数を占めた。施設を訪れる

ことに要する必要時間は１~２時間が圧倒

的多数を占めた（入院施設６６例、外来通

院施設６７例）。

⑦治療を受けた施設で不足したことについ

ては、精神的・心のケア（２１例）、家族へ

の配慮（１６例）、遊び・勉強への配慮（１

６例）、付き添い者への設備・配慮（１２例）、

医療者の知識・技術・経験（８例）、十分な

説明（５例）の回答があった。

⑧治療施設を選ぶ際に重要視する点につい

ては、治療内容・実績・専門医が６４例と

圧倒的に多かった。その他に治療中のＱＯ

Ｌ（院内学級・保育士の整備他 ３０例）、

主治医やスタッフとの信頼関係（２２例）、

施設場所（自宅近く ２１例）の回答があ

った。

２）自由記述部分に対する回答

自由記述部分からは、非医療側の医療サ

イドに求める生の声が切実に伝わる回答が

得られた。均てん化については、多くの保

護者が当然のように求めていたが、集約化

については、その程度において様々な意見

がみられた。多くは２－３の近隣する市町

村に１施設から都道府県に２－３施設、都

道府県に１施設との回答であった。集約化

は望ましいが、過度になると多くの居住地

域の医療的過疎が起こるという危惧が述べ

られていた。また施設間連携を強く望む記

述も多く認められた。自身の子どもが治療

を受けた施設で改善すべき、あるいは不足

していた点は何かという問いに対しては、

担当医の説明不足、担当医の専門的知識・

経験不足、チーム連携あるいは診療科間の

連携不足、他科医師の小児がんに対する知

識不足を挙げる回答が特に固形がん経験者

の保護者に多くみられた。また経済的な問

題、宿泊施設などの環境整備、患児以外の

家族への対応を挙げた保護者も多かった。

医師を含め医療スタッフに対しては心のケ

ア、やさしさを求める声が多かった。

理想とする小児がん治療施設と現実的な

ギャップがある現在の我が国において、わ

が子が小児がんと診断された場合、治療を

受ける病院を選択するに当たって何を重要

視するかとの問い（自由記述）に対しては、



専門的で高度な治療を受けることができる

施設、その医療施設における治療経験と治

療成績、医師個人の優秀度、滞在施設など

が整備されている施設などがあげられてい

た。注目すべきは小児がん全体としての施

設を選択するのではなく、各疾患（例えば

脳腫瘍なら脳腫瘍、ユーイング肉腫ならユ

ーイング肉腫というように）特異的に専門

施設を求め、その情報の公開を求める回答

が多かったことなどがある。

（７）「アジア、欧米における小児がん治療

施設の状況について情報収集を行ない、我

が国の実情に合わせ、長所の導入を図る」

研究に関する検討

カナダ オンタリオ州トロント市内にあ

る The Hospital for Sick Children

（Sickkids）は北米大陸においてわが国と

医療制度が近似しているカナダにおける代

表的かつ高名な小児病院である。２０１０

年夏まで Sickkids に留学・活動を行った研

究協力者 坂口を通じて経済状況を含めハ

ード、ソフト両面での情報提供を受け、北

米における小児がん治療施設の現状につい

て解析を行ったが、医療関係だけで１２０

０名、研究部門１６５０名、非医療関係ス

タッフ３４００名を擁する規模の小児病院

の設立は、経済的背景、運営母体を含め、

我が国においては、実現が極めて困難な状

況である。

また近隣諸国における小児がん医療体制

の実情の把握も重要であり、韓国における

小児がん医療体制、教育・専門医制度につ

いて、ソウル国立大学 Hee Young Shin 教

授より２００７年に制定された韓国におけ

る小児がん専門医制度の規約・細則の提供

を受け、検討を行った。韓国においては１

９７０年代以降の米国における多施設共同

研究システムの影響を強く受けており、集

約化は我が国に比して進んでいるが、背景

にある医療制度、医療体制の違いもあり、

現在、翻訳を含め検討を継続中である。

（８）「小児がん治療における専門医制度の

在り方」に関する研究

日本小児血液学会と日本小児がん学会は

合同で小児血液・がん専門医制度を設立し、

暫定指導医の申請受付をスタートさせてい

る。その目的は、１）専門医による、より

高度かつ適切な治療を求める社会的要請に

応じ、２）小児血液・がん医療のさらなる

向上による、これら難治疾患の治療成績の

より一層の向上、３）中核病院とネットワ

ーク整備による治療の標準化、地域格差の

解消とされている。その骨子は小児血液・

がん治療医師の教育研修制度の確立、経験

技能の評価、施設基準の設定と評価認定制

度、施設人材の有効利用のための集約（言

い換えれば地域の特性を生かした施設間連

携）化であり、さらに小児血液・がんの基

礎的、臨床的研究の推進体制の確立などで

ある。

都道県別小児人口から推計した小児腫瘍

性疾患発生数などに基づく小児血液・がん

治療専門施設の必要数などをシュミレート

した上で、小児血液・がん専門医の将来的

な必要数、疾患別（小児がんの種類別）専

門施設の必要数などを推測し、専門医制度

規則、細則が作成されている。この中で本

研究課題とも密接に関係するのが、専門医

ならびに指導医認定基準と専門医制度研修

施設の設定基準であり、このなかで①小児

血液・がん専門医が常勤で勤務し、内 1 名

以上は指導医であること、②小児がんを専

門とする小児外科医が勤務していること③

放射線診断・治療ができること。④造血細

胞移植の実績があること、⑤小児血液・腫

瘍性疾患の専門的な細胞および病理診断が

できる体制にあること、⑥直近の３年間に

相応の種類と数の症例の診療実績があるこ

と、⑦小児がんおよび血液疾患登録が適切

になされていること、⑧基準に合った小児

血液・がん専門医研修カリキュラムが作成

され実施されていること、⑨小児血液・小

児がんの臨床研究に参加していること、⑩

院内の複数部門が参加する小児がんカンフ

ァランス（Tumor Board）が開催されてい

ること、⑪院内倫理審査委員会が定期的に

開催されていること、⑫緩和ケアの体制が

整備されていること、⑬小児患者の療養環

境（院内学級や宿泊施設の設置、保育士・

ＣＬＳ・ＨＰＳ等の配置などを含む）が整

えられていることなどが研修施設の必要条

件として要求されている。

Ｄ．考察

現在、我が国においては、がん対策が国

民の健康的な生活を守るための大きな課題



としてとりあげられ、全国どこでも、そし

て誰でもがんの標準的な専門医療が受ける

ことができるよう、がん治療施設の整備が

進められている。 具体的には①がん専門

医などの育成、②がんの早期発見に係る体

制などの充実、③医療機関の役割分担とネ

ットワークの構築、④がん登録制度、⑤情

報の提供・普及などが検討されている。 各

医療圏ごとにがん治療の中核となる施設を

設置し、その施設を中心に充実した医療が

提供できるよう、施設間の人的交流を含む

ネットワークづくりが進められている。

小児がん領域においても、全国どこでも、

だれでも医療技術の格差のない小児がんの

標準的な専門医療が受けられることが理想

であろう。小児がんの適切な治療は小児科

や小児外科だけでできるものではなく、施

設内の多くの診療科、たとえば、脳外科、

整形外科、耳鼻科、眼科、泌尿器科、放射

線科、臨床検査部、病理部といった部門と

の協力が不可欠となる。また小児がんを専

門とする小児科医に加え発育・発達期にあ

る小児の様々な問題を総合的に、かつ的確

に判断できる小児科医が治療を進めていく

うえでは必要不可欠となる。さらに専門的

な知識や技術、そして経験を持った看護師

は極めて重要な役割を果たしている。

長く、辛い入院生活を、さらには退院後

の通院生活、そして復学などの社会復帰を

支えてくれる院内学級の教師、院内保育士、

チャイルドライフ・スぺシャリスト、プレ

イ・スぺシャリスト、臨床心理士、ソーシ

ャルワーカー、さらにはボランティアとい

ったスタッフがチームを作ってがんの子供

たちを支援していくことも極めて重要と考

えられている。

治療施設の設備や機能も大切であり、

だれもが環境が整備された病室で、付添の

保護者への対応も十分できる設備を持った

施設で治療を受けたいと願っており、面会

制限なども可能な限り撤廃すべきであろう

し、ファミリーハウスなどの設置も渇望さ

れている。

既に述べたように、適切な小児がん治療

を行うためには小児がん治療専門医を中心

とした、医療チームの存在が必要不可欠で

あり、この医療チームは一般小児科医、小

児科専門医、小児がん・血液専門医、小児

外科専門医、放射線科医、病理医などの医

師、専門看護師、薬剤師、栄養士、臨床心

理士、ソーシャルワーカー、チャイルドラ

イフ・スペシャリスト、教師などによりバ

ランスよく構成されなくてはならない。

本邦における小児医療施設を概観した場

合、現状では、上記の要件を十分に満たす

施設は極めて限られている。従来からの我

が国における小児医療供給体制や地域性に

加え、小児科専門医の不足など人的な条件

も加わり、現状のままでは、すべての小児

がんのこどもたち・家族にとって、最善の

医療が提供されているとは言い難い。

現状を打破する方策として、小児がん治

療拠点病院を中心とした小児がん治療ネッ

トワークシステムを構築することが考えら

れる。このため、どのような理想像をめざ

して構築されていけばよいのかについて、

２００８年度以降、様々な角度から検討を

加えた。

現実的に小児医療提供体制について、集

約化と均てん化の必要性は、多方面から指

摘されてきたことであり小児全体の健康・

福祉の面からも極めて必然性のある重要な

問題である。小児がん治療拠点病院を中心

とした小児がん治療ネットワークシステム

も当然、小児医療提供体制の枠内で整合性

を持つべきシステムであるので、この意味

からも本研究の意義は極めて重要と考えら

れる。また、単に医療施設の充実というハ

ード面のみならず、小児がん治療中とはい

え、子どもの権利である「遊ぶ」「学ぶ」を

十分に守ることができ、闘病中の小児なら

びに家族の Quality of Life を十分に配慮し

た医療体制の発展が必要不可欠と考えられ

る。 これらの面においては、我が国の小

児医療施設の整備は、いまだ不十分であり、

認識、対応も遅れていると言わざるを得な

い。

過去３年間で得られた知見そして提言が、

今後の我が国における小児がん医療の更な

る発展の一助となることを願う。

Ｅ．結論

小児がん医療について、小児がん拠点病

院を中心とした小児がん治療ネットワーク

の構築、すなわち集約化と結果的な均てん

化は、我が国の小児医療提供体制で問題点



として長く指摘されてきたポイントの解

決・改善とも連動し、我が国における小児

の健康・福祉の面からも極めて重要な課題

である。本研究で得られた知見は極めて重

要と考えられる。また、単に人的、物理的

な医療施設の充実というハード面のみなら

ず、治療を受ける側のこどもたち、そして

家族の権利や Quality of Life そして利便性

を十分に尊重したシステムの構築が肝要で

ある。
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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


