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小児がん患者のスムーズな復学のための本人・家族への支援に関する研究

研究分担者 上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科准教授

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、多角的な

視点から研究を実施した。すなわち、小児がん患者が支援を受けるべく教育システムの視点、医療施設

内資源の視点、一例として看護師による感染症に関する情報支援の視点、小児がん患者を受け入れるべ

く小中学校の児童生徒・教員・校長の視点、最終年度には小児がん経験者本人の視点から、課題に接近

した。調査に際し、東京大学大学院医学系研究科および JPLSG 運営委員会、あるいは各調査施設の倫理

審査委員会の承認を得て行った。

【研究１】 病院内にある学級・学校に転学する際に、学籍を移動する場合の目安となる期間やその理由、

学籍を移動しない状態での教育保障の現状を明らかにし、小中学校等から学籍移動しない教育制度の運

用、すなわち、「通級による指導扱い」「適応指導教室モデル」「交流及び共同学習モデル」「訪問指

導教員派遣モデル」を提言し、病気療養児の復学への支援について考察を行った。

【研究 2】 医事課、病棟およびいわゆる院内学級への調査により、在宅復学移行期で、前籍校に理解を

得るための支援として医療側へのニーズが顕在化していた。また、退院後早期の教育支援空白や、幼児・

高校生年代への支援不足の課題も明らかになった。

【研究 3】 小児がん患児の復学支援として、看護師が行っている感染症に対する情報提供内容と、4つの

時期、3 種類の対象者が明らかになった。

【研究 4, 5, 6】 小中学校の児童生徒、一般教員、学校長に対する意識調査を実施した。児童生徒の間では、

子どもががんになることを知っている者は 6割程度であり、情報源の中心はテレビであった。小児がん

経験者に対して抱くイメージや態度は概して好意的であったが、予後の良いことについて知る者は１割

程度であった。イメージや知識の持ち方は、児童生徒と教員とでほぼ一致しており、小児がんの予後が

改善しているという知識の普及は教員・児童生徒の双方に対して重要と考えられた。また学校長の間で

は、小児がん患者に対応した経験のある教員が少ないことが、患児の復学の際に問題になると考えられ

ていた。円滑な復学のために必要な資源としては、特別支援教育に関する人員・予算や医療関係者によ

る小児がんについての出張研修会等があげられた。

【研究 7】 思春期発症で現在高校生・大学生年代の小児がん経験者に対して、病気の開示の実態と、開示

に対する満足度、および Quality of Life との関連の検討を行った。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。

以上より、現行の教育制度の運用で病児の教育保障は可能であること、治療中からの復学支援はいわ

ゆる院内学級教員の主導で実施されているが、幼児や高校生年代では資源が乏しいこと、復学先となり

うる一般の小中学校の児童生徒・教員・校長はいずれも小児がん経験者の受け入れに対して好意的な態

度を有するものの、小児がんに関して正しい知識をもっているとは言えないこと、したがって一般集団

への正しい知識の普及とともに、実際の復学に際し前籍校の教員などに対する情報支援に関しては医療

者への期待が大きいことが示された。また小児がん患者本人への支援としては、彼らのニーズを細やか

に受け取りながら、彼ら自身が望むような開示のサポートを行うことが必要と言える。



病院内にある特別支援学級及び特別支援学校(病弱)に関する実態調査

－都道府県政令指定都市教育委員会と院内学級を対象に－

武田 鉄郎 和歌山大学大学院教育学研究科 教授

田中賀陽子 和歌山市教育委員会 学校カウンセラー

平賀健太郎 大阪教育大学教育学部 准教授

泉 真由子 横浜国立大学教育人間科学部 准教授

上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 准教授

堀部 敬三 国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター長

A．研究目的

病院内にある学級・学校に転学する際に、学籍

を移動する場合の目安となる期間やその理由、学

籍を移動しない状態での教育保障の現状を明らか

にすると共に、小中学校等から学籍移動しない教

育制度の運用を検討することを通して、病気療養

児の復学への支援について考察を行う。

B．調査方法

都道府県・政令指定都市の 64 教育委員会（調

査１）と日本小児白血病リンパ腫研究グループ

（JPLSG）の登録施設と一部のがん診療連携拠点

病院の院内学級188施設を対象（調査２）に、学

籍移動や教育保障の実態、在籍児童生徒数や在籍

はしていないが指導を行った児童生徒数など、復

学支援に関する調査を実施した。2009年1 月に郵

送によるアンケート調査を発送し、３月末日まで

に回収した。

C．調査結果

調査１ 都道府県・政令指定都市教育委員会への

実態調査都道府県・政令指定都市教育委員会 64

ヶ所のうち 53 ヶ所から回答があり、回収率は

82.8％であった。調査２ 病院内にある特別支援学

級及び特別支援学校(病弱)への実態調査回収率

は、188 院内学級中 69 学級からの回答があり

36.7%であった。

調査1

入院してきた児童生徒の学籍を移動する目安

となる期間については、期間を設けていないと回

答した教育委員会が30（56.6％）を占め、入院期

間の短期化に対応していることが明らかになっ

た。また、小中学校からの学籍移動を行わない児

童生徒に対して、病院内で教育保障を行っている

かという問いに対して、「行っている」と回答し

たところが19（35.8％）の自治体から回答があり、

そのうち、「出席扱い」をしている自治体が10 ヶ

所(18.9%)あったことが明らかにされた。その理由

として、「通級指導教室」「不登校と同じ考え方」

「校長の判断」が挙げられた。

調査２

学級等に在籍した児童生徒数は 1,726 名であっ

た。それに対して、在籍していないが学習指導を

行った児童生徒数は524 名で、在籍した児童生徒

数の 30.4%であったことが明らかになった。在籍

していないが学習指導を行った児童生徒の疾患別

人数の割合をみると、腫瘍などの新生物12％、腎

臓疾患38.1％、呼吸器疾患50.7％であった。

D．考 察

本研究において、短期入院等で学籍移動を行う

ことができず、病院内教育を受けることができな

い児童生徒のために、「通級による指導扱い」「適

応指導教室扱い」「校長の判断」の理由で学籍を

移動せずに自治体レベルで対応していたことが明

らかになった。上記の理由以外に、復学支援モデ

ルとして、「交流及び共同学習モデル」「訪問指

導教員派遣モデル」を提言した。

E. 結 論

本研究では、短期入院等で学籍移動を行うこと

ができず病院内にある教育機関で教育を受けられ

ない問題に対して、一部の教育委員会ではあるが、

学籍移動を伴わなくても教育保障を行っているこ

とが明らかにされた。現行の教育制度を運用し、

「通級指導モデル」「適応指導教室モデル」「交

流及び共同学習モデル」「訪問指導教員派遣モデ

ル」「校長の判断」で学籍移動しなくても教育を

保障できることを提言した。しかし、院内学級に

在籍者がいなくなると、院内学級そのものが消滅

してしまう恐れがあり、今後、検討していく必要

がある。



医療機関といわゆる院内学級における小児がん患者の復学に向けた取り組み

上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 准教授

東樹 京子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 客員研究員

武田 鉄郎 和歌山大学大学院教育学研究科 教授

堀部 敬三 国立病院機構名古屋医療センター臨床研究センター長

A．研究目的

小児がん治療が長期入院を必要とする日本の現状に

あっては、小児がんを患った子どもたちに継続的な教

育や学校生活を保障することが必要である。本研究で

は、小児がんを治療している医療機関と、いわゆる院

内学級における、復学のための支援の実態を明らかに

することを目的とした。

B．調査方法

対象は日本小児白血病リンパ腫研究グループ

（JPLSG）参加全施設と、一部のがん診療連携拠点病院

計188施設を対象とした。各施設の医事課宛てに、医

事課担当者用、病棟管理者用、院内学級教諭用の3通

の質問紙を送付し、配布と回答を依頼した。倫理的配

慮として、施設名はID番号で管理した。JPLSG運営委

員会および東京大学大学院医学系研究科の倫理審査委

員会の承認を得て行った。

C．調査結果

医事課77施設（回収率41.0%）、病棟72施設、整形

外科３、脳神経外科１を含む74病棟（回収率37.9%）、

院内学級61施設（院内学級の設置があるとされる165

施設中37.0%）から回答を得た。

医事課の回答により 2007 年度に退院した小児がん

患者数は記載のあった68施設合計で延べ2,883名、就

学前1,067名（37.0%）、小学生1,063名（36.9%）、中

学生424名（14.7%）、高校生327名（11.3%）、疾患別

では、ALL 799 名（27.7%）、AML その他の白血病 343

名（11.9%）、脳腫瘍395名（13.7%）であった。小児慢

性特定疾患治療研究事業登録数と比較すると 2)、白血

病が多く、脳腫瘍の割合が少ない特徴が見られた。

担任や級友などとの前籍校とのつながりの支援は、

入院初期・在宅復学移行期ともに、主に院内学級教諭

によって取り組まれていた。在宅復学移行期には、病

棟においても、約５割で担任とのつながりの支援を行

っているという回答であった。

復学のための話し合いは、入院初期で、病棟の２割、

院内学級の５割で、在宅復学移行期で、病棟の５割、

院内学級の８割で行なっていると回答した。話し合い

の内容としては、入院初期の病棟では、病気について、

治療について、感染についてなどが中心であり、精神

面への支援は院内学級の教諭が担っていた。在宅復学

移行期では、病棟・院内学級の双方で、感染への支援

についても精神面への支援についても行なっていると

いう回答であった。担任や級友などとの前籍校とのつ

ながりの支援は、入院初期・在宅復学移行期ともに、

主に院内学級教諭によって取り組まれていた。在宅復

学移行期には、病棟においても、約５割で担任とのつ

ながりの支援を行っているという回答であった。

一部の院内学級教諭より、病棟からの患児に関する

情報の不足が指摘されていた。また保育士の不足など

未就学児に対する支援の不足、高等部の不足など高校

生に対する支援の不足、退院後早期の教育空白の問題、

前籍校教諭の認識不足の課題が抽出された。看護師に

よる出前講義が成功した、医療側からの具体的なアド

バイスが有効であるなど、医療スタッフからの説明へ

のニーズが示された。

D．考 察

学習支援に加えて前籍校とのつながりの支援や精神

面への支援など、復学支援の多くを院内学級教諭が担

っていた。患者のスムーズな在宅復学移行を支援する

ために前籍校に理解を得る上で、医療スタッフへのニ

ーズは高かった。普段からの学校への準備的教育介入

や、入院初期からの医療スタッフによる働きかけ、在

宅復学移行期でのより積極的な関わりが望まれる。

E. 結 論

１）復学支援は多くの医療機関で行なわれ、病棟と院

内学級との役割分担ができていた。

２）在宅復学移行期で、前籍校に理解を得るための支

援として医療側へのニーズが顕在化していた。入

院初期の復学支援を院内学級に任せるばかりで

なく、医療側も入院初期から復学を見越した支援

をより積極的に行っていくことが望まれる。

３）退院後早期の教育支援空白や、幼児・高校生年代

への支援不足の課題も明らかになった。

謝辞 JPLSG運営委員長 鶴澤正仁先生と、参加施設

の皆様に深謝いたします。



小児がん患児の復学支援 ―感染症に対する看護師からの情報提供―

東樹 京子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 客員研究員

山本 光映 聖路加看護大学大学院小児看護学専攻 大学院生

佐藤 伊織 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 大学院生

三井 千佳 同 上

野中らいら 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 客員研究員

村山 志保 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 助教

吉川久美子 聖路加国際病院 副看護部長

上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 准教授

A.研究目的

小児がん患児の入院から復学後の過程で、

看護師が行う感染症に対する情報提供内容を

明らかにすることを目的とする。

B.方法

都市部にある2施設の看護師、医師、院内

学級の教員、医療ソーシャルワーカー、小児

がん経験者、保護者といった18名を対象に、

半構造化面接を実施し、質的分析を行った。

なお、該当する2施設の倫理委員会の承認を

得た。

C．研究結果

看護師からの情報提供内容として、時期、

対象者別に情報提供内容が明らかになった。

時期は、入院中、一時退院時、退院時、復学

後に分類された。対象者は、患児、保護者、

前籍校の教員に分類された。情報提供内容は、

患児自身のうがいや手洗いといった感染予防

行動に関する[感染予防]、患児の周囲の者に

よる感染症の媒介を予防する[感染媒介予防]、

感染症の症状やその特徴を知る[感染症の知

識]、医療機関を受診する場合の判断と受診に

至るまでに行う対応についての[受診を要す

る場合の対応]、保護者が、医療機関、前籍校、

地域を中継し、連絡を取り合えることを促す

[連携]であった。入院中は、患児と保護者に、

[感染予防] [感染媒介予防] [感染症の知識]

を中心に情報提供を行っていた。一時退院時

は、患児と保護者に、[感染予防] [受診を要

する場合の対応]について行っていた。退院時

は、患児、保護者、前籍校の教員に、[感染予

防] [感染媒介予防] [感染症の知識] [受診を

要する場合の対応] [連携]について行ってい

た。復学後は、患児、保護者、前籍校の教員

に、[感染予防] [感染媒介予防]を中心に情報

提供を行っていた。

D.考察

情報提供を行うには、患児の入院中から、

学校生活の詳細な場面を想定する必要がある。

看護師は、他職種と連携を強化することによ

って、必要な情報提供内容を明確にすること

を要する。

E.結論

小児がん患児の復学支援として、看護師が

行っている感染症に対する情報提供内容と、4

つの時期、3種類の対象者を明らかにした。



児童生徒の小児がんの認識および小児がん経験者への態度調査

上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 准教授

副島 堯史 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 大学院生

東樹 京子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 客員研究員

武田 鉄郎 和歌山大学大学院教育学研究科 教 授

A．研究目的

小児がん患者が学校生活への復帰を円滑に行うため

には、同級生となる児童生徒の小児がん経験者に対す

る認識や態度が重要になってくると思われる。本研究

は、一般の児童生徒が、小児がんに関してどれほど関

心や知識をもっているか、どのようなイメージを抱き、

どのような態度を有しているかを明らかにすることを

目的とした。

B．調査方法

和歌山県下の小学校２校および中学校１校におい

て、小学校３年生から中学校３年生までの全児童生徒

1,234 名を対象に、無記名自記式質問紙調査を実施し

た。手続きは、各校長「および担任教諭の了解を得た

上で、質問紙と保護者向けおよび児童生徒向け説明書

を各クラスにて配布し，保護者および児童生徒の同意

の下に自宅での回答を依頼した。回答は各担任を通じ

て行なった。

倫理的な配慮として、調査への参加・不参加や回答

内容を、担任や他の児童生徒が知ることのないよう、

あらかじめ配布した封筒に厳封して回収することとし

た。なお、調査の性質上、質問紙で尋ねた内容につい

て正しい知識を普及するために作成したリーフレット

（付録）を、調査終了後に児童生徒に配布した。東京

大学大学院医学系研究科倫理審査委員会の承認を得て

行なった。

C．調査結果

全体で 880（71.3%）の有効回答を得た。408 名

（46.4%）が男子で、入院経験のある者は 281 名

（31.9%）であった。「がん」について聞いたことがあ

ると回答した者は845名（97.9%）であったのに比し、

「小児がん」について聞いたことがあると回答した者

は510名（59.4%）であった。

以降、この510名に関する分析を行なった。この中

で小児がん経験者に会ったことのある者は 14 名

（2.7%）、両親や友人から聞いたことのある者は 104

名（20.4%）、授業で聞いたことがある者は50名（9.8%）

であり、多くの者はテレビで見たことがあると回答し

た（447名（87.6%））。

小児がん経験者に関する知識を尋ねたところ、闘病

生活や長期入院に関しては、よく知られていたが、予

後のよいことや易感染性、院内学級については、よく

知っている者は41名（8.0%）、125名（24.5%）、172

名（33.7%）と少なかった。小児がん経験者に対して

抱くイメージは、「我慢強い」および「大変そうな」の

得点が高かった。

障害児に対する子どもたちの好意的な態度を促進

させる介入評価の為に開発された自記式尺度である

Chedoke-McMaster Attitudes Toward Children with

Handicaps(CATCH)scale から、原著者に承諾を得た上

で、所定の手続きを経て、日本語版小児がん対応CATCH

scale を作成した。本研究における Cronbach’s α

=0.884 であった。これを用いて小児がん経験者に対

する態度を尋ねたところ、概して好意的であり、特に

「学校行事」や「隣の席」など学校生活における項目

や「からかわれていたら助ける」などの項目で「とて

もそう思う」を選ぶ者が多かった。また「かわいそう

だと思う」は、「とてもそう思う」「少しそう思う」者

が多い結果であった。

D．考 察

「子どもががんにかかること」の認知度は低く、、

「がん」は大人がかかる病気だと考えている者も多く

いるようだ。情報源として、テレビの影響力が広域で

あると推定された。一方、学校の授業で積極的にとり

あげられる割合が少ないことも明らかになった。小児

がん患者の学校生活への復帰を円滑なものとするため

には、受け入れ側の児童生徒に正しい知識をもっても

らう必要があり、特によい予後に関しては、知識の普

及をはかる必要があると考えられた。イメージや態度

は概して好意的であったが、実際の小児がん患者の復

学に際しては、闘病生活を送った者として敬意を払い

つつ級友としてフランクな関係が育まれるように、見

守る必要があるだろう。

E. 結 論

本調査結果は、一般児童生徒が、小児がんや小児が

ん患者に関してもつ知識やイメージ、態度の実態が、

明らかになった。



付録



小中学校一般教員の小児がんの認識および小児がん経験者への支援に関する態度調査

村山 志保 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 助教

副島 堯史 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 大学院生

東樹 京子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 客員研究員

佐藤 伊織 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 大学院生

平賀健太郎 大阪教育大学教育学部 講師

武田 鉄郎 和歌山大学大学院教育学研究科 教授

上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 准教授

A. 研究目的

小中学校一般教員の、小児がんや小児がん経験者に

関する認識、ならびに小児がん経験者への支援につい

ての態度を明らかにすることを目的として、調査を行

った。

B. 研究方法

和歌山県下の小学校2校と中学校1校において担任

を務める教員35名、および2009年8月～10月に計2

回行われた、特別支援教育に関する研修会に参加した

教員210名を対象に、無記名自記式質問紙調査を行な

った。調査にあたり、東京大学大学院医学系研究科倫

理審査委員会の承認を得た。

C. 研究結果

全体で205名（83.7％）から有効回答を得た。小児

がんや小児がん経験者に関する知識では、小児がんの

予後が改善していることをよく知っている者は 16 名

（7.8％）にすぎなかった。小児がん経験者に対して抱

くイメージは、「我慢強い」および「大変そうな」の得

点が高かった。また、小児がん経験者の支援について、

受け持ちをした場合には、疾患の理解に努めることや、

保護者との連絡は、「行なうと思う」と回答した者がそ

れぞれ193名（94.1％）、191名（93.2％）と多かった

が、経験者に対する補習をすることや、医療関係者と

の話し合いのために病院へ出向くことは、「行なうと思

う」と回答したものが、それぞれ119名（58.0％）、127

名（62.0％）と比較的少ない傾向にあった。

D. 考察

小中学校の一般教員が小児がん経験者に抱くイメー

ジから、一般教員が経験者に対し、共感的であること

がうかがえた。小児がんの予後が改善しているという

知識を一般教員に普及すること、小児がん経験者の復

学の際にニーズが大きい、学習の遅れに対する支援を

復学時のフォローアップに組み込むこと、復学の際に

医療従事者と教員の直接的な情報交換を促進すること

の必要性が示唆された。

E. 結論

小児がん経験者を担任として受け持った場合には、

疾患の理解に努めると回答した教員が多い一方、小児

がんの予後が改善していることを知っている教員は少

なく、正しい知識の普及が必要である。さらに、小児

がん経験者の学習の遅れに対する配慮や、医療関係者

との連携の促進が重要である。



小児がん患者の復学に関する公立小中学校長の意識調査

野中らいら 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 客員研究員

東樹 京子 同 上

佐藤 伊織 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 大学院生

三井 千佳 同上

平賀健太郎 大阪教育大学教育学部 講師

武田 鉄郎 和歌山大学大学院教育学研究科 教授

上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科家族看護学分野 准教授

Ａ．研究目的

本研究の目的は、小児がん患者の復学に関する学校

長の意識を明らかにするとともに、学校長にとって必

要であり、医療関係者が提供可能な資源への示唆を得

ることである。

Ｂ．研究方法

2009 年 11 月から 12 月にかけて、全国の公立小中

学校計 31565 校から層別無作為抽出によって選定し

た、学校長 2000 人を対象に自記式質問紙調査を実施

した。

倫理的配慮として、データは ID 番号で管理して学

校と個人が特定できない形で処理することを文書で説

明し、研究への参加を同意した対象者から同意書に署

名を得た。同意書と質問紙は回収後すみやかに切り離

し、それぞれ別の場所に鍵をかけて厳重に保管した。

なお、本研究は東京大学医学部・医学系研究科倫理委

員会の承認を受けて実施した。

Ｃ．研究結果

517通(26.1%)の有効回答を得た。対象者のうち男性

は 415人(87.2%)、女性は 66人(12.8%)であった。平均

年齢は 56.1歳、平均教員経験年数は32.7年、平均学校長

経験年数は4.3年であった。

小児がん患者が在籍している際に行おうとする学

校長の配慮に関連する要因は、小児がんや患者につい

て知る必要があると意識し、特別支援教育を推進する

学校の雰囲気を高く評価していることであった。

患者の復学にあたって学校にあると考えられる困

難は、小児がん患者に対応した経験のある教員が少な

いこと、学校現場の教員が多忙であること、医療情報

に関する教員の研修の機会が少ないこと等があげられ

た。円滑な復学のために必要な資源として、特別支援

教育に関する人員・予算、医療関係者による小児がん

についての出張研修会があげられた。

Ｄ． 考察

本調査では、小児がん患者の復学にかかわった経験の

ある学校長が約９%であることが明らかになった。

また、学校長は緊急時の対応、保護者の連絡、学校職員

間で共通の認識をもつこと、疾患の理解に意欲的であった。

学校にあると考えられる困難としては、小児がん患者の復

学を経験した教員が少ないこと、教員の知識や対応にばら

つきがあることがあげられた。医療関係者が提供できると

考えられる資源としては、相談窓口を設けること、小児が

んについて研修会を開くこと等に、学校長のニーズがあっ

た。

研修会や相談窓口を設けること等によって学校長や教

員を支援するとともに、学校現場からの意見を取り入れ、

教員と医療関係者とが協働して小児がん患者の復学をサ

ポートするシステムづくりが必要だと思われる。

Ｅ． 結論

学校長の、小児がん患者の復学に関する配慮には、

学校のもつ、特別支援教育を推進する雰囲気への高い

評価と、小児がんに関する知識への高い関心が関連し

ていた。医療関係者は、安全な学校生活を支えるため

の知識や疾患や入院生活に関する知識について研修会

を開くことや教員の相談にのること等の資源を提供で

きると考えられた。



思春期がん経験者の病気に関する自己開示と QOL

三井 千佳 東京大学大学院医学系研究科 大学院生

山崎あけみ 東京大学大学院医学系研究科 講師

上別府圭子 東京大学大学院医学系研究科 准教授

医療機関協力者

前田尚子（国立病院機構名古屋医療センター小児科）

堀部敬三（国立病院機構名古屋医療センター臨床研究

センター長）

浅見恵子（新潟県立がんセンター新潟病院小児科）

原 純一（大阪市立総合医療センター小児血液腫瘍科）

井田孔明（東京大学医学部附属病院小児科）

康 勝好（埼玉県立小児医療センター血液・腫瘍科）

小澤美和（聖路加国際病院小児科）

真部 淳（聖路加国際病院小児科）

A. 研究目的

思春期がん経験者の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。

B. 研究方法

12～18 歳でがんの診断を受け、現在寛解また

は治癒状態の 16～22 歳の者とした。

（倫理的配慮）対象者本人および保護者より書面

にて同意を得た。また各調査施設の倫理委員会の

承認を得た。

C. 研究結果

39 名に質問紙を配布し、31 名から有効回答を

得た（有効回答率 79%）。

１．病気に関する自己開示

１）開示相手

診断当時の開示相手は母親 15 名、友人 6 名で

あった。現在は母親 11 名、友人 10 名であった。

２）開示内容

診断当時、「結婚・子どもを持つこと」につて

話している者が最も少なかった。現在も「結婚・

子どもを持つこと」は話す程度が最も低かった。

３）開示に対する満足度

開示に対する満足度は、診断当時は平均 4.7 点、

現在は平均 4.5 点であった。

２．Quality of life（QOL）の関連要因

現在治療が終了し、日常生活上の困難がなく、

現在の開示に対する満足度が高いほど精神的健

康が高かった。

D. 考察

診断当時の開示相手として最も多かったのは

「母親」であり、現在では「友人」を選択した者

が増えていた。思春期がん経験者は成長とともに

開示相手が変化すると考えられる。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」は最も話さない内容であった。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、彼ら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

する満足度が精神的健康に影響していた。

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
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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

該当なし。

２．実用新案登録

該当なし。

３．その他

該当なし。


