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癌患者の子どもへのチャイルドサポート介入調査および子どもを持つがん患者さんをサポートするための

サロンを訪れるがん患者の意識およびニーズ調査の研究

研究分担者 田巻 知宏 北海道大学病院 腫瘍センター 助教

研究要旨

北海道大学病院では平成 23 年 4 月よりチャイルド・ライフ・スペシャリストが

腫瘍センター緩和ケアチームに配属され、様々なチャイルドサポートを行なってい

る。その活動の中に子どもを持つがん患者をサポートするためのサロン「わかばカ

フェ」があり、子どもをもつがん患者に特化したサロンは日本でも少ないため、そ

の利用者のニーズを調査し、知見を得る。

研究協力者

藤井あけみ 北海道大学病院 腫瘍センター

チャイルドライフスペシャリスト

A.研究目的

北海道大学病院のがんサロンは、チャイルド・

ライフ・スペシャリストが運営し、隔週月曜日の

14時～16時に開催されている。特徴としては利

用者は原則子どもを持つがん患者という点である。

日本内において、チャイルド・ライフ・スペシャ

リストが運営し、かつ子どもを持つがん患者のサ

ロンは稀であり、あたらしいチャイルドサポート

の可能性を秘めている。このため今後の日本にお

けるチャイルドサポートのひとつとして機能すべ

きサロンを訪れる子どもを持つがん患者のニーズ

を調査し、サロンのあり方、方向性について知見

を得る。また癌患者の子どもへのチャイルドサポー

ト介入調査の多施設共同研究の分担研究者として

がん患者の子どものサポートの効果の検証および

サポートシステムの構築に取り組む。

B.研究方法

サロンの利用者に研究について同意説明書を用

い説明し、同意を得る。アンケートを渡し、その

場で記入してもらうか、もしくは持ち帰り自宅な

どで記入してもらい、後日持参いただく。アンケ

ート内容について分析を行う。

癌患者の子どもへのチャイルドサポート介入調査

の多施設共同研究としては、入院中および外来通

院中のがん患者の中から子どもをもつ患者をピック

アップし、プロトコールに基づき研究の説明を行い、

同意をいただき研究に着手する（詳細な方法にかん

しては聖路加国際病院小児科小澤美和医師のプロ

トールを参照）

＜倫理面への配慮＞

対象者の感情に十分配慮し、対象者に対する不

利益、危険性の排除や説明と同意を得て調査を行

う。

C.研究結果

北海道大学病院のがんサロンは平成23年5月

より開催され、3月末までに合計21回開催されて

いる。初回の参加人数は1名であり、徐々に増加

し最高19名（平均6.5名）と増えてきている。1

月以降は10名台を維持している。

北海道大学病院のがんサロンは通常は子どもを

持つがん患者が集い、ファシリテートを務めるチ

ャイルド・ライフ・スペシャリストと会話をした

り、またがん患者同士がピアサポートを行う場で

あるが、チャイルド・ライフ・スペシャリストと

いう特性を生かし、夏休みなどを利用した子ども

のサポートを計画している。このため、実際のチ

ャイルドサポートの研修を受け、当院での子供の

サポートプログラムを企画するにあたり研修の必

要が極めて高いため、3月 22 日より 28 日まで、



24

アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドにある、

ダギーセンターへの研修にチャイルド・ライフ・

スペシャリストが参加した。その研修では子ども

たちのサポートプログラムおよびアクティビティ

について研修を行う。その研修にて学んだことを

ベースに、現在研究計画書および同意説明書を作

成し、アンケート内容を別紙のごとく検討してい

る。近日中に北海道大学病院臨床試験倫理委員会

に提出の予定。

癌患者の子どもへのチャイルドサポート介入調

査の多施設共同研究としては、2月6日～12日に

チャイルドサポートプログラムの開発・実践をお

こなっている米国3施設（コロラド州立大学病院

キャンサーセンター、ポートランドプロビデンス

病院キャンサーセンター、ポートランドダギーセ

ンター）の視察を行った。特にプロビデンス病院

においては実際のサポートプログラムを見学し、

またダギーセンターでも自分らがアクティビティ

を経験することで、今後の体制づくりの参考とし

た。

2月に北海道大学病院のIRBにて癌患者の子ど

もへのチャイルドサポート介入調査の多施設共同

研究が承認されたため、2月末にこの研究を補助

のためPSW（精神科ソーシャルワーカー）と面

接を行い、４月より研究のスタッフとして非常勤

職員として雇用を予定している。

D. 考察

がんサロンは当初は参加人数が少ないが徐々に

参加人数が増えてきていることは、子どもを持つ

がん患者同士が集えるこのような形のサポートの

ニーズが強く存在することを示唆している。ただ

し、そのニーズの内容に関しては現時点で報告が

ほぼないため、詳細に検討することは、今後のチ

ャイルドサポートの広がりおよび内容の充実に寄

与し、この研究を継続することの意義は極めて高

いものと考えられる。

個別のがん患者およびその子どもというサポー

トではなく、親も集団として、そして子どもも集

団としてサポートしていく形は、参加者が参加し

やすく、警戒感が少ない形での参加が期待できる

形式であり、今後の子どもをもつがん患者のサポ

ートの一つの形として有効に機能すると考えられ

る。

平成 24 年度は実際の多施設共同研究およびが

んサロン利用者へのアンケートを開始するにあた

り、チャイルドサポートの案内のパンフレットお

よびポスターの作成、チャイルドサポートを周知

するあための講演会・勉強会を企画している。

E.結論

子どもをもつがん患者のサロンは、有効に機能

し、利用者の増加が得られている。今後院内にお

いて周知の方法の検討、チャイルドサポートのパ

ンフレットの作成を行う予定である。

また夏休みなどを利用した子どもたちのプログ

ラムを行うことで、子ども自身へのサポートも行

い、その結果も合わせて検討し、報告をしていく。

F.研究発表

1. 論文発表

該当なし

2. 学会発表

該当なし

3. その他の発表

該当なし

G. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含む。）

1. 特許取得

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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子育て世代のがん患者サロン「わかばカフェ」に関する調査

患者さまへのアンケート

＜ご記入上の注意＞

＊質問は、あらかじめ用意された回答の中からお選びいただく場合と自由に記載して頂く場合が

ございます。

＊個人のプライバシーは厳密に守られます。ご回答はすべて統計的に処理し、個人の回答が明

らかになることはありません。

＊アンケートの記入には１０分程度要します。

ご記入日 ： 年 月 日

お名前

この調査に関するお問い合わせがございましたら、下記までご連絡ください。

＜問合せ先＞

北海道大学病院 腫瘍センター 緩和ケア室

TEL 011-706-5659 FAX 011-706-5626

藤井あけみ PHS 82858
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A. あなた様ご自身についてお聞きします。あてはまる□の中にチェック□をつけてください。年齢や年

月に関しては、（ ）の中に数字を記入してください。（個人のプライバシーは厳密に守られます。）

1．現在、何歳ですか？ （ ）歳

2．現在、結婚していらっしゃいますか？

□1．既婚・再婚 □2．離婚 □3．別居 □4．死別 □5．その他（ ）

3．学校教育はどこまで受けられましたか？

□1．中学校まで □2．高校卒 □3．専門学校卒 □4．短期大学卒 □5．大学卒

□6．四年制大学以上卒 □7. その他（ ）

4. お仕事はされていますか？

□1. 有職（フルタイム） □2. パート・アルバイト □3. 専業主婦（あるいは主夫）

□4, 定年退職 □5. 病気のため退職した、または病気のため就労していない

□6. 無職（4 または 5 以外の理由） □7. その他（具体的に ）

5. 現在、あなたを含めて何人暮らしですか？ （ ）人

6. お子さんは何人いらっしゃいますか？ （ ）人

7. お子さんの性別と年齢（学齢）を教えてください。

第１子： □男 ・ □女 （ ）歳、□小学・□中学・□高校（ ）年生

第２子： □男 ・ □女 （ ）歳、□小学・□中学・□高校（ ）年生

第３子： □男 ・ □女 （ ）歳、□小学・□中学・□高校（ ）年生

第４子： □男 ・ □女 （ ）歳、□小学・□中学・□高校（ ）年生

8. パートナーとお子さん以外に、同居している方はいますか？

□1. いる （ ）人 □2. いない → （次のページに進んでください）

↓

9. どなたと同居されていますか？

□1.実父 □2.実母 □3.義父 □4.義母 □5.自分のきょうだい □6 義理のきょうだい

□7.その他（具体的に ）
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B. あなた様のご病気についてお聞きします。あてはまる□の中にチェックをつけてください。年齢や

年月に関しては、（ ）の中に数字を記入してください。（個人のプライバシーは厳密に守られま

す。）

1, がんの診断を受けられたのは、いつでしたか？（西暦 年 月 日）

2. がんの種類を教えてください。

□1．乳がん □2．子宮頚がん □3．大腸がん □4. 肺がん

□5．膵臓がん □6．子宮体がん □7．その他（ ）

3. これまでに受けた治療にチェックしてください。

□1．手術 □2．化学療法 □3．放射線療法 □4．ホルモン療法

□5. 幹細胞移植 □6. その他（具体的に ）

4．これから受ける予定の治療にチェックしてください。

□1．手術 □2．化学療法 □3．放射線療法 □4．ホルモン療法

□5. 幹細胞移植 □6．その他（具体的に

）

C. わかばカフェについてお聞きします。

1．わかばカフェをどこでお知りになりましたか？

□1．病院内のポスター □2．医師からの紹介 □3．看護師からの紹介

□4．CLS から案内 □5．その他（具体的に

2. 最初にわかばカフェにいらした時、チャイルド・ライフ・スペシャリストをご存じでしたか？

□１．知っていた □2．知らなかった

）

3．わかばカフェには何回くらい参加されていますか？

□1．１回 □2．2 回以上（具体的 回）

4．わかばカフェに参加していらっしゃる目的は何でしょうか？（複数回答可）

□1. 子どもとの接し方（情報）を知りたい □2．子どもとの接し方について CLS から助言がほしい

□3．同じ病気（がん）の人と話がしたい □4．気分転換

□5．その他（具体的に ）
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5．子どもにご自分の病気の説明をしていますか？

□1. していない □2. 病状だけ説明している □3. 病名だけ知らせている

□4. 病名も病状も説明している 5. その他（具体的に ）

6. わかばカフェに来る前は子どもへの接し方に心配や不安がありましたか？

□1. あった □2. なかった

（6 であったと答えた方）

7. わかばカフェに来てから子どもへの接し方の心配や不安は軽減しましたか？

□1. 大変軽減した □2. まあまあ軽減した □3. 少し軽減した

8．わかばカフェにいらして、総合的にどの程度満足されているでしょうか？

□1．大変満足している □2．満足している □3．普通 □4．あまり満足していない

9．今後、わかばカフェに望むことを選んでください。（複数回答可）

□1．子どもにどう病気を伝えたらよいか聞きたい

□2．子どもとの接し方を学びたい

□3．病気が予後不良となった時（残りの時間が限られた時）に子どもにどう伝えるか聞きたい

□4. 他の人は子どもとどのように関わっているのかを知りたい

□5. 子どものことで CLS に相談に乗ってもらいたい

□6. 家庭の問題や経済の問題も話したり聞いたりしたい

□7. 病気のこと、副作用の対処法などを聞きたい

□8. 趣味の話や世間話をしてリラックスしたい

□9. その他（具体的に ）

10. 質問 5 で希望の強い順に３つお書きください。

（ 、 、 ）

11. お子様への支援に望むことにチェックしてください。

□1. CLS がお子様と会って話を聞くこと

□2. 同年代の子ども同志の集まり（サポートグループ）の企画

□3. デイキャンプやサマーキャンプの企画

□4. その他（具体的に


