
厚生労働科学研究費補助金 がん臨床研究事業「がん診療におけるチャイルドサポート」

平成 23 年度 分担研究報告書

29

癌患者の子どもへのチャイルドサポート介入調査
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研究要旨

学童期の子供を持つ親の病気罹患は、その後の家族関係や子供の心理社会的に著

しく影響することが示されている(Visser A ,2004; Barnes J, 1998; Huizinga GA,

2005)。しかし、家族・子どもの苦痛を緩和する方法が確立されていない。子ども

の苦痛体験を明らかにし、苦痛を緩和するための有効な介入が必要である。学童期

に親が入院を要する病気に罹患した経験がある 87 名を対象に、因子分析により親

の病気が及ぼす子供への心理的負担の体験を明らかにし、それらに関与する要因、

医療者の態度の関連を探索した。親の病気が及ぼす子供への心理的負担を軽減する

ための有効と思われる介入法が明らかになった。今後、この指針に基づき、具体的

支援策を含め介入プログラムを作成する。
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A. 研究目的

近年、がん患者とそれを取り巻く人々との関

係についてしばしば議論されており、特に配偶

者との関わりについて数多くの報告がある。一

方、がん患者の子供への心理的影響についての

報告は限られている(Visser A, 2004)。学童期

の子供を持つ親の病気罹患は、その後の家族関

係や子供の行動に著しく影響し、特に思春期の

女児に対して心理的負担が大きいことが報告

されている(Visser A ,2004; Barnes J, 1998;

Huizinga GA, 2005) 。しかしながら、親は子

供の心理的負担に気づいていないことが多く

(Welch AS, 1996)、また病気に対する子供の理

解は専門家が考えている以上に複雑であり

(Rushforth H, 1999)、子供への心理社会的影

響を知り対処方策を講じることは極めて重要

である。

本研究の目的は、１）親の病気が及ぼす子供

への心理的負担の体験、２)親の病気が子供に及

ぼす発達段階による心理的負担の特徴、３)親の

病気が及ぼす子供の心理的負担を軽減するた

めの要望について明らかにすることである。

B. 研究方法

１、対象

単施設の医療機関の医療者を対象者として

行われた。

２、調査項目

調査項目は、①回答者の属性、③親の病気に

対する体験、④心理的負担を軽減するための医

療者及び家族への要望、⑤親の病気が及ぼす子

供への心理的負担に関する質問 12 項目、⑥親

の入院時の体験及び苦悩に対する自由記述で

あった。⑤の質問項目は、質的先行研究より得

られた項目(Visser A, 2004; Zahlis EH, 2001)、

すなわち『何かがおかしいとだけ感じた』、『親

が何か変わっていくことの戸惑い』、『親と離れ

る・置いてけぼりにされることへの不安』、『自

分のせいではないかと漠然とした不安』、『自分

も同じ病気になるのではという不安』、『親の病

気についてもっと知りたかった』、『私にももっ

と目を向けてほしかった』、『自分が頑張らない

といけないと思った』、『家族のメンバーの心

配』、『経済的問題への心配』、『サポートのため

の話相手がほしかった』であった。また発達段

階により各負担項目の程度に変化があること

が示されているため(Armsden GC, 1993)、体

験年齢による各項目の心理的負担の有無につ

いても検討した。
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体験時期との関連については、度数の分布を

算出しχ2 検定を行った。解析には、統計解析

パッケージ STATVIEW Ver.5.0 を用いた。自

由記述内容は、サイコオンコロジスト２名が議

論し内容分析を行った。

＜倫理面への配慮＞

過去のつらい体験を思い出すことに関する

心理的苦痛を生じることが予測されるので、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

った。

C. 研究結果

対象者 349 名のうち、238 名より研究参加

に同意が得られ質問紙を回収できた（回収率

68％）。これらのうち 18 歳以下の時に親が入

院を要する病気に罹患した経験がある者は 87

名（37％）であった。経験者の背景は、親の

病気罹患の時期として、6 歳未満 12 名、6-9

歳 11 名、9-12 歳 23 名、13-15 歳 18 名、16-18

歳 13 名であった。

１、親の病気が及ぼす子供への心理的負担

親の病気が及ぼす子供への心理的負担に関

する質問 12 項目のうち、30％以上の対象者が

体験した項目は、『自分が頑張らないといけな

いと思った』、『親と離れる・置いてけぼりにさ

れることへの不安』、『家族のメンバーの心配』、

『親が動揺しているのを感じた』、『何かがおか

しいとだけ感じた』であった。

また、自由記述で学童期に親が病気で入院し

た時の苦悩を尋ねたところ、『病気について尋

ねてはいけない雰囲気があった』、『理由が分か

らず不安』、『母親に甘えたかった』、『何もでき

ず悔しかった』『家事への負担』、『説明なく誤

解し片親を責めた』などの回答があった。

２、医療者・家族との体験の恩恵と負担

親が入院を要した時の医療者・家族との体験

のうち、恩恵面では『看護師からの声かけ』や

『親類の援助』や『親からの病状の説明』など

の回答があり、また、負担面では『真実を言わ

れても受け止めきれなかった』、『何も知らされ

ないことで不安が助長された』、『父が母に負担

をかけたから病気になったと思い込んでしま

った』などが挙がった。

３、発達段階による心理的負担の特徴

さらに、親が入院を要した時の体験者の体験

時期別（幼児期・小学生・中学生・高校生）に

応じて主な負担頻度を検討した。幼児期には

『親と離れることへの不安』、『何かがおかしい

とだけ感じた』、中学生では『経済的問題への

心配』、『親の病気についてもっと知りたかっ

た』、高校生では『自分も同じ病気になるので

はという不安』の頻度が他の体験時期の子供と

比べて有意に高かった（P<0.001）。

４、体験者が語る医療者への要望

幼児期～高校生の時期に親が入院を要した

時に感じた医療者への要望に対する自由記述

を求めたところ、『子供と面会できる場所の確

保』、『面会時間の延長』、『医療者からの説明』、

『親族の支援』、『親の苦しむ姿は見たくない』

などの要望が挙げられた。特に医療者からの

“がんばっているね”などの励ましの言葉で救

われたという声が多かった。

D. 考察

先行研究において、親のがん罹患による子供

への心理的影響について質的及び量的研究が

報告されている。質問紙を用いた量的調査にお

いては、特に 12 歳以上の女児に心理的負担の

程度が強い傾向にあり、親の心身の安定が子供

にも影響することが明らかにされている

(Visser A, 2004) 。また、子供及び親に対する

質的研究においては、親のがん罹患による子ど

もの体験として、『親のがんの副作用(脱毛/嘔

吐など)の恐れ』、『母親がいなくなる(死んでし

まう)のではという心配』、『置いてけぼりにさ

れることへの恐れ』、『罪の意識 (自分が癌にさ

せた/自分が親を怒らせた/自分が悪いから見放

された) 』、『家事や兄弟の世話をしなければと

いう負担』、『親の介護の仕方が間違っているの

ではという恐れ』、『自分もがんになるのではと

いう困惑』、『他人に親の病気を話すことへの懸

念』、『経済的負担への心配』などが明らかにさ

れている(Visser A, 2004)。

今回の調査で、心理的負担に対する自由記述

において、『家族内で病気について尋ねてはい

けない雰囲気があった』、『母親に甘えたかっ

た』、『何もできず悔しかった』、『家事への負担』、

『説明なく誤解し片親を責めた』などの回答が

あり、また量的調査では『自分が頑張らないと

いけないと思った』、『親と離れる・置いてけぼ

りにされることへの不安』、『家族のメンバーの

心配』の頻度が高く、子供を支援する上でまず

家族との関係性への配慮が必要と思われた。

発達段階による心理的負担の特徴について
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は、幼児期では母親と離れる事や親のストレス

フルな行動に反応し、また学童期においては嘔

吐や脱毛など治療による目に見える副症状に

影響されやすいことが、先行研究の質的研究に

おいて示唆されている(Visser A, 2004)。また、

他の先行研究では、親が乳癌を罹患している子

供(6-18 歳の 31 名)を対象とした質的調査にお

いて、７歳頃よりがんと死の関連に気付いてい

たとの報告がある(Forrest G, 2006)。

今回の調査においても、幼児期に『親と離れ

る・置いてけぼりにされることへの不安』を感

じた割合は 67%と高かった。また幼児期に『医

療不信に対する親の愚痴を聞いていた』という

体験をした者もおり、親への身体的精神的なサ

ポートによって間接的に子供の安定にもつな

がることが示唆される。また、中学生では『経

済的問題への心配』の頻度が高く、高校進学へ

の心配があるのかもしれない。さらに、高校生

では『親の病気についてもっと知りたかった』

の頻度が高く、発達過程により周囲に対する意

識・病気の理解度が高まるため相応の対応が必

要となってくると思われる。

また、親の病気に対する子供への説明に関す

る先行研究において、多くの子供が化学療法/

放射線療法と乳癌の原因の詳細な情報を要望

し、また一部の子供たちは母親の主治医と話を

したがっていたとの報告がある(Forrest G,

2006)。しかし、本調査においては、『真実を言

われても受け止めきれないので言わないでほ

しい』という回答や、逆に『親から分かりやす

く恐怖心を抱かない説明と安心できるような

言葉がほしかった』、『医学知識のある人から病

状を聞きたかった』という回答など、さまざま

な思いが示された。発達段階や病気に対する個

人の受け止め方によって反応が異なるため、病

気の説明に際しては個別性に注意が必要であ

る。また、先行研究において、親の立場からみ

た子供へ病気の説明をすることに関して、子ど

もに病気を話すことを保留したい理由として、

『がんや死についての質問をされるのを避け

るため』、『病気を知らされることによる子供の

不安・苦悩から守るため』、『子どもが病気を理

解できないと思うから』、『家族との大切な時間

を妨げたくないから』という報告があり

(Barnes J, 2000)、子供と親のそれぞれの思い

があり、それぞれのニードを直接尋ねる必要が

あると思われる。

さらに、本調査で体験者に対して家族・医療

への要望を尋ねたところ、『医療者からの声か

け（「えらいね、がんばっているね」などの励

ましの言葉など）』、『子どもと面会できる場所

（プレイルームなど）』、『親との面会時間の延

長』、『近隣に住む親族の支援』などがあげられ

た。これらのうち、医療者からの声かけは実施

可能性が高く有用と思われる。また、医療者か

ら近隣に住む親族の支援が受けられるかなど

を尋ねることは子供を支援する際に重要にな

ってくると思われる。

今回の調査には以下のような限界がある。す

なわち、想起バイアス、医療者のみ対象とした

こと、回収率が 68%であることから一般化は

できないかもしれない。

E. 結論

親の病気罹患による子供への心理的影響に

ついて探索するために、学童期に親が病気に罹

患し入院した体験がある医療者を対象として

予備的調査を行った。子供支援の際の聴取事項

として『家族構成』、『親族などからの支援の有

無』が参考となり、有効と思われる支援として

『医療者からの子供への一言（「えらいね、が

んばっているね」などの励ましの言葉など）』、

『子供と過ごせる時間と空間の設定』、『親の心

身の安定』などが考えられる。また、発達段階・

子供の性格・各家庭の状況により、心理的負担

の内容・程度が異なり各個人のニーズに応じた

対応が必要であることが予想される。今後、こ

の指針に基づき、具体的支援策を含め介入プロ

グラムを作成する。
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