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研究要旨
ハートリンク共済関係の小児がん経験者 239 人に就労に関するアンケート調査を
行い、経験者の 80％は就労していたが、88％は障害者手帳を持たず障害者枠ではな
い通常の雇用であり、晩期合併症を有する場合には約半数が仕事への影響があると答
えていた。一方学生を除いた対象者の 2 割弱が未就労で、70％は晩期合併症を有し
ており通常の就労は困難と答えていたが、十分な配慮があれば就労意欲はあるという
結果であった。職業訓練（接客、事務、パソコンなど)を行いながら、カルチャース
クール等で資格を取得させ、社会的に自立する事を支援する目的で新潟市内にカフェ
を作る計画を実施しており、平成 25 年 4 月には正式雇用する予定である。
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A. 研究目的
近年の小児がんの治療成績の進歩は著しく、
5 年無イベント生存率は本邦でも 70～80％に
及ぶ。しかし治療終了後成人期にさまざまな身
体的晩期合併症や心理的・社会的不適応を呈す
る小児がん経験者(以下経験者)も少なからず
存在する。経験者が社会人として自立し長期的
な自己実現を目指すとき、就労は本人・家族の
経済的不安を軽減するだけでなく、生きがいを
もたらし、真の自立を得るために不可欠である。
このような背景をふまえて、本研究では以下 3
点を目的とした調査と事業を行う。1)成人した
経験者の就労に関する問題点の調査、2)経験者
の就労に関する困難さを熟知したスタッフに
よる就労パイロット事業、3)就労に困難を抱え
ている経験者に対しては障害者手帳の法制化
の可否の予備調査。これらを踏まえながら、支
援モデルシステムの構築の提案と情報発信を
行う。
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B. 研究方法
1) 就労支援パイロット事業の基礎資料にする
ことを目的に、小児がん経験者に対して就労に
関するアンケート調査を行った。研究デザイン
は横断研究（自記式/Web 入力のアンケート調
査）で、対象者はハートリンク共済保険加入者
または問い合わせをされた小児がん経験者ま
たは小児がん患者会ネットワーク登録者であ
る。調査期間は 2012 年 7 月～9 月(3 ヵ月間)
であった。
2) 就労パイロット事業：既に経験者の就労支
援を始めている福岡スマイルファームを訪問
し、就労パイロット事業の実践に伴う問題点を
調査する。
＜倫理面への配慮＞
本研究実施に際しては、聖路加国際病院にて
倫理審査の承認を得た（承認番号 12－R046）
。
また、ヘルシンキ宣言に則り、患者の利益を最
優先に考え匿名調査とし、調査票の返送あるい
は Web 上での調査項目の選択と回答を持って
調査の同意を得たものと考えた。調査結果内容
は研究責任者の元で厳重な管理下で保管し、回
答内容をデータ集計の後に統計解析を行い、個
人を特定できる情報は解析には用いなかった。
C. 研究結果
1)経験者に対する就労調査 ：回収された回答
は、男性 123 人と女性 116 人で、平均年齢 24

歳(6-42 歳)で、白血病 126 人、脳腫瘍 37 人、 未就労の 19％(主婦を除くと 17％)の多くは晩
期合併症を有しており、通常の就労は困難と答
リンパ腫 23 人、骨軟部腫瘍 13 人、固形腫瘍
えていたが、十分な配慮があれば就労意欲は十
37 人で、
晩期合併症を 112 人(47％)に認めた。
分にあると考えられる。来年度から正式に実施
障害者手帳を有していたのは 29 人(12％)で、
残り 210 人中 15 人は手帳が必要と答えていた。 予定の就労支援パイロット事業のニーズが高
いことが裏付けられた。
手帳を必要と答えた 44 人に関連する因子をロ
ジスティク回帰分析で解析したところ、オッズ
平成 25 年度には、それらの解析結果を論文
比 (OR) で 晩 期 合 併 症 は 29(95% 信 頼 区 間
として公表し、
「成人がんと就労」高橋班とも
（CI）
：6.5-75)、脳腫瘍 9.3(同 1.9-45)、リン
情報交換を行う。また就労困難な経験者の実態
パ腫 7.0(同 1.2-40)、低学歴(中卒/高卒)7.0(同
調査をインタビューすることにより身体障害
2-22)が有意であった。学生を除く 165 人で就
者手帳枠の拡大を含め、広くパブリックコメン
職に関する解析を行ったところ、未就職率は
トなどの意見を聴取したうえで、就労システム
33 人(20％)で、未就職に関連する因子をロジ
の構築に対する提言をまとめる予定である。
スティク回帰分析で解析したところ、OR が有
意 で あ っ た の は 晩 期 合 併 症 2.5(95%CI ：
E. 結論
1.1-6.2)のみであったが、
脳腫瘍 2.3(同 0.7-6.8)、
就労困難な経験者は約 2 割であったが、就労
低学歴(中卒)は 3.3(同 0.8-13)と OR が高値であ
意欲はあり、就労支援システムの構築と就労困
った。就職している 132 人において、晩期合
難な経験者に対する社会保障の充実が望まれ
併症を有する 56 人中 30 人(54%) は小児がん
る。
が仕事に影響していると答えていた。未就労の
31 人(内 3 人は専業主婦)の解析では、晩期合
F. 研究発表
併症を有する 22 人で 9 人(41％)が「就職活動
1. 論文発表
したが採用されなかった」
、6 人(27％)は「晩
1. Ishida Y, et al:Comparison between
期合併症のため就職は無理」と答えていた。仕
cancer specialists and general
事をしていないことに対して、16 人(51%)は大
physicians regarding the education of
変不安であると答えており、23 人(74%)は「ぜ
nurse practitioners in Japan: a postal
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survey of the Japanese Society of
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Clinical Oncology. Int J Clin Oncol 2012;
働けないと思うと答えており、未就労の 31 人
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