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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。介入及
び対策を明らかにするために、臨終期がんの親を看取った子供の苦悩に関する研
究：質的研究を実施した。体験者の苦悩として、臨終時【親から離された疎外感】
など、臨終直後【異様な状況への怖れと驚き】【生前の親との関わり方についての
後悔】など、数年後【親が居ないことに対する思春期の自分探し】、成人後【親を
亡くしたことによる心のしこり】の項目が抽出された。また、体験者が考える望ま
しい支援体制として、臨終前には、【親の状況の共有】【お別れの準備の配慮】【医
療者からの声掛け】【親の存在の証の作成】、臨終後には、【遺された親への支援】
【子どもへの接し方について家族へアドバイス】【心の拠り所】【ピアサポート】
【子どもの頑張りを褒める事】【地域コミュニティ活動】【普段通りの日常とさり
げない援助】の項目が抽出された。
これらの結果から、癌に罹患した親の死に直面した子どもに対する有効と思われ
るケア介入及び対策が明らかになった。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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