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研究要旨
本研究班は、家族にがん患者がいた場合の子どもへの支援（チャイルドサポート）
を考えることを目的とした。そこで次の 2 つを柱とした。①親ががんになった場合、
その子どもへのチャイルドサポート、②子どもががんになった場合、治癒後の小児
がん経験者自身への支援を考えたチャイルドサポート である。
がん患者である親とその子へのチャイルドサポート：がん患者である親とその子
どもへのアンケート調査を 6 か月以上間隔をあけて 2 回行った。初回の回収は、が
ん患者である親 184 人、子 138 人。6 か月後の回収は親 46 人、子 41 人。6-14 歳
の子どもは 31％が、15－18 歳の子どもは 21％が心的外傷後ストレス症状（PTSS）
を呈していた。また、親の PTSS は子どもの QOL に影響し、親の病気についての
告知の時期は子どもの PTSS に影響していた。がん患者を親に持つ子どもたちは、
サポートを必要としている存在であるといえる、そこで、有用なチャイルドサポー
トとして、CLIMB®日本版を完成させた。また、親と死別時の子どもたちが抱える
苦悩について抽出した。親と死別時のチャイルドサポートは今後の課題である。
小児がん経験者の自立・就労支援：小児がん経験者が社会貢献意欲の高い集団で
ある一方で、アンケート協力者の約 20％は未就労者で多くは晩期合併症を有して
いた。調査結果を踏まえ、就労支援の２つのパイロット事業を行った。スマイルフ
ァームでは、経営基盤の維持の困難さが浮き彫りになった。NPO 法人によるハー
トリンク喫茶では、晩期合併症による業務の困難、通院の必要性などを踏まえた勤
務体制への配慮に加え、一般社会人育成のためのプログラムを実施し、有効であっ
た。就労の困難な経験者の背景は様々であり、この多様性に対応可能な社会的就労
支援システムの構築と就労困難な経験者に対する社会保障の充実が望まれる。
A. 研究目的
がん対策推進基本計画に、H24 年度から働
く世代や小児へのがん対策の充実が、新たに
盛り込まれた。本研究班では、①働く世代で
あり子育て世代であるがん患者とその子ども
の現状を知り、子どもへのサポート（チャイ
ルドサポート）の必要性を明らかにし、さら
にその方法を確立すること、そして②小児が
ん対策として、治癒率が向上し社会人として
成長した彼らの自立・就労支援の２つを目的
とする。
子育て世代のがん患者の調査としては、子
ども本人をも対象とした調査・研究は、当研
究班が引き継ぐ H20-22 年度がん臨床研究事
業 真部班が、本邦では初めてであった。こ
れを基盤に、多施設共同研究として対象を拡
げ、日本の現状を知り、チャイルドサポート
の具体的で有用な方法の提案を行う。また、
小児がん治療の治癒率の向上に伴い社会人と
なる経験者が今後累積していく。小児がん経
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
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た CLIMB®の日本版を作成・実践を行い、効

し、真の自立を得るために不可欠である。成
人がん患者の就労課題への取り組みと連携を
とりながら、小児がん経験者の自立・就労支
援のためのシステムの提言を目指す。

果を検証する。これは、心理療法とはことな
り健康増進を目的のプログラムであり、構造
化された方法論によって専門家でなくとも取

≪がん患者である親とその子へのチャイル
ドサポート≫
B.研究方法
１）他施設共同観察研究
がん診療における患者の子どもの QOL,親
が重い病気になった体験についての心的外傷
後ストレス症状について自記式のアンケート
調査を行う、経時的に 2 回行う観察研究であ
る。子育て中のがん患者に研究の主旨を説明
し、同意をいただけた場合アンケートをお渡
しする。記入後、返送していただき、その後
6 か月以後、追跡アンケートを再び郵送し、
返送いただく。
実施施設は、聖路加国際病院、北海道大学
病院、四国がんセンター、九州がんセンター
の 4 施設。
対象：18 歳未満の子どもを持つがん患者と
その子ども（6～18 歳）

り組めるプログラムである。日本版では、並
行して親グループ（自由な話し合い）を開催
した。そして、ファシリテーター養成プログ
ラムの日本語訳を作成し日本での養成講座を
開催することにより、ファシリテーターを育
成し、多施設での開催を進める。
プログラムの有用性は、参加前後で自記式の
質問紙を用いて解析を行った。
① 親の FACT-G,FACIT-sp(QOL)
② 親の不安・抑うつ（HADS）
③ 親の PTSD 症状 (IES-R)
④ 親のｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ 尺度
⑤ 子の PSI-SR （ストレス反応）
⑥ 子の PSI-ST（ストレッサ―）

自記式アンケート：

⑦ 子の PSI-SS（ソーシャルサポート）

① 親の不安・抑うつ( HADS ) ●

⑧ 子の PTSD 症状 (PTSD-RI)

② 親の PTSD 症状 (IES-R) ●

４）親が終末期を迎えた際の子どもへの支援

③ 親のｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ享受感

中学・高校生の時期に親との死別を経験し

④ 家族の凝集性

た医療者への半構造化面接と、臨床現場で親

⑤ 子の QOL（親視点） ●

子の死別場面で対応した経験のある医療者へ

⑥ 子の QOL（子視点） ●

の半構造化面接を行う質的研究。

⑦ 子の PTSD 症状 (PTSD-RI or IES-R) ●

記録された会話をテキストデータ化し、複

⑧ 子へのｿｰｼｬﾙｻﾎﾟｰﾄ享受感

数の分析者が意味ユニットの分割化を行った。

⑨ 子への告知状況
⑩ 人口統計学的情報（回答者の年齢・性別、

＜倫理面への配慮＞

家族構成、就労の状況、最終学歴など）
6 か月以降後の追跡アンケートは、●印のみを
行った。

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、加えて各研究施設においても
扱う該当研究についての倫理審査の承認を得た。

２）チャイルドサポートの実践
北海道大学病院、四国がんセンター、九州がんセ
ンターにおいて、それぞれの体制にみあった実践
プログラムを検討し実践し、効果判定を行った。
３）がん患者の子どもへのサポートプログラ
ム日本語版の開発・実践
がんの親を持つ学童を対象に米国で開発され
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またヘルシンキ宣言に則り、患者の利益を最優先
に考え、多施設共同研究においては、自由意志に
基づく参加であることを説明し、同意を得た。

C.研究結果

表１．対象患者の属性

Table 1. 対象患者の属性
Median
44
年齢
診断からの経過期間 （月）
3.5
子どもの数
2
子どもの年齢
11
N
性別
男性
4
女性
180
ステージ
Ⅰ
45
Ⅱ
55
Ⅲ
17
Ⅳ
13
不明・その他
44
治療方法
外科的切除術
109
48
温存手術
化学療法
66
放射線療法
35
ホルモン療法
14
その他
7
婚姻状況
既婚
166
離婚
10
別居
3
死別
3
その他
1
就労状況
フルタイム
41
パート・アルバイト
48
専業主婦
56
病気のために退職・就労していない
27
無職（病気のため・定年退職以外）
1
その他
10
教育水準
中卒
2
高卒
54
専門学校卒
29
短大卒
45
大学卒
51
その他
2

１）他施設共同観察研究
図 1. アンケート方
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（アンケート＋サポー
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図２. 患者の HADS 得点
子育て中のがん患
臨床

42％ 問題な
58％

子 6～ 15 歳 未

子 15～ 18 歳以

21％

31％
69％
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図３. 親子の心的外傷後ストレス症

図４.子どもへの告知状況
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Range
28-53
0-208
1-5
6-17
%
2
98
25
30
9
7
24
59
26
36
19
8
4
90
5
2
2
1
22
26
30
15
1
5
1
29
16
25
28
1

表 3．子どもの心的外傷後ストレス症状に
影響を与える親の心理社会的要因

表 2. 子どものQOLに影響を与える

親の心理社会的要因
PedsQL合計
β
.15
親の年齢
-.07
経過期間
告知時期
-.08
HADS（抑うつ）
-.04
IESR合計
-.41 **
.26 ***
R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

ＰｅｄｓＱＬ身体
β
.11
親の年齢
-.03
経過期間
告知時期
.07
-.02
HADS（抑うつ）
-.39 **
IESR合計
.17 †
ソーシャルサポート（先生）
2
.23 ***
R
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

PedsQL感情
β
.13
親の年齢
-.02
告知時期
HADS（抑うつ）
-.01
IESR合計
-.48 **
ソーシャルサポート（先生）
.16 †
2
.30 ***
R
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

親の年齢
告知時期
HADS（抑うつ）
IESR合計
ソーシャルサポート（友人）

PedsQL社会
β
.11
-.06
-.08
-.23
.20 *
.19 **

R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

親の年齢
経過期間
告知時期
HADS（抑うつ）
IESR合計

PedsQL学校
β
.10
-.16
-.12
.01
-.26 †
.13 *

R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

p値
.115
.428
.374
.783
.003
.000

B
-.04
親の年齢
.00
経過期間
.65 *
告知時期
.12
HADS（抑うつ）
.02
IESR得点
†p <.10 *p <.05 **p <.01 ***p <.001
モデルの判別的中率：75.8％

SE
.07
.00
.31
.09
.02

OR
.96
1.00
1.92
1.12
1.02

p値
.535
.871
.032
.203
.412

95%信頼区間
.842-1.093
.999-1.001
1.058-3.500
0.999-1.343
.977-1.059

表 4．子どもの QOL,心的外傷後ストレス症状
の経時的変化に影響を与える
親の心理社会的要因

p値
.295
.777
.490
.869
.008
.088
.001

年齢
経過期間
告知時期
抑うつ
IESR合計
チャイルドサポート
R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

p値
.154
.809
.940
.001
.077
.000

PedsQL合計変化量
β
-.35 †
.64 †
-.21
.19
-.12
-.52
.32

ＰｅｄｓＱＬ身体変化量
β
.44
年齢
.00
経過期間
告知時期
3.49
抑うつ
.64
IESR合計
.13
チャイルドサポート
10.08
.17
R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

p値
.281
.529
.587
.136
.047
.002

p値
.327
.117
.247
.968
.081
.021
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p値
.098
.085
.300
.549
.720
.152
.146

p値
.286
.263
.648
.190
.164
.373
.579

表 4. つづき.

年齢
経過期間
告知時期
抑うつ
IESR合計
チャイルドサポート
R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

年齢
経過期間
告知時期
抑うつ
IESR合計
チャイルドサポート
R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

年齢
経過期間
告知時期
抑うつ
IESR合計
チャイルドサポート
R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

PedsQL感情変化量
β
-.23
.42
-.16
.27
-.15
-.52
.17

p値

PedsQL社会変化量
β
-.22
.27
-.16
-.15
.32
-.05
.24

p値

PedsQL学校変化量
β
-.37 †
.28
-.17
.31
-.07
-.09
.37 †

p値

PTSD得点変化量
（ｚ得点）
年齢
経過期間
告知時期
抑うつ
IESR合計
チャイルドサポート
R2
†p <.10*p <.05**p <.01***p<.001

β
.100 †
-.279
-.133
-.542 *
.939 **
.051
.42 *

支援はさまざまであるという課題が抽出され
たことで、開催にあたり、毎回、目的を明らか
にすることで、参加者の需要にこたえられるこ
とが考えられた。
②四国がんセンター
チャイルド・ケア・プロジェクト（CCP）を
立ち上げ、センター全体でチャイルドサポート
に取り組んだ。
とくに、キッズ探検隊は、本研究で取り組ん
だ CLIMB®をアレンジしたアクティビティに
加え、認知行動療法に基づく心理教育的 1 日の
プログラムを開催した。参加前後で、親が患者
であることに関する子どもの心的ストレスは
明らかに低下した（p<0.05）
。
病院内の各部署の協力を得てのプログラム
開催は、病院職員全体のチャイルドサポートの
必要性を意識する啓発となり、子どもの存在に
気付く意識が高まり、患者からの相談の敷居を
低くすることにつながったといえる。
チャイルドサポートの依頼件数は、1 年で 1.9
倍に増えた。
③九州がんセンター
心理士を中心に、親子で参加するファミリー
サポートプログラムを開始した。親子でがんに
ついて学び、子どもが自分の状況や気持ちに向
き合う力を高めることを目的とした。

.309
.299
.471
.455
.674
.189
.587

.324
.484
.468
.667
.364
.886
.332

.081
.473
.411
.333
.825
.822
.094

3）がん患者の子どもへのサポートプログラム
日本語版の開発・実践
米国で開発された CLIMB®プログラムの日
本語版、養成講座日本語版を完成させた。
開発者を米国より招聘し、養成講座 2 年継続開
催し、ファシリテーター76 人を育成した。研
究班 2 年目からは、多施設開催を支援する体制
を整え、全国 5 か所で開催されている。今後 4
施設が準備中で、研究班終了後は、Hope Tree
（がん患者を親に持つ子ども支援を目的とし
た専門家による任意団体）が、CLIMB®全国
開催を支援していく。
さらに、CLIMB®プログラムの効果は、米
国に先駆けて本研究班が検証した。子の PTSS
は優位に軽減し（p＝0.007）、親の家族・社会
面（p＝0.024）、感情面（p＝0.027）
、機能面（p
＝0.029）
、スピリチュアリティ（p＝0.042）に
ついて優位に改善した。

p値
.587
.398
.431
.036
.001
.870
.025

2）チャイルドサポートの実践
①北海道大学病院
チャイルド・ライフ・スペシャリストが雇
用され、がん患者で親のグループ、その子ど
もグループの開催を試みた。
仲間とのつながりを求める場合、個々に必よ
な情報を求めている場合など、必要としている

4）親が終末期を迎えた際の子どもへの支援
中学・高校生の時期に親との死別を経験した
医療者への半構造化面接から、子どもには子ど
もなりの生活パターンがあり、詳細な状況がわ
からない中で疎外感や孤独を感じていること、
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たら、できるだけ早い時期に伝えることが子
どもの PTSS を軽く済ませることにつながる
と言える。
次に、経時的な子の QOL、PTSS の変化に
与える親の心理社会的要因を検討した（表 4）
。
親の年齢が高いほど子どもの総合 QOL は
低下している（p＝0.098）
、特に学校 QOL が
低下傾向（p＝0.081）があり（表 4）
、一方で、
発症後時間が経過している場合は、子の総合
QOL は高い傾向（p＝0.085）
（表 4）であっ
た。発症間もない、高齢の子育て世代のがん
患者の子どもたちは、時間経過とともに QOL
が低下する傾向があるので、チャイルドサポ
ートを提供することが望ましいと言える。
また、子の PTSS が経時的に増悪する要因
は、親の PTSS の高さ（p＝0.001）であった
（表 4）
。がん患者であり、親でもある患者と
してのストレス症状に対応することが、子ど
もの支援につながるといえる。一方、親の抑
うつの程度が重いと子の PTSS は時間ととも
に軽減する（p＝0.036）関連も見られた。親
が抑うつ状態の時、子どもたちは自己防衛的
にサポートを求めて積極的に行動しているの
かもしれない。今後、さらなる解析と、調査
が必要だろう。

そして非日常的な状況に怖さも感じ、自立前の
親との死別体験は、その後も大きく影響を与え
ていることがわかった。
臨床現場で親子の死別場面で対応した経験
のある医療者への半構造化面接からは、子ども
への支援に苦労を抱えていた。子どもに関する
知識・経験不足、医療者自身の悲嘆、家族へ介
入することの困難さ、子を死の現実から子を保
護する家族の方針、子に直接会う機会がない困
難さ、病院内に子どもが安心して過ごせる空間
の欠如、退院後の家族との関わりの途絶、など
が抽出された。
これを踏まえて、看取りの際の親の変化を子に
伝えるリーフレットを作成した（H24 年度報
告書参照）
。
D.考察
1）がん患者を親に持つ子の現状
患者である親は、約 2/3 が抑うつ・不安状
態の患者（図 2）で、自分ががんに罹患した
体験ついての心的外傷後ストレス症状
（PTSS）を 42％が呈していた（図 3）
。その
子どもたちも親が重い病気に罹患したという
体験に関する PTSS を 6－14 歳の 31％、15
－18 歳の 21％が呈しており（図 3）
、健康で
ある子どもたちも、親が癌患者であることの
影響を受けていることが明らかで、がん患者
の家族として支援を必要としている存在と言
える。
親の PTSS のスコアが高いほど、
子の QOL
は低く（p＝0.003）、とくに身体機能（p＝
0.008）
、感情機能（p＝0.001）
、学校機能（p
＝0.047）が低下していた。親の心理状態が子
どもの QOL に影響しているといえる
（図 3）
。
一方、友人からのソーシャルサポート享受感
が低い方が、社会機能は高い傾向（p＝0.047）
があった（図 3）
。これは、社会性 QOL の低
い子どもたちが友人のサポートを求めている
可能性が考えられた。
また、子の PTSS は、告知の時期（図 4）
が遅いほど PTSS のスコアが高かった（p＝
0.032）
（表 3）
。今回の集団は、9 割の親が子
どもに親の病気を伝えている集団であったが、
できるだけ早い時期に子へ伝えたほうが、子
どもの PTSS は軽く済むことがわかった。親
が重い病気に罹患し、闘病生活を送る影響を
家族が受けることは当然である。疾患が“が
ん”となるとその精神的な影響も大きいこと
が懸念され、子どもへの告知の時期は遅れが
ちになることが現状である。しかし、親側の
状況が整って、子どもと向き合う準備ができ

2）チャイルドサポートの実践
CLIMB®プログラム日本版は、専門家でな
くとも 2 日間の講習を受講すれば容易に提供
できる、親子双方に有用なチャイルドサポー
トプログラムと言える。
週 1 回、全 6 回の CLIMB®プログラムに
参加することが困難な日本の子どもたちには、
単発の支援も有効であり、
施設の人員・環境、
地域文化に合わせた方法で、まず開始するこ
とが必要である。
3）親と死別時のチャイルドサポート
チャイルドサポートが最も困難であるのは、
死別の現場である。ここまでで示されたよう
に、がん患者を親に持つ子どもへの支援は、
がん患者である親自身が支えられ、子どもへ
のサポートが必要と感じたら、できるだけ早
期に子どもと現状を共有し、支援を行うこと
は子どもの QOL、PTSS を増悪させないため
に有用であることがわかった。つまり、臨終
場面からの介入では、すでに子どもたちの
QOL は悪く、PTSS も増悪している可能性が
ある。そのような臨終場面で、子どもとはじ
めて最悪の状況であることを共有することが、
家族にとって困難であることは、当然である。
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2)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)。晩期合併症を 112 人(47％)
に認めた。障害者手帳を有していたのは 29
人(12％)で、手帳を必要と答えた 44 人に関連
する因子は、晩期合併症 OR29(95%信頼区
間：6.5-75)などが有意であった。未就労の 31
人の解析では、晩期合併症を有する 22 人で 9
人(41％)が「就職活動したが採用されなかっ
た」
、6 人(27％)は「晩期合併症のため就職は
無理」と答える一方で、23 人(74%)は「ぜひ/
可能なら働きたい」と答えていた。ただ晩期
合併症を有する 22 人は全員普通の会社では
働けないと思うと答えており、未就労の 31
人全員が小児がん経験者に理解のある職場が
あればぜひ働きたいと答えていた。
3) 就労パイロット事業：
スマイルファーム運営：経済的基盤を維持
困難で閉鎖し、新規就農者自立支援を受給し
個人経営農業として継続している。
ハートリンク喫茶：平成 25 年 4 月 1 日よ
り、男性 1 名・女性 4 名、合計 5 名雇用した。
晩期合併症による通院、業務上の配慮に加え、
職業訓練指導に取り組み、成果が上がった。
4）就職困難者に対する直接インタビュー：
就労困難者の特徴として、治療その後の生活
の中で、負の体験を繰り返すうちに孤立し、
晩期合併症に由来する身体的問題に加え、引
きこもっている人と同様の問題を持つことが
わかった。

本研究班で言えることは、親の病気がわか
ったら、準備を整えて、できるだけ早期に子
どもと状況を共有すること、それが、万が一
の場合にも子どもを恐怖の中で孤独にさせな
い方法であるといえる。そして、早期からサ
ポートが得られなかった親と死別後の子ども
は、チャイルドサポートをもっとも必要とし
ている存在であるが、病院との関係が離れて
しまうので、病院以外での支援体制を確立す
ることが、今後の課題として考えられた。
E.結論
がん患者を親に持つ子どもは、第 2 の患者
としての家族支援を必要としている対象であ
るといえる。患者としてのストレス症状が支
えられ、できるだけ早期に子どもと情報共有
することが、子どもの心と生活の健康につな
がるといえる。そして、CLIMB®日本版は、
親子双方に有用な支援として完成した。
≪小児がん経験者の自立・就労支援≫
B.研究方法
1)成人した経験者の就労に関する問題点の調
査
2）
小児がん経験者に対する就労に関するアン
ケート調査
3) 就労パイロット事業
4）就労に困難を抱えている経験者に対して
インタビュー調査
＜倫理面への配慮＞
本研究実施に際しては、1）と 4）ではがん
の子供を守る会の倫理委員会の承認を得た。
2）
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）
。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。

D.考察
小児がん経験者の状況により、考慮される
対応は次の３つが考えられる。
1）身体的合併症が高度である場合―障害者
手帳の充実を含めて社会保障の拡大が必要で、
自立は無理でも自律的な生活が送れるように
支援する。また、小児がん経験者に理解のあ
る篤志家事業主の開拓などが必要と思われた。
2）社会性・経験などの不足のある場合―コ
ーチング/就労支援が必要であり、ハートリン
クカフェのような小児がんに特化した施設を
増やす方向と、ハローワーク、ひきこもり支
援センターなど既存の施設を利用して、小児
がんに関する情報の周知を図る方向とともに、
経験者やその保護者にも社会資源の活用が十
分できるように情報を収集・提供する。
3）親の意識の問題―経験者を保護すべき存
在と見なし続けることで、1 人前の社会人と
しての自立を阻害する可能性が高い。
今後の課題として、成人がん就労との連携、

C.研究結果
1)成人した経験者調査：経験者 56 名、保護者
133 名。経験者は一般集団に比較して、健康
上の理由で転職辞職することが多く(オッズ
比(OR)3.3)、ボランティア活動に積極的
(OR4.1)で、社会に役立ちたいから働きたい
という意欲が高い事(OR4.2)、世の中に貢献
できる力がある(OR6.9)と考えている人が多
い事がわかった。
一方保護者は、一般集団に比較して、親離
れ・子離れができていない(OR0.24-0.31)と感
じていた。
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の問題を検討する必要がある。
E. 結論
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