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１． 本年度の研究成果 

１）小児がん拠点病院の基準について 

 学会において小児血液・腫瘍専門医制度の研修施設の在り方が審議されており、本研究班と共

通の土台に立ってがん治療の均てん化、集約化の両方を満足させる小児がん治療体制の在り方を

検討中である。また被医療側の立場に立った全国の小児がん経験者・家族を対象にアンケート調

査を実施中である。 

２）小児がん長期生存者を対象とした民間保険加入に関する研究 

 わが国の親によって形づくられた共済型の保険（ハートリンク）が、low risk low returnな

がらイギリスの再保険会社の人道的バックアップで成り立っていることが注目されている（2010

年 10月にボストンで行われた国際小児がん学会で発表）。これは小児がん経験者のノーマライゼ

ーションを計る上でも重要な企画である。 

３）小児がん長期寛解者の各ライフステージ別の心理社会的問題の解明と，その解決に向けた支

援のあり方に関する研究 

 これまでのインタビューで調査した小児がん患者２５名（平均年齢 17.0歳＋3.6歳）の結果に

基づき、「日常生活へ戻る小児がん患者家族を対象としたパンフレット」を作成している。１２ペ

ージから成る色刷りのパンフレとの試作品が提示された。患者小児の生の声が多数収載されてお

り、今までにはないユニークなスタイルである。 

４）小児がん経験者の自立支援の方策の探求 

 自立支援の実践：大阪でまず１人を雇って観察している。就職することがゴールではなく、自

分らしく生活できることをめざしセルフエスティームの向上を目標としている。 

５）小児がん経験者のスムーズな復学のための本人・家族への支援 

 思春期がん患者の病気開示の実態と QOLに関する調査を４月に開始した。質問紙調査の対象者

２３名、面接調査の対象者１３名が集った。面接の平均時間は 57.3分だった。 

６）幼少の子どもを家族に持つがん患者と家族のケア 

a. 患者のこどもに母の病気（乳がん）を説明するための教材の絵本を２月に発刊した。 

b. Hope Treeホームページの運営 

 「がんになった親を持つ子どもへの介入（心理的な援助）について」医療者２５０名から回収

したアンケートを分析中。医療者の大半はナースとソーシャルワーカーで医師は少なかった。患

者向けに作成した同アンケート調査（聖路加審査委員会で承認を受けた）を昨年 12月末から今年

の 7月末までウェブと郵送で行い、１５６人から回答が得られた。 

c. 乳がん専門医を対象にしたアンケート調査 

 乳がん学会の協力を得て乳がん専門医８００名とナース２００名を対象に調査を行った。医師



の認識と他職種の認識の量的・質的な比較検討を行い、医療者側がチャイルドサポートの実践に

おいて必要としている要素）を抽出し、今後の活動の目標とする。 

c. その他 

− 子育て中の女性がん患者と子どもの QOLに関する研究 

１８歳以下の子どものいる女性がん患者を対象にした調査（５０名以上）。 

− がんを持つ親の子どもへのサポートグループに関する研究 

アメリカの The Children’s Treehouse Foundationが開発した CLIMB（Children’s Lives 

Include Moments of Bravery）プログラムによる介入研究。親ががんである子ども６名を対象に、

６回のシリーズから成る介入会合を行い、メンタルヘルスの増進をはかる 

７）小児がん終末期における在宅療養の支援 

 全国の訪問看護ステーション約 3400箇所を対象に、小児がんについて網羅的なアンケート調査

を行った。７４０カ所から返事が戻った。医療法人と民間のステーションが多い。 

８）小児がん経験者の shared care 

a. 小児がん専門医の Key Informant Interview： 

 １０名のインタビュー終了。分析中。 

b. 家庭医・総合医・ 一般内科医対象の Focus Group Interview 

 ３２名終了。分析中である。関東地区以外の病院でインタビューを継続。 

c. 小児科医の意識調査 

 JCOに載ったアメリカでの小児腫瘍科医のアンケート調査（Henderson TO. J Clin Oncol 

2010;28:878-883）に基づき、石田也寸志が小児がん学会と連携して国内で調査を行った。 

 

２．前年度までの研究成果 

 小児がんの拠点病院が備えるべき条件は成人の拠点病院とは全く異なる。インフラの違 

いのみならず、入院中の子どもたちの福祉・学業なども考慮する必要がある一方、がんの 

親を持つ子どもたちへの支援はようやく端緒についたところであるが、本来は成人がん患 

者のケアの重要な一部分と考えるべきであろう。成果報告の詳細は字数の関係で割愛する。 

 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 

 本研究により成人の拠点病院とは全く異なる、小児がんの拠点病院が備えるべき条件が 

示される。入院中の子どもたちの福祉・学業、治癒後の復学・自立支援、経験者を対象と 

した保険制度、小児の終末期医療の指針等が明らかになる。また社会人としての小児がん 

経験者は増加しており、治療終了後の支援システムの構築は社会のニーズも高い。一方、 

がんの親を持つ子どもたちの支援は、成人医療の現場に子どもに関する専門家が入ること 

により、子どもと親の双方への支援が可能となる。成人医療の中では敬遠されがちな子ど 

もに視点をおいた支援のあり方が提唱できれば、医療の質の向上に大きく貢献するであろ 

う。平成２０年からの３年間の研究成果を社会に還元するため、平成２３年２月１１日に 

日本対がん協会の支援により、公開シンポジウムを開催する予定である。 



 

４．倫理面への配慮 

 本研究で行われる臨床試験は、 

①ヘルシンキ宣言に則り、患者の利益を最優先に考えて実施されている。 

②調査フィールドとなる各施設における倫理委員会で承認を得て実施されている。 

③患者および家族に対して面談・介入開始時に統一した説明文を用いて文書による同意を得てい

る。また同意説明文では、調査を行う目的、介入・面談の内容、協力者に起こり  うる利益・

不利益について、未成年者の場合には年齢に応じた説明をしている。 

協力によって得られたデータは、個人情報保護を厳重に行い、研究目的以外にはしないことを文

書による同意を得て実施されている。 
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押川真喜子 小児がん患者の在宅ターミ

ナルケアの体制と医療チ

ームの役割 
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昭和58年卒 

聖路加国際病院 
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方に関する研究 
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学研究科博士後期課程修
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臨床心理学（認知行動療法）・行

動医学・医療心理学 
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間科学学術院 
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小田慈 小児がん拠点病院の基準

についての考察 

岡山大学医学部 

昭和 51 年卒 

医学博士 

小児科学 

岡山大学大学院保健学研究科 

小児科学・血液腫瘍学・感染免

疫学・小児保健学 (同上) 

教授 

上別府圭子 小児がん経験者のスムー

ズな復学のための本人・家

族への支援 

東京大学大学院医学系研

究科昭和58年単位取得 保

健学博士 

精神衛生学 

東京大学大学院医学系研究科、 

家族看護学 

（同上） 

准教授 

堀部敬三 小児がん患児の復学支援

システムの構築 

名古屋大学大学院 

昭和61年卒 

医学博士小児科学 

国立病院機構名古屋医療センタ

ー臨床研究センター、 

血液腫瘍学（同上） 

臨床研究センタ

ー長 

高橋 都 小児がん経験者の成人医

療への移行に関する研究 

東京大学大学院医学系研

究科 博士（保健学）公衆衛
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大野 真司 
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ートについての認識の調
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九州大学医学部 

1984年卒業 

医学博士・外科学 
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医長 

小林真理子 子どものいる女性がん患者

とその子どものＱＯＬ調査 
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学研究科 2007年学術修士
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准教授 

 

 


