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1. 本年度の研究成果 

本研究の課題は、成人がん患者と小児がん患者の家族を対象とした面接調査と質問紙調査を行い、

意思決定場面での望ましい心理社会的支援のあり方、QOL の実態を明らかにし、がん患者と家族へ

の支援ツールを開発することである。本年度は、成人がん患者の遺族対象の面接調査のデータ解析、

乳癌患者の配偶者対象の質問紙調査、小児がん患者の骨髄移植ドナー家族、サバイバー家族を対

象とした面接調査のデータ解析、遺族を対象とした質問紙調査を実施した。また小児がん患者の主介

護者を対象とした心理社会的支援プログラム（問題解決療法）の実施可能性について検討した。 

A) ホスピス・緩和ケアへの移行期のがん患者の家族に関する研究 

ホスピス・緩和ケアへの移行期のがん患者の家族に対する望ましいケアのあり方を探索する目的で、

ホスピス・緩和ケア病棟で家族を亡くした遺族 60 名を対象に、「予後告知」・「療養場所の変更」・「積

極的治療の中断/中止」の 3 テーマに関する面接調査を行った。 

1）予後告知：面接調査の結果をもとに、予後告知に関する冊子を作成した。冊子の内容には、予後告

知の基礎知識、予後告知の有無にともなうメリットおよびデメリット、告知方針決定後の注意点などを含

んだ。現在冊子の有用な使用方法を明らかにすることを目的に、医療者および遺族を対象とした面接

調査を実施中である。 

2) 療養場所の変更： 緩和ケア病棟への入院検討時の家族のつらさに対する望ましいケアを明らか

にする目的で、医療者を対象にフォーカスグループインタビューを実施し、質的分析を元に移行期の

家族のつらさに対応したケアリストを作成した。今後は、家族の意思決定を支援するために、医療者に

対するケアリストを用いた教育と情報提供を実施する予定である。 

3) 積極的治療の中止：積極的治療中止の意志決定に対する遺族の気持ちと、その気持ちに至った

要因を検討した。前年度までに得られた知見から、家族と医療者の「意思決定時の心がけ」「意思決

定後の心がけ」に関する情報を盛り込んだパンフレットを作成した。 

B) がん患者の家族の QOL の概念化に関する研究 

昨年度に実施した全国無作為抽出郵送質問紙調査から、がん患者遺族 421 名の回答を用いて量

的解析を行った。その結果、終末期がん患者の家族が療養生活において大切にするものは、家族が

共通して重要視する 9 つの概念と重要性に個人差がある 3 つの概念にわけられることが明らかとなっ

た。本概念は、終末期の家族ケアの質を評価する際の指標として用いることが可能であると考えられ

る。 

C）働き盛り世代の乳癌患者と配偶者とのコミュニケーションに関する研究 

乳がん患者の配偶者に対して夫婦間コミュニケーションに関する支援方法を提案するために、イン

ターネットモニター368 名を対象とした質問紙調査を実施し、配偶者が妻への接し方で困難を感じるこ

との内容と、避けてしまう会話の実態が把握された。結果から、1) 妻が若い、2) 再発をしている、3) 

抗癌剤治療をしている、4) 自身にがん罹患経験がある、5) 妻のがん罹患に対する心理的反応の強



い配偶者が特に支援を求めていることが明らかになった。現在、配偶者支援のために、具体的な研究

結果を情報発信行うウェブサイトを作成中である。 

D) 膵臓癌患者とその家族への心理的支援に関する研究 

予後の厳しい膵臓癌患者とその家族の心理社会的問題を把握し、心理的支援方法を提案すること

を目的に、質問紙を併用した面接調査を実施中である。目標症例数20組のうち、9組の面接が終了し

た。 

E) 治療終了後の小児がん患者の親の心理的苦痛に関する研究 

治療終了後の小児がん患者の親の再発不安に焦点を当て、面接調査のデータ分析を行った。そ

の結果、再発不安の直接的な生起要因（「患児の体調不良」等）、再発不安を増減する要因（「これま

での治療に対するネガティブな認知や感情」等）、再発不安による影響（「母親の抑うつや不安といっ

た情緒面への影響」等）が抽出された。治療終了後の母親の抱える心理的苦痛や再発不安の内容が

明らかになった。 

F) 骨髄移植患者の同胞の意思決定に関する研究 

小児造血幹細胞移植患者の同胞ドナーの意思決定の実態と心理的過程を明らかにするため、同

胞ドナー（21名）、親（30名）及びレシピエント（13名）を対象（計 64名）とした面接調査を実施、完了し

た。ドナー決定時における親からドナーへの説明内容は、移植の実際的な情報よりもドナーになる必

要性に関するものが多いことが明らかになった。また、ドナーの心理的過程として「意思決定」、「医学

的処置に対する不確実性」等 9 カテゴリーが抽出された。また、親の心理的過程として 5 カテゴリー、

レシピエントの心理的過程として 4 カテゴリーを抽出した。 

G) 難治性小児がん患児の家族が経験する課題の探索 

医療者および遺族を対象とした面接調査の結果をもとに、全国質問紙調査を実施した。23 施設か

ら研究参加の同意を得、104 名の遺族に質問紙を送付、47 名より回答を得た。家族の困難としては、

患児の病状悪化や、自身の不安や罪責感が多くあげられた。一方医療者に期待する支援としては、

病状や予後の見通しに関する十分な説明や意思決定支援について、多くの遺族から必要との回答が

得られ、家族支援の中心的な領域になると考えられた。 

H) 小児がん患者の主介護者に対する問題解決療法による心理的介入に関する研究 

 治療終了後の小児がん患者の親を対象とした面接調査の結果と、先行研究で有効性の示されてい

る問題解決療法を応用した小児がん患者の主介護者を対象とした心理社会的介入プログラムを開発

し、その実施可能性の検討を開始した。実施可能性は受諾率、完遂率によって検討し、また心理状態

の変化についても評価する。現在、症例の登録を継続しており、目標症例数 10 例のうち、6 例の登録

を完了し、そのうち 5 例について介入を実施している。 

2. 前年度までの研究成果 

１）ホスピス・緩和ケアへの移行期のがん患者の家族に関する研究：成人がん患者の遺族６０名を対象

に、移行期の家族への望ましいケアが難しいとされる「余命の告知」・「療養場所の変更」・「積極的治

療の中断/中止」の 3 テーマへの示唆を得る目的で面接調査を実施し質的内容分析により、必要な支

援を整理した。2) がん患者の家族の QOLの概念化に関する研究：がん患者の家族と遺族 49名を対

象とした面接調査を実施し、がん患者の家族の QOL の構成要素を整理した。3) 治療終了後の小児

がん患者の親の QOL に関する研究：治療終了後の小児がん患者の母親を対象とした面接調査を実



施し、内容分析より母親が抱える心理的苦痛の内容が明らかとなった。4)骨髄移植患者の同胞の意思

決定に関する研究：小児造血幹細胞移植患者の同胞ドナーの心理的過程を多角的に検討することを

目的に、同胞ドナーや家族を対象とした面接調査を実施した。5)終末期における小児がん患者の家

族の意思決定に関する研究：難治性小児がん患児の家族にとって支援の必要な課題を探索すること

を目的に、遺族と医療者を対象とした面接調査を行い、家族の困難および必要な支援を明らかにした。

6)働き盛り世代の乳癌患者と子どもとの関係に関する研究：乳癌患者の配偶者に対して夫婦間コミュ

ニケーションに関する支援方法を提案するため、Web を利用した質問紙調査の計画をおこなった。 

3. 研究成果の意義及び今後の発展性 

小児がん患者と成人がん患者の家族と遺族を対象とした面接調査と質問紙調査を行い、主に意思

決定場面において感じている困難の実態とQOLを構成する要素が明らかとなった。特に、これまでほ

とんど体系的に調査されてこなかった骨髄移植患者のきょうだいドナーに対する面接調査と、小児が

んで子供を亡くした遺族に対する初めての全国調査から、小児がん患者の家族が経験した困難につ

いて実態を明らかにした。さらに、働き盛り世代の乳癌患者の配偶者に対する質問紙調査では、配偶

者とのコミュニケーションに困難を感じている実態が明らかになった。このように、がん患者の家族への

望ましいケアのあり方についての遺族や家族の視点からの詳細な資料が得られたことは意義があると

考える。一方、これらの調査で得られた結果から、リーフレットやウェブサイトなどの支援ツールを作成

し、医療者や患者・家族への情報の普及を積極的につとめ、小児がん患者の親への問題解決療法の

実施可能性を検討した。これらのがん患者とその家族への情報支援や介入プログラムの開発を今後

も継続し、その有効性・有用性について検証する。 

4. 倫理面への配慮 

本研究では、研究計画を対象施設の倫理委員会に申請し、承認を得たうえで実施している。研究

目的と計画についてのインフォームドコンセントと個人情報の取り扱いに注意して研究を実施している。

特に遺族を対象としたインタビュー調査を実施するにあたり、遺族の連絡先の管理を徹底する、研究

の趣旨や方法に関するインフォームドコンセント時の遺族の心情への配慮を行っている。また医療者

を対象とした調査の際も、事前および当日に趣旨説明を実施した。 
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