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１．本年度の研究成果	 

(1) 癌患者の子どもへのチャイルドサポート	 

①介入調査	 

	 研究協力４施設にて、介入前の初回アンケートの回収が開始され、18 歳未満の子どもを

持つがん患者 105 名、その子ども 68 名から有効回答を得た。H24 年度は、チャイルドサポ

ート介入前の癌患者とその子どもの現状について中間解析を行った。	 

患者の年齢 43.1±4.9 歳、子の年齢 11.3±6.2 歳。親であるがん患者は、約 30％に不安、

約 25％に抑うつの臨床上のリスクを抱えていた。家族の凝集性・適応性については標準集

団との差を認めなかった。親の心的外傷後ストレス症状（PTSS）は、ｶｯﾄｵﾌ値(Impact	 of	 Event	 

Scale-Reviced:24/25）を越えている者が 41％。親が病気である体験についての子どもの

PTSS は、14 歳以下で中等度以上（Posttraumatic	 stress	 disorder	 Reaction	 Index）の者

が 48％、15 歳以上でｶｯﾄｵﾌ値(IES-R)を越えている者は 12％であった。また、子どもの QOL

評価は、親子ペア 68 組について比較すると、社会的機能(p=0.038)と学校機能(p=0.048)は、

子どもの自己評価よりも親の評価の方が有意に高い結果であった。	 

親ががん患者である体験は、健康な（特に 14 歳以下の）子どもにとって、本人以上に高

頻度に PTSS を引き起こしていることが明らかになったことは、成人のがん診療において家

族は第 2 の患者であると言われる対象の中に、子どもを視野に入れる必要があることを考

えさせられる現状と言える。そして、親評価よりも子どもの自己評価の方が低い社会的機

能であり学校機能であることから、患者である親は気付いていない問題を子ども達が抱え

ていることが明らかになった。	 

子どもの PTSS と QOL に関与する因子を単変量解析で検討した。子どもの PTSS と関連す

る因子は抽出できなかったが、子どもの QOL は、親の PTSS、抑うつ、不安がそれぞれ高い

ほど、有意に QOL が低かった。H25 年度以降、チャイルドサポート介入後のこれら子どもの

PTSS,QOL の変化を追跡する。	 

②チャイルドサポートの実際	 

a)がん患者の子どもへのサポートグループ（CLIMB○R ）	 

CLIMB○R （6 セッション）は、子どもの持っている力を引き出し、親の病気に関連するスト

レスに対処していくための能力を高めることを目指すプログラム（終末期を除く）で、す

でに米国 50 施設以上で開催されている。	 

H23 年度に完成させた日本版 CLIMB プログラムを用いて H24 年度は、パイロットグループを

２回開催し、前後調査を行った。さらに、このプログラム開発者である Sue.P.Heinery 氏

を講師として、ファシリテーター養成講座を 2 日間開催し、37 名（北海道～鹿児島から参

加）が資格を獲得した。このうち 4 施設が 2012 年 11 月～2013 年 1 月にかけてグループを

開催し、多施設共同研究として有用性を検討する目的で前後評価を行った。なお開催準備

中の施設があり、有用性の解析は、H25 年度に行う。	 



b)がん患者である親の死に直面した子どもに対するケアプログラムの開発	 

がん患者である親の死に直面した子どもの体験に関する系統的文献レビューを行った。検

索した 2265 編のうち適格基準に当てはまる 24 編を得、4 つの項目が抽出された。「安心を

求める心」「見捨てられたという怒りの感情」「子ども自身の健康の心配」「自分のせいで親

が病気になったという罪悪感」であった。また、臨終場面における未成年者への支援に対

する医療者が感じるバリアに関して、医療者に半構造化面接を行った。「子どもに関する知

識不足」「支援を行うﾀｲﾐﾝｸﾞ」「家族側の病状否認と医療者介入の拒否」「親と死別後の子ど

もへの支援不足の懸念」が抽出された。以上より、今後の対策が明らかになったと考える。	 

(2) 小児がん経験者の自立・就労実態調査と支援システムの構築	 

① 実態調査	 

就労支援パイロット事業の基礎資料とすることを目的に、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。横断研究（自記式/Web）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してき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。男：女＝123 人：116 人。平均年齢 24 歳(6-24)、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%)。手帳は必要、と答えた 44 人に関する

ロジスティック回帰分析で解析したところ、オッズ比(OR)で晩期合併症は 29、脳腫瘍 9.3、

リンパ腫 7.0、低学歴（中卒・高卒）7.0 が有意であった。学生を除いた未就職率は 20％で、

関連因子をロジスティッ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 のみであったが、脳腫瘍、低学歴も OR が高値であった。未就労 31 人のうち晩期合併症

を有するのは 22 人で、このうち 41％が就職活動をしたが採用されず、51％は仕事をしてい

ないことに大変不安を感じていた。学生の 74 名中、就職の不安があると答えた者は、晩期

合併症を有する者の 79％、有さない者の 35％であった。	 

② 自立・就労システムの構築	 

H23 年度に立ち上げた NPO 法人ハートリンクワーキングプロジェクトでは、実態調査を元

に H25 年度開設に向けて準備を継続中である。	 

(3) 提言	 

がん患者の子どもたちも支援を必要としている存在である。子育て世代のがん患者の診療

における家族支援では、子どもを視野にいれることが不可欠である。小児がん医療におい

ては、多くの小児がん経験者が社会人年齢に達してきている近年、特に晩期合併症を有す

る小児がん経験者への自立・就労支援体制の構築が望まれる。	 

	 

2 前年度までの研究成果	 

(1) がん患者の子どもへのチャイルドサポート	 

各研究分担施設においてチャイルサポートを行う体制を整え、サポート前後の多施設共同

調査についての研究審査を受けた。がん患者の子どもへのサポートグループ（CLIMB○R ）の

日本語版を完成させ、日本版ファシリテーター養成プログラムの作成に着手した。	 

(2) 小児がん経験者の自立・就労実態調査と支援システムの構築	 

小児がん経験者 56 人、その保護者 133 人の自立に関するデータを、内閣府調査の一般集

団と比較した。健康上の理由で転職辞職することが多いものの、社会に役立ちたいという



意欲は高かった。一方で、親離れ・子離れできていない親子関係の特徴も持っていた。調

査結果を踏まえて就労支援を実践するために、NPO 法人を立ち上げた。	 

	 

3 研究成果の意義及び今後の発展性	 

成人がん診療におけるトータルケアで、日本において欠けていた子どもを視野に入れた支

援の必要性を明らかにした。今後、子どもへの支援を行うことの効果を検証し、その方法

も提唱することで実践に結び付くと考えている。小児がん診療においては、高度先進医療

の恩恵により増加している社会人となった小児がん経験者の自立・就労における問題を明

らかにした。晩期合併症を有しながらも、一般集団より社会貢献意欲が高い小児がん経験

者をパイロット事業にて雇用し、自立・就労支援システムの一般化を試みる。	 

	 

4 倫理面への配慮	 

患者アンケートに際しては、研究代表者、各研究分担者の施設にて倫理審査をうけヘルシ

ンキ宣言に則り、患者の利益を最優先に考えて行った。調査への協力は、口頭同意の後、

書面での同意書を取得した。調査内容は、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には用いなかった。	 
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