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目　的

　子どもは，臨終前後に親の病気を周囲に隠さな
ければならない負担などを経験していること1）や，
死別後の抑うつ，集中力の低下といった身体・精
神的変化が報告されている2～4）．日本では未成年
の子どもをもつ家族が，患者の療養中から死別後
にどのような思いを抱き，どのようなサポート
ニーズをもっているかに関する全国調査はない．
本研究の目的は，①未成年の子どもをもつがん患
者の遺族の体験を明らかにすること，②子どもに

病気や死を伝えることに関する家族のサポート
ニーズを明らかにすることである．

結　果

　968 名に質問紙が送付され，711 名（71％）が
返送した．そのうち，未成年の子どもがいると回
答した 53 名（7.4％）を分析対象とした．患者お
よび遺族の背景を表 1 に示す．

1）子どもへのがんや死の説明
　子どもに対する病気や死の説明について，67％
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廣岡　佳代＊

　ホスピス・緩和ケア病棟で近親者を亡
くした遺族を対象に，未成年の子どもを
もつがん患者の遺族の体験を明らかにす
ること，子どもに病気や死を伝えること
に関する家族のサポートニーズを明らか
にすることを目的として調査を行った．
その結果，53 名の遺族に未成年の子ど
もがおり，半数の遺族は，「子どもに心
配をかけたくなかった」「子どもがどん
な気持ちでいるのかを知りたいと思っ
た」と回答していた．また，患者の入院

中に心の健康状態の良くない遺族や周囲
に耳を傾けてくれる人がいないと考えて
いる遺族ほど，子どものことを相談でき
る相手がほしいと考える傾向にあった．
本研究の結果，未成年の子どもをもつ家
族に子どもの気持ちを聞ける専門家の存
在について説明する必要性，また，周囲
からのサポートが少なく，こころの健康
状態があまり良くない家族に対して子ど
もの相談に乗るなど支援を提供する必要
性が示唆された．
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表 1　患者・遺族の背景
n ％

患者の平均年齢 70. １± 12.9

患者性別
男 32 60.4

女 19 35.8

がんの部位

肺 16 30.2

胃 7 13.2

すい臓 7 13.2

結腸 3 5.7

乳房 2 3.8

直腸 2 3.8

肝臓 2 3.8

頭頚部 2 3.8

子宮 2 3.8

卵巣 2 3.8

その他 8

遺族の平均年齢 52.9 ± 11.1

遺族性別
男 13 24.5

女 40 75.5

患者との続柄

配偶者 22 41.5

子ども 22 41.5

婿・嫁 4 7.5

兄弟姉妹 2 3.8

その他 3 5.7

信仰宗教

信仰していない 16 30.2

仏教 29 54.7

キリスト教 1 1.9

神道 7 13.2

入院中のからだの健康状態

よかった 12 22.6

まあまあだった 24 45.3

よくなかった 15 28.3

非常によくなかった 2 3.8

入院中のこころの健康状態

よかった 9 17.0

まあまあだった 22 41.5

よくなかった 18 34.0

非常によくなかった 4 7.5

心配事や困りごとに耳を傾けてくれるか

全然聞いてくれない 1 1.9

あまり聞いてくれない 7 13.2

まあまあ聞いてくれる 13 24.5

よく聞いてくれる 13 24.5

とてもよく聞いてくれる 18 34.0

子どもの人数 1.8 ± 1.0

最も気がかりな子どもの年齢 12.5 ± 4.8
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の遺族は「がんで，治らないと伝えていた」，
14％は「がんだが，治ると伝えていた」と回答し
ていた（図 1）．患者の死に対する子どもの認識に
ついて，54％は「はっきりと知っていた」，17％
は「分からない」と回答していた（図 2）．患者が
亡くなることを子どもと話したかについては，31％
が「話さなかった」と回答していた（図 3）．「子ど
もと患者の死を話したこと／話さなかったことを
どう思っているか」については，70％が「ちょうど
よかった」と回答していた（図4）．

2）遺族の子どもに対する認識と子どもの反応
（図 5）

　約 60％の遺族は，「子どもに心配をかけたく
なかった」「子どもがどんな気持ちでいるのかを
知りたいと思った」と回答していた．また，約
40％の遺族は，「自分自身が精一杯で子どものこ
とをケアする余裕がなかった」「患者のつらい姿
を子どもに見せたくなかった」と回答していた．

3）医療者に求めるサポート
　遺族は，「子どもへの関わり方や病気・死の説
明などに関するパンフレットや資料がほしい」

（18.9％），「子どものことを相談できる相手がほ

しい」（13.2％）と回答していた．その一方で，
50％の遺族は，サポートが特に必要ない（子ども
のことは家族にまかせてほしい）と回答してい
た．「子どものことを相談できる相手がほしい」
は，患者が入院中の遺族のこころの健康状態と正
の相関（ρ＝0.31，p=0.02），心配事や困りごとが
ある時，周りの人が耳を傾けてくれると負の相関
があった（ρ＝－0.30，p=0.03）．

考　察

　本研究は，未成年の子どもがいる遺族 53 名を
対象とした貴重なものである．半数の遺族が「子
どもに心配をかけたくなかった」「子どもがどんな
気持ちでいるのかを知りたいと思った」と回答し
ていた．また，患者の入院中に心の健康状態の良
くない遺族や周囲に耳を傾けてくれる人がいない
と考えている遺族ほど，子どものことを相談でき
る相手がほしいと考えていた．本研究の結果，未
成年の子どもをもつ家族に子どもの気持ちを聞け
る専門家の存在について説明する必要性，また，
周囲からのサポートがあまりなく，こころの健康
状態があまり良くない家族に対して子どもの相談
に乗るなどの支援を提供する必要性が示唆され
た．

図 1　子どもへの患者のがんや死についての説明

図 3　 患者が亡くなることについて 
子どもと話すことがあったか？

図 2　 子どもは、患者が亡くなることについて 
どのように認識していたと思うか？

図 4　 子どもと話したこと／話さなかったことに 
ついて，いまどう思うか？
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図 5　遺族の子どもに対する認識および子どもの反応
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 患者の病気は、自分自身のせいかと子どもから言われた
 

 子どもにどう接していいのか分からなかった 

 患者が亡くなられた後、子どもからもっと早く病気や
亡くなることについて教えてほしかったと言われた

 子どものことを考える余裕は全くなかった 

 子どものことを医師や看護師に相談してもよいと思わなかった
 

患者の死を子どもに見せていいのかと心配になった

患者の記憶が子どもに残らないのではないかと心配になった
 

子どもに接することはつらかった
 

子どもに患者の病状や死ぬことについてどう説明
していいのか分からなかった  

 患者との死別は、子どもの成長に影響を及ぼすの
ではないかと心配になった  

 誰かに助けてほしかったが、誰に言えばいいか分からなかった
 

死別後のことや死を伝えることなど、患者と
子どものことを十分に相談できた  

患者のつらい姿を子どもに見せたくなかった 

子どもから患者が亡くなることについて聞かれた 

 自分自身が精一杯で、子どものことをケアする余裕がなかった
 

子どもがどんな気持ちでいるのかを知りたいと思った
 

子どもと話したり、遊んだりする時間がなかった 

自分のきょうだいや親類が子どものことを気にかけてくれた
 

子どもに心配をかけたくなかった 

とてもそう思う  そう思う  あまりそう思わない  まったくそう思わない
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