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 野澤 桂子 1)   細野 亜古 2)  

抄 録 

がんに罹患した場合，手術・抗がん剤治療などの外見に対する侵襲性の高い治療が集約的に行われるため，思

春期小児がん患児も外見の変化を広範囲に体験して，心理的苦痛を感じていることが明らかになった。そこで，

小児がん患児の QOL を改善して治療意欲を向上させるために，「外見のサポートを通じた小児がん患児の QOL
改善プログラム」を作成する一連の研究を行った。研究１は，外見サポートプログラムに必要な構成要素を検討

するため，実際に患児が体験した具体的な問題やニーズを明らかにした。研究２では，思春期患児の外見変化に

対する養護教諭の意識を調査した。それらをもとに研究３として，小児用外見サポートプログラム（第 1 案）の

作成を試みた。 
 
キーワード：小児がん 外見 美容 サポートプログラム Quality of life（QOL） 
 

I. 背景 

小児がん治療においては，脱毛や皮膚色の変化を伴

う抗がん剤治療および放射線治療，顔面や身体の一部

の切除といった侵襲性の高い手術が行われる。そのう

え，10 代半ばから 20 代前半が，生涯を通じて最も公

的自己意識が高まり，外から見た自分の姿が気になる

年齢であるということも心理学上明らかになっている

1)2)。それゆえ，思春期患児の外見変化による心理的苦

痛は著しいものがあると予測される。しかし，がんの

領域においては，疾病の重大性ゆえに生存率や延命率

が重視され，心理的苦痛についての研究や適切な外見

ケアプログラムの作成研究は，ほとんどなされてこな

かった。 

そこで，我々は，医療現場で行われるべき外見に関

する患児のサポートプログラムの構築とその効果的な

実施のために，基礎研究（平成 20年度：小児がん患児

の治療に伴う外見変化と QOLに関する研究）を行い，

①外見に対する変化の実態，②変化が QOL に与える影

響，③患児のニーズ，を調査した 3)。その結果，思春

期小児がん患児の外見変化の症状は多岐にわたり，そ

の苦痛度は，一般的な身体症状より高いものもあった。

思春期の患児にとって外見変化の影響が高いことが示

唆された。また，外見変化への対処方法のサポートに

ついてはとりわけ年長の女児に高いニーズがあること

など，サポートプログラムの開発の必要性も明らかに

なった。 
以上をふまえて，今回は，応用研究として，「外見

のサポートを通じた小児がん患児の QOL 改善プログ

ラム（第 1 案）」（以下，小児用外見サポートプログ

ラムとする）の作成を試みることとした。外見のサポ

ートを通じて QOL を向上させることは，思春期患児に

必要な闘病意欲の向上や社会適応を促進するからであ

る。 
 小児用外見サポートプログラムは，単純に外見のケ

アを行うためだけのものではない。図 1 のように，変

化した外見をカモフラージュする方法を具体的に指導

することで，変化自体を少なく見せるとともに，先輩

の体験談や気に入ったウィッグをつけて遊ぶウィッグ

タイムなどの楽しい感情体験を通じて，マイナスの認

知に働きかけることが重要な要素になっている。そし

て他者からのネガティブな評価を担任教諭の環境調整

などによって軽減する。それらによって，マイナスの
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自己認知から自尊感情の低下，ひいては不適応行動と

いう負の連鎖を改善することを目指すものである。 

図１．プログラムのモデル図 
 
本研究は，以下，３つの小研究から構成される。小

児用外見サポートプログラムに必要な構成要素を検討

する（研究１）だけでなく，患児の復帰にあたっての

代表的キーパーソンの一人である養護教諭を対象に思

春期患児の外見変化に対する意識を調査（研究２）す

る。そのうえで，小児用外見サポートプログラム（第

1 案）として，実際に行われている成人対象のプログ

ラムをもとに，小児がん患児のための外見ケアプログ

ラム案を作成する（研究３）。 
    

II. 研究１ 

―外見サポートプログラムを構成する要素の検討― 

 

１．目的 

 思春期小児がん患児が外見の変化を抱えながら社会

適応して行く中で生じた具体的問題，それに対してど

のように対処したのか，どのようなサポートが有意義

であったと考えているかを明らかにする。 
 
２．方法 

調査対象者：A がん専門病院小児科に入院または外来

通院中の患児で 13 歳以上の者 
調査方法：半構造的面接によりデータ収集を実施した。

用いた質問項目は，思春期女児 B（17 歳）と小児科医

1 名，臨床心理士 1 名で討議のうえ検討した。回答内

容については逐語録にし，KJ 法 4)を参考にデータの分

類・整理を行った。 
調査項目：①患児の基本情報（性別・治療歴・年齢）  
②外見の変化に関する実態調査（実際に体験した外見

のトラブルと対処行動のエピソード）③小児外見サポ

ートプログラムへの提案（小児サポートプログラムを

作成するとしたら，自らの経験をふまえて，どのよう

な内容や運営方法が妥当と考えるか） 

 
３．結果及び考察 

①調査対象者：回答のあった患児は男子 1 名・女子 6
名，平均年齢は 15.29 歳(13 歳～22 歳)であった。7 名

全員が，手術・抗がん剤治療・放射線治療を体験して

いた。 
②外見変化に関する実態：体験エピソードと対処方法 

 面接内容を分析した結果，【外見の変化に関するエピ

ソード】【対人関係に関するエピソード】【生活の不便

さに関するエピソード】の３つのカテゴリーが抽出さ

れた。以下，カテゴリーを【 】で，サブカテゴリー

を≪ ≫で，生データを「 」で示す。 
【外見の変化に関するエピソード】 

 脱毛エピソードが語られることが多かった。手術部

位が，義眼や胸部を除いて他者から見える場所になか

った患児が多かったために，外見上の変化として脱毛

のみが目立ったことが関連すると考えられる。そして，

「高い」「どこで買うか悩む」などの≪ウィッグに関す

る疑問や不満≫，「体育でドッジボールと一緒にウィッ

グが飛んだ」などの≪外見についての恥ずかしい体験

≫のサブカテゴリーが抽出された。 
【対人関係に関するエピソード】 

 このカテゴリーでは，3 つのサブカテゴリーが抽出

された。「普通に接してくれると嬉しかった」「ウィッ

グが取れた時，友人がひよ子だぁ～と言ってくれて和

んだ」などの≪周囲の肯定的対応≫，「校長先生が全校

集会で，小児がんで頑張っている学生がいます，と話

したが，自分が休んでいたので皆にばれた」「義眼でい

じめられた」「人の多いところで，ヅラなの？って連呼

されて困った」「興味本位で聞いてくる」などの≪周囲

の配慮不足≫，「学校に復帰するとき，なんて言ってよ
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いかわからなかった」「旅行のとき，皆と一緒にお風呂

に入れなくて少しさみしい」などの≪患児自身の戸惑

い≫の３つである。 

【生活の不便さに関するエピソード】       

「手術の痕があって，おしゃれができない」「風の強

い日は，かつらが取れそうになるのでなるべく外出は

避ける」「体育の授業は，種類によって参加した」「プ

ールは無理」などの≪日常生活での不便さ≫，「修学旅

行は不参加」「旅行中，トイレで頭の汗を拭いた」「遊

園地は，ウィッグの固定を強化してフードをかぶった

ら全部乗れた」などの≪イベントでの不便さ≫の２つ

のサブカテゴリーが抽出された。 

③小児外見サポートプログラムへの提案 

 面接内容を分析した結果，プログラムの内容に関す

る【外見変化の知識】【外見変化に対処する方法】【後

輩へのアドバイス】と，運営方法に関する【プログラ

ムの運営方法】の４つのカテゴリーが抽出された。 
【外見変化の知識】 

 「脱毛や色素沈着，放射線ならへこんじゃうことも

あるから，この治療のデメリットや対処法，例えばど

んな変化があるのかとか，その原因について医者に十

分説明してもらうことかな」「髪が抜けるのを聞いてい

たから驚かなかった」などの≪医学的知識≫，「いつ戻

るかも教えて欲しい」「1 カ月単位で写真があったらい

い」などの≪元への戻り方≫の２つのサブカテゴリー

が抽出された。 
【外見変化に対処する方法】 

 「どう隠したらいいか」「副作用で手がしびれた時で

も眉が描ける方法を知りたい」「ウィッグが傷まないケ

ア方法を知りたい」「外見について相談できる先生がい

ることを早く知りたかった」「むくみ解消グッズ」「つ

け眉毛やもみあげ」などの≪具体的な技術や対処方法

≫，「育毛剤やまつ毛美容液などは本当に効果がある

か」「髪が伸びるシャンプーの効果」などの≪口コミ情

報へのエビデンス≫の２つのサブカテゴリーが抽出さ

れた。 
 【後輩へのアドバイス】 

 「今では初めての人ならなんにも疑わないし，ウィ

ッグを拒否するメリットはない！」「ジェットコースタ

ーだってへっちゃら」「人毛なら染められるし，今は安

くなってる。親も子供には甘いからワガママ言っちゃ

え」などの≪具体的アドバイス≫。加えて，「自分がみ

んなと違うんじゃなくて，みなが違うんだよ♪ 外見

トラブルがあっても，そこだけみなと違うだけだよ」

「自分のストレスをぐちれる誰かをみつける」「自分に

自信をもって！人前に出るのは勇気がいることだけど，

きっと理解してくれる人がいる」「常に，自分が一番。

うらやましいから自分に注目するんだ，と勝手に思い

込んで学校にいけばいいよ」などの≪心理的アドバイ

ス≫の２つのサブカテゴリーが抽出された。 
 【プログラムの運営方法】 

 「楽しい司会者がやってくれれば元気が出る」「司会

者には経験者がいてもいい」「司会者とか人形も制服着

て，これに合うウィッグは～，って話したら安心する」

などの≪司会者に関する提案≫と，「男子と女子別々と

か，合同とか，いろいろあってもいい」などの≪運営

方法に関する提案≫の，２つのサブカテゴリーが抽出

された。 
 
４．まとめ 

本研究の結果，以下のことが明らかになった。 
① 患児は，闘病生活の中で，脱毛などの外見変化そ

のものの体験だけでなく，その変化によって対人関係

に起こる様々なエピソードや，社会生活を送るうえで

不便さを体験している。とりわけ，同じ外見変化を体

験しても周囲の反応が肯定的か配慮不足かによって，

患児の受け止め方が異なるため，患児に関わる医療ス

タッフはもちろん，学校を運営する教職員への理解を

求めて行くことも必要である。 
② 闘病生活の中で問題となる対処場面は，体育の授

業や修学旅行など成長期の教育に必要な行事に関連す

ることが多く，明らかに成人の場合のそれと異なって

いる。 
③ 具体的で技術的な対処方法だけでなく，自分の認

知自体を変化させる方法まで，患児は個人レベルで試

行錯誤を繰り返しながら社会生活に適応していること

が示唆された。 
④ 患児は，思春期小児がん患児を対象とした外見プ

ログラムの作成に関して高いニーズをもち，その内容

も具体的にイメージできていることが示唆された。今

後は，外見に関するサポートも治療生活の重要な支援
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30.3% 39.4% 24.2% 3.0% 3.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない その他

24.2% 48.5% 24.2% 3.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

0.0% 30.3% 30.3% 39.4%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

12.1% 42.4% 42.4% 3.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

の一つとして位置づけ，病院の中で情報提供をするこ

とが期待される。 
Ⅲ．研究２ 

―思春期患児の外見変化に対する 

養護教諭の意識調査― 

１．目的 

 患児が治療にともなう外見の変化に対処して心理社

会的に適応して行くためには，本人や家族の努力だけ

でなく周囲のサポートが必要である。そこで，患児の

社会復帰を支える院内学級の教員がどのように外見の

問題をとらえているか，その意識を調査する。 
 

２．方法 

調査対象者：T 地区に属する大規模病院の院内学級に

勤務する養護教員 
質問紙法：教員研修会の際，質問紙を配布・回収 
調査項目：①対象者の基本情報（性別・年齢・外見懸

念の有無）②小児がんや外見の問題に関する基本的知

識③外見の問題に対する態度 ④外見上表れる障害や

病気をもつ生徒との関わりの中で，対応に迷った経験

の有無と内容 
 

３．結果及び考察 

調査対象者：養護教員 36 名に配布したところ，33 名

から回答が得られた（有効回答率 91.67%）。性別は，

男性 8 名（24.2%）・女性 25 名（75.8%），年齢は 22
歳～59 歳（平均年齢：38.90 歳±11.03 歳）であった。  
自分の外見に関する懸念の有無は，懸念ありが 28 名

（84.8％），懸念なしが 5 名（15.2%）であった。 
 なお，性別や年代（39 歳以下の若年群・40 歳以上の

中年群），外見重視の傾向の有無によって，質問の回答

傾向が異なるか，全ての質問についてχ2検定を実施し

た。しかし，いずれの要因も有意な差は認められなか

った。 
①小児がんや外見の問題に対する基本的知識 
Q．同じがん治療でも，子供の方が大人の治療より身

体的に厳しいと思う 

 

 

 

          図２ 

20 年度に実施した小児研究 3)と，成人を対象に実施

した研究 5)を比較すると，身体症状及び外見症状はほ

ぼ全ての項目において小児の方が発生頻度と苦痛が高

かった。一般に小児がんの場合，抗がん剤の大量投与

が著効を示すこともあり成人の身体に比して大量の投

薬がされるため 5)，治療的には厳しい体験をしている

ことを示している。小児に関わる教員はその治療の大

変さを理解することが求められるが，確信をもってい

るのは，30.3%しかいない。この知識の普及も必要で

ある。 
Q．外見にトラブルがある人につい目がいってしまうの

は良くないことだと思う。 

  
 
          

 図３ 

一般に，外見にトラブルのある人に会った場合，ど

のように反応して良いかわからず罪悪感をもったり，

見られた側も不快感をもちやすい。しかし，心理学上，

人の視線は自分の普段目にしているものと違う形態に

自然に反応することが明らかになっており 7)，外見に

変化のある人につい目が行ってしまうことはそれ自体

悪いことではない。外見が変化した患児を迎える場合，

教員にその知識があると，事前に双方にその旨を伝え

ることで無用なコミュニケーションのトラブルを避け

ることができる。72.7%の養護教員が，よくないこと

だと考えており，正しい知識の普及も必要である。 
②外見の問題に対する態度 

Q．中学生や高校生のうちは，外見を気にすべきではな

い。 

  
 
 
          図４ 

養護教員の 60.6%が，外見を気にすることを許容し

ている。 
Q．人間はやはり見た目が重要だと思う    
 
 
 
         図５ 
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87.9% 12.1% 0.0%0.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

63.6% 33.3% 3.0%0.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

66.7% 30.3% 3.0%0.0%

確かにそう思う 少しそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない

51.5% 48.5%

はい いいえ

養護教員の 54.5%が，見た目の重要性を肯定してい

る。 

Q．人間はやはり心が重要だと思う    
 
 
 
           図６ 

100％の養護教員が，心の重要性を肯定している。 
Q．自分は，外見にトラブルのある生徒に対しても公正

に接することができると思う 

    
 
 
  
           図７ 

63.6%が自信をもって，全体では 97%の養護教員が

公正に接することができると答えている。 
Q．思春期のがんの子供に対して，外見関連の指導をす

るプログラムは必要だと思う 

    
 
 
 
           図８ 

 否定したのは 1 名で，97%の教諭が必要性を肯定し

ていた。 
③外見上表れる障害や病気をもつ生徒との関わりで対

応に迷った経験の有無と内容 

Q．今まで，特に外見上あらわれる障害や病気をもって

いる生徒さんとの関わりや，その生徒を含む学級運営

の際に，困られた経験や対応に迷った経験があります

か。 
 
 
 
           図９ 

養護教員の約半数が，対応の際に迷った体験を有し

ていた。 
具体的内容は，「白血病の治療中，普通学級に交流に行

く際，本人や普通学級の児童がどう思うか，気にはな

ったが特に指導できなかった。」「むくみ・抜毛など，

同じ疾患でない児童が，本人が気にしていることと分

からずに話題にする場面がある。」「頭髪のないお子さ

んが被っている帽子が授業中にぽろっと脱げてしまっ

たこと。片足切断のお子さんのことについて，本人に

適切な対応が出来ない担任がいた。」「高校受験や英検

受験の願書に貼る写真が脱帽指導だったときにどうの

ように撮るか（どう伝えるか）困った。面接のときに

帽子を脱ぐことの抵抗についての励ましのことばがで

なかった。」など，外見の変化に関して患児本人に対し

てのみならず，患児と他の生徒との関係での指導につ

いて戸惑いを感じていることがわかった。 
 
４．まとめ 

 養護学校教諭として日常，病気や障害をもつ児童に

接しているためか，回答傾向に男女差・年齢差などが

なく，柔軟な価値観で生徒に向き合っていることがわ

かった。 
病気になっても，中学生や高校生として外見を気に

することや，その変化に対処することについても，柔

軟に肯定している。養護教諭の 100%が心に価値をお

きながらも，外見の大切さも感じていた。今後，プロ

グラムの運営などに際して，積極的なサポートが得ら

れる可能性がある。 
 しかし，その一方で，治療の強さや外見の問題に反

応することなどの基礎的情報の不足が示唆された。ま

た，半数の先生が現実場面での対応の困難さを経験し

ていた。今後は，基礎情報や対処方法の研修などをし

てゆくことで，患児が外見の問題を乗り越えて社会生

活に適応することのサポートを強化できる可能性があ

る。 
 

Ⅳ．研究３ 

―思春期小児用外見サポートプログラム 

（第 1案）の作成― 

 

１．目的 

 外見関連の情報提供を中心とした小児がん患児に対

するサポートプログラムを作成する。 
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２．方法 

 Aがん専門病院で成人向けに実施している外見関連

患者支援プログラム「コスメティックインフォメーシ

ョン」8)9)に，研究１・２から得た知見と患児・患児の

保護者・医療者による検討を加えて，小児用外見サポ

ートプログラム第 1 案を作成した。 

 
３．結果及び考察 

①プログラムの内容及び提示資料 

 図 10 以下に抜粋したとおり，パワーポイントにて

20 枚のスライドを作成した。 
内容は，先行研究 3)や本研究 1 の結果をもとに，「Ⅰ．

情報とスキル編」「Ⅱ．メンタル編」「Ⅲ．先輩のアド

バイス編」「Ⅳ．オプション編」の４編に分け，情報提

供と遊びを取り入れたプログラムになっている。特に

小児の場合は，遊戯療法のように，遊びによってカタ

ルシスを得ることも多いため 10)，ウィッグやネイルで

変身願望を満たしつつ遊ぶことが，病気に対する外見

変化の受容を促進すると予測される。 

コスメティックインフォメーション
in 小児科小児科小児科小児科

by コスメチーム

 

図 10 

 
各編の内容とスライド（抜粋）は，以下の通りである。 
 

Ⅰ．情報とスキル編 

 はじめに，「外見変化の内容」「メカニズム」「経過」

など，外見変化を通じて病気に対する理解を深めるた

めの教育的介入を行う。そのうえで，「髪」「まゆ毛・

まつ毛」「皮ふ」「爪」など患児が気にしやすい身体部

分についての具体的ケア方法について紹介する。 

さあ準備しよう
① 髪のカット：長い髪は短くカットすると、処理が楽だよ

② ウィッグ：いつ買ってもいいけど、抜け始める前に
ウィッグを用意したほうが、気分的には楽かな

注意 ＊かぶり心地も値段もさまざま、何回くらい使うか相談してみよう
＊普段帽子で過ごし、月に1回くらいしか使わない人は、パーティ用の

安いのでいいかも
＊自分が自信をもてるヘアスタイルがいちばん
＊つけ毛もうまく利用しよう

③ 室内用キャップ：フィットキャップ・バンダナなど
＊手作り品・市販品

④ 外出用帽子
⑤ 抜け毛対策：コロコロクリーナー・ガムテープ

抜け毛の目立たない服（脱毛初期）

優しいヘアケア

 

図 11 

Ⅱ．メンタル編 

 思春期・青年期は，人生の中で最も公的自己意識が

高くなる時期である。そのため，患児も外から見える

自分の姿が気になるにもかかわらず，周囲から「病気

のことだけ考えなさい」「気にしなくていいのよ」と一

方的に言われ，本人がその苦悩を表出できずストレス

に感じることが多い。そこで，外見の変化を気にして

も大丈夫ということを伝えるための教育的介入である。 

外見のこと気にしても気にしなくても
大丈夫！

すごく気になる人

実は、君たちの年齢は、人間の人生で一番、
外から自分がどんなに見えるか気になる時期

→気になっても大丈夫

→ただ、気になって眠れない、外に出られない

なんて事があったら、先生に相談しよう

ぜんぜん気にならない人

今までどおりに生活しよう

 

図 12 

 

Ⅲ．先輩のアドバイス編 

 先輩の体験談を通して具体的な対処事例を伝えてお

くことで，心理的準備を促進する。ただし，個人的な

例の一つに過ぎないことを述べたうえで各患児にあっ

た柔軟な対応を勧めることが必要である。 
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２．こんな時どうする？

帽子やウィッグが雨にぬれたり汗かいた時：

トイレや個室で外して拭く

旅行：先生に相談してお風呂を一人に

ルームメートだけにウィッグを打ち明けた

ジェットコースター完全制覇（ヨットパーカー）

体育：出来る範囲で参加

授業の席：先生が一番後ろにしてくれたので

ウィッグを気にしないですんだ

 
図 13 

 

Ⅳ．オプション編 
 アメリカのがん患児に対する「Look Good…feel 
Better」プログラムの中のティーンズプログラム 10)（図

14）のように，実際にウィッグに触れたり，美容製品

で遊ぶことを取り入れる。それによって，病気の状態

にある自分であっても，元気な普通の学生と同じ面の

あることを実感してもらい，自己受容が促進されるか

らである（図 15）。 

Teens Program 13歳～17歳

 
           図 14 

変身して遊んじゃおう！タイム

ウィッグをかぶって違う自分になってみる！

つけまつ毛に挑戦！

オシャレな爪にしてみよう！

 

           図 15 

②プログラムの運営方法 

 プログラムの実施時期は，治療方針が決定した後，

院内で受けられるようにすることが望ましい。できれ

ば，大人のファシリテーターだけでなく，病気を克服

した先輩などに参加してもらえると良い。 
 本プログラムは，具体的な情報提供が主目的なので

はない。それを介入手段として，病気になった自分の

自己受容を促進させ，治療意欲を高める意義があるか

らこそ病院でスタッフが行うのである。小児の発達プ

ロセスを知る医療スタッフや，トレーニングを受けて

チーム医療を担うことができる美容専門家が，知識中

心ではなく，明るい遊びの雰囲気で実施することが重

要である。 
 所要時間は，一通りの説明と体験が可能であること

や，思春期小児の集中力持続時間，病院内での実施可

能時間を考慮して，1時間～1時間30分が妥当である。 
  
４．まとめ 

 前年度の研究 3)，今年度の本研究１・２をふまえて，

現時点でベストと思われる小児用外見サポートプログ

ラム「コスメティックインフォメーション in 小児科」

（第 1 案）を作成した。今後は，実施をするなかで，

さらに検討し改良を重ねて行く必要があると考えてい

る。 
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