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１．研究計画の概要 
小児慢性疾患患者の生存率は上昇し続け

ている一方、成人を迎えた慢性疾患患者には

多様な心理・社会的問題が報告されている。

英米豪等諸外国では 10 代早期より成人医療

への移行プログラムが重要視され、実施され

ている。そこで、これらのプログラムを参考

に、日本の移行期の現状に関する調査を行い、

成人移行を促進する看護職向け看護モデル

（看護ガイドラインおよび教育プログラム）

とともに、患者向け情報サイトやインタラク

ティブメディア・ツールの開発を目的とし、

以下の内容について調査・検討を行っている。 

（１）北米及び欧州の思春期・青年期の小児

慢性疾患患者への看護についてのフィール

ド調査・資料収集 

①成人医療への移行を促進する看護の実態 

②患者の利用する情報サイトや主体的な治

療参加を意図したインタラクティブメディ

ア・ツールの活用状況 

（２）国内調査 
①成人移行期（18-25 歳）の小児慢性疾患患

者の心理社会適応の実態とその関連要因 

②小児慢性疾患患者の成人移行期の問題へ

の看護職の対応と、看護ー関連職種間の協働

に関する実態 

③小児慢性疾患患者の成人移行期の心理社

会適応に関して、他職種と協働を図った看護

の実際とその有効性 

 

２．研究の進捗状況 
（１）-①および、（１）-②については、文

献・ウェッブ検索を行った。またボローニャ

大学小児病院におけるセミナー、国際がん看

護学会、米国小児がん・血液看護学会プレカ

ンファレンス・セミナーに参加し情報収集を

行うと共に、豪州の Westmead Chidlren's 

Hospital にてインタビュー調査を行った。 

（２）-①については、看護職を対象とした

全国調査を行い、その成果を学会発表した。

調査の結果をふまえて、現況の日本の状況で

は、看護ガイドラインを作成するのみでは不

十分で、リーダーシップをとれる看護職を養

成することが不可欠と考え、移行支援に関す

る教育プログラムを作成し、平成 21 年より

実施している。現在 60 名が受講を修了して

いる。また、平成 21 年度に作成した看護ガ

イドライン（試案）の試運転を各施設におい

て行い、平成 22年度に修正・完成させた。（２）

-②および、（２）-③については、上記の教

育プログラムで公募した看護職より事例を

募り、検討を行った。 

 
３．現在までの達成度 
 ②おおむね順調に進展している  

 研究計画のうち、（１）-①②および（２）

-①②についての成果は、学会発表を行った。

（２）-②および、（２）－③については、事

例検討を行っているものの倫理的問題をか

かえる事例もあり、更なる検討が必要である。
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今後、成人医療の専門職を加えて看護モデル

の完成を目指す必要がある。 

 
４．今後の研究の推進方策 

（１）については、論文投稿すると共に、

患者本人が成人移行過程において活用でき

るツールの開発を引き続き行う。 

（２）国内調査については、論文投稿を行

う。また以下の内容を実施する。 

 （２）－①について、さらに、成人医療の

専門職・患者関係者にヒアリングを行う。 

 （２）－②および③については、本年度も

教育プログラムを継続すると同時に、ガイド

ライン・教育プログラムの修正を行う。 

 
５. 代表的な研究成果 
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