
 

「VOICE」  小児脳幹部グリオーマガイドブック   内容     

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
執筆協力  
埼玉医大国際医療センター脳脊髄腫瘍科	 小児脳腫瘍部門長	 柳澤隆昭  
埼玉医大国際医療センター	 ソーシャルワーカー	 御牧由子  
さわむら脳神経科クリニック院長	 澤村	 豊  
大阪総合医療センター副院長	 原	 純一  
大阪総合医療センター緩和医療科	 多田羅竜平  
(医)福田診療所院長	 福田弥一郎  
国立成育医療研究センター	 寺島慶太  
しぶたねの会	 清田悠子  
小児脳腫瘍の会	 馬上祐子  
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
●  第一章	 小児脳腫瘍と脳幹部グリオーマ  
 
小児脳腫瘍について 
Q1	 小児脳腫瘍とはどんな病気なのですか。 
Q2	 小児脳腫瘍にはどんな種類があるのですか。	   
Q3	 その中で「脳幹部グリオーマ」(脳幹部神経膠腫)とはどんな病気ですか。 
Q4	 脳幹部グリオーマになるとどんな症状が見られるのですか。  
Q5	 小児脳幹部グリオーマの発生原因は何なのでしょうか。 
 
☆「声」VOICE ① 
1)	 病気を知るきっかけとなった症状、エピソード 
2)	 異変に気付き、はじめにどのように対処したか。 
3)	 どのように病院を選んだか? 
 
●	 第二章	 検査・外科的処置  
 
脳の構造と機能 
Q1	 脳の構造はどうなっていますか。	  
Q2	 「脳幹部」の役割と機能は何ですか。 
Q3	 脳幹部にはどのような働きの神経がどのように走っていますか。	  
Q4	 小児脳幹部グリオーマによる各神経への影響について簡単に教えて下さい。 
 



検	 査	 

Q1	 病院ではどんな検査を行いますか。 
Q2	 他の脳幹部腫瘍と「脳幹部グリオーマ」の画像の特長と違いは何ですか?	  

 
 
外科的な検査・治療 
Q1	 生検とは何ですか。 
Q2	 脳幹部グリオーマで生検をする場合としない場合。 
Q3	 グレードとは何ですか?  
Q4	 摘出手術が可能な脳幹部グリオーマとはどんなものですか。 
 
 
水頭症 
Q1	 水頭症とは何ですか。 
Q2	 どんな治療をするのですか。 
Q3	 シャントでお腹に流した水で転移しないのですか。 
Q4	 新しい治療として神経内視鏡を使った水頭症治療があると聞きました。こちらは、どういっ
たものでしょうか。 
 
化学治療のための CV ポート手術について 
Q1	 皮下埋め込みポートや長期留置型中心静脈カテーテルとは何ですか。 
Q2	 ポート装着後の管理はどうするのですか。 
Q3	 水泳や入浴はできますか。 
Q4	 診断を注意すべき脳幹部腫瘍	  
 
☆「声」VOICE ② 
1)	 検査に関するエピソード 
2)	 病気の確定、告知に関しての受け止め 
3)	 水頭症などの症状と処置に関して 
 
●  第三章	 初期標準治療  
 
治療の選択	 

Q1	 標準治療とはどういう意味ですか。 
Q2	 脳幹部グリオーマの標準治療とは何ですか。 
Q3	 抗がん剤による化学治療をする場合はありますか。 
Q4	 三歳未満の幼児の治療は? 
Q5	 無治療だとどうなりますか。 



Q6	 巷の民間療法を試してみたいのですが。 
Q7	 インターフェロンや免疫療法をやって欲しい。 
 
放射線治療 
Q1	 放射線はどのようにしてがん細胞に効くのですか。 
Q2	 どの位の線量で期間はどの位ですか。 
Q3	 副作用はあるのですか。 
Q4	 副作用の対処法を教えてください。 
Q5	 放射線治療で完全に治りますか。 
Q6	 なぜ「びまん性脳幹部グリオーマ」は放射線の効果が続かないのですか? 
Q7	 ガンマナイフ、サイバーナイフとはなんですか。 
Q8	 陽子線治療、重粒子線治療とはなんですか。 
	 

ステロイドの服用について	 

Q1	 ステロイドという薬は何ですか。 
Q2	 どういう時に使用しますか。 
Q3	 ステロイドでかなり症状が改善されましたが・・。 
Q4	 ステロイドの副作用などの注意点はなんですか。 
Q5	 太ったのでやめたいです。やめていいですか。 
 
☆「声」VOICE ③ 
1)	 初期治療はなんだったか。その効果と副作用は? 
 
○もうひとつの「声」	 無治療について 
 
リハビリテーション 
Q1	 リハビリテーションとは何ですか。 
Q2	 どんなリハビリをしますか。 
 
☆「声」VOICE ④ 
1)	 リハビリテーションに関するエピソード 
 
●  第四章	 「QOL」闘病生活における生活の質  
 
精神的ケア	 

Q1	 闘病中、子供とどう接したらいいですか。 
Q2	 治療をしたがりません。医療者になつきません。 
 



☆「声」VOICE ⑤ 
1)	 入院・治療中への子供への説明 
2)	 闘病中、どのようなことを心がけ子供と接したか。 
3)	 治療中のエピソード、困ったこと、印象的だったこと。 
 
社会生活への復帰 
Q1	 幼稚園や保育園、学校への復帰にあたっての医学的な注意点は何ですか。 
Q2	 社会生活への復帰にあたり精神的な注意点は何ですか。 
Q3	 学校への復帰に当たってどこに相談すればいいのですか。 
 
☆「声」VOICE ⑥ 
1)	 退院後、周囲の家族・友人等への説明 
2)	 学校(保育園・幼稚園)復帰へ向け、行った説明や行動、 
	 	 それに関する学校側の受け止め、対応について。 
3)	 家族にとっての闘病・・生活はどのように変わったか? 
 
●  第五章	 再発と治療  
 
再	 発	 

Q1	 再発した腫瘍に対してどのような治療がありますか。 
Q2	 第一選択ではない化学治療になぜ効果が期待できるのですか。 
Q3	 抗がん剤の副作用とその対処法は何ですか。 
Q4	 無治療という選択はあるのですか。 
 
転	 移 
Q1	 腫瘍の転移はあり得ますか。どこに転移しますか。どのような時に転移しますか？どのよう
にして転移がわかりますか？ 
Q2	 転移した腫瘍にはどのような治療がありますか。 
 
☆「声」VOICE ⑦ 
1)	 再発が確認されたときの思い。 
2)	 どんな治療選択をしたか。 
3)	 再発後の病気の推移。 
 
◯もうひとつの「声」	 WT1ペプチドワクチン療法という選択 
 
●	 第六章	 末期治療と緩和ケア  
 



痛みのコントロール	 

Q1	 この病気の「痛み」とはなぜ起きるのですか。 
Q2	 痛み止めにはどのようなものがありますか。 
Q3	 「麻薬系」の痛み止め・・何だか怖いんですが。 
 
意識障害	 

Q	 ぼーっとしていて反応もにぶく、朝もちゃんと目覚めるかハラハラします。なぜですか。 
 
嚥下障害	 

Q1	 声も出なくなりました。どのように意思の疎通を行ったらいいですか。 
Q2	 食事を飲み込みにくくなりました。どう対処したらいいですか。 
Q3	 飲み込みのリハビリなどを教えて下さい。 
 
精神的なことについて	 

Q1	 毎日子どもが落ち込んでいます。対処法がわかりません。 
Q2	 子どもが「死」を口にしました。どうしたらいいですか。 
Q3	 QOLの点からステロイドの使用についての注意点はありますか。 
 
☆「声」VOICE ⑧ 
1)	 どんな緩和的な処置を受けたか。 
2)	 その効果、副作用等。 
3)	 子供の精神面のフォローについて心がけた事。 
 
在宅医療	 

Q1	 最後まで自宅で過ごさせたいのですが、在宅医療への準備はどうしたら良いのでしょう？ 
Q2	 在宅の治療はどのようなものになるのでしょうか？ 
Q3	 緊急の場合はどうなるのでしょうか？ 
 
☆「声」VOICE ⑨ 
1)	 在宅医療を希望したか。 
2)	 在宅医療中のエピソード、感じた事。 
 
 
 
●	 第七章	 闘病の終わりと家族  
 
延命療法 
Q1	 延命療法とは何ですか。 



Q2	 どんな方法がありますか。 
Q3	 延命中、痛みは無いのですか。 
Q4	 どのくらい期間、延命できますか。 
Q5	 延命は正しいのですか。間違っているのですか。 
 
☆「声」VOICE ⑩ 
1)	 延命治療を選択したか。 
2)	 子供への思い。 
3)	 闘病が終わったときについて。 
 
きょうだいへの支援	 

Q1	 病名や病状、余命について兄弟にどこまで説明するべきでしょうか。説明するタイミングは? 
Q2  闘病中の兄弟のケア、接し方、注意点について・・長い留守番等、兄弟への我慢を強いるこ
とについて。 
Q3	 祖父母などに預ける場合の注意点はありますか。 
Q4	 家庭で待つ兄弟の様々な精神面、生活面でのケアを相談できる場所はありますか。 
Q5	 兄弟の死について、どう説明すればいいのでしょうか。 
Q6	 患児が亡くなったあとの短期的、長期的な兄弟へのケアは何をすればいいですか。 
 
☆「声」VOICE ⑪ 
1)  きょうだいには、病気と入院をどのように説明しましたか。 
2)	 入院中、きょうだいをどのようにすごさせましたか。 
3)	 きょうだいの死をどのように説明しましたか。 
4)  現在のきょうだいの様子はどうですか。気をつけていること等はありますか。 
 
 
●	 第八章	 これからの治療の可能性  
 
海外での治療研究について 
Q1	 小児脳幹部グリオーマの研究は進んでいるのですか。 
Q2	 その研究の成果は出ていますか。 
Q3	 海外に行って臨床試験の参加は可能でしょうか。それにはどうすればいいのでしょう。 
Q2	 欧米ではどのような治療が試されているのですか。 
Q3	 可能性のある新規治療はありますか。 
 
	 

日本での臨床試験について	 

Q1	 日本での再発時の小児脳幹部グリオーマに対しての治療の選択肢は欧米のそれと比べて少



ないと思いますがなぜでしょうか。 
Q2	 日本で行える可能性のある新規治療で、現在、先生がお考えのものはどういったものですか。 
Q3	 日本でも小児がんの拠点病院化など、集約的な治療研究が始まりつつあると期待されていま
す。今後、小児脳腫瘍の治療・研究はどうあるべきだとお考えですか。 
 
☆「声」VOICE ⑫ 
1)	 この病気との闘病について、今だから思う事。 
 
◯もうひとつの「声」	 サバイバーにお聞きします。(須賀君) 
 
 
●	 補	 章  
医療費について	 

小児がん病院の拠点化について	 

薬品解説	 

医療用語解説 
 


