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１．本年度の研究成果 

（１）がん患者の療養生活の質の評価方法に関しては、第一の方法として外来がん患者を対象とした質

問紙調査について検討している。平成 21 年度厚生労働科学研究費補助金「がん患者の QOL を向上させ

ることを目的とした支持治療のあり方に関する研究」班で収集した 15 施設による共同研究の結果の分

析を行った。その結果、今後の調査は外来患者、測定する尺度は EORTC-QLQ-C30および前述の研究班で

開発された Care Evaluation Scale 患者版でパイロットをすることになった。平成 23 年度に全国的な

がん患者の療養生活の質に関する外来調査を実施するために、調査の仕組みと実際の手続きを検討した。

現在、全国調査のためのパイロット調査を実施している。これは東北地方の都道府県およびがん診療連

携拠点病院の協力を得て、プロトコルに基づく調査の実施可能性および修正点を検討するための調査で

ある。倫理委員会の承認が得られ、調査実施中である。 

（２）がん患者の療養生活の質の評価方法に関しては、第二の方法として政府統計（受療行動調査等）

を用いたがん患者の療養生活の質の評価方法について検討している。平成 22 年度は受療行動調査にが

ん患者の療養生活の質を精度が高く測定できる項目を追加することを厚生労働省統計情報部へ提言し

た。また、過去の政府統計（受療行動調査、患者調査）を利用し、がん患者の療養生活の質に関連する

と考えられる項目の利用可能性について検討している。そのため、統計法第 33 条に基づく調査票情報

の提供申請を行うための準備を進めている。 

（３）治療期におけるがん患者の療養生活の質に関しては、１つのがん診療連携拠点病院において、日

常臨床の一環として、外来化学療法を受ける患者を対象として Quality of Life・ニードをモニタリン

グする患者自記式の質問紙（「生活のしやすさに関する質問票」）を開発した。1000 件の質問紙が配布

され、外来化学療法を受ける患者の Quality of Life・ニードの分布が明らかになった。 

（４）長期サバイバーの療養生活の質の評価方法に関する研究に関しては、術後 5年を経過した非小細

胞肺がん患者の療養生活の質について調査した。調査項目は Quality of Life for Cancer Survivor

（QOL-CS）や MOS36-item Short Form Health Survey（SF-36）、Profile of Mood Status（POMS）など

である。現在、本調査の結果を解析中である。 

（５）終末期における療養生活の質の評価方法に関する研究に関しては、緩和ケアの構造・プロセス、

アウトカム評価における代理評価の信頼性の検証に関する研究を実施中である。終末期がん患者の QOL

評価尺度である Good Death Inventory (GDI)と緩和ケアの構造・プロセスの評価尺度である Care 

Evaluation Scale (CES)を用いて、がん患者による評価とがん患者の家族による評価の一致度を検討し、

家族による代理評価の評価者間信頼性を検証する。また、終末期がん患者の QOL評価尺度である GDIと

緩和ケアの構造・プロセスの評価尺度である CESを用いて、がん患者による評価とがん患者の遺族によ

る評価の一致度を検討し、遺族による代理評価の評価者間信頼性を検証する。現在、倫理委員会の承認

が得られ、調査中である。 

 

２．前年度までの主な研究成果 



 

今年度が初年度である。 

 

３．研究成果の意義及び今後の発展性 

（１）がん患者の療養生活の質の評価方法に関しては、第一に本年度のパイロット調査をもとに外来患

者を対象とした調査方法を確立する。平成 23 年度に全国的ながん患者の療養生活の質を評価する外来

調査を行う。平成 23年度調査によって外来通院中のわが国のがん患者の療養生活の質が明らかになる。

このような調査は今まで行われて来なかったため、今後のがん対策を推進する上でのベースラインデー

タが得られる。 

（２）がん患者の療養生活の質の評価方法に関しては、第二に既存の政府統計を有効に活用することに

より効率的に測定する方法を検討している。平成 22 年度に提言した項目が採用されれば更に高い精度

でがん患者の療養生活の質を評価できる。採用されなかった場合も、過去の政府統計（受療行動調査、

患者調査）から、がん患者の療養生活の質に関連すると考えられる項目をもとに検討することができれ

ば、今後、継続的にがん患者の療養生活の質を測定する仕組みを確立することができる。 

（３）治療期におけるがん患者の療養生活の質に関しては、最終的に 3000 件の質問紙が配布される予

定であり、外来化学療法を受ける患者の Quality of Life・ニードの分布を明らかにする。また、質問

紙の改訂を行い、外来化学療法を受ける患者の Quality of Lifeを測定する方法が確立される。 

（４）長期サバイバーの療養生活の質の評価方法に関する研究に関しては、術後 1 カ月、3 か月、5 年

時点の非小細胞肺がん患者の QOL、および関連要因が明らかになる。本研究の結果から、がん患者の QOL

の経時的変化と QOLの阻害要因、維持要因が示唆されるとともに、長期サバイバーの療養生活の質の評

価指標が確立する。 

（５）終末期における療養生活の質の評価方法に関する研究に関しては、終末期がん患者の QOL評価尺

度である GDI と緩和ケアの構造・プロセスの評価尺度である CES の、患者-家族間評価の評価者間信頼

性が明らかとなり、家族調査による緩和ケアの質評価の方法論的妥当性が明らかとなる。また、終末期

がん患者の QOL 評価尺度である GDI と緩和ケアの構造・プロセスの評価尺度である CESの、患者-遺族

間評価の評価者間信頼性が明らかとなり、遺族調査による緩和ケアの質評価の方法論的妥当性が明らか

となる。 

 

４．倫理面への配慮 

 全ての調査はヘルシンキ宣言、疫学研究に関する倫理指針、臨床研究に関する倫理指針を順守して行

っている。全ての調査は各施設や研究代表者所属施設の倫理委員会の承認を得て実施している。また、

個人には調査の目的、調査による不利益、プライバシーの保護などを書面にて説明し、署名もしくは調

査票の回答をもって同意としている。 
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