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１． 本年度の研究成果 

 本年度は、がん患者・家族の就労に関する国内の各種実態調査を計画あるいは実施

するとともに、海外の支援リソースの分析を行った。また、関係者のネットワーク形

成を目的として、オープン参加の勉強会を 3度開催した。 

（１） がん専門医師の患者の就労に関する意識と医療機関の体制に関する全国調査 

がん患者の就労支援については、主治医であるがん専門医師の協力が必須である。

本研究では、日本臨床腫瘍学会の専門医・指導医を対象に、患者の就労に関するがん

専門医師の意識と医療機関での支援体制の現状について無記名自記式質問紙調査を行

った。質問項目にはがん専門医師としての患者の仕事に関する意識や配慮、ならびに

仕事の継続に向けた指導の実態、また医療機関として待ち時間・化学療法・放射線治

療を患者のニーズに合わられるかどうか等について質問した。現在回収中である。 

（２） 専属産業医によるがん患者の復職および就業支援に関する現状調査 

労働者ががん治療による休職・休業を経て復職する際には、専属産業医による適切

な病状把握が重要である。労働者と現場スタッフ・人事との効果的な情報共有のあり

方を検討することを目的として、専属産業医５名に①病状共有の方法、②現場や人事

への提案、③本人への支援、等についてインタビュー調査を実施した。専属産業医は、

病状について労働者からの情報収集を基本としつつ、必要に応じて主治医に文書によ

る情報提供を求めていた。会社側との情報共有については復職検討委員会等において

必要な配慮について検討し、１社は明確に復職可能の判定基準を作成していた。復職

の際、傷病による機能的な障がいの程度は実際の業務に近い動作ができるかどうかに

よって検討していた。すべての例において、産業医は１～２カ月ごとに労働者と面談

を繰り返し、心理的なサポートを行うとともに病状の変化を確認していた。来年度は

現状の支援に対する就労がん患者側の満足度調査を行い、広く一般化できる産業医向

けの就業支援ツールの作成を目指す。 

（３） 小児がんサバイバーの長期フォローアップに関する看護師全国調査の準備 

小児がん患者の 5年生存率は 70－80％に上昇し、今後一層増加が見込まれる小児が

ん経験者の就労に対応するため、日本小児がん看護学会の研究委員会の協力を得て、

全国の主たる小児がん治療施設の看護師対象の全国調査を計画している。調査では期

フォローアップに関する看護師の現状認識と課題を明らかにする予定であり、現在調

査票を作成中である。 

（４） 子宮頸がんサバイバーの就業への影響要因：身体症状・日常生活面への看護

に関する文献レビューの実施 

子宮頸がんの 5年生存率は 80－90％に達しているが、多くの子宮頸がん患者は初回

治療以降外来通院を余儀なくされ、日常生活における心身の負担から就労継続が困難



になる例も多い。そこで子宮頸がんサバイバーの身体的問題について国内外の文献・

資料のレビューを実施し、日常生活上の問題点を抽出した。文献レビューの結果をも

とに、来年度には調査を予定している。 

（５） がん患者の就労に関する経営者・人事労務担当者のヒアリング 

 がん患者の就労に関する会社経営や人事労務管理上の課題を検討する目的で、栃木

県内の４つの経済団体へのヒアリングを実施した。また、(社)栃木県経営者協会の協

力を得て、様々な規模と業種の会社経営者および人事労務担当者を対象としたヒアリ

ングを 2011年 1-3月に実施予定である。その結果に基づいて調査票を作成し、来年度

には企業関係者を対象とした質問紙調査を予定している。 

（６） 乳がん患者の配偶者の就労実態調査 

妻の発病が夫の就労や心理状態に及ぼす影響を明らかにする目的で、2011年 1月か

ら獨協医大外科外来に通院する乳がん患者の夫対象の無記名自記式質問紙調査を開始

予定であり、現在調査票を作成中である。 

（７） がん患者の就労に関する海外の支援教材の分析 

海外のがん患者支援団体が就労支援に向けて開発した資料を収集・分析し、わが国

における支援リソース作成の方向性を考察した。アメリカ、イギリス、オーストラリ

ア、ニュージーランド、デンマークの 7団体が公開している 10教材を分析対象とした。

資料の使用対象としては、患者本人、職場関係者（雇用主・上司・同僚）、医療関係

者、労働組合関係者を想定したものが作られていた。本人向け教材には、治療中の仕

事のマネジメント、雇用差別を禁止する法的根拠、経済的問題の軽減策、復職・就職・

退職へ向けた計画作成などのトピックがとりあげられていた。職場関係者向けの教材

では、がんに罹患した従業員との関係作り、職場でのサポート方法、復職・退職・死

亡への対応なども解説されていた。国内向け資料の作成にあたっては、各種法的根拠

やわが国の就労文化も考慮した実効性のある支援に向けた検討が必不可欠であること、

また、中小企業や個人事業主を対象とした教材開発の必要性も明らかになった。 

（８） 「がんと就労」勉強会の開催 

 関係者のネットワーク形成を目的としてオープン参加の勉強会を開催し、報告書を

作成した。第 1回（9月）は研究班の概要と体験発表、第 2回（11月）は American 

Disability Act(アメリカ障害者法)における Reasonable Accommodation (合理的配慮)

という概念の解説が行われた。第 3回（1月）はがん患者の就労支援に向けた現場の

課題について、産業医とがん専門医がそれぞれ解説する予定である。 

（９） イギリスがん患者支援団体 MacMillan Cancer Support の視察 

 2011年2月に、ロンドンに本部を持つ非営利支援団体MacMillan Cancer Support
の視察を予定している。同団体はがん患者の就労支援に積極的に取り組んでおり、支

援教材も多種類作成している。教材作成や普及啓発のプロセスについて議論し、情報

収集をする予定である。 

 

２． 前年度までの研究成果 

 平成 22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 

 がん患者や家族への効果的就労支援を実現するためには、本人・家族、治療担当者、

職場関係者、産業保健担当者らによる正確な情報共有と有機的連携が不可欠である。

今年度は様々な立場の関係者を対象とした実態調査や海外の支援リソースの分析を通

じて、現時点におけるわが国の課題の一端を明らかにすることができた。今年度の知

見に基づいて来年度はより多角的な実態調査が予定されており、それらの結果は、働

くがん患者をとりまく種々の職種や職場関係者に向けた支援教材および教育カリキュ

ラムの開発に直結すると考えられる。また、「がんと就労」勉強会は患者団体関係者・

企業関係者・多職種の医療者などによる議論および情報交換の場として機能しており、

今後開発する支援リソースを吟味･評価する場としても期待できる。 

 

４． 倫理面への配慮 

 本プロジェクトでは、ヘルシンキ宣言第５次改定および厚生労働省が定める臨床研

究に関する倫理指針および疫学研究に関する倫理指針に従い、必要に応じて調査実施

前に関係機関の倫理委員会の承認を得ている。インフォームドコンセントの取得にあ

たっては、研究目的の詳細な説明、結果公表に際しての匿名性の保持、個人情報の保

護、自由意思による研究への参加等を保証した。 
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