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１．	 本年度の研究成果	 

（１）	 がん患者と家族の就労支援に関する国内の現状分析	 

1) 日本人のがんイメージ調査：がん治療歴のない一般市民（調査会社モニター）2369

名に、20 種のがんの５年生存率と日本人男女それぞれの生涯累積罹患率を質問。対象

者は疫学的データよりも５年生存率を悲観的に、生涯累積罹患率を低く回答していた。	 

2) 患者と家族の就労実態調査と体験談の収集	 

① がん患者・家族の就労実態に関するインターネット調査：全国約 30 のがん患者支援

団体の協力を得て、がん治療による本人と家族の就労状況の変化と困難体験に関す

る調査を実施中である。患者 500 名、家族 200 名からの回答収集を予定している。	 

② 乳がん患者の夫の心身適応に関する調査：	 A 大学病院の外来患者（有配偶者）225

名に調査を依頼し、夫 137 名から有効回答あり（有効回答率 61%）。回答者の 88%は

妻の病気と関連して何らかの体調変化（漠然とした不安、気分の落ち込み等）を経

験し、12%は仕事の能率低下を認めた。	 

3) 治療担当医療者の就労支援実態の分析	 

① がん専門医と医療機関の就労支援体制の調査：日本がん治療認定医機構の認定医（関

東在住外科医 1016 名）対象の質問紙調査を実施し(有効回答率 45%)、昨年度実施し

た日本臨床腫瘍学会専門医・指導医調査データと併せて分析した。問診票に就労関

連情報欄があるのは 60%、患者の仕事の都合にある程度配慮して治療日程を決める回

答者は、化学療法の場合 42%、放射線療法の場合 28％にとどまった。	 

② 小児がん経験者長期フォローアップに関する看護師の意識調査：小児がん治療を行

う全国 206 施設に勤務する看護師対象に質問紙調査を実施（有効回答率 16%）。小児

がん経験者の長期生存を視野に入れた健康教育や就労に関する働きかけはほとんど

なされていない実態が明らかになった。	 

4) 産業保健スタッフによる復職支援実態の分析	 

① 産業医による復職支援活動の実態調査：日本産業衛生学会専門医・指導医 435 名を

対象として、休業中や職場復帰後の対応実態と、就労支援に向けた産業医の情報ニ

ーズに関する調査を実施中である。	 

② 産業看護職による復職支援活動の実態調査：産業看護職を対象としたフォーカスグ

ループインタビューを 2 度実施し、その知見に基づいて日本産業衛生学会所属の産

業看護職（保健師・看護師）750 名を対象とした実態調査を実施中である。	 

5) 人事担当者の意識と復職支援実態の分析	 

産業看護職調査の際、対象者を通じて所属事業所の人事担当者に調査票を配布し、人

事としての認識と支援実態の調査を実施する。	 

	 

（２）	 就業支援リソースの開発	 



治療医調査のデータと就労支援に積極的ながん専門医のヒアリングに基づき、がん

治療医向けに「実例に学ぶ：がん患者の就労支援に役立つ５つのポイント」を作成し、

研究班ホームページで公開した。患者と家族向け「治療と就労に向けた Q&A 集」およ

び産業医向けアドバイス集も作成中である。	 

（３）	 社会に開かれたフォーラムの形成	 

	 平成 23 年度も継続して４回の勉強会を開催し、各回の報告書を作成して希望者に配

布した。勉強会にはのべ約 250 名が参加。その背景は患者・家族、治療担当医療者、

産業保健スタッフ、企業関係者、行政関係者など多岐に渡った。H23 年度成果報告シ

ンポジウム（定員 150 名）は平成 24 年１月に開催予定である。	 

	 

２．	 前年までの研究成果	 

（１）	 がん患者と家族の就労に関する国内外の文献レビューの実施	 

（２）	 がん患者の就労に関する治療医の意識と医療機関の体制に関する全国調査	 

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実施した。	 

（３）	 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調査	 

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

について個別の半構造化面接調査を実施し、大規模産業医調査に向けた基礎データ

を得た。	 

（４）	 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	 

調査対象病院の選定を行うとともに、調査票を作成した。	 

（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、関東

地区の４つの経済団体と、規模と業種が異なる６つの会社の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実施した。	 

（６）	 がん患者の就労に関する海外の支援教材の分析	 

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 教材を対象として、内容分析を実施した。	 

（７）	 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
の視察を実施し、教材作成や普及啓発のプロセスに関する情報収集をした。	 

（８）	 「がんと就労」勉強会と成果報告シンポジウムの開催	 

４回の勉強会と H22 年度成果報告シンポジウムを開催し、のべ 350 名が参加した。	 

	 

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のためには、本人・家族、治療担当者、職場関係者、

産業保健スタッフ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、昨年

度に引き続き多角的な実態調査を行い、各関係者の就労支援状況や課題を明らかにした。

就労支援ツールとしては、がん治療医向けの「５つのポイント」を公開したが、今年度後

半から来年度前半にかけて患者と家族向け「治療と就労に向けた Q&A 集」、産業医向け・

産業看護職向けアドバイス集、人事担当者向け Q&A 集などを順次開発する予定である。ま



た、昨年度からの勉強会で形成した患者団体関係者・企業関係者・多職種の医療者などの

ネットワークを通じて、これら就労支援ツールの評価を行うとともに、効果的な普及啓発

方法も検討する。我が国の実情に基づいてこれら支援ツールを開発、評価することにより、

各関係者の支援力の強化が期待される。	 

	 

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、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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