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１．本年度の研究成果	 

１）相談支援ツールの開発と評価	 

	 開発した相談記録ツールは、検討段階から 41施設の試用希望者に配布し、試用希望者か
らのアンケート回答、配布先からの意見や要望等を整理した。また、H23年 8月より研究
班Webサイト「がん専門相談員のための学習支援プログラム」のホームページから、プロ
グラムを自由にダウンロード可能とし、施設の状況に即したカスタマイズを通じて、相談

対応現場でのニーズや利用のしやすいさなどについてさらに検討を行った。がん診療連携

拠点病院の相談対応現場の特徴として、(1)がん以外への疾患にも対応、(2)相談利用者の多
くは自施設で、在宅療養・転院等で複数回かかわる事例が多い、(3)実績報告を複数の形式
別で提出することが、今後のさらなる課題として示された。	  
	 「がん電話相談事例」1,000件の質的分析に引き続き、5,000件の事例の相談内容の特徴
について、より信頼性の高い結果を抽出するためにテキストマイニングソフトを用いて、

自動化された言語的手法と統計的手法を組み合わせた分析を行っている。現在までに、電

話内容の構造は、がん診断の有無により、構造上の大きな違いがあり、がんと診断された

治療中の者が多く、その内容は、治療だけでなく、精神的、経済的、生活面において殆ど

の相談内容に共通して示された。 
２）相談員の効果的な継続教育方法	 

	 全国の相談員が継続的かつ自主的な学習を続けるためのツールとして、研究班 Web サ
イト「がん専門相談員のための学習支援プログラム」を立ち上げ、5 大がんの基礎知識の
自己学習ツール、模擬相談事例の動画での提供、全国の相談支援センターの活動状況（8
月 6日に全国がん相談支援センターの活動報告の講演会を実施）などについて配信を開始
した。また地域の研修会で利用可能な相談事例（演習用 DVD）の作成に着手した。 
	 全国 3施設において、先行研究によって作成した「相談の質を評価する評価表」とメン
タリング手法を用いた教育介入プログラムを開始した。教育介入においては、学習の環境

づくり、メンターと学習者の関係づくり、評価のフィードバック方法が特に配慮が必要な

項目として示され、介入の効果測定について、第三者の相談の質評価を現在実施中である。 
３）患者団体等との連携のあり方	 

全国のがん関連の患者会の実態把握を、公開情報を元に作成したリスト 395団体につい
て電話による事前調査と質問紙調査を実施した。事前調査で連絡不通または住所不明であ

った患者会は、66 団体（16.7%）にのぼり、移ろいやすい患者会情報の実態が示された。
調査協力の得られた 329団体の受付対応状況は、週 7日（51%）、24時間（32%）のとこ
ろもかなりの割合で存在した。また相談支援センターを知っている（81%）、利用したこと
がある（35%）にのぼり、一般市民に比べ高い割合で認知や利用が進んでいることが示さ
れた。また患者会の情報の利用希望は 90%である一方、利用してほしくない、事前に確認



してほしいなども約 10%見られ、情報活用や連携の際の配慮の必要性が示された。 
４）院内外における相談支援センターの機能、役割と位置づけに関する検討	 

	 全国のがん診療拠点病院それぞれの施設における相談支援センターをその機能・役割、

別に分類することで全国施設の状況を視覚的に捉えることが可能になる。昨年度までの相

談支援センターのあり方の整理に基づき、施設評価を前方支援（A）、院内サポート(B)、
後方支援(C)の３分類、点数（0～3）に分類することで（12分類）評価することを想定し、
実際の病院機能の変数を加えた検討を開始した。 
相談支援センターの認知や利用率の向上の前提として、がん患者・家族のさまざまなが

ん治療に関する情報や疼痛、将来への不安、経済的問題など相談支援ニーズを医療者側の

相談支援、患者家族側の相談行動から体系的に明らかにすることを目的とした調査を、が

ん専門病院 5 施設で、再診外来通院患者約 5,000 名を対象として開始した。質問項目は、
身体症状や精神症状、社会経済的問題、情報に関する事項（病状や治療内容、治療方法に

関する情報）26項目である。 
 
２．前年度までの研究成果 
(1) 開発した相談記録ツールを試用希望のあった 33 医療機関の相談員に配布し、10 名か

ら試用後アンケート結果を回収、ツールの評価を行った。 
(2) がん電話相談に対する相談者の対応の効率化の検討として「がんの電話相談」の資料

約 1,000 件を用いて相談内容の質的分類を行った。その結果、相談の内容は７つの流
れによって行われていることを示された。 

(3) 相談員基礎研修の基本的要素と教育・学習方針の精緻化を行い、それをもとに地域で
活用できる相談支援の教育・研修用教材の開発と地域で教育や研修を担う人材の育成

方法についての検討を開始した。 
(4) 全国のがん診療連携拠点病院の相談支援センターを対象に、相談支援センターにおけ

る患者会およびサポートグループの活動状況の把握と患者会との連携･協働の実態に

ついて検討を行った。その結果、地域の患者会の情報の収集方法がわからないなどの

当事者との活動を阻害する要因が示された。 
(5) 相談支援センターへの訪問聞き取り調査と既存の相談支援センターに関するデータの

二次的な分析等により相談支援センターのあり方について多角的に検討した。その結

果、地域を対象とした相談対応が不十分であること、相談支援センターの管理体制が

複雑となっており、運営にも影響を及ぼしていることなどが示された。 
 
３．研究成果の意義及び今後の発展性 
	 相談支援ツールの一定の開発と評価が行えた。相談関連情報を電子データでデータベ

ース化することにより、情報の共有化、検索の容易性、収集・集積されたデータの後

利用(相談傾向の分析、実績評価、その他研究)等への活用や業務分析・分析等への利

用が可能になることも示され、今後はこのツールの活用範囲を広げることで、院内外

のがん相談対応の質向上をはかっていくことにもつながると考えられる。	 

地域で行う相談員の継続教育を促進するためには、利用しやすい教材やツールと全

国の施設内で限られた人数の相談員が必要なときにいつでも利用できる教育の場が、



必要である。相談員が自主学習できるサイトの立ち上げたことにより、その枠組みを

提示できたと考える。今後はさらに活用を促進するための工夫と継続的な運営体制を

整備していく必要がある。	 

全国の相談支援センターと患者会の連携状況の実態把握をしたところ、多くは連携以前

の存在把握や関係構築段階にあることが示された。今後、互いの状況を継続的に把握する

手段や地域の状況に合わせた連携のあり方について検討していく必要がある。 
全国のがん診療拠点病院それぞれの施設における相談支援センターを機能・役割別に分

類した結果とがん患者や家族の相談ニーズの実態を総合的に分析することにより、わが国

の外来通院患者が抱える苦痛の内容やその問題に関する相談支援のニーズを、どの程度拠

点病院において対応する必要があるのか、ニーズに合わせた資源の必要量の予測につなが

ると考えられる。また施設の機能・役割に応じた相談支援センター相談員が備えるべき臨

床能力の指針や相談支援センターに求められる機能と範囲が示されることになると考える。 
 
４．倫理面への配慮 
本研究で用いたデータのうち、調査や相談内容に関するものは、個人情報は含まれない

匿名化したデータを取り扱っており、各施設の倫理審査委員会の了承を得て実施している。

また聞き取り調査に関しては、個人の情報や背景を問うものではなく、相談支援センター

の運営に関わる組織要因を探索する研究であり、倫理上の問題はないと考えられる。しか

し、すでに公表されているデータ以外のものを取り扱う際には、施設名をコード化して扱

うとともに、個人が特定できないよう留意を払い、さらに公表を行う際には、事前に施設

からの承諾をとり実施していく。 
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