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１．	 本年度の研究成果	 

（１）	 患者・家族をとりまく関係者に向けた「がん患者の就業支援リソース」の開発	 

平成 23 年度までに実施した各関係者対象の実態調査の結果に基づき、H24 年度は患者向け、お

よび種々の関係者向けの支援リソースを開発した。具体的には以下のとおりである。	 

① がん患者向け就労 Q&A 集（体験談・資料集つき）	 
H23 年度に実施した患者・家族対象の実態調査の自由記述をもとに質問 80 個を設定し、Ｑ＆Ａ

集を作成した。調査対象者に追加取材を実施し、Q&A に関連した体験談コラムも収載した。	 

② 事業所向け「がんと診断された従業員支援マニュアル」	 
産業保健スタッフが勤務しない事業所を想定して、事業主、人事担当者、上司、同僚のそれぞ

れに期待される支援体制と具体的なアクションをまとめた支援マニュアルを作成した。	 

③ 嘱託産業医向け「がんと診断された従業員の復職支援マニュアル」	 
H22,	 23 年度に、専属産業医を対象として有病者の復職支援に関するインタビュー調査と質問

紙調査を実施した。専属産業医が実践している復職支援を参考にして、事業所での勤務時間が

少ない嘱託産業医でも無理なく実践できる復職支援についてマニュアルを作成した。	 

④ 産業看護職向け「がんと就労のための支援マニュアル～より良い支援のための 12 のヒント」	 
H22,	 23 年度に、産業看護職を対象としたグループインタビューと質問紙調査を実施した。そ

の結果をもとに、産業看護職が実践するべき支援をまとめた。	 

⑤ 医療ソーシャルワーカー（MSW）向け「がん治療と就労の両立支援事例集」	 
特にオンコロジー・ソーシャルワークを専門とする MSW が過去に担当したがん患者の就労支援

事例を分析し、異なる文脈の事例について、MSW への依頼経緯、支援プロセス、活用したリソ

ース、支援の留意点についてまとめた事例集を作成した。	 

⑥ 乳がん患者向け「病院と職場の連携手帳」	 
治療医と職場関係者（産業保健スタッフを含む）の情報共有を促進するための「連携手帳」を

作成した。手帳は患者自身が保有して病院と職場の双方から情報提供を受けることを想定して

いる。治療医からは治療内容や副作用の状況、職場関係者からは職場情報（勤務時間・作業内

容・連続作業時間など）の記入欄を作るとともに、病院←→職場の連絡欄（自由記載）ももう

けた。治療医と職場関係者による記載は１度だけではなく、状況が変化するたびに複数回記入

できるようにした。	 

	 

患者向け Q&A集と事業所向け支援マニュアルのパイロット版を研究班ホームページで 12月に公開

し、関係者から広く意見を収集する予定である。産業保健スタッフや MSW 向けのリソースは、職能

団体関係者に提示してコメントを得る。	 

なお治療医向けには、就労支援に高い問題意識を持つがん専門医のインタビューに基づき、H23

年度に「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」を研究班ホームページで公開

している。	 

	 



（２）	 社会に開かれたフォーラムの形成	 

	 平成 24 年度も勉強会を１度開催して報告書を作成した。３年間の総勉強会数は９回であり、各

回 50-60 名、のべ約 500 名が参加した。参加者の背景は患者・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。また、毎年オープン参加の成果報告シンポジ

ウムを実施しており、H24 年度（定員 150 名・無料）は 12 月 15 日に開催予定である。	 

	 

２．	 前年度までの研究成果	 

（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経営者・人事労務担当者のヒアリングの実施.	 

（３）	 がん患者の就労に関する海外５か国７団体の支援教材の内容分析の実施.	 

（４）	 イギリスがん患者支援団体MacMillan Cancer Supportの視察（教材作成や普及啓発のプロセ
スに関する情報収集）.	 

（５）	 H22,	 23 年度で「がんと就労」勉強会８回、成果報告シンポジウムを２回開催.	 

（６）	 がん患者の就労に関するがん専門医の意識と医療機関の体制に関する質問紙調査を実施.	 

（７）	 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対象の質問紙調査を実施.	 

（８）	 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）対象のインター

ネット調査を実施.	 

（９）	 がん患者・家族の就労実態に関するインターネット調査を実施.	 	 

（１０）	 乳がん患者と夫の心理社会的適応に関する質問紙調査を実施.	 

（１１）	 産業保健スタッフによる復職支援実態調査を実施.	 

① 日本産業衛生学会専門医・指導医 435 名対象の質問紙調査.	 
② 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と日本産業衛生学会所属の産業看護職
（保健師・看護師）750 名を対象の質問紙調査.	 

	 

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、患者・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。しかし、わが国のがん患者と家族が就労

場面で直面する問題や、関係者の認識、支援行動については、これまでその詳細が明らかではなかった。	 

この 3 年間、本研究班では、先行研究のレビューと海外団体の支援活動の調査・視察をするとともに、

患者と家族対象の調査、さらに一般市民や種々の関係者（治療医・産業保健スタッフ・事業所関係者）

を対象とした様々な実態調査を実施し、わが国の現状把握に関する貴重な知見を得た。	 

本研究班で作成した一連の支援リソースは、このような多角的な現状把握に基づいている。これらの

支援リソースは、がん診療連携拠点病院相談支援センターにおける就労関連の患者相談に活用できるこ

とはもちろん、患者・家族をとりまく様々な関係者の支援力向上を目的とした研修事業において、教材

としての活用も期待される。	 

	 

４．	 倫理面への配慮	 

	 本研究班で実施した調査においては、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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