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１．	 本年度の研究成果	 

がん患者が治療をしながら、あるいは治療を終えても仕事を継続していくことを

支援していくことは大事な医療の側面である。日常の医療現場において、患者から

の就労問題のサインを拾い上げるのは医療者であることが多いにも関わらず、現段

階では、それを引き継ぎ支援する体制が全くできていない。	 

本研究班では、がん患者の就労を支援する一つの形として、主に実際の医療現場

であるがん拠点病院でのモデルを構築することを目指す。	 

本年度はまず、がん患者が「働きたいのに働けない」その原因の解明を身体的、社

会的な側面から行い、その対策を検討した。	 

（１）がん経験者の就労に関するニーズや課題を医療機関において調査	 

医療現場である外来診療において、患者の就労に対する問題点を拾い上げた。特	 

に、働き盛りの若年性乳がん患者のグループ療法を行なっていく過程において、拾

い上げられた就労の問題について検討し、支援の必要な項目を検討した。今迄の先

行調査で得られていない情報としての離職時期の問題、治療の種類と就労の関係な

ど、「働きたいのに働けない」原因の調査、就労不能期間など実臨床の中で得られ

る情報をさらに追加する形での調査の素案作りを行った。	 

来年度では、がん拠点病院での調査を行う。	 

（２）社会的要因の原因の解明とその対策	 

①医療従事者への教育活動	 

患者が就労問題を訴えるとき、医療従事者が、まずはじめのきっかけになることも

多く、がん患者が抱える就労問題について配慮すべき事項、および患者へ提供すべき

情報は何かなどを講義、およびロールプレイ学習によって、医療現場にて勉強会を実

施した。また、その前後での参加者の意識および知識の変化を調査した。	 

②医療機関における就労に関する相談支援、情報提供のモデル：医療機関相談支援セン

ター	 

患者の診療にあたる医療従事者が患者の抱える就労の問題を見いだすことはでき

ても、具体的な制度の紹介や就労支援をコーディネートすることはできない。そこで、

患者の医療機関での相談窓口として、相談支援センターがあげられる。	 

現状として、患者より相談支援センターに寄せられる相談の中で、就労に関する問

題はどの程度含まれるのか、患者側にその認識があるのかを調査した。さらに、実際

に診療にあたる医療者が、患者の就労問題を拾い上げた後に、それを引き継ぐ形でパ

イプ作りを検討した。相談員がまず基礎的な知識を習得することを目標とし、勉強会

を実施した。その後、必要に応じ社会労務士、産業カウンセラーなどへとつなぐ流れ	 

として連絡を取る手段を検討し、医療機関の中での確立を目指し、モデルとして開始

を検討した。	 



③ピアサポーターとしての活用モデル	 

医療機関が、患者の立場に立ったがん医療を提供することを目的に、がん経験者	 

をその場において、その経験を活かす働きを推進する。がん患者の就労の問題はその

経験に基づく的確なアドバイスは重要な資源である。この分野において、がん患者の

新たな雇用が創出される可能性があり、就労ピアサポーターとして教育し、各相談

支援センターへの配置を行なうなど連携のモデルを作ることを検討した。また、最

近では、闘病仲間としてのピアサポーターの拡充も重要となっていることから、「が

ん総合相談研修プログラム策定事業」カリキュラムと連携したツール作成、相談員

のスキルアップセミナーカリキュラムを行った。	 

④就労に関するグループ療法	 

医療現場において、患者に提供できることとして、乳がん患者に対して主に就労に

関することを題材としたグループ療法を精神腫瘍医のもと、1グループ３回で開催し

た。問題点の収拾を行うとともに、患者の問題解決能力、コミュニケーション能力を

高め、就労規則の知識の提供を行い、またピアーでのサポートのあり方として検討し、

その前後での評価を行った。また、それらのセッションを担当することにより、医療

者側にも問題意識を高めるとともに、がん患者が抱える就労問題について配慮すべき

事項の拾い上げを行なった。	 

⑤医療機関の診療時間に関する検討	 

患者の就労を困難する社会的要因の一つとして、治療中の通院や、その後の経過観

察期間における通院による仕事への影響が考えられる。まだまだ、日本に於いては休

日や時間外の診療を行い、患者が仕事の休みを取らなくても通院を可能にする体制は

十分でない。その必要性およびその効果を検証した。	 

（３）身体的（医学的）要因の原因の解明とその対策	 

身体的要因の原因解明とその対策として、がんの治療後の認知機能障害、精神的	 

障害、倦怠感および抗がん剤の副作用などによるしびれなど、働くことへの身体的

障害の実態調査を行った。それに基づいたがん治療中の仕事の復帰への配慮事項の

整理を行い、医療者側から患者への治療中の就労に関する細かい注意点を検討した

内容を患者に治療前に説明し、患者自身が職場への提示ができる形での、連携ノー

トの素案作りを行なった。	 

（４）ホームページの作成	 

班の研究報告を基に、患者のみならず、医療者も情報を得ることができるように、

ホームページを作成した。患者には事例を基に、患者自身が学ぶことができるように、

就労に関わる時に用いることができる規則の情報提供を行なった。医療者が、患者か

ら相談を受けた時に役立つような就労に関する情報をまとめた。	 

（５）介入による経済効果の検討	 

具体的には介入前後での研究対象者の QOL または就労に関する葛藤スコアーの変

化、満足度など多角的に検討しアウトカム評価する。就業状況改善のための介入に

関しては、介入に伴う費用とそれによる改善の程度を基に、費用効果分析または費

用便益分析を行う。	 

介入により、がん体験者が働き続けることによる経済的生産効果を算出し、介入



にかかるコストを含めた対策の費用分析を計画し、検討した。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

働き盛りのがん患者、その家族は、医療消費者であるのみならず、生産をし、消費	 

をする国の経済の中心となる世代でもある。少子高齢社会が叫ばれる中、毎年２０～

３０万人と言われる就労世代へのがん対策は我が国の将来を考える上でも重要な課題

である。実臨床から得られる医学的な知見や心理的な介入方法、患者や企業の声を加

え、心理・医学・経済の社会バランスからみた①ツールのリニューアル、②ツールを

広めるためのカリキュラムを行うとともに、③働く世代への医療費投入による将来の

生産コストクリエイトなどのアウトカムを検証、雇用継続や活用によって生み出され

る費用対効果検証する。	 

今回の研究を基に、主に実際の診療の現場での患者への就労支援のモデルを構築

し検証し、就労支援の強化をはかるものである。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

質的調査、量的調査すべてにおいて、対象者・施設は同意が得られた者・機関のみ

とする。調査対象者・機関には、インフォームドコンセントを徹底し、対象者・対象

機関が同定されないようにする必要がある場合は、匿名化により対応する。	 

調査にあたり、「臨床研究に関する倫理指針」を遵守する。	 
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