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１．本年度の研究成果 

1） 全国の医療相談担当者、研究者、患者団体などの意見に基づき、提供する情報をさら

に 充 実 さ せ 、 並 べ 方 に つ い て も 工 夫 し た WEB 版 が ん よ ろ ず 相 談

(http://cancerqa.scchr.jp/start.php)のリニューアル版は、多くの利用者が目的と

する情報に容易に到達することを可能とした。この結果、利用者は毎月 2～3 万件程

度とリニューアル前の 10 倍まで増加し、リピータの数も 5倍程度となった。 

2） アクセス対象を分析すると、がん患者の悩み・負担についての閲覧が 3/4 を占め、WEB

上で公開している冊子や各市町の医療福祉サービス窓口の閲覧がそれに次いだ。 

3） 約 17 万件のアクセスについて、静岡分類に基づく悩み・負担を分析すると、“症状・

副作用・後遺症“に関するものが約半数を占め、”診断・治療”、”不安など心の問題”

がそれに次いだ。同じ分類で、アンケート調査 2万 7千件、対面・電話によるがんよ

ろず相談 5万 6千件と比較すると、そのパタンには大きな差異が認められた。 

4） さらなる改良については、対面・電話によるがんよろず相談の記録から悩み・負担を

抽出し WEB 版がんよろず相談に掲載し、個々の悩み・負担への助言において、サイト

内外の情報をセットで提供する工夫を進めた。 

5） 患者・家族への情報提供用冊子である“学びの広場”について、“緩和ケアとは”、

“痛みをやわらげる方法”、“患者・家族のコミュニケーション”、“がんと上手に

つきあう方法”の 4 種を作成し、1 万 4 千部を全国の拠点病院などに配布し、WEB 版

がんよろず相談にも掲載した。また、がんよろず相談 Q&A 第５集として“乳がん編②”

を作成した。 

6） 全国の拠点病院相談支援センター担当者や患者会・患者支援団体などを対象に、WEB

版がんよろず相談の利用法を説明する機会を持った。 

 

２．前年までの研究成果 

1） がん患者や家族を対象に、医療情報、心のケア、暮らしの支援などに関する情報提供

を目的としたウェブサイトとして WEB 版がんよろず相談を開設した。 

2） その内容としては、がん患者・家族の悩み・負担とその解決に向けての助言、“がん

よろず相談 Q&A 集“と”学びの広場“、地域のがん診療機能と静岡県の市町が実施す

る医療福祉サービスの窓口リストなどが含まれる。 

3） がん患者の悩み・負担の分類法として“静岡分類”を作成し、WEB 版がんよろず相談

へのアクセス対象を、全国調査“がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査”で収

集された 2万 7千件、対面・電話による静岡がんセンターがんよろず相談記録 5万 6

千件と比較することを可能とした。 

4） 全国のがん診療連携拠点病院相談支援センターの担当者 250 名が参加するフォーラ

ムを開催し、ロールプレイにより事例検討を行い、そこでの WEB 版がんよろず相談の

活用方法を指導した。 

 

 



３．研究成果の意義及び今後の発展性 

1） ＷＥＢ版がんよろず相談は、我が国はもちろん世界的に見ても例がない、がん患者や

家族の悩みや負担に関するウェブサイトである。がん患者や家族には高齢者が多く、

ウェブサイトの取り扱いに慣れていないことから、できるだけ使いやすいシステムへ

の改善を図りつつある。 

2） その活用方法としては、①医療従事者や行政担当者が、がん患者の悩み・負担の全体

像を把握する、②患者自身や家族が、同じ悩みを持った数多くのがん患者の存在を知

ることによって孤独感を癒し、一部作成済みの助言を活用して、問題解決を図る、③

一般社会が、がん患者らの悩み・負担の実態を知る、等がある。 

3） がん患者や家族への情報提供は、WEB 版がんよろず相談とともに、冊子の提供も継続

して行う必要があり、その内容を WEB 版がんよろず相談に掲載してゆく。 

4） がん患者の暮らし、とくに“抗がん剤・放射線治療と食事のくふう”を掲載する

“SURVIVORSHIP.JP(http://survivorship.jp/)”など、他のウェブサイトとの協働を

図り、シームレスな情報提供を実践する。 

5） WEB 版がんよろず相談を活用することで、がん診療連携拠点病院相談支援センターに

おける医療相談レベルの向上が図られる。 

 

４．倫理面への配慮 

1） 本研究においては、情報提供手法が研究対象であり、患者あるいは一般市民に危険が

及ぶ状況は想定されていない。 
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（所属施設同じ） 

 

江上 格 

WEB 版がん情報提供とよろ

ず相談システム開発に関

する調査研究 

日本医科大学院 公立阿伎留医療 

センター 

診療部参事 

 

昭和 47 年卒   

医学博士 診療部緩和ケア科 

外科学 （所属施設同じ） 

小切 匡史 

消化器がん手術後、血液が

ん造血幹細胞移植後のが

ん生存者とその家族に対

する支援療法等のあり方

に関する研究 

京都大学 

医学部 

市立岸和田市民病院 

 

副院長兼 

外科部長 

昭和 54 年卒   

医学博士 消化器外科 

外科学 

 

 

（所属施設同じ） 

 

 

土屋 嘉昭 

消化器がん治療後患者お

よび家族に対する支援に

関する調査研究 

新潟大学 

医学部 

新潟県立 

がんセンター

部長 昭和 53 年卒  

医学博士 外科 

外科学 （所属施設同じ） 

田中屋 宏爾 
がんハイリスク者のカウ

ンセリングに関する研究 

岡山大学大学院 

医学専門課程 

独立行政法人 

国立病院機構 

医長 平成 5年卒 岩国医療センター 

医学博士 診療部 外科 

外科学 （所属施設同じ） 

 



謝花 正信 

放射線治療治療を施行す

る過程でのがん患者の QOL

を向上させることを目的

とした支援療法等のあり

方に関する研究 

鳥取大学 

医学部 

松江市立病院 

 

診療部長 昭和 53 年卒   

医学博士 診療局 

放射線科 （所属施設同じ） 

原  信介 

外来化学療法を受ける患

者のQOLを向上させる支援

療法のあり方に関する研

究 

長崎大学 

医学部 

佐世保市立総合病院 

 
管理診療 

部長 
昭和 54 年卒   

医学博士 外科 

外科学 （所属施設同じ） 

石田 裕二 

こどもおよびその家族を

中心とした家族支援に関

する研究 

自治医科大学 

医学部 

静岡県立 

静岡がんセンター 

部長 平成 4年卒   

学位なし 小児科 

  （所属施設同じ） 

堀越 泰雄 

小児がん患者の合併症の

早期発見と対処方法につ

いての研究 

浜松医科大学 

 

静岡県立こども病院 

 

室長 昭和 59 年卒   

学位なし 血液管理室 

小児科学 （所属施設同じ） 

佐々木 常雄 

がん患者の化学療法中、後

における社会的、心理的支

援ツールに関する調査研

究 

弘前大学 

医学部 

東京都立駒込病院 

 

院長 昭和 45 年卒   

医学博士 化学療法科 

内科学 （所属施設同じ） 

永井 宏和 
化学療法後の身体的・心理

的障害に関する研究 

金沢大学 

医学部 

独立行政法人 

国立病院機構 

部長 
昭和 60 年卒 

 

名古屋医療センター 

 臨床研究センター 

医学博士 血液・腫瘍研究部 

血液腫瘍学 （所属施設同じ） 

山本 英彦 

WEB 版がんよろず相談で行

う「がん治療費概要」検索

システムの構築 

熊本大学 

 

飯塚病院 

 副院長兼 

呼吸器内科部

長 

昭和 53 年卒   

医学博士 呼吸器内科 

呼吸器内科(肺癌) （所属施設同じ） 

関口 勲 

WEB 版がんよろず相談シス

テムを活用した栃木県立

がんセンターがん情報、相

談支援センターの運営に

ついての研究 

島根医科大学 

 

栃木県立 

がんセンター 

副部長 昭和 57 年卒   

医学博士 婦人科 

婦人科腫瘍 （所属施設同じ） 

大野 真司 
乳がん患者と家族の支援

ツールに関する調査研究 

九州大学 

医学部 

独立行政法人 

国立病院機構 

医長 昭和 59 年卒 九州がんセンター 

医学博士 乳腺外科 

外科学 （所属施設同じ） 

長井 吉清 病名告知の QOL への影響 

東北大学大学院医学

部 

宮城県立 

がんセンター 

部長 昭和 57 年卒 研究所 

医学博士 がん医療情報・緩和学部

生理学 （所属施設同じ） 



細川 治 
がん患者の代替医療相談

に関する研究 

金沢大学 

医学部 

福井県立病院 

 

センター長 昭和 50 年卒   

学位なし 健康診断センター 

消化器外科学 （所属施設同じ） 

蓮見 勝 

がん外来診療における心

のケア・医療相談に関する

研究 

群馬大学大学院 

 

群馬県立 

がんセンター 

部長 平成 16 年卒   

医学博士 泌尿器科 

泌尿器科 （所属施設同じ） 

渡辺 敏 

緩和ケア病棟における、園

芸療法・音楽療法・コラー

ジュ療法導入に関する研

究 

北海道大学 

医学部 

千葉県 

がんセンター 

部長 昭和 50 年卒   

医学博士 緩和医療科 

緩和医療学 （所属施設同じ） 

坂井 隆 

がん患者のＱＯＬを向上

させるための地域連携緩

和医療の検討 

三重県立大学 

医学部 

独立行政法人 

国立病院機構 

院長 昭和 45 年卒 三重中央医療センター 

医学博士  

胸部外科 （所属施設同じ） 

山下 浩介 
がん生存者のQOL向上に関

する研究 

防衛医科大学 

 

医療法人社団北斗 北

斗病院 

部長 昭和 56 年卒   

学位なし 診療部在宅診療科 

放射線医学 （所属施設同じ） 

須賀 昭彦 

がん患者に対する緩和・支

持治療のあり方に関する

研究 

筑波大学 

医学専門学群 

静岡県立総合病院 

 

医長 平成 4年卒   

医学博士 緩和医療科 

緩和医療学 （所属施設同じ） 

柏木 雄次郎 

地域連携を通じた在宅緩

和ケアの支援策に関する

調査研究 

佐賀医科大学 

 

大阪府立 

成人病センター 

部長 昭和 60 年卒   

医学博士 脳神経科(脳瘍精神科) 

精神医学 （所属施設同じ） 

田伏 克惇 

集学的癌化学療法に対す

る抗癌剤血中濃度解析支

援 

和歌山県立 

医科大学 

独立行政法人 

国立病院機構 

統括診療部長 昭和 46 年卒 大阪南医療センター 

医学博士 外科 

外科学 （所属施設同じ） 

金岡 俊雄 
泌尿器がん手術後のQOLに

影響を及ぼす因子の研究 

京都大学医学部 

大学院 

日本赤十字社 

和歌山医療センター 

副部長 昭和 62 年卒   

医学博士 第一泌尿器科 

外科系 （所属施設同じ） 

加藤 誠 

小児がんの子供を持つ親

への心理的サポートに関

する研究 

千葉大学医学部 成田赤十字病院 

病院長 
昭和 47 年卒   

医学博士 脳神経内科 

医学 （所属施設同じ） 

 



龍沢 泰彦 
がん患者の家族の心のケ

アに関する研究 

金沢大学大学院 

医学研究科 

石川県済生会 

金沢病院 

診療部長 平成 3年卒   

医学博士 外科 

外科学 （所属施設同じ） 

高橋 郁雄 

進行再発消化器がん患者

の治療と病状把握の実態

に関する研究 

九州大学 

医学部 

松山赤十字病院 

 

部長 
昭和 63 年卒   

医学博士 外科 

消化器外科 

固形癌科学療法 

（所属施設同じ） 

 

野口 和典 
肝癌治療における患者・家

族の支援に関する研究 

久留米大学 

医学部 

大牟田市立総合病院 

 
副院長兼 

部長 
昭和 53 年卒 研究研修部、 

診療部内科 医学博士 

内科学･消化器病学 （所属施設同じ） 

渡辺 洋一 

肺癌患者のQOL向上に対す

る呼吸器インターベンシ

ョンおよび種々の在宅療

法支援の果たす役割に関

する研究 

鳥取大学 

医学部 

岡山赤十字病院 

 

部長 
昭和 51 年卒   

医学博士 
呼吸器内科・ 

緩和ケア科 

呼吸器内科学 （所属施設同じ） 

井上 賢一 

乳癌患者の薬物療法にお

ける、サポートに関する研

究 

埼玉医科大学 

大学院 

埼玉県立 

がんセンター 

科長兼部長 昭和 63 年卒   

医学博士 乳腺腫瘍内科 

腫瘍内科学 （所属施設同じ） 

奥原 秀盛 

緩和ケア病棟に入院中の

患者の家族支援に関する

研究 

琉球大学医学部 

保健学研究科 

静岡県立大学 

 

准教授 平成 5年卒   

保健学修士 看護学部 

保健学 （所属施設同じ） 

安達 勇 

がん緩和医療の継続とし

ての緩和医療外来のあり

方に関する研究 

新潟大学 

医学部 

静岡県立 

静岡がんセンター 

参与兼 

部長 

昭和 43 年卒   

医学博士 緩和医療科 

緩和医療学、 

臨床腫瘍学 

（所属施設同じ） 

 

吉川 栄省 

がん患者のQOLを向上させ

ることを目的とした支援

療法等のあり方に関する

研究 

日本医科大学 

 

静岡県立 

静岡がんセンター 

医長 平成 5年卒   

医学博士 精神腫瘍科 

精神医学 （所属施設同じ） 

大田 洋二郎 

がん患者のための口腔ケ

アに関するWeb版ソフト整

備に関する研究 

北海道大学 

歯学部 

静岡県立 

静岡がんセンター 

部長 昭和 61 年卒   

学位なし 歯科・口腔外科 

歯科・口腔外科 （所属施設同じ） 

 



田沼 明 

がん患者における機能障

害・能力低下およびそれら

に対するリハビリテーシ

ョンの知識の普及に関す

る研究 

慶應義塾大学 

医学部 

静岡県立 

静岡がんセンター 

部長 
平成 8年卒   

医学博士 リハビリテーション科 

リハビリ 

テーション医学 

（所属施設同じ） 

 

服部 洋一 

ＷＥＢ版がんよろず相談

の利用状況からみたコン

テンツのあり方に関する

研究 

東京大学大学院 

 

静岡県立 

静岡がんセンター 

技師 平成 15 年卒 研究所 

学術修士 患者・家族支援研究部 

文化人類学･ 

ソーシャルワーク 
（所属施設同じ） 

 

柿川 房子 

がん術前後における患者

の生活障害と支援モデル

に関する研究 

立正大学 新潟県立看護大学 

教授 
昭和 56 年卒   

文学修士 看護学科 

文学部社会学科 （所属施設同じ） 

石川 睦弓 

化学療法を受けるがん患

者を支援する情報提供ツ

ールのあり方に関する研

究 

筑波大学大学院 

教育研究科 

静岡県立 

静岡がんセンター 

部長 平成 12 年卒 研究所 

カウンセリング修士 患者・家族支援研究部 

がん看護学 （所属施設同じ） 

吉田 隆子 

がん患者のQOL向上のため

の小児期からの食育のあ

り方に関する研究 

日本女子大学 

家政学部 

日本大学 

短期大学部 

教授 
昭和 44 年卒   

家政学士 食物栄養学科 

食物栄養学・ 

栄養教育学 

（所属施設同じ） 

 

小池 眞規子 
がん患者のQOL向上に関す

る心理学的研究 

筑波大学大学院 

教育研究科 

目白大学 

人間学部 

教授 平成 3年卒  

教育学修士 心理カウンセリング学科 

臨床心理学 （所属施設同じ） 

大野 ゆうこ 

QOL に基づくがん患者支援

療法等の分類および効果

評価に関する研究 

東京大学大学院 

医学系研究科 

大阪大学大学院 

医学系研究科 

教授 
昭和 60 年卒 総合ヘルスプロモーシ

ョン科学講座 医学博士 

医学意思決定 

（計量医学） 

（所属施設同じ） 

 

青木 和恵 

がん患者のセルフコント

ロールの確立を目的とし

た専門ケアの提供に関す

る研究 

金沢大学大学院 

医学系研究科 

静岡県立 

静岡がんセンター 

部長 
平成 15 年卒   

保健学修士 看護部 

保健学専攻 

創傷ケア領域 

（所属施設同じ） 

 

稲野 利美 

がん患者のQOL向上のため

の栄養・食事相談のあり方

に関する研究 

共立女子大学 

家政学部 

静岡県立 

静岡がんセンター 

室長 昭和 61 年卒   

学位なし 栄養室 

  （所属施設同じ） 

 



高田 由香 

がん患者・家族の QOL 向上

を目的とした総合相談や

情報提供のあり方に関す

る研究 

日本女子大学 

文学部 

静岡県立 

静岡がんセンター 

主幹 昭和 62 年卒 疾病管理センター 

学士 よろず相談 

社会福祉 （所属施設同じ） 

大曲 睦恵 
こどものケアに関する相

談支援のあり方の研究 

Mills 大学院 

 

静岡県立 

静岡がんセンター 

技師 平成 15 年卒 研究所 

修士 看護技術開発研究部 

チャイルド・ライフ （所属施設同じ） 

田代 英哉 
WEB 版がんよろず相談シス

テムの活用に関する研究 

九州大学 

医学部 

大分県立病院 

 副院長兼 

所長兼 

部長 

昭和 53 年卒  

医学博士 外科 

外科 （所属施設同じ） 

 


