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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について、試験配布を通じて現場に即したツールになるよう検

討を行った。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

ト結果を回収した。ツールの有用性は、ほぼ全員から得られたものの、同じ入力項目の繰

り返しによる不便さや入力項目の分類の細かさ等の改善点が指摘された。これらの評価を

ふまえ、部分的に自動入力化を行う等の改善をしていくことが、現場でより利用しやすい

ツールになると考えられた。 
「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い、今後のが

ん電話相談に対する相談者の対応の効率化に関する検討を行った。質的分類の結果、相談

の内容は７つの流れによって相談が行われていることを示された。現在、解析データ数

5,000 件を目指して研究を継続中である。 
２）相談員の効果的な継続教育方法 

 昨年度検討した相談員基礎研修 3 の基本的要素と教育・学習方針をもとに、地域で活用

できる相談支援の教育・研修用教材の開発に着手した。また地域で教育や研修を担う人材

の育成方法やその際の教材の作り込みや汎用性の程度、教育・研修の実施単位についてメ

リット、デメリットについて検討を行っている。 
一方、地域側の相談員の継続的な教育・研修方法を探るために、愛媛県を例に、教育･

研修の場をどのように設けていくべきかについて検討を行った。基礎研修受講状況や現在

の配置状況を把握するとともに、相談支援以外の関連機能（緩和ケア）についても考慮し、

互いの機能を向上させて行くための方策が必要なことが示された。 
３）患者団体等との連携のあり方 

全国のがん診療連携拠点病院（H21 年度指定の 377 箇所）の相談支援センターに在籍す

るがん専門相談員１名(専従または専任)を対象とした質問紙調査を実施し、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（回答数 302：回収率 80.1%）、診療圏内にあるがん

関連の患者会については、ある程度把握しているという回答が 80%を超えていたが、地域

の患者会との交流が全くないところは 3 割を超えていた。その理由として、患者会等の活

動支援のための知識や技術が不足していたり(65.6%)、忙しくて活動の時間がない(60.1%)、
地域の患者会の情報をどのように得たら良いかわからない(42.1%)などの、当事者との活動

を阻害する要因が示された。 
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 

相談支援センターの実態を把握することを目的として、相談支援センターへの訪問聞き

取り調査（H22 年 11 月までに 11 県 15 箇所）、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多角的に検討した。 
厚生労働省委託事業として実施されているH21年度のがん医療水準の均てん化を目的と

した医療水準等調査事業「がん診療連携拠点病院の緩和ケア及び相談支援センターに関す

る調査」結果および公開されているH22年度がん診療連携拠点病院現況調査結果を用いて、

それぞれの施設の機能・役割・分担に関する検討を行ったところ、昨年度の検討で現実と

のギャップが認められた分類から改善し、がん診療連携拠点病院の現状から５グループに

分けることができた。また相談内容では、院内外、相談員の職種による違いが示された。 
訪問聞き取り調査の結果からは、相談支援センターで行われている業務が多様で、施設

による違いが大きいことが示された。相談支援センターでは、前方支援、院内連携（支援）、

後方支援に相当する業務が行われていたが、相談支援の本来の機能であると考えられる前

方支援の部分は多くの施設で不十分であると考えられた。管理体制が複雑なところが多く、

相談支援業務の院内周知や重要性認識の程度、相談員のモチベーションや相談件数、責任

所在の明確化などに大きな影響を与えていると考えられた。 
 
２．前年度までの研究成果 
(1) 相談支援ツールについて、汎用性・効率性・費用の 3 側面から検討した市販のデータ

ベースソフト FileMaker Pro10.0 Advanced を使った相談記録ツールを設計し、希望者に

マニュアルとともに配布した。 
(2) 相談支援センターのがん専門相談員が身につけるべき基礎的な知識とスキル及び学習

方法について整理し、学習目標等の精緻化を行った。この結果は、全国の相談支援セ

ンター相談員基礎研修３の内容に反映され、研修の標準化に寄与した。 
(3) 相談内容に関する研究では、約 1,000 件の質的データのグラウンデッドセオリーに基

づいて分析を行い、構造分析の資料を作成した。 
(4) 患者団体等との連携について、がん相談支援において指導的な立場の者を対象に「が

ん体験者との協働」を軸にした「新たな支援プログラム」構築のワークショップを行

い、効果的な学習方法について検討した。この結果は、相談員スキルアップ研修会の

内容に反映された。 
(5) がん診療連携拠点病院のグループ分けに関して、H20 年度のがん医療水準の均てん化

を目的とした医療水準等調査事業「がん診療連携拠点病院の緩和ケア及び相談支援セ

ンターに関する調査」資料を用いて解析し、全国の拠点病院は、相談支援の充実度別

にある程度特徴を有すると考えられる 8 クラスターに分類された。 
(6) （5）の分析結果および地理的特徴等から、全国の相談支援センターの中から訪問先を

選定し、訪問聞き取り調査を開始した。 
 
３．研究成果の意義及び今後の発展性 
 相談支援ツールの開発と評価については、現場でより簡便に利用できるツールの開発と

いう視点から改善策が提示されたことで、相談員用ツールの汎用化への道筋が示された。

今後検討を進めることで、ツールを使うことでの相談支援プロセスの改善につながること

が検証されれば、相談員の相談対応の質的な向上にもつなげられると考えられる。 
相談員の継続教育は、教育･研修の教材とともに指導者の育成が不可欠である。教材と教



育方法について地域で利用するときの問題点を洗い出しながら検討することで、地域で利

用しやすく、継続しやすい活動につなげることができると考える。 
相談員のがん当事者との活動を阻害する原因が明らかとなったことで、現在十分とは言

えない当事者との連携･協働の活動促進に向けての支援が可能になると考えられる。 
拠点病院に指定されている医療機関は、病院種別や規模だけでなく、その地域での役割

などそれぞれ持つ特徴から新たな分類から示された。全国一律ではなく、その地域の各医

療機関の特徴を生かして機能強化と支援をすることで、適切な相談支援センターの強化に

つながると考えられる。また相談支援センターが抱える問題や課題が明らかになったこと

は、関係者らの問題意識の共有になり、問題解決の第一歩につながると考えられる。 
 
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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