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1．本年度の研究成果 

本研究では、がん患者や家族を対象とした効果的な社会的支援の手法を確立するため、

まず、がん患者や家族への具体的な支援の枠組みや項目について整理し、その標準化を進

める。そして、患者、家族の居住地が都市か町村かによって地域差が生じる可能性を検討

し、さらに、具体的な支援をそれぞれの地域で推進するための工夫について、全国の事例

調査を行った。 

(1) がん患者や家族に対する具体的な支援の枠組みの整理 

がん患者や家族に対する具体的支援を検討するために、がん患者や家族の抱える悩みや

課題を分析した。分析には、共通する分類手法である静岡分類で整理された悩みや負担等

の調査結果 2万 7千件、がん患者や家族の暮らしに関する助言や情報提供を行っている web

サイト（web版がんよろず相談 Q&A）へのアクセス 57万件、対面・電話によるよろず相談

の相談内容 5万 6千件のデータを用いた。 

その結果、がん患者や家族の抱える悩みや課題で互いに関連を持つ項目は、「患者とし

て診療を受ける」、「日常生活を営むために必要な活動や行動（食事・排泄・睡眠・性生

活など）」、「社会生活の問題（就労や経済面など）」、医療者や家族など「周囲の人々

との関係（コミュニケーション）」、「こころの問題」の５つに整理された。 

(2) 地域差に関する検討 

ヒアリング、研究分担者の経験、静岡県内の院内がん登録データに基づき、静岡県の東

部をモデルとして、都市型、町村型の比較検討を行った。モデル地域は、2 次医療圏を考

慮し、都市型は駿東田方医療圏、町村型は伊豆半島南部に位置する賀茂医療圏とした。 

都市型地域には、がん診療連携拠点病院（以下、拠点病院）3 施設、静岡県地域がん診

療連携推進病院（以下、県の推進病院）1 施設がある。地域の診療所では、医師会単位で

地域医療連携をすすめ、在宅医療などに関心のある医師らがグループをつくって活動強化

を目指している。一方、町村型地域には、拠点病院、県の推進病院が存在せず、がん患者

や家族が身近で相談できる場として、相談支援センターが 1カ所設置されている。相談支

援センターの相談対応のレベル差を指摘する声もあるが、情報提供資材については、拠点

病院や県の推進病院の相談支援センターと同様のものを揃えている。また電話などで都道

府県がん診療連携拠点病院の経験豊富な相談員のバックアップを受けることが可能である。

しかし現状では、がん患者、家族、地域住民が、身近な相談場所を十分に活用できている

とは言えない。 

行政の活動に関して、町村型かつ保健師数が確保されている場合には、がん患者宅を家

庭訪問して対応が可能であるが、現在の保健所、地域の保健師等は広範囲の医療・保健領

域をカバーする必要があり、個別の継続した対応は困難である。 

以上より、町村型地域の住民は利便性も相まって、各種支援情報が行き届きにくく、対

面による支援機会が少ないことから、対話が可能な支援機会の提供方法を検討した。 

 



(3) 効果的な社会的支援のための工夫 

上記のような戦略の元、効果的な社会的支援を実施する手法を検討するために、先駆的

活動を行なっている地域や団体などの事例のヒアリング調査を実施した。対象は、活動母

体の異なる団体、がん患者支援以外に参考になる活動とした。これまでに、三重県がん相

談支援センター（三重県）、NPO 法人オレンジティー（静岡県の患者支援団体）、名古屋市

がん相談情報サロン ピアネット（名古屋市と市民団体が協働で実施）、静岡県難病相談支

援センター（静岡県）の調査を実施した。今年度中に、さらに数件ヒアリング予定である。 

調査では、支援の種類、対象、支援活動にかかわっている人の立場や職種、役割・機能

分担の実態、運用経費の出所、広報活動、反応と評価、課題に対してヒアリングを実施し

た。 

それぞれの地域で支援を推進するための具体的な工夫として、出張型・巡回型の相談や

患者交流の機会の提供、医療機関とは異なる第三者機関や団体による相談や交流の場の提

供、がんと診断されて以降の様々な時期に合わせた対応、書籍や DVD等の資料やパソコン

利用による情報ナビゲーション、医療や暮らしの課題を中心とした講習会の定期的な開催、

相談員やサポーター研修による人材育成、運用のための規定やマニュアルの整備等が行わ

れていた。 

(4) 地域における医療連携と医療者―患者間の関係性の維持の検討 

従来の地域連携では、基幹病院と連携病院で担当医が代わり、患者や家族にとっては、

病状の先行きへの不安のみではなく、関係性の途絶という要素が加わり、急激なこの変化

についていけない場合が数多くある。そこで、積極的治療期と緩和治療期を継続して治療・

療養を行うために、基幹病院の常勤医による緩和治療期を担う地域医療機関への出向、地

域医療機関の常勤医による基幹病院への非常勤勤務という基幹病院と連携病院の医師の流

れの構築とその検証に関して、埼玉県で私立大学病院でのモデルケースを開始した。 

(5) 情報提供資材の作成 

がんよろず相談 Q&A集第７集として“乳がん編③～家族など周囲の人との関係～”を作

成した。今後、全国の拠点病院に配布予定である。 

(6) 情報入手時の問題整理支援 

がん患者や家族、地域住民、相談支援センターの担当者、保健所・市町の保健師等が、

情報を入手する・情報提供を行う際の問題整理を支援するために、web 版がんよろず相談

Q&A サイトにおいて、利用者が最初にアクセスした情報に加えて、前述した５つの枠組み

を用いて問題の背景や関連する情報を可視化し、情報を集約して整理するプロセスを支援

するシステムの開発に着手した。 

 

3．研究成果の意義及び今後の発展性 

(1) 地域における社会的支援を検討するために、患者や家族が抱える悩みや課題を、「患

者として診療を受ける」、「日常生活を営むために必要な活動や行動」、「社会生活の問題」、

「周囲の人々との関係（コミュニケーション）」、「こころの問題」の 5つの枠組みに整理し

た。 

“患者・家族の暮らし”という視点から、患者や家族にとって理解しやすい枠組みとし

た。この枠組みを用いて社会的支援のリソース、支援手法等を整理し、標準化を進めるこ

とにより普及しやすく、また地域や医療機関でバラツキを少なくすることが可能と考える。 



(2) 均てん化が推進される一方で、地域格差の問題が起きうる。そこで本研究では、静岡

県東部をモデルに都市型、町村型に分類し、検討を行った。その結果、町村型地域では、

住民特性や地理的要因も相まって、各種支援情報が行き届きにくく、対面での支援機会が

少ないことから、対話が可能な支援機会の提供が必要と考えられた。具体的な提供方法に

ついて、前述の 5つの枠組みをもとに、支援プログラムの詳細を検討、実施予定である。 

(3) 一般に、がん患者は、自宅、基幹病院、連携病院など場所をかえながら、初期治療、

治療終了後定期通院、寛解、あるいは再発治療、在宅緩和医療の経過をたどる。治療・療

養の長期化に伴い、患者は自宅を中心とした地域社会のなかで過ごす時間が多くなり、地

域での社会的支援の需要は、ますます高まる。 

本研究の特徴的な点は、5 項目の枠組みにそって社会的支援を標準化し、さらに支援の

具体的な方法については、地域の実情にあった方法を都市型、町村型モデルで示すことで

ある。標準化とモデルの組み合わせにより、支援方法の共有、評価が行いやすい利点があ

り、客観的にも理解しやすく、全国への普及、地域特性にあった活動展開への応用が期待

される。 

 

4．倫理面への配慮 

本研究においては、研究対象者に対する危険性を生じる状況は想定されていない。個人

を対象としたアンケート調査が必要になった場合には、その内容に応じて「疫学研究に関

する倫理指針」か「臨床研究に関する倫理指針」に沿って研究計画を作成し、研究対象者

に対する不利益を避け、人権上の擁護に配慮する。その場合、研究計画については研究実

施機関の倫理審査委員会の承認を得、さらに、研究参加者の自由意思での同意を得たうえ

で実施する。 
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