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１．本年度の研究成果	 

（１）がん患者の療養生活の質の評価方法	 

	 平成 24 年度研究では受療行動調査に新たに追加した療養生活の質に関する項目の信頼性・妥当性を

検証する横断調査をがん専門病院の外来患者、入院患者を対象に行った。外来調査では 332 票の調査票

を配布し、329 票が回収された（99％）。信頼性の検証のための再調査では 265 票の調査票を配布し、

210 票が回収された（79％）。入院調査では 264 票の調査票を配布し、239 票が回収された（90％）。

信頼性の検証のための再調査では 264 票の調査票を配布し、216 票が回収された（82％）。調査は平成

24年 10 月に終了したため、現在データ解析中である。	 	 

	 受療行動調査の療養生活の質に関する項目の詳細な検討のためのがん患者 620 人を対象としたイン

ターネットモニター調査を実施した。受けている医療に対する満足度の項目について「ふつう」という回

答の 7 割以上が「どちらかというと満足」であり、「ふつう」までを含めて満足と考えてよさそうであるこ
と、「その他」という回答理由の多くは、その項目が該当しないという理由であったため、集計の際には分母

から除外するのが適当であることが示唆された。 
	 さらに、受療行動調査に追加された療養生活の質に関する項目の国民標準値を算出するための全国から無

作為抽出した一般市民対象の調査を実施中である。	 

（２）治療期におけるがん患者の療養生活の質の評価方法	 

	 昨年度から継続して 3施設で外来化学療法を受ける患者を対象とする Quality	 of	 Life・ニードをモ

ニタリングする患者自記式の質問紙（「生活のしやすさに関する質問票」）の多施設による実施可能性、

有用性を検討している。平成 24年 11 月現在で合計 4000 件のデータが集積された。	 

（３）長期サバイバーの療養生活の質の評価方法	 

	 本研究班で平成 22 年度、23 年度に検討したがんサバイバーの療養生活の質を評価する指標である

QOL-CS を用いて 628 人のがん患者を対象としたインターネットモニター調査を実施した。長期サバイ

バーの健康関連行動として健康関連行動に関する指導を受けたことがない割合が 34～79％、15％がが

ん罹患後も喫煙していること、サバイバーの約 60%がなんらかの社会生活上の差別・不利を体験してい

ることが明らかになった。療養生活の質に関しては現在解析中である。	 

（４）終末期における療養生活の質の評価方法に関する研究	 

	 緩和ケアの構造・プロセス、アウトカム評価における代理評価の信頼性の検証に関する研究のデータ

集積を終了した。終末期がん患者の QOL 評価尺度である Good	 Death	 Inventory	 (GDI)と緩和ケアの構

造・プロセスの評価尺度である Care	 Evaluation	 Scale	 (CES)を用いて、家族による代理評価の評価者

間信頼性を検証することが目的であり、遺族による代理評価の評価者間信頼性を検証する。最終的に患

者・家族調査でそれぞれ 80人、遺族調査で 46人の症例が蓄積された。結果は現在解析中である。	 

（５）がん患者の家族の生活の質の評価方法	 

	 平成 24 年度には新たにがん患者の家族の生活の質の評価方法について検討した。インターネットモ

ニター調査を 400 人のがん患者の家族に対して行った。海外で最も広く用いられているがん患者の家族



の生活の質の評価指標である CQOLC（Caregiver	 Quality	 of	 Life	 index-Cancer）の日本語版の信頼性・

妥当性を検証した。またがん患者の家族に対して健康関連 QOL 尺度である SF-36 を測定し、がん患者の

家族の QOL が一般市民より悪いこと、その関連要因を明らかにした。	 

	 

２．前年度までの研究成果	 

（１）がん患者の療養生活の質の評価方法	 

	 本研究班では代表性を持って経年的にがん患者の療養生活の質を評価する方法として受療行動調査

に新しく項目を追加し、同時に実施される患者調査とデータリンケージすることによって全国のがん患

者の療養生活の質を評価する方法を確立した。	 

	 受療行動調査は 3年に一度全国から無作為に抽出された約 500 施設の入院・外来患者を対象とした患

者に対する質問紙調査である。今回、本研究班の提案によって追加された項目は「からだの苦痛がある」

「痛みがある」「気持がつらい」「歩くのが大変だ」「身の回りのことをするのに介助が必要だ」「ふ

だんの自分の健康をどのように思いますか」の 6 項目である。これに平成 20 年度受療行動調査からの

継続項目である患者満足度に関する 9項目、医師からの説明の理解度に関する項目などを追加し、がん

患者の療養生活の質に関して代表性を有する対象で測定することが可能となった。この新しく追加した

項目を含んだ受療行動調査が平成 23年 10 月に実施された。	 

	 研究班では事前に平成 20 年度の受療行動調査と患者調査のリンケージデータを目的外使用にて入手

し、その解析を行った。平成 20年度受療行動調査は全国から無作為に抽出された 484 施設で実施され、

患者調査とのデータリンケージが可能であったがん患者数は外来 3,744 人、入院 5,145 人、総数 8,922

人であった。外来患者の分布は全国のがん罹患データの分布に近く、入院患者の分布は全国のがん死亡

データの分布に近いことが明らかになった。平成 20 年度に収集された患者満足度データの分布は全体

的に天井効果が認められ他の疾患より若干良好であった。また年齢や原発部位が満足度に関連すること

が示された。	 

	 また、本研究班の提案によって追加した療養生活の質を評価する項目について妥当性を検討するアン

ケート調査を実施した。がん患者 395 人から回答が得られた。因子分析によって 1因子性が確認された

が「身体的苦痛」「精神的苦痛」「日常生活動作」の 3因子としても利用できることが明らかになった。

これらは既存のがん患者向け Quality	 of	 Life 測定尺度である FACT-G と臨床的に大きな関連を認め、

妥当性が保証されていることが示された。また、同時に今まで日本では存在しなかったがん患者による

ケアプロセス評価尺度（CCES）が作成され、その信頼性・妥当性を検証した。	 

（２）治療期におけるがん患者の療養生活の質の評価方法	 

	 治療期におけるがん患者の療養生活の質の評価方法に関しては、平成 22 年度に１つのがん診療連携

拠点病院において、日常臨床の一環として、外来化学療法を受ける患者を対象として Quality	 of	 Life・

ニードをモニタリングする患者自記式の質問紙（「生活のしやすさに関する質問票」）を開発した。平成

24 年度にはこの調査票の多施設による実施可能性、有用性を検証するために現在 3 施設によって使用

してデータ収集を開始した。	 

（３）長期サバイバーの療養生活の質の評価方法	 

	 長期サバイバーの療養生活の質の評価方法に関しては、術後 5年を経過した非小細胞肺がん患者の療

養生活の質について調査し結果の解析を行った。調査項目は Quality	 of	 Life	 for	 Cancer	 Survivor



（QOL-CS）や MOS36-item	 Short	 Form	 Health	 Survey（SF-36）、Profile	 of	 Mood	 Status（POMS）など

である。治癒切除術を受けて 5年が経過した非小細胞肺がん患者の QOL、心理的状態（精神症状ならびに重
症度、がんへの適応、絶望感の分布とその関連が明らかになった。	 

（４）終末期における療養生活の質の評価方法	 

	 終末期における療養生活の質の評価方法に関しては、緩和ケアの構造・プロセス、アウトカム評価に

おける代理評価の信頼性の検証に関する研究を倫理委員会の承認を得て平成 22 年度に開始し、症例集

積を行った。	 

	 

３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

（１）がん患者の療養生活の質の評価方法	 

	 政府統計である受療行動調査に療養生活の質を測定する項目を追加し、平成 23 年度受療行動調査が

実施された。受療行動調査と患者調査のデータリンケージによってがん患者の療養生活の質を代表性が

あるデータを収集し、がん政策の評価を経時的に実施するシステムが確立した。またこの調査項目の信

頼性・妥当性の検証がなされた。	 

（２）治療期におけるがん患者の療養生活の質の評価方法	 

	 外来化学療法を受ける患者の Quality	 of	 Life・ニードの分布が明らかになった。また、質問紙の改

訂を行い、多施設運用に向けて実施手順書を作成することにより外来化学療法を受ける患者の療養生活

の質を測定する方法が確立される予定である。	 

（３）長期サバイバーの療養生活の質の評価方法	 

	 長期サバイバーの療養生活の質の評価尺度である QOL-CS を用いて術後 1カ月、3か月、5年時点の非

小細胞肺がん患者の QOL、および関連要因が明らかになった。また、628 人という比較的大規模ながん

患者を対象としたインターネットモニター調査の結果を分析することにより、わが国のがんサバイバー

の療養生活の質とその関連要因が明らかになる予定である。	 

（４）終末期における療養生活の質の評価方法	 

	 終末期がん患者の QOL 評価尺度である GDI と緩和ケアの構造・プロセスの評価尺度である CES の、患

者・家族間および患者・遺族間の評価の一致度（評価者間信頼性）が明らかになる予定である。	 

	 

４．倫理面への配慮	 

	 全ての調査はヘルシンキ宣言、疫学研究に関する倫理指針、臨床研究に関する倫理指針を順守して行

っている。全ての調査は各施設や研究代表者所属施設の倫理委員会の承認を得て実施している。また、

個人には調査の目的、調査による不利益、プライバシーの保護などを書面にて説明し、署名もしくは調

査票の回答をもって同意としている。	 
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