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1．本年度の研究成果	 

本研究では、地域における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

ることを目的としている。第一に、がん患者や家族への社会的支援の標準化をすすめるために、

支援に関連する項目について整理した。第二に、地域の実情にあった患者家族支援手法を検討

していくために、静岡県東部地域をモデルに、がん患者や家族の状況、地域における課題や支

援状況を把握し、都市型地域と町村型地域の地域特性を明らかにした。第三に、地域特性をふ

まえた社会的支援の実証モデルの検証を行った。	 

	 (1)	 がん患者や家族に対する社会的支援に関連する項目	 

実践において利用可能ながん患者や家族に対する具体的な支援に関連する項目を整理した。

がん患者や家族が抱える悩みや負担は、診療、暮らし、からだ、こころの4項目、社会的支援の

種類は交流、相談、情報提供の3項目、支援の質を確保するために必要な整備項目は、目的の明

確化、対象者の範囲の選定、個人情報保護と規定やマニュアルの作成、対象の範囲に合わせた

広範囲で多種類の広報、ファシリテーター研修（交流支援の場合）、ネットワーク構築による

相互補完と情報共有、行政も加わった協働体制の構築、職種や立場によるネットワーク内の役

割分担の明確化、利用者の評価、地域内（施設内）がん患者や家族のニーズの把握の10項目に

整理した。	 

	 (2)	 地域差に関する検討	 

都市型地域と町村型地域の地域特性を比較した。町村型地域では、地域内の資源で社会的支

援を継続的に行う阻害要因として、社会資源の数や種類が少ない、面積あたりの人口密度が低

いなかでの広報が難しい、アクセス手段の種類や数が少ない、などの課題の存在が明らかにな

った。そこで、地域内で完結する手法ではなく、診療を目的に都市型と町村型の両地域のがん

患者や家族が出入りするがん診療連携拠点病院内、あるいは交通の利便性の良い場所等での交

流・相談・情報提供の支援の場の設定を検討した。	 

特に地域格差が生じやすい交流支援の実態や課題を明らかにするために、全国のがん相談員、

患者団体、医療者、研究者が一堂に介し、がんサロンの課題と工夫、評価方法を検討する会議

を開催した。会議を通じ、サロンの多様性、また、参加人数の少なさ、広報の難しさ、ニーズ

に合わせた対象範囲、運営費用の継続確保の難しさ、施設内他職員の理解不足、ファシリテー

ター研修の必要性などの課題、実践している工夫が整理された。会議結果は、報告書としてま

とめ、参加者や全国のがん診療連携拠点病院の相談支援センターに配布した。	 

	 (3)	 地域における患者状況の定量的把握	 

地域において支援を必要とするがん患者の状況を把握する手段として［都道府県別男女別年

齢階級別がん罹患者推計］、［地域がん登録に基づく患者住所と医療機関住所の照合による患者

受療行動分析］、地域医療支援の基本的な数値の算出および可視化［院内がん登録データを基

盤とする患者受療状態マップ構築］を行った。従来からの地域がん登録の統計資料とともに、

がん診療連携拠点病院の罹患データ（院内がん登録）を用いることにより全国的な罹患、治療

状況、患者移動状況の把握が可能となり、見える化が可能であることを示した。	 

	 



	 (4)	 社会的支援活動の普及と評価	 

医療施設内での家族の交流支援を担当する分担研究者は、緩和ケア病棟に入院している患者

の家族を対象に感情表出によるこころのケアを主目的に、看護師である研究者がファシリテー

ターとして参加し、非構造化・開放型・感情表出型のサポートグループを実施している。平成

22年度より、106 回開催し延べ 244 名参加した。当該病棟の看護師を対象にしたアンケート調

査では、8 割の看護師がサポートグループの継続開催を望んでおり、参加した家族への心理社

会的な効果を実感していた。一方で、参加に否定的な家族との関わりも経験しており、彼らの

不安、抵抗を考慮したグループ運営を検討する必要性が明らかになった。	 

医療施設外におけるがん患者家族支援を担当する分担研究者は、地域のがん相談支援センタ

ーにおいて、がん患者や家族、遺族、地域住民に対し、がん相談、情報提供、交流の場を提供、

支援者との協働・連携、支援者育成目的の研修会を開催している。地域に開設されたがん相談

とがん診療連携拠点病院内のがん相談の特徴を比較検討した結果、地域のがん相談では、通院

治療中や経過観察期間を終えた人の利用が 8割を超え、患者本人からの不安な気持ちや治療に

ついてなどの相談が多く、相談のリピーターが 3割を超え、相談内容に経過報告があるという

特徴がみられた。また、サロンの参加者は、診断から 1年以上 3年未満の治療から生活に戻る

過程の患者が 6割を占めていた。	 

患者支援団体の患者同士の交流支援を担当する分担研究者は、参加理由が、同病者との気持

ちの共有、体験談を聞く、今後への不安から先輩体験者の様子を知りたいなどの理由であるこ

とを明らかにした。また、参加前後の気分変化をみると、10段階の気分スケールで参加後に平

均 2.4 ポイントプラスに変化がみられた。	 

	 (5)	 地域における社会的支援の評価に関する検討	 

１）がん患者の QOL を日常的に評価することは、がん患者 QOL そのものを向上させる。厚生

省研究（武田文和）班で作成された「ケアノート」の臨床的妥当性（feasibility と sensitivity）

の検討を、進行肺癌を対象とした臨床第Ⅲ相試験で行い、毎週の QOL 調査が可能で高感度であ

ることを示した（Oncologist.	 2012;17:863-70）。さらに本年度は試験的に臨床使用を開始し

た。	 

２）がん患者の spirituality の評価は、地域診療ではギアチェンジ（積極治療から緩和治

療への切り替え）に有用なツールとなり得る可能性がある。欧州の研究機関 EORTC と共に EORTC	 

QLQ-SWB	 36 日本語版の開発を行った（Palliat	 Med.	 2012	 Jul	 27.	 [Epub	 ahead	 of	 print]）。

本年度は国際 QOL 第 IV 相試験を行っている。	 

	 

2．前年度までの研究成果	 

	 (1)	 社会的支援に関する全国の事例調査結果と研究分担者が実践している社会的支援活動に

基づき、地域におけるがん患者や家族に対する具体的な支援の枠組みを構成する項目の抽出を

すすめた。	 

	 (2)	 静岡県東部地域をモデルに、都市型地域と町村型地域の地域特性を検討した。町村型地

域では、利便性も相まって各種支援情報が届きにくく、対面による支援機会が少なかった。し

かし、面積あたりの人口密度が低い町村型地域で対面による支援機会を継続的に行なうには、

広報・場所の選定・アクセスサポートなど多くの課題をクリアする必要がある状況も明確にな

った。	 

	 



	 (3)地域で生活するがん患者や家族に必要な社会的支援の実証モデル構築をすすめた。３つの

モデルは、支援提供主体が、医療者、行政機関、患者団体と異なっている。それぞれ、実施し

ている社会的支援に関して、実証モデルとしての検証をすすめた。	 

	 (4)	 社会的支援などが有効に機能しているかを評価する指標とするために、日常診療や療養で

使用できる２つのQOL調査票を開発中で、QLQ-SWB-36日本語版は検定をすすめた。	 

	 (5)	 支援の種類の１つである情報提供に関して、情報ツールとしての携帯性・利便性という

点からモバイルツールに注目し、医療と暮らしにかかわる様々な情報を提供している「web 版

がんよろず相談 Q&A サイト（http://cancerqa.scchr.jp/）」の機能強化として、電子書籍、ス

マートフォンサイトを公開した。	 	 

	 

3．研究成果の意義及び今後の発展性	 

	 (1)	 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、実践において

利用可能ながん患者や家族に対する具体的な支援に関連する項目を整理した。患者や家族が抱

える悩みや課題をわかりやすく 4項目で整理したうえで、支援の質を確保するために必要な整

備項目 10項目を抽出した。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)	 都市型地域と町村型地域では、社会資源の数や種類等に差が生じることが多い。また、

対面を主とする交流支援は、利用者のニーズの多様性、1回の参加者は少人数のサロンが主流、

ファシリテーター研修の必要性等の特性があることから、一施設や団体ごとに独立した運用に

は限界がある。そこで、社会的支援に関する地域格差を埋め、支援の質を確保するためには、

都道府県単位ネットワーク、都道府県を数カ所に分割したミニネットワークの 2段階ネットワ

ークの構築による相互補完と情報共有、都道府県単位のファシリテーター研修の必要性が示唆

された。	 

	 (3)	 地域における社会的支援を効果的にすすめていくためには、さまざまな支援に自らアプ

ローチしてくる患者や家族の評価にとどまらず、地域内に居住する、あるいは医療機関にかか

っているがん患者や家族全体のニーズの把握、QOL 評価を定期的実施していく必要がある。	 

	 

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。本研究は、

「疫学研究に関する倫理指針」、および「臨床研究に関する倫理指針」を遵守して行った。ア

ンケート調査においては、研究対象者に対する不利益を避け、人権上の擁護に配慮し、研究参

加者の自由意思での同意を得たうえで実施した。	 
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