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１．本年度の研究成果  
（１）がん患者の社会的支援に向けた取り組み状況の収集と活用の促進にむけた研究  

地域の地理的特性、医療資源、インフラ基盤、年齢構成や疾患分布を踏まえたが

ん患者の療養支援に関わる取り組みを情報収集し、「地域の療養情報（新規更新 9
府県、作成 /改訂支援計 17 都道府県）」として、がん診療連携拠点病院と都道府県向
け情報収集の支援と、研修会や講演会等普及・活用促進に向けた介入を実施、有用

性を示すとともに、情報の提供や連携構築に向けて好意的な結果を得た。  
①「地域の療養情報」作成および改訂支援  

	 地域情報作成および改訂の取り組みについて情報提供と支援を行い、地域と

して整備すべき情報の構成要素を地域の関係者の協力を得ながら抽出した。  
・研修会（相談支援部会、患者支援団体、拠点病院相談支援センター会議にて

検討：愛知、広島、栃木、三重など）  
・県がん診療連携協議会（相談支援部会等）での報告提言（栃木、広島、京都、

沖縄、愛知、岡山、香川、神奈川、高知など）  
②社会的支援の把握蓄積と更新、活用の促進  
上記コンテンツに収載された医療資源情報を蓄積し、更新や地域のニーズに応じた

個別の情報提供が可能になる仕組みを検討構築、ガイドライン形式でとりまとめた。 
・がん情報サイトの立ち上げおよび分析、更新に向けた検討：広報誌や県がん

対策ホームページ掲載、検診無料クーポンへのがん情報（患者必携）と相談

支援センターの紹介、冊子情報、研修支援との連携  
・医薬連携や薬薬連携、患者・一般向け啓発モデルや研修提案と試行に向けた

関係構築、在宅医療や緩和ケアへの展開（広島・宮城・石川・倉敷など）  
（２）療養生活の質の向上に資する支援施策の評価と検証  
	 検証・評価軸を実装し、比較検証、継続的な評価に向け、実行可能性も含めて研

究調査を実施した。有用性や情報の充足感を、利用者である患者・家族及び医療者

から評価を得ることで、今後の情報普及において成果を活用できるようにした。  
・施設規模・がん患者の割合・相談支援センターや地域医療連携・在宅医療・

緩和ケア・終末期／在宅看取りに対する意識、患者サロンや支援団体との関

与、「地域の療養情報」の評価など、地域・施設ごとの状況把握と社会的・文

化的背景、心理面での支援ニーズを踏まえた課題設定を行った上で調査を実

施した（ 15 地域 22 パイロット、24 年 11 月時点、各施設患者 10～ 80 名規模、
平行して調査に関わった医療者からも調査を実施）。  

（３）地域の特性や患者動向に応じた情報提供のインフラ整備に向けた研究  
	 行政・現場担当者、メディアなどの関係者の連携を円滑に進めるためのインフラ



整備に向けた以下の検討を行った。  
・地域の療養情報作成に向けた関係構築  
講演会・研修会、相談支援部会での情報提供（沖縄、岡山、高知、京都、愛知

など）を実施。行政関係者・相談支援・医療者を含めた全国規模の研修会（東

京 24 年 11 月、患者必携「地域の療養情報」の提供に向けて 2012	 地域にお
ける情報発信とがん患者支援）では 23 都府県 74 名の参加を得ることができ、
新規に作成した府県による事例報告（昨年度の同研修会での議論を踏まえた検

討報告を含む）に続き、先行県の経過報告と地域情報集約と共有、活用と連携

構築に向けた意見交換、課題抽出を行った。すでにこの班で実施しているワー

クショップ形式による提案型研修を実践、各地域での検討プロセスへ組み込む

ことについて、合意形成を図ることができた。  
 	 ・地域の療養情報のがん対策ポータルサイトへの掲載に向けた検討  

地域の療養支援に関わる情報を各都道府県へのリンクの形で、国立がん研究セ

ンター「がん情報サービス」に一覧が掲載された。各県の取り組みを参照でき

る利便性の向上だけでなく、作成過程や含まれる要素の比較も可能となり、地

域や拠点病院におけるきめ細かい情報発信のモデルを提示することができた。 
 
２．前年度までの研究成果  
（１）「地域の療養情報」作成支援  
地域情報作成の取り組みについて、都道府県、がん対策（推進）協議会、拠点病院

および協力者向けに、事例紹介とともに情報提供と支援を行った。  
（２）社会的支援の把握蓄積と更新、活用の促進  
医療資源情報を蓄積し、更新や地域のニーズに応じた個別の情報提供が可能になる

仕組みを、Cancer Control Planet などの事例を元に比較サイトの原案を作成した。  
（３）療養生活の質の向上に資する支援施策の評価と検証  
評価軸の検討をもとに、パイロットによって比較検証、継続的な評価が可能な情報

入手指向性、認知度、満足度に関する評価項目を設定、調査を実施した。  
（４）地域の特性や患者動向に応じた情報提供のインフラ整備に向けた研究  
・地域の療養情報作成に向け関係構築と課題抽出（地域特性や患者動向分析を含む） 
研究班共催にて行政との連携した講演会・研修会を実施した。  

・人文社会学研究者との協働、研究プロジェクト  
東京大学グローバル COE との共催で「合同シンポジウム	 がん医療と死生学」

を実施、24 年 11 月により広い枠組みで「がん医療フォーラム 2012	 地域におけ
るがん医療のかたち」が開催され、医療に限らず介護や療養支援に関わる関係者

を交えて幅広く議論を行い、協働にて療養支援情報を開発する契機とした。  
 

３．研究成果の意義及び今後の発展性  
１）がん患者の社会的支援に向けた取り組み状況の収集と活用の促進にむけた研究  
	 研修会・講演会・研究事例紹介を通して、各県や各がん対策連絡（推進）協議会、

拠点病院をはじめとする地域情報の収集支援を行い、連携モデルの提案とともに、



現状把握と維持更新可能な整備につなげることができた。マスコミ、地元メディア、

地域コミュニティ誌などでの周知もなされ、議論の活性化も期待される。提案はが

ん対策基本計画（ 24 年 6 月）において、患者や国民の視点に沿った情報提供の一環
として、国・地方公共団体・拠点病院等の各レベルでどのような情報提供と相談支

援をすることが適切か明確にし、学会、医療機関等各機関の力も導入した効率的・

効果的な体制構築を進めることが必要な旨盛り込まれている。県がん対策担当者向

けの指南書「日本のがん対策『今、何をするべきか』がわかる本」に分担研究者の

各地の活動とともに地域における情報発信の意義と有用性について紹介された。  
２）療養生活の質の向上に資する支援施策の評価と検証  
	 規模や地理特性の異なる地域・医療機関において、これまでの関係者の関わりや

取り組みに沿う形で、介入方法のあり方のモデルを提示した。医療機関、自治体な

どと協働し PDCA サイクルを実践しつつ成果を得るための関係を構築できた。  
３）地域の特性や患者動向に応じた情報提供のインフラ整備に向けた研究  
	 地域の特性や患者動向に応じて個別的に利用できるための、情報提供・相談支援、

情報等の充実をテーマに行政関係者、研究協力者、医療従事者との協働を積極的に

行った。今後の情報収集や更新、普及に向けた取り組みにおいて、自治体・医療機

関の連携の必要性、さまざまな職種間の協働の重要性は介入した地域に関わらず同

様であったが、その進捗や合意形成については地域ごとに異なっていた。こうした

背景を踏まえつつ、関係者の主体的参画を促し、更なる地域目線・患者視点の情報

提供や相互理解に基づく自立支援を行うためのロールモデルを提案することができ

ると考えている。  
  
４ .  倫理面への配慮  

本研究の実施に当たっては個人情報保護に十分配慮し、患者や国民を対象とした

調査実施に対しては、国立がん研究センターに加え各施設の倫理審査委員会での承

認を取得、集計にあたっては個人が特定できないような調査方法への配慮と収集し

たデータの管理と解析データの切り離しを行うなど、情報保護を徹底した。  
 
５．発表論文  
1.  渡邊清高ほか：がん情報と地域療養情報の発信と受信～必要な情報の提供システム～	 

都道府県がん対策の推進～計画策定のガイドブック～	 2012； 46-54 

2.  渡邊清高：視点～医療報道の「質」を評価する“メディアドクター”の活動	 保険診

療	 2012； 67(7)： 81-84 

3.  渡邊清高：がん情報の普及に向けたわが国の政策とがん拠点病院の役割	 保健の科学	 

2012； 54： 436-446 

4.  今井博久、中尾裕之、佐田文宏、助友裕子、渡邊清高：都道府県のがん対策の進捗状

況と支援体制 (会議録 )	 日本衛生学雑誌	 2012； 67(2)： 343 

5.  渡邊清高：【患者の医療情報探索】  正しい医療情報の読み解き方	 「メディアドクタ

ー」の取り組み	 病院	 2012； 71(4)： 281-284 

6.  清水秀昭：都道府県のがん医療を推進するための計画内容～県のがん医療の計画立案



の進め方～	 日本のがん対策「今、何をするべきか」がわかる本	 92-101,2012 

7.  岡本直幸：がん登録の来し方～歴史を知る、ＪＡＣＲ  Monograph 17:1-5,2012 

8.  今井博久：日本のがん対策「今、何をするべきか」がわかる本	 株式会社サンライフ

企画  2012 年 9 月  

9 .  Motoo Y. Tradit ional  Japanese medicine in the mult idisciplinary approach to cancer.  J  Trad 

Med 29(2):  104-7,  2012.	   

10.  篠崎勝則：県内がん医療機関の主要病院の連携における問題点と連携・協力体制のつ

くり方～どう計画に盛り込み、どう構築するか～	 日本のがん対策「今、何をするべ

きか」がわかる本	 102-108,2012 

11.  北村周子、他	 地域に開設された三重県がん相談支援センター（４）～参加者からみ

た地域がんサロンの役割と有用性について～	 第 36回日本死の臨床研究会年次大会予

稿集、 353、 2012,11、京都府  

12.  増田昌人：がんと診断されたときからの緩和ケアの推進，日本のがん対策「今、何を

するべきか」がわかる本	 110-117， 2012 
 
６．研究組織  

①研究者名 	 
②分 担 す る	 

研 究 項 目	 

③所 属 研 究 機 関	 

及 び 現 在 の 専 門	 

（研究実施場所） 	 

④所属研究 	 

機関にお 	 

ける職名 	 

渡邊清高 	 研究総括 	 国 立 が ん 研 究 セ ン タ ー が ん 対 策 情報セ ン
ター 	 が ん 情 報 提 供 研 究 部 	 医 療 情 報 コ
ンテンツ研究室 	 がん対策、消化器内科学 	 

室長 	 

清水秀昭 	 栃木県のがん対策の推進と患
者支援に資する研究 	 

栃木県立がんセンター・食道外科 	 病院長 	 

篠田雅幸 	 愛知県のがん対策の推進と患
者支援に資する研究 	 

愛知県がんセンター中央病院・外科学 	 病院長 	 

岡本直幸 	 神奈川県のがん対策の推進と
患者支援に資する研究 	 

神奈川県立がんセンター臨床研究所 	 がん
予防情報学部、疫学・保健統計学 	 

部長 	 

今井博久 	 地域におけるがん対策の推進
と患者支援に資する研究 	 

国立保健医療科学院、疫学・公衆衛生学 	 統括研究官 	 

田城孝雄 	 地域におけるがん対策の推進
と患者支援に資する研究 	 

順天堂大学・スポーツ健康科学 	 公衆衛生
学、内科学、医療政策学 	 

客員教授 	 

元雄良治 	 石川県（能登）におけるがん
対策の推進と患者支援に資す
る研究 	 

金沢医科大学・腫瘍内科学 	 教授 	 

山口佳之 	 緩和ケア連携における患者支
援に資する研究 	 

川崎医科大学・臨床腫瘍学 	 教授 	 

川上公宏 	 香川県のがん対策の推進と患
者支援に資する研究 	 

香川県立中央病院・血液内科 	 部長 	 

篠崎勝則 	 広島県における薬薬連携推進
と患者支援に資する研究 	 

広島県立広島病院・臨床腫瘍科 	 主任部長 	 

北村周子 	 三重県におけるがん対策の推
進と患者支援に資する研究 	 

三重県がん相談支援センター・児童教育学 	 センター長 	 

照井隆広 	 宮城県のがん対策の推進と患
者支援に資する研究 	 

医療法人社団爽秋会緩岡部医院・緩和ケア
疼痛緩和内科 	 

院長 	 

増田昌人 	 沖縄県のがん対策の推進と患
者支援に資する研究 	 

琉球大学医学部附属がんセンター 	 センター長・診
療教授 	 

 


