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１．本年度の研究成果	 

１）相談支援センターのプロセス評価：相談対応の質的な評価のあり方に関する検討	 

先行研究において作成したがんの相談対応の質の評価表および教育介入プログラムの実

践場面における意義と効果について検討するために、３つのがん診療連携拠点病院の相談

支援センターの相談員 13名の参加者を募り検討を行った。2回の教育介入を含むプログラ
ム開始前および各教育介入後の合計 3時点における評価の結果、教育介入側であるメンタ
ーへのインタビューをデータとした主観的評価については、本プログラムが「相談支援セ

ンターの方針を確認する場となること」「他のスタッフに自分の相談対応の意見を求めるや

りとりが増加すること」「プログラムに参加することでのモチベーションの向上」「特に経

験の浅いスタッフにおける直接の相談対応の自覚的な改善効果がみられる」ことが明らか

となった。一方で学習時間の確保、相談事例の録音と録音された自身の相談をきくことへ

の心理的負担に対する配慮の必要性と、効果的な学習のためのプログラム導入前の雰囲気

作りや実施の時期・方法については、施設ごとの環境を含めた個別の配慮が重要であると

考えられた。相談対応の質の評価表を用いた参加者本人および第三者による評価について

は、現在分析中である。現段階では、教育介入側の主観的評価のみの結果であるが、参加

者に一定の負荷がかかり、環境の整備とともに導入されることが不可欠であるものの、本

研究で試行したプログラムは、相談対応の質の向上に十分に寄与すると考えられた。 
 
２）相談支援センターのアウトカム評価：相談支援センターの評価方法に関する検討	 

	 相談支援センターは、最新の情報の正確な提供や精神心理的にも患者とその家族を支え

ることのできる体制の構築などの多様な役割が期待されている。そこで、相談支援センタ

ーの機能評価方法を確立することを目的に、プログラム評価の実現可能性を検討した。プ

ログラム評価法にしたがい、①オーディエンス、ステークホルダーの同定、②プログラム

の目的の明確化、③ニーズアセスメント、④プログラムの明確化、⑤評価の目的の明確化、

⑥評価可能性をアセスメント、⑦プロセス評価、⑧アウトカム評価にわけてエキスパート

によるコンセンサス形成を行い、原案を作成した。今後患者からのフィードバックを受け

つつ、評価方法の修正を行い、実施可能性を検討する予定である。 
 
３）相談支援センターの地域における機能および役割の検討	 

全国で 397施設が指定されるがん診療連携拠点病院は、大学病院を中心とする特定機能
病院、がん専門施設で構成される全国がん（成人病）協議会（全がん協）加盟施設などさ

まざまな特徴を有しており、がん医療に関しすべての拠点病院が同一のがん医療環境に在

るわけではない。そのため、相談支援センターの機能や規模に関しても施設の開設目的に

応じた内容に依存せざるを得ない状況である。そこで、相談支援センターごとの地域にお



ける機能と役割を検討するために、①相談支援センターの在り方を拠点病院の特徴に準じ

て分類し、②それぞれの相談支援センターが独自に業務や運営の評価ができる「チェック

リスト」の開発を開始した。①については、現在、がん診療連携拠点病院現況調査 2011
年の報告データをもとに、その特性に応じた特徴を見るために、大学病院、全がん協加盟

施設、一般病院（病床数 500以上）、一般病院（病床数 500未満）に分けて集計・解析を実
施している。 
 
４）相談支援センターの院内外の活用実態と新たな活用方法の検討	 

相談支援センターの多様な業務対象のうち、拠点病院の施設内の患者（家族）に対して

行う支援のあり方について検討を開始した。外来医療では、患者が困ったり悩んだりした

際に、診療にかかわる医師や看護師に気軽に相談するのは難しく、入院治療中に比べて相

談支援センターが相談対応など支援の窓口として、一定の役割を果たしていると考えられ

る。今後、さらに外来医療の中で、患者や家族はどのような情報を求めているのかを整理

し、そのシステムの中での相談支援センターの果たす役割について、多職種や他部門との

協働を視野に入れて検討を行う予定である。 
また地域の特性をどのように相談支援センターの整備に反映させるかについて、工業立

県であり、外国人労働者の比率が比較的高いという特徴を有する滋賀県において検討を開

始した。適切な情報提供と相談支援事業を展開すべく関係諸機関と調査・研究を進めると

ともに、超党派で構成する滋賀県がん対策推進議員連盟と連携したフォーラム開催をはじ

めとする活動の有用性の検討、地域特性を反映させた滋賀県版がん相談 Q&A 集の作成・
編集・共有・公開し追加項目の検討を行っている。 
 
５）患者団体等との連携のあり方に関する検討	 

全国における患者団体等の分布は、地域やがん種により異なり、医療機関と患者団体等

との連携のあり方も異なる。そのため一時点あるいは短期的な視点だけでなく、横断的お

よび時間的な広がりの中での連携のあり方を検討することで、より発展的な示唆が得られ

ると考えられる。そこで、地域社会におけるあり方、がんサバイバーシップのプロセスの

中でのあり方、がん以外の領域である HIV陽性者における現状とあり方に関する検討を計
画し、1 年目は、HIV 陽性者のピアサポートの現状とがんピアサポートの比較に関する検
討に着手した。 

HIV陽性者ピアサポートの現状について、患者会活動を行うキーパーソンを対象にヒア
リングを行った。いずれの会も自身の経験に基づく個人の強い思いから発生しており、個

人の思いの表現法として各会が存在していた。その意味で、様々な状況にある陽性者の中

でも、自分がリアルにその困難を感じ取れる自分に近い層にフォーカスして活動を始める

傾向にあり、他の会との共通点を見出して普遍性を獲得するよりも、個別性にフォーカス

しがちと考えられた。会存続のなかで、会の運営が個人として負担になり、そのために活

動中止になる会が多い様相にあった。継続的な活動を支援するために、プログラムに即し

たスキルや運営上のノウハウを獲得できる場を創出することが重要と考えられる。また、

陽性者の立場にたって患者会を側面支援することができ、かつ、医療職や行政と患者会の

間に入ってくれるリエゾン的な非当事者キーパーソンがいるかどうかも重要と示唆された。



今後は、この結果をもとに、ピアサポートや医療機関との連携における課題や問題を抽出

し、がん医療のそれと比較検討する予定である。 
 
３．研究成果の意義及び今後の発展性	 

	 相談支援センターのプロセス評価およびアウトカム評価について検討を行った。プロセ

ス評価については、途中経過であるが、開発した相談対応の質の評価表や教育介入プログ

ラムは、実践場面でも有効であると示唆された。一方で、評価を円滑に安全に行うための

環境整備も不可欠であることが示されたことから、さらにどのような環境整備が望ましい

のかについても、今後検討し、示していく必要があると考えられる。 
	 また相談支援センターの地域における機能と役割の拠点病院の特性に準じた特徴の検討

および相談支援センターが独自に業務や運営改善を行えるチェックリストは、外形的のみ

ならず拠点病院や相談支援センター自らが特徴を実感でき、あるべき方向を確認できるツ

ールとしても活用できると考えられる。さらに、院内外における相談支援センターの活用

実態と活用方法、他疾患における医療機関と患者団体等との連携のあり方の検討は、現在

まだ未発展領域である連携のあり方についての示唆を得ることができ、今後の相談支援セ

ンターのあり方や整備の仕方の参考になると考えられる。 
 
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

匿名化したデータとして処理しており、各施設の倫理審査委員会の了承を得て実施してい

る。今後も、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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