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【要旨】
がん医療は新たなステップに移り，かん経験者またその家族の生活の質に目を向けた医療が提供
されつつあり，キャンサーサバイバーシップの中においての＜がんと就労＞に着目した研究が必要
とされている。
日本の全がん罹患者数のうち，20 歳から 69 歳までが 46.8%を占め，約半数が就労可能
年齢で罹患している。この世代は家庭でも社会でも中心となる世代であり，がん罹患は大きな影
響を社会に及ぼす可能性が高い。がん罹患後に多くの患者が就労への影響を受けていることや，そ
の社会的課題については先行研究が指摘しているが，その問題解決や啓発に向けたカリキュラムな
どの具体的な対応策の検討は行なわれていない。
就労中に乳がんと診断された患者の多くが，検査，手術，化学療法による通院および体調変化の
ために休職，ときには離職を余儀なくされる。さらに，その後の復職にも影響を与え「働きたくて
も働けない」状況になることが臨床上では多く経験する。その中で患者は，就労に関しての疑問や
悩みを抱え，相談すべき機会や場を利用できないでいる。
そこで，乳がん罹患後の就労に関する悩みに対する問題解決の場として就労中の乳がん患者を対
象とした個人相談，グループ介入を施行した。特に，グループ介入の内容・目的は，就労規則の知
識の提供を行い，問題点を共有し，患者の問題解決能力やコミュニケーション能力を高めることで
ある。
まず，がん患者の就労についての相談に乗るはずの医療者のために，就労に関する知識や相談ス
キルを習得するためにワークショップを開催した。参加した医療者 29 のうち，前後の回答が揃っ
ている 23 名について，正答率を比較すると，受講前は 64.8％に対して，受講後は 81.3％と，有意
に(p<0.001)高くなっていることがわかった。
これを受講した医療者から，２名ずつのファシリテーターによるグループ介入（以後，就労リン
グ）を行った。３種類の組み合わせは，①精神腫瘍医と看護師，②看護師とソーシャルワーカー，
③看護師と社労士であった。介入は毎週１回，60分ずつで計３回とした。
各セッションでは，研究グループで作成したマニュアルに則り，就労に関する知識や社会資源の
活用などのミニレクチャーに加えて，個々の抱えている就業上の問題についてのディスカッション
を問題解決技法的に進めていった。マニュアルも修正していき，最終版を作成した。３セッション
の就労リング前後で施行した，就労上の知識調査（本研究用に作成）, QOL評価（POMS:

Profile of Mood States），自由記載による質的評価などを比較検討した。
その結果，３種類のいずれの組み合わせでも，受講者の知識は増し，問題解決能力も高まった。さ
らに，予想しなかったことであるが，どのグループの参加者の QOL も受講によって向上していた。
たった３回の就労に関するグループ介入（就労リング）によって，乳がん患者の就労に関する知識
や問題解決能力も高まり，同時に，同じ状況を分かち合えることにより，QOLも向上することがわかっ
た。「就労リング」は，がん患者の就労支援のための，実際的であり効率的な介入方法であると結論
づけられた。今後は，医療者を対象にしたファシリテーター養成講座を開催し，多くの医療現場で実
証していく必要がある。
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Ｃ．研究結果
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催とその効果の検証

労リングは，就労に関する知識の獲得には有効な

参加者は医療者 29 名であった。前後の回答が揃

方法であることが示されたことになる。３グルー

っている 23 名について，知識に関するアンケート
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部分の正答率を比較すると，受講前は 64.8％に対

62%から 77%へ有意に正答率が高まった。(p<0.01)

して，受講後は 81.3％と，有意に(p<0.001)高く
なっていることがわかった。【図-１】
自由記載では「相談されても、どこへもってい
ったらいいか分からない。話を切り出して相談さ
れてもどうしたらよいかわからないので、敢えて
聞くことを避けていた時もある。」など，就労に
関する知識不足のために相談には乗りにくい現状
が明らかになった。

さらに，情緒状態を表す POMS の前後比較をそ
れぞれのグループ毎に示すと，【図-８】，【図９】，【図-１０】のようになる。有意差は得られ
ていないが，就労リングが情緒状態の改善にも効
果的だったことが示された。

また同様に，問題解決技法を問う質問紙の正答
率（％）の就労リング前後の変化を各グループご
とに示すと【図-５】，【図-６】，【図-７】のよ
うになり，それぞれ正答率は高くなる傾向が見ら
れた。３グループ 18 人の前後のデータを合計する
と，平均値は 59%から 85%へ有意に正答率が高まっ
た。(p<0.01)

Ｄ．考察

がん患者の就労に関心を持つようになった医
療者は多い。これは当然ではあるが，患者にと
っても，社会にとっても望ましい傾向になって
きている。しかし，医療者はがん患者の就労を
支援したいという気持ちは，十分に現場では発
揮できていない。それは本研究１のワークショ
ップ に参加した医療者からの事由記載にもあった

ように，支援したくても「就労に関しての知識が
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少ない」ことが原因のようだ。実際に，医学教育
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どのような臨床科の研修にも取り込まれていない

その対応に関する研究（分担研究）

のが現実である。このことは，医師だけでなく，

2007-2009 年度

看護師やその他の医療職にも共通する現実である。

●厚生労働省がん臨床研究事業：

そのような現実のなかで，医療者にとっての就

テーマ：がん患者や家族が必要とする社会的サポ

労に関する知識の獲得を目的として，ほぼ丸１日

ートやグループカウンセリングの有用性に関する

のワークショップを開催した。講師は乳癌サバイ

研究（研究代表者）

バーと社労士であった。このワークショップの中
で，参加者は就業規則を確かめることの大切さや，

この時の介入は，相互の情緒的支援を目指した

企業の安全配慮義務を含む労働法や，職場への伝

もので，少なくとも３回は必要であることも明ら

え方や，休職制度や傷病手当金制度などの企業や

かになっていた。しかし，本研究は，互いの情緒

健保組合からのサポート体制や，雇用に関係した

的支援というよりも，参加者の就労知識の獲得と

社会保障制度などを学び，ロールプレーを通して

問題解決技法の習得を目指したものである。

問題解決技法を学んでいった。
そしてこのような予備知識をもった医療者が２
人ずつでファシリテーターとなり，同じメンバー

その意味では，前後の比較によって，就労知識
の獲得と問題解決技法の習得という二つの目的は
達成されたと考えられる。

で計３回のグループ介入（就労リング）をしたと

しかし，それに加えて，情緒的にも改善してい

ころが本研究２のコアになっている。この形式の

る点が予想されていなかった副次的効果であると

介入に至ったのは，分担研究者の 10 数年間にわた

言える。

る「乳癌患者に対するグループ療法」が背景にあ
るので，ここで振り返ってみる。

情緒的支援を目指したグループ療法と，就労リ
ングの違いを【図‐１１】に示す。

同じ種類のがん患者が数名集まって，決められ
た曜日の決められた時間に集まって，ファシリテ
ーターによって週１回１時間半ずつくらいの話し
合いをするものをグループ療法という。医療者が
入っていない場合はセルフヘルプ・グループとい
う。日本でも，心理社会的教育（がんとストレス
の関係，情緒状態と癌の進行の関係，などを説明
する），問題解決技法，支持的精神療法，リラク
セーション，イメージ療法などを組み込んだプロ
グラムを作成し，介入前後に施行した POMS という
心理テストを比較したところ，抑うつ・活気の無
さ・疲労・混乱，および緊張・情緒不安定などほ
とんどすべての項目で有意な改善がみられた。(保
坂

隆：がん患者への構造化された精神科的介入

Ｅ．結論

の有効性について。精神医学 41：867-870，1999)

まず，がん患者の就労についての相談に乗るは

しかし，まだ診療報酬化されていないために，す

ずの医療者のために，就労に関する知識や相談ス

べての病院で行われているわけではない。

キルを習得するためにワークショップを開催した。
参加した医療者 29 のうち，前後の回答が揃ってい
る 23 名について，正答率を比較すると，受講前は

64.8％に対して，受講後は 81.3％と，有意に
(p<0.001)高くなっていることがわかった。

資料１：ワークショップ案内

これを受講した医療者から，２名ずつのファシ
リテーターによるグループ介入（以後，就労リン

資料２：アンケート表

グ）を行った。３種類の組み合わせは，①精神腫
瘍医と看護師，②看護師とソーシャルワーカー，

資料３：ファシリテーターマニュアル

③看護師と社労士であった。介入は毎週１回，60
分ずつで計３回とした。各セッションでは，研究
グループで作成したマニュアル（資料３）に則り，
就労に関する知識や社会資源の活用などのミニレ
クチャーに加えて，個々の抱えている就業上の問
題についてのディスカッションを問題解決技法的
に進めていった。マニュアルも修正していき，最
終版を作成した。３セッションの就労リング前後
で施行した，就労上の知識調査（本研究用に作成），
QOL 評価（POMS: Profile of Mood States），自
由記載による質的評価などを比較検討した。
その結果，３種類のいずれの組み合わせでも，
受講者の知識は増し，問題解決能力も高まった。
さらに，予想しなかったことであるが，どのグル
ープの参加者の QOL も受講によって向上していた。
たった３回の就労に関するグループ介入（就労
リング）によって，乳がん患者の就労に関する知
識や問題解決能力も高まり，同時に，同じ状況を
分かち合えることにより，QOL も向上することが
わかった。「就労リング」は，がん患者の就労支
援のための，実際的であり効率的な介入方法であ
ると結論づけられた。今後は，医療者を対象にし
たファシリテーター養成講座を開催し，多くの医
療現場で実証していく必要がある。
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