
Novel, Challenge and Change  
革新への挑戦と変革  

独立行政法人 国立がん研究センター 
 
 

 

National 
Cancer 
Center 

 

 

がん患者さんの療養生活の実態をがん対策に反映 
患者約 1 万 4000 人を対象に全国調査実施 

 
 

2015 年 1 月 15 日 
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独立行政法人国立がん研究センター（理事長：堀田知光、東京都中央区）を中心とした研究班では、わが国

のがん対策の評価、方向性の検討に活かすため、がん患者さんの療養生活の実態を把握する全国調査を行

います。 

わが国のがん対策は、2007 年にがん対策基本法が施行され、がん対策推進基本計画に沿ってさまざまな

対策が行われてきました。しかしこれまで、がん対策の進捗評価が十分とは言えず、2012 年に閣議決定され

た第 2 期がん対策推進基本計画では、がん対策を評価する指標を策定し、進捗評価を行っていくことが書き込

まれました。 

本調査は、厚生労働省研究班「がん対策における進捗管理指標の策定と計測システムの確立に関する研

究（研究代表者：がん対策情報センター長 若尾文彦）」が行うもので、がん対策推進基本計画に掲げられる全

体目標「全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維持向上」「がんになっても安心して暮ら

せる社会の構築」の進捗を把握し、今後のがん対策に反映させることを目的としています。 
設問は、がん患者さんが医療機関や社会で体験された事柄に関するもので、選択式・無記名で回答いただ

き、同研究班で集計を行います。集計結果については、がん対策推進協議会へ報告する他、国立がん研究セ

ンターがん対策情報センターのホームページでも公開予定です。 

 
【調査概要】 
■調査方法・対象者 
全国のがん診療連携拠点病院より無作為に選ばれた 131 施設（予定）を、2012 年の 1 年間に受診した患者さ

んから約 100 名ずつ抽出し、総計 1 万 4000 人に対し調査票を発送します。がん患者さんの体験と比較を行う

ため一部、がんではない他の疾患で受診した方も含まれます。 
 
■調査項目 
国の個別の施策や基本計画の目標と関連する、がん患者さんが医療機関や社会で体験された事柄について

伺います。例えば、医療機関での診断から治療を受けるまでの期間の長さ、治療を選ぶ上で十分な情報が得

られたか、治療後に療養の場が変わるときの移行はスムーズであったか、職場・仕事での体験、周囲の人から

のサポート、治療の進歩を感じるかなど、様々な場面で重要であると思われる要素を設問に設定しています。 
 
■調査票送付期間・返送期限 
2015 年 1 月～2 月より順次発送し、調査票到着より 3 週間を目安に設定（施設によって準備状況により若干

異なるところがあります。） 



 
■回答方法 
無記名、選択式（回答が「その他」の場合、一部記述もあります。また、自由にご意見、ご感想を書いていただ

ける欄も設けていますが全て任意です） 
 
■解析・結果の報告 
回答は国立がん研究センター研究班で集計を行い、がん対策推進協議会に報告します。ここで、がん対策推

進基本計画の中間報告書における評価の基礎資料とされます。また、報告書は国立がん研究センターがん対

策情報センターのホームページでも公開予定です。  
 
■個人情報について 
アンケートは協力施設が発送し、返送は無記名で直接国立がん研究センターへお願いしております。無記名調

査ですので、国立がん研究センター研究班では対象者の皆様の個人情報を一切知る立場にありません。  
 
■ホームページ 
本調査については、国立がん研究センターがん対策情報センターのホームページでもご案内しています。 
URL： http://www.ncc.go.jp/jp/cis/project/survey/index.html 
 
■患者さんからのお問い合わせ先 
国立がん研究センターがん対策情報センター「患者体験調査」事務局 
TEL：フリーダイヤル 0120-373-602（午前 10 時～午後 5 時） 
 
 
 
【参考資料】 
資料 1. 患者体験調査のお願い（調査対象者への依頼状） 
資料 2. 調査対象施設一覧 
資料 3. よくある質問 
 
 
【報道関係からのお問い合わせ先】 
独立行政法人国立がん研究センター 〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 
がん対策情報センター がん政策科学研究部 東 尚弘 
TEL: 03-3542-2511  E-mail：hsr@ncc.go.jp 

企画戦略局 広報企画室 
TEL: 03-3542-2511 E-mail：ncc-admin@ncc.go.jp 



患者体験調査のお願い 
 〜がん医療の改善のために、あなたの意⾒が必要です〜  

 

注：当調査はがんではない⽅にもお願いしております。以下をお読み下さい。 
 

平成19年にがん対策基本法が施⾏され、厚⽣労働省を中⼼として様々ながん対策のための
活動が⾏われてきました。それから７年がたち、これまでの活動が効果をあげているのか、⽅向を
修正すべきか、といったことを考えていくために評価を⾏う時期に来ています。 

 

がん対策の評価は患者さんの体験をお聞きすることなくしては決して成り⽴ちません。そこで、 
国⽴がん研究センター研究班では厚⽣労働省から依頼を受け、全国各地域でのがん診療の 
中⼼として指定されているがん診療連携拠点病院から無作為に選ばれた施設を、平成 24 年に
受診された患者さんを対象に調査をお願いすることにいたしました。今回、あなたの受診された施
設が選ばれ、その協⼒のもと調査⽤紙をお送りしております。尚、医療全体の中でがん対策を評
価するためには、がんの患者さん以外の⽅との⽐較も重要ですので、対象施設をがん以外の疾
患で受診された⽅についても同時に調査の協⼒をお願いしております。⼤変お⼿数ですが、どうか
ご協⼒をお願いします。 

 

このアンケートの結果は、国の政策で必要なところに重点的に対策を講じるなどのために活
⽤されると共に、各病院へ返却して今後の診療の向上に役⽴てていただく所存です。 是⾮、
率直なご意⾒をお願いいたします。 

 

アンケートの回答は任意であり、回答しないことで不利益が⽣じることはありません。施設毎の
集計が必要になることから、施設名を回答⽤紙に付けておりますが、回答から個⼈を特定したり、
調査の⽬的以外に使⽤することは⼀切ありません。 

 

お⼿数をおかけして⼤変恐縮ですが、ご記⼊の上、平成 27 年 2 ⽉ 6 ⽇（⾦）までに返信
⽤封筒を使って郵便ポストへ投函していただきますようお願い申し上げます。 
 

 
厚⽣労働科学研究費補助⾦がん政策研究事業 

「がん対策における進捗管理指標の策定と計測システムの確⽴に関する研究」 
代表者：（独）国⽴がん研究センターがん対策情報センター⻑ 若尾⽂彦 
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患者体験調査 施設参加状況
がん対策情報センター > プロジェクト > 患者体験調査 > 患者体験調査 施設参加状況

患者体験調査 参加施設一覧

1月6日時点、仮回答の施設を含む

 都道府県 参加施設名
〇をクリックすると

各施設の調査ご協力の
お願いが開きます。

1 北海道 独立行政法人 国立病院機構 北海道がんセンター  

2 北海道 砂川市立病院  

3 北海道 北海道大学病院  

4 青森県 青森県立中央病院  

5 青森県 弘前大学医学部附属病院  

6 青森県 十和田市立中央病院  

7 岩手県 岩手医科大学附属病院  

8 岩手県 岩手県立宮古病院  

9 岩手県 岩手県立大船渡病院  

10 宮城県 東北大学病院  

11 宮城県 宮城県立がんセンター  

12 宮城県 大崎市民病院  

13 宮城県 石巻赤十字病院 〇

14 秋田県 秋田大学医学部附属病院  

15 秋田県 秋田県厚生連平鹿総合病院  

16 秋田県 秋田赤十字病院  

17 山形県 山形県立中央病院  

18 山形県 国立大学法人山形大学医学部附属病院  

19 山形県 置賜広域病院組合 公立置賜総合病院  

20 福島県 福島県立医科大学附属病院  

21 福島県 太田綜合病院附属太田西ノ内病院  

22 福島県 労働者健康福祉機構 福島労災病院  

23 茨城県 茨城県立中央病院  

24 茨城県 筑波メディカルセンター病院・茨城県地域がんセンター 〇

25 茨城県 筑波大学附属病院  

26 栃木県 栃木県立がんセンター  

27 栃木県 済生会宇都宮病院  

28 栃木県 自治医科大学附属病院  

http://www.ncc.go.jp/jp/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/access.html
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/about.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/divisions/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/ganjoho.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/panel/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/project/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/opinions/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/project/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/project/survey/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/project/survey/about.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/project/index.html
http://www.ncc.go.jp/jp/cis/project/survey/index.html
http://www.ishinomaki.jrc.or.jp/cms_admin/wp-content/uploads/2014/12/20141209_01.pdf
http://www.tmch.or.jp/hosp/info/2014-1225.html
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29 群馬県 国立大学法人群馬大学医学部附属病院  

30 群馬県 群馬県立がんセンター  

31 群馬県 前橋赤十字病院  

32 埼玉県 埼玉県立がんセンター  

33 埼玉県 川口市立医療センター  

34 埼玉県 さいたま赤十字病院 〇

35 千葉県 千葉県がんセンター  

36 千葉県 独立行政法人国立がん研究センター東病院  

37 千葉県 国保旭中央病院  

38 千葉県 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院  

39 東京都 都立駒込病院  

40 東京都 がん研有明病院  

41 東京都 独立行政法人国立がん研究センター中央病院  

42 東京都 都立多摩総合医療センター  

43 東京都 東京女子医科大学病院  

44 神奈川県 神奈川県立がんセンター  

45 神奈川県 相模原協同病院  

46 神奈川県 昭和大学横浜市北部病院  

47 新潟県 新潟県立がんセンター新潟病院  

48 新潟県 独立行政法人労働者健康福祉機構新潟労災病院  

49 富山県 富山大学附属病院  

50 富山県 富山県立中央病院  

51 富山県 市立砺波総合病院  

52 石川県 金沢大学附属病院  

53 石川県 石川県立中央病院 〇

54 石川県 金沢医療センター  

55 福井県 福井大学医学部附属病院  

56 福井県 福井県立病院  

57 福井県 福井県済生会病院 〇

58 山梨県 山梨県立中央病院  

59 山梨県 国民健康健康保険 富士吉田市立病院  

60 山梨県 山梨大学医学部附属病院 〇

61 長野県 諏訪赤十字病院 〇

62 長野県 伊那中央病院  

63 岐阜県 岐阜大学医学部附属病院  

64 岐阜県 岐阜市民病院  

65 岐阜県 岐阜県立多治見病院  

66 静岡県 聖隷福祉事業団 総合病院 聖隷浜松病院  

67 静岡県 浜松医科大学医学部附属病院  

68 愛知県 愛知県がんセンター中央病院  

69 愛知県 豊橋市民病院 〇

70 愛知県 名古屋市立大学病院  

71 三重県 三重大学医学部付属病院  

72 三重県 独立行政法人国立病院機構 三重中央医療センター  

http://www.saitama-med.jrc.or.jp/oshirase/20141226.html
http://www.pref.ishikawa.jp/ipch/chosairai2612.pdf
http://fukui-saiseikai.com/image/top/chousa.pdf
http://www.hosp.yamanashi.ac.jp/news/news/files/img04071.pdf
http://www.suwa.jrc.or.jp/0300011.html&id=693
http://www.municipal-hospital.toyohashi.aichi.jp/info/pdf/taiken_chousa.pdf
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73 滋賀県 滋賀県立成人病センター  

74 滋賀県 滋賀医科大学医学部附属病院  

75 滋賀県 公立甲賀病院 〇

76 京都府 市立福知山市民病院  

77 京都府 京都第二赤十字病院  

78 大阪府 大阪府立成人病センター  

79 大阪府 市立豊中病院  

80 大阪府 市立岸和田市民病院 〇

81 兵庫県 兵庫県立がんセンター  

82 兵庫県 西脇市立西脇病院  

83 兵庫県 神戸大学医学部附属病院  

84 奈良県 市立奈良病院  

85 奈良県 近畿大学医学部奈良病院  

86 和歌山県 和歌山県立医科大学附属病院  

87 和歌山県 国立病院機構 南和歌山医療センター  

88 和歌山県 日本赤十字社和歌山医療センター  

89 鳥取県 鳥取大学医学部附属病院  

90 鳥取県 鳥取県立中央病院  

91 鳥取県 鳥取市立病院  

92 島根県 島根大学医学部附属病院  

93 島根県 島根県立中央病院  

94 島根県 松江市立病院 〇

95 岡山県 岡山大学病院  

96 岡山県 岡山済生会総合病院  

97 岡山県 倉敷中央病院 〇

98 広島県 広島赤十字・原爆病院  

99 広島県 広島市立安佐市民病院  

100 山口県 地方独立行政法人 下関市立市民病院  

101 山口県 山口県立総合医療センター  

102 徳島県 徳島市民病院  

103 香川県 香川大学医学部附属病院  

104 香川県 独立行政法人労働者健康福祉機構香川労災病院  

105 香川県 香川県立中央病院  

106 愛媛県 四国がんセンター  

107 愛媛県 松山赤十字病院  

108 高知県 国立大学法人高知大学医学部附属病院  

109 高知県 高知赤十字病院  

110 高知県 高知医療センター  

111 福岡県 国立病院機構九州がんセンター  

112 福岡県 福岡東医療センター  

113 福岡県 独立行政法人国立病院機構九州医療センター 〇

114 佐賀県 佐賀大学医学部附属病院 〇

115 佐賀県 唐津赤十字病院  

116 佐賀県 独立行政法人国立病院機構 嬉野医療センター  

http://www.kohka-hp.or.jp/news/detail.php?no=163
http://www.kishiwada-hospital.com/archives/5178
http://www.cancer-matsue-cityhospital.jp/index__001.pdf
http://www.kchnet.or.jp/news/news1269.aspx
http://www.kyumed.jp/guide/cancer/oshirase.html?small=231&id=18&sess=1
http://www.hospital.med.saga-u.ac.jp/hp/pdfs/taiken_chousa.pdf
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117 長崎県 長崎大学病院  

118 長崎県 長崎みなとメディカルセンター市民病院  

119 長崎県 日本赤十字社長崎原爆病院  

120 熊本県 済生会熊本病院  

121 熊本県 熊本市立熊本市民病院 〇

122 大分県 中津市立中津市民病院  

123 大分県 大分市医師会立 アルメイダ病院  

124 宮崎県 宮崎大学医学部附属病院  

125 宮崎県 宮崎県立宮崎病院  

126 宮崎県 国立病院機構 都城病院  

127 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構南九州病院  

128 鹿児島県 独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター  

129 沖縄県 国立大学法人琉球大学医学部附属病院  

130 沖縄県 沖縄県立中部病院  

131 沖縄県 那覇市立病院  
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ホーム  交通案内  
文字サイズ | 拡大 | 標準 | 縮小 |

がん対策情報センタートッ
プ

プロジェクト

患者体験調査

調査の概要

よくある質問

参加施設一覧

患者体験調査 よくある質問
がん対策情報センター > プロジェクト > 患者体験調査 > 患者体験調査 よくある質問

Q１．私はがんと診断された記憶がないのにアンケートが届きましたが、間違いでしょう
か？

    

A１．全体の医療政策のなかでのがん対策の位置づけを知るために、今回の調査はがん以外で同じ病
院を受診された方々もアンケートをお送りしております。アンケートの質問が、がんと診断された
方とがんと診断されていない方に分かれていて、対応した質問が設定されていますので、比較して
解析を予定しています。

Q２．この調査は政府の行う統計なのですか。

 

A２．この調査は厚生労働省健康局がん対策・健康増進課の指定の元に行われており、統計法に基づ
く政府統計ではありませんが、がん対策推進協議会に定期的に報告するなど公的な性格をもってい
る研究班の調査です。

Q３．個人情報の保護はどのようになっていますか？

 
A３．調査用紙の送付については、協力施設が発送業務をおこなっており、国立がん研究センター研
究班は個人情報を一切知る立場にありません。また回答は無記名であり個人を同定することはあり
ません。
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