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幅広い就労ニーズ
にこたえるための
就労支援の充実と
周知（院内）

相談件数が少なく、就職に結
びつく件数も少ない。

H29年3月

・院内での相談件数は11件
であった。周知活動について
は、就労支援ナビゲーターに
よる患者教室を計画していた
が、外来ケモ室の工事に伴
う、情報室の閉鎖もあり、実
施できなかった。院内職員へ
の啓発として、学術講演会で
就労支援のテーマでの開催
を看護部を通じて提案させて
頂き、採用された為、11月の
講演会も良い啓発の機会と
したい。
・産業保健総合支援センター
との連携のきっかけ作りがで
きた。

・目標件数達成に向けて、周
知活動の強化を行う。具体と
して、就職支援ナビゲータに
よる、患者教室を通じての啓
発活動を行う。また、ハロー
ワーク明石、産保センター主
催の企業向けセミナーでの
講演機会を頂けるよう依頼
し、開催の方向で調整中。
・産保センターとの連携事業
として、支援員の出張訪問の
実現に向けて活動していく。

１）について
・相談件数は36件(2015年度
27件）であった。
・周知活動については、病院
HP、外来電光掲示板、ポス
ター掲示など実施した。
・苦痛のスクリーニングシート
を活用した、就労支援のニー
ズのある方へ関わるシステ
ム作りはできたが、件数に結
びつかなかった。
２）離職防止支援として、産
業保健総合支援センターと
の連携事業を開始した。

継続

・苦痛のスクリーニングシート
を活用した、就労支援のニー
ズがある方への介入システ
ムを軌道に乗せる。橋渡し役
になる外来看護師には、具
体的な相談事例を記載した
説明用紙を作成し、対象患
者の拾い上げを行う。また、
経済的問題で関わることが
多い、MSWにも事業の説明
を行い。必要時は紹介頂くよ
う依頼する。
・ハローワーク主催の公正採
用人人権啓発推進研修会へ
の講演機会を次年度も確保
できるよう労働局に働きかけ
る。

相談支援の質の維
持に努める。（院
内）

相談実務者の入れ替わりがあ
り、相談支援技術の相対的な
低下が予測される。

※H28年2月異動者が1名、4月に
相談室から病棟へ異動者が1名9
月から兼任で2名配置予定

H29年3月 ○
概ね
達成

・異動者の育成は、計画通り
実施でき、自立して相談支援
に対応できている。

継続

10月から、兼任の方が相談
実務を開始するため、自立し
て相談支援に対応できるよう
に、また、2月からの異動者
については、協議会関連な
どの業務にも対応できるよう
に育成を行っていく。

・異動者の育成は予定通り
終了できた。
・指定要件を満たす研修受
講も完了できた。また、2名と
も認定がん専門相談員を取
得できた。

完了

･目標達成にて本課題への
重点的取り組みは完了とす
るが、引き続き、人材育成に
ついては看護部と相談しな
がら進めていく。

ピアサポーター活
用事業の運用を開
始する。（院外）

（注）実施管理・区分欄の記入について
　 C評価における区分は、「達成」「概ね達成」「未達成」から、A改善における区分は、「完了」「継続」「その他」から、それぞれ１つ選んで記入する。
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部
署
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Ｐ
 計画

実　　施　　管　　理 （中間報告） 実　　施　　管　　理 （年度末まとめ）

課題名 現状の問題点 改善のあり方
改善時期
（予定）

D
 実行

Ｃ 評価 Ａ 改善 D
 実行

Ａ 改善

○ ○
概ね
達成

継続 ○
概ね
達成

Ｃ 評価

相
　
　
談
　
　
支
　
　
援

○ ○ 達成

○ ○
概ね
達成

継続 ×
未達
成

県の取り組み課題として、ピ
アサポーターの活用事業が挙
がっているが、県全体では施
設間での整備状況の差があ
る。

H29年3月

・ピアサポータ活用事業の規
約案の作成は順調に進んで
いる。
・ピアサポータの養成研修、
フォローアップ研修も予定通
り、開催する予定

･計画を進めていく。 継続

・ピアサポーターの養成、
フォローアップ研修の運営協
力を行う。
・院内でのピアサポーター活
用の仕組みを整備する。

○ ○
概ね
達成

継続 ○ 達成

・改善計画を実施し、県内の
認定がん専門相談員は増加
した。
・県内拠点病院で、PDCAサ
イクル管理表を用いて、現状
と課題の共有をしたことで、
共通の課題を持つ施設同士
で改善計画が共有でき、有
意義であった。

継続

･改善計画は実施でき、ピア
サポーターの育成・フォロー
アップ研修は予定通り実施
できた。しかし、実際に、ピア
サポーターを活用する仕組
みの院内整備は未達成であ
る。

・次年度もがん相談の会議を
有効に活用し、課題の共有
や問題解決を検討し、県内
のがん相談の質向上に努め
る。
・次年度も認定がん専門相
談員の育成につながるよう、
研修の企画を行う。

・各施設の取り組み状況や
結果についても、がん相談
の実務者の会議で共有し、
次年度の活動計画に反映で
きるよう、取り組み課題を明
らかにしていく。

兵庫県のがん相談
支援の質の維持・
向上を目指す。
（院外）

・がん専門相談員やがん相談
支援センターなどの認定制度
ができ、運用が開始されてい
る。
・県のがん相談支援の質の担
保（人材の育成や県全体の取
り組み課題の実施など）をけ
ん引する人材の不足
・共通のスケールを活用し
て、県のがん相談の現状や課
題の抽出を行えていない。

H29年3月

・認定がん専門相談員の認
定単位を取得できる研修を
10月1日に実施予定。
・6/4開催のがん相談実務者
の会議で、チェックリストと
PDCAサイクル管理表を用い
て洗い出しを行った、各施設
の取り組み課題を共有する
場を持った。

１）院内での相談件数40件/年を目指す

・緩和ケアセンター事業のスクリーニングシートで

抽出された事例

に積極的に対応する。

・ハローワークが主催している公正採用選考人人

権啓発推進研修会への講演機会を増やして頂け

るように労働局に働きかけ、各ハローワークへ周

知を依頼する。

・院内への周知活動の継続

－退院前患者配布用のリーフレットの作成

－学術講演会などで、就労支援をテーマに提案し、

１）相談員基礎研修に参加する。

・相談員基礎研修（1)～（3) 1名

・相談員基礎研修（3) 2名

２）異動者については、担当日終了時に支援内容

の振り返りを行う。

３）カンファレンスを毎週行い、対応事例に関しての

情報共有とスーパービジョンを行う。

１）県内の認定がん専門相談員の認定申請に向

けての環境整備

を行う

・がん相談実務者会議内で、単位申請可能な研修

を開催する。

２）チェックリストとPDCAサイクルの管理表を用い、

各施設のがん相談の現状と課題の洗い出しと共

有を行う。

１）ピアサポーター活用事業の規約を県内のがん

相談員への説明を行う

２）各施設での運用は規約に基づき、検討頂くが、

整備までの相談に適宜対応する。

３）ピアサポーター養成研修（神戸大学主催10月開

催予定）の運営協力を行う


