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　　  「がんと就労」勉強会について

この勉強会は、厚生労働省がん臨床研究事業（Ｈ22－がん臨
床－一般－008）「働くがん患者と家族に向けた包括的就業支
援システムの構築に関する研究」班の活動の一環として、隔
月で開催されております。
オープン参加ですので、どのようなお立場の方でもご参加い
ただけます。がんと就労について、さまざまな視点から広く
話し合うフォーラムづくりを目指しています。

第 1 回「がんと就労」勉強会
日時：9月6日（月）午後 6：30～8：30（午後 6：15 受付開始）
場所：ラーニングスクエア新橋　5 階会議室 5C
会場アクセス　http://www.learningsite21.com/ls4/e01.html



第一部
厚労科研「がんと就労」研究班の概略と目標

獨協医科大学公衆衛生学講座
高橋 都



高橋　こんばんは。皆様、本日はお忙しいところ、ご参加ありがとうございます。本日の進行ですが、最初に 20

分ほど私のほうから、この研究班の概略について説明をさせていただきます。その後、内田・スミス・あゆみさ

んに、１時間ほどご講演をいただき、最後 30 分～ 40 分のディスカッションタイムをとろうと思っております。

よろしくお願いします。

　このプロジェクトは、厚労科研のがん研究助成金を受けており、平成 22 年～ 24 年にかけて行われる３年プロ

ジェクトです。皆様ご存じのように、1981 年以降、日本人の死因の第１位はがんです。男性の２人に１人、女性

の３人に１人は、一生のうちに、がんと診断されます（スライド 1）。90 年代初頭までは真の病名が開示されな

い傾向にありましたが、それが急速に変わりました。この調査は、ある病院のカルテ調査ですけれども、たった

５年間で病名開示率が 27％から 71％に上がりました。恐らく今、少なくともがん専門病院では、がんと言わな

いで治療するという状況はまずあり得ませんし、それ以外の病院でも、進行度や余命の説明は別としても、病名

について「がんではない」と言ってがん治療をすることはきわめてまれになっていると思います。また、治療成

績が大幅に改善しました（スライド 2）。地域がん登録に基づいた日本人のがん患者の５年相対生存率は、すべて

のがんで、一番新しいデータで 54％まで上がっています。これは非常に厳しい予後のがんも含めての話です。８割

以上の５生率が見込めるものは、甲状腺、精巣、皮膚、乳がん、７割まで下げますと喉頭、膀胱、子宮がん。そ

れぞれの病気で少なくとも半分の方が５年生存する。５年生存できれば恐らくそれ以上長く生存できます。静岡

県立静岡がんセンターの山口先生の推計では、がん診断を受けて生存している人は、2015 年には 530 万人に達す

る見込みと言われています。これはすごい数だと思います。ですから、私たちは死に直結する病気としてのがん

という認識を改める必要があり、がんは長くつき合う慢性病だと考える必要があるのだと思います（スライド 3）。

　最近、がんになった後にどのようにその人らしく暮らしていくか、ということについて、「がんサバイバーシッ

プ」とか「がんサバイバー」という言葉をお聞きになることが多いと思います。この言葉はアメリカで 1980 年代

半ばごろからがんと結びつけて使われてきましたが、ここ５年ほどで特にアメリカの医療政策や研究領域で頻繁

に使用されるようになりました（スライド 4、5）。「From Cancer Patient to Cancer Survivor ― Lost In Transition」

と題したこのレポートは、アメリカの Institute of  Medicine が 2006 年に出したのですが、とても影響力が大き

かったレポートです。訳すと「がん患者からがんサバイバーへ―その移行の道に迷って」となるでしょうか。こ

のレポートでは、サバイバーシップに関する研究で特に取り上げるべきトピックとして、二次がんや再発がんの

予防と検査、合併する問題への対応、そして、がん専門医と地域のかかりつけ医の連携などが挙げられています。

合併する問題への対応の中では、性機能障害や疲労感などと並んで、大きなトピックとして就労問題も挙げられ

ております。サバイバーシップについては、教科書的な書籍もすでにいくつか出ています（スライド 6）。就労に
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ついては「Work and Cancer Survivors」。サバイバーシップ全般については「Hand Book of Cancer Survivorship」

や、小児がんについて「Childhood Cancer Survivors」。今まで小児がんは、就学に関しては研究や実践があっ

たかもしれませんが、さらにその先の結婚、妊娠、出産、就労まで時間軸を延ばして検討されるようになったの

は、やはりここ 10 年ぐらい、あるいは５年ぐらいではないかと思います。この本の中にも、小児がんのサバイ

バーとしてどのように就労していくかという話も出ています。

　今普通に「がんサバイバー」と使いました。英語の文献ですと、patient という言葉にかえて survivor という

言葉が好んで使われていますけれども、日本で「がんサバイバー」という片仮名がどれくらい使われているかと

いうと、ちょっと賛否両論あるようです。「サバイバー」と呼ばれたくない、あるいは違和感があるいう意見もあ

りますし、逆に積極的にその言葉を使う方々もいらっしゃいます。ですが、少なくとも英語の survivor という言

葉には、「患者」という受け身の存在ではなく診断後の人生を自分らしく再構築していくという前向きな響きがあ

ります。そういう方たちの生きていくプロセスで、周囲の人々、例えば医療従事者は、地域の人は、職場や学校

関係者は、どのように寄り添っていく余地があるか。そこも、サバイバーシップ研究の範疇に入ると思います。

　がんと就労に関する国内の状況ですが、皆様ご存じのように、この数年、驚くほど急速に関心が高まっていま

す。複数のがん患者団体や支援団体が、「就労」というキーワードに着目しています。Cancer Survivors Recruiting

プロジェクトやＮＰＯのキャンサーリボンズといった団体がアンケートを実施したりしておりますし、書籍の出

版、実践活動なども始まっています。また、研究活動としては、これも、この一、二年のことですが、複数の研

究プロジェクトが並行してスタートしています。これには、「がんと就労」というテーマに研究費がつきやすく
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なっているという背景があると思います（スライド 7）。ここ一、二年の動きが非常に速いんですね。ただ、動き始

めたばかりで、学術的な研究論文として発信はまだまだ少ないのが現状です。これは、今年の５月１日に発売になっ

た、CSR プロジェクト編の『がんと一緒に働こう』という本です（スライド 8）。ご存じの方もおられると思います。

　さて、がんと就労に関する研究にはいろいろ着目すべき課題があると、国際的にも言われています（スライド 9）。

就労に関するリスクが高いのはどのような背景を持つ人か。複数の関係者 ― 登場人物といってもいいかもしれ

ませんが ― ご本人、ご家族、主治医、人事関係者、産業保健スタッフ、地域の方々、そういう人たちが有機的に

連携するにはどうしたらいいだろう、とか。また、「就労」と一口に言っても、元の職場に復職するとき、継続就

労していくとき、あるいは一度退職した後に新規の就活をするときなど、いろいろな場面があると思います。大

企業の人事のサポート体制は相当手厚いと思いますが、中小企業や自営の方々の問題もあると思います。さらに、

別な意味の働きということで、主婦の方の家事パフォーマンスの問題もあります。このプロジェクトではがんを

とりあげていますけれども、働くということについては、ほかの障害や慢性疾患との共通点や相違点を検討する

ことも必要になるでしょう。あと、こういう課題を研究して結果を発信していくときには、やはりがん治療の関

係者だけではなく、産業保健領域や一般社会に向けた発信が欠かせないと思います。

　そこで、本研究班の目標ですが、大きく分けると３つあります（スライド 10）。第１に、ご本人とご家族の―ご家

族も入っていることが重要なのですが―就業実態と就労に関する情報ニーズ、さらに、就業の関連要因を明らかに

すること。第２に、就業環境整備のキー・パーソンである種々の登場人物の問題意識や支援実態を明らかにして、

それぞれの関係者が働く場所での支援力向上に向けた課題を明らかにすること。第３に、それぞれの登場人物に向け
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て支援リソースを開発し、評価すること。実際に使っていただいて、使い勝手がいいのかどうか、必要とされる

情報が入っているのかどうか、そのあたりをきちんと評価したいと考えております。

　さて、このプロジェクトの概略です（スライド 11）。三本柱がありまして、一番恐らく時間がかかると思われ

るのが、図の一番左の国内の現状把握です。

現状をきちんと把握するためには、さまざま

な関係者の方を対象にした調査が必要で、現

在研究チームで手分けして準備を進めている

ところです。具体的には小児がん経験者の親

の就労調査、あるいは成人でがん治療を受け

るご本人・ご家族の調査、人事労務担当者の

調査、産業保健担当者の調査、治療機関の医

療者の調査など。そして、日本の実態調査と

並行して、欧米の支援実例を分析する予定で

す。欧米ではすでにさまざまな支援リソース

があり、オンラインで入手できるものも少な

くありません。ご本人向け、ご家族向け、人

事担当者向け、労組向け、臨床医向けなどい

ろいろあります。それらの分析と国内の現状

とを照らし合わせながら、日本で役立つリ

ソースとはどういうものか、を考えていきた

いと思っています。そして、海外の支援リ

ソースの社会に向けた発信方法も検討した上

で、リソースの利用者による評価をしていき

たいと考えています。３年はあっという間で

すが、先ほどお示ししたように、現在いろい

ろなプロジェクトが同時進行で行われていま

すので、３年後には相当量のデータが出てい

るはずです。ですので、とにかくしっかり現

状把握を行った上で、できる限りのことをし

たいと私たちは考えています。

　特に重要視しているのが、関係者間の情報

共有と連携です（スライド 12）。先ほどから

「登場人物」と言っていますけれども、治療

を受けるご本人とご家族の周囲には、職場関

係者もいれば、職場の産業保健スタッフもい

れば、治療施設のスタッフもいます。そうい

う人たちが過不足のないコミュニケーション

をして、真ん中にいるご本人・ご家族を支え

ることができれば理想的です。現在は直接関
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係していないとしても、既に地域には、診療連携拠点病院の相談室、患者会、あるいは地域で開業する社会保険

労務士さんなどのリソースがあるかもしれません。そういうリソースと手を組むとことも大事でしょう。また、一

般社会ががんを見る目も重要です。さきほど５年生存率は 54％と言いましたが、果たして一般人はそれだけ治る

と思っているでしょうか。

　医療関係者は、どうしても治療施設のスタッフの目線、あるいは産業保健の目線になりがちですが、それ以外

の立場からのインプットというがこのプロジェクトには非常に大事になってくるだろうと思っております。その

意味でも、今日のように、お互いに顔が見えるミニ勉強会を隔月くらいのペースで開き、お互いを知り合いなが

ら情報の共有をしていきたいと思います。

　こちらは本研究班のメンバーです（スライド 13）。臨床医もおりますし、産業保健の専門家もおります。小児・

思春期看護の専門家もおります。初年度の分担研究者はすべて医療従事者ですが、来年以降さらに仲間をふやし

ていく必要があるでしょう。

　この勉強会はオープン参加です（スライド 14、15）。さまざまな視点を持ち寄るフォーラムにしたいと思って

います。前向きなご意見、アイデア、大歓迎です。勉強会の参加者にはその後のイベントの開催案内をお送りし

ます。第２回の勉強会の予定もすでに決まっており、アメリカ障害者法における合理的配慮という考え方につい

て勉強する予定です。さらに、ここに挙げたようなトピックなどを考えていますが、とりあげるべきトピックも

ぜひお寄せください。どうぞよろしくお願いします。
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第二部
「がんと就労」～私の場合

アイギーグ株式会社取締役
内田 スミス あゆみ

内田 スミス あゆみさんのプロフィール

大手アメリカ企業の日本支社に勤務していた 94 年、小脳血管芽腫に起
因する水頭症を発症し２度の手術を受けるが、一週間後にくも膜下出血
を起こし 3 度目の外科手術を受け、7 ヶ月間に及ぶ闘病生活を送る。

退院後、長期のリハビリを通し社会復帰。一時は復職を認められたが、手続
きの途中で解雇される。その後、病歴を伴っての就職活動で苦戦。法律相談
などを受けながら、オランダ大使館に就職。その後渡米し、シリコンバレー企業
などを経て、現在はソフトウエア会社を日本で経営。持病をもつ社員の雇用、
社員の妊娠と出産、家族の介護問題など、経営者としての課題をもつ。

「通院・入院・お見舞いガイド」をインターネット上で運営。
http://www.nyuin-guide.org/

著　書

「東京タワーに灯がともる（闘病記）」（新風舎）, 1997
「入院・通院＆お見舞い　いざというときに読む本」（主婦の友社）, 2008

「患者の声を医療に生かす」＜講演収録＞（医学書院）, 2006



高橋　それでは、内田・スミス・あゆみさんをご紹介いたします。内田さんには、がん治療を受けた体験者とし

てのお立場と、会社の経営者のお立場という二つの視点からお話しいただきます。実は内田さんとは、あるメー

リングリストでご一緒していまして、ずっとお名前は存じ上げていたのですけれども、直接お目にかかるのは今

夜が初めてです。そのメーリングリストへの内田さんの投稿には常に相手への配慮が感じられて、メールを読む

だけでお人柄が伝わってきました。今回講師としてご参加いただけたことを、とてもうれしく思っております。

　では、よろしくお願いします。（拍手）

内田　はじめまして、内田・スミス・あゆみと申します。実は私、名前を使い分けておりまして、仕事では内田

あゆみです。仕事は、ソフトウェア会社を経営しています。内田・スミス・あゆみの名前のときは、素に近い状

態の自分、とくに患者の経験を通して気づいた弱い部分を隠さずに、市民の視点で医療を考える活動をしていま

す。多分９対１の割合で、仕事に割く時間が９割、医療にかかわる活動というのに１割を割いています。どちら

も自分にとっては大切な時間だと思っています。

　さきほど「サバイバー」という名前のお話が出ましたが、私は、「患者さん」といわれるより「サバイバー」と

いう言い方の方を受け入れています。以前、とある患者会の方が、私が「サバイバー」と呼ばれていることに非

常に憤りを感じて、こんな失礼な言い方はないと言ってくださったことがあります。実は私、なぜ彼女がそんな

に怒ったのかちょっとわからなかったんです。ですから、もし「サバイバー」と呼ばれて不快な感じがする方は、

その意見をお聞かせください。私個人の考えですが、「サバイバー」と呼ばれるときには、とても謙虚な気持ちに

なります。サバイブした人と称されたとき、私は常にサバイブできなかった人の存在を考えます。自分がサバイ

ブできたことは偶然でしかありません。サバイブできた人は、努力したから命が助かったのではなく、環境的な

偶然によって命をつなげることができていると思います。私は自分を「サバイバー」と呼ぶときに、サバイブで

きなかった方のことを考えるようにしています。ですから、こういう医療の活動をするときに、サバイバーにな

れなかった方はどんな思いでいるのか、そのことを考えながら活動しています。

　では今日のお話をはじめます。先ほどの「患者」と呼ばれることが好きではないという理由ですが、「患者」と

いう言葉はどうも仕事の肩書のように使われることが多いと思うのです（スライド 1）。「患者さんの気持ちを話し

てください」「患者さんの希望って何でしょう？」「今日は患者さんを代表して来てください」と言われることが

よくあります。しかし、私は一個人であって、すべての患者さんを代弁することはとてもできません。病気をさ

れた方は、一人一人違う考えを持っていらっしゃる。また、職業とか肩書というのは望んでその役につき、嫌な

ときは、その役割から離れることができます。しかし、患者は、望んでなるものでもないですし、途中でやめた
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くても、ずっと「患者」さんとよばれ続ける。では、患者とは何かというと、これは状態―state of  being とい

う言葉であらわすんですが―例えば明るい人、ちょっと落ち込みやすいという、そういう状態をあらわす言葉な

んです。状態をあらわす言葉を肩書に替えてしまうことで、患者さんの問題は私たちには関係ないと認識してし

まう危険性があります。一たんそれを状態だとみんなが理解することによって、私も患うかもしれない、私の家

族も患うかもしれないと思ったら、患者さんの問題は、誰かさんの問題ではなくて、私自身の問題になってくる

と思います。ですから、「患者」という言葉は肩書ではないということで、この言葉の定義をさせてください。

　今日のテーマですが、がん患者の就労問題を研究してくださっている方がいるというのは、本当にびっくりし

ました。それから、このテーマにおいて、医療者が何かできるのではないかというお話も、目からうろこでした。

病気を治すということと、社会において我々が直面する問題を解決する、いうのは全く別物で、医療者に力を借

りていいものかと一瞬悩んだのですが、自分の経験を整理して振り返る中、今あるリソースをうまく活用し、医

療者にも負担をかけないでできることが、まだたくさんあるんじゃないかと思えてきました。ですから、今日、

こうやって自分がたどってきたことを振り返らせていただく機会を得て、本当に感謝しています。

　一つ心にとめていただきたいのですが、今日のお話は個人の経験によるものです。私は小さな会社を経営して

いまして、うちの小さな事業所での経験談ですので、標準化することはできないと思います。ただ、ここで我々

が直面している問題が、もしかしたらがん患者さんの就労を考えるときに共通課題となる部分もあるかもしれま

せん。そういった大きな気持ちで聞いていただけると助かります。

　それから、より具体的に我々がどんなことに悩んでいるかというのをわかっていただくために、うちの従業員

のケースを、具体的にお話しさせていただきます。ただし、私自身の経緯はどのように活用していただいても構

いませんが、従業員のプライバシーは守りたいと思っておりますので、そこへの配慮をよろしくお願いいたしま

す。

　まず私の病歴から話します（スライド 3）。さかのぼれば 1993 年に、ずうっと頭痛と高熱が続いていたました。

仕事の合間に自宅の近く、あるいは会社の近くの病院に行くのですが、どこに行っても、「風邪ですね」と言われ

て終わってしまいました。数カ月おきに病院へ行っては薬をもらい、風邪と診断されてまた違う病院へかかる、と

いうことを１年間繰り返していました。あまりにもつらい状況が続くので、職場の近くの新しくできた病院へ行っ

て、「ずっとこの状態が続いていて、何回もいろんな病院に行っているんですけれど、よくなりません。絶対風邪

じゃないと思うんです。」と言ったら、その担当の先生が、「妊娠じゃないですか」とおっしゃられたんです。「い

や、それはないです」って言ったら、「じゃあ、最後に生理があったのはいつですか」と言われて、セクハラだと

思ってしまいました。これだけ一生懸命説明したのに、妊娠って最初に言われてしまったことで、不快に思ったの
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です。私自身、病院で妊娠を聞かれるという知識がありませんでした。ですから、医者の質問を間違ってセクハラ

だと解釈してしまったのです。もう病院に行っても『妊娠』を疑われるだけなら行かないときめて、それからは

市販の痛み止めを飲みながら仕事を続けていました。

　当時の仕事ですが、非常に忙しい仕事で、大体２カ月から３カ月に１回は海外に出張に行っていました。体が

つらいので上司に頼んで、次の出張はほかの人に変わってもらえないかと相談すると、「また冗談を言って」と笑

い話で終わってしまう事が多かったのです。若い人が大きな病気にかかるとは、本人も周囲も思っていませんで

したから、仕事がつらいから、またそんな弱音を吐いているんでしょうというふうに思われてしまい、そう言わ

れてしまうと、それ以上自分の状態を説明する能力がないため、ガマンして仕事を続けるという悪循環になりま

した。

　この入院前の勤め先とのコミュニケーションについてですが、この段階でもう少し企業も、我々市民も、病院

も、もう少し智恵を出せないかなと考えています（スライド 4）。というのは、企業に勤めている場合、３日休む

と、診断書を持ってきなさいというところが多いですね。しかし、病気の予兆の段階では、会社を休んだり、検

査を受けることが難しい。結果として、実際に診断が下る時には、既に病気が進行していたというケースが多い

です。でも、私のときもそうですが、体調不良は、本人が早くから気づいている場合があります。その段階で、通

院や検査が十分できるような職場のシステムをつくれないか。例えば１日、あるいは半日、体調が悪い従業員に

対して、しっかり通院検査できる就業規則みたいなものができないかと思います。予兆に気づいた段階で、早期

に診断が下ると、企業もコスト削減できるし、医療者も、もっと早い段階で患者の症状を見つけることができま

す。何より市民は早い段階で自分の治療が始まり、回復への時間を短縮させることができます。今の職場は、「体

調不良」を言い出しづらい環境のように思えています。病気が進む前に、従業員の健康を管理するシステムに、何

か智恵を出せないかなという思いがあります。

　私の場合、手おくれに近い状態で、救急病院に搬送されました。脳腫瘍がかなり大きくなっており、それによ

る水頭症を起こしていました。とても難しいケースだったため、最初に搬送された大学病院で応急処置をした後、

違う大学病院に転院することになります。幸いにその大学病院で手術は成功したのですが、今度は１週間後にく

も膜下出血を併発させました。くも膜下出血というのは、すぐにクリッピング処置ができればいいんですが、大

きな手術の後は、もう一度開頭できないのです。ですから、患者の状態が落ちつくまでは、再破裂が起きないこ

とを祈りながら見守るという状況が続き、命を救うことがとても困難なケースでした。７ヶ月の入院と数々の手

術を私は経験したのです。

　その入院中の対応なのですが、家族から勤務先へ病状の報告があって、一、二カ月の休職扱いがとられました
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（スライド 5）。つぎに、実際にこれは長期化しそうだということがわかった段階で、保険の適用で給与の６カ月相

当を任意の期間、保険のほうから払ってもらうことになりました。その間、会社側は代用のスタッフを配置して、

とりあえず業務が遂行できるようにしたそうです。会社の上司からは、「ポジションは確保します。時間をかけて

療養するように」という言葉を言っていただきました。これは本当に大きかったです。この一言を言っていただけ

て、自分で入院治療に前向きになるスイッチが入りました。このときに、私は、手書きで自分の仕事の状況をメモ

にして、引き継ぎ書をつくります。それを家族経由で会社に渡したんです。そのときに、これを読んで理解する人

は多分いないだろうなと思ったのですが、一つの儀式として、自分が残せるものをちゃんと紙に書いて残しておき

たかった。自分の仕事の途中経過を会社に渡して、上司から「ポジションは確保するから、安心して治療に専念し

なさい」という言葉をいただけたことで、やっと自分の病気とむきえある気持ちになれたと思います。さきほど「儀

式」と呼びましたが、一連のやりとりがあって初めて、仕事をスパッと忘れることができたんですね。だから、こ

れは、私にとってはとてもありがたいことでした。

　ただ、後に私は解雇される結果になるのですが、こういったやりとりも含めて、中立的な立場、医療、保険、

法律など、ある程度知識のある方、あるいは社内の中でも、そういった中立的な部門の方が、こういったやりと

りを管理できていれば、非常に理想的ではないかと思います。

　次に退院後の問題について話します（スライド 6）。私は結局、何度も外科手術を受け、７カ月間大学病院に入

院しました。そして退院するのですが、大学病院の高度治療の必要はないというだけで、退院した段階では、ま

だ下半身が完全に麻痺していましたし、後遺症も残っていたので、日常生活に戻れる状態ではありませんでした。

半年さらにリハビリを続けていたのですが、そのときは、東京から実家のある静岡に戻って、静岡でリハビリを

していました。会社からは、一応籍を残していただいていたんですが、今後について話し合いをはじめました。

会社にとって、『お荷物』になるのであれば戻るべきではないと自分で思っていたので、しっかり会社と意思確認

をしようと、丁寧に話し合いを進めました。以前、上司を通して、ポジションの確保とは言ってもらっているけ

れども、非常に重要な仕事であるということと、これだけ待たせているということとを考え、会社が私の復帰を

望んでいるかを確認したいと思いました。また、自分の気持ちを振り返り、当時独身でしたから、自分の人生を

立て直すためにも、好きな仕事に戻って自立したい、という気持ちも持っておりました。話し合いの結果、会社

のほうから、海外出張をしばらくしなくてもいいから、戻ってきてやってもらいたい仕事があるという意思を確

認しました。これはいわゆる同情ではなくて、必要としているから戻ってきてほしいということだと確認がとれ、

双方が合意をした上で、東京に戻ってくることになります。

　一方、職場復帰については、主治医にも相談しました。主治医から言われたのは、いわゆるデスクワークに関

しては支障がない。ただ、半身麻痺に関しては、も

う一度杖なしで歩けるかどうか保証できないので、

海外出張に関しては、少し時間をかけて考えていっ

たらどうだろうと言われました。今までの事務がで

きるということは、医師からの言葉として職場に伝

えて構わないということを言っていただきました。

　その後、双方に負担なく職場復帰をすすめるため

に、当初３カ月の間は週に３回、無休で事務の仕事

の手伝いをすることから始めました。この期間に、

私の所属する部長がかわります。その部長さんにし

てみれば、「そんな大きな病気をした人間を戻すのは
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どうかと思う。この人は要らないんじゃないか」という考えだったようで、この方にかわって、私は解雇を言い

渡されます。春に退院し、リハビリを半年続けながら会社と交渉して、復帰が認められ、東京に上京しなおして、

仕事の手伝いをはじめた頃、冬を迎える 11 月に解雇を言われた形になります。自分としては、週に３回の勤務

に自信をつけ、フルタイムに戻る準備ができていた時期だけに、大変なショックでした。

　その後は、就労に関する無料の法律相談という場所を見つけることができまして、そこの弁護士さんに相談に

乗っていただきました（スライド 7）。とてもいい方で、このケースに関しては非常に問題があるからもう少ししっ

かり交渉したほうがいい、と要点を整理してくれて、私がどのように会社と向き合ったらいいか、ずっと支援し

てくださいました。

　交渉ははじめてみたものの、結果としては根負けしてしまいました。というのは、私がこの件で会社と、所属

部長と話し合いをしようとすればするほど、会社へ行くたびに周りから好奇の目で見られる状況になっていった

からです。ちらっと耳に入ってきたのですが、「あの人は、お金目当てで、会社からお金を取ろうとしている」と

いうことがうわさになっていました。「変なひと、厄介なひと」とレッテルを貼られた会社に戻っていく強さと

自信がありませんでした。誰も、職場復帰の経緯を正しく理解していない中、うわさが先行しているのは、とて

もつらかったです。「お荷物になってしまった人が、ほかに仕事を見つけられないから、この会社からお金を取

ろうとしている」といううわさ話がある中で、自分が正しいと思っていることを交渉していく強さが私にはあり

ませんでした。このとき唯一救いだったのが、以前取引関係だった方々が、ずうっと帰ってくるのを待ってくれ

ていて、「今仕事がなかなかうまくいっていないから、あなたが帰ってきたら本当にやりやすくなる」というこ

とを常に言ってくださり、その方々の声があったので、何とか前に進むことができたと思っています。私はやっ

ぱり、病気もつらかったです、病気も本当につらかったのですが、退院後のこの期間というのは、本当に社会的

な死でした。会社と交渉をしていることは、もちろん家族には話せませんでしたし、自分で解決しなければいけ

ないと思っていました。自立を目指して東京にわざわざ出てきたのに、それも順を追ったつもりだったのですが、

こういう状況になってしまって、いくら弁護士が十分闘えると言ってくれても、当時の精神状態では、ひとりで

闘える状況ではありませんでした。仮に会社に戻ってくることができても、同僚から誤解された中で仕事を続け

ていく勇気がなく、私はここで交渉を断念します。

　そんな流れの中、会社を離れることを前提に、初めて人事部と話をすることになります。人事部は全く経緯を

知らされていませんでした。「何で私は、この経緯を全部最初から人事に話をしておかなかったのだろう」と、後

悔しました。人事部との面談で、私がそのときに言われたのは、無理して自分を傷つけるよりも、この場所から

去ったほうがいいのではないかということでした。結果としては、そのアドバイスに従い、会社都合の退職で、失

業保険がすぐに出るという状態で会社を去ります。また、人事からの配慮で、私の次の仕事を見つけるまでの期

間が必要だろうからと、退職予定日に余裕をもたせてくれました。

　再就職活動ですが、とても難しかったです（スライド 8）。転職理由を必ず聞かれます。「なぜ、やめるのですか」

と。それから、当時は、杖と、足に装具がないと歩行ができない状況でした。あきらかに外見が、普通の状態と

違います。また、装具をつけていたので、スーツに合う靴が履けませんでした。その外見で中途採用の試験を受

けることは、本当に難しかったです。それから、病名自体がやはり重い。いくら担当医師が事務職はできる状態

だ、と言ってくれても、再発のことを心配されます。「脳腫瘍とくも膜下出血を併発させた」と言うと、やはり皆

さんびっくりされますし、この状態で就職活動は困難を極めました。

　最終的には、オランダ大使館の仕事に恵まれることになります。この仕事と出会い、採用側の理解を得られた

ことは、本当に幸運でした。常時ひとを募集している訳ではありませんし、競争率も高い職種だったからです。

　オランダ大使館で実際に仕事をして、私はちゃんと仕事ができる人間だという自信を呼び戻させてもらえまし
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た。そこでの仕事はずっと続けたいと思ったのですが、後に知り合ったアメリカ人の夫と結婚することになり、

彼の仕事の都合でアメリカに移らなければならなくなりました。このような事情から、今度はアメリカで初めて

求職活動を体験しました（スライド 9）。アメリカでの就職は大変厳しいものでした。採用側が求めている情報と

いうのは、「あなたは何ができるのですか。我々にやってもらいたいこと仕事に対して、十分なスキルはあります

か」という能力でした。アメリカでは履歴書の中に、障害も、病歴も、性別も、年齢も一切書きません。外国人

である私の名前で応募すれば、この人が女の人なのか、男の人なのか、何歳なのかっていうのは、書類選考では

絶対わかりません。それが前提です。面接を行ったときに、もちろん見た感じでわかることはあるのですが、そ

れでも採用者が期待しているのは、十分なスキルがあなたにはあって、求めている仕事ができるのか、というこ

とだけなのです。これは一見公平に聞こえますが、激しい競争を意味するものでした。アメリカの就職活動を通

し、私は自分が今まで日本の温かい環境で就職活動ができていたのだと知るのです。

　アメリカでの就職活動ですが、試行錯誤の中、よくやく一社がテスト生として採用を決めてくれました。３カ

月の試用期間に、会社の求める実績が出せるかどうかという判断で採用がきまりました。非常に難しい仕事を短

時間で覚え、同様のテスト社員と比較されながらの仕事がはじまりました。幸いにも、３ヶ月後に正社員として

迎えられましたが、それで安泰という訳ではありませんでした。競争社会というのは、日々実績を示さなくては

ならず、先月業績をあげたヒーローが、今日は解雇の対象になりうる世界です。常に評価を受ける、という職場

でしたので、私はリラックスして会社に通うことができませんでした。確かにアメリカは平等な社会です。一旦

専業主婦になって、また会社勤めをしようと思っても、スタートラインには立たせてくれます。ただ、スタート

ラインに立った以上、責任が常につきまといますし、結果を出し続けなければいけません。アメリカで最も競争

の激しいシリコンバレーでの生活だったので、このような体験となったかもしれません。私は、差別しないアメ

リカのすばらしさと同時に、アメリカの冷たさと厳しさも体験したと思っています。

　アメリカで働いていて驚いたことのひとつが、障害を持った方が多く働いているということでした。人数が具

体的にはとわからないのですが、私の務めていた 200 名規模のハイテク会社の場合、部門でひとりかふたりは、

体に何らかの障害をもっているひとがいたように思います。車いすのエンジニアもいました。それらの方は、障

害者枠として雇われたのではなく、能力があるから雇われていて、たまたま障害をお持ちだったということだと

思います。アメリカの会社が障害者を雇いやすい理由ですが、一つには法律で差別をしてはいけないと明記され

ていることと、建物などインフラがバリアフリーになっているところが多いということなどが考えられます。私

が勤務していたオフィスビルも、車いす用のスロープがついていましたし、トイレも必ず車いすの人が入れるよ

うになっていました。
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　私の夫はアップルという会社にしばらく勤めていたことがあるのですが、今のように勢いのいいアップルでは

なくて、まだ中堅どころのソフトウェア会社だった 1990 年代でも、彼の開発グループに、耳の聞こえないエン

ジニアの方いたそうです。会議のときなど、つねに会社がお金を払って通訳者を雇っていたそうです。このよう

に、全ての才能を平等に評価する、というアメリカのシステムはすばらしいとは思うのですが、同時に、いつ自

分が首を切られてもおかしくない、という緊張感は「はたらきやすい」という印象にはなりませんでした。

　アメリカの体験も含み、私が自身の就業経験をお話しました。これらの経験をとおして、日本のがん患者さん

の就労についてどう思うかということについて話します（スライド 10）。まずは、所属会社の理解が求められるの

が最も理想的だと思います。自分がいたところに戻るというのが最も理想的。そのときに、減給や仕事内容の変

更があったとしても、闘病前に勤めていたところに戻れるのが理想的ですし、その後、自分がある程度体力を回

復できたときに、もう一度会社と交渉して、もう少しやりがいのある仕事につかせてもらえるように努力する。

あるいはたとえ転職するにしても、自分がちゃんと社会人として機能することを、自分の務めていた会社で実証

した上で、転職活動をされたほうが有利だと思います。

　やむなく退職する場合は再就職となるのですが、病歴を話す必要があるかないかが、いちばん気になる部分だ

と思います。これは私自身が当事者として、弁護士の先生に相談したことでもあります。弁護士の先生の回答は、

採用者から質問を受けなければ、こちらから話す必要はないということでした。一応中途採用で受け入れる側の

会社というのは必ず入社前後に健康診断をします。その健康診断の結果をもとに、問題があれば採用に関しても

う一度協議をするということがあるけれども、その健康診断をやって、その結果に対して会社が特に問題提起を

しなければ、彼らが求めている健康状態はあるということになります。ただ、面接で質問が出た場合、うそをつ

いてしまうのは問題があると、弁護士の方はおっしゃっていました。

　がん患者の方が、社会復帰する際、自分ができることとできないことを、必ず主治医と確認しておく必要があ

ると思います。例えば所属会社が、復帰を認めてくれても、減給したり、仕事内容を変更して対応する場合があ

ります。以前より環境が悪くなったと感じると、「なぜなのか？」と、自分は要らない者だと評価を受けたように

思うかもしれません。それは、もとにもどることが社会復帰だと考えているからです。しかし冷静に考えて、果

たして本当に今までの仕事が問題なくできる健康状態であるか、それを確認するために、医療者とよく話してお

く必要があります。例えば運転をする仕事をしていた場合に、医療者から運転は無理だと言われれば、やはり会

社に相談しなくてはならない。運転をしない仕事で、内容も給与も変わるが、会社への復帰を準備してくれた場

合、医療者を通して、仕事内容の変更が必要だと理解できれば、受け入れられると思う。自分の状況がどうなっ

ているのかというのをまず主治医と確認して、できること、できないことを医学的に自分が理解した上で、次の

仕事をちゃんと交渉したほうがいいと思います。た

とえ減給になっても、元の会社にもどることが自分

にとってプラスなのかマイナスなのか、もう少し冷

静に判断できると思います。

　残念ながら、元の会社に戻ることも、新しい勤め

先をみつけることも、容易にできない場合は、現状

で続けられるスキルアップ、あるいは現状で、自分

がどうやって社会とつながっていけるかということ

を模索することが、私は、大事だと思っています。

　いちばんはじめに、私は仕事を９割、医療活動が

１割のバランスで取り組んでいる、と申し上げまし

第二部　　「がんと就労」～私の場合

スライド 10



がんと就労　第一回勉強会報告書 15

た。なぜ仕事にこだわるのかという理由ですが、生活がかかっていることはもちろんですが、なにより生きてい

るということを実感していたいからなのです。退院後に仕事を解雇されたとき、私は、自分がサバイブしていな

がら、本当に失礼な言い方なのですが、現実社会に中途半端な状態で戻ってこないほうがよかったと嘆き、本当

につらい時期をすごしました。何でこんなつらい思いをしながら中途半端な形で生きているんだろうと。生きて

いる意味を探しながら、孤独と戦っていたのです。そういう経験をもっているからこそ、がん患者の方が社会に

戻ってくるとき、うまく戻れるような支援を整えたい。もし戻ってくる道をつくれなかった場合は、自分がこの

場所にいる生きがいや、少しでも自分が好きでいられる空間を持っていてもらいたい。それが仕事であれば一番

よいのですが、仕事ではない場合、それに続く『生きる意味』を持つ必要性を感じます。

　あと、私は退院してから細々と続けているのですが、闘病経験を社会リソースとして、活用できないかなとい

うことを探求しています。私は今でも「なぜ病気になり、なぜ社会的に多くのものを失ったのか」という自問を

続け、納得できない気持ちを抱え続けています。この気持ちと共存していくには、自分の闘病経験を話したり、

それを社会にいい形で還元できるように活動していくことが必要だと思っています。ただ、24 時間、医療の活動

をするのは難しいです。それは痛みを伴うから。だから、私にとっては、仕事をしている自分が本来の自分で、

時々自分の中のつらさや弱さと対面しながら、何か自分ができることがないかと模索する時間を９対１ぐらいで

保っています。

　現在私は、夫と２人でソフトウェア会社を経営しています。安定した大きな会社から離れて、なぜ独立するこ

とにしたかの理由ですが、実名を出して社会的な医療支援活動をすることに限界を感じたからです（スライド 11）。

所属会社に対し、実名で活動することが難しいようにおもっていました。また病気がいつか再発するのではない

かという不安もありました。もう一度あの状況になったときに、解雇されるのではないかという、大きな不安も

ありました。そこで、自分たちの組織で制約のない経営活動と、社会的弱者を守るような会社をつくりたいと考

えたのです。つまり、実力はあるのだけれども、大きな病気をしたなどというレッテルを張られた人たちを、差

別することなくうまく活用するような会社を自分たちでつくりたかったのです。私はアメリカのケースも見まし

たし、日本の社会も見ました。でも、どちらにも私が求めていた会社の形はなかったので、自分たちでつくりた

いと考えました。あと、本当にこれは格好づけなんですが、営利事業としてもうけた部分の一部を、自分たちが

社会福祉の事業として還元するような会社モデルがつくれないか、という夢もありました。そんな大きな夢をか

かげて、独立をしたのです。

　では次に、実際に私たちが従業員を雇ってみて、どういうことを学んだか、ケースにそってお話ししたいと思

います。

　この方は、高齢出産をして、そのままキャリアウー

マンとして仕事をしていた方です。私に相談があっ

たのは、２人目を妊娠したいけれども、１人目を妊

娠して今の職場に大きな迷惑をかけてしまい、同僚

も彼女のことをよく思っていない。このような状況

で２人目を妊娠するということはとてもできない。

ただ、彼女が持っている力をすべて出し、うちの会

社（アイギークといいます）で頑張るので、２人目

を妊娠するかもしれないということを前提に転職の

受け入れを考えてくれないかとお話がありました。

我々はこの方を社員として受け入れました。重要な
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仕事を任せていたので、妊娠期間の体調の変化は、本人も周囲も苦労しました。これは、出産後も続き、お子さ

んの具合が悪くなると、仕事に支障をきたすことがよくありました。そこで彼女は病児シッターさんを見つけて

くださって、子供が熱を出しても、そういった有償サービスをうまく利用して仕事とのバランスをとってくれて

います。この方は、妊娠、出産を通して、本人の体調やお子さんの体調、検診のスケジュールなどを、事前に情

報提供してくれるため、その日程をもとに、会社全体のスケジュールを調整していきました。妊婦を迎え入れる

ということは、中小企業には大きな課題です。しかし、この方の努力により、私たちはキャリアと子育てを支援

していくことができています。

　もう一人の方は、これは男性のエンジニアさんで、とても優秀な方です。我々が彼に出会ったのは、彼が 40 代

後半のときでした。今から８年前になります。とても人柄もよくて、彼の持っている才能も素晴らしく、契約社

員という形で働いてもらっています。ここ３年ほど、彼の持病が悪化しはじめ、スケジュール調整が難しくなり

ました。大きな会社のエンジニアグループであれば、ひとりが抜けても問題ないでしょう。しかし、中小企業に

おける、エンジニアのひとりはとても大きな役割を担っています。この方の病気は、完治をするものではなく、

この病気とうまく寄り添いながら生きていくという状況です。彼の調子のいいときと悪いときが全く見えない。

決して怠けているわけではないんだけれども、１週間ぐらい会社に来れなくなってしまったりとか、そういう状

況が続いています。月々のサラリーは同額を払っていても、実際には、他の従業員に負荷がかかり、全体の仕事

が遅れます。そこで、当人と話し合い、月額制の支払いでなく、プロジェクト制の支払い方法に変更しました。

この支払い方法の違いですが、プロジェクトが１ヶ月で終わると見積もって仕事を依頼しますが、予定より長期

間かかった場合は、完了したタイミングで給与が支払われます。より実働に伴った支払い方法で、月額制よりも

合理的です。ただ、全体のスケジュールがありますから、ひとりのプロジェクトだけが遅れてもいいというわけ

ではなく、会社の経営からみると、課題は残ります。だから、プロジェクト制でも、必ずしも解決している問題

ではないです。従業員の体調が不安定であるというのは、非常に難しいケースです。今この課題をどうやって解

決するか考えています。

　３つ目のケースは、この方はシングルマザーの方です。病気のお子さんがいて、離婚されたばかりということ

で、今まで職業経験がない方だったんですけれども、非常に優秀な方だというのを私は知っておりましたので、

１年後をゴールと見据えて、その中で、事務職の基本を覚えながら、うちでアルバイトぐらいのお給料しか出せ

ないということご理解いただき、採用を決めました。実際に会社という環境で働いたことがない方が、ある程度

年齢がいってから実社会に出るというのは、想像以上に大変でした。こういう方々には、職業訓練をする場が必

要だなと、この方と接して思いました。これは難しいケースではあったのですが、私が救われたのは、うちのほ

かの従業員が、彼女の目標を我々と共有してくれて、何とか彼女に頑張って１年間基礎スキルをつけて、ここか

ら卒業してもらおうということを応援してくれたことです。この方は非常に大きな成長を見せてくださって、そ

の中でも翻訳を幾つか頼んでいたんですが、自分の特性は翻訳だということに気がついて、翻訳の勉強をしなが

らもう少しキャリアアップをしたいということで、うちから無事卒業してくださった。このお母さんのお子さん

は病気にかかっておりました。子どもの体調が原因で、このかたの勤務体制がなかなか安定しなかったのですが、

この方は、主治医からの情報を詳しく共有してくれました。それにより、採用側に心の準備ができたこと、この

方をどうやって活用したらいいか、採用者が考えながら業務を進めていけたということが成功のカギだったよう

に思います。

　４つ目のケースは、フリーターからの脱却支援です。数年前、事務職が１人必要となり、英字新聞で募集をか

けてみました。そうしたら、うちのような小さなところにものすごい数の履歴書が集まってきまして、その履歴

書の中身を見ると、大きく２つのグループに分かれました。一つは、40 代後半から 50 代の非常に立派なキャリ
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アを持っている女性の方のグループと、あともう一つのグループは、今まで正社員の経験がない若いフリーター

の方。実は我々、どちらかというと中間層の人に来てもらいたかったのですが、応募者はきれいに二つのグルー

プに分かれました。その双方の候補者の方々と面接をしたんですが、年齢が割と上で、経験が十分ある方のほう

が即戦力になると思いました。しかし、あまりにも多くのフリーターが仕事を探している現実を知り、弊社の従

業員とも相談して、事務職には、若いフリーターから採用して、仕事を教育してみようという結論になりました。

採用時には、うちのスタッフ全員が候補者と面談しました。全ての面接を終えて、うちの従業員が言ってくれた

のが、「経験がある候補者の方々は、他の企業でもきっと仕事が見つかるでしょう。しかし、フリーターの候補者

は多分、一般企業で仕事につくのは難しい。それだけ経歴が乏しいと思います」ということです。私たちは、面

接の結果、とある若い女性の採用を決めます。３カ月間の事務職として採用したのですが、しばらく仕事をして

いくうちに、このかたは何か精神的な病を持っているのではないかと感じることが多々ありました。本人に確認

したところ、病名は教えてもらえませんでしたが、精神科に通院していることと、主治医からは事務職を続ける

ことに問題がない、ということを報告してもらいました。仕事を続ける上で、コミュニケーションの難しさを感

じることが何度かありましたが、仕事はまじめにやってくれましたので、病気についての詳細は、契約更新のと

きにじっくり話し合おうとおもっていました。本来なら３カ月で契約終了なのですが、この方の将来を考えたと

きに、１年間事務職をやりとげて、知識や経験が増えると、次に正社員の仕事が見つかりやすくなると考えまし

た。そこで、契約終了前に、「うちの会社でもう少し実力をつけて、自分のキャリアを伸ばしませんか」と提案し、

１年契約に更新するよう提案しました。その方はすごく喜んでくださって、頑張りますので、ぜひ１年お願いし

ますということで手続を進めたんですが、３カ月目の契約終了日に、急に荷物をまとめ、「あすから来ません」と

言って、事務所を出て行ったのです。なぜ、このような流れになったのかは、わかりません。彼女のかかえてい

た精神疾患が関係していたのかもしれないですし、あるいは個人的な理由だったのかもしれません。ただ、私た

ちがちょっと期待しすぎたという反省があります。先のシングルマザーの方を気持ちよく送り出した後だったの

で、社会的にチャンスを与えられなかったひとたちに、ここで働いてよかったと思ってもらえるような採用をし

ていきたいね、という考えでやってきたのですが、小さな会社には、大きすぎるチャレンジだったのかもしれま

せん。

　今４つケースをお話ししたのですが、振り返って、うまくいったケースとうまくいかなかったケースに共通点

があるように思えています。うまくいったケースは、多くの医療に関する情報を、経営者側に開示をしてくださっ

た従業員の事例です。病気や体調について、十分な説明を受けていると、それに対して、会社全体のスケジュー

ルがたてやすいです。また、突然会社を休まれても、事前にこころの準備ができていますし、他のスタッフとの

共通認識がありますので、不在時をカバーしやすい。

うまくいかなかったケースに関しては、医療情報が

十分伝わってこなかった。本人が話したくない場合

もありますが、従業員の体調や、家族の病状を十分

理解しないと、業務をうまく工夫することができな

いという現実があります。

　私たちのような小さな会社で、社会的にチャンス

をもらえなかったひとたちを優先的に採用すること

ができた背景ですが（スライド 12）、ひとつには、

業務の一部をアウトソースしたことが、成功のカギ

でした。会社を運営する中、業務時間は必ず電話に
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出る体制がなくてはなりませんし、営業などは、常に顧客との打ち合わせが必要となります。そこで、私たちは、

カスタマーサービスと、営業の一部をアウトソースして、他社に委託しています。それ以外の業務、開発や企画

を当社の従業員が行っています。つまり、在宅で行いやすく、かつ頭を使う仕事は、自分たちが行い、基本的な

対応や営業回りは他社に委託しているのです。こうすることで、当社の従業員が在宅で勤務できるようになりま

した。

　あと、これはハイテク会社だからできることなのかもしれませんけれども、すべてのスタッフが、会社にいる

のと同じ内容の社内情報にアクセスできるようインフラを整えています。本来なら、会社の中だけで見ることの

できる情報を、自宅からもアクセスできるルーターの設置をしているので、突然お子さんが熱を出しても、ある

いは今日はちょっとこの暑さでは通勤できないという病気の方でも、そのまま家で仕事ができます。あと、モバ

イル機器も支給していますので、家にいながら、会社にいるのと同じような状態で仕事をすることができます。

　ただ、このような労働環境で、経営が順調にできたのは去年の５月までです。リーマンショック後は、とても

経営が難しくなっています。私たち自身が会社の存続の難しさに今直面していて、どうやって人を助けるかでは

なくて、自分たちをどうやって助けるかという状況にあります。その中で、今いるスタッフの病状を正しく理解

できない、全体のスケジュールが立てられなくて困っています（スライド 13）。でも、何としても今のスタッフ

は全員守っていきたいという思いを持ちながら、現在、試行錯誤しています。例えば、持病を持っている社員は、

突然病状が悪化したりします。新しい薬に変わって最初１週間は調子がよかったのに、次の週から急に前よりも

悪くなっているということもよくあります。そんな変化に、我々が経営のペースを合わせていくことができない。

こんなにつらい思いをしながら人を雇うのだったら、全く病気のない人に変わってもらったほうがいい、と正直

思うことがあります。そこは本当に本音の部分、やはり経営者ですから。専門職というのは代用が難しいので、

期待通りの成果がでなければ、他の方にかわっていただく必要があります。

　あと、営業職、営業の仕事をしてくださっている方もうちのスタッフにいるのですが、営業はやっぱりお客さ

んに会いに行くのが仕事なので、在宅というわけにはどうしてもいかないです。だから、人を雇うときに、我々

みたいな中小企業というのは、健康で、子供がいなくて、シングルで、あるいは結婚されていても子供がいらっ

しゃらない方で、親御さんも健康で、介護のニーズもなくてという方が来てくれたらいいなと思ってしまうんで

す。だから、今普通に転職雑誌を見ていると、求人は 35 歳までと書かれていますが、それはすべての企業さんが

そう思っているからではないかと思います。企業側がその意識を変えない限りは、子どもを生みたいけれど、仕

事の都合上産めないという方は減らないでしょう。だから、今の日本の少子化は、実は企業の意識のあり方が、

そのまま反映されているのではないかと思えてしまいます。

　将来への期待なのですが、中小企業がやれること

には本当に限界があるので、リソースにも余裕があ

る大企業から、新しいアイデアを出していってほし

いと願います（スライド 14）。あと、相談窓口につ

いてですが、患者経験者、サバイバーと呼ばれてい

る人は、もしかしたら相談窓口として、いろいろな

知恵を出してくれるのではないかなと思います。例

えばがんを経験されて、自分が所属していた会社が、

減給をしますとか、もう少し軽い仕事に変えますと

言ってきたときに、我々サバイバーが間に入って、

一緒に相談をすれば、もう少し冷静に状況を判断し

第二部　　「がんと就労」～私の場合
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てもらえるのではないかと思います。

　それから、やっぱり労働者への保障は今の状況で十分なのか。特に先ほどお話がありましたけれども、

中小企業、あるいは自営の場合は、突然の病気に対して十分保障がないので、どうしたらいいかを考える必要が

あると思います。それから、企業側への保障も同時に考えるべきだと思います。企業にコストを負担してくださ

いというときに、企業にはどういう保障が考えられるのか。ここはやっぱり双方に対しての保障を考えないと、

企業からも改革の一歩を踏み出せないと思います。

企業側のコストを考えるとき、社員が病気になったときの対応を教育するということも必要だと思います。最初

に言いましたが、社員が病気になってからではなく、なる前、あるいは症状が出始めたときに早く見つけてあげ

られるような仕組みを企業の中で持つことが、結果的に企業にとってコスト削減になるということを教育してい

く必要があると思います。

　病気で不在のスタッフを代用する費用についてですが、これは、我々中小企業にとっては頭の痛い問題です。

どの企業も、人材は常に欲しいと思います。中小企業は、代用要員にサラリーを払う余力がないのですが、そこ

をフリーターの教育とうまく組み込んだシステムができないでしょうか。少ない給与で人手が増えれば、中小企

業は嬉しいですし、フリーター側にしてみれば、実践の経験がつめるというメリットが双方にできればと思いま

す。

　以上で、私の話は終わります。ありがとうございました（スライド 15）。本当に今日、私などが講演者でよかっ

たのか、という思いがしております。というのは、個人の経験ですし、本当に小さな会社の事例です。ただ、小

さな企業であれ、大企業であれ、いつ自分が病気になるか、あるいはいつ自分の家族が病気になるか、子供が病

気になるか、親の介護の問題を抱えるかというのは、本当にみんなに共通する問題だと思います。私は、

まだ夢は捨てていません。ただ、自分たちがやろうとしている、全てのひとにチャンスを与え、会社の利益から

社会福祉的な事業を生み出していくというモデルは、この景気の厳しさの中で、ハードルの高い夢であると実感

しています。

　では、ここまでのところで何か、私のお話で質問があればお聞かせください。

第二部　　「がんと就労」～私の場合
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高橋　それでは、係がマイクを回しますのでどうぞ。

会場参加者Ａ　私は小児科医です。小児がん経験者の子供たちの就労に対して、四、五年前からいろいろ調査し

ているんですが、今日いろいろとお話を聞いて、やはり公務員と企業の違いを強く感じました。私が調査をした

ときには、健康診断書に既往歴がある会社とない会社があったんですね。内田さんが診断書を出したときに、そ

この既往歴の欄は、書かなかったのでしょうか。聞かれないのでしょうか。

内田　私は、既往歴のない書類だったので、気がつきませんでした。書きませんでした。

会場参加者Ａ　そうですか。健康診断書を出すときには、会社によっては出願時、逆に採用内定後、それから途

中というふうにいろいろな段階があって、そこで落とされるんじゃないかという心配を、経験者はするんですね。

公務員は、内定してから健康診断を面接のときに出させられるんですね。大きな会社はまた違って、採用後なん

です。だから、そういうことが非常に違う。また、皆さんは再就職ですが、小児がんのお子さんたちは初めての

就職になります。その違いも、今聞いていて、非常にあるなと。それから、公務員っていうのは、お産のときに

３年育休が取れるんですね。３人産みますと９年です。産んで帰ってきても、子供が６歳になるまでは時間休と

いうのがありまして、２時間短休とか、そういうふうに恵まれているんです。公務員は一般企業とは非常に違う

とマスコミでたたかれるわけなんですが、今聞いて、目からうろこのように、厳しさがわかりました。ありがと

うございました。

高橋　今うかがって思ったのですが、やはり一人の人間の経験には限りがあるので、どうしても自分の経験だけ

で物を言いがちだし、特に多くの医療従事者は病院でしか働いたことがないわけで、自分自身を考えても一般社

会の働き方の知識が非常に欠けています。確かに、いろんな体験談を集めて考えていく必要がありますね。

会場参加者Ａ　それともう一つ、すばらしい技能を持った方たちが就職していますよね、英語ができるとか。だ

けれども、レベルがぐっと下がった就職をしなければならない人たちの場合、もっと厳しい環境になっているん

じゃないかな、と。病院の中のことしかわからないんですけれども、見ていると、公務員はいいけれども、そこ

に附属する、例えばお掃除の方たちとか、あの方たちの環境は厳しいものがあるなというふうに感じています。

高橋　ありがとうございます。ほかにはいかがでしょうか。

会場参加者Ｂ　お話ありがとうございました。私は麻酔科医として病院に勤めているんですけれども、最初の、

「サバイバー」という言葉よりも「患者」という言葉にちょっとひっかかったことがあったというお話ですけれ

ども、その点に配慮すると、今後二度と「患者さん」という単語は使えなくなりそうなんですが。どういったと

きにひっかかったのか、もうちょっと具体的に言っていただけると配慮ができると思うのでお願いします。

内田　病院の中では私は「患者さん」なんです。その関係性で「患者さん」とよばれることは問題ありません。病

院から離れて社会活動を始めた中でも、それこそ既往症の話をするときに、「患者さんの」って必ず言われるんで

すね。それから、私に何か意見を求められるときに、「患者さんの気持ちを知りたいんで、内田・スミスさんお願

第三部　　 総合討論
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いします」と言われます。そのときは、患者経験者の気持ちでいいですか？って聞き直しています。病院の中で

はなく、実際に社会にもどった時に、ある程度病と共存しながらも社会生活ができている人たちの中では、患者

を忘れている時間が多いので、そこに対して配慮を欲しいなという意味でお話しました。

会場参加者Ｃ　会社員の立場から。私は出版関係にいますが、非常に不況ですね。労組はありますけれど、例え

ば病気の手術をして休むとき、昔は何年たっても保障していましたが、その時間を非常に絞ってきている。それ

から正社員ですらリストラになりかねなくて、組合も会社の不況を認定せざるを得ない、そんな状況ですね。そ

れで、例えばがんではなくて、障害者を雇用すべしという、と。あれは法律ですかね？そういうのが昔からあり

ますが、うちの会社で言えば、障害者雇用を達成していない分は、その分、何十万円か支払うことで埋め合わせ

をするらしいんですね。障害者に対しては、そういうことがある現状。がん患者はこれから２人に１人になって

いくとき、がん患者でそれをやれとなると、この不況の企業界は多分システム的に大変過ぎる。今日もちょっと

別の記者さんに聞いたんですけれども、アメリカだけじゃなくてヨーロッパでも、障害者がいろんな事業を起こ

している。その立ち上げのときに国が少し補助して、就労も含めですね、いずれ自立させるというふうなアイデ

アもあるようです。国内でも、キャンサーネットとか、いろいろ始まっていますよね。ですから、企業に期待す

るのは、企業の被雇用者として言うと、かなり難しい現状かなと。アメリカでやっているように基金を立ち上げ

るとか、別のアイデアが必要になっている時期かなという個人的な意見を持っています。

内田　今のご意見への回答にはなっていないのかもしれないのですが、私が最近お手伝いをしている、小児がん

をサポートする団体、タイラー基金のことを話させてください。とあるアメリカ人のご夫妻が日本にずっと住ん

でいらっしゃって、日本で赤ちゃんを産むんですね。そのお子さんが、小児がんを患った状態で生まれてきて、

２歳の短い命で亡くなりました。ご夫妻は、日本で受けた医療があまりにもすばらしく、また、この小さな命の

思い出を何かいい形で残したいということで、日本の小児がんの子供たちのために基金を興します。彼等は活発

な活動をしていて、ものすごく資金集めが上手です。例えばセラピードッグを地方の病院に連れて行ったり、が

ん患者のご家族が宿泊できる施設を成育病院の近くに建設して運営しています。どこからそんなお金が出るのか

と聞いたところ、全部企業からの献金と個人からの寄付でまかなっているそうです。そのリストを見せてもらっ

た時、キムさんという理事長が、「残念なのは、日本のがん患者のために、日本の病院のためにこれだけやってい

るのに、寄附をしている企業は全部外資系なのです。」と言われました。私は残念に思って、何社か日本の会社で、

Corporate  Soc ia l  Respons ib i l i ty  の部門を持っている企業に問い合わせてみました。でも、断られてしまうと

ころが多かったです。多分経済の状況が悪いのは、外資系の企業も同じだと思うんですよね。そのリストを見せて

いただいた会社の中には、経営が難しいという記事がよく新聞をにぎわしている外国の企業も名前が入っていま

した。ですから、寄付をする根本的姿勢か、メンタリティーが違うのか、非営利団体の運営の仕方が欧米と日本で

は大きく異なるように思っています。このご夫妻が日本で運営しているのは、欧米式の寄付金集めで、企業や個人

から効率よくお金を集めています。マラソン大会をやって、マラソンランナーに寄附金をかけてよびかけたり、大

きなクリスマスパーティを開催して、クリスマスパーティの費用プラスちょっと上乗せした額で参加費を集めたり、

どこか楽しみながらお金を集めているという印象を受けています。経済が悪いのは日本もアメリカもヨーロッパも

同じなのに、欧米の社会では寄付金集めが上手なのはなぜでしょう？

　こういう資金集めの上手な団体を一つのケースとして、非営利団体や患者会の資金集めのヒントを学べないか、

常々思っています。ですから、さきほどの方がおっしゃるとおりで、今あるものをうまく活用して、やっていく

方法を模索する必要があると思います。またお任せではなくて、自分たちが智恵を出しあって、できることを少
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しずつ行動にかえていく必要があるのではないでしょうか。ちょっと回答になってはいないんですが、いただい

たコメントについて、感想を言わせていただきました。

会場参加者Ａ　タイラー基金は、私たちハートリンクでもお世話になっているんですけれど、ありがとうござい

ます。それで、実は私、ハートリンクという小児がん経験者の入れる共済保険をつくりまして、理事長をさせて

いただいております。そういう試みは世界で初めてということです。ただ、年齢制限がありますので、そこをも

うちょっと大きくできればと思っております。それで、タイラーさんにもいろいろお世話になったんですけれど

も。もう一つ、セント・ジュードというアメリカの子供病院がありますが、あれの経営がすべてボランティアな

んですね。いろいろなことを聞いていますと、日本人の頭は英語が苦手であるというのと一緒に、寄附の行為と

いうこと、ボランティアの行為ということが、もう、小学校、あるいは生まれ落ちてからの教育のところからで

き上がっていないんじゃないかと思うんですね。最近こそ、いろいろな病院にボランティアが入っていますし、

寄附行為もふえていますけれども、企業はまだそこまでいかないんじゃないかと。だから、ぜひ寄附とかボラン

ティア、「人のために」というのは、小学校よりも、教育のほうにもっともっと私たちが働きかけていかないと、

その辺だめなのかなって、いつも最近思っています。

会場参加者Ｄ　途中からの出席で、今日、もしかするとそういう話が出たかもしれないんですけれど、高橋先生

にお聞きしたほうがいいんだと思うんですけれど、僕はドキュメンタリーの仕事をしていまして、番組と映画を

つくっています。今までがんの関係で僕がつくった番組は、小児がんの子供の番組と、それから耳鼻科の乳がん

の女性の、その方もお亡くなりになったんですけれど、僕がやっているのはドキュメンタリーの映画で、在宅の

最後のみとりの部分での訪問看護ですね、そちらのほうの今映画をつくっています。今日、がんと就労というこ

とで、ものすごく僕は興味があって。というのは、今まで私が取材した人は、病院の医師でありながら乳がんだっ

たんですけれど、特に病院での軋轢というのは聞いたことがない。また、僕がかかわったある女子大学の先生は、

その方もお亡くなりになったんですけれど、がんで亡くなる直前まで講義をやっていて、職場に対する不安とか、

不満とかいうのを耳にしたことがなかったんですね。今回僕は一つだけ聞きたいのは、就労とがんと言った場合

に、国の補助とかそういうもの、がんになったときに企業ばっかりに言っても仕方がないので、実際に厚労省か

ら、何かそういったサポートがなされている現実がないから、こういうことをやっているということなんですか

ね？言ってみれば。

高橋　すみません、ちょっとご質問の意味がわからないんですが、厚労省から誰に対するサポートのことですか？

会場参加者Ｄ　厚労省が、働かれている就労者ががんになったときに、何らかの金銭的なサポートであるとか、

そういったことが、日本ではまだなされていないということなんですかね？僕はちょっと社員の経験がないもの

ですから。つまり、何が問題なのかなというところが聞きたいんですけれど。

高橋　何が問題なのかなというのを、３年じゃ全然足りないんですけれど、その一端だけでもやろうというのが、

このプロジェクトです。ほかのプロジェクトもやはり、結局問題の本質は何なんだということを、みんな考えて

いるんじゃないかと思います。いろんな立場の人が、今よりもっとできることがあるはずなのに、なかなか機能

していないように見える。あと、がんになっても、今おっしゃったように、就労に関係して意外と困っていない

方もいれば、非常に大変な状況の方もいる。それは病状だけではなかったり、職種だったり、職位だったり、働
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いている会社というか、その働き方だったり、いろいろな要因があると思うんですね。性別や診断をうけた年齢

の影響もある。がんの治療を受ける方もご家族も、全然一枚岩ではないわけですから、どういう状況で、どんな

ことが起きるのかというのを、さまざまな文脈的に沿って考えていかなくちゃいけないと思います。そこを少し

でもそこを掘り起こしたいと、みんな思っているんじゃないでしょうか。

会場参加者Ｄ　すばらしいシンポジウムだと思うんですけれど、考えてみれば遅過ぎるという感じですよね。だっ

て、もうがんで亡くなるものすごい方がおられて。僕はそういうことに対して問題意識がなかったので。もう一

つは、僕が取材した、その乳がんで亡くなったがんの医師が一番訴えたかったのは、彼女は病院で働くことはで

きたので職場に対して文句はなかったと思うんですけれど、彼女は日本で認可されていない薬を膨大な数、飲ん

でいたので、そういった部分のアンバランスというものが彼女を苦しめていたんだと思うのですけれど。

高橋　ありがとうございます。遅過ぎるんじゃない？というのは、本当にそのとおりだと私も思います。なぜこ

れまで就労のことが取り上げられなかったかというと、がんと診断される人がこれだけふえていて、これだけみ

んなの問題で他人ごとでは全然ないのに、やっぱり社会の中枢は他人ごとだと思っているから、サバイバーシッ

プがみんなの話題にならなかったんじゃないかと。サバイバーシップに関連して、遅きに失しているけれども、

ここに来て、急速に多くの人がその重要性に気づいてきていると、とても感じます。例えば性生活のこととか、

がん治療を受ける方のエクササイズや健康増進といったトピックも大事。あと、がん治療を受ける人へのリハビ

リテーションはかなり前から取り組まれていますけれども、それだって、「何でがん患者にリハビリ？」と、最初

は言われました。でも、サバイバーシップに対する見方は、病名告知への社会や医療者の態度が短期間で大きく

変化したように、ここ一、二年で、がらがらがらっと変わっていくんじゃないかなという気はしています。私た

ちはその最先端にいて、だからこそ、どこで、だれが、何をやっているかっていう情報共有がとても必要になっ

てくると思うのですが。すみません、ほかの方にもお伺いしていいですか。

会場参加者Ｅ　私はＮＰＯ法人の理事長の顔と、株式会社の経営者の顔を持っています。ＮＰＯ法人のほうは、

ＨＯＰＥプロジェクトと言いまして、３年ほど前から働くがん患者のサポートグループを始めています。そこで

は同じ質問が出てくるんですね。面接のとき病気について言ったらいいのか、どうしようかっていう話です。そ

ういうのが出てきて、それを一冊の本にまとめたのが、先ほどの、高橋先生の寄稿をいただいたんですけれども、

あの本になります。ま、いろいろ問題はあるんですけれども、就労セカンドオピニオンというのを私たちはやっ

ていて、最近非常に相談件数が増えたんですね。なぜかなと考えたら、９月決算なんですよ。９月決算で首にさ

せたい患者さんがたくさんいるんですね、企業さんのほうは。１カ月前に解雇通知を出さなくちゃいけないので、

そうすると、８月の末日までにご本人と話し合いをして、もしくはその辞令を出さなくちゃいけないということ

で、もう再来週にでも返事を持ってこいよというようなことで、うちのほうに駆け込んで来る患者さんがたくさ

んいらっしゃった。その話の内容を聞くと、明らかに労働基準法違反なんですね。それも非常に巧みになってい

ます。その辺はやっぱり、働く権利というのを患者さん自身も学ばないといけないなと私は思っています。逆に

今度、経営者のほうの立場から言うと、うちの会社は半分ぐらいがん患者さんです。がん患者さんの雇用を支援

する会社をしているんですけれども、やっぱりそのときに、今就業規則をつくっているんですけれども、がん患

者さん雇用を前提とした就業規則というのをつくれないかなということを考えて、今やっています。そういうと

ころがちょっとずつできてくると、何かモデルになっていくのかな、と。国の制度とかは、多分後からついてく

る。先にもう今、ビジネスプランとか、モデルつくっちゃったほうが早いですよ。そういうのをつくりながら、
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また、こういう科研費のほうで先生たちのほうがエビデンスをどんどん積み上げていってもらえば、それが一緒

に相乗効果になって、最終的にはがん患者雇用促進条例とか、何かそういうものができてくるといいのかなとい

うふうに思っています。先ほど障害者雇用の質問がありました。がん患者さんって、「法のはざまの障害者」と呼

ばれていて、障害者手帳がもらえるのはストーマ（人工肛門・膀胱）の造設だけなんですね、ほかの場合では一

切もらえないです。なぜかというと、障害を持っている手術で臓器を取ってしまったから。そのあたりもちょっ

と問題であると。あと、最近は、面接のときに既往歴については今聞いてはいけないことになっています。それ

を聞いてくるとしたら、それは個人的な興味以外の何物でもないですね。答える必要ないんです。じゃあ、何を

私たちは言わなくちゃいけないかというと、労務可能かどうかという、そこだけなんですね。私たちもそこだけ

を見て、そして、そこだけを伝えていけばいいんじゃないかなと、今、思っています。ただ、なかなかやはり企

業側のほうが、どうしてもやっぱり個人的に、「この２年間のキャリアブランクは何をしていたんですか？」とか、

そういう話になってしまうんで、何かうまい伝え方、コミュニケーションの仕方を考えることが必要なんじゃな

いかなと思っています。そういう点で、もし内田さんのほうで、就業規則とか、何か工夫されている点とかがあっ

たら、ぜひ教えていただきたいのですが。

内田　就業規則ではないのですが、先ほど挙げましたけれど、家にいても会社と同じ状況の仕事ができるという

環境をつくっています、すべての従業員に対して。能力はあるけれど、体調によっては通勤が難しい、という方

にとって働きやすい環境です。また、小さなお子さんの世話や、介護する家族がいる場合も有効です。技術が向

上している現在、そういった機器をうまく取り入れて、解雇するよりは、その方の能力を最大限発揮できる在宅

勤務環境を実現することで、経営者と従業員の双方が幸せになるように努力してます。先ほど桜井さんがおっ

しゃったように、解雇をして一時的にコストが減らすことができても、解雇した後に新しい人を入れて訓練する

必要が出ますし、あるいは、抜けた人の仕事を他の人に負担させる必要が出ます。これらは結果的に、企業側に

新しいコストが発生するということになります。残念ながら、今経営者がコストを考えるときは、『ひとを切る』

という発想になりがちですが、切った後、さらに大きなコストがかかるということになかなか気がつけていない

と感じます。私たちの会社の場合、自宅で働けるような機器を整備する際、最初はコストがかかりました。です

が、実際に配置してみて、みんながハッピーになり、業務は滞らず生産性があがりました。大きな目で見ると、

いい投資だったなと今思っています。ですから、就業規則ではないのですが、職場環境を整えて生産性をあげる、

ということを知恵として使っています。

会場参加者Ｆ　すみません、腫瘍内科医をしています。がんと就労に非常に興味があって、今日来させてもらっ

てありがとうございます。勉強になりました。内田・スミスさんの圧倒されるようなお話も、これが本当に現実

なんだなというふうに思い直しました。そこで非常に共感を得たというか、そうだと思ったのが、中立的な立場

で、医療だけでなくて、健康保険や労働法の知識を持った人が間に立つべきだとおっしゃったのは、まさにその

とおりなのかなと思っています。あと、そう言った後で、すみません、この研究班の目標の３番目に書いてある、

リソースの広報方策を検討するというのがちょっと弱いんじゃないかな、と思って。幾つかソーシャル・リレー

ションシップを改善させるような支援的、社会的な介入について、システマティックレビューが出ているんです

けれど、やっぱり通常の教育的な情報提供のみというのは非常に弱い効果しかなくて、その中でも、効果を出し

ているのがカウンセリングであると。カウンセリングを中心とした、人が間に立つような、そういうシステムが

アウトカムがいいというデータが出ていて、例えばこの中立的な立場とおっしゃった事柄と、それから就業相談

のセカンドオピニオンのようなものが出てくればいいんじゃないかな、と思いながら聞いておりました。ありが

とうございます。
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内田　本当に今日、個々が頑張ってくださっていることを学びました。今までつながらなかった人々を一堂に集

めて、高橋先生が今回きっかけをくださって感謝しています。がん患者さんの就労を考えたとき、まず担当医が

「仕事に戻る上での状態」を判断してくださり、患者会がその後を支援し、就業で問題が生じた場合は、法律の専

門家も交えて支援する、そんなサポートができたら理想的です。それぞれの専門家が入ってくださって、何か支

援できるようなネットワーク、あるいは勉強会ができればいいなと思いました。

高橋　今研究班で考えていることですが、就労支援には、病院ベースでできることと、地域を巻き込んで病院の

外でやらなくちゃいけないことの二通りがあると思うんですね。それこそ就労セカンドオピニオンのような、ま

さに中立的な立場。費用は発生しますけれどね。費用を取ってしかるべき質の活動であれば、それに見合う費用

は取ってよいと私は思うんですけれど、そういうものもあるし。その一方で、外のリソースに手を伸ばすだけの

心のエネルギーが全然ない方もたくさんいらっしゃる。だから、さっき研究班の図が出ましたけれども、主治医

は主治医の立場で目の前の方の就労のために何ができるのか。産業医がいるくらい大きい会社だったら、その産

業医は何ができるのか。今その方を取り巻く登場人物が病院の内外で何ができるのか考えることは大変重要だと

思っています。そのときに、ご指摘のように、ただリソースをつくるだけで、「これ読んでおいてね」だけでは、

やっぱり弱いですよね。「私、ここを困っているんだけど、どうしたらいいの？」という疑問を解決してくれるよ

うな、相互作用が生じる活動は必要なんだろうと思います。また、その手前に、それこそ労基法って何？とか、

就業規則って何？といったレベルの疑問もあるので、読めばわかる資料があってもいいのかなと思いますし、ど

ういう内容のどんな媒体が必要なのかも含めて、皆様からインプットをいただきたいと本当に思っております。

はい、たくさん手が挙がっています。

会場参加者Ｇ　愛知県で医学部の教員をしています。私、いろんながん患者を支援しているＮＰＯの患者団体と

一緒に活動していて、たくさんの患者さんとお話をさせてもらっている珍しい病理医なんですけれども。実は就

業以前の問題がたくさんあって、例えば抗がん剤がものすごく高くて、そのお金の支払いのことでものすごく悩

んでいて、治療をやめるまでの過程がものすごく厳しい状況で最終的にいろいろ迷うとか。就業までいかない、

そのもっと手前がすごく大変な状況であるということを感じています。８月１日に愛知県で、これからのがん患

者支援はどうあるべきかというシンポジウムを、国会議員とか、県会議員とか、企業の人とかを招いて、日本医

療政策機構の人にも来ていただいて、開きました。そこで私ちょっと提案させていただいたのは、先ほどのご質

問じゃないんですけれど、がん対策基本法ではがん患者さんに対して国は支援をしなきゃいけないと書いてあり

ますね、はっきり。でも、どこも、愛知県も全くやっていないし、各県いろいろ患者会の話聞くと、できている

ことはほとんどないんですね。高知県かなんかで少し就労支援をやっているのはあるようですけれども。結局本

当にお金が困ったときに、その患者さんがどんなふうにしたらいいか、救いの手を求める場所がないので、私は

そういう基金をつくったらいいんじゃないかと提案したんですね。学生には奨学金のための基金がふんだんにで

きていて、多分数人に１人の学生がもらっているのが現実だと思うんです。しかもそれが、10 年、20 年先にお

金を返せばいいですよっていうシステムになっている。それよりもほんの少しのお金で、例えば抗がん剤で月々

８万円とか 10 万円とか必要なときに、10 年ぐらいで返してくださいっていうふうに貸し出すとか、患者団体が

ケアサポート、お互いに支援するときに、活動を全部ボランティアでやれというのは無理で長続きしないので、

そういうサポートする人たちに給料として払うような基金とか、そういうものをつくっていってやればいいんじゃ

ないかと。愛知県にずっとそれを要求しても全然だめなので、企業にお願いして、必要な人に必要なお金を貸与

したらどうかと。いろんな決断で非常に困っているときに支援してあげて、例えば抗がん剤治療中の最初の１年

を何とか支えてあげるとかして、その後のことはまた考えればいいんですけれども。何か今のお話を聞いている
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と、治療中の金銭的問題が終わった後の支援、再就職のことになっちゃっているので、その手前にもっともっと

大変なところがあるような気がします。そこを支えるような、何か基金のようなものができればいいんじゃない

かなと思って、とりあえず愛知発で何かできないかと、国会議員とか、県会議員とかにお願いして、今度大きな

企業を回ってみようかなと今思っているところなんですけれども。企業も、幾つかの製薬会社がそういうことを

やろうと思っているという話も聞きましたので、何かその辺、いいアイデアを持ってやっていけるようなシステ

ム、起点づくりができたらいいなと思っています。

　それから、もう一つ、がん患者さんとしょっちゅう話していると、「がん患者」と一度烙印を押されると、もう

一生「がん患者」。これおかしいですよね。５年たてば治るんだから、もう５年たったらがん患者じゃなくて普通

の人というふうにすればいい。あと乳がんの患者さんでおっぱいを取ると、臓器がないわけですから、障害者な

んですよね。障害者の保障がほしいと言っている人もいるぐらいの、そういう話をたくさん聞く中で、いつまで

たっても一度烙印を押されたがん患者さんがずっとがん患者だという認識もやっぱり直さなきゃいけない。先ほ

ど５年生存率が出てきましたけれども、「５年たったらもっと生きるかもしれない」じゃなくて「５年たったら

治った」ということ。もちろん、10 年たって再発する場合もあるけれども、５年たったらもうがん患者じゃない

んだ、というぐらいの迫力でいかないと、私は思っているんですけれど。すみません、長くなりました。

会場参加者Ｈ　ソーシャルワーカーをしております。お一人ずつ、人ってみんな違って、お仕事に対する考え方

も、病気に対する考え方も、それから、何をしたいかというのも全部違うんですね。その方が、自分が納得する

ところに道を見つけていくというお手伝いをずっとしてきましたけれども、時代背景も違えば、置かれていると

ころも違うので、お一人ずつにどう添えるかということが、その方の満足した生き方へたどり着くために一番必

要なんだと思うんです。そこのお手伝いというのは、やはりかなりたくさんの時間をかけたりとか、それから、

必ずどの人にも、そういう人がいるということを届ける、知らせていくことが必要なんですが、残念ながら日本

の政策の中ではがんの領域にソーシャルワーカーが非常に少なくて、基本法ができて拠点病院ができても、ソー

シャルワーカーの数って非常に少ないんですね。入院中の対応、例えば中立的な立場の人がいて、解雇されると

か、復職が難しいとか、そういったときに、その方のそばに寄り添って、その方がどうしたいかによって、職場

と交渉したり、仕事をやめてもその方の新しい生き方を違う場面で実現できるようにする、そういうような仕事

をする人が、やはりこの病気には必要であろうと思います。障害を持つか、障害と判断するか、ないしは元そう

いう病気をしたということで、それについての何か社会的なプラスといいますか、保障していくかというのは、

やはり今すごく論議をしていまして、障害という形で障害者手帳というものを持つのか、それとも、そういった

治療をしたという手帳を持って長期にフォローしていくという必要があるのか、元患者であって今は患者じゃな

いけれども、でも、フォローが必要というふうな見方をするのか。一度がんになったら、ずっとその重さを抱え

ていくんですよということを主張する方もいるし、忘れて生きたいけれども、それを言われるから困るという人

もいらっしゃるので、いっぱいいろいろな状況があるけれども、その人にあった形をつくっていける社会をつくっ

ていくにはどうすればいいかということで支援をしていきたいと思っているんですね。そこにはカウンセリング

という技術も必要になってきますので、ソーシャルワーカーはある部分で障害を持った人と一緒に切り開いてい

く活動もできる。たとえば、高次脳機能障害の方たちの社会復帰のところでは、ソーシャルワーカーが非常に大

きな役割を果たしまして、手帳がなくても支援を受けられるという制度をつくっていったりしたんですね。高次

脳機能障害のところでは障害者職業センターというのができ、ハローワークなどと手を組んでやっていく制度が、

できています。ぜひこういうような、切り開いてくれた方たちの力をまた使って、がんの領域でも手帳だとか何

かがなくても使えるような社会制度考えていったらどうでしょう。そういうときの中継役というか、支援役とし

てソーシャルワーカーがもっとふえていくことが、ものすごく大事ではないかなと思っています。アメリカでは、
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１つの病棟に１人のワーカーがいるという状況があるのに、日本では、１つの病院に１人のワーカーもいない状

況が今までだったので、そこら辺で大きな違い、おくれがあったのではないかなとも思っています。必要な職業

として、もう少し光が当たってふえていくといいなと思っています。

高橋　たくさんもっともっとご質問・コメントおありだと思うんですが、勉強会はこれからも続きますので、ぜ

ひまたご参加ください。内田さん、最後にコメントをお願いいたします。

内田　私の経験を振り返り、病気自体も本当につらかったのですが、実は退院した後はもっとつらかったように

思っています。体はまだ不完全で日常生活が送れない状態なのに、頼る場所がない。病院にいたときは、周り

に医療のプロがいてくれたのに、そこから出されて、自分がまだ半分正常な状態でないまま、ほうり出されたと

いう感じがすごくしました。そこを救ってくださる、できれば病院の中から連携してサポートしてくださる方が

いると、社会にちゃんと生き生き戻っていけると考えます。そのブランクの期間に、医師がどうかかわっていけ

ばいいかということなのですが、退院した患者さんの状況をしっかり診断し、労務において何が可能で、何が難

しいのかという情報を提供してくださることを期待しています。自分の健康状態を理解した患者さんに対し、社

会生活に復帰するプロセスを支援してくださる場があれば、本当に安心できると思います。退院後から社会復帰

までの間、相談する場がないということを今改めて強く感じました。また、自分自身が経験した、当時の不安も

思い出しました。ここにいる方々とともに、新しいネットワークができたらいいなという思いがあります。さら

に、私は患者会のすごさは常に尊敬しているのですが、ここに国なり、それから企業なりがもっと資金を導入し

て、ちゃんと支援する仕組みがまずできていくべきじゃないかなと考えます。本当に皆様善意だけでやっていらっ

しゃって、このままでは燃え尽きてしまうんじゃないかという心配でいっぱいです。支援活動をされている方の

思いを応援し、その人たちの活動を支える仕組みが必要だなということを、今改めて感じました。今日はどうも

ありがとうございました。（拍手）

高橋　内田さん、本日はありがとうございました。勉強会のスタートにふさわしいお話だったと思います。皆様、

ご参加ありがとうございます。

　このプロジェクトはたった３年ですし、厚労科研全体の中では小規模のプロジェクトです。できることは限

られているかもしれませんが、できることを、ぜひ、きっちりやりたいと思っています。スタートアップ時の班

員は全員医療者ですので、やはり医療者の視点にかたよりがちです。ですが、今日、まるでブレーンストーミン

グのようにいろいろなお話が出ましたけれども、さまざまな登場人物、あるいは、なくてはならない財源など、

考えるべき点は実に沢山あります。このプロジェクトがそれらをすべて網羅することはとてもできませんが、ぜ

ひこの勉強会を通じて、お互いに情報を交換し、ご一緒に考えていきたいと思います。ここでネットワークをつ

くって何か新しいことを始めてみようとか、次のプロジェクトの申請書を考えてみようとか、そのようにこの場

をお使いいただき、さらにこのプロジェクトにもぜひインプットをいただければ有り難いです。第２回は 11 月

15 日、その後も勉強会は続いていきますので、どうぞ今後とも引き続きよろしくお願いします。本日は大変あり

がとうございました。（拍手）
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