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第 3 回「がんと就労」勉強会
日時： 1 月 31 日 ( 月）午後 6：30 ー 8：30（6：15 受付開始）
場所：ラーニングスクエア新橋　4 階会議室 4A
会場アクセス　http://www.learningsite21.com/ls4/e01.html

「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。



第一部
  がんと就労―支援に向けた現場の課題 ＜産業医の立場から＞

和田耕治 先生
北里大学医学部衛生学公衆衛生学講師

＜補足発言＞

 新日本製鐵 名古屋製鐵所   産業医  田中完 先生

和田耕治 先生のプロフィール

北里大学医学部衛生学公衆衛生学講師。企業での専属産業医を経て現職。
働く人の健康を守る産業保健の立場から提言などを行う。専門は、産業
保健、公衆衛生、疫学。　　　　　　　　　　　　　　　  



司会　では、よろしくお願いします。

和田　こんばんは。神奈川県相模原市にあります北里大学から参りました、和田耕治と申します。

今日は私の方からは、「産業医からがん患者さん就労支援できること」ということでお話しをさせて

いただきます。簡単に自己紹介ですが、2000 年に産業医大を卒業しまして、専門は産業保健です

（スライド 1）。働く人の健康をどう守るかということで、これまで取り組んで参りました。今日は、

御指名いただきまして、本当に感謝しております。

　このテーマに私自身が関わっている１つの理由ですが、実は私も 12 歳の時に軟部腫瘍という悪

性腫瘍を患いました。私自身は 12 歳ということもあって告知されなかったので、良く分からなかっ

たのですけれど。小学校６年生で北九州におりまして、北九州から東京まで新幹線で父親に連れて

来られました。東京に出てある診療所に行き、長い行列を待たされて、癌ワクチンと言われるよう

なものを買い、毎週それを筋肉注射していたという記憶があります。その後、それが影響して医学

部に入ったかどうかは分かりませんけれども、2009 年に、桜井なおみさん 1) とある勉強会で御一

緒させていただいて、そうだ、このテーマだ！と思い始めました。この後、ご縁があってこの研究

班に入れていただきました。このテーマに関しては、人一倍思い入れを持って関わっていきたいと

考えている１人の産業医ということで聞いていただければと思います。産業医としては企業で３年

ほど専属産業医をした経験があります。

　この絵（スライド 2）は『ＣＳＲプロジェクト編：がんと一緒に働こう！』という本のものです。

この中でも原稿をお書きになった方もおられますし、お買い求めいただいた方もおられますが、す

ごく分かりやすい絵で、描いた方に是非一度お会いしたいと思っています。「産業医って知っていま

すか」（スライド 2）と、「産業医にできること、できないこと」（スライド 3）。このあたりも非常に

おもしろい漫画です。『ときにはお料理をしてくれたり・・・しません！』と、よく伝わっていると
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1）特定非営利活動法人 ＨＯＰＥ ★ プロジェクト代表 , キャンサー・ソリューションズ株式会社

　 代表取締役社長（第４回「がんと就労」勉強会登壇予定）
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思います。「働き方についての産業医からのアドバイス」（スライド 4）、「再発しても働き続けたい」

（スライド 5）、「産業医がいない職場では・・・」（スライド 6）、という絵もあったりして、今日は

このフレームでお話しをさせていただきたいと思います。　

さて、産業医って知っていますか？この中に産業医は何人くらいいらっしゃいますか？＜４-５名の

手が挙がる＞あ、先輩方もいらしていますね。ありがとうございました。では、お勤めの皆さんの

会社で、自分の会社に産業医がいるという人は？結構いらっしゃいますね。ありがとうございまし

た。産業医とは、事業所において、労働者が健康で快適な作業環境の下で仕事が行われるように専

門的立場から指導・助言を行う医師、と書いてありますが、ここでは「快適」「健康で快適な作業環

境の下で仕事ができる」ということが結構全面に出ていますね（スライド 8）。これ（スライド 9）

は「産業医を選任するとこういう良い点がありますよ」という厚生労働省の資料からですが、労働

者の健康管理に役立つ、衛生教育等を通じて健康意識が向上する、作業環境の管理が良くなる、そ

して、それによって健康で活力ある職場づくりに大きく役立つ、ということが書いてあります。産

業医の選任ですが、これは労働安全衛生法という法律で決まっておりまして、50 人以上の労働者

を使用する全ての事業所で選任をすることということになっております（スライド 10）。ですから、

50 人以上の会社なのに産業医がもしいなかったら、それは法律違反ということになります。選任は
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スライド 9
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されているけれども、実際は会社に来ていないというのも実態としてあると考えられます。私も週

に１回外勤をして良いことになっておりますので、比較的小規模の会社で６つほど産業医を午前、

午後とやっております。1000 人以上の労働者を使用する職場、一定の有害業務では 500 人とあり

ますが、そこでは専属の産業医を１人必ず確保することが求められています。

　このスライドでは非常勤産業医の勤務の実態の例をご紹介します（スライド 11）。大体月に 1 回

会社に行って、安全衛生委員会に参加し、職場巡視をやりますが、会社にいるのは一回 2 時間から

3 時間です。保健師が、規模によって週に 1 回から月に 1 回来ていますので、連携をとります。最

近の会社のニーズとして、うつ病の患者さんの職場支援に非常に多くの時間を割いています。です

から、産業医とがん患者さんが面談をする場合、3 時間と言ってもあっという間です。安全衛生委

員会出席と職場巡視、過重労働・メンタルの相談、書類確認をすると、3 時間が過ぎます（スライ

ド 12）。この間に必要に応じてがん患者さんの対応もすることになります

　産業医の職務は法律で決まっていますが、健康診断業務は日本ならではと言っていいかもしれま

せん。それが１番に挙がっていて、加えて、さまざまな労働者の健康に関すること、健康教育、衛

生教育等々が入っています（スライド 13）。どういう医師が産業医か、ですが、これは皆さんお聞

きになったら驚くかもしれません。日本の医師は大体 28 万人ですが、そのうちの 8 万人が産業医の
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要件を持っており、医師の約 3 割が産業医を持っていることになります（スライド 14）。産業医と

しての基礎的な知識をこれだけの医師が持っている国は、カナダやアメリカ等を私も見て参りまし

たが、あまり例がありません。がん患者さんが接することの多い日本臨床腫瘍学会の先生方にも調

査をしたのですが、回答者の約 2 割が産業医資格を持っているといました。産業医として働いてい

なくても、産業医に必要とされることを理解している先生は少なくない、というのが現状です。

　しかし、ここからが私達産業医の今の大きな課題とも考えているところですが、そもそも産業医

がいるのは 50 人以上の職場です（スライド 15）。もちろん 50 人未満でも自主的に産業医を雇って

いる会社は、ないわけではないですが。全国の事業所を従業者規模別に見て行きますと、50 人以上

の（スライド 15、グラフ事業所数）。事業所の数は僅か３％になります。ですから、残り 97％の事

業所には産業医の選任義務はないというのが現状です。50 人という基準を 30 人にして、より多く

の人に産業医を、という議論がかつてあったそうですが、小規模事業所と言われるところに産業医

という形でリーチするのはなかなか難しいというのが現状です。右は労働者・従業員数のうちわけ

です。全体で見て行くとどのくらいの規模の会社で働いているかということですが、これで見ても

労働者の約 50％～ 60％くらいは、いわゆる 50 人未満の所で働いている（スライド 15、グラフ従

業員数）。ですから、この方々は、余程会社の意識が高くない限り、産業医がいるような職場にはお
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られないということです。

　さて、産業保健活動の目的は、WHO と ILO による産業保健の目的というのもあります。（スライ

ド 16）法律で見て行くと、健診をやりなさい、衛生教育をやりなさい、ということであまり理念的

なものがない。がん患者さんの就労支援というのはどこに入るんだと考えると、なかなか難しいと

ころがあります。そもそも原点に立ち返った時の産業保健活動というのは「人間に仕事を適用させ、

各人を各自の仕事に適用させるようにすること」ということです。職場での病気を防止することも

なんですが、広い意味でいくと、がん患者さんがちゃんと仕事ができるように支援をすることも目

的として合致します。そして、さらに産業衛生学会の倫理指針を見て行くと（スライド 17）、やは

りがん患者さんの就労支援というものは産業医としてやはりやるべきことに含まれるんじゃないか

なというように理解されます

　最後に、労働安全衛生規則に書いてある産業医の権限ですが（スライド 18）、これだけ見ると産

業医は何かすごく偉いように思うんですが、社長さんや工場長さんのような総括安全衛生管理者の

方に勧告、または指導をすることができます。法律上、会社に勧告ができるということです。もう

１つ、勧告指導または助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任や不利益な扱いをしては

ならないということまで法律にわざわざ書いてある。勧告と言っても、そんなにバシバシ勧告出す
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スライド 19
スライド 20

スライド 19
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わけではありません。最後の手段として勧告をすることもあるというのが現状です。

　次に、産業医に出来ること、できないことの話を次にさせていただきます。産業医像と企業側の

ニーズは様々です（スライド 19）。産業医がいた場合の話ですが、こちら側（スライド 20・左）が

産業医像のレベルで、こちら側（スライド 20・右）は企業側のニーズです。産業医像のレベルで言

うと、本当にごくまれかもしれませんが、非常に良くやっておられる産業医は、経営、特に人の管

理に関して、社長さんに助言をしたり、会社の風土改革みたいなところまでやっておられます。そ

うは言っても、一番求められるのは、企業における健康に関するあらゆる課題に対応するというこ

とですが、「いやいや、私達は前述したように労働安全衛生法にあることさえやっていればいいんで

すよ」、という意識で、あらゆる健康に課題には対応していない産業医もいるようですまた、最近で

は専門とする科以外のことに関わって、何か問題が起こると裁判で訴えられるという話もあったり

します。救急病院でも診れない患者を受けて、対応が遅れて亡くなったら訴えられた、みたいな話

もあります。先程申し上げたように、メンタルの患者さんが結構多いこともあって、内科の先生が

診てくれないとか、そういった不満をおっしゃる企業の管理者の方もおられるように思います。もっ

と低いレベルになると、産業医の名前を労基署に提出をしなければいけませんので、産業医の名義

だけ貸して月に１回も会社に来ていないような人もいます。ですから産業医像のレベルも様々であ

るということです。産業医にもこういった幅があるというのも知っておいていただければと思いま

す。

　一方で企業側のニーズも様々です。不況ということもありますが、産業医が来るとお金がかかる

ので、なるべく来て欲しくないと思っている会社さんもないわけではない。産業医は名義だけ。診

療して欲しい、薬を出して欲しいということをおっしゃる会社さんもあります。いやいや、産業医

ってやっぱり健康増進や予防を主にして、治療は病院でやってもらおう、という企業側のニーズも

あります。困っていることを解決して欲しい。特にメンタルの患者さんですね。

　では、がん患者さんの就労支援で産業医に出来そうなことについて考えてみます（スライド 21）。

今日は産業医の先生が何人かおられるので、違っていれば違うと言ってもらっても結構です。まず、
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スライド 21スライド 21
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産業医として、就業上必要な配慮を会社側に伝えることができます。例えば、仕事の負担を軽減し

てあげるということです。時間外労働や出張の制限などを、書類にして人事に渡して、人事から職

場に落としていただくということも出来ないわけではない。ただし、まずはご自身と上司との間で

話しをしていただくということは、是非やっていただきたいなと個人的には思っています。上司の

方にしてみますと、産業医から突然書類が来て、本人からは直接話しがないと、自分が信頼されて

いないのかな、というような感じを受けて、その後、ぎくしゃくするものです。ご自身で上司にお

話しをされる方も多いのですが、産業医からの書類をもってするのではなくて、まずは、ご自身と

上司と、場合によっては人事との間で、そういった必要な配慮についてご相談いただけるようにす

る方がいいのではないかと思います。私自身は相談に来られた労働者の方に対しては、「最後の手段

としては書類をお出ししますよ」と言って、書類を出さずにまずは口頭でご説明をすることもあっ

たりします。ただ、「最初は自分からまず話してみようね」ということも状況によっては、やること

があります。特例扱い、例えば就業規則にない時短勤務にして欲しい、出勤時間を遅らせる、家で

仕事が出来るように SOHO にして欲しいなど、このあたりになると、産業医として企業に、「これを

やらせなさい」と言うことはなかなか難しい。企業の判断が必要になるので、このあたりは私は産

業医としてはしておりません。

　産業医としてがん患者さんの就労支援に関わる機会がどの程度あるかについてお聞きすると私が

インタビューした限りではそれほど多くないという回答が多かったです（スライド 22）。うつの患

者さんは、日常的に相談に来られるのですが、がんの患者さんは少ないな、という印象があります。

その理由を考えてみますと、産業医に相談することが少ないと言いますか、先程申し上げたように、

もう上司とある程度話が出来ているからあまり来ないのかもしれません。理由の２番目として、う

つはどうしても仕事が多少なりとも発症と関係する部分があるんですけど、がんというのは、いわ

ゆる私病と言いますか、産業医に相談していいとあまり思っていないのかな、とか、または企業に

おいて産業医へどのようにアクセスするかを知らないんじゃないかと。この後お示ししますけど、

働く世代のがん患者さんは、どうも統計を見ると、20 ～ 40 歳代の女性が多い。私は男性医師です
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スライド 25
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ので、男性医師には相談しにくいとか、数が少ないとか、このあたりはちょっとまだよく見えて来

ていないところです。ただ、働く世代のがん患者さんはどういう状況かと言うと、これはがんセン

ターの全国統計で（スライド 23）、私もこの図を作るまであまり分からなかったんですけど、胃が

ん、肝臓がん、肺がん、大腸がん、乳がん、子宮がんについて 20 代から 40 代を見て行くと、女性

の乳がんと子宮がんが圧倒的に多くて、その後、胃がんと肝臓がん、肺がん、大腸がんが急激に増

加するといった特徴が見えて参りました。女性の 20 代から 40 代について、就業構造基本調査から

持って参りましたが（スライド 24）、20 代から 40 代の女性の方、非正規雇用の方が比較的男性と

比べて多い。派遣の人だとか、アルバイトは産業医として関わることは少ないです。そういったこ

とから産業医にリーチできない側面もあるのかなというふうにも思っております。

　産業医と連携の可能性のあるがんの治療医として日本臨床腫瘍学会の専門医の先生方、指導医の

先生にアンケート調査をさせていただきました（スライド 25）。400 人くらいお送りして回収率 50％

以上ということで非常に良い回収率を得ました。この腫瘍の専門医の意識調査の一部を少しまとめ

てみますが、治療するがん専門医の先生方は、仕事を辞めずに治療できることが望ましい、と８割

くらいの人は思っていて、患者の仕事に関心がある、そのあたりは 50％以上の人が当てはまると

（スライド 26）。もし産業医から意見書を求められたらちゃんと書きますよという回答も６割くらい
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スライド 27 スライド 28

スライド 30

スライド 27 スライド 28

スライド 29 スライド 30

ありました。しかし、個人的に勤務医の健康支援をやっておりますので存じ上げているのですが、

医師は多忙で、医師以外のケースワーカー、ソーシャルワーカーもできれば積極的に関わって欲し

いという意見も 68％くらいあります。

　がん専門医と産業医の連携については（スライド 27）、これもあるに越したことがないのですけ

れども、私も振り返ってみると、がん専門医の先生とあまり連携をしたことはありませんでした。

その１つには、患者さんからお聞きすれば、職場で何に配慮するかがある程度見えて来るからです。

実際にがんの専門医の先生方でも、職場の産業医とやりとりしたことはないという方が 76％でした。

ただ、何か産業医から話しがあれば対応しますという専門医らが 92％ということで、少なくとも専

門医の先生方の意識は高いといえるかと思います。ただ、非常勤の産業医だと、今さっきの３時間

の中でこれをどう押し込むかということもあります。（スライド 28）。

　産業医や会社が患者さんのことで知りたいこととしては（スライド 29）。がん患者さん自身にお

聞きしたいことや専門の先生にお聞きしたいことは職場でどういった配慮が必要かと、今後の見通

し（特に必要な休みなど）についてです。主治医からの話でもいいのですが患者さん本人がまず理

解して、私達や上司に説明をしていただければ、主治医から書面としていただく必要はないとも思

います。主治医の先生が産業医に手紙送るべきだ、なんていうふうになっても、うつの患者さんの
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スライド 31 スライド 32

場合によくありますが、主治医の先生から『軽作業のみ可能』といただいても、何のことやらよく

分からないということになります。本当にどういう連携がいいのかというのは、この後、少しディ

スカッションがあればと思います。

　じゃあ産業医がいない職場ではどうするか。先程中小企業は非常に難しいというお話をさせてい

ただきましたが、全てのがん患者さんに何らかの形でリーチをするには、産業医がいればもちろん

活用できるわけですけれども、いない場合には、主治医やコメディカルに産業医の役割の一部をお

願いし、仕事に関して少し話しをしていただくことによって、様々な工夫を教えてもらうことがで

きればなと思っております（スライド 30）。がんの認定看護師さんとお話しをすると、意外にこの

テーマに関心を持っていただいています。この間もあるがん看護の認定看護師さんとお話しをして

いて、「いや、私達、意外にがん患者さんと、抗がん剤治療とかで結構長い時間一緒にいるんですけ

ど、仕事のことなんてあまり相談されたことありません」、みたいなことをおっしゃっていました。

先ず、患者さんから医療者にそういう事を聞いていいんだ、というような文化を作ることも今後に

おいてやっていきたいと思います。産業医がいないからもうダメだというわけではなくて、繰り返

し申し上げているように、自分から人事や上司に相談をする。都道府県産業保健推進センターとい

うのが各都道府県にあるのですが、事業仕分けの関係で規模が縮小されるようなので、なかなか難

しいかもしれません（スライド 31）。

　働き方について産業医からのアドバイスや、再発しても働き続けたいと思うということについて、

一緒に話しをしたいと思います。がん患者さんにとってがんの治療後、どういうタイミングで職場

復帰をするかというのは重要であると思います。がん患者さんの職場復帰の基準ですが今、非常に

多いうつ病の患者さんの例が使えます。私自身は、この３つの条件がありますという話をしていま

す（スライド 32）。1 つは主治医の診断書。これは、うつの患者さんが主治医に書いてくれと言った

らすぐ出てくることもあるんですけど、そうは言っても、必要条件の１つに入れておかないといけ

ないと思います。2 番目は、本人の就労意欲。私としては、本人さんに「働きたいですか？」とお聞

きして「働きたい」という言葉が先ず出てくるというのが 2 つ目の条件。このあたりまではすぐク
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スライド 33 スライド 34

リアするわけですけど、3 つ目が一番大事になってきます。雇用契約というものがあって、月曜日

から金曜日の９時から 5 時まで来るというのが契約として結ばれている方が正社員に多いです。そ

うすると、月曜日から金曜日の９時から 5 時に、少なくとも会社の自分の座席に毎日いることが出

来るかというところからスタートしてもらうことになります。1 ヵ月から 2 ヵ月以上休んだ方が職

場に戻ってくるというのは、日常生活はもう出来る状態。たとえば毎日図書館通いができる、といっ

た話を聞いたりするのですが、図書館に毎日いけたとしても、職場に戻ってくるというのとは非常

に大きな違いがあります。このあたりを本当に自信がつくまでやっていただくことになります。時

短勤務とか、いろいろな話もあったりするわけですけれども、雇用契約が９～１７時の毎日という

ことであれば、やはりここを目指して戻ってくるというのが現代では比較的リーズナブルではない

かなと思っています。

　復職の仕方には小さな工夫ができます。例えば、私が先日新しく産業医として関わるようになっ

た会社で、復職のルールを見せてもらうと、あまり工夫がされていなくて、その会社では、復職と

いうものはそもそも毎月の１日付だということなんですね。「なんで１日付なんですか？」って言っ

たら、「いや、１日付だから１日付なんです」って言われて、特別な理由も無く、ちょっと驚きました。

例えば、これは 1 月のカレンダーですけど（スライド 33）、がんの患者さんでも、うつの患者さん

でも、1 月 1 日復帰ですから、3 日はお休みだとしても、大体 4 日から。そうすると、最初の週は

月、火、水、木、金と、４日間くらい出てくることになるわけです。土日月はもうヘトヘトで、木

金なんて会社の電車で座れたら寝ちゃうくらいの疲れがたまるようですね。2 週目の出て来れたと

しても、5 日目、6 日目となると相当疲れてきます。3 週目は更に毎日で 5 日間勤務ですから、こう

いった工夫をしたとしても、このあたり、もう頑張るしかないというくらいの状況です。復職をな

るべく１回でクリアしていただくための支援等を産業医として提案することはできます。うつの患

者さんの例が多くて、恐縮ですがうつに関しては多くの企業が結構皆痛い目にあったり、いろんな

事例を経験しているので、人事の方もうつの話をすると大体分かっていただけます。うつのための

リワーク、休職中の患者さんに対する職場支援、デイケア、ナイトケア等、こういうのもうつの患
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者さんに実施しています。場合によっては、がん患者さんにもリワークといったような支援体制が

今後必要な人に対してはできるような仕組みも検討されるべきかもしれません。

　リハビリ出勤（スライド 34）。リハビリ出勤をしたい、リハビリ出勤を会社でやりなさい、とい

う意見が確かにうつの患者の復職においてもいろいろと議論がありました。リハビリ出勤は、どう

いうものかと言いますと、先ずは半日から出て来て、会社によっては来られる時に先ず来てもらっ

て、それで具合が悪くなったら帰っていいよ、みたいなところから始めているようです。職場復帰

しているのか、していないのか、非常に曖昧なままでやったりすることもあるようです。そもそも

リハビリ出勤というのは、職場に毎日これる状況まで（仕事ができるかは別として）回復していな

いのに復職させるために行うというのは個人的には同意できません。企業においては、リハビリ出

勤を運用していても、書面に記載されたルールになっていない所も多いようです。私も、リハビリ

出勤完全否定ではないのですが、おやりになる場合には少なくとも文書化したルールを労使で決め

た上で。なら産業医としても適切な方法であれば同意します。以上より、雇用契約に応じて月から

金まで多少時間はかかったとしても会社に来られるようになってから戻っていただくということを

ゴールにした方がやっぱり良いと考えます。

　職場復帰をした後の話で、上司や人事とのコミュニケーションで患者さんが注意した方が良い点

についてお話しします（スライド 35）。がん患者さんから上司に話せることは話していただかなけ

ればいけませんし、どういう配慮が必要か、どういう治療が必要で再発がどうかといったことは、

話せることは話をしていただくということです。そして、先程、女性が多いのではないかというデー

タをお示ししましたけど、日本は、今でもどちらかというと男性の上司が多いかもしれません。同

性であっても、「この間おっしゃっていた乳がんの調子はいかがですか？」ということを、上司から

声をかけ辛いということもあります。逆に患者さんの側から定期的に報告をするというようなこと

も必要ではないかなと思います。これはうつの患者さんでも同様です。

　上司や人事が困る状況（スライド 36）。私が見ていると、やっぱり会社に来ては休み、来ては休み

というのはどうも難しいようですね。今化学療法はなるべく外来でということもあるので、そのよ
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スライド 37 スライド 38

うな状況があるようです。そうしたなかで他の部下の納得感が得られないというようなところが、

上司、人事の悩みどころだったりします。納得感を得るために同僚の方にもご自身がどういう状況

かというのは、言える範囲はここまでですよということも上司に伝えることも必要になるでしょう。

　会社には安全配慮義務というものもございまして、労働契約法第５条に入っております（スライ

ド 37）。がん患者さんが戻って来られて、その方に残業しろ、出張しろ、と言ってまた健康を害す

るようであればそれは安全配慮義務違反ということにもなりえます。この責任を負う範囲は、係長、

課長、部長まで権限委譲という形で含まれます（スライド 38）。ですから、企業としては安全配慮

義務という観点からも考えなきゃいけないわけです。

　うつの患者さんに時々見られるよくない傾向ですが（スライド 39）、会社の休職制度を理解して

いない、就業規則を読んでいないことが挙げられます。読まないですよね、就業規則なんてね。そ

うは言っても、やっぱり読んでいただきたい。焦りから早く復職して失敗することもあるので、

しっかりと戻って来ましょうということであります。

　今日はがん患者さんの就労支援ということで、もちろんそれはやらなきゃいけないと思っている

んですけど、私はそれだけで本当にいいのかと、実は思っています。もちろんがん患者さんを例に

しながら、他の心筋梗塞や脳梗塞、さまざまな難病と言われる人も含めた就労支援をしなければい

けないと思っています。

　私はがん患者さんの就労支援が出来ていないというのは氷山の一角の現象で、その職場の背景に

いろいろなことがあると思っています（スライド 40）。協力し合わない職場風土、人間関係が悪い、

業務量が多い、雇用関係が多様、ノルマが厳し過ぎる等、いろいろなことがありますので、この辺

をちゃんとやっていかないと解決しないと思っています。私は、病院の患者さんからの不当なク

レーム対策の仕事もやっているんですけど、患者さんからの暴力が多い病院というのは、例えば、

協力し合わないような職場風土や職員同士が「ありがとう」の挨拶をしない等の問題があり、そう

いうところから始まってくると思います。この辺をちゃんとやらないといけないなと思っておりま

す。まだ作っている途中なんですけど、最近、助け合う組織作り、アクションチェックリストとい
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スライド 41 スライド 42

スライド 39 スライド 40

うものを作成中です例えば、「おはよう」「お疲れ様」「ありがとう」等の挨拶をする、発言や提案を

しやすくする、お互いの名前を覚える、勉強会をする等（スライド 41）です。こういったことも含

めてやっていかないと、どうしてもやっぱり上まで解決しないんじゃないかなと思っております。

　最後まとめですけれども、今日がん患者さんの方もおられるということですが、やっぱりどんな

配慮をして欲しいかということを考えていただいて、そのためには病気を知っていただくこと（ス

ライド 42）。上司、人事と相談して、就業規則を読んで自らを守る。困る少し前に相談をしましょ

うと。産業医がいる場合には相談しましょう、と。主治医の先生や看護師さんに、産業医の役割も

少し担ってほしいということ、そして、普段から助け合う組織作りを、というふうに思っています。

　ということで、産業医ってもっといろいろやってくれるかと思ったという方もおられるかもしれ

ませんが、専属産業医ががんばるとここまでできるということをご紹介いただきます。以下は田中

先生にお任せで。

田中　はい。では、ご紹介いただきました新日本製鐵名古屋製鐵所の産業医の田中完と申します。

よろしくお願い致します。じゃあまずちょっと、簡単に現場の様子を、どんなことをやっているの

かというのだけ、皆さんのご参考になるかと思いまして、紹介させていただきたいと思います。名

古屋製鐵所は社員 3,300 人程度、協力会社、関係会社、関連会社合わせると、約１万 2,000 人が働

第一部　　がんと就労―支援に向けた現場の課題 ＜産業医の立場から＞

がんと就労　第三回勉強会報告書 14



いている製鐵所であります。社員については 48％が 50 歳以上という事業所になります。がんと年

齢のグラフにもありますように、50 歳以上だと急にがんの患者さんが増える実態がありまして、感

覚としましては、がんがやっぱり増えている感じがしております。実際に私傷病で亡くなる方、こ

の８年間の統計を取ると、年に３～４人いますけれども、半分はがん患者です。発症者数でみると

今年は残念なことに５人の新規のがん発症があり、内訳は肺がん１、乳がん１、肝臓がん２、胃が

ん１です。そのうち３名が 50 歳以上の方になります。どのような機会でそういう人たちを捉える

かと言いますと、当所の取り組みとしては５日以上休んだ人には自動的に安全健康グループの方に

報告が来るようになっていますので、何で休みましたかというのをこちらの産業保健スタッフから

本人か上司に確認を取るようにしておりますし、健康診断の問診で保健師さん、もしくは先生にお

願いして情報をキャッチすれば、産業医面談を実施するという流れになっております。

　産業医面談の内容としては体調の確認ですね。それから、治療状況の確認。この時に、治療状況

もしくは治療方針についてどれくらい理解されているかというのも、その１人１人に確認します。

結構分かっていない、ホルモン療法のホルモンって何ですかっていう質問が出て来たりします。（笑）

ちょっとがっかりされると思うのですけれども。一番分かってくれているなという方法は簡単なパ

ンフレットを渡されている方は、結構理解が進んでいる感じがしています。ただ、パンフレットも

たくさんありすぎて、こんな厚いファイルにして持ってきてくれる人はほとんど読まれていなくて、

逆に理解が少ないので、出来れば１冊、2 冊程度のパンフレットがあるといいと思います。がんと

聞いて真っ白になっちゃう人がいて、主治医の話が聞こえていない人もいらっしゃいます。その確

認も産業医が、出来た時はするようにしていますし、治療方針とか、それから、患者さんが気になっ

ているのは、再発とか、治療方法が他にないか、代替医療のこととか、名医はいないかとかいう話

も聞かれます。主治医になかなか聞けないこととかですね。だから、僕もいろいろ勉強会に出てこ

れは一般的な治療をやっているのだよとか、そういう情報提供も補完的に行ったりしております。

それが本人との面談の内容になります。

　上司とは、一緒に面談することもあるし、別の席ですることもあるのですけれども、業務内容の

確認ですね。病前は何をやっていたのか。それから、もしこういう状態の時にどれくらい配慮がで

きるのか。できることは何かというのを上司と確認しますし、主治医の人に関しては治療方針、そ

れから治療に必要な休日とか、どれくらい休んだ方がいいのかというのも確認します。３カ月以上

休んでいる方に関しては、復帰審査委員会というのを本人以外の人事グループ、職場の上司、産業

医、それから安全健康グループのグループリーダーさんとか、本人以外で話し合います。そこでト

ピックになるのは本人の意思、治療方針、予後ですね。やっぱり上司としては、この人が亡くなっ

たら困るので、その間に引き継ぎをしなきゃいけない。どれくらいの期間なのかというのが一番気

になったりすることと、あと話題として、どっちが幸せかとか本質的なことを聞いて来るのですね。

就業を続けた方が幸せなのか。退職金をもらって予後を楽しんだ方が幸せなのか。その時に、「就労
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意欲」というのが、和田先生の中で出てきたと思うのですけれども、僕はもっと細かく聞くように

しています。「就労意欲」の根源は何か。お金なのか、責任感なのか、やりがいなのか、さみしさを

紛らわすために仕事仲間といたいからなのか。そういった点の就労意欲の根源は何かというところ

も出来るだけインタビューして、復帰審査委員会では、この人はこういう哲学というか、考えを持っ

ていて、こういう価値観を持っていて、それをふまえて例えばこの人にとってはやっぱり死ぬ直前

まで働いた方がいいでしょうとか。

　あとは、面談も１週間に 1 回とかまめにできますし、やはりピンポイントに主治医に質問できる、

さっき、軽作業なら可ということしか主治医が書けないという問題も、主治医も仕事の内容が分か

らないですので、（本人が）どのような作業するのかというピンポイントな説明と質問ができますし、

間に立って細やかなケアというのができるのではないかなと考えております。それから、すみませ

ん、全体的なことですね。現場・本人への教育、がん検診の普及、がん検診に関しては費用を健保

持ち、会社持ちにするとか、全員受診できるようなシステム・体制というのも提案していく。がん

は進行したがんにならないようにするのが一番の幸せと思いますので、そういうこともやっており

ます。以上です。

和田　産業医がこんなに頼もしいという一例を話していただきました。ちょうどお時間ですので、

私の方からは以上です。どうもありがとうございました。
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第二部
  がんと就労―支援に向けた現場の課題＜がん治療医の立場から＞

金 容壱 先生
聖隷浜松病院化学療法科・緩和医療科医師

金 容壱 先生のプロフィール

聖隷浜松病院化学療法科・緩和医療科医師。がん薬物療法専門医（日本
臨床腫瘍学会）。専門は腫瘍内科学、緩和医療学、臨床疫学。がん医療を
患者の視点からとらえなおす ”がん・サバイバーシップ ” を研究中。



司会　では、次に進みたいと思います。聖隷浜松病院の金先生、よろしくお願いします。

金　こんばんは。聖隷浜松病院の金です。化学療法科と緩和医療科を兼任しています。私に与えら

れたお題はがん治療医の立場からどのようにサバイバーの就労支援ができるかということです。ま

ず、医療のイメージからまとめてみます（スライド 1）。医療のイメージは様々ですよね。医師は聖

職だというふうなイメージがある一方で、医療もサービス業だから患者様とお呼びなさい、みたい

な意見もある。日本の医療は進んでいると思っていらっしゃる方も多いと思いますが、一方でがん

難民という言葉が流行り始めたりとかして、何だろうなというのが正直なところです。

　ですので、一度整理してみました（スライド 2）。まず鳥の目と虫の目でまとめてみようかと思い

ました。マクロとして、医療が置かれている環境がどういうものであるか、ミクロとして医療現場

がどういうものかを皆様と共有して、次の支援、具体的な策に入れればと考えております。

　今日はこういう順序で進めてみたいと思います（スライド 3）。まず医療保険制度はどういうもの

かというところから。まず社会保険制度です（スライド 4）。イギリスみたいに医療を全額税で運営

している国もあれば、ドイツや日本みたいに社会保険で運営している国もあります。保険者は国民

健康保険だったら国ですし、準公的な協会が運営していて、保険料を事業者が半分、非保険者であ

る労働者が半分折半して拠出して運営しているような協会けんぽもあるし、大きな職場だったら健
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康保険組合があります。それで、まず公定価格が決まっていて、基本的には現物で支給されるといっ

た流れです。つまり保険証を持っていって病院にかかると診断をしてもらって治療に入るという、

そういう現物給付ですね。そこで公定価格が全国一律に決まっているのですが、それは中医協、中

央社会保険医療協議会で決まるわけです。この中医協では支払側すなわち保険者と診療側と公益代

表の３者でいろいろ議論して、こういうところにはどれくらい医療費を配分しようということを決

めています。というわけで、インセンティブをつけて誘導することが可能です。あるいは力が大き

いところに手厚く配布される。例えばがん医療が注目されてくるに従って、がんに配分される医療

費は増えて来ます。ただ、やっぱり配給制に近いですね。医療費は抑えられているという現実があ

ります。

　あともう１つ、診療がなければ報酬がないという原則があります。だから「診療報酬」です。こ

れも良い点、悪い点があります。悪い点としては、看護師とかソーシャルワーカー等、重要な働き

ですが、医師による診療がないために手当が乏しくなってきちゃうんですよね。大体病院として定

額で包括されてしまって、厚く支援しても、全くしなくても、お値段が変わらないことになってし

まいます。

　乳がん骨転移で月１回の通院、血液検査と点滴を行う場合を例に出して来ました（スライド 5）。

大体１点が 10 円で計算されています。医師の診察費は 70 点で 700 円。1000 円しないんですね。

血液検査等々して、あと乳がんの骨転移で、骨を強くすると俗に言いますけど、ビスフォスフォ

ネート製剤を点滴して、お薬を出してお帰りいただくと 5,710 点。10 倍致しますので、57,100 円

のお値段がかかりますけれど、実際薬剤費で 67％、３分の２を占めているんですよね。例えば良

性疾患で、診察と採血と処方だけでやると大体 351 点。3,510 円のお値段になります。悪性腫瘍だ

から、診察料が 3.7 倍になっています。これが外来の例ですね。

　ちなみに全体の医療費で考えると、大雑把に言って公費が支払うのは 37％くらいです。あと事業

主が 20％、被保険者が 28％、そして、個人負担が 14％という数字です。

外来では医療費は出来高算定です。検査して、診察して、注射して、それぞれ積み重ねてお代を請

求するということになるのですが、入院すると

少し具合が違ってきます。ＤＰＣと呼んでいて、

Diagnosis Procedure Combination、和製英語

で「診断群分類」の意味です。DPC では１日当

たりの疾患別定額払いで医療費が決まって参り

ます。具体的に申し上げると、虫垂炎で手術し

た場合、この１日目、２日目、３日目というの

は 3,482 点、１日当たり 3,482 点ですが、４日

目になると、2,092 点にドーンと下がって、３泊
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スライド 8

スライド 9

スライド 6
スライド 7スライド 7

４日で退院されると、大体 12 万 5000 円の医療費になります（スライド 6）。これに病院係数がか

かるので、最終的には１割から２割増しになるのですけれど、大体こういうふうなお値段ですね。

これ各国の医療費と比べてくれたＡＩＵの調べがあるのですけれど、これを見てみると一番下。

３泊４日で 12 万 5000 円というのは世界的には結構安い値段になってきます（スライド 7）。

　配給制と申し上げましたけれども、きつきつに絞られた医療費になってきておりますので、病院

の収益が良かったのはふた昔前です。高度成長時代の経済成長の恩恵の分け前、分配という側面が

あって、医療にも余裕があったのですが、もう病院を儲けさせて制度の枠から外れる患者の救済を

病院の役割にしたりとか、制度の枠外のサービスを病院に期待するのは最近では難しくなってきて

いる、という現状がございます。

　次は社会の関係で見てみると、国の医療費というお話になります（スライド 8）。ＯＥＣＤ、これ

は経済協力開発機構ですね。先進国クラブと俗に言われるＯＥＣＤ諸国に比べて医療費の公的負担

と私的負担はそれぞれ低いです。あと高齢化が進んで、高齢化によって医療費が増えています。

ＧＤＰ、これは国内総生産ですね。ＧＤＰの増加というのが経済成長というふうに定義されているそ

うですけれども、ちなみに 2009 年の経済成長率はマイナス 5.2％、つまりＧＤＰが減っているとい

うことです。ＧＤＰは将来に渡って、ほぼ横ばいです。したがって、国の医療費予算の大幅な増加は
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スライド 11

スライド 12

スライド 10スライド 10

やっぱり望みづらいというのは、他の予算を無理に減らさないと医療費を増加させられないという

現状があるからです。ただ、唯一残っているとしたら、海外に比べて比較的低い、20％しか負担し

ていない事業主の負担部分をもう少し増加させることができたら、医療費のパイが増えるかもしれ

ませんけれど、なかなかこれは経済産業省を含めた強い反発が予想される部分でもあります。とい

うわけで、このＧＤＰ比率を見て行くと、医療費対ＧＤＰ比率というのは、8.1％、下から数えた方

が早いかなといったところです（スライド 9）。ちなみに、Ｇ８では、今までイギリスと最下位争い

を繰り広げて来たんですけれど、ブレア政権になって追い抜かされてしまいました。したがって日

本はＧ８の中で最低レベルです。

　これは高齢化とそれから医療費を見たグラフです（スライド 10）。縦軸に医療のＧＤＰ比率、横

軸に高齢化率を見たものですけれども、概ね右上がりに増えて行きますね。アメリカにように高齢

化率は全然高まっていないのに、ぐっとＧＤＰ比率だけ上がっているような国もあれば、日本のよ

うに高齢化率はどんどん上がるにも関わらず、ＧＤＰ比率はほぼ一定という国もあるのですけれど、

概ね右上がり。すなわち、高齢化率が高まるとＧＤＰ比率が増す傾向にある。

　これが人口高齢化の長期推移ですけれど、ここが 2010 年であたりですが、2010 年、20 年、30 年

と経るに従って、日本の高齢化率というのはウナギ登りに高まって行く（スライド 11）。ＧＤＰ比の

成長というのは横ばい（スライド 12）。ちなみ

にこの左欄外の時代が高度成長期ですね。東京

オリンピックがあったりした時代の高度成長期。

それから安定成長期というのに入ってきて、そ

の後半にバブル景気があるのですが、91 年にバ

ブルがはじけた後は、失われた 10 年、20 年と

言われるように、ＧＤＰの成長がほとんどないよ

うな時代が続いていきます。パイは決して膨ら

んでいません。この中で日本の医療費の推移で
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スライド 13 スライド 14

すけれど、この 31.4 というのは兆円です（スライド 13）。31.4 兆円。平成 17 年時は 32.4 兆円と

いうふうに大体１年に１兆円ずつ医療費が自然増していっております。小泉行政改革のところで医

療費が抑えられたということもありましたが、概ね１兆円ずつ増えている。ちなみに消費税を５％

から 10％に上げる動きがありますけれど、それで得られる税金は 11 兆円らしいです。消費税を上

げても自然増の 10 年分くらいで消えてしまうので、今後どうしたらいいのかというのは本当に悩

ましいところです。

　次に虫の目で見てどうなのかですが、まず労働環境です（スライド 14）。基本的に医療従事者は

少ないです。1980 年代に「医療費亡国論」が当時の厚生省の高級官僚から出て来て、実際には厚

生省の意見だったらしいですけど、それは、医療費が増えると国の財政がむしばまれていく、医師

が増えると医療費が増える、だから医師の増加を抑制しましょう、という主張でした。なので、例

えば私の出身大学の医学部定員はかつて 120 名だったのですけど、私が入学した時は 100 名に定員

が減っておりましたし、ある大学は 120 名の定員を 80 名まで減らしたというふうに、医師の養成

数を少なくしておりました。最近は医療崩壊等々の議論がありようやく通常レベルまで増やそうと

いう流れがあって、本当に望ましいと思います。

　次は、病床数と受診回数が多いことです。基本的に医療機関へはフリーアクセスです。保険証

１枚あったら、例えば東京の聖路加国際病院にかかることが可能ですし、保険証１枚持って国立が

ん研究センター中央病院にかかることも可能です。受診を制限する仕組みがない。加えて患者数の

増加があります。これは高齢化と医療技術の進歩の両面があります。これまで治らなかった病気が

治っていく。もしくは、通常は本当に数ヶ月で命が危なかった方々が年の単位で元気で過ごされる

ようになってきています。望ましいことですけれど、患者数が増加するという負荷が医療機関にか

かっていくことにもなります。あと入院は短期化しています。そして、外来部門は縮小化されてい

ます。また後ほど出て来ますけど、基本的に病院というのは入院偏重になって来ています。

　OECD 諸国の医師数、看護師数ですけれども、日本はこのあたりで少ないです（スライド 15）。

でも、病床数は多いですね。したがって、施設内スタッフ数は、10 床当たりの医師数で見てみると、

がんと就労　第三回勉強会報告書23

第二部　　がんと就労―支援に向けた現場の課題＜がん治療医の立場から＞



スライド 17 スライド 18

スライド 15スライド 15
スライド 16

韓国に負けて最下位ですね（スライド 16）。10 床当たり、1.6 名の医師しかおりません。もちろん

看護師数も低いです。在院日数の短縮化も徐々に厳しくなってきています（スライド 17）。ゆっく

り入院はできません。必要だったら介護保険を使いつつ、退院を目指すというふうな流れになって

来ております。

　そして、外来人員の減少です（スライド 18）。外来は縮小させる方向でどの病院も動いておりま

す。入院の方が単価が高いので、経済的なインセンティブがある。ですので、出来れば紹介状を持っ

て直接入院できるような方々を増やして行こうという方向に大きな病院は動いています。また、７

対１看護入院料ができて入院基本料がアップされたのですが、７対１看護基準ができた際、それま

では入院患者さん１人当たりについての勤務する看護師数で良かったのが、患者数に対する実際の

勤務者数で看護定員を計算するようになったのです。微妙な変更ですが大きな影響がありました。

例えば総合相談にいる看護師は病棟にいませんので入院料の看護師数にはカウントされません。外

来の看護師というのは外来にいるだけで入院患者さんのケアをするわけじゃないのでカウントされ

ないので、なるべく外来の患者さんを病棟に上げるような流れになっています。どの病院でも看護

師を多く雇えば 7 対 1 看護基準を算定できて収入が上がるものですから、取り合いになって看護師

の需要が高まり奪い合っています。あおりを食うのが外来です。少ない外来看護師をさらに少なく
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スライド 19 スライド 20

して病棟に上げようとする。ただし、就労の問題を考えるのは大体外来なんですよね。外来ではほ

とんど医者しか働いていない、という病院も少なくないと思います。また、入院期間を短縮するこ

とによって、継続的な介入がなかなか難しくて、やっぱりここも外来の出番なのですけれど、外来

の人員が少なくなって手当がしづらい現状があります。

　次に、労働環境に話が移ります（スライド 19）。今まで見て来たように全体的に医療者というの

は少なくて、高齢化・医療技術の進歩もあって患者さんは増えています。医療者というのは概ね過

労のため健康障害が出て来ます。しかも、長時間勤務で増す危険が患者さんに及ぶ可能性も出て来

ています。

　これが看護師の時間外労働時間です（スライド 20）。月当たり 60 時間超の時間外労働というの

が過労死と認定されるレベルらしいですけれど、就労している看護師 82 万人のうち、4.3％の人が

そのレベルにあるということは、２万人の看護師が過労死レベルの労働環境にいるということです。

特に看護師というのは仕事の切迫感等の過重負担がありますし、医療の補助者という役割で生じる、

低い自立性と役割ストレスがあるし、対人葛藤が頻繁という３つの特徴がありますので、非常に燃

え尽きやすいですね。非常につらい立場です。あと夜勤、３交代とか、２交代がありますけれど、

生活リズムが崩れやすいという特徴もあります。夜勤専門の看護師って多くないです。大体が日勤

終わった後休んで深夜勤務に入るとか。深夜勤務が明けて休んだ後にまた準夜勤務で来るというふ

うに、昼夜勤務がコロコロ変わります。そういうわけで健康障害が出ているのですね（スライド 21）。

医労連が組合員にアンケート用紙を配布して調査したのですけれど、大体６万枚くらいを配布し２万

7500 人強が回答しましたが、結果は「全身がだるい」52.4％。「いつも眠い」が 40.3％、「イライ

ラする」40.8％。にこにこ笑って優しくしてくれている看護師さんですが、実はイライラしている

可能性が高いです。あと「根気が続かない」とか、「憂鬱な気分がする」など。

　これは医師の労働時間です（スライド 22）週当たりと月当たりが違いますが、過労死レベルの

人たちを同じく赤字にしています。大体過労死レベルの労働時間が普通です。ただ、看護師と違う

のは、裁量権が大きいんですよ。長時間労働でもそうは疲れない。当直室で布団かぶって寝て、必
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スライド 21 スライド 22スライド 22

スライド 23 スライド 24

要があったら起こしてねというふうに働いている。もちろん眠る暇のない当直もままあり、夜勤と

同じなのですけれど、そういう労働強度であったとしても、医師が不足していますので、翌日は普

通休めないですね。それでどういうことが起こるかと言うと、一睡もしなくて翌日の９時からまた

働き始める。24 時間以上眠らない状況で仕事をすることになるんです。このおもしろいデータは

1997 年の『Nature』に出ていました（スライド 23）。縦軸は作業能率を表します。横軸はアルコー

ルの濃度です。ボランティアの被験者にずっと酒を飲んでもらうんです。そして、単純作業をして

もらいます。初め、アルコール濃度が低い時は能率も良いのですが、ちょっと酔ってくると作業効

率が下がって来ます。そして、ほろ酔いになってくるともうちょっと下がる。酩酊初期になると、

もう非常につらくなるような値。概ね飲酒量に応じて作業能率は低下していきます。今度は、同じ

ような作業をシフト労働者で見たんですね（スライド 24）。縦軸は作業能率で、高ければ高いほど

能率は良い。横軸はどれくらい寝ていないかです。そうすると、大体 17 時間以上働いた人の作業

能率は爽快期の、大体ビール大瓶２本くらいのアルコールを摂取した量に相当します。24 時間以

上働くと、ビール大瓶３本以上飲んだ酩酊初期に当てはまるような作業能力しかないんです。つま

り、手術を受ける方は、そのドクターが前日何をしたかをチェックしておいた方がいいかなという、

そういうデータになります。
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　あってはいけないことですが、それがあるのが日本の医療の現実だと思います。医者がそれくら

い足りないですので。目の前のがん患者さんを手術するのに、３カ月先でいいですかというのはお

互い受け入れられないので、医師は非常にがんばる。ただ、がんばってなんとか回っていっている

が、安全を考えると決して良くはない。なかなか難しいところです。

　一番はじめに出しましたイメージ、個人的に出して来たイメージですけど、それをこんな感じに

並べてみると、少しうまく説明できるのかなと（スライド 25）。すなわち、以前医師が父権的で、

簡単に怒るような人たちだった時代、患者さんというのは依存的で、医師は聖職だとか、看護師は

白衣の天使だとかって言っていたんですけど、それから時代が変わって、進歩して、患者さんはそ

れぞれ自律的に自分の人生を自分で歩みますという方々が増えてくる。そうすると、いつまでも医

療者が父権的な姿勢にとどまっていると、「あの医者からドクハラ受けました」ということになる。

また、患者さんが依存的で自立しづらいが医療者がアドバイザーの立ち位置にいると、「これで治

療終わりましたから、どこか他の病院を探してください」というふうに、ビジネスライクに医者が

言う。そうすると、がん難民と呼ばれる状況になる、というふうに説明できるのかなと思います。

医師がアドバイザー的な役割を果たすし、患者さんも自立していくと、セカンドオピニオンとか、

インフォームドコンセントのように、スライドにある左下から右上に行く矢印のような流れになる

と思うのですね。これが大きな流れだと思います。ただ、うまく行っていないのは何かが足りない

からかなと思います。

　まず医療者・患者関係というのは変化してきていると思います（スライド 26）。医療者・患者関

係は父権的な医師と子どもみたいな患者さんという関係から、医師はアドバイザーだし、患者さん

はクライアントだという、上下がない、アドバイザー・クライアントの関係になってくる。医療者

側だってより専門分化しているし、同時にそういうアドバイザーという立場に慣れて来ています。

それはインフォームドコンセントをしっかりしなさいよという流れもあったし、あと嫌な話ですけ

ど、医療裁判というのも医療現場に大きなインパクトを与えました。ここまで患者さんのためを考

えて治療を強制したけれど、結果として患者さんが幸せになれなくて裁判に訴えられて医師も辛い
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スライド 27 スライド 28

思いをする。じゃあもうアドバイザーに徹しようよという、そういうネガティブな意味合いもある

のですけれど、専門分化するとともにアドバイザーになって来ている。患者さんというのはより自

立して権利意識が高まっていく。これは当然なのですけれど、ただ、自立へ向けて支援が必要な状

況であるのかもしれません。その一環で、就労の問題がクローズアップされてきたのかなというふ

うに考えます。

　第１回の勉強会で高橋先生が告知のパーセンテージの変化を紹介してくださいました。1993 年に

は 27％しか告知されていなかったのが、1998 年になると 71％に告知が為されるようになったと、

ドラスティックに変化しました。告知がまだ 27％しかされていなかった時というのは、各病院各科

で個別に行われる治療でした（スライド 27）。それがやがて大規模な病院とか、がん専門病院での

治療になってきて、がんセンターとか、地域の大病院とか大学病院とかになってきました。はじめ

のころは、告知はしないけれども、その代わり同じ主治医が一貫してずっと見ていたのですね。そ

の時にはがん難民という言葉はありませんでした。ただし、セカンドオピニオンもありえなかった

時代です。それが大規模な病院、がん専門病院での治療になってくると、臓器横断型が主流になっ

て来ます。私は腫瘍内科医で緩和医療科もしていますので、科の垣根なく治療しています。でも細

切れ診療になっちゃうんです。例えば、初めに消化器内科の先生のところで胃カメラをして胃がん

が見つかった。次、外科に行って手術してもらう。その後に今度は腫瘍内科医の元で術後の抗がん

薬治療をしてもらう。その後に骨転移したので今度は放射線治療科に行って、放射線治療をしても

らう。その後、抗がん剤治療をして今度は緩和医療科。主治医はもうてんでばらばらです。

　というわけで、患者さんの自立を支えるシステムを、今後考えていかなきゃいけません。このバ

ラバラの治療の中で、ずっと一緒にいてくれる主治医はもういませんので、患者さんが１人でどう

やっていくか、それを支えるシステムというのが今後必要になってくるので、考えないといけませ

ん。今までの議論をまとめて行くと（スライド 28）、日本の医療制度では看護師のみ、ソーシャル

ワーカーのみが介入しても、収益につながらないシステムになっています。医療は配給制に近くて

安いです。現時点で医療機関に十分な余力はないです。今後の医療費増額はまあ増加しないと考え
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た方が無難です。そして、専門分化した医療機関にそれぞれ変化してしまって、そこに勤務する医

師、看護師は基本的に疲弊しています。現在の医療環境は、入院偏重で細切れです。まとめると、

医療機関のみの努力では支援が困難だということになってしまいます。

　でも、目の前に患者さんがいらっしゃって、１回目、２回目の勉強会でも出て来ましたけれども、

働くことはその人の人生観や生き方に関わりますし、働くことは大切です。今まで「出来る限り仕

事は続けて」と診察で言っていました（スライド 29）。出来る限り働き続けないと様々な保障制度

から落ちてしまいますし、国民健康保険だけだと保障が薄くなかなか厳しいので。それでも退職し

なくてはいけない場合には、自己都合退職をなるべく避けてねと伝えるようにしていました。お仕

事はどうしていますか、と一応聞いていましたし、抗がん剤治療をする１コース目は仕事場の方に

相談して、いつでも休めるような、そういう手順を取ってくださいね、とは言っていたのですけど、

なかなかうまくいかないですね。それで、メーリングリストに載っていたここの勉強会を見て、こ

のままではいかんなと思って参加させてもらって、今日はここに座っていることになりますけど、

ありがとうございます。（笑）

　今回３回目の勉強会で話してくださいと言われて光栄でしたが、実際これくらいしかできていな

かったので、どないしようかなと思ったのが正直なところで、えい、もう分からんことは人に聞け、

でうちの病院の名物看護師に聞きました。病院で総合相談窓口を受け持っていて、患者さんの生活

に寄り添うことを生業としていて、なおかつ看護師の相談にものるような、そういう立場の人に

「何か例ありますかねぇ」と聞いてみたんです。がんではないけれども、潰瘍性大腸炎の患者さん

のサポートをよくしていたと（スライド 30）。潰瘍性大腸炎って腸の炎症疾患ですね。下痢とか腹

痛とか、場合によっては関節痛も出て来たりする。少し疲れると下痢になってなかなか通常以上の

仕事ができない。じゃあ会社はどうするかと言うと、「休んだら？」と言うそうです。休んで元気に

なったら復職してねって言うけれども、元気ない時でもうまく働けるようにするのが本質じゃない

のということで、その看護師は患者さんを伴って人事部と交渉してみたり、様々な活動をされたん

です。結局彼女が言うには患者会が一番だと。医療者が外に出て社会と対峙してもあまりうまくい
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かないけれども、患者会として、例えば人事部の方と一緒に面談すると、その彼個人が悪いのでは

なくて、これは病気が悪いのだと人事部の人が分かる。上司と一緒に話す時にも一緒に同席するよ

うにすると、医療者が話してもそうだけれども、患者会から一緒に参加すると、客観的にこういう

支援が必要なんだね、ということが会社に分かる。患者が就労したいという力はもちろん必要だけ

ど、それを支えるのは患者会だわねと彼女は言っていました。

　あと、がんサバイバーの方が１人、病院で働いてもらっているんですけれど、その人も良い働き

してくれます。総合職で積極的に働いていた 40 代後半の女性が悪性腫瘍にかかってしまって、も

う何もできないわって言って総合相談に来た時、その当院で働いているサバイバーの人に会っても

らった。そうしたら、その方は喉頭摘出して声が出ないので、機械で発声するような方なのですが、

30 分くらい話されて最後にそのサバイバーの方が「仕事は力よ」って言って、その相談に来られた

40 代後半の患者さんは本当に救われたように、「そうよね」って。自分は第一線で働くのは難しい

けれども、第一線で働いている人をサポートするような事務の作業は今までの経験からうまくでき

るに違いないというふうに心の整理をして、復職されたという話を話してくれました。

　もう１人、印象的な方がいます。常にお母さんみたいな人が一緒に付いてくる 30 代後半の患者

さんで、親子さんかなと思ったら違う。職場の看護師ですと。その方は病院ではなくて、金融系の

会社に勤めてらっしゃって、そこの健康組合所属の産業看護師が外来に付き添って来られています。

ずっと気になっていたので、当の患者さんには抗がん剤治療に行っていただいて、「すみません、あ

なたの話を聞かせてもらっていいですか？」と産業看護師のお話をお聞きしたのですが、なかなか

良い話でした。もともとその方は総合病院で循環器系の看護をされた後に、今の職場で産業看護師

をされています。とりあえず 1,700 人くらいの受け持ち職員がいるけれども、濃淡つけて、この方

にはもう入らなきゃいけないと思うので毎回診察に付いてきているんだと。診察に付いてきて良い

ことは、例えばゼローダという経口抗がん薬を使います。それで副作用としては手足症候群といっ

て、しもやけみたいに手が腫れてしまって、職業がら厳重に管理している PC の指紋認証が使えな

い。それで業務上トラブルになりそうな時に、本部に問い合わせて、指紋認証ではなく暗証番号入

力で PC を使えるように対応した話。診察に付き添っていたので予めそういう副作用があることが

わかり、ケアができた、ということです。また、頻繁に人事部から「がん患者を本当に働かせてい

いのか」という質問が来るらしいです。その問い合わせは患者さんではなく、産業看護師の彼女の

ところに来る。そこで、「彼女には仕事が必要です。働けます」と言って、彼女がせき止めている

のです。医学的にもちゃんと働ける状況なので、正しい対応です。そういう役割を果たしておられ

るその方が最後におっしゃったのは、「看護ってやっぱり祈りだと思います」って。看護は祈り。す

なわち、目の前の人に生きて行く力が湧き出る瞬間を喜ぶというのが看護の本質だと彼女は言って

いて、それを祈るような気持ちで見て行く。それが看護の本質だよ、とおっしゃったのが印象に残っ

ています。
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スライド 31スライド 31
スライド 32

　そういうわけで、結局病院の外に出ないと始まらないのかな、とも思いました。解決策になるか

どうかわかりませんが、こういうことが考えられるよということをざっとまとめてみました（スラ

イド 31）。まず、個人の準備はやっぱり必要だと思います。個人の覚悟、それから技能も当然必要

です。それから、経済的な支援としては、例えば生命保険に疾病特約をつけて、多少金銭的な準備

を出来るようにしていくとか。また、補償の薄い国民健康保険の場合、例えば所得補償特約をつけ

ておくとか、そういう個人レベルの準備は車の両輪で必要かなと思います。

　次は患者会の働きですね。これは会社にとっても、もちろん政治にとっても患者会が動くという

ことは大きな力になると思います。ただ、口はばったいですけれど、声の大きい人たちが良い思い

をするというのは医師としては嬉しくないので、少数で埋もれやすい小児がんの経験者、そういう

方々への目配りは当然必要です。しかし患者さん、患者会の働きは会社も動かすでしょうし、政治

も動かして行くんじゃないかなと思います。あとは学会レベルで医師の教育・啓発ですね。日本臨

床腫瘍学会、日本癌学会、がん治療学会の三学会はがん治療認定医という資格を作っていて、そこ

では必ず講習を受けてテストを受けるんですけど、講習の中にＱＯＬもしくはサバイバー・就労関

連の項目を入れてもらうのは１つの方法です。日本臨床腫瘍学会は専門医制度があって、セミナー

受講と筆記試験・面接があります。そこで取り上げてもらっても良いと思います。泥縄式のアイデ

アになりますけれど、がんカウンセリング料があります。500 点。算定しづらいものですが、算定

要件に「就労について配慮すること」という項目を入れると、ある程度医療機関に就労の支援が医

療機関として大切であることが周知されるのかなとも思います。また、外来診療・看護の評価は必

要です。これは国立がん研究センター中央病院看護部長の丸口ミサエさんが主催する国際がん看護

セミナーがあって、昨年度と今年度は「がん医療における外来看護に求められる役割」がテーマで

す。看護の側も外来看護について考えてくれているので、その後押し、もしくは協同が必要だと思

います。あとは、看護とか、ソーシャルワーカーの働きの金銭的な評価。

　いろんなアイデアが出るべきですけれど、突き詰めれば、“ 縦串 ” と “ つながり ” なのかなと思い

ます（スライド 32）。バラバラに動いてしまう患者さんに向けて１本 “ 縦串 ” になるようなケア、支
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援というのが必要です。また、医療者同士のつながりですね。“ つながり ” はこの勉強会がさきがけ

になると思うのですが、この２つでうまくやって行くのが良いと思っています。生きることと就労

は切っても切り離せません。国や病院に依存するのではなく、これらをうまく利用して行き抜くた

めのがんサバイバーシップの縦串になるものを提供する必要があると思います。もう１つは医療者

同士のつながりですね。診療で言ったら、産業医の先生方と臨床のドクターとの連携というのは当

然あるし、看護では外来看護、まだ今は薄いですけど、外来看護師と産業看護師や保健師との連携

というのがあると思います。その中に患者会やソーシャルワーカーも入って来て、うまく就労につ

なげていくような、そういう患者を交えたチーム医療というのがあれば良いのかなと思います。私

からは以上です。ありがとうございました。
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第三部
総合討論



司会（高橋）　それでは、ディスカッションに入りたいと思います。今夜もいろいろな論点が出ま

して、いろいろなお考えやご感想があると思います。どなたでも、どこからでも結構です。できる

だけたくさんの方からご発言いただきたいので、ご質問は手短にお願いします。……それでは、お

２人の先生方はそれぞれお話をお聞きになって、何かご感想やご質問あったら、先にお願いできま

すか？

和田　私の方からは患者に関われる病院がもっとがんばって欲しい、ということでした。しかし、

最後は時間がなくて飛ばしたんですけど、来年度以降、医療従事者向けのリーフレットみたいなも

のを作成していきたいと考えております。そのなかで短時間で効果的な声かけができるようなこと

をめざします。金先生にお尋ねですが、そういう簡便なツールで患者さんとの対話のきっかけとし

ていただくものがあればそれは現場のニーズはあるのでしょうか。

金　実際医療者というのは、就業規則ということさえ分からない人たちが多いです。私もその１人

なので、大きい声で言えないんですけれど。ですので、そういう、簡単にまとまったリーフレット

があって、それをもとに情報提供ができれば非常に貴重なのかなと思います。ただ、情報提供をす

るきっかけがないとなかなか利用できないということもあるので、うまく情報提供ができる機会づ

くりが必要。学会レベルのティーチングであれ、もしくは診療報酬点数表の算定要件に明記すると

病院は動きますので、いくらがんカウンセリング料が算定しづらい項目であっても、その要件に入

れるということも必要になってきます。また、どうしてもリーフレットや読み物だけで渡すと効果

に限界があります。中期的な目標になってくると思いますけど、間に入って下さる、ソーシャル

ワーカー、看護師、もちろんドクターでもいいのですが、うまく会社と職場と患者さんと医療者を

つなげればな、と思います。

和田　先生の言われたことに対してですが、今、社会保険労務士を活用したモデル事業が行われれ

ています。またそれも今後出て来ると思います。ありがとうございました。

高橋　ありがとうございました。がんと就労を考える時に登場人物はたくさんいて、その登場人物

がそれぞれ自助努力を求められると、「やってらんないよ」という意見が必ず出ると思うんですね。

「これ以上自分たちを忙しくしないで」という意見は必ず出るんですけれども。ですから、どんな登

場人物であれ、いかに省エネで効率的にやるかというのは、本当にキーワードになるんじゃないか

なと思います。それをファシリテートするような工夫が必要なんだろうと。どんなことでも、いか

がでしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者 A　病理医をしています。患者会活動をずっとやってきている立場から、最後に金先生

が言われた患者会の存在がすごく大事だということは概念的には分かるんですが、実際には患者会

と言っても、病院が準備するような患者会と、自立してやっている患者会とがあります。今がん対

策基本法でも、がん患者支援のために患者会と一緒に活動しようと言われていますけれど、実際に

は病院の中で患者会の人たちが活動するときに全員ボランティアで１円にもならないでやるので、
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みんな疲弊して辞めていってしまうというのが現状です。患者会の人たちをどうやってうまく利用

するかという病院側の視点も見え隠れするから、これだめなんですよね。対等な形でやっていくに

は経済的なこともあるし。医療者側は「患者会さえ呼べばなんとかなる」という発想をもちやすい

と私は思っていて、その辺がちょっと明確じゃなかったような気がします。先生の患者会に対する

イメージをもうちょっと具体的に、そして将来こんなふうにすればもっとうまく行くんじゃないか

というお考えがあったら、ぜひ教えていただきたいんですけど。

金　本当にもっともなご指摘でアイデアがあるかと言われると、本当に厳しいんですけれど、やっ

ぱり自立というのがキーワードになって来ると思うんです。誰も助けてくれないんだよと。がんサ

バイバーの方は、サバイバーの権利を守るためにやっぱり団結して行かなきゃいけませんし、そう

いう自助努力という意味合いで、患者会の活動が進んでいくべきであるのかなと思います。もう少

し広く言うと、医療者や行政が患者会を利用するのではなくて、逆に患者会が行政に注文を出して

動いてもらう。患者会が会社もしくは病院に要求を出して動いてもらうというところに行くべきで

はないのかなと思います。そうすると、おそらく患者会の方々が疲弊するということじゃなくて、

もう自律的に基づいて必要なことを討議しながら進んでいかれると思うので。ただ、そこまで非常

に自律的に動かれている患者会って多くはないですよね。そういうふうに自律的な活動に持って行

く方向が必要なのかなというふうに思います。

高橋　ありがとうございます。今日は患者支援団体のメンバーの方々もたくさんご参加ですけれど

も。この就労支援というキーワードでどういうふうに力を出す余地があるかとか、ご意見はありま

せんか？いかがでしょうか。ちょっと取っておきましょうか。では、他にいかがでしょうか。

会場参加者 B　大学でリハビリテーション科の医師をしています。今日は初めて参加させていただ

いたのですけれども、いろいろ勉強になります。私もがん患者さんを含めていろいろな患者さんの

就労支援に携わっているんですけれど、今日の話の中にリハビリテーション科医というのがなかっ

たのがさびしいと感じました。和田先生のお話をうかがった中で、就労支援の中でリハビリ出勤に

関して、あまり積極的でない感じをお受けしたのですけれども。実際私が関わっている患者さんに

おいては、必ず５日間出勤出来るというところから始めると、本当に頑張りすぎちゃう方もおられ

るし、切羽詰まってうまくいかないパターンもあります。あと、脳腫瘍の患者さんですと、高次脳

機能の障害も合併していますので、一概に完璧な状態で就労に向かうというのは難しいのかな、と

感じています。また、やっぱり体力的に不十分な中で就労に向かうというのは、しょうがない部分

もあると思っていて、その原因として病院側の主治医も、もともと患者さんの「体力づくり」も含

めた就労支援はしていないんじゃないかという問題意識を感じているのですが。そのへん、体力も

含めてどういう就労支援をしたらいいのかという点のご意見聞かせていただければと思います。

和田　ご質問ありがとうございました。まず初めに、リハビリテーションを必ず次からは入れるよ

うにしたいと思います。今日産業医の先輩方も来られていらっしゃるので違う意見があればまた教
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えていただければと思いますが。そもそもリハビリ出勤についても、賛否両論あります。ドライに

考えると、職場というのはリハビリをする場所ではないという考えがあります。結構今、病院もそ

うですけれど、職場もみんないっぱいいっぱいな状況があるので、果たしてそこに就業規則を曲げ

てまでいることが、本人にとっても、会社にとっても意義があるのかと言うと、ないとは言いませ

んけれども、そこを押すだけの理由があまりない。ただ、やっぱりそういう対応をしておられる企

業さんがあって、それは対応する理由を見つけてやっているわけですけど、私は個人的に担当して

いる企業の産業医として、会社にそれをやりなさいと申し上げる理由が見つかっておりません。

　ですが、体力支援というのはまさにそうで、うつの患者さんと似ていますが、そもそも月から金

まで毎日職場に出てくるという、多くの人が当たり前のようにやっていることが、やっぱりうつだ

とか、開腹手術だとかで、一時期お休みになった後は本当に大変だというのは、面談をする中で感

じるところではあります。ただ、うつに対してはリワークというものが始まりつつありますけれど

も、そういったものをやりながら、雇用契約が毎日なのであれば、そこを目指すと。雇用契約を突

然変えて週に３日ということが出来るのであれば、それはそれで職場でもリーズナブルなので、やっ

ていただけばいいのかもしれませんけれど、それもまたいろいろと難しい。毎日出て来れるという

ところをゴールとして行うには、ハードルが結構高いんですけど、その方の１年後、５年後を考え

ると悪くはないと感じております。もし他の産業医の先生で違う意見があれば、ぜひお聞きしたい

と思っています。

高橋　産業医の先生方で、うちはこういうふうにしているとか、自分はこう思うとか、そういうご

意見がありませんか。

会場参加者 C　専属の産業医をやっております。今日は貴重な話をありがとうございました。今、

和田先生が「会社はリハビリテーションの場ではない、働くところである」とおっしゃった意見に

私も賛成です。と申しますのは、最近メンタルでお休みする方も多いのですが、やはり十分に回復

しない段階で会社に戻ることになりますと周りの方に対する負担が非常に大きくなります。そうす

ると結局、時期尚早ながら少し無理をして頑張って戻って来たけれど、それは職場に安全配慮の責

任があるんだから配慮してくださいというふうに産業保健サイドから言ってしまいますと、周りに

いつまでか先の見えない負担がかかる分、メンタルやがんサバイバーの患者さんっていうのはお荷

物と思われてしまうことがあるんですね。長い目で見ると、結局はそういう方たちが職場の中に

戻って行く、職場で就労と治療を両立をしていくということを難しくしてしまう。やはり所定労働

時間きちんとデスクに座っていられるというところを本社の復帰の判断基準にしております。当社

の場合は、一応、所定労働時間働けるのだけれども、最初の３カ月間、特に最初の１カ月間は６時

間の短時間勤務、８時間のところを２時間削って６時間というのを産業医の意見書で配慮して戻っ

ていただいています。もちろん、その配慮を必要ありませんとおっしゃる社員の方にはそういうこ

とはしませんけれども、月から金まで８時間座っていられたとしても、はじめは一応保険をかけて
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６時間の短時間勤務という形をうちでは取らせていただいております。

　今日いただいた「がんと就労第２回勉強会報告書」の 34 ページの一番下に、内田スミスさんのご

発言のところがあるのですね。「合理的配慮の訳って、中にいた人間からしてみると、『同僚からず

るいと言われない職場環境整備』ということが近いんじゃないかなと思いました」というご発言が

あるのですが。まさにこのへんが企業の産業医としても日々感じているところです。

高橋　ありがとうございました。２月５日のシンポでも発表しますが、がんと就労に関する経営者

や上司向けの海外教材を分析をしています。その中で必ず出て来るトピックが、「同僚の納得をどう

得るか」ということです。あと、経営者としてはバランスを取ることが非常に大事であると。もち

ろん、一生懸命働いて会社に貢献してきてくれた従業員ががんになったら、手助けするのがスター

トポイントであるというのは一貫しています。ただそれだけじゃなくて、会社組織や同僚の負担の

バランスもとらなくてはならない。それから経営者としては、経営者としての仕事全体の中で、が

んになった方の就労支援をどう位置づけるか。それら全てのバランスをよく取ることが経営者には

重要、そういうことも書いてあって、うーん、なるほどと思いました。ご参加の皆様にはいろいろ

なお考えがあると思います。第２回の勉強会では、がんと就労というテーマは、がんになった方の

救済というよりも、いかに活用……活用って何かすごく失礼な言い方のように聞こえるかもしれま

せんが、でも考え方としては「救済ではなくて活用」ではないかというご意見もありました。考え

れば考えるほど、本当に深いと思います。他にいかがでしょうか。はい、どうぞ。

会場参加者 D　私は肝臓友の会という患者会に所属している者ですが、私も患者会の役割は非常に

大きいと思っています。ただ、特に最近、私が患者会よりも重要だと思っているのはインターネッ

トです。私は肝臓病の患者なのですが、インターネットで調べてみると、今、治療を受けていると

いう人がたくさんみつかります。以前に私がインターフェロン治療をした時に非常に苦しい思いを

しましたが、わらにもすがる思いで、インターネットの書き込みを探しました。その時に仲間にい

ろいろと相談をして、とても助けてもらいました。そこで助けてもらった経験があるので、今、私

も自分のブログを作り、治療しながら死にそうになっている人たちにアドバイスをしています。そ

して、どうしたら治療をしながらうつ病にかからずに仕事を続けられるかということを、いつも考

えています。私の場合は肝臓病ですが、がんの場合でも、おそらくがんになったら、皆さん、がん

患者のブログを探すと思います。そこでブログの仲間に相談して、小さいながらも患者のグループ

を作りながら、助け合うということが出来ると思うのです。プライベートな患者会のようなものな

のですが、このような形で患者を支援できる可能性はどれくらいあるのでしょうか。先生のお考え

かを教えてください。

金　ご質問ありがとうございます。非常に大切な論点ですね。インターネットは非常に有効です。

顔を合わせなくても、つらい時に電車に乗って施設まで出かけなくても、PC というインターフェイ

スでコミュニケートできるというのは非常に大切で、発展性のある分野だと思います。ただ、イン
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ターネットは玉石混交なのが１つの大きな欠点です。果たしてその教えられた情報が正しいのかと

いうところで、いくつか問題点が出てくるんじゃないかと思います。アメリカのＴＷＣ（the Well -

ness Community、現 Cancer Support Community）がインターネットを介した取り組みをしてい

ます。米国ではグループセラピーが盛んなのですが、それをネット上のチャットのような環境でやっ

ていく。そこでは 10 年の経験がある専門のファシリテーターがいて、同じ境遇の方々が 10 人くら

いで１つの話題についてチャットして行く。思いついたことを打ち込んで、それにポジティブな

フィードバック、もしくは教育的なフィードバックが帰って来るという試みが報告されていて、非

常に有望だと思います。ただ、グループセラピーのファシリテートが出来るような人材って日本で

はあまり多くないので、そこもちょっと難しいなと思っています。結局、非常に発展が期待できる

分野だけれども、発展途上なのかなと感じます。

会場参加者 D　確かに、肝炎の分野では慶応大学の加藤眞三先生が、患者が質問してそれに答える

というシステムのブログ 1）を作られています。そういうのがもっと広がればいいなと思っています。

私は医者ではないので、やはりアドバイスするにも限界があります。先生がおっしゃったようなも

のがきちんと出来れば、非常に良いことだと思います。また、患者さん同士で愚痴を言うだけでも、

精神的に楽になるので、そのような活動を何らかの形で広げていければと思っています。ありがと

うございました。

金　ネガティブな愚痴を言うと、逆にファイティングスピリットが高まるという研究結果もありま

すので、愚痴は言えば言うほど、明日は明るく戦えます。

会場参加者 E　緩和ケア科の医師をしています。先生方、すばらしい発表ありがとうございました。

金先生の発表をお聞きしながら、本当に過酷な状況の中で、しかも外来の限られた時間の中で患者

様方の様々な悩みに対してサポートすることの難しさを改めて示されて、大変良かったなと思いま

す。私たちはどちらかと言うと進行期のがん患者さんを診ることが多いのですが、そういった方々

の中で、職場に自分ががんであることをどれくらい告げているかを考えた場合、比較的上の立場に

ある方々は公表して、みんなの協力を得て仕事を続ける方が多いのですが、まだ若年者であったり、

比較的立場の低い方々ですと、やはり病気のことを隠しながら働かざるを得ないような状況があり

ます。公表すると、先ほどから言われたような足手まといと思われたり、しかも、人事からクビを

切られたりという、そんな心配を持っている方々を本当に何人も経験しました。そんな中で私たち

に出来ることって本当に限られるのですね、緩和ケアの場合。そこで、和田先生が産業医について

今日話してくださって、すごく、あ、これは光が見えたかなと思ったのですが。例えば就労に関す

る相談が先生方のところに行った時に、先生方はどんなことをされるのですか？それは会社の人事

課の方に報告するのか、しないのか。そして、またそういう相談があった時に、先生方が実際にそ
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の方のために何かできるのかということを教えていただけませんでしょうか。

和田　はい。他の産業医の先生もおられるので追加があればお願いします。私個人的には御相談が

あった場合にはまず、先ほど田中先生も話していらっしゃいましたが、主治医の先生から言われて

も患者さんがよく分からなかったことに対してお答えをするというのが、出来る支援かなと思って

やらせていただいています。どういった配慮が必要ですかとお聞きして、ご本人があまり具体的に

配慮のイメージがわかない場合には、そのイメージを作ってあげることになります。もし仮に配慮

が必要であった場合には、病気について職場には言わないということも１つのやり方ですけど、やっ

ぱり先ほどから話題になっている、同僚や全体の納得感を得るということから考えると、言わなきゃ

いけない場合には、やはりある程度相談をしながら、何を誰に言うべきかを調整したりすることは

あります。ですから、そのあたりは先ほど申し上げたように、どちらかと言うと、私はご本人さん

に誰がキーパーソンで話ができそうなのかいうところを見ながら、まずはやっぱりご自身から話を

していただく。それでちょっと難しければ入ります、というようなスタンスでやっております。上

司っていっても、医療の専門家でも何でもないですし、言うことによってまた何か大きく違った方

向に行くのもありますが、そのあたりは良く見ながらやっていただくということかなというふうに

思っています。

会場参加者 E　人事の方にはそれは連絡されるんですか？

和田　人事の方には、基本的には必要のないことは言わないわけですけれども、時間外労働を少し

削減しましょうという場合には、もちろん病名など多少は伝える必要もあるかもしれません。何の

説明もなく、「時間外労働なし」、というのもできないわけではないのですけれども、それだけで本

当に職場がうまくいき、他の人の納得感も得られない場合があるので、場合によっては人事にご自

身からできる範囲での話をしていただくように説得をする場合もあります。

会場参加者 E　連絡義務はないということですか？

和田　連絡義務はないです。

田中　新日鐵の田中です。一言だけ言わせていただきたいのですが。人事に言う必要はないんです

けれども、全ての事例に共通する一般的な対応というのは難しい。どうすべき、というのはないで

す。企業には文化があるので、その文脈の中で語らないといけないのですね。だから、例えば先ほ

ど就業内容に配慮すると不公平感があがるという職場もあれば、あの人をあれだけ守ってくれる職

場なら自分も安心だと、逆にモチベーションになる文化もある。そこまで配慮してくれる企業なん

だ、と。または、今言われてたように、人事等の評価に関わるから上司や人事には言わない方がい

い時もあれば、言ったら、その上司の方がすごく調べて、親身になって、もう父親のような立場で

やってくれるようなときもあるので。やっぱり企業文化の文脈の中で一緒に考えていかなきゃいけ

ないし、僕ら産業医は逆に、例えば、がんと就労のことに関して、企業や労働者に不利になるよう

な考え方を持っている人がいれば、そういうことを矯正するように、少しずつ事例を重ねて企業文
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化をつくっていかなければいけないと考えております。

高橋　ありがとうございます。第２回でも、通訳の役目を果たす産業医の存在が話題になりました。

少なくとも専属産業医としてその会社にコミットしている産業医の先生には、そういう通訳の役割

というのは期待できるだろうなと思います。企業文化の通訳、ご本人の働き方の個別状況のファシ

リテーションをしてくださる産業医の先生の存在は、治療医の立場から言えばとても頼りになると

思います。他にはいかがでしょうか。では、最後の質問にさせていただきます。

会場参加者 F　今日初めて参加させていただきました。ありがとうございました。私は、先ほど出

てまいりました難病の患者さんを支援しているＮＰＯで仕事をしています。が、医療者ではありま

せん。私たちは、患者さんの就労についても活動を続けております。申し上げたいことは、２点ほ

どあります。１つは先ほど「患者会を使って企業に働きかける」というお話がありましたが、現在

の患者会は昔と変わって来ているにもかかわらず、昔の「患者会」というイメージをまだ引きずっ

ている人からすると、何か働きかけをすると「圧力団体」的にとらえられてしまうことがあります

ので、その点を企業の方たちがどのように捉えてしまうのか危惧してしまいます。それに加えて、

患者会のリーダーさんの資質によって、とても良い活動をしているところもあれば、活動がちょっ

とぶれていくようなところもあります。そのあたりも総じて危惧されるところかなと感じておりま

す。

　もう１つは、先ほどから「リハビリ出勤」のことを産業医の先生方が否定的な見地からおはなし

だったことが、私の立場からしますととても悲しいのです。それはなぜか。難病でも障害者手帳を

持てる人の就労はまだいいのですが、実際は、ほとんどの患者さんが手帳を取ることができず、そ

の状況で働いていかなければならない時に、必ずすべての人がフルタイムで働き始められるのかと

いうと、そうではないです。先ほどからの先生方のお話は、強者の、健康体の方の話であって、何

か病気を持ってしまった場合に本当に健康体の人と同じに働き始められるのかというと、できない

という実態を私たちは、ずっと見て来ています。そのような人のために会社側との通訳として産業

医の先生はいてくださるものかなと、思っていましたが、それがまったく違うのだということがわ

かりました。例えば、がんと言うのは、いつ誰がかかるのかわかりません。ここにいる誰がかかる

かもしれない。先生方がなるかもしれない。そうなった時に、そのような人は、邪魔だからとばっ

さりと切られてしまうのだということを、今日、お話聞いていて、やっぱりそうなのだと知りまし

た。産業医の先生がそのあたりのあり方を変えていっていただけるとありがたいですのです。

それから、子どもがいても働ける、ちょっと病気があっても働ける、みんなの力が少しずつ集まっ

て、一つの良い企業を作っていけるというような企業文化、日本文化というものにしていっていた

だけると、病気を得ようが、子どもを産もうが、みんなが働いていけるのではないかなというのが

私の感想です。

高橋　はい、どうぞ。
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会場参加者 G　産業医をやっております。私も今おっしゃられたことと、それから前回の勉強会に

出た合理的配慮や、アファーマティブアクション、ポジティブアクションなどは、非常につながる

ものだと思っています。母子保健は ― 母子保健というのはお子さんが大きくなるという期限付き

ですから、がんとはちょっとニュアンスが違うんですけれども ― ある意味安定期に入っているがん

患者さんやクローン病の患者さんの状況と大変似ているところがあって、今お子さんを育てている

方だと就学前まで短時間勤務制度はどの企業ももう義務化されたのですが、お病気の方にも実は短

時間勤務制度は使えます。「リハビリ出勤」ではなくて、ですね。リハビリという名前ではなくて、

いろいろな働き方をしたい人が短時間勤務制度を本人が自主的に自律的に選ぶことができるように

拡大すると、一番公平感があるのかなと思っています。今私が関与している企業の中でも、「短時間

勤務の育児支援があるのであれば、お病気の方、あるいはお病気からの回復の方にも、同じような

システムを導入して欲しい」と、ずっとずっと言い続けています。もう１つは、元気がある方のテ

レワークですね。テレワークがお家で可能な方に関しては、通勤のリスクや負担が減るだけでも、

大事な１～２時間分の体力を温存して働くことができる。ですから、テレワークをそういった方々

にも広げたらどうかと提案していて、なかなか認めてもらえないのですけれども、今がんばってい

るところです。

高橋　はい、どうぞ。

金　残り２つの議題と患者会のことです。圧力団体でいいんじゃないかなと、私個人としては思っ

ています。それを企業側、もしくは産業医の先生方がどう感じていらっしゃるかということは後ほ

どマイクをお回しします。もう１つは、患者会それぞれ、病院ごと、地域ごと、疾病ごとにありま

すけれども、そこで培われたノウハウ、たとえば、どういうスタンスで会員の方と協働すると良い

のか、どういうスタンスで行政や企業と付き合うべきなのかといったノウハウを蓄積して行って、

それをもとに良い患者会の動きになって行くべきだと思います。そのためにはどういうことが必要

なのでしょうね。ＮＰＯや行政が、とりあえずデータセンターみたいな、ノウハウを蓄積するところ

があって、ちょっとした相談に乗るよという、そういうところがあれば良いですね。各自、各疾患

で培っているものがあるのに、このままバラバラにタコつぼで置いておくともったいないと思いま

すので。患者会は圧力団体でいいのではないか、ということで、マイクを回します。

和田　私の方からは、２つ目の話がメインだと思うんですけど。私はこの課題は、格差の問題だな

と思っています。健康格差が話題になっているんですけど、1980 年から 2005 年までの死亡などの

データをみていると、格差がどんどん広がって行っていることが最近わかりました。1980 年代の死

亡だけ見ると、労働者人口の死亡は均一なんですが、職種によってどんどん広がっていく。これだ

け豊かになったのに、なんでこんな、病気になったぐらいで何も守ってくれないの、というところ

にみんな気付き始めている。あ、これはおかしいと。ですから、基本的にはやはり、これはがんだ

けの問題ではなくて、他の潰瘍性大腸炎もクローン病も心筋梗塞も全てに通じるところなので、産
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業医としてはそういうところの啓発も含めてやっていくことだと思いますが、やっぱりそれでは力

不足ですので、今日メディアの方もいっぱい来られていらっしゃるので、やっぱりメディアを通じ

て、企業ってどうするべきよという議論を投げかけていただきたい。格差が広がる中でこういう問

題を通じて、私たちはどんな社会を作りたいかをもう一度みんなで考えて行くべき時期かなと思い

ます。

高橋　どうもありがとうございました。やはり、こういうふうに出会ってみないと分からないとい

うことあると思うんですね。ぜひこういう場を続けたいと思っております。それがこの研究班のポ

イントでもあると思います。研究班長でありながら、私は産業医資格を持っていない７割の医者の

１人なんですが、実は、産業保健の常識が入っていない素人の目を持ちながらこういう研究班をや

ることの面白さというのも、ちょっと感じています。それと、今までの勉強会では企業の視点があ

まり入っておりませんでしたが、企業のヒアリング等もさせていただいて、正直こんなにいろいろ

考えてくださっているんだな、とも思いました。その一方で、働くことの大事さ、働く覚悟をもつ

ことの重要性も感じました。いきなり週５日会社に行けなかった時にどういうふうにやっていくの

か、現実的なところをみんなで考えなくてはいけないと思います。

　最後に。「がんになったから働いちゃいけないんだ」「もう無理なのよね」とはじめからあきらめ

ている人がたくさんいると思います。ただ、ご本人もご家族も周囲も会社の人も、そういう判断を

正確な医学情報に基づいて行っているかというと、全然そうじゃない。ですから、正確な医学情報

に基づいた個別の対応を、いかに各当事者の負担を少なく実現するかというのが、この研究班に課

せられたテーマではないかと思っています。これからも皆様のご支援を賜りたいと思いますので、

引き続きよろしくお願いします。お二人の先生方、どうもありがとうございました。
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