
　みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

ん対策情報センター・センター長の若尾と申しま

す。

　本日は、おいしいお茶とお菓子を召し上がりな

がらみなさんと意見交換ができればと思います。

本日のテーマは、「がんになっても自分らしく―

就労と治療の両立」です。このテーマはなかなか

難しいのですが、国が定めた第Ⅱ期がん対策推進

基本計画の中でも、新たな重点課題となっていま

す。なぜ難しいかと言いますと、いろいろな方が

関係者として関与するからです。患者さん、医療

機関、企業、そして行政の力も必要となります。

いろいろな方々の連携が必要で、それがないと谷

間に落ちてしまいます。

　そうさせないためにも、このカフェで意見交換

することがとても大事だと思います。本日はおい

しいお菓子とお茶をいただきながら語り合い、み

なさんの忌憚のないご意見をいただきたいと思い

ます。

　最後になりますが、本日の会がみなさまにとっ

て有意義であるとともに、今日をきっかけに名古

屋地区のみなさまにつながりが生まれ、患者さん

の支援の場が広がることを祈念いたしまして、開

会挨拶に代えさせていただきます。

　本日はどうかよろしくお願いいたします。
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など

めて参加させて きましたが、 良かったです。

な 、情報交換の機会となり有意義な半日となりました。ありがとうございます。男性の参加者が少ないように感じました。
に企業の人事・労 事 の参加者が えるといいな、と思います。

っている時に 談する ネル ーが い時に、 があることを知っていると心 い。病気でも きる さって必要なんだと
思ったが、それには え も必要。いつでも を開いているとこ があると知っていることはいいと思った。

で2回 を期待しています。

社労 さんと同じテー ルだったので、年 成 など しく聞くことができて良かったです。企業のトップ・人事に分かってもら
えないと き ける事は しいのでは？
ー ルワーカーの仕事内 、 自体知られていない事が、ほとんどなので、 へのアク スを 報する方 があったらい

いと思います。

今後も参加したいと思います。

自分が知らないがんに するい んな立場の方の話をお聞きすることができ、 有意義な時間でした。もっと く皆様に知って
もらえると良いと思いました。本日はありがとうございました。

参加者の感想（自由記述）

「ご当地カフェ」5回 、そして で 日本全 を「め る」なんてステ 。「つながる つな る 立させない」
二回 のご当地カフェを 開催して下さい。

このような会は 度きりではなく、 していけたらもっと良いのではと思います。い い な方たちとお話ができてとても良かった
です。考える機会を得られたことが に良かったので、この考える機会を めていくには、どうしたらよいのかが課題とも思いま
す。

事前にこのような ループワークがあることが分かると良かった。参加者にはこの に いていた人がかなりいた。
の声など聞けて良かったです。このような が がると良いと思います。

新しい発見、 をたくさん けました。感謝です。日々の業 を じてどんどん情報発 していこう と思います。
ありがとうございました。力になりました。
現 の方がもっと参加出来ればよいと思います。

参加させて いて良かったです。

他の方の な意見を聞けて良かったです。

とても有意義な時間をありがとうございました。
また って下さい。

様々な立場の方のお話から考え方が ことができ、これからの自分の職場に かせる かを得られたと感じます。
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ライフキャリアからみたがん告知の意味

　みなさん、こんにちは。キャリアカウンセラー

の服部文と申します。本日はがん治療と就労支援

という内容で、中でも「患者力」というところに

焦点を絞りお話をしていきます。

　まず「がんになったということ」をとらえ直し

ていきたいと思います（スライド 1）。やはりが

んと診断されるということは誰にとっても突然の

ことです。「思いもよらなかった」「人生最大の衝

撃」「まさか私が…！？」という思いにとらわれ

ます。これは今までの人生の中で経験したことが

ない「がん患者という役割」が突然降りかかって

きたということだと言えます。当然うろたえます

し、これからどうしていこうということも考えて

いかねばなりません。

　私はキャリアカウンセラーという立場ですの

で、これをキャリアの観点から説明していきま

す。スライド 2 の矢印を人生全体だと思ってく

ださい。これをライフステージという長さとライ

フロールという幅でとらえていくことになります

が、この「人生全体を人はさまざまな役割で構成

している」、これがライフキャリアという考え方

です。これは私が勝手に言っているわけではなく、

アメリカのキャリア心理学者のドナルド・E・スー

パーという人の理論です。

　人生全体をいろいろな役割で構成している。人

間は生まれた時は「子」の役割しかありません。

それがいろいろな社会生活に触れていく中で自分

の役割が増えていき、そのぶん子どもの役割はだ

んだんと減っていきます。それがもしかしたらど

こかで親の介護が必要になった時には、また元の

「子」の役割が増すかもしれませんし、いずれそ

れも収束していくこともあるでしょう。そのよう

に人はその時々の人生の断面によって、いろいろ

第 1部　講演（2）

服部　文
仕事と治療の両立支援ネット～ブリッジ～代表／キャリアカウンセラー

がん治療と就労支援�
―「患者力！」

スライド 1　がんになったということ スライド 2　これからの人生を再構築する
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な役割を構成していると言えます。

　そこにたまたま「がんと診断された」というタ

イミングが発生した。するとその中でいろいろな

役割変化が起こる。そうなると、これまで漠然と

思い描いてきたこれからの人生が大きく変わって

くる。人生設計が崩壊したかのような感覚にとら

われるかもしれません。それでもがんという起

こった事実を変えることはできない。したがって

その事実を踏まえた人生をそこから再構築してい

くことが必要になってくるのです。

就労の人生再構築は患者自身が主体的に
行うことが重要

　次に今日のテーマである「がんと就労」という

ところに視点を移していくと、スライド 3 のよ

うになります。仕事は当然、人生を構成する大切

な役割のひとつです。先ほどの高橋先生のお話

（162 〜 168 ページ、共通講演１参照）の中でも、

仕事はいろいろな意味合いを自分の人生にもたら

しているというご指摘がありましたが、それはと

ても大切なことなのです。そして、もう一度人生

設計を考えていくためには、その人自身の価値観

がとても大切です。それを見極めながら考えてい

かなければならない。ですから人任せではなく、

主体的に自分で取り組んでいかなければならない

のです。誰かがお膳立てしてくれて成り立ってい

くものではありません。

　がんという自分の身に降りかかってきた病気を

治療しながら仕事を継続していく、その過程の中

では職場とどう折り合っていくかということがと

ても大切なことになります。実はけっこう多いの

は、いったん復職はするのですが職場との関係性

がどんどん悪化してしまうというケースです。自

分自身の症状をとらえきれなかったり、相手にな

かなか伝えられなかったりして、関係性がおかし

くなっていくということは本当によくあることで

す。よく言われる不当解雇という事例は、今まで

支援をしていてほとんどありません。そこで実際

に離職原因についてアンケート調査をしたのです

が、会社が一方的に解雇するような事例は出てき

ませんでした。離職の多くは職場との関係性の悪

化や非正規雇用特有の問題から来ています。

　スライド 4 は労働契約です。そもそも職場と

の関わりは労働契約によって生まれています。そ

こを確認することで、基本的な立ち位置を見つめ

直していきたいと思います。労働者が使用者に対

して一定の労働を提供する。使用者はその対価と

して賃金を支払う。これが基本的な労働契約です。

そこにがんになったという事実によって、提供す

る労働に何らかの変化が生じます。何も変化がな

かったらそもそも就労の問題は生じませんので、

まず何らかの変化があっただろうということが考

えられます。提供する労働がどのように変わった

スライド 3　がんと就労 スライド 4　労働契約ってなんだろう？

207がん治療と就労支援―「患者力！」　



のかということが、実は使用者から見ると非常に

わかりにくいのです。使用者としては、これから

も契約通りに働いていけるのかということが疑問

になってきます。ですからここはやはり労働者の

側から使用者に対して説明をしなければいけない

ということになってきます。

　たとえば契約のもうひとつの柱である賃金の方

は、ふだん通りに働いているのにいきなり下がっ

ていたらそれはびっくりしますし、それは不当だ

ということになります。同じように自分の提供す

る労働に何らかの変化が生じたのであれば、やは

りそれは労働者の責任においてきちんと説明をし

ていく必要があるということになります。その内

容はきちんと自分で把握していないとなかなか説

明することはできません。したがって自分の体と

しっかりと向き合って、自分の中で整理をしてい

くことが必要となるでしょう。これは契約の主体

としての労働者の説明責任ということになりま

す。こうしたことが十分に行われていないと、や

はり職場の理解は得られず苦しい立場に追いやら

れるということも出てきます。これはまったく特

別なことではなく、非常にありがちなケースです。

治療も一段落して、さあこれから復職していこう

というその時から現れることが多いのです。

事例を通じて考える
―自分のことを十分説明できているか

　そうしたことを事例で見ていこうと思います。

スライド 5 の女性は「復職したからには自分の

病気を言い訳にせず、しっかり働いていこう」と

思っています。自分でも頑張って「まったく問題

なく働けます」と周りに言っています。ただ、実

はまだ通院治療中でもあるわけです。やはり身体

的にもきついこともある。何とか頑張って働くの

ですが、定時を迎える頃にはもうぐったりです。

ようやく定時で、さあ帰ろうとすると「もう帰る

の？」と上司が嫌な顔をしてくる。そう言えば最

近、同僚もなんだか冷たいような気がする。そう

なると、これほど私は頑張っているのに周りがわ

かろうとしてくれないという孤立感に襲われるこ

ともあるかと思います。こうして見ていくと、本

人の頑張りがわかるだけに本当につらいケースだ

と思います。実際にこんな残念なことが起こって

いるのです。

　でも、実は自分がどこまでできるのかが職場に

は伝わっていないかもしれないということも考え

ておく必要があります。本人も頑張っていますか

ら、周囲も額面通り「すっかり元気」だと信じ込

んでいるということもあります。だから「もう帰

るの？」と思われてしまう。同僚にだって、彼女

の休職中の穴をみんなで一生懸命カバーしてきた

という自負があるかもしれません。「今まで私た

ちも頑張ってきたのに、その負担はいつまで続く

の？」と思われてしまうこともあります。そうし

た不公平感も職場の居心地を悪くするものになり

ます。そうした視線は、体力的にもきつい中でと

ても傷つくことだと思います。それでも周りがわ

かろうとしないということ以前に、実は自分が説

明をしていないかもしれない、その可能性にも目

を向けてみることが大事なのです。

　それではここでみなさんにも聞いていきましょ

う。人によって感じ方が違うということも、実は

職場との協調を難しくする一因になりうるもので

スライド 5　こんなふうに悩んでいます
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す。みなさんも自分ならどうかということを考え

てみてください。これからある事例を挙げていき

ます。この時の 2 つの感じ方を申し上げていき

ますので、どちらに近いのかを直感でいいので選

んでください。

　まず一つめです（スライド 6）。「直属の上司は

異性です。女性（男性）特有のがんになったあな

たは、治療に伴う休暇取得を相談しなければなら

ないという状況になりました。」、この時に「①が

んになったことを人に話すのは抵抗がある。まし

てや異性の上司に話したくない」と感じるか、あ

るいは「②異性だろうと同性だろうと上司は上司

で関係がない。部下の状況をきちんと把握してほ

しい、時間を待ってしっかりと話そうと思う」か

です。思った感じでけっこうですが、いかがでしょ

うか。②の方が多いですね。

　もう一つやってみます（スライド 7）。「あなた

は 3 ヵ月間休職して治療に専念しました。3 ヵ

月後に復職してきたところ、職場の同僚とばった

り顔を合わせました。その同僚が“わあ、久しぶり、

体調はどうなの？ „ と聞いてきました。その時に

どう感じるかです。「①いきなり体調のことを聞

かれるなんて困ったな。周りの人に病状のことを

知られたくないし、触れられたくない」と思うか、

「②腫れ物に触るような扱いは逆にストレスにな

るから。ストレートに聞いてもらえて良かったな」

と思うかです。分かれましたが、ここでも②の方

が多いですね。

　ありがとうございました。実はアンケート調査

を進める中でも、思いや感じ方が人それぞれ、千

差万別であることを改めて感じました。今お答え

いただいたことも、どちらかが正解であるとか、

こちらの方が理想的だというものではありませ

ん。そこは個人的な思いとして、それぞれが持っ

ていればいい。ただ周囲の人にどのように接して

もらいたいかということも、人によって違うとい

うことなのです。周りは気遣ったつもりなのに、

実は本人は人知れず傷ついているというようなこ

ともあります。

まとめ
―自分の取扱説明書を自分で持つこと

　したがって自分が周囲に積極的に伝えていくこ

スライド 6　あなたはどちら？　①

スライド 8　積極的に伝えましょう！スライド 7　あなたはどちら？　②
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とが大事です（スライド 8）。これからの働き方

はどのように変化していくのか、自分をどのよう

に扱ってほしいか、あるいはどんなことを聞いて

ほしくないのか。こういうものをまとめて、私は

これを「自分の取扱説明書」という言い方をして

います。自分がどのような立ち位置にあるのか、

そのスタンスを相手にわかってもらう。そのため

には自分のことをきちんと把握しておく必要があ

ります。どのような情報を出していくかは自分次

第です。何も洗いざらいすべてを話す必要はあり

ません。聞かれたことにあわてて答えてしまって

から、後であんなこと言わなければ良かったと自

分で自分を傷つけてしまうこともたくさんありま

す。何を出して、何を出さないかという自分自身

の情報の取捨選択をしっかりして、自分で握って

いるということがとても大事なことです。そうし

た工夫をすることで、職場との関係性を良くして

いくことに努めていただければと思います。自分

のことは伝えないと理解してもらえません。

　最後にまとめていきます（スライド 9）。今日

のテーマとして「患者力」というものを挙げまし

た。それは「自分の意思で自分にとって望ましい

人生を選択していく力」だと私は思っています。

そのために必要なことを話していきましょう。患

者個人が企業に対して必要な情報を提供してい

く、それが職場から適切な配慮を引き出していく

ことにつながります。きちんと表現してきちんと

伝えていくということは、同じ職場で働き続ける

時ばかりでなく、新しく職場を探して適応してい

くような場面であってもとても大切なことだと思

います。そのためにはやはり、その基となる自分

の状況・気持ちの整理がとても大切です。

　それでも診断時や治療中には、その時々に応じ

て選択していくことが非常にたくさんあり、向き

合っていかなければならない。本当に大変な状況

だということもまた事実だと思います。そんな

困った時には、ぜひ私たちのような就労支援の専

門家を活用してもらいたいと思います。そのこと

によって、みなさんが少しでも質の良い日常生活

をつくっていくお手伝いができると思います。

　以上になります。どうもありがとうございまし

た。

スライド 9　まとめ
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提言書作成の経緯

　私の方からは平成 27 年 3 月に出されました

「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向け

た提言」の概要について説明させていただきます。

　企業等や医療機関での適切な働きかけを行って

いくために、各分野の専門の方々を構成員とした

「がん患者就労継続支援・がん検診促進検討会議」

を平成 25 年 11 月に設置し、検討を行ってきま

した。この 3 月にこの会議において企業等・医

療機関・患者本人・家族に期待される、あるいは

果たすべき役割ならびにこれらの役割が適切に果

たされるよう愛知県等の行政機関が取り組むべき

ことについて提言として取りまとめていただき、

今後はこの提言を踏まえ県として、企業等や医療

機関への働きかけを行っていく予定です。

　がん患者が就労継続しやすい愛知県づくりに向

けた提言はスライド 1 にあるように 4 つに分か

れています。

提言 1―企業等に期待される役割

　まず 1 番目の「企業等に期待される役割」で

すが、「（1）日頃の環境づくり」として企業等の

経営者や幹部、人事担当者、労働組合関係者らが、

がんに関する正しい知識を持つことや研修の必要

性が述べられています（スライド 2）。

　「（2）適切に治療を受けるための支援」につい

ては、①で、柔軟な働き方ができるような休暇制

度の充実などが掲げられています。就労者ががん

第 1部　講演（3）

井上　昌子
愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課がん対策グループ主任主査

愛知県の取り組み�
―「がん患者が就労継続しやすい愛知づくりに向けた提言」
について

がん が就労 しや い
愛知 くりに向けた

（ ） 等に れる
（ ） 医療機関に れる
（ ） が果た べき
（ ） 愛知県等の行 機関が取り組 べき と

スライド 1

等に れる

(1) の くり
等の や 、 事 、労働組 関

等が、がんに関 る しい知 を とと に「がんに
なって 働き ける とが である と及び の 」
を る。

等に いて、就労 ががんに関 る しい知
を 、「がんになって 働き ける とが である

と及び の 」を るよう、研修等を る。

スライド 2

(2) に 療を けるた の支援
就労 が、がんと診断 れ、 を れたとして

、 が な 等ができるように る。
病 を ける とが しい 等に いては、
に 等の取 いで るなど る。（ 等の に
て、 の就労 との に配 し 、がんになった就

労 に配 した を行う。）
がんになった就労 が、 しながらがん 療法等

の 院 療等を けられるよう、就 等により
は での病 や の取 しく

は の 用ができるように る。
の病 等の を ける とが しい 等

に いては、診断書等に き、 事 等及び の
が に 院 を るよう る。
就労 が、がんになった の 等に いて で

きる の に る。

スライド 3
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と診断されていったん職場を離れたとしても、職

場復帰が可能になるよう休職等ができるようにす

る。それが難しい場合には柔軟に休暇等の取り扱

いで対応していただきたいということです。

　②では、職場復帰した場合に通院治療が受けら

れるように時間単位や半日単位の病気休暇や年次

有給休暇、フレックスタイム制の利用ができるよ

うにすることが提案されています（スライド 3）。

　「（3）職場復帰に関する支援」としてはスライ
ド 4 です。

提言 2 －医療機関に期待される役割

　次に、医療機関に期待される役割です。まず

「（1）患者の就労継続に配慮した診療の実施」で

は、①で、がん診断時に患者の就労状況について

把握することや、④で通院治療の時間の配慮が求

められています。また③で相談支援センターや相

談窓口の機能、就労継続できる場合があること、

緩和ケア等の提供について伝えることが提示され

ています（スライド 5）。

　次に「（2）患者・家族への情報提供及び職場

との連携」についてです。治癒の見通しが不明確

な患者の場合は、企業側も見通しに困惑する場合

が多いと思われますが、患者や家族の希望や了承

が得られれば、個人情報の取り扱いに留意しつつ、

職場への医療情報の提供や患者・家族を通じた情

報のやり取りに医療者が協力することが挙げられ

ています（スライド 6）。

　次に「（3）相談支援センター等の相談窓口で

の就労継続に資する相談支援」ですが、相談支援

センターにおいて就労に関する専門相談が行われ

ることがまだ少ないため、①で労働関係法令や社

会保険関係法令の知識を持った方が相談支援にあ

たるなど配慮することが提示されています。現在

国のモデル事業として、職業安定所の職員が相談

支援センターに赴いて職探しをサポートする事業

を行っています（スライド 7）。

(2) への 及び との連携
や の働き の 断に 考となる を

な り に へ る。
が る は、 を て、

診断書等による への に る。
から があった は、 の取 いに

し 、 を て、 の診断書等による
への や との のやりとりに る。

スライド 6

医療機関に れる

(1) の就労 に配 した診療の
診療の い で、就労 に配 した診療が行えるよう、
の就労 等に いて して 及び活用 る。
診療の い で、がんと診断 れて 事を に け

られる が くあり、 に いては に考えるべき とを病
や 療 の とあ て に える。

診療の い で、 支援 ン ー等の の機 や
就労 に配 した ケア等の診療がな れる とを
に え、 える。

就労している が、 院 療と就労を できるよう、診
療 内での の 組を える。 た、 院しや い
（ の ）で 療できる を えるよう
る。

就労している が、 院 療と就労を できるよう、よ
り 院しや い の な医療機関の紹介に る。

スライド 5

(3) 支援 ン ー等の での就労 に
資 る 支援

支援 ン ー等の に いて、労働関 法
や 会 関 法 の知 を った が 支援にあたる

など、 な り積極的に就労 のた の に
る。

た に 、労働関 法 等に関 る 的知 に
いて るとと に、労働 、
は 事 等の 的 機関への紹介を に行う。

が、病 や診療 などの や
の働き の 断に 考となる を へ る に
る。

スライド 7

(3) に関 る支援
支援や の 支援のた 、

の配 と活用に取り組 。
にあたり、 事 等が と連携

るなどして医療機関から して しい の を
を て し、病 や就労 等をできる

り に したうえで、配 を 等に った
に就か る。

、 事 等が と連携 る
などして、 、 を て医療機関から診断書等
を取り る等により、 就労 の病 を し、働く
の や の 向 を行って、配 や就労

を していく。

スライド 4
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提言 3 －患者本人・家族が果たすべき役割

　患者さん自身が就労継続に向けて正確な情報共

有が必要であることを理解するとともに、主治医

等の協力を得て、雇用主への情報提供や自らを経

由した情報伝達に積極的に取り組むことが必要で

あることを示しています。「（1）がんと診断され

てから治療開始まで」では、②で就労継続を希望

する場合は担当医等に対して就労状況と就労継続

を望むことを伝えること、④で上司や人事担当者

に就労継続の意向を伝えるとともに休職や復帰の

判断材料となる病状等の情報を可能な限り詳細に

説明し、必要に応じて診断書を提出することが示

されています（スライド 8）。

　「（2）治療開始から職場復帰時まで」では、②

で人事担当者に状況を報告しつつ必要に応じて診

断書等を提出し、病状や診療計画等の情報を伝え

る。③で、職場復帰にあたって配慮を望む点を自

ら人事担当者に伝えるなど、人事担当者と連絡を

密にすることが重要になっています（スライド
9）。

　「（3）職場復帰後」ですが、①に自らの症状や

就労上の制約について同僚等の理解を得るように

努めることが示されています。そのためには職場

内のコミュニケーションを通して職場全体で相談

しやすい雰囲気が育まれていることが重要です。

そのためにも企業等に期待される役割は大きいと

思います（スライド 10）。

提言 4 － 愛知県等の行政機関が取り組むべきこ
とならびに現在の取り組み

　「愛知県等の行政機関が取り組むべきこと」に

ついては、スライド 11 〜 15 を参照ください。

　この提言を踏まえ、今の段階で県からどういう

働きかけをしていくかについて説明いたします。

　スライド 16 に「社員の就労状況に関する情

報提供書兼診断書作成依頼書」と「就労支援診断

書」のひながたを示してあります。県は、普及啓

が果た べき
(1) がんと診断 れてから 療開 で

らが就労 に いて 向きに考え、がんの病 、就
労 の や診療 に いて 医に る。

医の を えて、就労 を る は、
医等に して や 事に関 る と就労 を

とを える。
診療の と で 、 療 や療 活に関 る と

は 的な とで や 、 があれ 、 に 医
等に える。

事 等に病 等を し、就労 の 向を え、
に て 医に診断書等の を し る。

の就 の内 を し、 等の を
る。

スライド 8

(3) （ 院 療 ）
らの病 や就労上の に いて、 の と が

られるように る。
や療 上の 点に いて 医の に うとと

に、 的に診療を ける。
働き などに関 る や を 医等に えるとと

に、病 や の診療 などに いて を き、診断書等の
を し るなど、 と医療機関の のやりとりに

積極的に取り組 。
医療機関に して、 な り就労に の ない 院

を る。
病 が したと た は、 事 等に る

とと に、 やかに医療機関を 診し、 に て 医に診
断書等の を し る。

スライド 10

(2) 療開 から で
に関して や に う とを 医等に え

るとと に、病 や診療 等に いて を き、 に
て診断書等の を る。

事 等に を し 、 に て診断書等
を し、病 や診療 等の を える。

病 と にできる とや配 を 点等に いて 事
等に える。 た、 によっては配 等に いて

る。

スライド 9

愛知県等の行 機関が取り組 べき と

(1) 等への働きかけ
がんになった就労 が働き けられる くりに向けて「

の 」、「 に 療 るた の支援」及び「職場
に する支援」に 等が積極的に取り組んでいくよう、働きか

けや効果的な取組手法の案内等を行っていくべきである。
な 、働きかけや効果的な取組手法の案内等の にあたっては、
等の を考 して行っていくべきであるとと に、 等が

がんになった就労 の就労支援に取り組 とが 等の ー
ア 等に ながり る とを べきである。※

スライド 11
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発のため、これらを修正してホームページ等を通

じて広報していく予定です。文面についてはご意

見を有識者の方からいただき、2015 年 12 月に

はホームページにアップできるのではないかと思

(3) がんになって 就労 を に
が果た べき の 知

がんになって 就労 を に、 が「
と診 療 でに たす 」、「 療

職場 に たす 」及び「職場
療 に たす 」に いて 知していくべきである。
取組の手法としては、啓発資料の配布や愛知県のHPへの掲載と

いった な を活用した啓発及び 会の開催などが考えら
れる。

スライド 14

スライド 16

(4) 県 に る 及啓発
県 に して、がんの や医療の に関 る の
及びがんになって 働き けられる との 及啓発を行っ

ていくべきである。
取組の手法としては、啓発資料の配布や愛知県のHPへの掲

載といった な を活用した啓発及び 会の開催など
が考えられる。

スライド 15

スライド 17

取組の手法としては、 等の 事 等を とした啓発資
料の配布や 会の開催などが考えられ、「がん の 療と就労
の 支援の 等に関 るアンケート 」等の各種アンケート
結果の活用、事例の紹介（愛知県のHPへの掲載）や「 の就労
に関 る 書 診断書 書」等の取組に資 る書式

の案内等により効果が上がると考えられる。
がんになった就労 の 用 は、CSR（ の 会的 ）への

取組として 等の ー ア や 知 の向上に ながるとと
に、就労 の （ ）向上や な の に
ながる。

スライド 12

(2) 医療機関への働きかけ
がん診療連携拠点病院等の医療機関が「患者の就労継続に配慮
した診療の実施」、「患者・家族への情報提供及び職場との連
携」及び「相談支援センター等の相談窓口での就労継続に資する
相談支援」に積極的に取り組んでいくよう、働きかけや効果的な
取組手法の案内等を行っていくべきである。
取組の手法としては、がん診療連携拠点病院等へ向けた啓発資

料の配布や研修会の開催などが考えられ、各種アンケート結果の
活用、事例の紹介（愛知県のHPへの掲載）や「就労支援診断書」
等の医療機関で活用できる書式の案内等により効果が上がると考
えられる。

スライド 13

います。

　スライド 17 は、がん診療連携拠点病院でが

ん診断時に担当医から患者に渡すカードです。こ

れを印刷してがん診療連携拠点病院に配布し、が

んの診断がついた時に患者・家族に医療者から渡

していただくことを考えています。空欄になって

いるところがありますが、ここには各相談支援セ

ンターの電話番号などをゴム印等で表記してもら

うことを考えています。このカードにつきまして

も、おそらく 1、2 週間後にがん診療連携拠点病

院に配り、順次患者さんに配布していただくこと

になっています。先ほど高橋先生が話された国立

がん研究センターのホームページのがん情報サー

ビスにも行きやすいようにバーコードを入れてあ

ります。そこからホームページにつながります。

　今のところまだ具体的な取組みとしてはこれぐ

らいしか決まっていませんが、今後ともみなさま

のお力をお借りしながら進めていきたいと思いま

すので、これからもどうぞよろしくお願いいたし

ます。ありがとうございました。
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乳がん診断から母への知らせまで

　みなさんこんにちは。私も乳がんになりました

ので、今日はその体験談を話させていただきます。

　私は看護師として他の病院に 10 年間勤務し、

上飯田病院に平成 7 年に入職、平成 15 年に病

棟師長に就任しました。

　本日司会をされている窪田智行先生が当院に来

られてから、マンモグラフィ、乳腺エコー、マン

モトームなどの設備も充実し、乳腺外科を受診す

る患者さんが増えました。また師長として乳がん

患者さんとの関わりも多く、乳がんについては毎

日のように自己検診を行っていました。

　いつものように自己検診を行うと右乳房外側に

小豆大のほどのシコリに気づきました。ただ気に

留めませんでした。実は乳がんを身近に感じて行

なっていた検診が、乳がんを他人事ととらえさせ

たのかもしれません。

　シコリに気づいてから半年後、その後、主治医

となる窪田先生の外来を受診し、細胞診の結果は

擬陽性。先生は乳がんとはっきりしたわけではな

いからマンモトームをしようと言われましたが、

その時の外科部長が 99.99％乳がんであると断

定されました。この時に主治医は患者に希望を持

たせる話し方をするのだと気づかされました。み

なさんも心当たりはありませんか。マンモトーム

の結果、早期乳がんと診断されました。

　乳がんと診断された時から仕事が手につかず、

自分のことしか考えられない状態になり、こんな

気持ちで仕事をすることはできない。師長として

の役割を果たせずスタッフに迷惑をかけてしまう

と思い、入院から半年間の休職を決断しました。

元看護部長に、乳がんと診断されたこと、半年の

休職希望を報告すると、「仕事のことは心配しな

くてもいいから自分のことだけ考えなさい」と

言っていただき、感謝の気持ちとこの病院で働い

ていて良かったと改めて感じました。

　確定診断がつき、母は泣きじゃくり悲観すると

思ったので伝えることができず悩みました。しか

し「親は後で聞いた方がショックだよ」と先生た

ちに言われたため、乳がんであることを告げる決

心をしました。実家に帰り言うタイミングを見計

らっていたら母は「何かあるの？」と聞いてきた

ので、私は「乳がんになっちゃった。3 日後に手

術をするから」と告げました。母は取り乱すこと

もなく、泣くこともなく淡々と、なぜもっと早く

言わなかったのか、がんになったのはあなたが悪

いわけではないと言われた時には、背負っていた

ものが取れた感じがしてとても気持ちが楽になっ

たことを覚えています。私の母は甲状腺がんや大

腸がんを経験し、今も元気でいるので、がんイコー

ル死ではないことを実感していたからかもしれま

せん。

第 2部　体験談（1）

縄田　文子
総合上飯田第一病院看護部長

乳がん体験者として看護師を続ける意味
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入院、外科手術から転移による
抗がん剤治療へ

　10 月 9 日、右乳房部分切除を行い、自分の身

体からがんはいなくなったとホッとしていた時、

院長が部屋に来られ、センチネルリンパ節に 2

個転移が見つかったから抗がん剤治療をした方が

いいと言われました。やっと自分の中からがんは

いなくなったと思っていたのに、手術前には早期

乳がんだから大丈夫と言われていたのに、頭の中

が真っ白になり、先生の言うことが信じられなく

なりました。

　後から聞いた話では、窪田先生や外科部長が集

まって、私にどうやって転移のことを伝えたらい

いのかミーティングを行っていた間に院長が私の

ところに来て転移を話したということがわかりま

した。心の整理をするために時間がほしい、抗が

ん剤を行うことはまだ考えられないという気持ち

を窪田先生に伝えたところ、「いつでもいいから

やる気になったら言ってくれ」と私の心情を察す

る言葉をかけていただきました。私が治療をどう

するか悩んでいた時に、またもや外科部長が「絶

対に早くやった方がいい」という言葉で背中を押

され、治療を決断しました。

　手術後の 7 日目から抗がん剤投与開始です。

自分なりのイメージでは吐き気が強く、何も食べ

られず、体重も 5㎏やせると思っていましたが、

実際は吐き気なし、食欲あり、体重は減りません

でした。投与 2 日目には先生には内緒でラーメ

ンを出前で頼んで食べましたが 3 分の 1 の時点

で吐いてしまいました。抗がん剤を甘く見ていま

した。

　また夜も眠れない状態ですがもっとつらいこと

を考えればそのつらさを半減することができると

思い大学病院の新人時代を思い出しました。歩き

すぎて足が棒になりトイレの便座で座って休憩を

していたら師長に見つかり「トイレは休憩する場

所ではない」と注意されたことです。新人時代を

思い出せばこれぐらいの副作用は頑張れると前向

きに考えられるようになりました。

　2 クール目の投与日は父が肝臓がんで手術を

行ったため病院に 2 週間付き添いました。その

ころから髪の毛が抜け始め、その姿を父に見られ

たくなかったため夜間にもニット帽をかぶって付

き添っていました。ある夜、そのニット帽が脱げ

ていることに気がつかず、父に「どうしたんだ、

その頭は？」と言われた時には、非常に恥ずかし

い思いと、こういう姿になり親に申し訳ない気持

ちでとてもつらかったことを覚えています。それ

でも親よりも先に死ぬわけにはいかない、生きる

ために自分なりに決めたことをしたいと思い、最

後まであきらめず後悔しないようにやり遂げよう

と改めて強く思いました。平成 20 年 4 月中旬

に半年間の抗がん剤治療が終了しました。

抗がん剤治療後の就労への心構えと
職場復帰

　その後ホルモン療法が開始となり、注射を5年、

内服は今も継続して行っています。ホットフラッ

シュ、イライラ感等の副作用はありましたが、自

分の心に問いかけて「ホルモン治療をやめます

か？」、「いえ、続けます」が答えだったので、自

分なりに副作用対策を考えて対応しました。

　たとえばホットフラッシュの場合、汗が出たら

拭けばいい。暑かったらクーラーや扇風機や団扇

で冷やし、冬でも着ている服を薄着にする工夫を

行いました。

　仕事のことは抗がん剤の治療が終了したころか

ら考えられるようになりました。しかし抗がん剤

による脱毛やむくみがあり、人に会うことの恐怖、

本当に働くことができるのかという不安はいちば

ん強く感じました。抗がん剤の副作用で体力も低
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下し、師長として 8 時間勤務する自信もありま

せんでした。元看護部長からは「サポートするか

ら大丈夫、安心しなさい」という激励。そして窪

田先生からは「同じ職場で相談できるから大丈夫

だよ」という心強い言葉をかけていただき、抗が

ん剤終了からは 3 週後の 4 月末に自信を持って

職場復帰することができました。

　復帰後は元看護部長から外科外来への異動を命

じられました。休職前は病棟師長をしていまして、

病棟勤務は 24 時間患者さんが入院しており、夜

勤を含め勤務体制が不規則であるのに対し、外来

勤務は診察が終われば患者さんは帰られて業務は

定時に終了することができ、私の体調を配慮した

部署配置だと感じました。しかし看護師になって

22 年間、病棟勤務以外はしたことがなく、外来

勤務ときいた時は正直にショックで、乳がん患者

というハンディキャップがあるからしようがない

と自分の気持ちを抑えながら働きました。

　私の想いを知らない元看護部長は、復帰後、私

の身体を心配して身体的・精神的に負担の少ない

業務を行うように指示されました。しかし外科外

来は師長として乳がん患者さんと関わらなければ

いけない精神的に重い部署でした。複雑な気持ち

ではありましたが元看護部長の復帰に対するサ

ポートを感じることができました。

　病院は他の職場に較べて病気に対する上司の理

解が得られやすく、復帰に対するサポート体制が

しっかりできている職場であると実感しました。

乳がん体験を持つ看護師として
仕事を続けることの大切さ

　その後、外科外来師長として乳がんの告知場面

に立ち会うことがあり、自分が告知された時のつ

らい気持ちが思い出され、診察室で号泣したこと

がありました。半年間、そういう状況が続き、自

分も乳がん患者なのに師長という立場で乳がん患

者さんと接しなければいけないことで仕事に行け

ない日もありました。そんな時、乳がん患者さん

から「私の気持ちがわかるのは同じ乳がんになっ

た師長さんだけ、師長さんがいるだけで心強いで

す」という言葉を掛けていただき乳がんになった

自分を頼ってくれる患者さんがいることがとても

うれしく思いました。

　この時から乳がん患者として自分ができる看護

は何かを考えるようになり、自分が乳がん患者で

あることを積極的に患者さんに伝えていこうと決

めました。そして私が体験して学んだこと、勉強

して得た知識を伝えて乳がん患者さんをサポート

することが、私がこれから進むべき道であると気

づきました。

　それからは乳がん患者さんの告知場面に積極的

に立会い、先生の説明内容を理解されているか、

精神的サポートが必要な患者さんには私から声を

掛け、説明内容をもう一度理解できるように支援

しました。乳がんになったことで自分が置かれて

いる環境が一変してしまうことは、計り知れない

ほどの不安と恐怖です。とにかく患者さんの話を

聴いて自分では解決できない内容であれば担当部

署の長に確認し、先生に相談した方がいい内容で

あれば先生に話をして、患者さんと先生、他部署

の橋渡しができるように努めました。

　私は乳がんであることを患者さんに伝えたこと

で自分のつらい気持ちをコントロールすることが

でき、乳がん患者さんと向き合い、寄り添う看護

ができたと思っています。最初は、乳がん患者で

あることをハンディキャップに思い、乳がん患者

さんと関わることで過去のつらい体験を思い出さ

せる部署に配属された元看護部長を恨みました

が、今は感謝しています。乳がんになって 8 年

目になりますが、何年たっても再発に対する不安

はなくなりません。あと 2 年でホルモン療法が

終了するので後悔のないように治療を継続してい

こうと思っています。
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　現在、3 月 21 日より当院の看護部長に就任し、

乳がんになった時はこういう日が来るとは思って

もいませんでした。私が看護部長になれたのも職

場を辞めずに復帰し、仕事を続けることができた

からだと思っています。このため安心して職場復

帰ができるよう、復帰しやすい環境の提供と職場

のスタッフのサポートが大切だと実感していま

す。

　最後に私が乳がん患者になって感じたことは、

乳がんが自分の人生の糧になったということで

す。看護部長になり、乳がん患者さんと関わるこ

とができない立場になりましたが、これからは、

体験で築き上げた人生の糧を乳がん看護師の育成

に充てて尽力していきたいと思っています。

　ご清聴ありがとうございました。
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私と私の仕事について

　山本千夏です。よろしくお願いいたします。自

己紹介です。私は、愛知県一宮市という名古屋の

隣の町で生まれました。現在、クラーク株式会社

という 22 名ほどの小さな会社で人事・総務・経

理・商品管理を行う総務経理部の部長、インター

ネット販売部門の兼務課長として働いています。

休日は、NPO 法人で地域の環境を守る活動や一

宮市にヘイケボタルを再生させる市民ボランティ

ア「一宮平成ホタルの会」に参加しています。

　それから乳がん経験者コーディネーターをして

います。これは NPO 法人キャンサーネットジャ

パンが認定する資格です。乳がん経験者・その家

族・医療従事者ががんについて勉強をした後、取

得することができます。患者であったからこそ医

療従事者の方と患者さんの気持ちを少しでもつな

ぐお手伝いができるのではないかと思い、始めま

した。好きなことは、温泉に行ったり、ご朱印を

集めたり、食べることです（スライド 1）。

　スライド 2 は、私の仕事についてです。私は

短大を卒業してメーカーに就職し、その年の春に

結婚、翌年に出産のため退職をいたしました。当

時、妊娠や出産を機に退職することは珍しいこ

とではありませんでしたが、子どもの手が離れて

ゆくにつれて、すぐに仕事を辞めてしまったこと

が非常に悔やまれました。「仕事がしたい」「社会

復帰したい」という気持ちは日に日に強くなって

いきました。とはいえ、たいした社会経験も実績

もない私です。子育てのかたわらパソコン操作を

習いにいくなどいろいろな準備をしましたが、お

中元やお歳暮の時期にデパートで顧客データを入

力する期間アルバイトからのスタートとなりまし

た。何年かその仕事を続けた後、30 歳で会計事

務所のパート職員に、子どもたちの中学入学を機

に会計事務所の正職員となりました。現在の産業

第 2部　体験談（2）

山本　千夏
クラーク株式会社総務経理部長

治療と就労の両立�
〜 50歳からのキャンサーサバイバーライフ

スライド 1　自己紹介

期 学 、 ー ー

21
22 出

27 期間

30 （パー ）

35 （ ）

37 で

39
43 と を

45
51 に る

スライド 2　私の仕事について
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繊維資材の卸会社へは、37 歳で入社しました。

　入社当初は、経理・総務業務だけでしたが、3

年目にネット通販の業務が課され、45 歳にはイ

ンターネット販売部門となった課を任されるよう

になりました。入社以来、家事との両立で目の回

るような日々となりましたが、仕事ができること、

社会復帰が果たせたことの幸せと、あわせて 22

歳で子ども生んでおりますので 40 代後半からの

子どもたちのいない自分の時間をどう楽しむかに

向って、全身全霊で働いていました。現在、孫が

3 人います。あの頃想像したように、すでに子ど

もたちとは別々の生活となり、私の時間が始まっ

ています。

できることをやる―私の仕事と治療の両立―

　次に私のがんについてです（スライド 3）。こ

れまでの病歴と言えば、軽い十二指腸潰瘍と盲腸、

入院したのはその盲腸の手術と 2 回の分娩だけ

です。会社の健康診断も毎年受診し、結果はいつ

も「異常なし」という私に、「右乳房にしこりあり、

要精密検査」という検査結果のお知らせが届きま

した。2011 年 50 歳になった 7 月のことです。

当然会社へもその結果は届いておりますので、社

長の勧めで名古屋西部医療センターの精密検査を

受けることになりました。

　細胞診の結果は、「擬陽性」でしたが、超音波

画像、マンモグラフィー画像の様子から、かなり

高い確率で乳がんであることが告げられました。

私は「えっ、そうなんですか？」というような話

をし、今後受けることになる検査についての説明

を受け病院を出ました。さて帰り道です。検査が

終わり次第、出社する予定でしたので、当時直属

の上司であった社長に、検査で時間が遅くなった

こと、その結果「乳がん」であるらしいこと、今

後も検査があり、手術や治療が続くかもしれない

ことをはからずも伝えることになりました。その

時、仕事をどうするかについては考えていません

でした。

　それからの 4 週間はいくつかの検査とその結

果を聞きに午前中休んで出勤するという日があっ

たもののこれまで通り仕事をし、遠方への出張も

予定通り出かけました。

　告知は 9 月初旬でした。主治医から「浸潤性

乳管癌」であること、遠隔転移がないこと、自覚

症状などからリンパ節の転移がなさそうなので術

後がそれほど辛くないこと、その後の治療につい

ては生体検査の結果によることの説明を受け、手

術は 9 月 22 日に決まりました。この日を境に

私は「がん患者」と呼ばれるようになりました。

　会社の決算期末は 9 月 30 日です。経理部門

が 1 年でいちばん忙しい時です。手術の時期を

遅らせるべきか一瞬考えましたが、ひとまず社長

へ報告をすることにしました。ひととおり説明を

聞いた社長の答えは「ダメだったら、その時考え

ればいいから今はやってごらん」でした。中小企

こ まで 病

50 2011.07   
2011.09   療 ン ー

（ 性乳 発 T2N1M0）
2011.9 乳 手術

リンパ節郭清
2011.11 2012.04 化学療法

51 2012.05 2012.06 放射線治療
2012.08 内 療法

54 内 療法 中
内 過 中

スライド 3　私のがんについて

2011.9.28 10.02 開

2011.8.8 開

2011.9.22 9.27 手術

2011.9.28 10.02 療

できることを
できる うに う

スライド 4　仕事と治療の両立

220 Ⅲ　ご当地カフェ・in名古屋



業は、その係の人がその仕事をする以外、他には

誰もまねできない仕組みで回っていますから、「と

にかくやってもらわないと」という空気が漂う中

で、手術も予定通り、2 週間ほど休むことも決ま

りました。当然のことながら手術入院の前夜もい

つも通り働きました。手術当日こそ静かでしたが、

入院・自宅療養中もひっきりなしに会社から電話

がかかり、メールもどんどんやってきました。「と

にかくやるしかない」状態でした。おかげで病気

のことを考える暇もありませんでした。退院の翌

日からは、腋下リンパ節の切除でたまる腋下のリ

ンパ液を抜くための通院が始まりました。

　職場復帰に当たり、社長に「しばらくは胸部の

傷が心配なので満員電車での通勤を避けた勤務に

したいこと」「2 〜 3 日おきにリンパ液の処置の

ため 1 時間ほど仕事を抜けること」を申し出ま

した。「できることをできるようにやる、できる

ようにするためにどうするかを考える。」ここか

ら、私の仕事と治療の両立がスタートしました。

　腋下リンパ液は 1 ヵ月ほどで治まってゆき、

胸部切除の傷も日に日に良くなりました。それに

合わせるように仕事も手術前の状態に戻った頃、

治療の方針が決まりました。がんの切除片に浸潤

がなかったものの、リンパ節への転移があったこ

とから、化学療法、放射線療法、内分泌療法の標

準治療となり、抗がん剤の治療は 11 月初旬から

始まることが伝えられました。

　スライド 5 は、化学療法の前半期間で、ファ

ルモルビシンでした。こちらの抗がん剤投与は通

院で受けられる治療です。事前に、投与後の副作

用をたずねました。程度の差はあるけれど、だる

さや食欲不振、発熱が起こるとのことでした。私

の場合は自宅に戻ると動いてしまうので先生にお

願いして入院治療を受けることにしました。発熱

をしたりして本当につらい時間をノートパソコン

と携帯電話を持って仕事をしながら病室で過ご

し、週末に自宅で休んで、3 週間は通常の勤務を

する生活を続けました。抗がん剤の投与が進むに

つれ、脱毛や味覚障害が始まり、ほかにも口内炎

や皮膚の炎症、発熱などさまざま症状が起りまし

た。しかし、どれが本当にひどくて、どれが大丈

夫な状態であるのかがわからず、投与後 2 週目

あたりで熱が下がらないので病院に行くと白血球

値がこれ以上下がると入院しなければいけないよ

と言われるぐらいでも投与の週以外は普段通りの

勤務を続けました。

化学療法:ファルモルビシン

◎治療

（治療）

生

◎ の の 間

状
脱毛 味覚障害 皮膚の炎 発 の

対
に の に に対

スライド 5　化学療法2011.11 〜 2012.02

化学療法: ー

◎治療
（治療） 生

◎ の の

状
手 の の 皮膚の炎

対
の

スライド 6　化学療法2012.02 〜 2012.05

◎治療

治療

の

対
ジ ー の ン ー

状
になし

スライド 7　放射線治療2012.05 〜 2012.06
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　スライド 6 は、化学療法の後半でタキソール

でした。こちらは、週 1 回の投与でしたので通

院治療を受けることにしました。ファルモルビシ

ンは、投与後のつらさを越えるといったん身体が

楽に感じる瞬間が数日あるのですが、タキソール

は、投与を受けるたびにどんどんつらさが増して

いくものでした。投与回数を重ねるたびにだるさ

が増し、下半身の浮腫み、手先や足の裏も痺れて

ゆき、皮膚炎も薬を塗ったことでまた荒れていく

ような状態になりました。それでも、できること

をできるようにやる、できるようにするためにど

うするかを考えなければなりませんでしたので、

いよいよ駅の階段が昇れなくなった時は、通勤方

法を電車から自動車に変え、それでも休まず働き

続けました。

　化学療法の終了後、続けて 25 日間の放射線治

療期間に入りました（スライド 7）。治療時間自

体は、5 〜 10 分ですが毎日通わなければなりま

せん。朝 1 番に治療を受ければ 9 時半には出勤

できます。前日に翌日午前中分の仕事を片づけて

おくなどの業務スケジュールのコントロールをす

ることで乗り切りきることにしました。

　スライド 8 は、今でも使っているスケジュー

ル表です。横軸に日にちを取り、縦軸が年月です。

最初に病院にいった日から、手術で入院した日、

抗がん剤の投与を受け入院した日、治療をした日、

放射線治療を受けた日がわかるようになっていま

す。企業の方がご覧になると良いと思うのですが、

この表からそれほど休まないでも治療が続けられ

ることがわかります。人それぞれにステージや症

状がさまざまで、この表とまったく同じに治療が

進むということはないのですが、私の場合、休暇

は手術入院と意図的にとった抗がん剤投与の時だ

けです。あとは午前中に治療を受けて午後出勤す

るということで仕事を続けることができました。

術後 4 年経過の現在では、3 ヵ月に 1 回血液検

査と診察、内分泌療法の薬をもらうための通院の

みになっています。

がん罹患は「不運なことではあるが不幸
ではない」－経験を伝える意味

　これは東日本大震災の後、あるお坊さんの説法

を聞いた時の言葉です。「人の人生にはいろいろ

なことがおこります、それは不運なことですが不

幸なことではありません。不幸かどうかは自分が

決めているのです」。

　がんだとわかった時、なぜがんになったのだろ

う、あれが悪かったのかなぁ、なぜ気づかなかっ

たのだろうかと考えれば考えるほどわからなく

なった時、ふとこの言葉を思い出しました。私に

とってのこのがんは、自分の人生の終わりまでの

間に猶予をもらえたようもので、私のような性格

のものにとっては「良かったのかも…？」と思え

てきました。がんがわかったために自分のことを

とことん振り返ることができました。そうしたら、

仕事だけでなく定年退職したらやろうと思ってい

たことは前倒しでやろう。美味しいものは最初に

食べよう、行きたいとところはいちばん最初に行

き、したいことからしよう。会った人には次にま

た会えるかわからないので必ず会えてうれしった

ことやありがとうということを言葉にして伝えよ

う、後悔しないように毎日を大切することに気づ

けたのですから、私には不幸なことではないのか

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2011年8月
2011年9月

2011年10月
2011年11月
2011年12月
2012年1月
2012年2月 抗癌 抗癌 抗癌

2012年3月 抗癌 抗癌 抗癌 抗癌

2012年4月 抗癌 抗癌 抗癌 抗癌

2012年5月 抗癌

2012年6月
2012年7月

2012年8月
2012年9月

2012年10月
2012年11月
2012年12月
2013年1月
2013年2月
2013年3月
2013年4月
2013年5月
2013年6月
2013年7月

2013年8月
2013年9月

2013年10月
2013年11月
2013年12月
2014年1月
2014年2月
2014年3月
2014年4月
2014年5月
2014年6月
2014年7月

2014年8月
2014年9月

2014年10月
2014年11月
2014年12月
2015年1月
2015年2月
2015年3月
2015年4月
2015年5月
2015年6月
2015年7月

2015年8月
2015年9月

2015年10月
2015年11月
2015年12月

放射線治療 放射線治療

抗癌剤治療
抗癌剤治療

抗癌剤治療

手術入院

抗癌剤治療

放射線治療 放射線治療 放射線治療

スライド 8　2011年8月〜2015年12月治療スケジュール
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もしれません。

　スライド 9 の写真は、定年したら行こうと思っ

ていたニューヨークです。誰も知らない国なので

1 年ぶりにカツラを外しました。頭皮にあたる風

が気持ち良かったです。その下は孫たちとの温泉

旅行です。放射線治療後すぐ、孫に思い出を作っ

ておこうと出かけました。今年（2015 年）、か

ねてよりの念願だったスキューバダイビングのラ

イセンスを取りました。治療を始める前は山歩き

によく出かけていましたが、罹患後足元に痺れが

残り怖くてやめてしまったため自然に触れられず

残念に思っていました。歩かなくていいダイビン

グならできるかもと思い、肺の治療をして息苦さ

があるという不安を伝えると、インストラクター

の友人が「大丈夫だよ、気を付けながら降りてゆ

けば潜ることはできるよ」と背中を押してくれま

した。ライセンスを取って潜った海にまた楽しみ

が広がっています。

　スライド 10 は、「がんと生きるということ」

です。私は治療中いろいろ助けてもらうために周

りの人たちにがんであること、今どういう状態で

あるかということを普通に話してきました。その

せいか、中小企業の経営をする友人、知人から社

員に乳がんかもしれない人がいるのだけどという

相談を受けるようになりました。現在の罹患率か

らすれば、20 人程度の社員さんがいらっしゃれ

ば、本人やその家族を含めて乳がん患者さんが何

人か出てきてもおかしくありません。私は、ステー

ジによるけれど「けっしてあきらめないで、その

人の気持に添ってあげられることで働き続けても

らうことはできるよ」と伝えてきました。そうい

うことから、正確な知識や情報をもって寄り添え

るよう乳がん体験者コーディネーターの認定を取

りました。医療従事者の方と患者さんのほかにも、

企業さんとも理解しあえる関係になるお手伝いが

もっとできるよう勉強していきたいと思っていま

す。

がんと就労支援
―人生はがん告知では終わらない

　スライド 11 は、がんと就労支援についてです。

治療を続けながらこれがあったらいいなと思った

ことです。化学療法を受ける期間はけっこう不自

由な思いをします。買い物に行くのが辛いこと、

口内炎や吐き気で食べられないこと、家族にご飯

乳 者 ー ー ー

乳がんと する （ とし 乳が
ん 療 に関する ）を、 できる あ
るいは に の 性の い に

し、 供できる能 を し、 が
る がん対 進 に し、 に る
間 （NPO法人）の を たし、こ を
も がん 療 するものです

活 法人 ャン ー ジャパン
1-10-2 の K&K 2F

http://www.cancernet.jp Tel 03-5840-6072

スライド 10　がんと生きるということ

治療中の生活支援（衣食住との関わり）

◎食と乳がん 予防:安全、安心な食材の供給、食育、

対処:化学療法（味覚障害、口内炎）食材

◎衣と乳がん 手術→皮膚障害、リンパ節郭清→リンパ液排出のためのドレーン、

放射線療法→皮膚障害 化学療法→皮膚障害、脱毛

治療期間中を快適に過ごす製品の開発：

フード付きパジャマ、内側に縫い目のないパジャマ、

◎住と乳がん 睡眠の確保、 うつぶせ寝のための抱き枕など

患者ひとりひとり病状も進行も治療法も違うこと

誰にでもある罹患可能性があること

ひとの人生は、『がんの告知で終わらない』こと、

『終わらせない』こと

ご清聴ありがとうございました

スライド 11　がんと就労支援に

スライド 9　ワークライフバランス
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をつくってあげられないこと、脱毛時の冬には、

夜、首から頭が寒いこと、4 年たっても切除した

側を下にうつぶせになれないこと、人それぞれに

つらい時間を過ごします。そういう時期をうまく

乗り越えられる生活支援商品の開発や、それらの

商品やサービスがインターネットや近くのお店で

手に入れば、快適に治療期間を過ごし、仕事に出

かける勇気や元気が少しでも出るのではないかと

思います。社会全体が関心をもち、行政だけでな

く企業も生活支援に目を向けてくれることで就労

しようという気持ちを支えられるのではないかと

思います。

　最後に、患者一人ひとりで症状の進行状況や治

療方法が違うということは、私が最初に先生から

教わったことです。あわせて、再発を心配する私

に、元気だから再発しない、弱っているから再発

するというわけではない。「なぜということはな

いですよ」ともおっしゃられました。ふっと気持

ちが楽になりました。それなら自由に生きていこ

う、私らしく生きていこうという気持ちになりま

した。みなそれぞれ違うということです。今でも、

ついインターネットで生存率を検索したり、いろ

いろなことが新聞に書かれればそれが自分に当て

はまるのではないかと思ったりする自分がいま

す。そういう時は、いやいや私は私、これは書い

てあることだと思うようにしています。

　誰でもある罹患の可能性は、自分だけのことで

はありません。20 人ほどの小さな会社でも家族

を含めると 5 人や 10 人にがんが見つかること

はおかしいことではありません。もっと大きくと

らえて気楽に行政、企業、医療機関の方々と患者

がお互いの情報を共有することが、そう構えるこ

となくできるようになったらいいなと思います。

　私は、人の人生は「がんの告知で終わらない」

ということをもっと大きな声で言いたいと思いま

す。告知された時はびっくりしましたが、そこで

私の人生は終わりませんでした。余談ですが、こ

こでお話しさせていただくに当たり、私どもの社

長に「なぜ私に仕事を続けさせたのですか？」と

たずねてみました。「君は、休ませたら間違いな

く死んでしまうと思ったからだ」と言われました。

私は術後 1 年目となる 9 月に部長に昇格しまし

た。育て上げた労働者、その労働力を失うという

ことは会社にとっても大きな損失です。人生が告

知で終わらないように皆で力を合わせて就労支援

をし、普通の生活がキャンサーサバイバーのみな

さんのところで静かに続くことを願っています。

ご清聴ありがとうございました。
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がん告知・手術・治療から職場復帰まで

　愛知花子（匿名）と申します。私がなんとかが

んと向き合って毎日楽しく仕事をしていることを

お伝えするには、私が毎日、目にしている元気の

素を見ていただくことがいちばんだと思って私の

職場の写真を持ってきました。写真にあるように、

毎日子どもたちの中で仕事をしています。現在は

小学校に勤務しております。

　私のがんは 1998 年から始まります。姉も従

妹も叔母もみな乳がんでしたので、次は自分だと

いう思いで本当に不安でした。今でも不思議なの

ですが最初のがんで「悪性です」と言われた時に

肩の荷が下りた、ほっとしたという感じでした。

その時に勤務していた学校長先生が「うちの奥さ

んも乳がんだったし、奥さんのお姉さんも乳がん

だったけれど元気にしている。まあ大丈夫、とに

かく明日から休みなさい」と何とも気軽に言って

くださいました。ちょうど 2 学期末の保護者と

の個人懇談会を控えておりましたので、とても休

めないと思っていたのですが、校長先生が「そん

なことはどうにでもなる。とにかく手術に向けて

身体を休めなさい」ということで、本当に翌日か

ら休みに入りました。

　学級のことは心配でしたが校長先生のお骨折り

できちんと対応していただきました。その時私の

娘は中学 2 年生と小学 6 年生でした。仕事は何

とかしていただきましたが、娘のことは本当に気

がかりでした。

　また自分はどうなっていくのか、その時の主治

医の先生に「余命は？」という言葉は恐くて聞け

なかったものですから、次のように主治医の先生

にはお聞きしました。「もしあと 6 ヵ月くらい生

きていられるならば私は私のために生きていきた

いです。もし 1 年くらい生きていけるならば、私

は家族と自分のために生きたいです。もしももう

少し長く生きていけるならばもう一度仕事に戻り

たいです」と言いますと、主治医の先生は「大丈

夫ですよ、まず身体を休めて治療をして、それか

ら仕事に戻りましょう」と言ってくださいました。

　1 年間お休みをいただきました。仕事に復帰し

ました。本当にうれしかったです。前と同じよう

に働くことで病気になる前の自分に戻れたように

思いました。

　検診はずっと続けていました。5年たちました。

「異常なし」でした。主治医の先生が、「乳がんは

たちが悪いので油断はできませんよ」と言われま

した。10 年たちました。私は心のどこかで「私

はちょっと運がいいかも」と思っていました。

まさかの 15 年目の再発

　ところがもうすぐ 15 年目に入るという時に再

度乳がんが見つかりました。本日もお見えの赤羽

和久先生（名古屋第二赤十字病院）に見つけてい

第 2部　体験談（3）

愛知　花子
愛知県小学校（勤務）

これが私のがんへの向き合い方
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ただきました。「悪性でした」と言われた時に、

本当は何と言われたのかまったく覚えていませ

ん。思い出しても、思い出しても、赤羽先生がど

のような言葉を使われたかはまったく覚えていな

いのですが、覚えていることは即座に「私、仕事

辞めます」と言ったことです。普通ならステージ

はいくつぐらいですかとか、どの程度ですかとお

聞きすると思うのですが、私がまず考えたのは仕

事のことでした。

　前回の乳がんの時には担任をしていましたので

子どもたちに支障が出ないように代わりの先生が

配置をされます。その方に任せてゆっくり休むこ

とができます。ところが今回は違う立場におりま

したので、私の仕事の代わりをやるための人は配

置されません。他の人が私の仕事をやっていくと

いうかたちになります。小学校の現場もけっこう

忙しいものですから、休みもなく働いている人に

私の仕事まで負わせる、そんなことはできない、

私は辞めるしかないと考えていました。

　そうすると赤羽先生は「ちょっと待ってくださ

い。今決めないでください」と言われました。そ

れでも、考えても考えても仕事を続けることはで

きないと思い、翌日は気が重い中、いつも通りに

学校に行きました。9 月初旬のことです。朝は登

校指導をしますので門に立つとランドセルを背

負った子どもたちがいつもと変わらぬ元気な声で

挨拶をしてくれます。ああ仕事は辞めたくない。

この空間にずっといたいと思いました。子どもた

ちに涙を見られないようにするのが精一杯で、こ

の日は挨拶を返すことができませんでした。

　仕事をしながら治療することを決め、主治医の

赤羽先生にご相談して、治療計画を立てていただ

きました。運動会が終わった後に手術をし、2 週

間の入院をしました。退院後の月曜日からは学校

に出ていきました。中にはそう無理をする必要は

ないのではないかとか、仕事より身体が大事だと

言う方もおられますが、私は、これが私のがんへ

の向き合い方だと思っています。抗がん剤の治療

中もほとんど仕事を続け、つらい時だけ午後に早

退したり、朝がつらくて起きられない時だけ遅刻

をして学校に行くという生活でした。

　抗がん剤治療は冬の時期でしたので、学校現場

はインフルエンザがまん延する時期です。保健室

にいる養護教諭の先生が、私の机のところにいろ

いろな抗菌グッズを置いてくれたり、用務員の方

が何度も何度も「先生、うがいした？」と言って

イソジンを置いてくれたりして、なんとか風邪す

ら引かずに仕事をしながら抗がん剤治療を続ける

ことができました。

仕事を辞めないで良かった

　それから 2 年たち、ついつい爆弾を抱えてい

ることを忘れて仕事をしていますが、同僚たちか

らは「ちょっとコーヒーでも飲んで休憩したらど

うですか？」というような声も掛けてもらえます。

こうやって何とか仕事を続けられるのも家族の理

解と職場の理解や同僚の支えがあってのことだと

思っています。

　そして何よりあの場で、「仕事を辞めることは

今決めないでください」と言ってくださった赤羽

先生には深く感謝申しあげます。

　私が入院していた時の第二赤十字病院の窓から

虹が見えたことがあります。他の患者さんたちと

いっしょに写真を撮りました。

　私の学校が学習発表会を先日行いました。各学

年が催しをした後で学年そろって合唱を発表する

のですが、3 年生は「BELIEVE（作詞・作曲　

杉本竜一）」という曲を発表しました。本当にそ

の詩が私を励ましてくれているようで、また仕事

を頑張りたいと思いました。この曲を聴いていた

だき私の発表を終わります。ありがとうございま

した。
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■ 高橋　仕事以外のお話

でも盛り上がったかもしれ

ませんが、とりあえず本日

のお題の「何に困ったか・

どんな工夫をしたか・どん

な支援があればよかった

か」というテーマで話し

合った内容を 1 班 2 分でまとめてください。

＜グループ発表・1 ＞
　私たちの班では職場に復帰した方が 2 人、今

治療中で休職中の方が 1 人。どうしようか悩ん

でいる方が 1 人、あとはご家族と医療者という

グループでした。復帰した方は、職場の上司の方

の理解があったことが、非常に、復帰の力になっ

たそうです。気持ちだけの問題ではなく、仕事形

態や時間を融通してくださったおかげで復帰しや

すかった、仕事がしやすかったという意見が出ま

した。

　今、治療中で休職の方は医療系の会社の方で、

ご家族と一緒に来られています。1 年後に復帰予

定とのことですが、仕事で患者さんと関わること

が生きがいである反面、フルで働くことには身体

の心配もあり、調整に不安を抱えているそうです。

ご家族の方は本人の身体の心配はあるものの、生

きがいと思っている仕事を続けてほしいそうで、

かなりサポートをされていると感じました。職場

復帰をどうしようかと悩んでいる方には、グルー

プのメンバーがいろいろ助言をしていました。

■ 高橋　ありがとうございました。きっと他の

チームからも似たようなご意見が出るかと思いま

す。重複してもいいですからね。それでは次の班

お願いします。

＜グループ発表・2 ＞
　職場復帰で困ったこととして、大きく分けて人

間関係と通院のしやすさというテーマについて、

いろいろな意見が出ました。人間関係については、

がん体験は人によって異なるので、経験を必ずし

も活かせないところもあり、どう振る舞っていい

か困ったという意見。また、頑張って元気に振る

舞っていると周囲から「ああ、もう元気なんだな」

と思われて、サポートしてもらえなくなったらど

うしようと思って悩んだという話もありました。

　通院についても同じように、自分の仕事のカ

バーをどのようにうまく同僚に頼んだらいいか悩

むという話が多く出ました。

　復帰にあたってどういう環境が整っているとい

いかという点ですが、職場に同じような病気を

経験した方がいる場合とまったくいない場合の 2

通りあります。似た病気の方がいる場合は、会社

の方々も理解を示してくださるのですが、症状

や治療については個別対応が必要ですから、「前

の人は元気だったよ」という言葉が逆にプレッ

シャーになったり、前の人を意識して頑張りすぎ

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

仕事を続けるために―何に困ったか・どんな工夫をしたか・
どんな支援があればよかったか
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てしまい、つらい思いするケースもあったりする

ことがわかりました。

　逆に経験者がまったくいない場合、職場はどう

したらいいかわからないし、患者自身も今後どう

なっていくのかわからない。その不安をどう解消

していけばいいのか。会社内で話し合ったり、本

日のような会を利用して知識を高めていったりす

るのも良いのでは、という意見がありました。

■ 高橋　ありがとうございます。問題もいろい

ろですね。職場にがん体験者の人がいる時、前の

人に引っ張られることはありますね。初めての

ケースになった方が会社の中でどのように動いた

か、会社がどう対応したかは、その後に大きく影

響するでしょうね。では次のチームお願いします。

＜グループ発表・3 ＞
　「職場復帰時に困ったことは何か」ですが、先

ほど体験発表をされた方は恵まれているのではな

いかという感想が出ました。やはり中小企業や小

さな民間企業ではスタッフが休むと立ちいかなく

なる状況があり、そういう職場では病気になると

パートにならざるを得なかったりします。仕事に

生きがいを持って進んでいる時にがんになってし

まったのは、やはりつらかったという意見があり

ました。どういう就労支援があれば、生きがいを

持ち、これまで頑張ってきた仕事が続けられるの

だろうかということです。

　それから体験談にもあったように、病気のこと

を正直に話して配置転換してもらい、働きながら

治療を続けられるようにしたという経験談も出さ

れました。これからどうしようかという方もいらっ

しゃるものですから、実際に経験されてきた方の

お話はとても参考になったそうです。

　どうしたら仕事がしやすくなるかという点です

が、みなさん普段から確認している方は少ないと

思うのですが、ご自分の職場の就業規則にどうい

うことが書かれているのか確認するべきという意

見が出ました。病気になった時に自分の職場では

どういうことが保障されているのか。自分が出勤

できなくなった時に代替があるのか。元気なころ

からそういうところも確認しておかなくてはいけ

ないという意見でした。

　それから、自分がつらい時は、具体的につらい

と伝えていかないと周囲はわからないので、何が

できなくて何を助けてほしいのかを具体的に言う

ということ。たとえば重いものを持つお仕事の方

が何人もおられたのですが、ただ「重いものを持

てない」と言っても伝わらないのです。どれぐら

いの重さなら持てるのか具体的に自分が伝えてい

かないと、企業の方は「それならあなたには仕事

を頼めない」となってしまい、それではいい関係

は築けないというコメントがありました。

　その他として、このグループにはもうお仕事を

辞めてしまっている方もおられましたが、いろい

ろな話を聞いて元気をもらったり、生きがいを持

つという意味でも、学びの場として今日は参加し

てくださったそうです。以上です。

■ 高橋　ありがとうございました。やはり具体

性というのはとても大事ですね。先ほど「具体的

に説明しましょう」と私は言いましたが、状況は

会社や部署によっても違うわけですから具体的に

伝えるのはとても大事ですね。「重いものとは？」

という例示はなるほど、と思いました。ありがと
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うございました。それでは次お願いします。

＜グループ発表・4 ＞
　このグループは、現役でお仕事をしている方が

1 人、またパートのお仕事の方もいました。現役

の方は日本ではなくアメリカ駐在の時に病気がわ

かり、会社と交渉して日本に帰国して治療を受け

たということです。それから、仕事と治療スケ

ジュールの関係を調整してもらったという方もい

ました。治療計画もがんの部位によって異なると

のことです。乳がんの治療スケジュールはわりに

わかりやすい。また、がんといっても、原発や転

移もある。さまざまな状況のスケジュールについ

て、自分なりに確認してみたいことでもあります。

　それから先ほどのプレゼンで「愛知県の取り組

み」が紹介されていましたが、私が資料をざっと

見た感じでは「診断書」という言葉がたくさん出

てきて、病院側と県側がうまく回していく体制が

今後どのようにしてつくられていくのか、ややわ

かりにくい部分がありました。

　その他のコメントですが、休職をすると出世の

妨げになるのではないかという心配も出ました。

そういう点では会社側とどのように対処していけ

ばよいでしょうか。また同僚との関係も問題にな

ることがあるという意見もありました。それから、

高齢者のがんと就労。60 歳で第１次定年、それ

から再雇用もありますが、仕事がしたい高齢者へ

の枠も今後は考えねばならないという話が出まし

た。

■ 高橋　ありがとうございました。『がんと仕事

　Q&A』の中に「昇進に対する考え方」という

セクションがあります。労働者への評価は、営利

企業である組織としては避けて通れないもので

す。病気との関係でそこをどう考えるか、『がん

と仕事　Q&A』集を見ていただければと思いま

す。ほかにも大事なポイントが出されました。高

齢期、あるいは逆に小児期や若年成人期にがんと

わかった方が、どういうように仕事と向き合うか

といった「ライフステージと仕事」も重要テーマ

だと思います。治療スケジュールのトピックも、

標準治療が確立されて見通しがたちやすい場合は

スケジュールもたてやすいでしょうが、がんの種

類や進行度によってはスケジュールの個別性は高

くなることがあります。また、職場と医療機関の

情報共有は、本当に重要な課題ですね。それでは

次のグループお願いします。

＜グループ発表・5 ＞
　こちらのテーブルでは休職した方と仕事をしな

がら治療を続けた方がおられて、みなさん頑張っ

てこられたのですが、簡単にまとめさせていただ

きます。これまでの発表とほとんど重複している

ので、今から 2 点、これまでとは違うテーマを

発表したいと思います。

　ひとつめは「まず職場に話しましたか」という

ことです。「言った」人が 1 人、「言わない」が

6 人でした。どうして言わなかったか。上司にだ

けは言ったものの同僚には言えなかったという方

がいました。その理由が、たとえば交通事故やセ

クハラや妊娠出産など、いろんな事情があり、会

社もいろいろ対応策は考えてあるのでしょうが、

誰かが休むと現実的に同僚にとっては負担でしか

ないので、嫌みを言われてしまう現状がある。だ

から同僚には言いにくいとのことです。

　それから「がんでも働き続けるにはどうしたら

仕事を続けるために―何に困ったか・どんな工夫をしたか・どん
な支援があればよかったか
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いいか」ということでは、がんについて周囲に知っ

てもらいたいということにもつながるのですが、

がんとわかっても働けるという安心感がやはり大

切だという点で、みんなの意見が一致しました。

これからは学校教育の中にもがんの勉強をどんど

ん取り入れて、誰かが困っていたら助けるのが当

たり前の社会にする。現在は自分に負担がかかる

と怒る人が多いですし、正直に言えば、がんになっ

た人に協力なんかしない、がんで働けないなら辞

めてもらいたいという態度をあからさまに表す人

もいるようです。学校教育や職場の啓発をより手

厚くしていただきたいという思いがあります。

　また社会保険の人は有給休暇が取れますが、国

民健康保険では、治療のために仕事を休むとお給

料は出ません。収入の不安が大きいので、国から

何か補助があるといいなという意見もありました。

　それからやはり検診をどんどん進めること。ど

うしたら検診を受けてもらえるかですが、乳がん

検診なら女性の先生が多いところは人気がありま

す。名古屋の人は無料と言われると飛びつく、ま

たプレゼントがあると飛びつくので（会場笑）、

そういう特徴をつかんで検診に行かせるようにし

ていただきたいという意見が出ました。以上です。

■ 高橋　はい、ありがとうございました。県の

がん検診にも活かせるかもしれませんね。職場に

病気をオープンにするかどうかは、本当にみなさ

ん悩みます。誰にどこまで言うか。同僚の負担に

ついても、嫌みを言われたりするということもよ

く聞きます。誰も好きでがんになるわけではない

のに、です。これは会社としてのマネジメントも

大きいですね。嫌みに傷つきながら、そんな同僚

に頭を下げ、汗をかきつつ対応する方もたくさん

います。これは職場全体で考るべきことですね。

　それから、安心感や学校教育。最近は、教育現

場での子どもへのがん教育の取り組みも広がって

きました。でも子どもだけでなく、職場や地域の

大人に向けたがん教育も大事かもしれません。あ

りがとうございます。それでは次お願いします。

＜グループ発表・6 ＞
　私たちのグループは、職場への伝え方や、職場

に伝えて実際にどうだったかについて話が出まし

た。恵まれているのかもしれないのですが、職場

に伝えたら配慮してもらえたという人たちが多

く、そこから話が続かなくなってしまいました。

私たち患者も、企業や行政がやってくれるのを

待っているだけではなく、自分たちからも発信し

ていかなくてはいけないですねという話が出まし

た。

　ただそのあと本当に話が途切れてしまったの

で、ファシリテーターの方から自由に話をしてい

いよと言われましたので、たまたま乳がん患者さ

んが多かったこともあり、治療中の生活の方に話

が行ってしまいました。

　先ほど愛知県の取り組みの発表もありました

が、情報発信の際には、そこにたどり着くことが

できるような工夫が必要だと思います。情報を発

信したら、どこでその情報を見つけられるかまで

事前に考えておくとよいのではないかと思いまし

た。以上です。

■ 高橋　ありがとうございます。情報発信とは、

実は簡単なことではないと思います。たとえば研

究班でも冊子や『Q&A 集』などをつくるのです

が、いいものができたぞと思って情報発信を頑

張っているつもりでも、その情報を知らない人ば

かりなのです。情報発信の方法は、みんなで考え

ていかなければならないですね。今日のよう情報

共有の機会もとても大事だと思います。さて、あ

と 2 グループになりました。お願いします。

＜グループ発表・7 ＞
　こちらのグループでは、働く場面でひどく困っ
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たというほどではないものの、会社の人手が足り

なくて休みたくても休めなかったという方がいま

した。それから同じ職場の方にすでにがん経験者

の方がいらした場合は、企業の方も対応を心得て

いた部分もあったそうです。復帰に当っては、た

とえば短時間勤務から始めたり、受診の時のお休

みを取りやすくするような配慮があると、とても

過ごしやすいということでした。乳がんの場合は

比較的治療スケジュールがわかりやすいのですが、

体調には個人差がありますから、おそらく何ヵ月

後に復帰できるという説明があっても、その時に

自分が自信を持って「はい、復帰できます」と言

えるような体調であるかどうかはわからない。自

信がないとしても、もしそこで引っ込んで退職や

休職という話になろうものなら、企業も守りに入っ

てしまうかもしれません。自信がないと言う人を

働かせて、その方が万が一再発でもしたら会社の

責任になってしまうという考えも働いて、退職と

いう言葉を出したら、そこで受理されてしまうか

もしれません。やはりこちら側から、どんどん企

業に対して働きたいという意思をきちんと伝えて

いかなければならないという意見が多かったです。

　ただ企業側の理解も「まだまだ」ということも

確かです。そこは、若尾先生や高橋先生、また今

日お話をしてくださった愛知県の井上さんにも、

どんどん企業側に、がん患者もきちんと働くこと

ができるのだということをアピールしてもらえる

といいなという意見が出ました。

■ 高橋　ありがとうございます。本当にそうで

すね。スケジュールの見通しを伝えましょうと

言っても、「この通りですか？」「本当に戻れます

か？」と言われた時に、「その通りです」と自信

を持って言えるかどうか。「いや必ず戻れるかと

言うと…」とトーンダウンすると、「戻れないか

もしれないのですね」と言われるかもしれない。

そのあたりは、けっこう度胸と交渉力が必要かも

しれません。再発するかどうかは、どう働かされ

たかとは無関係です。ただ中には、働かせ方が悪

かったから再発したのか、安全配慮義務との関連

で問題がなかったか、と心配をする企業もあるか

もしれません。とても大事なポイントをいただき

ました。ありがとうございます。それでは最後の

グループ、お願いします。

＜グループ発表・8 ＞
　こちらのグループは非常に女子力が高い方たち

でした。みなさん非常勤やパートの方々ですが、

勤め先でのご自分の役割や立場をまず自覚されて

いました。ご自身がどういう治療を受けるのかと

いう点で、会社に対しての説明が非常に上手です。

たとえば治療を受ける中で吐き気やじんましんな

どの副作用が出てくる場合、今はこういう状況で

すと上司に相談をする。ご自身も外勤は無理だけ

れど内勤なら大丈夫だときちんと伝え、上司も聞

いてくださっています。やはり自己申告すること

が非常に大事で、職種によって、たとえば重たい

ものを持ったりするような、自分の身体状況に負

担がかかる場合にはきちんと言わなければいけな

いという意見が出ました。

　ただ事務職など、身体的にはさほど負担がない

職種で、外見上も治療をしていることがわからな

い時には、職場に言う必要はないと考えて、周囲

にまったく言わずに治療スケジュールを調整しな

がらお仕事をしている方もいらっしゃいました。

　ご自身が治療を受けながら再就職するに当っ

て、個人情報に属する「治療を受けている状況」

についてどこまで言うべきかで少し議論になりま

した。「言う必要はない」という意見や、あとか

ら症状が重くなって「なぜ言わなかったのです

か？」と言われた時に、どう対応するか。会社に

対して迷惑になるのではないかという意見もあ

り、そのあたりは非常に難しいところで、ここに

ついては結論は出ませんでした。
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　またご本人はパートや非常勤で経済的にご主人

のサポートがある場合はともかく、ご自身が家計

の中心を担う時に職をどこまで維持できるのか。

維持できない時の経済的な負担は深刻です。そこ

はやはり社会的保障が必要だということで、国や

県や市が、さまざまな社会保障を担保してくれる

といいというところで話は終わりました。

■ 高橋　ありがとうございました。8つのグルー

プからそれぞれとても要領よくご発表いただきま

した。外見上はわからない時、職場からの配慮を

必要としない時には「言わなくてもいい」という

判断は実際にあります。ひとつだけお答えすれば、

職探しの時のカミングアウトについては、本当に

配慮の必要はない、その条件であればまったく他

の人と同じように働けるというのであれば、「言

わない」という判断はあります。特別な背景の仕

事でない限り、あとで症状が重くなっても「言わ

ないで入職したこと」に法的な問題はありません。

したがって言うか言わないかは、長い目で見た時

に、言っておいた方が得かどうかがひとつの基準

になるかもしれないですね。そこは本当にみなさ

んがとても悩むところです。働き方にまったく遜

色ないから言わないという判断があっても、病気

を公けにしないことを後ろめたく思う人もいま

す。ただ私たち、自分の秘密をすべて周囲に公開

して暮らしているわけではないですよね。言うべ

きかどうかは、長期的な利益を考えて判断するこ

とがひとつのポイントかもしれません。

閉会にあたって

■ 高橋　ホワイトボードの字、いつもはもう少

しきれいに書くのですが…。今日は本当にいろい

ろなポイントが出ました。これはしっかり持ち帰

らせていただきます。本当に今日はありがとうご

ざいました。このご縁を大事にしてまた会えると

いいですね。若尾先生、一言お願いします。

■ 若尾　本当にみなさんありがとうございまし

た。生の声をうかがうことができて、困っている

方、なんとかご自分で頑張っている方、いろいろ

いらっしゃることが本当によくわかりました。こ

の声をぜひ国の方にも伝えて、対策に活かしてい

ただくようにいたします。ご存じの方もおられる

でしょうが、第Ⅱ期がん対策推進基本計画の中間

報告が 2015 年 6 月に出されています。中間評

価では不十分な状況だったので、新たに年度内に

「加速化プラン」がつくられることになりました。

就労支援もさらに進める方向ですので、そこを具

体的にどうするか、まさに今、国のがん対策推進

協議会で検討しているところです。そこにもどん

どん意見を上げていきたいと思っています。

　ぜひとも、今日つながったみなさま同士でこう

いう会を開催していただければと思います。本日

はどうもありがとうございました。

■ 窪田　智行（総合上飯
田第一病院乳腺センター長）

　長い時間本当にみなさん

ありがとうございました。

気づいたらもう夕暮れで

あっという間に時間が過ぎ

てしまいました。次回以降

についてはまだ何もプランはありませんが（会場

笑）、できるだけみなさまのために、こういう場

を提供していければと思っています。今回は複数

の医療機関の医療者がスタッフとして参加して、

この会をつくりあげてきました。みなさまからの

熱い拍手をお願いします（拍手）。どうもありが

とうございます。みなさまの一言一言が、次の会

の運営に役立ちますのでアンケートにもご協力く

ださい。みなさん今日は本当にどうもありがとう

ございました。
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「ご当地カフェin名古屋」アンケート集計 参加者　54名（スタッフ除く）
平成27年11月15日（日）実施 回答者　50名（回答率　92.6％）

アンケート集計

原文ママ

など

とても良い話が聞け、楽しい雰囲気で来てよかったです。治りょう中で、時間が長いのが少しつらかったですが途中、気分転換の
休けいもあり配りょいただいていたと思います。皆さんありがとうございました。

職場復帰前に、少しでも情報を収集しようと思い参加しました。症状が人によって異なるので、全てがそのままという結果にはなり
ませんでしたが、他の患者さんのお話をきけたのは、今後自分がどうなっていくのか、少し想像がつくようになったので、ありがた
かったです。今日はありがとうございました。

有効、有意義の時間でした。介護含め社会か理解あるように。

交流の時間がもう少し長いとよかったと思います。また機会があれば参加したいです。ありがとうございました。
次回又この様な機会があれば参加したいです。ハローワークで病人枠を作ってほしいです。高齢者などと同じ様にしてほしい。

カフェたいむが短かったので心残りです。
病院内の患者会はありますが違う病院の方と知り合えたことがよかったです。
体験者の声が聞くことができ、有益でした。

私も乳ガン患者ですが、仕事に就く悩みなど、たくさんの方々の意見が聞く事が出来、再就職の時の参考にとてもなりました。あ
りがとうございました。

次回も期待しています。

又、開催して下さい。スタッフのご労力に感謝します。ありがとうございました。

本当に様々な立場な方がいらして、有意義な話が伺えて良かったです。しかし、ネガティヴな表現になりますが、本当に今、就労
について苦しんでおられる方は、逆にこのような会に参加することに気遅れし、二の足を踏んでしまうのではないでしょうか？そう
した方々へどうアプローチしてゆけば良いのかが、今後の課題だと思います。（とにかく皆様、ポジティヴに仕事と向かっている方
ばかりだったので）

参加者の感想（自由記述）

もっと若い世代の人も参加すると良いのにと思いました。
こういった交流の場がちょくちょくあるといいと思う。

とてもきちょうなご意見が聞けて良かったです。

チームに分かれテーマを話し合い、発表するスタイルははじめての事で新鮮でした。話し合いの時間がもう少しあるとよいです。

体験談がとても良かった。仕事というテーマがはっきりしているものも良かった。つい病気の話にばっかりなる会が多いので。それ
はそれで必要なんですが。

とても良い時間を過ごす事が出来ました。同じテーマで皆が話し合い、その意見を出す、交換し合う、良かったです。次回も宜しく

半年か1年後に、また、開催してほしいと願っています。ありがとうございました。
ありがとうございました。ガンに関する知識制度がどんな状況にあるか知る事ができました。また参加したいです。

8.0% 90.0% 2.0%
性別 男性 女性 未回答

0.0%

8.0% 26.0% 52.0% 14.0%
年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

78.0% 22.0%

0.0%0.0%0.0%

Ｑ２．有意義でしたか？
有意義だった まあまあ有意義だった どちらとも言えない あまり有意義ではなかった 有意義ではなかった

90.0%
6.0%

0.0%
2.0%

4.0%

患者・家族

医療関係者

企業関係者

その他

未回答

立場（複数回答）

66.0% 32.0% 2.0%

0.0%0.0%Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 出来なかった

52.0% 46.0%
0.0% 0.0% 0.0%

2.0%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た まあまあ出来た どちらとも言えない あまり出来なかった 出来なかった 未回答
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