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「がんと就労」シンポジウムについて

このシンポジウムは、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、平成 22 年度の成果を広く
社会に報告するために開催されました。
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1. 厚労科研『がんと就労』研究班の活動概略

　　　　　　   高橋 都
　　　　　　 （獨協医科大学公衆衛生学講座）

スライド 1

高橋　本日は本当にたくさんのお申し込みをいただきまして有難うございます。事前申し込みだけで

130 名近くのお申し込みがありました。特にここ数日、一般紙に広報が出まして、それを見て、今治療

を受けておられるご本人やご家族からのお申し込みがぐっとふえました。多くはインターネット経由でお

申し込みをいただきましたが、中には事務局のほうに直接お電話をくださって、今現在の大変な状況

を語ってくださる方もおられました。研究班一同、いかにこれが重要な問題か、と再認識しているとこ

ろです。

　この研究班のメンバーは、現在のところ研究者、医療者が中心ですが、がんと就労というトピックは

多様な背景、多様な視点から見て、考えていかなくてはいけないことを痛感しております。ですから、

今日も多様な背景の方々がお集まりくださっていますが、ぜひ、それぞれのお立場からの実感について、

普段から疑問に思っていらっしゃること、知りたいと切実に思われることなどを分かち合う機会にできれ

ばと思っております。

　今日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

総合司会　では、これより前半を開始いたします。前半の司会は、産業医科大学、立石清一郎先生です。

よろしくお願いします。

司会（立石）　前半の司会をさせていただきます産業医科大学の立石です。それでは、よろしくお願い

いたします。

高橋　それでは最初の 20 分、この研究班の概略と今年度の活動についてご報告したいと思います。

皆さんご存じのように、がんサバイバーシップという考え方が注目されてきました（スライド１）。1981

年以降、がんは死因の第１位で、男性の２人

に１人、女性の３人に１人以上は一生のうちに

がんの診断を受けます。病名も開示されるよう

になってきました。生産年齢を 15 歳から 64 歳

として、新しくがんに罹患する方は、毎年男性

11 万人、女性 10 万人、合計で 20 万人以上が

働き盛りの年齢で新たにがんにかかります（ス

ライド２）。しかも、治療の進歩によって５年相

対生存率もぐっと上がってきました。今、すべ
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1）Maria Hewitt and Patricia A. Ganz (eds):  From cancer patient to cancer survivor:  Lost in transition, 

National Academy Press,  2006

スライド 3

てのがんの平均で 53.6％です。これは地域がん登録に基づいたデータですが、1990 年代半ばのデー

タに基づく数字ですから、2011 年にがんになる方の５年生存率はもっと高いわけです。そして、５年

生存できれば、もっと生存できる。もちろん、がんの種類によって状況は少し違いますけれども、ほぼ治っ

たと考える目安のひとつが５年生存です。８割以上の５年生存率があるがんは、ここに挙げたように、

甲状腺、精巣、皮膚がん、乳がん、７割まで下げても、喉頭がん、膀胱がん、子宮がん。がん診断

を受けて生存している人は 2015 年には 530 万人という試算もあります。

　ですから、死に直結するというよりも、長くつき合う慢性病と考えなくてはいけない状況に変わって

きています（スライド３）。これは、医療現場にいらっしゃる方ならば実感できることかもしれませんが、

一般市民のレベルではいかがでしょうか。一般市民は、果たして、がんがこれだけ治るようになってき

ているということを実感できているでしょうか。

　今年の１月に、全国 2,400 人の一般市民を対象としたインターネット調査を実施しました。「○○が

んの５年生存率はどれくらいだと思いますか」と質問しますと、大体４～６割あたりに回答が集中して

いました。甲状腺がんや精巣がんのように、５年生存率が９割を超えている病気についても同様でした。

ですから、医学的な事実と一般市民のイメージには今でも大きな隔たりがあります。

　サバイバーシップという考え方は、医療政策や研究の領域でも非常に広がってまいりました。これは、

アメリカの Institute of Medicine が出版した「がん患者からがんサバイバーへ　その移行の道に迷っ

て」という報告書 1）です。ここで社会生活上の困難について特に取り組むべき喫緊の課題として、就

労問題が挙げられています。

　がんと就労に関しては、これまでも、国内の先行研究でもいろいろなことが指摘されておりました（ス

ライド４）。これは、広島大の宮下先生と私が 2008 年の乳癌学会に発表した研究ですが、35 歳未満

で乳がんの診断を受けた方のグループインタビュー調査では、やはり、雇用就労問題と経済的問題が

1. 厚労科研『がんと就労』研究班の活動概略
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挙げられました。入院準備と並行する仕事の引き継ぎをどうするか、職場での立場が危うくなる焦り、

配置換え、昇進試験からあからさまに外されたケース、逆に配慮なく激務を課された、など、いろいろ

ありました。同僚の陰口に傷ついたり、病名の公表の是非や健康診断への対応など、いろいろな問題

が挙げられました。

　がんと就労に取り組む団体も、この数年急に増えています（スライド５）。複数のがん支援団体が就

労に注目してアンケートを始めておりますし、既に発表して提言や書籍の出版をしているところもありま

す。さらに、研究プロジェクトも複数スタートしています。この研究班のほかにも、労働者健康福祉機

構の研究班、厚労省のモデル事業、また小児がんの領域ではジョブ・コーチング事業なども始まって

います。これまで、がんになったときは、特に医療現場では身体を治すことが重視されてきました。し

かしそこから徐々に―ここ 20 年ぐらいのことだと思いますが―心の問題の重要性も認識され、そしてさ

らに、身体だけでも心だけでもなく、「本人や家族が社会の中でどう生き続けていくか」ということが議

論されるように変化していると感じます。社会の中でどう生き続けていくかという視点が、徐々にご本人

や周囲の人たちの中に取り入れられているように思います。

　そこで、この研究班ですが、平成 22 年度から厚労省の研究助成金を受けて３年プロジェクトとして

始まりました。がん臨床研究事業として採択されています。この研究班が目指すものは大きく３つあり

ます（スライド６）。第１に、日本で暮らす患

者さんご自身、ご家族が、どのように働いていて、

就労に関してどのようなニーズを持っているか、

さらに、その就業を阻害する要因にはどのよう

なものがあるか、実態と課題を明らかにするこ

と、第２に、ご本人やご家族を取り巻く就業環

境整備のキーパーソンである職場関係者、産業

保健の関係者、治療機関の医療者が、がん患

者の就労に関してどのような問題意識を持ち、
スライド 4スライド 4
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今現在どのように支援をしていて…ひょっとしたら支援していないかもしれませんけれども、その実態を

明らかにして、それぞれがもっと支援力を高めるためにはどうしたらよいか、課題を明らかにすること、

第３に、ご本人、ご家族、職場関係者、産業保健担当者、治療担当者のそれぞれに向けて、今よりも

支援力を上げられるように、今よりも楽に働けるようにするための教材やカリキュラムを開発すること、

そして、それが本当に使えるものかどうかを評価すること。また、先ほどもがんに対する一般市民のイメー

ジと医学的事実にはかい離があると言いましたけれども、一般市民に向けた効果的な啓発の方法も考

えること。その３つを目標にしています。それを実現するためには、医療者や研究者だけの力では本

当に限りがあります。医療者や研究者に見えるもの、見えないものがあります。ですから、さまざまな

視点や問題意識を取り入れて、前向きで開かれた議論のフォーラムをつくっていきたい、この研究班の

中でそれを継続していきたい、と考えています。

　研究班のメンバーは、このようになっております（スライド７）。

　先ほどから、このトピックにはいろいろな登場人物、ステークホルダーがいると話しておりますけれど

も（スライド８）、今現在は、ご本人やご家族と職場関係者の間での情報交換が中心です。あるいは、

がんになったということを職場で公表していない方もおられると思います。ご本人は治療施設のスタッ

フから病気や治療の状況を知らされているわけですけれども、必ずしも医療者とのコミュニケーション

はスムーズではないかもしれません。職場関係者のほうは、もし自分に身近ながん体験者がいなければ、

やはり、一般社会の「がんは死に直結する」というイメージを持ってご本人やご家族に接するかもしれ

ません。そこで治療施設のスタッフ―スタッフには治療医も看護師もソーシャルワーカーもすべて含み

ますけれども、スタッフからご本人への説明のありかたが重要になります。職場関係者が知りたい情報

について治療スタッフが意識的に説明を入れれば、ご本人と職場のコミュニケーションがよりスムーズ

になるかもしれません。また、もしその職場に産業医、産業保健師、産業看護師といった産業保健スタッ

フがいて、熱意を持っていれば、治療医からの情報収集や職場関係者との間での情報の翻訳者の役目

を果たせるかもしれない。さらに、個人を取り巻く関係者の外に、地域にもいろいろなリソースがあり

ます。がん拠点病院の相談窓口や患者会、社会保険労務士などです。それらのリソースの今現在の貢
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献度については、もちろんいろいろなご意見があるでしょう。「窓口があっても全然役に立っていない」

というご意見もあるかもしれません。ですが、今後支援力が上がっていけば、これらの窓口は地域の支

援源としての価値を増すと考えます。

　この研究班の研究計画は、大きく３本柱になっております（スライド９）。第１に、先ほどの目標の

１点目とも関係しますが、国内の現状の把握です。それには実態調査と分析が必要になってきます。

その詳しい実態調査に基づいて就業支援リソースを開発していく予定です。開発に当たっては、既に海

外で幾つか支援実態がありますので、どのような教材がだれに向けて発信されているのか、その収集

と分析が進行中です。その一部は、シンポジウムの後半でも発表いたします。また、海外の支援団体

の視察もしてきます。教材を実際にどのように開発し、評価し、どういうかたちで社会に還元していく

のか、という広報戦略についても学んでくる予定です。実態調査の対象としては、成人がん患者と家族、

小児がん経験者の親、職場関係者、産業保健担当者、医療機関の関係者という登場人物を考えていま

すが、その調査の一部は１年目から実施しておりますので、本日の後半に発表いたします。

　国内の現状把握について少しお話しいたします（スライド 10）。ご本人の就労については、乳がん

治療を受ける女性とその配偶者の方を対象とした質問紙調査が進行中です。さらに、乳がんに限らず、

あらゆる種類のがん経験者の就労体験の収集を目的とした調査を、郵送質問紙とネット調査を組み合

わせたかたちで、４月ごろからスタートする予定です。さらに、小児がん経験者の親御さんの調査。付

き添いなどで就労が非常に難しくなるケースも多いので、その質問紙調査も計画されています。

職場関係者につきましては、関東地区７つの企業のご協力をいただきまして、今年度はヒアリングを

実施しました（スライド 11）。さらに、産業保健担当者の調査としては、専属産業医―常勤として特定

の企業に勤めている産業医ですが―専属産業医対象のインタビュー調査も実施しました。この専属産

業医対象のインタビュー調査については、立石先生からまたご発表があります。さらに、医療機関の

関係者の調査として、今年は日本臨床腫瘍学会の専門医・指導医対象の質問紙調査も実施しました。

これについては、和田先生からご発表があります。小児がん治療施設の看護師対象の質問紙調査の計

画も進んでいます。
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　ごく簡単に、企業ヒアリングでうかがったことをお話しします（スライド 12）。関東地区の７つの企

業にご協力いただきましたたが、ヒアリングにご協力いただけるということ自体、就労について前向き

な企業でいらっしゃるので、ここで出てきた話がすべての企業に一般化できるとは限らないと思います。

ですが、企業側もいろいろ困っていることがわかりました。具体的には、従業員の様子が何かおかしい

と周囲が気づいているのに本人が病気を開示してくれないときのコミュニケーションの困難。また、が

んとわかっても、病状が把握しきれないときの対応への苦慮。仕事のパフォーマンスに波があるときの

対応。負担が少ない部署に配置転換する結果、パフォーマンスが低下した方が特定の部署に集まり、

その部署全体としてのパフォーマンスが落ちてしまう問題。同僚の不公平感。そしてこれはとても重要

な問題だと思いますけれども、企業の存在理由。企業活動の質の維持と従業員支援のバランスをどう

とるか苦慮しているというお話を伺うこともできました。

　企業側が欲しい支援もうかがいました（スライド 13）、「似たような業種のほかの企業ではどうして

いるのかということをぜひ知りたい」「企業の枠を超えて困難事例を相談できる窓口はないだろうか」「主

治医とどういうふうにコミュニケーションをとったらいいのだろう」といった声がありました。具体的な

対応策として「病状把握のために公的機関から保健師さんを派遣してもらって企業と病院の橋渡しをし

てもらえないか」「対応のＱ＆Ａ集とか人事向けの勉強会があれば、ぜひ参加したい」というご意見。

スライド 12スライド 12

スライド 13スライド 13
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もちろん、「企業にとってコスト負担が少ない対応を検討することが肝要」というような声もありました。

ヒアリングの最中に印象的だったのは、「一般市民へのがん啓発が大事ではないか」「社内でがんがもっ

とおおらかに語られるべきではないか」といった声が実際に企業側から聞かれたことです。

　さて、就業支援リソースの開発に関する具体的な話はシンポ後半で発表いたしますが、海外の支援

実例の分析が進行中です（スライド 14）。また、視察先としては、ロンドンに本部があります

MacMillan Cancer Support という大手支援団体に今月お邪魔する予定になっています。

　さらに、開かれたフォーラムの形成についてですが（スライド 15）、「がんと就労」勉強会を９月か

ら隔月で実施しております。新橋の会場でやっておりますが、本日のプログラムの背表紙にこれまでの

勉強会の内容とスピーカーの情報が記載されています。第４回は３月７日です。毎回 50 ～ 60 人の参

加がありまして、さまざまな背景の方が参加してくださっています。第２回でしたか、国会議員の方が

飛び入りで来られたこともありました。患者会の関係者の方、患者会に入っていない患者さんご本人、

企業の方、産業保健関係の方、医療者など、いろいろです。

　過去の勉強会の記録はすべて報告書にまとめています。今日は第１回と第２回の報告書見本が受付

に置いてありますので、どうぞお手にとってご覧ください。そして、報告書を入手ご希望の方は研究班

のホームページから申し込み可能です。

　今後の勉強会の予定企画です（スライド 16）。がんになっても、うまく就労できている方、あるいは、

うまくできている会社はどこが違うのかというGood Practiceの紹介もしていきたいと思います。さらに、

がんと障害者就労の共通点・相違点の検討。障害者の就労支援を専門にする会社も複数ありますし、

がんよりもかなり先を行っております。障害者の就労の知見をがんにどのように生かせるか、も検討す

る余地があると思います。職場関係者の実感や、医師、看護師、ＭＳＷ、それぞれの立場からの課題

と実践などについても考えていきたいと思っています。皆様から「こういうトピックはどうですか」とい

うインプットをぜひお寄せください。

　最後に、このプロジェクトは本当にさまざまな関係者によって成り立っています。私たちも実際に研

究班を立ち上げてみて、問題の複雑性に改めてきづき、少々圧倒されているようなところも正直言って
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あります。ですが、これは勉強会に初回から参加している方が言ってくださったのですが、「これだけい

ろいろな方が集まって同じ問題を考えようとするときに大事なのは、異文化コミュニケーションだと思

う」。自分に見えること、見えないことは何なのか。自分が当たり前だと思っていたことは本当にほかの

人にとっても当たり前なのか。そのあたりのすり合わせ、かなり気持ちを大きく持ってすり合わせていく

ことが、がんと就労について考えるときにはとても大事ではないかと思います。

　今後に向けて、ぜひ皆様からのインプットをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

ありがとうございました。（拍手）
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2. 小児がんサバイバーの長期フォローアップに関する看護師の認識と課題

　　　　　　   丸 光惠
　　　　　　 （東京医科歯科大学国際看護開発学）

司会（立石）　

　２題目は、東京医科歯科大学大学院国際看護開発学、丸光惠先生です。演題名は「小児がんサバ

イバーの長期フォローアップに関する看護師の認識と課題」です。

　それでは、先生、よろしくお願いいたします。

丸　よろしくお願いいたします。

　本日は、成人のがん関係の参加者の方も大変多いということですので、小児がんに関しては、まず

基本的なことをお話しさせていただき、それから小児がんサバイバーの現状と課題について、看護師

の立場からお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

　本日の私の話の内容は、小児がんサバイバーの特徴と長期フォローアップの国内外の現状について、

特に海外のナースプラクティショナーの活動を中心にお話ししたいと思います（スライド１）。次に小児

がん経験者の就学・就労に関する問題点ですが、この調査自体は調査票を配布したところでございます。

調査票を設計するに当たって、小児がんサバイバーの何が問題なのかということについて、研究グルー

プのメンバー間でフォーカスグループディスカッションを行い、非常に多様な問題について話し合いが

行われました。そして調査票の設計段階で明らかになった問題点について、後半はその内容を中心に

お話ししたいと思います。そして最期に看護師の立場から、小児がんサバイバーシップと長期フォロー

アップの課題について、若干私見を述べさせていただければと思います。

　まず小児がんサバイバーの特徴についてお話する前に、小児がんとは一体どういう病気なのかとい

うことをご説明いたします（スライド２）。小児がんは 15 歳未満に発症するがんで、内訳をみますと一
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番多いのが白血病、次に脳腫瘍、神経芽細胞腫、悪性リンパ腫となっており、これらの疾患群で約７

割を占めています。発生年齢のグラフは 19 歳まで含めておりますが、一番発症数の多い年齢は０～

４歳、５～９歳、つぎに 10 ～ 14 歳というような段階になっています。全体の症例数は年間わずか

2,000 人程度であり、全年齢に発生するがんの中でわずか 0.4％です。こういったグラフにしますと本

当に線になってしまうほど総数的には少ない病気です。成人がんとの大きな違いは、成人がんの５年

生存率 50.8％に比べまして、小児がんの場合は 71.8％、白血病のある種類に関しては８割近くも生存

します。つまり治療が終了してからが成人と比べて圧倒的に長いのです。小児がんは化学療法等の治

療に対して大変反応がよく、長期の生存が見込める病気ですので、20 歳を超えた小児がん経験者は年々

増加傾向にあります。5 年生存率がわが国と極めて近い米国の推計によりますと、2020 年までに若年

成人の人口 600 ～ 1,000 人に１人と予想されています（当事者の方々は「サバイバー」という言葉で

はなくて「小児がん経験者」と呼んでほしいご要望もあり、「サバイバー」と「経験者」という言葉を

同義で使用）。

　それではわが国の小児の慢性疾患（腎臓病、心臓病等を含む）全体の中で、小児がんはどういった

位置にあるのかを見ていきたいと思います（スライド３）。小児の慢性疾患患者全体の中で一番多い

のは内分泌疾患で、その次が悪性新生物です。この「小児慢性疾患患者数」とは、小児慢性特定疾患

治療研究事業というものに登録している患者数を指します。グラフをみますと 19 歳の患者の部分は大

変少ないのですが、年間 1,000 人ずつ増加しています。小児がんを含む小児慢性疾患全体の治療成績

が、大変良くなってきていることがわかります。中でも小児がんは今後、成人した小児慢性疾患患者の

中で占める割合が大きくなると予想されていますが、同時にこのような患者さんの中で成人後に、いろ

いろな慢性疾患を持つ患者が増えているという現状も報告されています。これは、もと成育医療センター

におられて、現在鹿児島大学の武井先生が 2007 年にとった統計ですが、年間 1,000 名ずつ増加して

いる成人した小児慢性疾患患者のうちで、原病の他に合併症、後遺症による障害を保有している率は

53.6％、そのうち 30.3％は「病状が進行している者」です。また短大や大学の進学率は 40％弱と報告

されていますが、健康障害のない子どもの大学進学率が 53 ～ 55％ですので、やはり、こういった病
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弱児の大学進学率はかなり低いと考えてよいと思います。

　先ほど、約３割に病状が進行している者がいるとお話しいたしました。2008 年に発表された研究で、

小児がん経験者に見られる主な晩期合併症について、189 名の小児がん経験者の方にアンケート調査

をしたものがあります（スライド４）。主治医の方がどういう病気があるかということをお答えになって

いるものなので、患者さんご本人の報告より正確なデータと言えます。大きく分けまして、成長・発達

への影響で一番大きいのは低身長、骨筋肉障害です。臓器に関しては、内分泌の障害、皮膚障害・脱毛、

肝障害などが多いと報告されています。また、二次がんのリスクも海外文献ではかなり報告されており、

１つ以上の晩期障害を持つ割合は、特に造血幹細胞移植をした患者さんの 78％とされています。特に

移植をした例に関しては、このような晩期合併症が多く発生しているという結果になっています。

社会生活・就労状況をみますと（スライド５）、この 189 名のアンケート調査では、ひとり暮らしをして

いる人は一般の対象群と比べてそれほど差が出ていないという状況なのです。ここは唯一、見た目で

は一般の方のほうが正職員になっている方が多いようにも見えるのですが、統計的には差が出ておらず、

この調査においては社会生活・就労状況には大きな影響はないということでした。

　ところが、小児がん経験者が心配している内容にはどういうものがあるかというと（スライド６）、や

はり身体のことが一番気にかかっている、心配だという回答が多く、晩期合併症などの身体的問題が非

常に大きな悩みとなっています。それから心理的な問題、それに関連してだと思うのですが、周囲にど

う説明していくか、対人関係で悩んでいるというようなお答えです。それから、ここに就職だとか仕事

のことが挙がってきております。この心配事を解決するにはどうしたらいいかということをご本人に尋ね

てまとめたものがこのデータになりますが、「心配事を解決するには自分の自覚が必要」、周囲の理解

と支援、相談の場と機会、健康な身体づくりをする、治療の必要性を認識する、環境体制の改善といっ

たようなところが挙げられています。特に、相談の場と機会とか環境体制、それから治療を継続してやっ

ていく、あるいは 2 次がん等のスクリーニングの必要性の認識に関しては、長期フォローアップ体制の

要望というところにもあり、「包括的な診療体制が欲しい」「心理面のフォローアップをしてほしい」「外

来を整備してほしい」「他病院・他科との連携が必要」という要望が多く見られました。また、「こういっ
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た長期的な影響がある、晩期合併症とかそういう問題が起こり得るということの情報開示をもう少し進

めていただきたい」と、情報提供を求める声があられていました。

　それでは、長期フォローアップの国内外の現状は具体的にどういうところなのかということなのです

が、長期フォローアップとは一体何なのか（スライド７）。まず、晩期合併症を早期発見・早期治療し

てＱＯＬを向上させ、心理・社会的サポートを行うことです。また、二次がんとか晩期合併症予防に

向けた健康教育、具体的には禁煙と適切な食事、運動習慣、メンタルヘルスに関するものを指します。

10 代の患者さんに対しては性感染症予防等を含めた性教育なども含まれます。2 次がん予防について

は、乳がんの自己スクリーニング等の技術も含めた予防教育も必要です。長期フォローアップは、晩期

合併症に関する情報収集を行うことで、様々なデータを蓄積して小児がん患者の新たな治療開発に向

けて集約していくというような意義もあります。

　現在、日本の中で長期フォローアップ外来が設置されているのは、都内では、聖路加国際病院、日

本大学附属板橋病院、日本医科大学付属病院、国立成育医療センターで、その外、全国 14 カ所に長

期フォローアップ外来が設置されています。

　一例、静岡県立こども病院での取り組みをご紹介しますと、対象は治療終了後３年経過した患者さん

で、疾患について告知されていることが望ましいとしています（スライド８）。内容は、晩期合併症の説明、

進学、就労などのライフイベント時の受診の推進、成人中心型医療への移行を勧める、血液腫瘍科と

他科との連携を進めるなどをされています。また診察のみでははなく、看護面談も行っています。さらに、

一たん治療を終了したのちには、継続した服薬などの治療がなくなります。すると、年に１回の健康ス

クリーニング程度に受診機会が減りますので、やはり、ご本人の病識というものがなかなかもちにくく

なり、ついには受診が途絶えてしまうというようなことがあります。そこで静岡県立こども病院では、受

診が途絶えている人に、年に１回の受診日が近づきますとお手紙等でお知らせして受診を促すというよ

うなこともされているようです。

　このプロジェクトの助成金をいただきまして、昨年の３月に、国際がん看護学会のプレカンファレン

スワークショップで、長期生存者のためのクリニック、長期フォローアップ外来をどうつくっていくかと
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いう米国のナースプラクティショナーのワークショップに参加してまいりました。文献等を通して見ます

と、米国のほうが非常に先進的に取り組んでいるように考えていたのですが、実際には一部のセンター

病院が中心となっている様で、多くの病院は長期フォローアップに入った小児がんの患者さんが増加し

てきた段階にあって、これからどのように長期フォローアップ体制を作るのか、ナースプラクティショナー

を中心として動き出しているというような状況だということがよくわかりました。このワークショップに参

加したのは、約 30 名の米国及びカナダ、それからオーストラリア等の英語圏のナースでした。その中で、

ニューヨークにあります Memorial Solan-Kettering Cancer Center のナースプラクティショナーの方が

具体的な活動についてプレゼンテーションしてくださったので、そのことについてご説明したいと思い

ます。

　まず、治療が終了する前の段階で、これまでどういう治療を受けてきたのか、治療サマリーを作成す

る（スライド９）。どんな薬を使ってきたのか、晩期障害のリスクはどれぐらいなのか、そういうものの

サマリーを作成し、今後のケアのマネジメント計画を立案します。これは、５年、10 年単位で、どういっ

たスクリーニングを受けなくてはいけないとか、どういう健康教育が必要だとか、そういうようなことを

包括的に示した計画です。そのサマリーをもとに、小児の患者ですので、両親とともに話し合いをしま

して、現疾患の病識に関して、晩期合併症・二次がんのリスクについて、検査・治療計画と今後の健

康管理・健康増進に向けた教育計画について話し合います。そして、これをもとにフォローアップを依

頼するのですが、依頼先としましては、一番最初に申し上げましたように、小児がんのピークは幼児期

にありますので、幼児のお子さんですと小学校、中学校という段階を経て成人医療に行くには年単位先

の話になりますので、そのような患者さんに関しては小児科でフォローアップをします。思春期以降の

患者さんになりますと成人科医療への移行準備に入ります。したがって主治医を小児科医にするか成人

科医にするか、あるいはプライマリケア医にするのか、合併症の重症度によっては各診療科医を含め

るかを検討し、長期フォローアップチームをまず組織するということでした。

　治療が終了した後は、はじめは小児中心型医療に残っていて、年齢に合わせて、10 代の前半、大体

中学生年代ぐらいから成人中心型医療への移行準備期間に入ります（スライド 10）。そして、高校卒業
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後の進路に合わせて医療機関をアレンジし、21 歳ごろまでに小児科から成人医療へ移行するというこ

とで、その中で、就業ですとか保険加入の問題に関してはソーシャルワーカー等の専門職が対応してい

くというようなプログラムになっているとのことでした。

　幾つかの病院の方がプレゼンテーションをされていましたが、いずれも成人病院に小児がん経験者

の方が来られる、その数が年々増加しているということでした。参加している成人がん専門のナースプ

ラクティショナーの中には、小児がんの患者に対応し切れないので、このようなワークショップで学び、

小児がんについても専門的な知識を得たいというようなニーズの参加者がとても多かったです。また小

児科側でも専門的に治療終了者のためのクリニックを立ち上げて、成人医療への橋渡しをしていこうと

しており、小児医療、成人医療、双方に動きがあることが感じられました。

　まとめますと、米国の特徴としましては、小児病院、成人型のがんセンター病院、双方にフォローアッ

プ外来ができつつある中で、ナースプラクティショナーが中心的な役割を果たしているということがあげ

られます（スライド 11）。また、米国の医療の特徴として、小児医療と成人医療の間に思春期医療とい

うものがあり、思春期の健康教育や思春期特有の行動由来の病気、あるいは児童精神科的な問題にも

対応できる医師の専門領域があって、そういう方々がかかわっているということが大きな違いといえま

す。また学校教育に関しては、特別支援学校というものは余り米国では発達しておりませんで、むしろ

個別の教育計画を立てて家庭訪問をしたり、かなりフレキシブルな教育計画で教育の継続がなされて

いるということです。就業支援に関しましては、非常に大陸が広いですので、就職だとか進学に当たっ

ては、自分が治療を受けた小児病院に継続して通院ということを想定していない。したがって、ご自身

が自分で診療録を持って次の就職先なり進学先の近くの病院にかかることが期待されている。患者の自

立性に任せられているので、送り出すことを前提としたかかわりをしているということが挙げられます。

さらに進学・就職先での通院ですとかフォローアップ体制を構築することを患者さんが主導でやってい

かなくてはならないのですが、それをバックアップするような形での支援が行われているということです。

　小児がん経験者の就学・就労に関する問題点ですけが、私どもがこういった調査を計画するに当たっ

て、それでは、わが国ではどうなのかということを話し合いました。一部の小児がん専門の先生方の間
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では非常に話が進んでおりまして、看護師の間でも徐々に長期フォローアップですとか小児がん経験者

に関する関心が高まってまいりました（スライド 12）。学会等でも、関連した演題が増加しております。

一方で、入院している患者さんに関しては、治療がアクティブな患者さんが中心になりますので、フォロー

アップといったときには、小学生の方もいらっしゃれば、高校生の方もいらっしゃる。非常に幅広い年

齢で、病像も非常に多様である。長期フォローアップ外来が立ちあがっても、ナースプラクティショナー

という制度がない我が国において、どういった役割を看護師がとっていけばいいのか非常に曖昧という

ことで、私どもとしては、小児がん経験者への看護の実態をまず明らかにする必要があるのではないか

という結論に至って、調査を計画いたしました。

　これは、私が所属しているＮＰＯ法人日本小児がん看護学会の研究委員会の事業の１つとして位置

づけられておりまして、小児がん治療施設 204 施設の病棟・外来、双方にアンケートを配布していると

ころです（スライド 13）。小児がん経験者のニーズへどういうふうに看護師が対応しているのかという

こと、それから、長期フォローアップの看護に関する認識を外来・病棟看護師がそれぞれどういうふう

に持っているのかというようなことを調査する予定になっています。グループメンバーは、スライドにあ

る８名でやっております（スライド 14）。

　この調査票を設計するに当たって、先ほどのメンバーでディスカッションを行いました。小児がんの

場合、長期フォローアップに入っている患者さんで医療ニーズが非常に高い群と医療ニーズが低い群、

その中でも就学とか就業が非常に困難な群と就学・就業が可能な群、こういった軸で考えますと、そ

れによって患者像が非常に異なります（スライド15）。調査で長期フォローアップ事例について尋ねても、

個々の看護師がイメージする事例が異なるという点が問題となりました。特に、看護師が病棟で、ある

いは外来で頻繁に出会う患者さんたちは、在宅医療が必要だとか身体障害がある、晩期合併症が非常

にアクティブに進行しているとか、こういった医療ニーズが非常に高い群になります。ここに関しては、

障害者の雇用の問題ですとか、あるいは介護するご家族の就業ですとか経済的な支援の問題が大きく

なってくるのではないかと思います。一方で、医療ニーズは低いんだけれども就学・就業困難という群

もありまして、例えば大体３割ぐらいいると推定される不登校、学習意欲がないというような問題があ



スライド 15
スライド 16スライド 16

2. 小児がんサバイバーの長期フォローアップに関する看護師の認識と課題

がんと就労　公開シンポジウム 報告書 16

る群、これに関しては一般の今の中学・高校の子供たちに対するような支援とかなりオーバーラップし

た支援が必要になってくるのではないかと思います。通院・入院して医療ニーズは高いんだけれども就

学・就労には問題がないだろう、何か工夫すればというのは、社会的・雇用側の理解や本人の自立性

の問題になるのではと思います。

　これは看護がなかなか支援しにくい群で、年に１回しか受診機会がない、あるいは受診が途絶えて

いるという方たちです。こういった群に関して長期フォローアップの認識を高めていくにはどうしたらい

いかということも必要ではないかと思います。

　小児がん経験者が就労できるかどうかの大きな契機となっているのが、高校です（スライド16）。中学・

高校の段階で治療中に受験勉強に対して支援がなされない、受験のときに入院していて受験機会を喪

失してしまい、結局高校に入学できない状態になってしまう患者さんがいます。また高校入学後も治療

等による欠席がカウントされてしまって退学の範囲に入ってしまう、特別支援学校には高等部がないと

いうような問題、それから、大学・就職時に内申書・健康診断書にどう書くか、あるいは、本人がどの

ように周囲に説明するかというような問題があります。こういったところが成人との大きな違いではない

かと思います。

　結局、子どもたちが最終的に就職するに当たって、スライドにあるような社会的能力をつけなくては

いけないのですが（スライド 17、18）、最後にポイントになってくるのは就職の面接のときの技能で、

面接でいろいろ聞かれたときにどのように答えるかは、病気を理解しているかどうかということとそれか

ら他者へどういうふうに自分の病気を説明するかに関わってきます。このようなトレーニングをどこかの

ポイントで集中的にやっていかなくてはいけないのではないかと感じています。

　時間が来ましたので、長期フォローアップにおける看護の課題というところなのですが（スライド 19）、

先ほど申し上げたように、こういう４群に分けて（スライド 15）、それぞれ関連職種が、教育職、ＭＳＷ、

心理職と連携してゆくことが重要と思います。今後長期フォローアップに関する認識を高めるためには、

関連学会とも一体となって組織なアプローチが必要なのではないかと考えております。以上です。

司会（立石）　丸先生ありがとうございました。（拍手）
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　それでは、今の発表の内容確認について、お一人だけご質問をお受け付けしたいと思います。どな

たかありますか。では、私のほうから１点だけいいですか。先ほど、４つの群がありましたよね。あの

中で特に先生が、まずこの群から足がかりをつけていけばほかにも応用展開できるのではないかと思

われるものとして、どういう病群を想定されているのでしょうか。

丸　医療ニーズは高いけれども就業とか就学は可能だという左上の群ですが、そこに関して、ご本人と

受け入れ側の両方にアプローチすることによって事態が改善する患者さんがいるのではないか。高橋

先生がこのプロジェクトでご提案になっている部分は、ここではないかと思っていますので、この群に

まずフォーカスして考えてゆきたいと思っております。



スライド 1 スライド 2

3. 子宮頸がんサバイバーの就業に影響を与える要因：身体症状・日常生活面への看護に関するレビューより

がんと就労　公開シンポジウム 報告書19

3. 子宮頸がんサバイバーの就業に影響を与える要因：
　　　　　　　身体症状・日常生活面への看護に関するレビューより

　　　　　　   江川 京子
　　　　　　 （東京医科歯科大学国際看護開発学）

司会（立石）　それでは、３題目に移らせていただきたいと思います。

　３題目は、東京医科歯科大学大学院国際看護開発学、江川京子先生です。演題名は「子宮頸がん

サバイバーの就業に影響を与える要因　身体症状・日常生活面への看護に関するレビューより」であり

ます。

　それでは、江川先生、よろしくお願いいたします。

江川　よろしくお願いいたします。

　私は、臨床では大学病院の周産・女性診療科というところに看護師として勤めていました。そこで婦

人科の患者さんの日常生活の看護を行っている中で、多くの子宮頸がんの患者さんに出会い、治療の

ことや退院後の自宅での生活のことなど、さまざまなお話を聞かせていただきました。そして、がん治

療の副作用が退院後の日常生活にまで影響を及ぼしていることに気づき、治療後の生活援助のための

介入の必要性を感じました。現在は、大学院で子宮頸がん治療後のがんサバイバーの生活支援のため

の研究を進めているところです。

　今回は、国内外の子宮頸がんに関する研究についてまとめ、今後の私の研究の方向性についてお話

をさせていただきたいと思っています。

　厚生労働省の人口動態統計によると、2005 年に新しくがんと診断された人は、部位別では胃、肺、

結腸、乳房が上位を占めているのですが、女性の全年齢では乳がんが１位です（スライド１）。子宮

がんは全年齢では第５位というところにあるのですが、０歳から 39 歳においては乳がんに続いて第２

位となっています。さらに、子宮がんの中でも子宮頸がんは若い世代での増加が目立っています。
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　子宮頸部とは子宮下部の細くなった部分のことをいいまして、赤ちゃんが育つ子宮体部と膣をつなぐ

部分のことを指します。子宮頸がんは子宮頸部の細胞中に発生して、時間とともに、子宮頸部、またそ

の周りの組織に浸潤していくことがあります。

　子宮頸がんは、罹患率の高さとは対照的に、検診による早期発見・早期治療が可能であり、子宮頸

部のみにがん細胞の範囲が限られているような早期の子宮頸がんの５年生存率は 80 ～ 90％にも達す

るというデータもあります（スライド２）。

　部位別のがん死亡率では、肺がん、胃がんなどの死亡率の高さに比較して、子宮頸がんは人口 10

万に対して 3.9 人の死亡率ということで、治療によって社会復帰していく方が多いことが想像できます。

　また、平成 21 年度の総務省の「労働力調査」によると、女性労働力人口は前年に比べて９万人増

加していて過去最多の 2,771 万人になっています。また、労働力人口総数に占める女性の割合も過去

最高の 42.3％、25 ～ 29 歳と 45 ～ 49 歳でピークを迎えていて、働く女性の多い世代と子宮頸がんに

罹患する世代は、どちらも 20 歳代以降で急増し、40 歳代にかけてピークを迎えているため、子宮頸

がんサバイバーについて研究調査を行うに当たって、がんによる就労状況への影響を考える必要があ

ると考えました。

　子宮頸がんの治療は進行度をあらわす病期によって異なりますが、Ⅰ期、Ⅱ期でも、がんの広がりに

よっては、手術での子宮と卵巣の摘出に加えて、骨盤内のリンパ節を郭清することがあり、さらに手術

後には、放射線治療、化学療法などを受けることがあります（スライド３）。

　私が婦人科の病棟で勤務していたときに出会った患者さんなのですが、化学療法の入院治療中に病

室で仕事をされている方がいらっしゃいました（スライド４）。Ａさんは、手術で子宮と卵巣を摘出した

後、化学療法を行うために入院治療をされていました。40 代で、雑誌の編集長をされていました。ご

本人からは「仕事をかわれる人もいないし、みんなから頼りにされているから」というお話を聞いて、

化学療法の合間を縫って、病室でパソコンをつないで、点滴治療をしながら仕事をしているという状況

でした。初めての化学療法から数日がたって、吐き気やだるさに悩まされ、その後は全身の筋肉痛や

関節痛が出てきていました。吐き気止めや痛み止めを使って、夜は休めるようにと睡眠導入剤を使用し
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て何とかやり過ごしていたのですが、初回の治療から点滴治療は決まった日数をあけて何週間も続くた

め、身体の負担を考えると副作用の予防や仕事との調整が重要になってくると考えました。

初回の治療の前に、看護師からは、どういった副作用が生じやすいか、また副作用への対応について

説明をしてあって、２回目以降の治療では副作用が同じような傾向で出現しやすいということも伝えて

ありました。そこで、治療経過を日記や記録につけることをお勧めしていましたので、Ａさんはパソコン

を使って、自分の吐き気や身体のだるさ、痛みなどが治療の当日から何日目ぐらいで出てきて、どれく

らいつらいか、どれくらいで楽になるかということを記録していました。そして、２回目以降の治療のと

きに、看護師と一緒にグラフを見ながら、副作用の出現前に予防的に薬を飲んだり仕事を調整したりし

て自己管理をするようにしていました。

　このように、治療と生活を結びつけて、治療がその後の生活にどのように影響してくるのか、情報を

提供したり患者さんと一緒に対策を考えたりすることが治療にかかわる看護師の重要な役目となります。

　子宮頸がんの治療の影響は、手術に伴う更年期障害や排尿障害、リンパ節に対する手術後のリンパ

浮腫の発症、放射線や化学療法の治療中に生じる下痢や便秘、皮膚障害、吐き気などの消化器症状、

脱毛、さらには、性の喪失感、再発の不安などの心理的なストレスから生じるうつなど、多岐にわたっ

ています（スライド５）。放射線治療や化学療法の治療中に生じる吐き気やだるさ、関節の痛みなどの

身体症状は患者さんの日常生活を脅かす苦痛であり、また苦痛から生じる治療継続への不安は心理的

なストレスとなって治療中の生活の質に影響しています。化学療法を繰り返し治療している方からは「副

作用がよくなって体調が戻ってきたと思ったら、また治療しなければならない」という苦痛の訴えもし

ばしば聞くことがありました。

　子宮頸がんの治療に伴う副作用や合併症には、治療中や治療終了直後だけではなくて、治療を終え

た後も何年にもわたって生活に影響を及ぼす症状があることが明らかにされてきています（スライド

６）。過去の研究をまとめたレビュー文献では、子宮頸がん、乳がん、前立腺がん、大腸がんの４つ

のがんについて調査してあって、身体面では慢性的な倦怠感（Fatigue）、痛み、身体機能の制限、心

理面では睡眠障害、うつや不安、心理社会的な側面では性機能障害や認知機能の問題について、どの
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がんにも共通して長期的に生活に影響を及ぼす症状として明らかにされていました。この文献調査では、

これらの症状が初回治療から十数年にもわたってさまざまながんサバイバーシップに影響を及ぼしてい

ることが示されていました。また、同研究で治療やがんの種類を問わず最も多くの研究で報告された

のが倦怠感 (Fatigue)、うつ、不安で、特に倦怠感 (Fatigue) は多くのがんサバイバーにとって最もス

トレスフルな症状とされていました。

　倦怠感、ここでは「Fatigue」と書いているのですが、治療後も継続して生じる副作用の１つとされ

ていて、National Comprehensive Cancer Network、全米の主要な 21 のがんセンターが非営利目的

で結成したガイドラインの策定組織によると、「最近の活動と釣り合わず、日常生活機能の妨げとなる

ほどの、がんまたはがん治療に関連した、つらく持続する主観的感覚で、身体的、感情的及び認知的

倦怠感または消耗感」と定義されています ( スライド７ )。The National Cancer Institute は米国の国

立がん研究所なのですが、倦怠感については、「がん治療に最も一般的に見られる副作用であり、治

療後数カ月または数年継続し得る」と説明しています。一方で倦怠感は、吐き気、痛みなどに対する

薬物療法と比較して具体的な症状緩和の対策が明らかにされておらず、さまざまな副作用の中でも特

に患者にとってつらい症状と認識されています。

　がんサバイバーの就労や復職の状況を調査し、就労や復職を促進する要因、あるいは妨げる障害と

なるものについて過去の研究を調査した最新のレビュー文献では、がんや治療による身体的・心理的

な影響、職場の環境や人間関係、そして社会的なサポートが就労や復職に関連する要因として挙がっ

ていて、障害となり得る要因としては、がんの影響としては深刻なレベルの倦怠感 (Fatigue) がケアの

必要な症状として挙げられていました（スライド８）。また、がんに関連した倦怠感 (Fatigue) は日常

生活における活動制限や体調の悪さにつながり、就労だけでなく家事においてもがんサバイバーに影

響を及ぼしていました。調査研究では、がんでない対象者と比べても、サバイバーが倦怠感によって

就業や家事により深刻な影響を受けていることが明らかにされました。

　これまで倦怠感 (Fatigue) について研究で明らかにされてきたことは、まずがん治療の副作用として

経験される倦怠感 (Fatigue) は健康な人が日常生活で経験する疲労とは区別されるということです（ス
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ライド９）。長期的にわたって認められ、睡眠と安静によって完全に緩和するものではなく、他の心身

の苦痛、例えば睡眠障害やうつ、痛みなどと関係して起こっています。原因や治療について明らかでな

い点も多く、長期的な介入が必要な症状の一つです。また、医学的に特定されている原因としては化

学療法によって引き起こされる貧血があります。

　子宮頸がんのサバイバーの特徴的な症状の１つに下肢のリンパ浮腫があります（スライド 10）。子

宮頸がんの患者さんたちが経験しているリンパ浮腫の症状としては、足全体が膨れたり重くなったよう

に感じる、皮膚が窮屈になったように感じる、足関節の運動障害、皮膚が厚くなってしまう、衣服・靴

の装着が窮屈になったように感じる、また、かゆみや熱感が生じたり、足が張れることで寝返りが打て

ないほど重くなり、睡眠に障害が出ることもあります。

　手術に伴うリンパ浮腫の発症は、ほとんどがわきの下のリンパ節を郭清する乳がんの患者さんや骨

盤内のリンパ節を郭清する子宮がん・卵巣がんの女性となっています（スライド 12）。特に手術後の

放射線療法がリンパ浮腫の発症リスクを高めるとされていて、婦人科の中でも子宮頸がんの患者さん

に発症例が多いとの報告もあります。また、治療中から治療後 20 年にもわたってリンパ浮腫のリスク

があるとされています。リンパ浮腫と診断されている女性の２倍以上が下肢のむくみを報告していて、

診断されている６割以上が日常生活に困難を感じていたという研究の報告もあります。
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　以上のような現状を踏まえて、子宮頸がんの治療終了後に長期にわたって生活に影響を及ぼす症状

としての倦怠感（Fatigue）、そして子宮頸がんの特徴的な症状である下肢のリンパ浮腫などの身体的

な症状を含む過去の研究論文について調査をしました。

　国内の研究について調査をしたのですが ( スライド 12)、過去５年間の原著論文について「子宮頸

がん」「症状」をキーワードにして、まず 120 の文献が検索され、それらのタイトルと論文の概要から、

対象に子宮頸がんの患者を含むものが 109 件、含まれないものの中には、子宮頸がんの検診やワク

チン接種に関するもの、婦人科の再発胆がん、放射線膀胱炎など、その他の疾患についてのものがあっ

て、こちらは分析の対象から除外されました。その後、109 件の文献から治療後の副作用症状や合併

症に焦点を当てたもの 30 件が抽出されて、そこから除外された文献の中には、手術や化学療法に関

する治療成績、疾患の病態や種類による予後、脳転移例や症例数の少ない事例の研究、また緩和ケア

に関する調査などがありました。抽出された 30 件については、次に説明していきます。

　痛みや不安障害に関するものは（スライド 13）、特にがんの痛みに対する神経ブロックやオピオイド

の有効性に関する研究が８件、がんの治療中に生じた不安障害に対する薬物療法の効果について、が

１件ありました。残りの 21 件は治療に伴う身体症状と治療後の合併症に関するものでした。多くは、

手術、放射線、化学療法の治療直後に生じる消化器症状や関節痛などの身体症状に関する調査研究で

した。

治療終了後の合併症に関する内容は、排尿障害、大腿神経麻痺による歩行困難、放射線治療終了後に

起こった膀胱の自然破裂や小腸の穿孔などです。

　子宮頸がんサバイバーに関する研究では、治療終了後の生活に長期的な影響を及ぼすような合併症

や副作用にはさまざまな症状があるにもかかわらず、研究は散見するのみでした。治療後の就労及び

生活支援は介入のニーズが高い一方で、倦怠感（Fatigue) や下肢のリンパ浮腫について、治療後の

生活への影響に焦点を当てた研究はごくわずかということになりました。

　倦怠感（Fatigue）やリンパ浮腫のような治療に伴う身体的な症状は、治療終了後も継続してサバイ

バーの生活に影響を及ぼすことがわかりました ( スライド 14)。そこで今後は、子宮頸がんサバイバー
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の倦怠感やリンパ浮腫など、身体症状に焦点を当てて、症状緩和と関連のある要因について明らかに

したいと考えています。女性が社会や家庭で担う役割や女性に特徴的な心理的側面、女性特有の症状

緩和の方策など、さまざまな要因が子宮頸がんサバイバーの日常生活や社会復帰にどのように影響し

ているのかを明らかにして、就労を含めた必要な支援を提供することが必要であると考えています。以

上です。（拍手）

司会（立石）　江川先生、ありがとうございました。

　それでは、会場から、本研究に関する内容の確認について、お一人だけお受け付けしたいと思います。

どなたかございますか。それでは、私から１点だけ。我々も、産業保健の活動をする中で、いろいろ

な疾患から復職される方が倦怠感を訴えることがあります。ある程度、例えば子宮頸がんになったとき、

大体これくらいの時期が一番倦怠感が強いという目安があると、集中的にサポートをしやすいと思うん

ですけど、そういうような論文はございましたでしょうか。

江川　海外の文献では、治療によってさまざまであるというものがほとんどで、余り統一された見解が

出ていない状況です。日本での研究は、私はまだ探せていません。

司会（立石）　わかりました。どうもありがとうございました。
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4. がんと就労に関する海外の支援活動および教材の分析

　　　　　　   高橋 都
　　　　　　 （獨協医科大学公衆衛生学講座）

司会（丸）　後半１題目は高橋先生より、がんと就労に関する海外教材の分析についてご発表いただ

きます。では、よろしくお願いいたします。

高橋　それでは、がんと就労に関する海外教材の分析について発表いたします。お手元の配布資料で

すが、ここに挙げた 12 の PDF 教材はすべて右側に書いてある URL からダウンロードできます［表１：

本章の末尾に記載］。これらは、まず Google で「cancer AND employment」と入力して検索し、ヒッ

トしたもののうち信頼できる団体がつくったＰＤＦ教材 12 編をピックアップいたしました。さらに、海

外の学会でがんと就労に関する活動をする支援団体のブースを見て、そこから入手できた資料も含ま

れています。出版国はアメリカ、イギリス、デンマーク、オーストラリア、ニュージーランドです（スラ

イド１）。アジアは、英語圏のシンガポールと香港で就労について出版された教材がないか集中的に

調べたのですが、見つかりませんでした。

　これらの教材は、読者対象で見ますと、ご本人向けと経営者・上司・同僚向けに分かれます（スラ

イド２）。両者向けの情報を１冊にまとめているものもあります。おもしろいところでは、医療者向け、

さらに労働組合関係者向けというものもありました。

　表１の教材の出版年を見ていただけますでしょうか。一番古いのは 2002 年、デンマークの Danish 

Cancer Society のものですけれども、そのほかは本当にこの数年の間に出版されています。2010 年

のものも多いです。ですから、がんと就労に対する支援教材が発表され始めたのは海外でもほんのこ

の数年のところで、国内外の動きがかなりシンクロしているということがわかります。

　教材を提供している団体の背景ですが（スライド３）、一番多いのは大手のがん患者支援団体です。
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日本では、「大手のがん患者支援団体」と言われてもイメージが非常にわきにくいかと思います。国内

の団体で、イメージとして一番近いのは、財団法人がんの子供を守る会などでしょうか。非常に大きな

予算を持ち、さまざまな背景の専門家が所属して活動をしている団体です。海外には、アメリカの

Cancer and Careers、National Coalition for Cancer Survivorship、これから視察に行くイギリスの

Macmillan Cancer Support など、いろいろあります。

　あと、こういうが ん に 特 化し た 支 援 団 体 以 外 に、Chartered Institute of Personnel and 

Development（CIPD）―ウィンブルドンに本部がある人材開発協会ですが―このような人事労務専門

家の業界団体も「がんと就労」に関する資料を出版しています（スライド４）。Chartered Institute と

いうのは、訳が難しいのですが、英国王室憲章認定の組織という意味で、どの組織でも名乗れるわけ

ではなく、その資格を取るハードルが非常に高い組織なのだそうです。そのような人事労務専門家の

業界団体も「Cancer and Working」という経営者・上司向けの教材を出しています。

　さらに、アメリカの Job Accommodation Network は連邦政府の労働省の Office of Disability 

Employment Policy が運営している組織です（スライド５）。ここでは事業主に向けた障害者雇用の

無料コンサルタントサービスを提供しています。ここで障害者と言いましたが、第２回の勉強会でも詳

しく学びましたけれども、アメリカやイギリスでは、Reasonable Accommodation、すなわち会社の
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負担になり過ぎない範囲の合理的な配慮を障害を持った人に提供することが義務づけられています。

その合理的配慮を具体的にどう提供したらいいか、個別相談を経営者側から受けて助言をする労働省

の団体が「Employees with Cancer」という経営者向けの教材をつくっているわけです。

　多様なアドバイスがそれぞれの教材の中にありますが、ちょっと内容を見ていきたいと思います。経

営者・上司・同僚向けの教材をまず取り上げます（スライド６）。もちろん一つ一つの教材によって違

いますが、かなり共通している部分があります。まず、「がんとは何か」ということ。経営者向けの教材は、

「従業員ががんになったときに何を考えればいいか」ということだけ書いてあるかのというと、そうでは

ないんですね。経営者や上司は医療者ではないのですから、まず「がんとは何か」という基本的知識

が必要になります。もし経営者や上司ががんの５年生存率は 30％などと思っていたら、現実と相当ず

れた対応が起きてしまうかもしれません。ですから、がんというのは生物学的にどういう状況なのか、

そして発症数や生存率などに関する統計的データや治療内容の総論についてのセクションが、大抵の

教材にあります。次いで、発病によって本人に及ぶ身体的・精神的な影響も説明されています。そして、

経営者・上司ががんと診断された従業員に対して検討すべきこととして、いろいろな点が挙げられてい

ます。まず、本人とのコミュニケーションの取り方、同僚への対応、先ほど申し上げた合理的配慮をど

う検討するか、さらに、会社組織と本人のニーズのバランスをどうとるか、などです。

　まず本人とのコミュニケーションについては、「キーワードは『open and honest』」と書いてあるも

のがありましたけれども、オープンなコミュニケーションをとりましょう、というメッセージが出されてい

ます。それから、病状は個人情報ではありますが、その病気が就労パフォーマンスに及ぼす影響につ

いて経営者側は知る権利があるということ。だから、がん診断後に就労との関連で何が問題になりそう

か、聞きましょう、と。就労との関連における質問なら聞いてもよいわけです。また、従業員の就労パフォー

マンスが変化するとき、たとえば配置転換なども必要になるかもしれないときにどう対応するか。一方

的に「Ａ部署からＢ部署に行ってください」と言うのはノーです。どうしてそうでなければいけないか

という客観的なデータを示しつつ従業員と交渉すること、そして大きな就労条件の変化があるときには

その同意を書面でとっておくことが勧められています。もし、がんになった従業員が退職を希望すると

きには、なぜやめたいのか、理由をよく確認しなくてはいけません。退職をすることによって従業員と

しての様々な権利が失われます。特にアメリカの場合には医療保険も大きな問題ですから、そのあたり

の、退職することによるネガティブな影響をご本人がよく理解しているのかどうかを経営者側は確認し

なくてはいけません。さらに、病気や治療が引き起こすさまざまな変化を経営者や上司が独断で想像

するのではなくて、とにかく本人に聞いて事実を確認すること。教材ではそういうふうに強調されてい

ます。なので、確認ベースで進むわけですけれども、そのためには、この後でも申し上げますけれども、

本人からの説明が決定的に重要になってきます。これらの教材に共通して、一番最後のほうには、が

んと診断された被雇用者が持つ法的権利の具体的な内容が説明されています。そして、さらに詳しく知

りたいときの連絡先も書かれてあります。
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　本人向けの教材を見てみましょう（スライド７）。本人向けにも、「がんとは何か」というセクション

がありますけれども、おそらく治療を受けるご本人は、就労の教材とは別に、自分のがんや治療に関す

る資料などを病院でたくさん渡されます。ですから、総論部分はそれほど多くない印象があります。む

しろ、発病による本人や介護者への影響、周囲とのコミュニケーションのとりかた、どういうふうに自分

で自分の仕事をマネージしていくか、さらに、患者の法的権利や差別を受けたときの対応法などが中

心です。

　本人向けのアドバイスの例を Cancer and Careers という団体が出した教材を例にして紹介します（ス

ライド８）。ところで、この Cancer and Careers という団体、ニューヨークに本部がありますが、ホー

ムページも大変充実していますので、どうぞごらんください 1）。この団体は、アメリカの化粧品業界で

エグゼクティブをしている女性たちが、そのミーティングの場で、余りにもメンバーの中にがん治療を

受けた人が多いことに驚き、「がん治療を受けた女性のために何かしよう」という問題意識で立ち上げ

たものだそうです。ですから、立ち上げた方たちは経営者でありながら自分もがん治療を受けており、「が

んになった従業員について経営者はどのように対応する余地があるのか」ということを仲間内で考える

ところから始めたわけです。その名も「Cancer and Careers」。この教材では、自分にとって働くことは

どのような意味があるのか考えてみよう、と書いています。人生における優先順位、何のために働くのか、

会社は支援的なのか、もし退職も視野に入れるとしたら自分は何を失うのかをよく考えなくてはいけま

せん、と。

　次に、会社とのコミュニケーションのとり方ですけれども、障害を持つアメリカ人法、いわゆる障害

者差別禁止法による保護を受けるためには、自分ががんになっているということをきちんと開示して経

営者に伝えなければいけない。それを前提として、「隠していたら法的保護は受けられません」と強調

しています。そして、がんを持った従業員から雇用側、人事、上司に対する説明はできるだけわかりや

すく明解である必要がありますから、自分の病気の状況や、治療が就労パフォーマンスに与える具体的

1） http://www.cancerandcareers.org/
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な影響を理解していなければいけません。「『こういうこと、ああいうことができなくなる』という説明だ

けではなくて、『それに対して自分はこういうふうに対応すれば働けます』という提案をあなたの側から

するとよいでしょう」と書いてあります。さらに、会社側と定期的なミーティングを持つことの重要性。

また、「『私には就労者としてこんな権利があります』のように言い過ぎると、権利の過度な主張は会社

側を防御的にしますから、気をつけましょう」という一文もありました。あと、同僚に対して配慮をしましょ

う、と。自分が休むために負担が増す同僚に向けた対応策を同僚と一緒に相談したり、提案したりする。

そして、カバーしてくれた同僚に感謝をする。そのあたりのアドバイスも書かれています。仕事をカバー

する同僚への対応については、経営者側の教材にも随分詳しく書いてありますね。大きなポイントだと

思います。一旦退職したあと、再就職を目指して活動する場面については、アメリカ、イギリスなどの

法的な整備ができている場合には必ずしもカミングアウトする必要はないわけですけれども、「すべて

はこの仕事が今自分にできるかどうかを基準にして考えましょう」というふうに書いてあります。重要な

のは、「その職で望まれるパフォーマンスができるのかどうか」です。障害者差別禁止法がある背景では、

病気が明らかである場合、面接で病気が就労パフォーマンスに影響するのかを聞くのは OK ですが、ど

うしてその病気になったのか、どういう状況で、どういう治療を受けているのかなど、就労と直接関係

ないことを面接官が質問するのは違法になります。なので、教材では、面接では就労パフォーマンス

に特化して答えればよいということが強調されています。また、内定後に雇入時健診を受けるのは被雇

用者の義務ですが、雇入時健診でに新たな健康問題が見つかったとしても、現在仕事が遂行可能な場

合には、その健康問題をもって解雇するのは違法になります。そのあたりの説明もかなり書いてありま

した。

　ここにふたつの教材の表紙を示します（スライド９）。左のほうは、同じ Cancer and Careers が医

療従事者に向けてつくったものです。「医療従事者にがんの教材なんて必要なの？」と思われるかもし

れませんが、がんと就労に関する教材は必要なわけですね。医療者は、がんのことは知っていても、

がん患者さんの就労のことは知らないわけです。この Cancer and Careers という団体は医療従事者に

向けたワークショップも企画していまして、そこで使っているスライド資料もダウンロードできるように
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なっています。医療者向け教材の表紙には「For Healthcare Professionals」と書いてありますけど、

healthcare professionals で想定されるのは、医師というよりも看護師やソーシャルワーカーなどのよ

うです。実際、研修に参加している医療従事者の中で医師の割合は極めて少ないそうです。右側は、

「Cancer in the Workplace: A workbook For Union Representatives」という教材で、イギリスの支

援団体 Macmillan Cancer Support が労働者団体と協同でつくった労働組合関係者向けの教材です。

がん治療を受ける労働者が働き方について組合に相談をしたとき、どのように対応したらいいか、どの

あたりがキーポイントなのかについて説明していますので、基本的にはご本人向けの教材との共通部

分が多いようです。

　研究班では今月、Macmillan Cancer Support というイギリスの非常に大手の支援団体の視察に出

かけます。Macmillan は３種類の教材を提供していまして（スライド 10）、一番左は雇用者・上司向け、

一番右は被雇用者向け、そして真ん中は、がんになった自営業の方向けの教材です。今日は PDF で入

手できるものをご紹介しましたけれども、芝居仕立ての DVD もつくられています。

　教材開発についてとても良いと思うのは、自分が学んだあと、それを人に伝えるための伝達教材が

あるということです。例えば、研修会に行ったソーシャルワーカーが自分の病院の同僚に学んだことを

使えられるようなスライドも準備されている。しかも原稿つきです。教育的効果を上げるための工夫が

よく検討されていると思います。ですけれども、このような教材が出てきたのは最近のことでして、本

当に国内外の動きがシンクロしていると感じます。また、どういう対象に、どういう内容を発信するか

については、いろいろな物の考え方や価値観が絡んでくると思います。教材の受け止められ方も、業

種や会社の規模、さらに個々の関係者の考え方によって異なるでしょう。さらにはご本人や周囲が働く

ということをどのように受けとめるか。大きな病気をした後、人生観が少し変わるかもしれませんね。

変わらないかもしれませんが。おそらく教材レベルでは一般論になってしまうと思いますけれども、そ

の一般論があるかないかで、その先の対応が違ってくるのではないかと思います。一般論を立てるとき

にも、繰り返しになりますが、いろいろな考え方があると思います。ケース・バイ・ケースと言うので

はなく「こういうケースではこういうことが大事ではないか」と考えていくことが重要ではないかと考え

ています。

　教材のご紹介は以上です。ありがとうございました。（拍手）

司会（丸）　高橋先生、ありがとうございました。

　会場から、お一人ぐらいはご質問を受けられるかと思いますが、いかがでしょうか。

　私のほうから、よろしいですか。

高橋　はい。

司会（丸）　この教材はすべて英語ですが、海外の状況と日本の状況、背景となるような法的なところ

もちょっと違うかなと思うのですが、共通点としてはどんなところがございますか。
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高橋　やはり、法的な背景が違うと状況が大きく異なると思うんですけれども、共通点として一番大き

いのは説明責任ではないかと思います。これは本人と会社の双方の説明責任です。日本の労働者にも

多くの権利があるわけで、それらの権利があることをしっかり従業員が知っているのかどうか、会社側

は確かめなくてはいけない。それは会社の説明責任です。治療を受ける従業員側は―今は自営業では

なくて被雇用者という文脈で話していますけれども―治療を受ける側は、今自分がどういう状況で、こ

れからどうなりそうか、少なくとも短期的な見通しについては明解にコミュニケーションをとる必要があ

る。そこがとても大事だという意味では、海外と日本の状況は共通していると思います。
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5. がん患者の復職および就業支援に対する現状調査
　　　　　　　～専属産業医の関わりについて

　　　　　　   立石 清一郎、森 晃爾
　　　　　　 （産業医科大学産業医実務研修センター ）

司会（丸）　次の演題は「がん患者の復職および就業支援に対する現状調査～専属産業医の関わりに

ついて」です。産業医科大学産業医実務研修センターの立石先生、よろしくお願いいたします。

立石　産業医科大学の立石です。

　（スライド 1）我々は、専属産業医がどのような役割を果たしながら、がんサバイバーの患者さんの

復職にかかわっているかというようなことについて調査いたしましたので、ご報告いたします。

　（スライド 2）まず、一般的な産業医の役割について簡単にご説明させていただきたいと思います。

産業医と言われても、なかなかイメージがわかない方がいらっしゃるかと思うので、少し図にしてまい

りました。がん就労者を取り巻く会社の状況なのですが、真ん中にがん就労者がいらっしゃいましたら、

登場人物は幾らかいらっしゃいます。まず、がん就労者が実際に働いている現場の方とあとは、人事・

労務といって、会社の中で勤怠をつける、休んでいるとかを管理する仕事を行っている方、あとは産業医、

こういうような三者の関係があります。さらに会社の外側にいる主治医とがん就労者がここでやりとりを

しているというような状況になっております。がん就労者が復職をするときには、まず現場のほうに主

治医からの診断書を提出してもらい、その後現場のほうと調整します。この時、がん就労者の思いとし

ては「病気の苦しみや不安について理解もらえない」とか、現場のほうからは「ちゃんと働ける？」と

いうようなネガティブな思いがあったりとか、一方で病気に関する同情的な感情があったりというような

ことが一般論としてあるのではないかということが我々自身の産業医としての経験で感じていたり、ウェ

ブサイト等で見れたりしています。人事・労務のほうは、当然、がん就労者とは就労の契約関係にあり

ますので、就業規則にのっとって働いてくださいということになりますけど、がん就労者は倒れる前は
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普通の方なので、倒れたときのことを考えてやっているわけではありません。そのため有休が何日ある

とか積立休日が何日あるとか、そういうことを認識している方は余りいらっしゃいません。そして、実際

にがんになったときにどれくらい休めるのかということは非常に重要な話なんですが、、ここの人事と「休

みは何日あるか」というようなことをやりとりするのがうまくいかないケースもあるようです。産業医と

いうのは、基本的には、がん就労者と面談をする中で、がん就労者がどのような悩みを抱えていて、ど

ういうような状況だったら復職できるかということを一生懸命考える、それが産業医の役割です。

　（スライド 3）産業医は、主治医との情報交換等をもとに、がん就労者と実際に面談をして、こういう

ような状況なら働けるんじゃないかということで、現場のほうに「こういうような状況なら働けますよ」

ということをお伝えしたり人事・労務に「こういうような条件だったらどうですか」という言葉をうまく

翻訳して伝える、これが専属産業医の役割ということになっております。

　（スライド 4） がん患者さんの復職の流れを説明します。これは成人がんの方ですけど、あるところで

発症して、治療するために休みます。主治医から「ある程度、治療の見通しがつきましたので、復職し

ましょう」というようなことで診断書が出たことによって、産業医と現場と人事が中心になって職場復帰

の支援プログラムを作成いたします。そして職場復帰になってフォローアップになる。こういうような流

れがあるんですけど、基本的に、会社の流れといたしましては、発症して休職するに当たりまして、就

業規則に基づいた人事上の休む手続きをし、会社ごとに定められた休職期間をがん患者さんに伝える

というようなことになっております。そして、主治医からの復職の判断が出ましたら、人事上の復職に

向けた手続をするために主治医から診断書が出て、多くのケースは、ここから産業医がかかわってくる

ことが多いようです。そして、職場復帰の支援プログラムをつくり、その作成の中で産業医と面談をして、

例えば、がん自体で何かしら障害が残ったとか抗がん剤の副作用とか手術による体力消耗、あとはメン

タル面でのケアとか、先ほど少し紹介がありました疲労感の問題とか、こういうようなところを大体見て

とって、「こういうような状況なら復職できそうですね」ということを人事や現場に翻訳して伝える、そう

いったことによって職場復帰に関して産業医が役割を果たすのです。こういう大体の流れになっており

ます。メンタルヘルス疾患がものすごく会社の中でふえてきて休職の方が増え社会問題になってきた背
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景から、この復職の流れはメンタルヘルス疾患の方で先行してやられているのですが、その復職の流

れを利用して身体疾患でも一般的に同じ流れでやられているというような現状です。

　（スライド 5） 今メンタルヘルスの話をしましたけど、一般的なメンタルヘルス不調者の復職との相違

点に関しては、がんになったということで、どちらかというと同情的な感情が生まれやすいということで、

「職場の中でしっかりと受け入れていきましょう」というような感情が生まれやすいということが挙げら

れます。また、復職後の業務遂行能力が判断しやすい。メンタルヘルス不調の場合は、なかなか労務

適正能力が判断しづらいところがあるんですけど、そういうメンタルヘルス面の合併がない方に関しま

しては、メンタルヘルス不調の方に比べると業務遂行能力がある一定のレベルであると判断しやすいと

いう傾向があります。さらに、がんについての一般的なイメージから「どこまで働かせていいのか」と

いう感覚を職場が持ちやすいというようなことがあります。「がんの人を働かせて大変なことがあったら

どうするのか」ということを職場の方が実際に思っているようなケースはあるようです。あとは法制上の

問題なんですけど、行政上で、メンタルヘルスに関しましては復職に関する指針が出ているんですけど、

身体疾患に関する復職の行政上の指針はないというのが現状です。これはがんも含めてです。

　（スライド 6） 次に、本年度の我々の研究ですが、専属産業医の調査をいたしました。がん就労者に

対して適切な就労支援を行っているであろうと想像ができる産業衛生学会の指導医または専門医資格

を持つ「比較的企業の中で機能しているような

専属産業医」でかつ 3 年以上その企業に在籍し

ている５名にがん就労者の就業支援の現状につ

いてインタビューを行ってまいりました。まず、

制度的な側面からお話しさせていただきます

（スライド 7）。

　（スライド 8） 各社が持っている制度はかなり

違います。会社によって就業規則が少しずつ違

います。例えば休める期間が２年だったり３年
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だったり、会社によって持っている機能がいろいろと違います。そして、例えば、Ａ社は休んでも収入が

月収の 95％ぐらい確保されているようなところ、Ｄ社のように傷病手当金ぎりぎりの 66％までしか出し

ませんよというようなところがあったり、当然、こういうように会社の中で少しずつ違う制度を持ってお

ります。そして、会社の中で復職させるときに少し試しに働かせてみようというようなことをやっている（試

し出勤制度）会社が２社ほどありました。こういうようなところは産業医が中心的な役割を果たしまして、

「この会社には試し出勤制度が合っているだろう」という判断のもとに、この２人の産業医が試し出勤

という制度を入れてやってみたら「ちょっとうまくいったようですね」という状況があったようでした。

　こちらの制度のことに関しましては、各社がさまざまな制度を持っていたということですので、これく

らいの報告にさせていただきたいと思います。

　（スライド 9） 事例ですけど、事例の収集に関しましては、実はなかなか大変で、そんなに会社の中

でたくさんのがん就労者がいらっしゃるというような状況ではなかったのですが、それでも１人に大体

５人から７～８人ぐらいのがんの患者さんを実際に復職させた経験があるという状況でした。そして、

多くのケースは産業医がかかわって、先ほどの「休職してから復職させる」というプロセスを経て円滑

な支援が行われていた状況がありましたが、ただ、そういうような中でも、少し復職がうまくいかなかっ

たり、ちょっと違う経路をたどったようなものに関しましてご報告いたします。

　（スライド 10）大腸がんの方ですけど、２年

間の休職を経て復職、便通の異常があり電車で

の通勤の不安がありましたので、本来ここは電

車通勤しかないのですが、自動車通勤を認めた

そうです。そうして、短時間の勤務のみを行い、

実際この方は６時間勤務ならできるだろうとい

う感じで、本人も負担感が強いので「ぜひ、そ

うしてください」ということだったのですが、こ

ちらの会社では「No work, no pay」の原則を
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持っておりましたので、２時間就業時間が少なくなった分は給与から少し引いたというような状況にな

りまし。本人はそれでも短時間勤務を受け入れて、うまく復職しているという状況だったようです。

　（スライド 11） ２例目の乳がんの方ですけど、休職の後の復職で、特に合併症はありませんでした。

ただ、復職に際し、どちらからか個人情報が漏れたようです。幾ら厳密に管理しても、会社の中の人間

関係というのは意外と狭く親戚がいるとか、例えば病院の中でたまたま会ったとか、そういうようなこと

から、どこからか個人情報が漏れて「会社から漏らしたんじゃないか」ということで少し問題になったこ

とがあったということでした。この件は産業医が中心になって調査したそうですが、情報の流出先はわ

からなかったようでした。

　また別の会社なのですが、がんが治ったという連絡が主治医からあったのですが、実際は治ってい

なかったという事例です。そんなときにも、治っていようが治っていまいが、産業医は、就業能力があっ

たら復職させるというようなスタンスなのですが、それでも、またがんが再発したりということがありま

す。そんな中で、通常勤務にさせておいたにもかかわらず、またがんが再発し状態が悪化した。がん

が再発することは就業とは全く関係がないのですが、「がん患者になぜ通常の労働をさせたのか」とい

うようなクレームがあり、社会的な認知度とかそういうようなところがなかなかうまくいかずに、ここで

復職に際して少しトラブルがあったということがあったようです。

　（スライド 12） そしてもう一件なのですが、肺がんの事例で、少し末期の状態だったのですが、化学

療法を行いましたが、体力が著しく低下しておりました。主治医はぎりぎりまで何とか働かせてあげた

いという思いが強かったようなのですが、通勤が難しい状態でした。特にＥ社は、かなり通勤のときに

電車の中で押されるというような状況が発生する場所に位置する会社なので、通勤が難しくて、事務職

なので自宅勤務で何とかできないかというようなことをやったんですけど、会社の文書が外に出てしま

うと企業秘密とかそういうものが外に漏れてしまうことがありますので、そういうことはなかなか難しく

て、家族と話し合いを持っている途中に、そのままお亡くなりになったというようなケースがあったよう

です。

　（スライド 13） 調査を通してわかったことなのですが、産業医の持つ共通認識は、我々が最初に仮説
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として持っていたものと余り大きな差はなかったようで、休職者の情報がしっかり上がってくるよう管理

職と産業医が常日ごろからコミュニケーションをしていないと、先ほどの翻訳する場において産業医が

役割を果たせないというようなことが多くなります。復職の開始は主治医から復職可能の診断書が出て

からがほとんどだということでした。そして、先ほどの江川先生の発表でありましたけど、これは余り論

文にはなっていないのですが、倦怠感が強いだろうということを経験的に感じておりますので、残業禁

止からスタートすることが多かったようです。主治医とのやりとりは大半は文書で何とかなるというよう

な状況でした。ただ、産業医は、がんの専門家ではないので、自分で診察しても、がんが治ったか治っ

ていないかということはわかりませんけど、少なくとも就労というような面からすると「今の状況だった

ら働けるよね」ということがわかるので、何とかなるというようなことでした。

　今回の調査では、休職から復職に至るプロセスにおいて産業医が認知しないまま退職に至ったケー

スはありませんでした。とある報告ではがんと診断された後 30％ぐらいが依願退職されているというこ

とだったのですが、我々が調査したところにおいては、そういうようなケースはなかったということでし

た。

　（スライド 14）現場や人事・労務が考えていることを産業医のインタビューを透かして見ているので、

ちょっとフィルターが入っているので何とも言えないところなのですが、基本的に、現場や人事が求め

ることは、定時勤務できることであり、正規復職の条件として挙げられることが多いようです。例外的に、

予後の悪い就労者に関しましては、できるだけ本人が満足して納得できるような形で最後まで働かせて

あげたいという思いを持っている方が多いようです。現場と有病者が合意形成をする際、本人が病気で

倒れる前いかに職場で人間関係が良好だったか、やはり、現場の人との人間関係が良好だと復職させ

るときにすごく復職させやすい要因の１つになるというようなことがありました。大企業は、がん就労

者が１人抜けても周囲の人間でバックアップできる体制がありますので、そういうところから見ると少し

恵まれているような状況があるだろうということでした。そして、人員を補充するときに、中小の企業だと、

人員を補強しようとしても、既に人が入っているというようなことで復職できないケースもあったりする

のですが、大企業の場合はむしろ、１人ふえるということで困ることはなく、現場からは歓迎の声が多
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いという状況でした。

　（スライド 15）特記すべき事項としては、各社少しずつ書いたのですが、いろいろと書いてあるんで

すけど、会社によって課題となる事項に大きな差があるということが挙げられます。それは、会社が持っ

ている文化とか制度とか、そういうようなものがいろいろと違うので、課題となる事項には差があると

いう状況です。

　（スライド 16） とはいえ、一般化されるような課題はあるのではないかというのが我々の持っている

印象です。実際に、がん就労者は困っている。こういう研究班やこういうところにお集まりの方々もいらっ

しゃる。がん就労者が困っているということを、もう少し我々は産業医側から分析しなければいけない

のではないかと思います。そして、今回インタビューした企業のケースではなかったのですが、依願退

職した者が 30％程度いるというような調査がありますが、例えば、発症した時点で後ろ向きな気持ち

になって辞めたというような方がいるのであれば、もしかしたら、発症の早期の時点から何らかの心理

的なサポートをするとかアプローチをするというようなことが可能なのかもしれません。がん患者の 20

～ 40％がうつや適応障害を合併しているという報告もありますので、復職するときに産業医としてチェッ

クリストみたいなことをやっていけば、もしかしたら就労者に対して適切なアプローチができるのでは

ないかとも考えております。ただ、産業医は、がんの専門家ではないので、新しい治療法とか薬剤が

出てきた場合は、なかなか情報収集が大変ですので、そういうようなデータベースをつくることも我々

の役割の１つではないかと考えております。そして、もう一つの問題点は、すべての企業に調整能力の

高い産業医がいるわけではないということです。今、我々が調査したところは非常に限られた優良企業

で、さらに産業医の腕も抜群というようなところですので、「そんなこと一般化されないじゃないの」と

思われている方もいらっしゃるかもしれません。ただ、こういういい事例を少しずつ応用展開していくこ

とで、そういう困っているところでも何とか適切な復職ができるようにサポートすることが我々の使命だ

と考えております。

　（スライド 17）がん患者と倦怠感ということで、先ほどご報告がありました。私もあるホームページ

から見つけてきたのですが 1、倦怠感を感じる方が 55％ぐらいいる。そしてさらに医療者に相談しな



スライド 18 スライド 19

5. がん患者の復職および就業支援に対する現状調査～専属産業医の関わりについて

がんと就労　公開シンポジウム 報告書 42

い方もいる。我々は、もしかしたら、こういうような声を見逃しているのかもしれないということがあり

ます。具体的な事項としましては、意外と就労と関係がありそうな項目が幾つかありました。重いもの

が持てないとか仕事のやる気がないとか、こういうようなことに関して、我々は少しでもサポートできる

ような何かしらの成果物を出していきたいと考えております。

　（スライド 18）面談だけでは、こういう情報が入らず聞き洩らしてしまう可能性もあるかもしれません

ので、チェックリストみたいなものをつくって、漏れのないような適正ないい復職ができるように、我々

は、支援をしていけるようなツールを考えております。

　（スライド 19）来年度の研究目的なのですが、調査した会社では、先ほども言ったように、かなり良

好な復職に関するサポートがされていました。インタビューを継続しまして、その後さらにもう少し情

報を一般化させるために産業衛生学会の専門医等にアンケートを行う予定です。そして広く産業医が活

用できるがん就労者への復職支援ツールを作成することが我々の目標です。

　以上です。ありがとうございました。（拍手）

司会（丸）　先生、ありがとうございました。会場のほうから、ご質問等はございますか。

会場参加者Ａ　私は元患者です。きょうはお話をありがとうございました。スライド８の「制度的側面」

というところのＡ社、Ｂ社、Ｃ社、Ｄ社、Ｅ社という表の一番下の「外部資源」で、すべての会社におい

て「活用なし」という記載なのですが、「外部資源」というのは具体的にどういうことを意味しているの

か教えていただきたいんですけれども。

立石　外部資源のイメージとして我々が持ったのは、例えば、がん拠点病院にあるがん支援相談室の

ようなところを利用したかとか、あとは、ＭＳＷ―ソーシャルワーカーの方とか、がんの団体の方とか、

そういうところを実際に利用するような状況がありましたか、というようなことを聞いたのですが、どの

会社も「活用なし」というか、がん患者さんのほうからそういうリクエストがなかったという現状でした。

司会（丸）　会社は外部資源を利用しなかったということですね。

立石　そうですね。

会場参加者Ａ　わかりました。ありがとうございます。
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6. がん専門医の患者の就労に関する意識と医療機関の体制の現状

　　　　　　   和田 耕治
　　　　　　 （北里大学医学部衛生学・公衆衛生学）

司会（丸）　それでは、最後の演題で、「がん専門医の患者の就業に関する意識と医療機関の体制の

現状調査」、北里大学医学部の和田耕治先生、よろしくお願いいたします。

和田　皆様、こんにちは。神奈川県の相模原市にあります北里大学から参りました和田でございます。

　私の専門とするのは、先ほどの立石先生と同じ産業保健でして、今週の月曜日に第５回の勉強会で

産業医の役割というお話をさせていただきました。産業医がいるとここまでうまく機能するという立石

先生のお話もありましたけれども、勉強会では、やはり限界もあるんだというお話もさせていただきま

した。多分、今日は、がん患者さんも来られる中で、「自分のところに産業医っていたかな」と思われ

る方もおられるのではないかと思います。50 人以上の職場に産業医の選任義務があるということから

考えると、中小企業の数が多いですから、50 人以上の企業でみると全体の事業所数の３％。働いてい

る方を見ると全体の労働者の約４割が 50 人以上の職場にいらっしゃる。その方々は産業保健の中で産

業医の支援が受けられるかもしれませんが、残り６割ぐらいの労働者は難しいということもあります。

しかし少なくともすべてのがん患者さんには主治医がいます。今回私のほうからは、がん専門医の方々

の意識とその医療機関の現状についてお話しします。

　調査する中で、最初の段階で患者さんにお話をお聞きし、そして専門医の先生にもお話をお聞きし

ましたが、がん患者さんが主治医の先生とお話をされるときの一番のテーマは治療ですけれども、ただ、

どうしても患者さんの中には「専門医の先生方は忙しそうだから」というようなご遠慮もあるのか、「自

分の仕事の話はできないのではないか」とか「がんの治療中だから仕事の都合は主治医にはなかなか

言い出せない」だとか「そもそも看護師さんにそういった相談をしてもいいのか」、そういった思いも
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あるように聞いております（スライド１）。逆に、専門の先生で、数名のインタビューですけれども、「そ

ういえば仕事の相談って余りされないな」というようなお話もお聞きすることがありました。　本研究

の目的は、がん専門医を対象に、患者の就業に関する意識とご自身の勤務する医療機関の体制につい

て、どの程度患者さんの就業に配慮できるかということです（スライド２）。

　研究方法は、日本臨床腫瘍学会の専門医・指導医の先生方の名簿がインターネットに掲載されてお

りますので、435 人の方に郵送にてアンケートをお送りさせていただきました（スライド３）。回収した

数は 223 人、回収率は 51.9％ということで、医師を対象にした調査としては比較的回収率がよく、ま

た皆様からいろいろな自由な意見をいただきました。

　主治医としての患者の就業に関する意識、患者さんにも幅があるわけですけれども、今回のテーマ

に適しまして、がんと診断されている患者さんで、比較的就業を継続できる病状の患者さんの場合はど

うですかということでお聞きしました（スライド４）。もう一つお聞きしたのは、所属している医療機関

の体制で、回答は５段階でお聞きしております。「あてはまる」「まああてはまる」「あまりあてはまらない」

「あてはまらない」「わからない」ということでお聞きしております。

　がん専門医の先生方の回答者の特徴ですが（スライド５）、驚いたことに男性が 91.2％ということで

男性が多かった。恐らく、もともと背景となる全体においても男性のほうが多いのかもしれません。医
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師としての就業年数は、専門医・指導医を対象としておりますので、10 ～ 29 年の方がほとんどを占め

ておりました。専門医の先生方が91.7％、指導医が8.3％、そして、主に勤務している医療機関の種類は、

98.1％の先生方は病院で、都道府県がん診療連携拠点病院並びに地域がん診療連携拠点病院でした。

専門とする科は（スライド６）、内科の先生が 83.3％、放射線科が 19.9％で、外科の先生方はまた別

の団体におられるというお話もありました。がん専門医をされながらも日本医師会認定産業医資格をお

持ちかどうかをお聞きしたところ、19.4％の医師が産業医資格を取得しているということでした。少なく

ともその方々は産業保健のベーシックな知識もお持ちであるということが期待されますが、取得する予

定がないという方も 48.6％ということで、ご多忙なところもあるのかもしれませんが、そうしたことも踏

まえて今後の対策をと思っております。

　まず初めに、50％以上の方が一番上の段階である「あてはまる」を選んだものをご紹介してまいり

ます（スライド７）。「患者の仕事に関心がある」ということでいきますと51％の方が「あてはまる」。「患

者の仕事の業務内容を聞くようにしている」では半分以上の方は聞いておられる。そして、何よりも主

治医として「患者が仕事を辞めずに治療できることが望ましい」ということを８割以上が考えておりまし

た。主治医として「患者には治療の過程で仕事を休まないといけない時期や仕事への影響を説明して

いる」というのは 54％が「あてはまる」と回答しておりました。そして、患者の所属している会社の産

業医から治療の見通しや配慮としては何が必要かということを求められた場合には６割以上の方が回答

すると答えております。そして、ケースワーカーやソーシャルワーカーの積極的な参加も、７割くらい

が参加することが望ましいのではないかと回答しております。

　先ほどのものは「あてはまる」が 50％ですけれども、日本人はどうしても「あてはまる」というもの

は余り選ばない傾向があるようにも思いますので、４人に３人（75％）が「あてはまる」「まああてはまる」

と言ったことをご紹介しますと、先ほどと大体同じような項目が挙がってます。数字は選んだ方の割合

であります（スライド８、９、10）。

　先ほどから出てこなかったものとしては、休職した患者さんで１カ月以上お休みされた方に対しては

復職のタイミングが非常に重要になってまいりますが、そのことについてもアドバイスをしているは、
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76％が「あてはまる」「まああてはまる」。「仕事を継続できるように副作用などをできるだけ減らすよ

う心がけている」ということについては 86％、「職場の産業医とやりとりをしたことがない」76％という

ことがありますが、これも、冒頭で申し上げたように、産業医のいない会社も多々あるということも背

景にはあるのではないか。そうは言っても、医師の間のことですので、書類を求められたら回答すると

いう回答が 92％ありました。「主治医として、仕事の話までする時間的余裕はある」については、解釈

としては聞き方が逆だったのですが、76％が仕事に関しても話をする余裕はあるとお答えになっていま

した。「患者は治療期間中の仕事の継続についてもっと主治医に相談するほうがよい」83％、これもど

ういうふうに考えるかですが、現段階では余り相談がないことが背景にあるようにも思います。先ほど

高橋先生のお話にもありましたが、これは医師だけがやるわけではないですし、看護師さんやケース

ワーカー、ソーシャルワーカーさんのかかわりも必要ということで、74％がそれは望ましいと。主治医

として治療費や高額療養費制度などについて 87％がご紹介しているということでした。

　「その他」について（スライド 11）。これで全部の質問を網羅しているわけですけれども、「患者の

仕事の勤務形態を聞くようにしている」というのは 70％ありますので、一応お聞きするようにはなって

いるということでした。「患者には、会社の上司などに今後の見通しについて説明し、理解を求めるよ

うにアドバイスをしている」というのは６割、「会社に提出する診断書に今後の治療の見通しや職場で
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必要な配慮などを書くようにしている」65％、そうは言っても、「患者の仕事についてアドバイスをする

ことは難しい」という正直なお答えが 42％あり、この難しさというところに向けて何かできるのではな

いかと思っております。

　これらの結果をザクッと見た形ですけれども（スライド 12）、がんの専門医の先生方は、患者の仕事

に関心もあって、そして業務内容も聞くようにしている、「もっと相談したほうがいい」と言っていると

いうことですね。実は、私は別に医師のうつ病や医師の健康支援を日本医師会のプロジェクトでやって

いるのですが、専門医の先生にそんなに時間があるとはとても思えなという現実もあります。看護師や

ケースワーカーも活用していくことが望ましいということがありました。患者さんは、まずは主治医に仕

事について話題にし、だれにどう相談したらよいのかを聞くということをぜひされるとよいのではない

かということは言えると思います。

　がん専門医は産業医との連携についても好意的でありますが、現段階ではほとんどないようであると

いう現状もありますが、職場に産業医がいない、契約があっても訪問をしていないといったこともあり

ますので、職場でアクセスできるようだったら、産業医への相談ということも含めて選択肢には挙がる

のではなかろうかと思います（スライド 13）。

　ここまでが主治医としての意識ですが、そうは言っても、ひとりで診療しているわけではなく、病院

のルール等々もありますので、そもそも医療機関の体制はどうなっているかを聞きました。昨今、「医

療崩壊」という言葉が毎日のように語られて、最近は「医療再生」という言葉も少しずつ出てまいりま

したけれども、なかなか病院も疲弊をしているという現状であります。今回、病院に関して50％以上が「あ

てはまる」「まああてはまる」ということでお示しすると（スライド 14）、「貴科で使用している問診票に

は患者の職業を問う欄がある」については 58％がある。42％はないということですので、仕事の内容

をいろいろ聞くのも時間もかかりますから、場合によっては、こういった問診票の改善も１つのサジェ

スチョンとして、ひな形を研究班で準備してもいいのかなとも思っております。「外来は予約の時間どお

りに受診できる」―「予約の時間どおり」の目安は１時間以内のずれですが―それは 54%。も既にご

経験があるように、なかなか予約どおりにいっていない病院も多いという現状であります。「就業に関し
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て、患者の依頼や必要性に応じてケースワーカーやソーシャルワーカーのなどが患者に対して個別に対

応する体制がある」については 61％があるということで、これは個人的な感想ですけれども、「意外に

あるんだな」とも思いました。しかし、私も病院に入ることが多いのですが、ソーシャルワーカーさん

等も結構みんな大変です。

　「その他」ということで、ほかにお聞きしたことでは（スライド 15）、「外来は、平日夕方や週末など、

患者やその家族が仕事を休まなくても受診できるような体制がある」というのは８％ですので、外来受

診に関しては有給休暇等を使って来ていただかざるを得ない現状なのかなと思います。抗がん剤の種

類にもよると思いますけれども、いつ一番ひどい症状が出てくるかというと、治療の種類によっては例

えば２～３日後に副作用が一番強いということであれば、土日に会社がお休みだったらば、木曜日か

金曜日にやっていただいて、土日に大変なこともあろうかと思いますが、そういうことができれば多少

なりとも仕事が継続することにつながり理想的だと思います。ヒアリングする限りでは、なかなかそれ

は難しいということでしたが、アンケートでは半分ぐらいの病院は、そういったことも含めて配慮ができ

るということでした。一方で放射線は、治療の日時や時間はなかなか難しいようで、25％でした。「就

業に関して、患者の依頼や必要性に応じて看護師が患者に対して個別に対応する体制がある」は 27％。、

今、がんの認定看護師さんでもこのテーマは非常に話題になっていますので、看護師さんも個別にお

聞きすると、「私たちはやりますよ」という方は私の周りにたくさんおられます。ですので、医師の立場

からして、もうちょっとこのあたりを活用する価値はあるのではないかと思います。

　これらの結果から言えることですけれども（スライド 16）、予診票に職業欄ということでは、個人情

報ということもあるのかもしれませんし、別な話で、最近、若手の医師は特にそうかもしれませんが、

患者に職業を余り聞かないとかカルテの記録からそういう欄が消えつつあるなんていう話もあります。

やはり、ちゃんと仕事を聞くというところをきちんとやっていく必要があるのではないかと思います。約

半数の病院にはケースワーカーやソーシャルワーカーの体制があるとありますので、もし必要であれば、

そのようなスタッフがいるのかどうか聞いていただければと思います。

外来は、やっぱり休まないと難しいということですね（スライド 17）。抗がん剤、放射線については、
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配慮してくれないわけではないというところもありますので、できないからといって怒られても難しいか

もしれませんが、相談をする価値はあるのではないかと思います。一方で、私も友人のがん専門医に「放

射線治療はどうなんですかね」と聞いたのですが、「放射線治療はそんなに長くあてているわけじゃな

いので、うちでは朝８時からスタートしているので、８時にやっていただいて、すぐ職場に行っていた

だいているケースもあるんですけどね」という話もありました。このあたりもグッドプラクティスを拾っ

てほかの病院にも広げていかれるといいのではないかと思います。がん専門看護師の中には非常に関

心を持っておられる方がいますので、一部の意見かもしれませんが、「私たちもそれなりの対応ができ

ますよ、ただ、そういう話が出てこないんです」なんていう意見もありますので、抗がん剤治療をやっ

てらっしゃる最中に、ちょっと相談をされるといいかもしれません。

　先ほど申し上げましたけれど、どうしても回答者には自分をよく見せようというバイアスというものが

ありますので、先ほどの話のように、時間があるとはいっても、相当長くつかまえていいと言っている

わけではないのではないかと思います（スライド 18）。ただ、だれにどういう話をしたらいいかという

ことを聞くことは非常に大事かなと思います。外科系の医師は異なる見解を持っているという話もあり

まして、また今後検討が必要かなと思います。回答しなかった医師は就労について関心を持っていな

い可能性もあり、このあたりはよくわかりませんが、今回は非常に多くの方から回答をいただきました。

　就労についての課題ですが（スライド 19）、当然、医師だけがかかわるべきではないので、看護師

やケースワーカー、そして、今日も来られているんですけれども、厚生労働省のモデル事業の一環で社

会保険労務士の方を活用したモデル事業があります。それぞれにできること、求められることを整理して、

人事や上司との相談とか就業規則の確認ということ、患者さんの側にもいろいろやることがあるという

話も先ほどの立石先生と共通するところがあろうかと思います。

　今後の目標といたしましては（スライド 20）、先ほど高橋先生が紹介されたようなリーフレットを医

療従事者向けにつくって、どういうところに配慮したらいいかということを示すことが、産業医のいない

会社の労働者の方にも浸透する１つのきっかけになるのではないかと思います。そして、医療機関で

の取り組み。私も医療機関にはいろいろな形で話をさせていただくんですけれども、「できない、でき
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ない」と言っている人も多い。やはり、グッドプラクティスを見せられると「うちもやれる」みたいなと

ころがありますので、先ほどの治療への配慮だとかそういったことも、ぜひ何らかの形で集めて、これ

に盛り込んでいきたいと思っています。

　ぜひ、サバイバーの方にもこの作成にかかわっていただきたいと思いますので、ご関心があれば、

またお声がけをいただければと思います。

　最後に、日本臨床腫瘍学会の先生方に、この場を借りて厚く御礼申し上げます（スライド 21）。私か

らは以上でございます。ご清聴まことにありがとうございました。（拍手）

司会（丸）　和田先生、ありがとうございました。それでは、会場のほうからご質問はありますか。

桜井　非常に有益な調査をありがとうございました。ＮＰＯ法人 HOPE★プロジェクトの桜井と申しま

す。今回の調査結果ですけれども、患者としては、日本の固形がんの治療の部類では腫瘍内科医の方

が関与されるケースはほとんどなくて、やはり外科医の方が主導になってきます。あと、術後の後遺症

の影響なんかも、就労の問題に関しては外来治療と同時に重要な要素になってくると思いますので、

課題のところにも挙げておられましたけれども、ぜひ来年度は外科医の方たちにも調査をしていただき

たいということを思っております。以上です。

和田　検討したいと思います。ありがとうございました。
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7. 総合討論

　　　　　　   司会：森 晃爾
　　　　　　 （産業医科大学産業医実務研修センター ）

森　それでは、総合討論を開始したいと思います。全体の司会は、私、産業医科大学の森と研究班の代

表である高橋先生の２人で勤めさせていただきます。また、今日のパネリストの先生方と会場の皆さんで、

にぎやかにディスカッションしていきたいと思っています。

　この研究班には、私も分担研究者として参加していますが、それぞれの立場で見えているものが限られ

ていて、異なる立場の専門家と話をすると、「この分野はすごく広い視野が必要なんだ」ということに気

付かされます。本日前にいるメンバーやその他研究班のメンバーは、初めからチームがあったわけでは

なく、それぞれ違う分野の研究者が集まって研究班を構成し、それが意見交換の中でチームとして機能し

てきた感じです。通常、このようなパネルディスカッションでは、しばしば個人発表で時間をオーバーをして、

とてもディスカッションを行なう時間はなくなってしまうことが多いのですが、今日は時間ピッタリに進行

しています。これは、メンバーが全体の構成を意識しているチームワークの賜物ではないかと思っています。

　さて最初に、少しだけ我々のほうでディスカッションというか、意見交換をさせていただいた上で、会

場の皆さんに、意見や質問や提言など、いろいろいただきたくという順序で進めて行きたいと思っていま

す。よろしくお願いいたします。

　本日の発表でもいろいろな立場からの発表がありましたが、それぞれの専門分野の研究者としてこの研

究班に参加して、先生方自身がこの１年間で何を学んだかということを、一人ずつお話をいただいていき

たいと思っています。発表の順序と机の配置が換わってしまっていますが、それでは一番奥からいきましょ

う。和田先生、お願いします。

和田　私自身、この課題をはじめたきっかけは、先ほどご質問いただきました桜井さんの研究で「がんと

就労に産業医が見えてこない」という言葉がきっかけでした。私も、振り返ってみれば、小児がんといい

ますか、軟部腫瘍を小学校６年生のときに患い、多少なりともがん経験があります。これまでやってきた

産業保健にはもっといろいろとできることがあるという思いからその後にこの研究班に携わらせていただ

いて非常に感謝しておりますし、ぜひ頑張っていきたいとも思っております。

　この一年間は、がん専門医の先生方の調査でしたが、様々な難しさのなかにもなんらかの解決があり

うるということがわかり、さらに模索しながらやっていきたいと思っております。

森　次、順番にお願いします。江川先生、お願いします。

江川　私は、今回は子宮頸がんに特化して話をさせていただいたんですけれども、大学院に入学して、やっ

と研究を始めさせていただけるという環境で、これまで１年間勉強したことを発表させていただきました。
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臨床にいた時点では目の前で今起こっている症状ばかり気にしていたんですけれども、外に出てみると、

日常生活において患者さんが退院された後にご家庭でどういう状況にあるのかとか、社会生活を過ごす

上で何に一番困っているのかということが目に入るようになってきました。あとは、今回説明した身体症

状として、倦怠感とリンパ浮腫について少し話したのですが、周りから見ても本人の不安がなかなかわか

りにくい症状であるということ。また、リンパ浮腫は特にボディイメージが変わるという不安をすごく抱え

ていらっしゃる方がいて、症状が出なくてもその不安と闘っている方もいらっしゃるということを患者会な

どに参加さする中で勉強させていただきました。

　今、研究デザインを考えていて、これから患者さんたちと話しながら臨床で役立つ結果を出していきた

いなというところなので、また勉強させていただきたいと思います。

丸　私、都先生のチームに入れていただいて、非常に視野が広がったというか、今までは、小児がんの

経験者の方、あるいは小児がん患者さん、家族に対する看護を考えるときに、どうしても医師と看護師と

せいぜいソーシャルワーカーとか、そういうあたりでのみ考えがちでした。ですが、就労にかかわるいろ

いろな職種があって、そういった方々と協働してやっていかなくてはいけないんだという点が自分にとって

は非常に勉強になった部分です。

　最初は、「がん」と「就労」という２つの文字を組み合わせることに自分としてはちょっと違和感があっ

たのですが、こういった勉強会ですとか先生のいろいろな資料をいただきまして、今や、がんサバイバー

が働くということを目標として生きることが当たり前の社会になりつつある、その中で、乗り越えていかな

くてはいけないいろいろな壁があって、その壁は患者さんとかご家族だけが乗り越えるべきものではなく

て、医療者が、あるいは、いろいろな職種が、壁を薄くしていくというか、突破しやすくするという、そう

いう働きを求められている、そういう時代になったんだなということを改めて勉強させていただいた次第

です。

立石　私は、産業医という立場にずっとかかわってきて、調査も実際にそういうところからやったんです

けど、実は、この調査をやる前に、私も、こういうようなテーマでと言われたときに少し戸惑いがありました。

実際に専属産業医の方々に「がんの方でいろいろと調査したいんですけど、ご協力願えますか」と言った

ら「そもそも、そんなの本当に問題があるの？　会社の中では適正に対応しているところがほとんどじゃ

ないの」というようなご意見がほとんどで、まずインタビューをお受けいただくのもなかなか大変で、実

際に我々が所属している産業衛生学会というところでも、ほとんど今まで身体疾患の復職というようなこと

について取り上げられたことがなかったんです。ただ、実際に、そういう中でも、「来ても何か得られるも

のがあるかどうかわからないけど、どうぞ」というような中でインタビューに行ってみると、しっかりやっ

ているんです。皆さん、一つ一つの事例に関して本当に真摯に向き合って、一人一人がしっかりと復職で

きるように、少しでもいい就業状態になるように、しっかりと支援しているんですけど、「なんか、そういえば、

こういうのって実はわかってなかったよね。言語化されていなかったよね。そういうような情報発信って、

実は、ちゃんとなされていないよね」というようなことを、皆さん、やっぱりおっしゃる。そういう中で、
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今まで実際にやってはいたんだけど、言語化されていない何かを、ちゃんと我々産業医の中でも共有する

何かを持つことが一つ大事なことじゃないかと思っています。

　先ほどの私の発表の中で少しメンタルヘルスの話をしたんですけど、実は、メンタルヘルスは、産業医

と臨床医が非常にリンクして情報を常にやりとりしたりする中で、お互いの状況をわかりながら対応をして

おりますので、こういうような場所に出て、普段だったら絶対に知り合うことのなかったと思われるような

丸先生とか、ほかにも一緒にやってらっしゃるような先生に出会い、そういうようなところで情報共有して、

いろいろな話し合いをする中で「みんなで就業というようなことを考えていくことってすごく大事だよね」

という情報の共有ができただけでも、私は、この研究班に入らせていただけただけですごく光栄に思って

います。また、メンタルヘルスのように、がんの就労に対しても社会がいいほうに向かっていくのではな

いかと思っているところです。

高橋　私自身は、これまでもずっとがんサバイバーシップの研究をしてきましたし、それがライフワーク

だと思っていますので、がんと就労というトピックについては全く違和感がありませんでした。むしろ遅き

に失したと思っています。2 年前、35 歳以下で乳がん治療を受けた方のフォーカスグループインタビュー

をやっていたとき、就労に関する苦労が頻繁に話題になりまして、これが重要なテーマだと改めて気付か

されました。今まで医療者や研究者はこの問題に真正面から取り組んでいなかった。平成 22 年度の厚労

科研の募集テーマに「がんと就労」が挙がったと知り、申請をしたら運よく採択されたという経緯です。

プロジェクトをたちあげてみて実感したのは、これだけがんになった方達は困っているのに、その苦労や

困難が関係者にあまり共有されていないことでした。「この温度差はどこから来るのだろう」と、かなり驚

きました。いかに自分の立場からは見えないものがあるか、ということです。研究をするとき、データの

とりかたや問題の掘り起こし方にはいろいろなアプローチがあると思いますが、いかに今まで困難に直面

する当事者の生の声が吸い上げられていなかったか、と痛感しています。アンケートをとっても、インタ

ビューをとっても、これまで理解していなかったことの大きさや状況の複雑さを実感しています。ですから、

がんと就労を考えるときには、このテーマについていかに多角的なものの見方を取り込むことがでるかが、

決定的に重要だと考えています。

　もう一つ、さきほど説明責任と言いましたが、支援は空から自動的には降ってこない。支援を引き出す

には、治療を受けるご本人やご家族による状況の説明がとても大事です。ただ、現状では、ご本人やご

家族だけが苦労をしている感があります。さきほど、「壁をもっと薄くする」というお話がありましたけれ

ども、この問題にかかわる登場人物がそれぞれの立場から何か工夫をすることで、壁はもっと薄くなる余

地があると思います。その具体的な方策を、この研究班で明らかにしていきたいと考えているところです。

森　ありがとうございました。

　私自身が、このテーマでどういう関わりがあったかということも少しだけ話をさせていただきたいと思い

ます。今日の高橋先生からの発表で、労働者健康福祉機構が実施した「がんと就労」に関するシンポジ

ウムの話がありました。私自身、そのシンポジウムに突然呼ばれて「産業医側を代表して何か語れ」と言
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われて行きました。私の産業医経験は主に大企業におけるものなので、今日の立石先生の発表にあった

とおり、いろいろながんを患った社員に対応した経験があるのですが、それなりに適切に対応できたといっ

た印象を持っています。もちろん、残念ながら亡くなられた方も多かったのですが、それでも最後まで支

援ができた事例の経験が圧倒的に多かったので、それまで「このテーマのどこに問題があるのだろう」と

思っていました。しかし、そのシンポジウムに参加して、医療機関側の医師からは、実は全く違う世界が

あることが分かりました。１つにはもちろん中小企業では大企業のようにはいかないという問題もありま

すが、産業保健には社員が会社を辞めてしまうとそれ以上かかわれないという限界があり、「どうも、産

業医である我々の知らないところに、がん患者と就労の問題はたくさんあるんだな」というようなことを感

じたわけです。そして、この研究班会議を通して、さらに多くのことを学ばせていただいたわけです。

　今、高橋先生からお話があったように、それを誰が解決をするか、を考えるときに、誰か一人の専門

家が解決できるのでもなく、特定の社会だけで解決できるものでもなく、国だけでも解決できない。「そ

れぞれの立場で何ができるかを考え、さらに共同して積み上げていく」というのが、必要なスタンスと考

えているわけです。国やその他の社会が解決すること、制度として企業が解決すること、医療が解決する

こと、それから患者さんご本人が勇気を持って解決すべきこと、その他いろいろあるはずで、この研究班

では、これから少なくともあと２年、できればそれ以降も継続的に、さまざまなことを模索してやってい

かなければならないと理解しております。そのようなことが我々のチームの役割であり、そのチームに皆

さんも引き入れようというのが高橋先生の戦略のようです。ここからは、ぜひ、皆さんにいろいろご意見

をいただきたいと思います。「これから我々の研究班ではどんなことをやっていくべきだ」というご提言で

も結構です。また、「今、こういう問題があるんじゃないか」というご意見や、「今日の話を聞いて、ここ

のところはもう少し説明をしてほしい」というご質問でも結構です。ぜひ積極的にご発言いただければと

思っています。いかがでしょうか。

　ちょっと、堅苦しくなっていますので、リラックスして、どんなことでも結構ですので。

　はい、お願いします。

会場参加者Ｂ　産業医科大学を卒業して、今、２件だけですが、嘱託産業医をやらせていただいており

ます。自分が産業医大の中にいて産業衛生学会に

行ったりして時々感じることなのですが、身内だけ

で固まってしまうところがあるように思います。先

ほど森先生がおっしゃったように、我々産業医が所

属しているところは大企業のケースが多く、そうす

ると、何となく「自分の周りの人たちは対応ができ

ているよね」という形で過ぎてしまった部分がある

と感じます。先生方が今後リソースをつくってくだ

さることを非常に期待して待っているのですが、そ
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のリソースをどのようにして多くの企業や一般の医療者の方々に広げていくことができるとお考えでしょう

か。そこを伺いたいと思いました。

森　パネリストの誰に答えていただきたいか、ご指名いただけますか？２人ぐらいまで。

会場参加者Ｂ　じゃあ、高橋先生に。

高橋　ご質問ありがとうございます。

　今のご指摘のように、リソースをつくった後の広めかたはとても大事で、学会で配布するだけでは、印

刷代ばかりかかって余り効果はないですよね。まず手にとって読んでいただくことが大事ですけれど、広

めるためには教材をうまく解説してくれる人によるキャラバン隊でもつくって、全国各地で「この教材をこ

ういうふうに活用してください」と広める戦略もあるだろうと思います。効果的な広報戦略について、そ

れこそ、産業医のお立場から先生にもご提言いただきたいです。「こういうところで広報したらどうですか」

というようなアイデアも、ぜひお寄せください。

会場参加者Ｂ　ありがとうございました。

森　もう一人くらい聞いてみましょうね。マーケティングが決定的にうまいのは和田先生だと思いますので。

和田先生、お願いします。

和田　きょう、皆さんの中にもおられますが、メディアの方の発言は非常に大きいと思っています。私た

ち研究者にできることは、現場や患者さんにとって良いものを出していくことが一番ですが、広げていくと

いうことになってしまうと、どうしてもメディアの方々の力が必要です。多くの患者さんはネットを調べるこ

とが多いと思いますが、キーワードを入れてすぐに出てくるということは極めて大事なことです。がんに関

しては、私の知り合いのがん専門医も指摘していましたが、がんに関するいろいろ間違った情報がネット

にあふれているということが危惧されます。その先生は正しい情報がちゃんと Google の検索順位の最初

にあがってくるようにということに取り組んでいました。このテーマに関して、Google でも Yahoo！でも

何でもいいんでしょうけれども、検索順位のトップに上がってきて、すぐに求めている患者さんが到達で

きるような仕組みをつくっていく、そのためには、私たちの発言並びにメディアの方にもぜひ取り上げて

いただきたいと思っております。

森　ありがとうございました。ご質問いただいた方、よろしいですか？とにかく、そういう努力を皆でして

いこうということだと思います。

　他にはいかがでしょうか。お願いします。

会場参加者Ｃ　全然違う視野からの話ですけど、産婦人科の医者です。隣にいるのも産婦人科の医者で

すけど、今日の話を聞きながら「なんか共通しているね」と話しておりました。つまり、私たちは、弱い

女性が妊娠・出産という大変なときに産休をとる権利を、長い長い歴史の間で闘いながら獲得していった。

今でもまだ、育児休暇だとか送り迎えのときに苦労しているけれども、それを勝ち取ったときには労働組

合やいろいろなところの力によったと思うんです。現実に私たちは一緒に働く助産師さんや医療スタッフ

が妊娠・出産したときに育休があげられるか。経済的に難しい側面もあります。ですから、企業側の収
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入事情も関係するでしょう。でも、私たち女性たちが頑張って、いろいろな方の力で勝ち取ったお休みと

いうところは、一見違う話のようですが、実はがんと就労の問題にもいろいろ参考になることがあるかな

と思いました。

森　ありがとうございました。

会場参加者Ｄ　私も産婦人科医です。今の話に続いてなんですが、特に産婦人科は女医さんがふえてき

て、復職の問題が出ているんですね。全く、今皆さんが話してくださったような立場では女医さんの復職

は考えられていないんですね。ただ「子育てで時間をとられて大変だから、それを復職させるのは大変だ」

という形でしか考えていない。

　ちょっと伺いたかったのは、実際に看護師さんとして働くなか、妊娠・出産からの復職を経験されたと

きに、それと「がんと就労」を重ねてみると、何か解決策が見えないでしょうか。出産・育児というのは

一時的なんですね。がんというのは、そこで発症して、その後ずっとだから、そこの違いがあるような気

がするのですが。ちょっと本題と外れて申しわけないんですけれども。

森　看護職の話なので、丸先生か、江川先生に。

丸　確かに、出産とか妊娠とかそういうことで一時的に休職されるのと、がんということとは随分違うと思

うのですが、多様な働き方とか、そのときの状況に合わせて働ける社会が一番求められているし、患者

さんにとってもそういったものが許されるように制度を整えていくということがまず一つかなと思っていま

す。

　あと、がんの場合ですと、仕事を得てからその後にまた悪くなるかもしれないとか、いろいろなリスク

を抱えながら生活しなくてはいけないというところが非常に心理的にも社会的にも負担ですし、ご家族も

大変心配される部分ではないかと思います。なので、いろいろ見ていると、そういったところに関するサポー

トを待っているだけではだめで、それが得られるように、ご自身で調整していったりコミュニケーションし

ていく、そういう理解が得られるようにしていくということが重要ではないかと思います。そういった意味で、

例えば江川さんの研究のように、ご自身もわからないような身体症状などを医療職がきちんと見つけて

いって、自己管理ができるように、あるいは、それを他者に説明できるようにする、そういった力を入院

中につけていくことも重要なのではないかと思って

おります。

高橋　関連して追加ですが、がんといっても状況

は千差万別だと思います。今は出産・育児との対

比でしたけれども、がんでも相当予測がつくものも

たくさんあるわけです。ですから、必ずしも、がん

だから完全に先が見えないというわけでもなくて、

個々のケースについて、医療者もご本人も説明で

きるようにするための工夫が必要だと思うんです
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ね。ひょっとしたら介護のほうががんよりも先が見えないかもしれない。勉強会でもある参加者の方から

ご発言があったんですけれども、「就労問題はがんだけじゃない。事故に遭うかもしれないし、慢性疾患

で一時的あるいは長期的に働けなくなるかもしれない。育休、産休、介護休暇、いろいろなことがある。

そういうものの共通点、相違点を考えながら、例えば、全部ひっくるめて時間休暇がとれるようにならな

いか」と。そういう工夫も必要だと思います。がんの特徴もありますが、がんだけが特別ではないという

視点を持つこともまた、大事かなと思いました。

森　ありがとうございました。

　最近、働き方の多様化ということがキーワードになっています。看護師の世界でも、短時間勤務の正職

員とか、いろいろな制度が出てきています。そのような制度は、１度選んだらずっとそういう身分になる

のではなくて、ライフステージに合わせて変えていける。正職員のままで、この時期は時間を短くできる

とか、この時期は夜勤をなくすとか、いろいろな働き方ができるわけで、看護職に限らずこれからの日本

では、考えていかなくてはならない考え方だと思います。もちろん、それが実現できるような制度的な側

面の検討も必要なのでしょうが。他にはいかがでしょうか。はい、お願いします。

会場参加者Ｅ　きょうは有意義な時間をありがとうございました。がん患者会の副代表をしています。

　高橋先生をはじめ、研究されている皆さんに提案というか一つ意見なのですが、私は、もっと患者側

がやるべきことはあると思うんです。皆さんはそれぞれの立場でご研究されていて、とても専門性が高くて、

内容も有意義なのはわかるのですが、もっと患者側に要求してもいいと思うんですね。なので、そういう

ものをうまくまとめるような研究班としての施策が必要じゃないかと感じました。そういう中で、患者側へ

協力をもっと強く要望されていいと思います。

高橋　ありがとうございます。本当にそうだと思います。教材の分析をしてみて、さきほども言いました

けど、「支援は空から降ってこない」という、患者側の説明責任が強調されているということが印象的でした。

そういう意味では、日本はまだまだ察しがはばをきかせていて、しかもその察しが間違っているところも

たくさんある。なので、より明解なコミュニケーションが必要だと思います。確かに、ご指摘のように、

明解なコミュニケーションを助けるために治療医や産業医に何ができるかということを私たちは考えてい

ましたが、ご本人やご家族がどう動くかも大事ですよね。どういうふうにすればいいのか、やっぱりチー

ムに入っていただかなくてはいけないですね。（笑）サブグループか何かつくりましょうか。ありがとうご

ざいます。

森　私もここまでの話を聞いていまして、先ほどは、社会も医療者も患者側も一緒に考えていくべきとい

う話がありましたが、もし患者さんがきちっと自分のことを言えないとすれば、言えない理由が何なのか

ということ、その本心もちゃんと分析しないといけないのではないかと思います。多分、言えないだけの

不安とか不安定なものがあるんだろうから、そこを解決しないで「言え」というのもなかなか難しいと思

います。いろいろな側面で解決策を考えていく上では、ぜひ、そういった本音的な部分を我々は理解をし

ないといけないと思います。今のお答えは、研究班の中でどのように取り組んでいくかを考えていきたい
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ということだと思います。

　それでは次は、一番後ろのほうの方。

会場参加者Ｆ　今日は貴重な会に参加させていただいて、ありがとうございます。小児科医をしています。

今、患者さんご自身も、というお話がありました。高橋先生の教材分析の発表でも、患者さんの伝える義

務や、会社側が従業員の権利をちゃんと伝える義務の話もありました。さらにそれから、患者さんでも雇

用者でもないけど、そばにいる同僚。吹きだまりになってしまう部署の機能が落ちる問題もありますから、

サバイバーの方たちと一緒に仕事をする同僚もそれを理解していかないといけない。社会をつくっている

いろいろな立場の人たちがこういう状況を理解しお互いに、みんなが損がなくというか、雇用者側も損が

なく、一緒に働いている同僚も、もちろんサバイバーも、というふうにしていかないと。そうすると、いろ

いろな大きな力、厚労省も含めて、いろいろな制度としての力がすごく必要になってくるのかなと思いま

した。

森　ありがとうございました。その次は、先に手を挙げた方がいらっしゃるので。

会場参加者Ｇ　すみません、一般から参加しました。

　息子が半年前にスキルス胃がんで胃の全摘出と膵臓も一部取ったのですが、その際に、そばにいた私

たちが一番はじめに疑ったのはメンタル面でのうつ病にことでした。そちらのほうばっかりやっていて、治

療に東京のほうまで行ったりしたのですが、ついにわからずに、地元に戻って吐血してからはじめて「こ

れはメンタルなことではない」ということで入院しました。翌日に大量吐血をしたような状況で手術をし

たんですね。きょうのこの会に参加させていただいて、がん患者さんの 20 ～ 40％がうつ病状態や適応

障害を合併しているという項を見て、やっぱりそういうものもあるのかなと。それで、胃を摘出して、今と

ても明るくしているのですが、就業もそろそろ考えておりまして、復職したときにメンタル面の心配があり

ます。先生たちは、外科的手術をした後のメンタル面のことはどのようにお考えなのかなということが１

つ疑問なのですが。

森　ありがとうございます。

　それでは、職場に戻った後のこともあるので、立石先生に聞いてみたいと思います。

立石　大変いろいろなことがあったのかと思いま

す。

　復職するときには、我々産業医がかかわる場合

には、当然、まず最初に、企業の中で働けるよう

な状況にあるかどうかということを判断いたしま

す。そして、将来的にメンタルヘルスのうつ病の問

題とか適応障害の状態が発生するかどうかというこ

とは、基本的には、我々は復職の段階においては

判断しないんです。もしそれで判断をしてしまうと、
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その人の就業にとって非常に不利な状況になるかもしれないからなんです。我々が復職に関して考えるこ

とは、現時点でその人がしっかりと働くことができるのかどうかというようなことを判断いたします。そして、

当然、復職した後は、先ほど、江川先生の発表にもありましたけど、倦怠感があったり集中力が落ちたり、

そういうようなところがありますので、我々自身が産業医として実際に面談したり、上司の方に「もしこう

いうようなところが出てきましたら、私のほうに一報いただければ私のほうで対応いたします」とか、あ

とは主治医の先生ときちんと連絡をとって「今働いている中でこういうようなところが出てきたんですけど、

何かご意見をいただけないでしょうか」とか、我々産業医としては、そういうような適正な対応をしようと、

あくまで一般論ですけど、通常はそういうような対応をするというような状況になっております。

森　その職場に産業医の先生がいれば、職場に戻った後も定期的に会っていただいて職場のほうにアド

バイスをいただくことが一番大事ですし、もしそういった方がいらっしゃらなければ、主治医の先生にそ

のことを相談されて、必要に応じて会社に伝えてもらうということをやっていくということがとても大事だと

思います。最初からどのような経過になるかは分からないので、状態に合わせて順次相談していくという

ことがいいのではないかと思います。参考にしていただければと思います。

　それでは、前のほうの方。

会場参加者Ｈ　医療の記事を担当している新聞記者です。大変勉強させていただきました。ありがとうご

ざいました。

　今日初めて伺ったので、これまでの勉強会でお話が出ていたのかもしれませんけれども、もう少し伺い

たかったことが２点あります。今、働くという問題は、がんに限らずすごく大変な状況で、いわゆる非正

規雇用が非常にふえているとか、ワーキングプアという問題もあります。そういった視点の話も踏まえた

上で、確かに働き方が多様化されているともおっしゃいましたけれども、じゃあ、具体的にどう働くのかと

いうお話も伺えたらいいなと思ったのが１つ。もう一点は、雇用される側、いわゆる患者側のお話は、

やはり働くということが生活と不可分であるだけに、ここではなくてはならないものだろうと思います。で

きれば、そういったお話も今後いろいろ勉強させていただけるといいなと思いました。

森　ありがとうございます。

　後のほうの質問ですけど、今回は研究班の発表会なので、研究者ばかりのメンバーになりましたが、

勉強会のほうでは、さまざまな立場の方にご発表いただくことを積極的にやっています。今後もやってい

く予定ですので、ぜひご参加ください。

　最初のワーキングプアとの関係は、おそらく、和田先生にしか答えられないと思うので、和田先生にお

願いします。

和田　このテーマの背景には、社会における「格差」というものがあると考えています。昨今は、特に病

気のない方でも仕事に就くことは大変ですし、若い方の就職難も課題です。私がもう一つ関わっているこ

とに高年齢労働者就労支援ということで、「70 歳まで働ける社会作り」についても同様に社会格差が関係

しています。
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　そもそも、このテーマがなぜこのタイミングでこういうふうに多くの人に課題として認識されているかと

いうことですが、この問題以外にも格差が、それは、健康格差、経済格差、さまざまだと思いますけれども、

広がりつつあることが認識されはじめている。ただ、「それはやっぱりおかしい」というところが共通認識

となりつつあり、そのための改善を求めているのかなと考えております。

　私自身は、少なくともこの研究班において、がんを１つのモデルとしながら、ほかの疾患にまでぜひ広

げていきたいと考えておりますので、そういった提言も今後できればと考えております。

森　いろいろな経済状態があることはわかってはいるのですが、何が公正で、何が不公正かという話の

中で、「本来働けるのに、病気があるからという理由だけで働けなくなる」、または、他にできることがた

くさんあるのに、「特定のことができないから君はだめだ」という話にならないように、どう支援していく

かということを整理してやっていかなければならないと思います。もちろん、日本は非常に厳しい雇用情

勢であることはわかっていながら、そこの中でも何ができるかということを考えていくべきだと思いますの

で、皆さんもぜひ一緒に考えていただけるようにお願いいたします。

　他にいかがでしょうか。終わりがけになったら、急に３人も手が挙がりました。どうしましょうか。それ

では、まず最初に、後ろから２列目ぐらいの方。

会場参加者Ｉ　外科医で化学療法もやっています。現場で一番問題なのは、お金がなくて治療が受けら

れないこと。それから、産業医がきちんと機能していない中小企業の方で、有休をとって診察に来ること

もできないという方は結構多いですよね。現場で一番困っているのは、そういう方々にどういうふうに医

療を提供できるかという問題です。今回、「がんと就労」という話の中で、そういうものが何らかの形で

解決していけるとか、あるいは相談していけるような窓口をつくっていけるような形になれば、こちらとし

ても非常にうれしいと感じています。

森　ありがとうございます。

　企業側から見るより、別の方向から見て初めて見えてくるようなテーマなので、ぜひ、今後考えていか

なければならないと思います。ありがとうございます。

　すみません、時間がギリギリになってきていますので、質問をあと、お一人かお二人ぐらいまでしか受

けられないので、よろしくお願いします。

会場参加者Ｊ　貴重なご報告をありがとうござい

ました。医療ソーシャルワーカーをしております。

貴重な社会資源の１つとしてとらえていただいて、

本当に感謝しています。普通、「病院の関係者（主

治医、看護師など）」で、その他大勢にされてしまっ

て、あまりちゃんと「医療ソーシャルワーカー」と

書いてもらえないのですが、いろいろなところで登

場させていただいて、ありがとうございます。
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　先ほど、何名かの方からリソースというお話がありましたけれども、ソーシャルワーカーはスタッフが１

人とか２人しかいない弱小マイナーな部門で、なかなか手いっぱいで、先ほど和田先生からもお話があ

りましたが、激務の中ですが、就労に関する意識を持つか持たないかで、状況がかなり変わってくると思

うんですね。患者さんが水際で頭が真っ白になっているとき、「仕事のこと？　それだったら相談室に行っ

て」というふうに主治医に振られて、頭が真っ白な状態で最初にお会いするのは、もしかしたら相談員で

あるソーシャルワーカーかもしれません。そこでソーシャルワーカーが就労に関する意識を持つか持たな

いかで、そこから先がかなり違ってくると思うんですね。私も経験がありますが、頭が真っ白で、「とにか

く職場に迷惑をかけたくないから辞めなくちゃ」という、それだけでいらっしゃる方に、「とにかく早まら

ないでください」と言う人がいるかいないかで先がかなり違ってくると思います。ですので、ぜひ相談支

援センター向けのリソースをつくっていただいて、例えば拠点病院に配布するとか、そういうふうにしてい

ただければと思いました。ありがとうございました。

森　ありがとうございました。

　実態調査と称したアンケート調査で出てくる数字より、今のようなリアルな話の積み重ねが必要な分野

だと思いますので、ぜひ、いろいろな形で出していただきたいと思います。

　それでは、最後の質問にしたいと思いますので、お願いします。

桜井　今日２度目の発言になってすみません。既に HOPE★プロジェクトのほうで相談支援とか就労に特

化した活動も行っていますし、今日聞いた中でも、ツールもかなりつくっているんですね。実際に人事向

けのセミナーもいくつかあります。重複している部分がかなりあるなと思ったんですね。多分、厚労科研

費はいつか終わります。終わった後にも続くのは患者会活動だと思っておりますので、つくっていただくじゃ

なくて、一緒につくるということを考えていきたいと思っています。そういった意味で、今度、３月に「が

ん経験者・家族・企業ネットワーク」という全国組織も発足することになりましたので、そういうほうとも

ぜひ一緒に連携していただきたいということを一つお願いで述べさせていただきます。どうもありがとう

ございました。

森　ありがとうございました。

　今のご提言に対するお答えと来年度の研究に向けての意気込みを、最後に研究代表者の高橋先生に

語っていただいて、ちょうど時間になりましたので、今日のシンポジウムは最後にしたいと思います。

　それでは、お願いします。

高橋　ありがとうございます。じゃあ、意気込みを立って語らせていただきます。（笑）

　今日は本当にどうもありがとうございます。決起集会みたいになりましたけど、やっぱり、こうやって集

まることが大事なんだなと思います。

　きょう２回ご発言くださった桜井さんは、３月７日の第4回勉強会でご発表くださいます。ＮＰＯの立場、

そして、がん当事者に特化した職場紹介の株式会社の活動もしていらっしゃいます。今お話しになったよ

うな新たな活動も展開なさっていますので、３月７日の勉強会にもぜひご参加ください。



7. 総合討論

　本日、いろいろな方がお話しくださいましたが、社会的に厳しい状況で、「がんだから働けなくてもしよ

うがないよね。がんになっていなくても働けない人がこれだけいるんだから」という考え方は、やはり、

既存のがんイメージにとらわれていると思います。がんであっても働ける状況にある方はたくさんいるわ

けです。がんではなくても、何らかの障害や慢性疾患を持っていても、育児中でも、とってもしんどい介

護の状況にあっても、働ける人はいるわけです。そして、ちょっと工夫するともっと働けるわけです。やはり、

いろいろなイメージに左右されている部分があるのではないでしょうか。もし目の前の人が理不尽な状況

にさらされているとすれば、それは、がんだけではなくて私たち全員の問題でもありますので、それを少

しでも是正するために、それぞれの立場で何ができるのかをぜひ継続的に考えていきたい。皆さまのご

支援をいただきたいと思います。

　このプロジェクトは３年で、はじめの１年が終わったわけですけれども、恐らく、これから２年やって

いくことで、さらにその先にいろいろな形でつながっていくと思います。つなげ方は１つではないと思い

ます。ですから、この研究班は「種まきプロジェクト」と言いますか「みんなでやろうぜプロジェクト」み

たいなものですけれど、本当にこれからも皆さまのインプットをいただきたいと思います。

　本日は大変ありがとうございました。（拍手）
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