
　第2回がんサバイバーシップオープンセミナー

を始めさせていただきます。平日のお忙しい中、

ご参加いただきどうもありがとうございます。今

日のタイトルは「仕事」です。第 1 回は「歯」

でした。歯の健康もたいへん好評で多くを学んだ

のですが、今日もまた暮らし密着の話になります。

　最近は「がん相談支援センター」で仕事の相談

ができるようになってきていますが、相談員の

方々に加えて社会保険労務士の方、そしてハロー

ワークの就労支援ナビゲーターの方など、従来は

病院にいなかった立場の方が就労支援に入ってき

てくださるようになりました。それもここ数年の

話です。

　がんと就労というテーマは、ご存じのように大

きく変化していて、新たな職種の方々がこの領域

に入ってきてくださるようになりました。とは言

え、お互いに病院という舞台で一緒に働いた経験

が少ないプレイヤー同士が、どんなふうに連携し

て患者さんに役立つ活動をしていくか、そのひと

つの実例が国立がん研究センター中央病院で進ん

できましたので、今日はぜひそのあたりをみんな

で話し合おうという趣旨です。

　本日は、まず私から短く「現状と支援の話題」

について話をさせていただき、続いて中央病院相

談員の宮田佳代子さん、中央病院に社労士として

入ってくださっている原麻子さん、同じくハロー

ワーク飯田橋から入ってくださっている就労支援

ナビゲーターの岡田晃さんの 3 人の方々に、そ

れぞれのお仕事の特徴とご活動についてお話しい

ただきます。

　こういう機会は本当に少ないものですから質疑

応答の時間をしっかり取ろうと思います。たくさ

んご質問いただければと思います。また今日はさ

まざまな背景の皆様がご参加です。治療中の方、

ご家族の方、企業の方、医療者の方、行政の方、

社労士の方などたくさんの方に来ていただいてい

ます。どのような質問でも必ず誰かの役に立ちま

すので、ぜひざっくばらんに手を挙げていただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。
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がん治療と仕事の調和
　―どこで・誰に相談できる？
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　みなさま、ようこそ第 2 回がんサバイバーシッ

プオープンセミナーにおいでくださいました。今

日は、がん治療と仕事の両立をとりあげます。

がんと仕事の関係性

　今日のメインテーマは、「がん治療と仕事の調

和―どこで・誰に相談できる？」です。講演会な

どでは「積極的に相談してください」とよく言わ

れますし、いろいろな本でも「困ったら主治医に

相談してください」と書かれています。でも、主

治医に暮らしのことを相談してすべてが解決する

なら苦労はしません。私自身、一般医療者として

働いていた時に、自分は病気のことは少しはわか

るかもしれないけれど、患者さんの暮らしを理解

するのは難しいなぁと思うことがよくありまし

た。

　今日はがんサバイバーシップオープンセミナー

ですから「がん」の話ですが、実は就労の妨げに

なるのは「がん」だけではありませんし、本当に

いろいろなことが影響します（スライド 1）。労

災ではない慢性の私傷病やケガなどをはじめ、こ

のスライドにあるようなことはみな、働きにくさ

につながります。

　では、がんの特色は何でしょう？やはり「がん

イコール死」というイメージがつきまとうことで

す（スライド 2）。脳卒中や心筋梗塞でも、がん

よりも重篤な状況がありえます。後遺症が残った

り命に関わったりするかもしれません。しかし「が

んサバイバー」とは言われても「心筋梗塞サバイ

バー」とはあまり言われませんね。がんには、死

に直結するというイメージがまだまだつきまとっ

ていると思います。

　それから職場からはよく「完全に治してから復

高橋　都
国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

がん治療と仕事の両立：実態調査と支援の現状

スライド１　就労の妨げになるのは「がん」だけではあり
ません

スライド２　では、「がん」の特色は何？
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帰してください」と言われますが、入院期間は短

縮しているし、治療の場は入院から外来にどんど

んシフトしているので、一昔前の「完全に治して

から復帰」ということが現実にそぐわなくなって

います。

　それからがん体験は個別性がとても高くがんの

種類によって千差万別です。同じ病気、同じ治療

を受けても身体や心への影響は異なります。この

ような、個別性の高さもがんの特色です。

がんと就労の実態調査から

　がん患者の就労については、複数の研究班やＮ

ＰＯで実態調査を実施しています。これは私たち

が実施したインターネット調査です。自由記述も

含めてすべての結果は「http://www.cancer-

work.jp」でダウンロードできますのでぜひご覧

ください（スライド 3）。

　調査にもよりますが、だいたい 20 〜 30％の

方が、診断時に働いていた職場を辞めるという結

果が出ています。またおよそ半分ほどの方が個人

所得も世帯所得もともに減ったと答えています。

スライド 4 は全国調査ですが、さまざまな都道

府県で患者実態調査や企業調査が実施されていま

す。東京都もたいへん良い調査をされて、完成度

が高い報告書をネットに上げていますから、ご覧

になるといいと思います。

　私たちのこの調査では「就労関連の悩みを周囲

に相談したことがある」と答えた方が 6 割ぐら

いにとどまっていました。相談しなかった理由を

うかがうと、「相談するほどではなかった」とい

う方がいちばん多く、意外に困っていません。自

力対応できている方もいるということです。でも、

「相談するという発想がなかった」、「相談相手が

いなかった」、「相手の助言に期待できなかった」、

「何を相談していいかわからなかった」といった

声も挙がっています（スライド 5）。自分の困り

ごとの言語化が難しい時もあるでしょう。もし安

全で効果的な相談窓口があれば、6 割より多くの

方々が相談できていたのかもしれません。

スライド３　がん治療と就労の両立に関するインターネッ
ト調査

スライド５　

スライド４　
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　相談相手ですが、この調査ではいちばん多かっ

たのは「上司」で、それから「家族」、「主治医」

でした（スライド 6）。ただ、主治医に仕事のこ

とを相談しても、対応する主治医とそうでもない

主治医がいると思います。また相談しやすい上司

とそうでもない上司もいると思います。これは

2011 年暮れから 2012 年にかけての調査です

から、「ソーシャルワーカー」という選択肢は入っ

ていますが、社会保険労務士やハローワークの就

労支援ナビゲーターは入っていません。今なら、

もし選択肢に入っていればかなり上位に来るのか

もしれません。当時と比較すると今は、今日のス

ピーカーの 3 人のみなさまのような、いろいろ

な相談窓口ができてきたのですね。

支援の実態

　これは、私どもの研究班でつくった『がん専門

相談員のための社会保険労務士との連携のヒント

集』です（スライド 7）。病院のスタッフの多く

は社労士との連携に慣れていません。そもそも社

労士という資格のことをよく知りません。国家資

格なのか？から始まって、本当に知識がありませ

ん。がん患者さんの就労相談に乗る社労士をどの

ように見つけたらいいのか、どういうような契約

をしたらいいのかわかりません。みなさんも「社

労士さん」という言葉をきいて「弁護士さん」や「税

理士さん」などほかの国家資格と較べてどういう

仕事をされる方なのか、一瞬「？」となるかもし

れません。そこで、このような連携のヒント集を

つくったわけです。

　隣の病院はどのように社労士と連携しているの

だろうか、あるいはハローワークとの連携モデル

事業に入っている隣の病院はどのように就労支援

ナビゲーターの方と連携しているのだろうか、と

多くの医療関係者は戸惑っているのが現状です。

　それから、こちらは『がんと仕事の Q&A 第 2

版』ですが、これもたいへん好評です（スライ
ド 8）。しかしまだまだ必要とする方のお手元に

届いていないと思います。「がん情報サービス刊

行物発注システム」では冊子体を注文することが

できます。1 セット 20 冊で 3,000 円ですから、

1 冊 150 円で買えます。病院関係者だけでなく、

企業や患者会の方にも、ぜひご活用いただきたい

と思います。この刊行物発注システムはぜひみな

さんに知っていただきたいと思います。

　就労関係については、がん体験者の方々が書い

た本や、NPO や一般社団法人が提供している体

験者目線のサービスもたくさんあります（スライ
ド9）。どんどん活用するとよいと思います。また、

がん対策情報センターの「がん情報サービス」の

　「生活・療養」セクションにも就労の話が出て

スライド７　社会保険労務士との連携のヒント集スライド６　相談相手は？
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いますので、こういう信頼できるサイトも活用し

ていただきたいと思います（スライド 10）。

　今日は、みなさまの声、ご意見をたくさんお聞

かせください。病院には、どのような就労支援が

期待されているのでしょうか。医療従事者は戸

惑っています。病院の中にがん体験者のための職

を増やすことが就労支援だと思われますか？必ず

しもそうではないと私は思います。病院でどのよ

うなサービスがあれば便利なのか。治療スタッ

フ、相談員、社労士、ナビゲーターの方々はどう

連携すればよいか。院内のサービスを多くの人に

知ってもらうにはどうしたらよいか。それから今

日は治療スタッフの方もたくさんおいでですが、

治療スタッフ自身が病棟や外来でできる就労支援

とは何か。さらに、今日は主として病院での就労

支援の話ですが、病院の外のコミュニティではど

ういうことができるのか。企業では何ができるの

か。みなさまの多様な背景から今日は何でも聞い

ていっていただきたいですし、なんでもコメント

していただきたいと思います（スライド 11）。

　前ふりのお話しは以上です。

スライド 10　がん情報サービスのサイト

スライド 11　皆さまのご意見をお聞かせください

スライド８　Ｑ＆Ａ集冊子体の申込み方法

スライド９　体験者が発信するリソース
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「相談支援センター」ってどんなところ？

　相談員をしています宮田です。今日は「相談支

援センターにおける就労支援」ということで少し

話をさせていただきます。

　そもそもこの相談支援センターがどういうとこ

ろであるのかをご紹介します。まずスタッフです

が、中央病院相談支援センターではセンター長の

ほかにがん専門相談員として医療ソーシャルワー

カーが勤務しています。それに事務員が加わって

構成されています（スライド 1）。

　国立がん研究センター中央病院の一般的な概

要ですが、病床数は 600 で、私たち相談支援セ

ンターの相談件数は平成 26 年度は 12,656 件、

そのうち約半数の 6,754 件が新規の相談でした。

相談を「院内から」と「院外から」に分けると、

だいたい半々です。院外からの相談の 3,331 件

は多くは電話相談で、全国の方から集まります（ス
ライド 2）。

　スライド 3 は中央病院で配布しているリーフ

レットです。病棟や外来に目立つように数多く置

かせていただいているものです。

　さて、相談支援センターはどんな相談に乗って

くれるのでしょう。このリーフレットの中にスラ
イド 4 のような文言が入れてあります。単に、「話

宮田　佳代子
国立がん研究センター中央病院相談支援センター　相談員

相談支援センターにおける就労支援

スライド１　中央病院相談支援センターのスタッフ

スライド２　国立がん研究センター中央病院・相談件数

スライド３　中央病院相談支援センター　リーフレット
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を聞いてもらいたい」というご不安を抱えている

方や、今日のテーマのようなお仕事をどうしたら

いいかわからないという方、それから生活費など

経済面でのご相談などがあります。さらにご家族

の相談や、さまざまな制度の案内をしてもらいた

いという方も多くいらっしゃいます。

　相談支援センターの業務範囲は厚労省の指針に

よって決められています（スライド 5）。全国に

は、質の高いがん医療が受けられる病院として厚

生労働大臣の指定を受けたがん診療連携拠点病院

が約４００箇所あります。がん診療連携拠点病院

の中には必ずがん相談支援センターが設置されて

いて、そこではこういう業務をしましょうという

ことが決められているわけです。「ア〜シ」にあ

るようないろいろな業務をやっているのですが、

平成 26 年 1 月の改定で追加になったものが「オ、

ケ、コ、サ」の 4 項目です。「オ　就労に関する

相談」というものも新たに盛り込まれるかたちに

なりました。私たちも就労支援に力を入れて相談

に応じなければいけないと考えています。

　がん相談支援センターの構成は、病院によって

いろいろです。看護師さんがスタッフに含まれる

こともあります。提供するサービスの内容も、あ

る程度決められているとはいえ、それぞれの病院

でかなり違います。

　中央病院のソーシャルワーカーがどういうこと

をやっているかと言いますと、対面でのご相談の

ほかに、先述もしましたが電話相談があります。

それから各種サポートグループがあります。私た

ちが今現在おもに取り組んでいるものとしては、

膵がん胆道がん教室、乳がん術後ボディイメージ

教室、お仕事サポート教室などがあります（スラ
イド 6）。

　それからボランティアコーディネーターの仕事

があります。中央病院では、院内のボランティア

として、外来のフロア案内のボランティアさんや

病棟の患者さんたちに図書を見ていただくための

図書ボランティアさん、小児病棟で面会時間終了

後から消灯までの寂しい時間にいっしょに遊んで

くださる小児ボランティアさんなどがおられるの

スライド４

スライド５　相談支援センターの業務

スライド６　中央病院の医療ソーシャルワーカーこんなこ
ともしています…

41相談支援センターにおける就労支援　



で、そういうボランティアさんのコーディネー

ターをしています。

　それから患者図書館の運営と病院のロビーに医

療に関する書籍が置いてあり、その管理もしてい

ます。

　いちばん下の「医療機関データベース管理」で

すが、私たちが連携を取らせていただいた医療機

関にアンケートを取り、できる対応、先生の数、

連携する訪問看護の有無などの情報を集め、それ

を集約したものをホームページに載せてありま

す。中央病院のホームページに「医療機関検索」

というセクションがありますが、そこをご覧いた

だけると、連携する医療機関でどういう対応がで

きるかなどが細かく載せてあります。そのデータ

ベースの管理ということです。

中央病院の就労支援

　本日は就労の話ですから就労支援の話をいたし

ます。私たちがやっている就労支援はハローワー

クの方と社会保険労務士さんと協働で実施させて

いただいています。週に 1 回ずつハローワーク

の方と社会保険労務士さんに来ていただき個別相

談に応じています。

　それから私たちは月1回「お仕事サポート教室」

というものを実施して、こういう支援ができます

よ、というサービスのご紹介をしています（スラ
イド 7）。

　ハローワークの方や社労士の方と協働でやらせ

ていただくようになって平成 27 年で 3 年目な

のですが、スライド 8 は中央病院の平成 25 年、

26 年の相談件数です。全相談件数に対する就労

関連相談件数は、数は少ないのですが、平成 26

年には倍以上に増えていることが見てとれますの

で、徐々に増えているのが実態です。

　この相談支援センターで就労支援を始めてから

の相談者の年齢ですが、2015 年 7 月までのデー

タですが、40 代、50 代の方が主で、30 代や

60 代の方もいらっしゃるという現状です（スラ
イド 9）。

スライド７　中央病院の就労支援〜治療と仕事の両立〜

スライド８　中央病院の就労関連相談件数
スライド９　ハローワーク、社会保険労務士と協働〜相談

者の年代〜
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　男女比はだいたい半々ぐらいですから、そう

差はないという印象を持っています（スライド
10）。

　就労関連の相談をする方のがん種の上位 5 を

スライド 11 に出しました。乳がん、血液のがん、

大腸がん、肺がん、胃がんという順です。

　ハローワークの方や社労士の方の相談の際、私

たち病院のソーシャルワーカーが、病院の相談員

として同席するのですが、それによって単にお仕

事を探している時とどのように違ってくるのかと

いうことが、ポイントだと考えています。仕事の

相談に乗る時も、病気や治療の情報は大事です。

病院の相談員が一緒に対応することで、今はどう

いう治療をしていて、どういう通院頻度で通って

いらっしゃるかとか、副作用としてどのようなも

のが出ていて、そのことが仕事や日常生活にどの

ように影響しているかとか、そういうことを踏ま

えて相談に応じることができるのではないかと考

えています（スライド 12）。

　たとえば抗がん剤治療で週に 1 回通う時、毎

日放射線治療に通う時、手術後に重いものが持て

ないような時、手足にしびれが出る副作用がある

時、そんな方々が仕事との折り合いをどのように

つけていくか、ご相談に応じています。

　治療にお金がかかるから仕事をしたいけれど、

今のような状況で見つかるかなというようなご相

談もあります。新たに仕事を探したい方に対応す

る時には、ハローワークの方たちと協働します。

あるいは、同じ会社で働き続ける場合でも、今の

ままでは負担が大きいのでもっと負担が少ない軽

スライド 11　ハローワーク、社会保険労務士と協働〜相談
者のがんの種類（上位 5つ）〜

スライド 13　

スライド 12　病院の相談員が同席することで…スライド 10　ハローワーク、社会保険労務士と協働〜相談
者の男女比〜
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い業務にできないかとか、時間を短くして働けな

いかというような希望がある時には、職場とどの

ように相談をしていくか、社会保険労務士さんと

一緒に考えたりしています（スライド 13）。

　スライド 14 は事例です。乳がんで抗がん剤治

療のため週１回通院している方です。点滴の当日

や翌日は気分不快が出てしまう、副作用で手先の

しびれもあるといった時、お仕事をされる時にど

うしていくかを考えます。たとえば具合が悪い時

に仕事を休めるよう、治療を金曜日にできないか

を考えるであるとか、フルタイムではなく日数を

減らしたり、時短勤務にすることができないか調

整を提案します。また細かい手作業がない業務内

容に変える可能性があるかを考えます。新たなお

仕事を探すのか、それとも今の職場と相談してみ

るのかも一緒に考えています。

　スライド 7 に示したように、スタッフにはそ

れぞれの得意分野があります。新たなお仕事を探

す際にはハローワークの方と相談、今の職場と交

渉したい、あるいは相談したいという方は社会保

険労務士さんとおもに相談させていただいていま

す。本日はこの後、それぞれの方からどういう内

容の支援ができるかを詳しくお話ししていただけ

ると思います。

　私たちは就労相談を毎月スケジュールを組んで

やっているのですが、スライド 15 は 2015 年

11 月のスケジュールです。お仕事サポート教室

は 11 月 20 日、ハローワークの方と社会保険労

務士さんに来ていただく日は、このスライドに載

せてある日時になります。ポスターもありますの

でご興味のある方はご覧ください。また、がん研

究センター中央病院の患者さんだけではなく他の

病院の方々のご相談にも応じていますから、ご一

報いただければと思います。

　私たちは「仕事のことでお困りの方へ！」とい

うリーフレットをつくっています。「こういう相

談ができます」と簡単に紹介する内容になってい

ますから、これもご興味のある方は手に取ってい

ただければと思います。

　以上です。

スライド 14　相談事例 スライド 15　2015 年 11 月就労相談スケジュール
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　私ども社会保険労務士法人 EE パートナーズで

は、平成 26 年初めのころからこちらの中央病院

相談支援センターで患者のみなさんのご相談をお

受けするようになりました。本日は「就労支援に

おける社会保険労務士による相談の特徴」という

テーマでお話をさせていただきますが、具体的に

は今までで約 2 年弱、私どもが実際にご相談を

受けてきて気づいたところや、まだまだ試行錯誤

を繰り返しているところをお伝えできればと思っ

ています。

社会保険労務士の業務内容とがん患者の
就労支援に果たす役割

　まず社会保険労務士のことを少しだけお話しし

たいと思います。先ほど高橋先生から、弁護士さ

や税理士さんとちがって社会保険労務士（社労士）

という資格はイメージしにくいかもしれない、と

いうお話が出ました。社会保険労務士の知名度は、

弁護士や税理士ほどではないものの、同じ国家資

格者です（スライド 1）。業務内容は「社会保険」

と「労務」ですから名前の通りです。社会保険と

労務を業務とする国家資格者です。社会保険労務

士というのは少し長いので社労士と略して呼んで

います。

　社会保険の方の仕事ですが、今の日本の社会保

険制度はけっこう複雑です。代表的な制度には、

たとえば健康保険、あるいは年金や雇用保険など

があるのですが、それぞれ制度が非常に複雑であ

ることと、加入している制度によって給付がち

がっていたりして複雑なところがあるので、手続

き関係を企業のみなさんに代わってやらせていた

だいたりしています。

　また労務に関しては、たとえば就業規則や雇用

契約書といった、労働条件から発するもろもろの

トラブルを防止するためのご相談を受けたり、ア

ドバイスをさせていただいたりするのが通常の仕

事です。

　これがふだんの社労士の業務ですが、今お話が

出ている、国が推進する「がんになっても安心し

て暮らせる社会」、「治療をしながら働くことがで

きる環境」をつくるためには、もしかしたらこれ

から新しい社会保険制度の枠組みがいるのかもし

れませんが、まずは、今ある社会保険制度をうま

く活用することが大事です。そのためには、企業

の方々の理解を深めることが必要ですし、加えて、

原　麻子
社会保険労務士法人EEパートナーズ　特定社会保険労務士

就労支援における社会保険労務士による相談の特徴

スライド１　社会保険労務士の相談業務
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働く患者の方々については、何を相談し、何を主

張していいのか、ご自身で理解をすることが重要

です。そうやって働きる続けられる環境をつくっ

ていく必要があるのではないかと思います。

　社会保険制度に関して、社労士はいろいろな側

面でサポートできる立場にいると思いますので、

国のがん患者の就労支援という施策に果たす役割

は非常に大きいと私自身は感じています。

社労士も最初から慣れていたわけではな
い「がん患者の就労支援相談」

　そうは言っても、ふだん私どもがお仕事をして

いる相手はだいたいが企業の方々です。そういう

方々は落ち着いて話をしてくれますし、企業目線

でお仕事をされるケースが多いです。ですが、中

央病院の相談支援センターでの業務を始めた時に

は、相談中に感情的になられる方や泣かれる方々

もおられたので、ふだんの業務とかなり違うなと

思い、どうやっていったらいいのかと思いました

（スライド 2）。

　そもそも社労士に対して、患者さんがどういう

タイミングで、どういう相談をしたらいいのか、

よくわからない状況でスタートしました。病院と

社労士間の契約自体をどうするのか、週にどのく

らい社労士の相談窓口を開くか、というところか

らいろいろと相談もしたのですが、やってみない

とわからないので、いちおう最初は、就労に限ら

ずソーシャルワーカーの方が相談に乗る時に同席

をさせていただいて、ただただ「いるだけ」とい

うところからスタートしました。

　宮田さんのお話にもありましたが、当初はそれ

ほど社労士への相談件数はありませんでしたし、

あったとしても、スライド 3 に書いてあるよう

な、本来の業務範囲外の相談も含まれていました。

たぶんソーシャルワーカーの方も社労士の業務範

囲をあまりご存じなかったのだろうと思います。

相談が就労に関係がありそうだということでお話

をきくと「ローンを抱えていてどうしたらいいの

か」とか、「家の売却はどうすればいいのか」といっ

たご相談だったりしました。

　そうこうしているうちに就労の相談が少しずつ

増えてきました。就労に限らず、ソーシャルワー

カーの方と同席をすることで、相談員のみなさん

が患者の方とどういうような距離感で、どういう

ふうに話をされているのかを知る機会がいただけ

たので、今考えるとそれが非常に良かったと思っ

ています。

　医療従事者の方にはおそらく「日常」になって

いると思うのですが、私ども社労士は普通に仕事

をする上でがん患者の方にお目にかかる機会はほ

とんどありません。人の「生き・死に」に関係す

ることもそうあることではないので、先ほどまで

目の前でお話をされていた方が、あとでソーシャ

スライド２　通常の業務との違い① スライド３　通常の業務との違い②
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ルワーカーの方にお聞きすると実はあまり良くな

い状況ですと聞いたりすると、それだけで自分の

精神的ショックが大きかったりしました。そうい

うわけで、最初からバリバリに就労の相談に乗る

というよりは、なんとなく同席しているだけで、

心構えと言いますか、気持ちの持ちようを勉強さ

せていただけたことが大変良かったのではないか

と今になって思います。

社労士によるがん患者の就労相談事例と
その特徴

　実際に私どもがお受けするご相談ですが、スラ
イド 4 にあるように、障害年金や傷病手当金の

ような、お金に関係するものが非常に多いです。

ただ、会社を相手にして社労士業務をしている時

には障害年金の話などはほとんど出ません。傷病

手当金は病気をしてしまったという方から少しご

相談がある程度です。したがって障害年金につい

ては、もちろん基本は知っていたのですが専門に

やっているわけではなかったので、改めて勉強を

しなければいけませんでした。また今も日々勉強

をしなければいけないことだらけです。

　傷病手当金については、制度も日々変わること

があるので、そのあたりでサポートする部分はあ

るのかと思っています。

　労務に関しては、やはり休職と復職の話のご相

談が非常に多いです。休職制度は意外にみなさん

ご存じないかもしれませんが、法律では、病気の

休職制度を設けることを会社に義務づけていませ

ん。したがって会社によっては休職制度自体がそ

もそもないところもありますし、逆に、場合によっ

ては 1 年や 3 年という非常に長い期間お休みが

できて、しかも給料も全額、あるいは一部負担し

てくれるというようなケースもあり、会社によっ

てさまざまです。ただ、ある会社の従業員が、自

分の会社の支援制度が企業全体のなかで平均的な

のか、あるいはあまり優しくない会社なのかとい

うことは、きっとほとんどご存じないのです。

　そのため、実はお話をうかがうと、けっこう優

遇されているなと思うような方々の方が、かえっ

て、「不当に扱われています」とか「困ったこと

になっています」とか、必要以上に不満を持たれ

ているケースも実は多かったりします。

　障害年金や、復職や休職という会社の制度に関

することは、ご相談をお受けしていても、私たち

が断定的なことをお伝えできるわけではありませ

ん。直接会社に出て行って、何かの交渉をすると

か、手続きをするということはしていませんから、

一般的な説明だけで終わってしまうことが多いの

ですが、それでも患者のみなさんの「抱えなくて

もいい不満」を少しでも和らげることができれば

いいと思っています。みなさんはけっこう周りか

らサポートされているのですよ、とお伝えできる

立場にいる、それが社労士のひとつの役割ではな

いかと考えています。

相談事例紹介

　少しだけ実際の相談事例をご紹介いたします。

実は出産を機会に育児休業を取られている間に

がんを発症してしまったというご相談が、この 2

年ほどで 3、4 件ほどありました。最初は非常に

驚きましたが、意外にあるのだなという感じを

スライド４　相談事例
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持っています。そういう方々に関係する法律は、

雇用保険の育児休業給付であったり、育児介護休

業法に抵触する何かであったりして、内容が複雑

になります。

　また働いている方の場合は、病気で休まなけれ

ばいけなければ、否応なくそのことを会社に伝え

ることになるわけですが、育児休業をされている

場合には言わないまま来てしまうこともけっこう

あったりします。

　ご相談のひとつに、「育児休業はそろそろ終わ

るのだががんのことを言い出せなくて、どうした

らいいのだろう」というものがありました。言わ

ないまま辞めてしまおうとその方は思っていたよ

うですが、これから治療が長くなることを考える

と収入もあった方がきっといいだろうと思い、「言

うことにためらいがあるかもしれませんが、会社

の休職制度はありますか？利用できるかどうか相

談をされたらどうでしょうか？」とお話をしまし

た。休職制度がないにしても、最低でも退職する

時に傷病手当金がもらえるような状況にしておい

た方がいいでしょう。

　結果的にその方は、会社に病気のことを伝えま

した。最初は「なぜ言ってくれなかったのですか」

と若干、怒られたらしいのですが、最終的には「頑

張って、休職制度も利用して戻ってきてくれれば

いいから」と励ましてもらえたということでした。

　2 回目に相談に来られた時、たいへん安心をさ

れていました。私どもができることは、本当にた

だのアドバイスをするということだけなのです

が、多少は役に立っているのかなと感じた瞬間で

した。他にもいろいろあるのですが、またそこは

質疑応答時にご質問に応じてお答えしたいと思い

ます。

社労士会の社会貢献の動き

　最後に社会保険労務士業界について少しお話を

したいと思います。がん対策推進基本計画が作成

され、そこに社労士の活動が盛り込まれてから 3

年ほどたちます。ただ、なかなか組織だった活動

につながっていないのが現状です。最近、ようや

く社会保険労務士会の方でもいろいろな活動を始

めたところです（スライド 5）。

　全国社労士会連合会では「がん患者就労支援」

を事業の柱のひとつに掲げています。また個々の

社労士に向けた講座や就労支援の技術や知識を勉

強する研修会などを開催し始めています。

　また 2016 年には企業と医療機関向けのセミ

ナーを東京会の方で開催することはすでに決まっ

ています。

　社労士の仕事は、ふだんは企業の人事の方と非

常に密接につながっています。就労支援をしてい

て実感するのは、「休職制度があるなら利用され

たらどうですか」とどれだけ言っても、企業の方

に理解がなければ患者さんはなかなか伝えること

ができないということです。会社の制度自体、3ヵ

月の休職で退職になってしまうところもたくさん

あります。ですから、個々の社労士が患者のみな

さんから実際にお話を聞き、そのニーズや必要性

を実感することによって、自分の顧問先の企業に

働きかけることも非常に大事だと思います。そう

いうことができる立場に社労士はいます。連携拠

点病院でも社労士の活動はまだなかなか進んでい

ない状況ですし、社労士会の方の相談体制はまだ

スライド５　社労士会の動き
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しっかり整ってはいません。ただ、東京ですと、

社労士会の事務局の方にご連絡をいただければ社

会貢献委員会につながるという体制はだんだんと

でき始めています。

　がん患者さんの就労支援にぜひ積極的に参加し

たいという社労士もいますから、医療機関の方に

もぜひ活用をしていただけたらと思っております

（スライド 6）。

　ご清聴ありがとうございました。

スライド６　社労士との連携で更なるサポートを
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ハローワークと病院とがん患者の 3 者の
連携について

　今日は「職探しにおけるハローワークと病院の

連携」というテーマでお話をさせていただこうと

思います。まずハローワークですが、通常どのよ

うな方が相談にいらしているかと言いますと、一

般の求職者で健康で離職されている方とか、退職

中の方もいらしています。転職活動をされる方も

います。それから障がいや難病をお持ちの方もい

らしています。専門の窓口もあります。東京は渋

谷のハローワークに難病の患者さんの窓口があり

ます（スライド 1）。

　ところでがん患者さんですが、仕事をする必要

があったり、しなければいけない状況に置かれて

いると思うのです（スライド 2）。

　国としてこうしたがん患者さんの支援が今まで

できていたかと考えますと、患者さんと病院は今

までも深く関係していましたが、患者さんと仕事

探しの中心になるハローワークとが関係していた

かというと、今まではそうではなかったのではな

いかと思います。それから病院とハローワークで

すが、そもそも役割は違うので関係性はありませ

んでした（スライド 3）。

　それがこれからは、病院とハローワークが手を

取り合って患者さんを支援しようということで、

平成 25 年に「長期にわたる治療等が必要な疾病

岡田　晃
ハローワーク飯田橋　就職支援ナビゲーター

職探しにおけるハローワークと病院の連携

スライド１

スライド２

スライド３
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をもつ求職者に対する就職支援モデル事業」とい

う取組みが始まりました（スライド４）。

　ここで、ハローワークと病院が連携すること

で生まれる「いいこと」を 3 つ挙げてみます。1

つめはがんセンターさんの中で仕事の相談・紹介

ができるということです（スライド 5）。私は 1

週間に 1 回定期的に来ていますが、病院の中に

ハローワークの機能がそのまま引っ越してきたよ

うな状況だと考えてください。ハローワークは普

段から相談を受けたり仕事の紹介をしたりしてい

ますが、そういう機能がまるまるがん研究セン

ターの中で使えるようになりました。

　2 つめは、都内ではまだハローワーク飯田橋に

限定されているのですが、ハローワークでもがん

患者さんのお仕事の相談ができるという点です

（スライド 6）。

　3 つめは「企業とのつながり」です（スライド
7）。病院とハローワークが連携をするようになっ

て企業とのつながりもできてきたということで

す。そうなっていくといいなとは思っていました

が、比較的早く連携の動きがとれてきました。

　それぞれについてもう少し詳しく申しあげます。

スライド 8 は病院の中にハローワークの機能がま

るまるやってきたというものです。相談やお仕事

の紹介も病院の中でやることができています。

　それからスライド 9 は「ハローワーク飯田橋

でも OK!」ということです。現在はまだ専門の

相談員がいるのは東京都内ではハローワーク飯田

橋だけです。私ともう 1 人袴田という女性の相

談員の 2 名体制でやっています。したがってこれ

スライド４　長期にわたる治療等が必要な疾病をもつ求職
者に対する就職支援モデル事業（H25）

スライド６　ハローワークと病院の連携・３つの良いこと
－２

スライド５　ハローワークと病院の連携・３つの良いこと
－１

スライド７　ハローワークと病院の連携・３つの良いこと
－３
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から利用される方が増えてくると対応もなかなか

大変になってくるとは思いますが、頑張って何と

か対応していけるようにしたいと思っています。

　スライド 10 にはハローワークと病院の絵が両

方描いてあり「OK!」となっていますが、どちら

も利用される方がいらっしゃいます。一例ですが、

最初にがんセンターさんの中で相談をされて、お

仕事の相談だけならこれからはハローワークで相

談をしようという方がおられます。

　逆に、最初にハローワーク飯田橋でがん患者さ

んの支援がされているということを知って来てく

ださった方とお話をしていたら、病気のことや高

額療養費のこと、お金に関わることや社労士さん

にも相談もしたいというご希望の方だとわかっ

て、そういう方には「次にはがんセンターの方に

行きましょう、そちらで相談をしましょう」とご

案内をすることもあります。病院とハローワーク

の両方で相談ができるので、人によっては行った

り来たりしている方もいます。がんセンターの中

には個室がありますから、個人情報が気になる方

はがんセンターの相談支援センターを選ぶ方もい

らっしゃいます。そういうことはあまり気にしな

ければ、ハローワーク飯田橋に来られる方もいま

す。さまざまです。どのような利用のされ方でも

けっこうだということです。

　3 つめですが、がんセンターとハローワークが

手を取り合うことによって企業とも関係が出てき

ました（スライド 11）。

　2015 年 9 月 30 日に「がん患者の社員の雇用

管理セミナー」を実施しました（スライド 12）。

ハローワーク飯田橋の主催でやりましたが、基本

的には企業の方向けに、がん患者さんにどう就労

スライド８　病院でのハローワーク スライド 10

スライド９　ハローワーク飯田橋のがん患者就労相談 スライド 11
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を継続してもらうかという話をしました。また採

用していただける会社を増やしたいというねらい

もありました。この時に企業は 50 社ほど集まり、

他に社労士の方もたしか 20 名くらいいらっしゃ

いました。他に、行政の方や報道関係やマスコミ

の方で、全部で 80 名弱ぐらいの方にお出でいた

だきました。このセミナーでは国立がん研究セン

ターのソーシャルワーカーの方もお話しくださ

り、がん医療の現状について、現在のがんの治療

やがん患者さんの状況をお話しいただきました。

こういうセミナーがきっかけになって会社とも関

わりができ、患者さんにとってよりよい働き場も

生まれてくるのではないかと思います。

　セミナー終了後のアンケートを見ると、「これ

からは企業ががん患者さんの就労への取組みを進

めていかなければいけないと実感しました」とい

う感想が非常に多く、こういう機会はますます

作っていきたいと思っています。働きたいのです

が受け入れ場所で断られてしまったり、いやな思

いをしたりする方が非常に多いので、そういうこ

とが少しでも減っていくように発信していきたい

と思っています。

なぜこの連携がうまくいっているのか？

　なぜこの連携がうまくいっているか、について

お話します。多くの方から「うまくいっているよ

ね」と言っていただいて非常にうれしいです。実

際にうまくいっていると思っていますが、なぜか

なと考えるとスライド 13 のようなことです。会

議をしている様子だと思ってください。相談支援

センター長の加藤雅志先生をはじめ、ソーシャル

ワーカーの方や社労士の原さんや私などを含め

て月に 1 回のミーティングをしています。就労

ミーティングというものを実施して、みんなでど

うやっていこうかとアイディア出しなどをしてい

ます。「お仕事サポート教室」の振り返りをした

りしています。最終的には、みんなで「同じ釜の

飯を食う」というところに落ち着くのかなと私は

思っています。

　実は私は、ソーシャルワーカーの方と一緒にお

昼ご飯をご一緒して、本当に他愛ない話をさせて

もらっています。週末にはどこに行ったであると

か、夏休みはどこに遊びに行ったとか、お花見は

どうだなどという話をしています。そういうとこ

ろからソーシャルワーカーの方や先生たちと、た

いへん不躾な話なのですが、仲良くならせていた

だいて、お互いに信頼関係ができてきたというこ

とがあります。成功の秘訣は、最終的にここに行

きつくのではないかと思います。

　さらに病院や会社さんとの取組みの結果、だん

だんとつながりが出てきて、患者さん・病院・ハ

スライド 12　がん患者の社員の雇用管理セミナー スライド 13　なぜうまくいっているか？
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ローワーク・企業の 4 者間で、今まで違う言葉

で話していたのが、共通言語ができたのかなと

思っています。つながりやすくなったし、進み方

も早くなったと思っています（スライド 14）。

まだ少ない対応を少しでも伸ばすために

　うまくいって「メデタシ、メデタシ」で、ここ

で終われれば本当はいいのですが、本当にそうか

という疑問もみなさんお持ちだと思います。先ほ

ども申しあげましたが、都内のハローワークで相

談員は 2 人です。実際のがん患者さんで、働き

ながら通院している方は 32.5 万人いらっしゃる

と言われています（スライド 15）。

　この方々をどれだけの数のハローワークで対応

しているかと言いますと、この長期療養者への取

り組みが始まった平成 25 年には全国で 5 ヵ所

のハローワークだけでした。5 ヵ所のハローワー

クと同じ数の病院だけが連携をとっていました。

これほど少ない数です。2 年目には 12 ヵ所の病

院と 12 ヵ所のハローワークの連携となりまし

た。3 年目の平成 27 年になって 16 ヵ所のハロー

ワークと 21 の拠点病院と増えてきました。全国

のハローワークは 437 ヵ所、出張所を含めると

544 ヵ所あります。その中で連携ができている

のはまだこの数だけです（スライド 16）。まだ

非常に少ない。喜んでばかりもいられないだろう

という感じもします。

　それで都内のハローワークは、私ともう 1 名

の袴田さんでやっています。彼女は都立駒込病院

を担当しています。こういう弱小チームでやって

いるのでなかなか対応も覚束ないのです（スライ
ド 17）。

　平成 28 年度からは「がん対策加速化プラン」

スライド 15　就労がん患者数スライド 14　患者・病院・ハローワーク・企業の４者の共
通言語

スライド 16　ハローワークの拠点（全国）と連携している
病院の数

スライド 17　ハローワークの専門相談員は都内で 2名！
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の一環として各都道府県のハローワークに専門の

相談員を 1 名は必ず置きたいという話を厚労省の

方からうかがっています。今予算申請中だそうで

す。うまくいけば全国のハローワークにきちんと

専門の相談員が置かれることになりそうです（ス
ライド 18）。「長期にわたる治療等が必要な疾病

をもつ求職者に対する就職支援モデル事業」が、

モデル事業ではなく全国展開される可能性がある

のです。

おわりに

　以上で私の話はいったん終了です。一緒に病院

の方々と活動をする中で、私が病院に入り込んで

どういう印象を持ったのかという点は、質疑応答

の時間にお話ししたいと思います。ここで、勝手

に質問例を挙げてみました（スライド 19）（笑）。

関心のある方はこれで突っ込んでいただければと

思います。

　それから今日は手短にお話しさせていただいた

ので、不明な点等がございましたらハローワーク

にご連絡いただければ、私か、先ほど紹介した袴

田がお答えできるようにしております。あるいは

2 名が対応できない時には上司の細田という者が

おりますから、「袴田・岡田・細田」の誰か宛に

ご連絡をいただければと思います。ハローワーク

飯田橋の専門援助第一部門には岡田が 2 人いま

して、男の方の岡田と言っていただければ対応で

きます。女性の岡田はこちらの話はわかりません

（スライド 20）（笑）。以上です。本日はどうも

ありがとうございました。

スライド 19スライド 18

スライド 20
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質 疑 応 答

就労支援相談が多い理由
―がん種だけではなく治療状況も反映

■ 高橋　いろいろなキー

ワードが出てきたと思いま

す。たとえば岡田さんは

「患者さん・病院・ハロー

ワーク・企業の 4 者間の

共通言語ができた」とおっ

しゃいました。原さんから

は、ふだんのお仕事の場面ではあまり経験しない、

相談者の生の感情に触れて最初は驚く場面もあっ

たという話もありました。今日のスピーカーの 3

名の方々は、こうして時間をかけて同じ釜の飯を

食べて互いを知り合い、だんだんと歩み寄ってき

ているわけですが、必ずしも最初から夢のような

連携ができていたわけではないことがわかりま

す。

　今日はおそらく、これから似たようなシステム

をつくろうという病院のみなさまもお出でだと思

いますし、利用してみたがなかなか思うようには

いかなかったというご経験をお持ちの体験者の方

もいらっしゃると思います。本当にどういうとこ

ろからでもけっこうですので、ご質問、コメント

をどうぞ。

■ 参加者 A　慢性骨髄性白血病のサバイバーで、

今は企業で働いています。自分のがん種に近いと

ころで気になるのですが、宮田さんの発表資料の

「相談者のがんの種類」（43 ページ、スライド

11 参照）で血液のがんが 2 番目に多いとありま

した。あまりこれが上位に来ることがないもので

すから、なぜ多いのかということをお教えくださ

い。また初歩的な質問なのですが、他のがんでも

何か気になったことがあったら教えていただきた

いのですが。

■ 宮田　いちばん多いの

が乳がんで次が血液のがん

でした。明確な理由はない

と思います。実際に相談に

来られた方のがん種を調べ

たら、たまたま血液のがん

の方が多かったという印象

です。治療が長期にわたったり、また若い方も多

いですから、仕事が必要になる方が多い。医療費

がかかってしまうことも影響しているのかなとは

思います。

■ 高橋　そうですね、治療期間が長かったり、

医療費がかかったりということもあるかもしれま

せんね。原さん、岡田さんの方からは、何か血液

のがんについて気づかれたことはありますか。

■ 原　働く年齢の方が多いという印象はありま
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す。骨髄移植などで免疫力

が低下すると衛生環境がよ

くないところでは働けな

かったり、「満員電車に乗

るのがたいへんです」とい

うご相談が何件か続けて

あったことがありました。

　「働き続けたいのですが、時間をずらせないか」

というご相談もありました。自分は働きたいけれ

ど会社はなかなか「ウン」と言ってくれないといっ

たご相談は、なんとなく多いような気がします。

先ほどは、障害年金についてあまり明確なことは

言えないと言いましたが、障害年金は身体障害に

対する給付をもともとは想定しているものですか

ら、血液の病気ですと検査結果が目安になること

があります。そういうことをお伝えすると、「こ

の数値なら自分も障害年金に該当かもしれないか

ら主治医に相談してみます」という感じで、比較

的前向きにお話が進むような方が、血液の病気の

方には多いような印象を受けています。

■ 高橋　岡田さんは、職探しという場面では何

かお感じになるところはありますか。

■ 岡田　私も今、原さん

が言われたことをそのまま

お伝えしようかと思ってい

たのですが、職探しという

意味で言うと、あくまで 1

例なのですが、できるだけ

通勤ラッシュを避けたいと

か、できれば 10 時や 11 時ぐらいに出勤をして

4 時ぐらいにあがれる仕事がしたいという方がい

らっしゃいました。ラッシュを避けてその短い時

間帯で働ける仕事がないだろうかというご相談が

あって、その方は一生懸命にお仕事を探されてい

て、こちらも一緒に探したことがありました。ま

た治療を終えて経過観察だけになり、状態がよく

なっているので普通に仕事を探せるという方もお

られます。みなさんそれぞれ状況がちがうので何

とも言えないのですが、印象に残っているのは「通

勤時間を変えて」という方です。

■ 高橋　そうですね、がん種だけではなく、治

療中なのか、終わって経過観察中なのか、そのあ

たりも関連すると思います。他にはいかがでしょ

うか。

がん患者の職探しにうまく寄り添えられ
ているという印象

■ 参加者 B　ありがとうございました。乳がん

のサバイバーで最近復職したばかりです。人材会

社のキャリアコンサルタントをしていて興味が

あったので参加させていただきました。私も復職

してから、みなさんが「復職するといろいろなこ

とがあるよ」と言われていたのですが、「ああこ

ういうことか」と本当に今、実感しているところ

です。私も何かできないかと思っていて、岡田さ

んに質問させていただきますが、3 つあります。

　まず飯田橋ハローワークのセミナーに参加され

た企業 50 社とはどういう会社の方々だったのか

ということ。第二に「うまくいっている」という

ことですが、それは契約率が高かったというよう

なものなのか、どういうところをうまくいってい

るとお考えになっていらっしゃるのかというとこ

ろです。第三に、企業さんに雇用していただく時

にがん患者さんを雇用していただくメリットはど

のようにご説明をされていますか。ぜひ教えてい

ただきたいと思います。

■ 岡田　わかりました。まず参加された 50

社の内訳ですが 6 割ほどは大企業の方でした。

300 人以上の会社の方です。予想外だったの
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ですが大手の会社さんが多かったです。残りの

35％ほどが中小企業の方という構成でした。

　それから何をもって「うまくいっている」と考

えるかという話なのですが、うまく就職ができる

ことももちろんですが、なかには職探し中に体調

があまり良くなくなってしまって、いったん中断

したり、途中で就職をあきらめざるをえなくなっ

たりする方もいらっしゃいます。そういう方々の

気持ちのサポートまでできるようになったかな、

という気がするのです。1 人で職を探していると

元気な人でも就活というのは落ち込んだりします

が、そういう大変な時でも、「いつも一緒にいる

よ」と伝えたい。それからがんサバイバーの方か

らいろいろな情報が寄せられるので、たとえば企

業に病気のことを伝えるかどうかや、言った時の

メリットやデメリットというお話を伝えることも

あります。そうすると、「ここでそういうお話を

聞けて良かった」とみなさんが言ってくださいま

す。そういうことまで含めて最近はうまくいって

いるなという印象を持っているということです。

■ 高橋　それから、体験者を雇用することのメ

リットはいかがでしょう。

■ 岡田　最近、こんな事例がありました。今ま

ではアパレルの販売の方だったのですが、がんの

部位の関係で、そのアパレルの仕事ができなく

なってしまったのです。そこで、事務経験はまっ

たくなかったのですが、事務系統のお仕事に就き

ました。そこはチケット販売を全国展開している

会社さんで、そこで一般事務として働いたのです

が、その方の場合は販売員だったキャリアをうま

くアピールできたのです。今はその店舗のマニュ

アルを作られているということです。つい最近、

正社員になりましたというご連絡をいただきまし

た。そんなふうに、今までのキャリアをどう拾い

出すかといったところが秘訣になる部分があると

思います。

　「私はずっと販売だったから」とまったくあき

らめていた人が、あるきっかけで新しい領域を

探ってみたら、そこに貢献する力があり、企業と

して採用する価値があるというケースがありま

す。またその方は非常に根性がある方なので、「こ

の人の根性は買えます」とアピールもできました。

ただ、そこはいろいろですから、その方によると

ころがあると思います。その方の中にある「何か」

を引き出すことだと思っています。

■ 高橋　おそらくご質問の趣旨には、がん体験

を持っていること自体が働く人間としてどのよう

な強みになるか、という部分もあったかと思いま

す。そこは非常に深い話になると思うので、申し

訳ないのですが宿題にさせていただいてよろしい

でしょうか。いずれにせよ、新たな職に挑戦する

時も、ご本人のそれまでの体験や職歴から何かを

拾い出すことが重要なポイントになることがわか

りました。

継続していくことはだいじ・広報は課題

■ 参加者 C　貴重な講演をありがとうございま

した。今日は群馬県から来ました。私も相談員で

就労を担当しています。私も3つ質問があります。

国立がん研究センター中央病院では平成 25 年か
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ら 26 年にかけて相談件数が増えていますが、当

地の場合も 25 年から 26 年に担当者を 2 名増や

して就労相談に取組んだものの、あまり相談件数

が伸びないのです。こちらで増えている理由とい

うのはどういうところでしょう。「お仕事サポー

ト教室」を月に 1 回やったり、継続していくこ

とが大事だと今日の講演を聴いていて思ったので

すが、増えた要因をどうお考えになるか、という

ことがひとつめです。

　それから私の病院には社労士さんは定期的に来

ていただいておらず、私の方からメールで相談し

ます。患者さんの問題を整理したうえで社労士さ

んにメールで相談することが多いのですが、現在

中央病院では、社労士さんにお願いする時に前

もって整理してからお渡しすることになっている

のでしょうか。院外の患者さんも来られるとのこ

となので、週に 1 回、社労士さんがいらっしゃ

る時にいきなり相談対応というかたちになってい

るのか、そのあたりを教えてください。

　最後に社労士さんへの相談には大別して障害年

金・傷病手当金・復職への交渉などがあるとのこ

とですが、その大まかな比率がわかればありがた

いです。よろしくお願いします。

■ 高橋　宮田さんお願いします。

■ 宮田　ご質問ありがとうございます。相談件

数が増えている要因ですが、実は恥かしながら「お

仕事サポート教室」の参加者が伸び悩んでいます。

本日いらしているサバイバーの方たちにはぜひ来

月、再来月には来ていただけたらなと思っている

ほど少ないです。ただ、アピールはしていきたい

と思っていて、スケジュールが出た時にまず看護

部に連絡し、そこからすべて下ろしてもらいま

す。それから今はホームページにあげて、それを

見て来てくださる方もいるので、広報をどうして

いくかは毎回のミーティングのテーマです。ただ

やはりそういう広報を少しずつ続けたことで、「相

談支援センターに行くと仕事の相談に乗ってもら

える」ということが院内スタッフを含めた周囲に

知られてきたので、徐々に増えてきたのだろうと

思っています。

　それから相談内容をまとめて社労士さんにメー

ルで送られているということなのですが、私たち

はけっこう無茶振りをしています。病院にいらし

たら、いきなり「今日はこういう相談が入ってい

ますがいいですか？」と言ったりします。事前に

相談しておいた方がよさそうだと思ったり、患者

さんの受診とタイミングが合わなかったりする場

合は、電話で適宜答えていただいています。

■ 高橋　きっと、最初から無茶振りしていたわ

けではないですね。今は、無茶振りしてもだいじょ

うぶだとわかっているからですね。

■ 宮田　本当によくしていただいています。

■ 原　3 番目のご質問の障害年金と傷病手当金

と復職に関しての相談比率ということですが、統

計的なものは取っていないのですが、障害年金が

たぶん半分弱ぐらいだと思います。お休みをし始

めたばかりの方のご相談では傷病手当金のご相談

が多く、もしかしたら障害年金よりも少し多いぐ

らいで、半々ぐらいでしょうか。
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　労務の相談については、そろそろ退院する方々

から復職のご相談をされます。病気になったばか

りの場合は、これからの休職についての相談が多

いです。それは 2、3 割ぐらいでしょうか。そう

いう感じだと思います。

■ 高橋　ありがとうございます。広報について

は本当にあちこちの病院が試行錯誤しているみた

いです。就労相談のニーズをどう吸い上げるか、

ですね。社労士の方に入っていただいたものの予

約が埋まらないという声はよく聞きます。相談窓

口を開いても、そこに来てくださるかどうか。困っ

ていても相談に結びつくとは限らないので、相談

センターにたどりつく前の、外来や通院治療セン

ターでいかに相談の芽を拾いあげるか、いろいろ

な病院がご苦労なさっている印象があります。「ウ

チではこうしている」という工夫をシェアする機

会があるといいのかもしれません。ぜひ群馬から

も発信をお願いします。他にはいかがでしょうか。

障害年金制度こそ広報による周知を

■ 参加者 D　ありがとうございました。相談員・

社労士・ハローワークスタッフの 3 者、会社を

入れると 4 者になるのでしょうか、連携がとれ

ているというのはとてもいいことだと思いまし

た。私もこの病院で子宮がんを治していただいた

ので、ここでそういう活動が始まったのはとても

うれしいです。ただ田舎に行くとなかなか同様の

活動が広まっていないので、ぜひこういう活動を

広報して伸ばしてもらいたと思います。

　今は広報の話が出ましたが、私の周りには障害

年金の困りごとしかなかったのでその例で話しま

すが、障害年金という制度があることをみなさん

知らないのです。がんの場合は再発しなければい

けないのですが、再発しても申請をして初めてこ

の制度が使えるのです。障害年金という制度があ

ることを、病院だけではなく社会にも広報する活

動が必要だと思います。生活保護とちがって障害

年金の場合は、自分たちが働いて積み立ててきた

年金を本来受給する年齢の前にいただけるという

ことです。こういうことを早くみなさんに周知し

て申請にもっていけるようになるといいと思いま

す。

　私の周りではパーキンソン病の方とがんの方が

これを知り、申請をして今いただいています。が

んになって保健所の講習会に出てこのことを耳に

して調べ始めたそうです。やはり広報は大事です。

したがって病院のスタッフの方には広報について

頑張ってもらいたいと思います。

　患者も勉強ですが、治療スタッフである先生方

にお願いしたいのは、実はこの申請をするために

は主治医の先生の書類添付が必要なのです。その

内容如何によってこの申請が承認されるかどうか

が変わり、書類の書き方が審査のけっこう大きな

ウェイトを占めているので、先生方にもこういう

ものがあるのだということを知って、学んでいた

だきたい。変な話ですが年金事務所にお話ししに

行ったら、「何ですかそれは？」と言われて、年

金事務所の方でさえそういうことを言う人がいる

のです。やはりこういうことは広まってほしいし、

そしてみんなが利益を享受できるように頑張って

いかなければいけないと思います。患者も勉強し

ます。ありがとうございました。

■ 高橋　ありがとうございます。大事なポイン

トですね。

休職・復職制度についての企業への
アドバイス

■ 参加者 E　患者の立場で聞かせていただきま

した。ありがとうございます。社労士さんの活動

についてうかがいたいのですが、復職に向けた会
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社との交渉について具体的に教えてください。通

常業務で何をされていて、相談業務で吸い上げた

内容をどのように通常業務に活かされているのか

というポイントで教えていただければと思いま

す。

■ 原　通常業務というのは相談支援センターで

の業務ではなくて社労士の普通の業務という意味

ですね？休職と復職の制度については先ほどお話

ししましたが、とくに法律で決まっているわけで

はありません。多くの会社は、病気になってもす

ぐに辞めなければいけないという状況ではないこ

とは、たしかなのです。ただ小さな会社は従業員

に休まれるとなかなか維持ができないので、実は

中小規模の会社だと長い休職制度を設けている会

社は少ないかもしれません。がんではありません

が、たとえばうつ病系の病気の方を 30 人ぐらい

の会社で 3 人や 4 人抱えるようになると、さす

がにそれはツライということで、全員に長い休職、

たとえば 1 年や 3 年という休職制度を設けるの

はなかなか難しいのが本音だと思います。

　私どもも通常の仕事ではがん患者さんにはあま

りお目にかからないのですが、会社の方々にとっ

てもやはりそうなのです。身体の病気の方と精神

疾患の方は、やはり見方が少し違っていて、がん

になっても、ずっと働いてくれている人について

は支援をしたい、すぐに辞めてくださいという気

持ちなどサラサラないのですという企業はかなり

多いです。したがって休職制度を設ける時に一定

期間の休職はみなさんに認めてあげて、それにプ

ラスして状況によってきちんと延長ができる制度

を設けている例は多いです。復職に関しても、入

院中に身体をあまり動かしていなかった人が電車

に乗って通勤すること自体が難しい状況はあると

思いますので、リハビリ出勤のような制度をきち

んと設ける。すぐに出てこられないからダメとい

う制度ではなく、きちんとリハビリをしてから復

職ができるような制度を設けていきましょうとい

うアドバイスを、社労士として企業に向けてして

います。

■ 高橋　あっという間でしたが、最後のご質問

をお受けします。

新たな連携を進めるために

■ 参加者 F　私は病院に勤務している外科医で

す。岡田さんにおききしたいのですが、ハローワー

クのモデル事業には、どういうようにすれば入る

ことができるのですか？

■ 高橋　モデル事業の対象になるハローワーク

と拠点病院は厚労省が指定すると思うのですが、

どうでしょうか。

■ 岡田　そうですね、病院の方から時々そうい

うお話をいただきます。現場ではなかなかそうい

うお話ができないので、厚労省の方に連絡をいた

だくようにして、次年度から連携を取るかたちに

なっていくのかなと思います。

■ 高橋　病院の中に、ハローワークとの連携に

興味を持ってくださる医療者がいるのは強いです

よね。やはり連携事業を始める時に、連携先の病

院でコアになってくださる医療者がいるかどうか

が、その後の円滑な連携に影響すると思うのです。

興味を持ってくださる病院から始めて、点を面に

つなぐように広めていくことが必要かなと思いま

す。国立がん研究センターのこの連携の取組みも、

始まって 2 年少々で少しずつ進んできています。

最初から夢のように進んでいたわけではないと思

います。いろいろな工夫をし、試行錯誤がありま

す。一方、中央病院よりももっとうまくやってい

る病院もきっとあると思うのです。ですから、お
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隣の病院がどういう工夫をしているか、試行錯誤

の共有が必要ではないかと思います。たとえばハ

ローワークのナビゲーターの方に入っていただい

ているモデル事業については、厚労省の方で各地

の実践者が集まる経験交流会がありまして、連携

における困りごとや対応を話し合っています。何

に困り、みんながそれをどう乗り越えているのか

というノウハウがたまっていけば、また同じよう

な試みをこれから始める病院にも使っていただけ

ます。今日は、小さな試みですが、その共有が少

しできたのではないかと思います。

　それでは今後の取組みについて、お一人ずつコ

メントをいただいて終わりにしたいと思います。

■ 宮田　本当に私たちは試行錯誤で始めて、よ

うやくかたちができてきたと思っています。ただ

実際はケースごと、患者さんごとで毎回支援の仕

方は違いますから、さまざまなご相談、いろいろ

ながん患者さんに対応できるような体制を整えて

いけたらと思っています。今後ともよろしくお願

いします。

■ 原　うまくいっているとは言え、ご相談がまっ

たくない日や逆に集中してしまう日があったりし

て、バランスがよくない状況が今でも時々ありま

す。先ほどメール相談のお話などもありましたが、

来院スケジュールの組み方や、メールや電話相談

のやり方も導入した方がいいのかなど、考えなが

らこれからも続けていきたいと思っています。今

後ともよろしくお願いいたします。

■ 岡田　ありがとうございました。私は医療の

立場ではないハローワークの人間ですから、ご病

気のことはソーシャルワーカーの方や先生におき

きしないとわかりません。そういう意味で、一緒

にやっていただき、そういう方々がバックにいる

ことの安心感が、ひいては患者さんのメリットに

もなるわけですので、そこは引き続き知恵を拝借

しながらともに歩んでいければと思っています。

それからやはり同じ釜の飯を食い続けるというこ

とかなと思っています。

■ 高橋　ありがとうございました。今日は、中

央病院のがん相談支援センター長の加藤雅志先生

も参加してくださっています。急ですみませんが、

相談支援センター長として一言お願いできません

か。

■ 加藤　ありがとうござ

います。国立がん研究セン

ター中央病院のがん相談支

援センターの責任者をして

いる加藤雅志と申します。

今お話があったように相談

支援センターでは様々な活

動をしておりますが、サバイバーの方々への支援

についてどのようなことができるかについても考

えています。がんを患うことで生じた生活の問題

を支援することは当然のことであり、そこが相談

支援の中心になっているのが現状なのかもしれま

せん。しかし、言い方は変かもしれませんが、先

ほど少し話題にもなったように、がんを経験する

ことで新たに得た「今までの人生になかったもの」

を、それぞれの人生の中で活かしていく、そのよ

うな支援も相談支援センターができたらいいなと

考えています。その活動のひとつが就労支援だと

思っています。サバイバーの方々への支援につい

ては、画一的な答えはないのが実情なので、一緒

にそのようなことをこれからも考えていけたらい

いなと思っています。

■ 高橋　ありがとうございました。
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「第２回 がんサバイバーシップ オープンセミナー」アンケート集計 参加者　111名
平成27年10月26日（月）実施 回答者  80名（回答率　72％）

アンケート集計

原文ママ

など

原文ママ

など

開催に関する希望（自由記述）

企業でのサバイバー部をつくりたいんですが、こういう事例があれば知りたいです。

Q＆Aの時間を長くとっていただき、具体的な疑問と対応について学ぶことができ、とても有意義だった。

企業で産業医をしているのですが、どのような整備が必要なのかを考えたくて聴講させて頂きました。高齢者、障がい者の雇用も課
題であり、色々と整合性をとっていくことは困難な時代と感じます。

がんとお金についてを聞きたいです。

今日の質問でもありましたが、がん患者が仕事をすることへの企業、雇用サイドに「がん患者ならではのメリット」は何なのか―とい
うテーマ設定お願いたします。

地道できめ細かい連携の大切さが伝わってきました。手探り状態の中で、進められる事業だと思いますが、切実で必要とされる方
が救われる事業だと実感しました。病院・社労士の先生、ハローワークの方、それ以外の企業実務担当者や弁護士などより多くの
方が携わっていければ、よいなあと思いました。

1つのセクションの時間が短いため、概要だけになってしまったと感じた。

職場でどんな支援が必要なとかを知りたいです。（企業側としての対応など）

内容も良かったですか参加者の年令が若くて、がんに感心があることに感動しました。

就労支援は、企業の人事担当や企業の経営トップの意識への働きかけが重要と思います。

セミナーの講師の先生からも「こういう情報がほしい」「こういう手助け、支援がほしい」という希望を出していただけるとよいなあと思
いました。微力ですが、何かお手伝いできることがあるのではないかと感じました。

医療スタッフにお願いしたいこと。私は抗がん剤をはじめるときに主治医から「仕事をやめないでできるだけ普段の生活に近い生活
を送ってください」と言われ、仕事をやめるという選択をしなかったので、そのような助言がひとことあると、とてもいいと思う。

対策が前に進んでいることがわかってよかった。この動きが全国に広がればよいと思う。今後は非正規雇用の問題にも取り組んで
もらいたい。

患者としては、物足りない内容たったかな・・・。このような事業取り組みが進んでいることを知ることができて、とても勉強になりまし
た。

がん治療におけるお金の負担のことをもっと知りたい。とくに保険適応外の診療のことなども。

ありがとうございました。配慮が必要で、よく休むし、体調悪いようながん患者を、がん患者だからこそ雇用する明確なメリットを探し
たいです。なければ、雇用場所をつくるコトをしないと、採用は増えないんだろうなと思っています。各企業がこぞって、がん体験者を
採用するような市場がつくりたいです。それほどの価値のある経験だと、患者にも伝えたいです。

参加者の感想（自由記述）

中央病院での就労支援の体制が理解できました。ハローワークとの連携業務は非常に興味がわきました。

各分野の方の話を一同に聞けることにより、参考となった。非常に良い取組みであるので、より多くの人に周知していけばよいと思
うし、もっと拠点が増えていって欲しいと思っています。人が生きていく上で、医療の発達と共に非常に大切だと思います。

インターネットなどでは入手しにくい情報をプレゼン頂きありがとうございました。こちらの相談支援センターを知り、患者として少し
気が楽になりました。まずは自分が通院する病院にこちらのセンターと同じシステムがあるか、まずは主治医に相談してみたいと思
います。

本日は貴重な講演本当にありがとうございました。私どもの病院もまだまだ取り組みが出来ていないなぁと痛感しました。そして企
業をはじめとする職場、現場の理解が本当にまだまだ低いなとも普段の業務からも感じておりました。このような支援がある！！っ
と今日知ったことで一つケアやサポートの幅が広がりました。

貴重な講演ありがとうございました。私の患者さんでも障がい年金を受給されている方が居ました。がん患者さんでもその他の障害
で受給できることを知ったのは、この患者さんに出会ってからでした。生活も視野に入れた知識・情報をしっかり持って還元しなけれ
ばいけないと思い、今回参加させて頂きました。特にお金のことは私達の前で表面化しにくいので、こちらから発信していきたいと思
います。

就労相談の現状がトータルで分かって大変参考になりました。

がん治療や経過観察しながらの就労について様々なお話をお伺いできてよかったです。相談できる窓口があることを知らなかった
ので今後利用してきたいと思います。ありがとうございました。

39.6% 29.9% 5.2% 8.2% 31.3%

受付登録者（134名） お立場（複数回答） 患者・家族 医療者 支援団体 企業 その他

31.3% 65.0% 3.8%
性別 男性 女性 未回答

11.3% 23.8% 33.8% 21.3% 6.3%

1.3% 2.5%年齢 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代以上 未回答

66.3% 25.0%

0.0%0.0%

8.8%

オープンセミナーの感想 とても良かった やや良かった あまり良くなかった 全然良くなかった 無回答

43.8%
31.3%

7.5%
5.0%

13.8%
3.8%

患者・家族

医療者

行政関係者

メディア関係者

企業関係者

その他

立場（複数回答）

50.0%

13.8%

11.3%

27.5%

研究班からのメール

友人の紹介

Facebook,Twitter

その他

カフェを知った経由（複数回答）
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