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

第 2 回「がんと就労」勉強会
日時： 11 月 15 日 ( 月）午後 6：30 ー 8：30（6：15 受付開始）
場所：ラーニングスクエア新橋
会場アクセス

4 階会議室 4A

http://www.learningsite21.com/ls4/e01.html

第一部
アメリカ 障 害 者 法 (A D A)に お け る
「合 理 的 配 慮 」
とは？
春 名由一郎 先生
（独）高齢・障害者雇用支援機構 障害者職業総合センター上席研究員

春 名 由一郎先生のプロフィール

博士（保健学）
。
「合理的配慮」については、ICF 国際生活機能分類の障害の新
しい考え方との関係で注目。先行している米国の基本的概念と具体的な内
容を調査。現在、障害者手帳制度の対象となっていない難治性疾患や慢性
疾患のある人の就労支援における「合理的配慮」や地域支援のあり方を研究中。

第一部

アメリカ障害者法（ADA）における「合理的配慮」とは？

高橋

それでは、時間になりましたので、第２回の「がんと就労」勉強会を始めさせていただきま

す。本日は、雨の中、ようこそお運びくださいました。
本日はまず、高齢・障害者雇用支援機構障害者職業総合センターの春名由一郎先生から、アメリ
カ障害者法（ＡＤＡ）における reasonable accommodation 、合理的配慮という考え方について
お話しいただきます。続いて、日本でがん治療を受ける方々から就労相談を受けるお立場から、近
藤社会保険労務士事務所の近藤明美先生にコメントをお願いいたします。それでは春名先生、よろ
しくお願いします。
春名

こんばんは。春名と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

私は、ふだんは難病 1） だとか、障害者一般の人の就労支援の研究をやっていますが、「合理的配
慮」を知ったきっかけは、2004 年にアメリカの労働省などを訪問したときです。アメリカの障害
者雇用の政策についての話で、いつも出てくるのが、この「合理的配慮」reasonable accommodation という話です。アメリカではものすごく重要な概念なのに、日本ではあまりなじみがない。
それで、米国の担当者に「合理的配慮」の具体例を質問したら、これを読めと教えられたのが、今
日お配りしているアメリカの雇用機会均等委員会の資料で、当時早速翻訳しました。「合理的配慮」
という言葉は、当時はほとんど日本では知られていなかったんですが、最近は、国連障害者権利条
約の中でこの概念が使われるようになってきて、一般的になってきました。がんの人については、
これがすごく重要なことになると思っていましたので、今日、こういう機会を与えていただきまし
て、感謝しております。

スライド 1

スライド 2

1） この発表では、厚生労働省が実施する難治性疾患克服研究事業の臨床調査研究分野の対象に指定された疾

患（対象は 130 疾患）その他のいわゆる希少性の難治性疾患を含めた疾患の意味での「難病」のことを指し
ています。医療の進歩で死に至らず疾病管理でコントロール可能になって、一生付き合っていくことになっ
ている「難病」が増えています。現状の障害認定基準に合うような機能障害はないけれども、定期通院の必
要があるとか、病状が変化するとか、予防的な疾患管理のために業務制限があるとか、という人たちが多い
ため、がんの就労問題の参考のために、発表内で何度が言及しています。
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アメリカ 障 害 者 法（ A D A ）
における
「合 理 的 配 慮 」
とは？

がんの方は、職業生活を送るために、職場の理解と配慮が非常に重要で、定期的な通院、放射線
治療とか、薬の副作用、過労やストレスを避けるとか、入院の可能性があるとか、職場での休憩だ
とか、あるいは、様々な症状やストーマ（人工肛門、人工膀胱）等の機能障害に対する配慮が必要
です（スライド 1）。そうしたときに、病気を理由にした解雇、退職勧告、降格、配置転換、異動、
減給、契約打ち切り、そういういろんな問題がある。がんは、労働基準法や労働安全衛生法といっ
た一般の労働法規の適用でもかなり対処できる部分があるでしょうが、それでも少し必要な配慮事
項が増えてくると、ちょっと微妙になってくる。なかなか企業側でも対応できないかもしれないと
いうのが出てきます（スライド 2）。
一方で障害者雇用というのが日本ではあります。日本でいえばＨＩＶによる免疫機能障害、精神
障害、肝臓移植後の免疫抑制剤を使用している人たちは、障害者雇用の対象になります。それと同
じようにがんの人たちが対象になることも可能かと思うんですけれども、考えなくてはいけないの
が、自分は障害者ではないんだけれども配慮が必要なんだという人たちが多いということです。具
体的には、障害者雇用の対象だとしても、障害者と見なされることを不本意としたり、処遇上での
不利な扱いを心配したりということで、それを企業に明かすことを望まず、この制度を活用しない /
できない人が少なくありません。
このような、適切な配慮があれば仕事ができると考えているような人たちへの支援として、「合理
的配慮」という概念が重要になります。これは、病気や障害を持ちながら、それを社会生活上の不
利な条件としないための、障害者差別禁止法の非常に重要な概念です（スライド 3）。アメリカでは
すごく重要なんですけれど、日本ではあまり知られていない。というのは、障害には大きく分けて
医学モデル、社会モデルというのがあって、日本は伝統的に、障害を医学モデルで理解してきまし
たが、
「合理的配慮」は社会モデルを起源とした概念だからです。これは日本には合わないと言われ
ることもありましたが、今や国際的に受け入れられるようになってきている状況です。
簡単に言えば、普通「雇用の差別をしちゃいけませんよ」と言うとき、男女差別だとか、人種差
別の場合は「差別しちゃいけませんよ」と言うだけで済むんですけれども、障害のある人の差別の

スライド 3

スライド 4
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場合は、別の言い方がされることがある。「別に障害で差別しているわけじゃありません、他の人と
公平に能力を比較した結果、この人は能力が低いから雇えないんです」という言われ方です。ある
いは別の形では、「同じ仕事ができているとしても、それは配慮があって、いわば『ゲタをはかせた』
能力で会社のコストもかかっているので、他の人よりも評価や処遇が低いのは当然だ」という言わ
れ方もあります。
それはおかしいというのが「合理的配慮」の基本的な考え方で、公正な能力評価はちゃんとした
配慮がある状態が前提とされるべきだということです。障害のある人ご本人は「適切な配慮さえあ
れば仕事ができる」と考えている人が多いのですが、そのような見解を反映したものです。能力評
価は無理のない範囲の配慮を前提として行われるべきであって、そのような配慮は社会的な責務な
んだというところまで明確にしたのが、この「合理的配慮」という考え方です（スライド 4）。
医学モデルと社会的モデルの焦点の違いを説明します。医学モデルにせよ社会モデルにせよ、障
害は大きく３つのレベルで考えられます。一つは体や心の問題、もう一つはコミュニケーションが
できるとか、移動ができるとか、そういうＡＤＬ（Activity of Daily Living）みたいなこと。そしても
う一つは、車いすで移動ができたとしても、通路が狭いとなると移動ができないじゃないかという
社会的側面、あるいは生活の質に関するようなこと

2）。そういう３つのレベルで考えるということ

です（スライド 5）。医学モデルの考え方からすると、障害のある人がいろんな支援によって何かで
きるようになったとしても、企業側でその人を受け入れるかどうかというのは支援者が口を出せな
いこと。だから、本人が「配慮があれば働ける」と言っても、「企業はそんなに甘くない」として、
現実の企業の受け入れ可能性の観点からこの人は仕事できるかできないかを判定するのが、この医
学モデルの考え方です。一方、社会モデルは、傷痍軍人で障害を持っている人、あるいは自立生活
運動などによる、【自分たちは障害を持って
いても社会参加できるんだ】というような当
事者の運動が基本になっていて、むしろ障害
を持ちながら自分たちの能力を正当に評価さ
せて社会参加することに力点を置いた考え方
になります。日本の場合、障害者雇用という
のは【一般の雇用条件では一般企業では雇用
できないので、特別な雇用枠をつくりましょ
う】という考え方が基本にあることが明らか

スライド 5

2） 国際障害分類 ICIDH（1980）ではそれぞれ「機能障害」
「能力障害」
「社会的不利」と呼んでいました。一方、

国際生活機能分類 ICF（2001）ではそれぞれを「心身機能・構造」「活動」「参加」と呼び、この３つのレベル
をまとめて「生活機能（Functioning）
」、その 否定的側面（問題・制限・制約等）を「障害（Disability）
」と定
義しています。
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ですが、社会モデルでは【 自分たちはちゃんとした配慮があれば仕事ができるんだから差別をする
な】という考え方になります。
両者は長い間対立する考え方とされてきて、日本やドイツ、フランスなどは医学モデルの考え方
で来ました。一方、アメリカや北欧などは社会モデルの考えでずっとやってきました。それは障害
を個人の問題と考えるか、社会の問題と考えるか、あるいは福祉保健の問題か機会均等政策の問題
かとか、そういった対立がありました（スライド 6）。
「合理的配慮」という考え方は、社会モデルに基づくアメリカが起源ですが、この 20 年で国際的
に広がりました。1973 年に最初に出てきて、障害のあるアメリカ人法（American Disability Act :
ADA）という法律の中で明確に 1990 年に位置づけられました。その後、イギリスが５年後、1995 年
に同じような、差別禁止法（DDA）や「合理的配慮（調整）」を入れたものをつくった。それで、今
度は 2000 年にＥＵ全体で、一般の雇用機会均等の話の中で、障害のある人の場合は、
「合理的配慮」
を入れないと雇用機会均等にならないとされた。そして、2006 年の国連の障害者権利条約でも、こ
の「合理的配慮」という考え方がないとだめだ、と位置づけられました。この障害者権利条約とい
うのは、2008 年に発効し、今まで 95 カ国が批准していて、中国やサウジアラビアも批准していま
すが、日本は署名はしているんですけれど、まだ批准していません（スライド 7）。これは、子ども
の権利条約の場合、批准を先に急いだんですけれど、国内法の整備ができていない状態で批准だけ
してもあまり実効性がなかったという前例があったので、障害者権利条約については国内法を整備
した上で批准しようという考え方があるようです。
この「合理的配慮」というのは reasonable accommodation と言います。reasonable accommodation と言うと「安いホテル」か？という感じに聞こえるかもしれないんですけれど、accommodation というのは、ビジュアルシソーラスでひくと、adjustment だとか、利害を合わせるとか、
いろいろな意味があります（スライド 8）。なかなか日本語でなじみがなくて「調整」
「便宜供与」
「環
境整備」等の様々な訳語があった中で、 2005 年に訳した時には「配慮」という翻訳を選びました。
その理由は、具体的な内容が「安全配慮」や「障害者の雇用上の配慮」としてわが国で一般的に呼

スライド 6

スライド 7
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ばれているものとほぼ同じであるため、なるべく馴染みがあってイメージしやすい言葉がよいと考
えたからです。しかし、現在、障害者権利条約との関係で「合理的配慮」が語られる状況になって
いるので、本当に「配慮」でいいのかどうか。ちょっと違うかもしれません。基本的には、もっと利
害を調整するとか、そういうことも含んだ概念です

3）。一方、合理的、reasonable

というほうは、

一般的な見地や状況から見て一見して合理的だと考えられる場合で、実現可能だとか、過度の負担
でないとか、障害のある人のニーズを満たす効果がある、というような意味で使われています（ス
ライド 9）。
「合理的配慮」は、差別禁止と密接に結びついており、1990 年のＡＤＡ法でも、有資格者という
― qualiﬁed person ですね ― 職務の本質的な機能の遂行、仕事の一番中心的なところができる人
については、障害を理由として、あるいは「合理的配慮」が必要であることを理由として差別して
はいけないという考え方です。例えば、車椅子を使う事務職の人の場合、当該の事務職の遂行にお
いて、下肢機能は本質的な機能ではない。車椅子であることは関係なく、当該の事務の仕事ができ
るかどうかが「有資格」であるかどうかの基準です。
国連の障害者権利条約の中では、
「障害者が
他の者と平等にすべての人権及び基本的自由
を享有し、又は行使することを確保するため
の必要かつ適当な変更及び調整であって、特
定の場合において 必要とされるものであり、
かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さな
いものをいう」とされ、障害に基づく差別に
は「合理的配慮」の否定を含むあらゆる形態
の差別を含むというふうにされています（ス

スライド 9

スライド 8

スライド 10

3） Reasonable accommodation の訳語について、後半の質疑応答でも議論があります。
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ライド 10）。
具体的に言うと、例えば障害のある人の移動の問題というと、その原因としては、視覚障害、聴
覚障害、下肢機能、知的機能等、様々ですが、いろんな配慮によって全然状況が変わってきます。
視覚障害の人でも、通路の整理整頓だとか、点字ブロックだとか、そういうものがあればちゃんと
移動できるし、聴覚障害の人でも危険交差点のパトライトだとか、下肢機能の人でも、通路の拡大
や手すりを設置するとか、そういうことでちゃんと移動能力が上がるというようなことが実際にあ
ります（スライド 11）。
日本でもこういう配慮自体はよく行われているんですけれども、
「合理的配慮」で根本的に考え方
が違うところがあります。つまり、何か環境整備がない状態で能力が低くて、環境整備があったら
能力が高くなるという場合に、日本では、その能力が低いほうを基準にして、あなたは何か問題が
あるから配慮しているんですというふうに、低いほうが基準にされることが結構多い。しかし、社
会モデルの考え方では全然逆でして、配慮がちゃんとある状態が本来の能力で、現在、能力が発揮
できないというのは、バリアがあるせいで低くなっているんだと考えます。この考え方の差が大き
いと思うんですね。合理的配慮では、ちゃんとした配慮がある状態での能力が基準になって、それ
で処遇に差別がないようにしなきゃいけないというのが基本的な考え方です（スライド 12）。
有資格労働者というのも、つまりちゃんと
した配慮がある状態で、その人が仕事ができ
るかどうかというのを問題にするということ
です。
「合理的配慮」とは、配慮がある状態で
ちゃんとその仕事ができるなら、そういう人
は差別してはいけませんということであって、
それには正社員だけではなく、パートタイマー
や、試用期間の人も含みます（スライド 13）。
職業上の差別というのは、仕事についてか
スライド 11

スライド 12

スライド 13
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らのその仕事の場面だけじゃなくて、応募手続のときにもありますし、採用の段階でもありますし、
昇進とか解雇の問題、給与や報酬とか、業務訓練だとか、その他の雇用条件とか、待遇、休暇の取
得とか、病気とか、福利厚生だとか、レクリエーションだとか、いろんなところで、障害や病気に
よる差別というのは起こり得ます。そのすべてについて障害を理由にして差別をしちゃいけない。
そのすべてについて「合理的配慮」をしなきゃいけないということです（スライド 14）。
ですから、障害のあるアメリカ人法（ADA）とか、雇用機会均等委員会の規定による「合理的配
慮」には 3 つのカテゴリーがあって、第 1 に応募の段階における機会均等を保障する配慮と求人や
募集過程における変更や調整、第 2 に障害のある労働者が本質的機能を果たすことができる配慮、
たとえば就労環境だとか仕事の方法の変更・調整、本質的機能を果たすための方法や環境の変更・
調整。そして第３に雇用に関する福利厚生を他の労働者と同様に享受できるための配慮というふう
になっています（スライド 15）。
ＡＤＡにおける「障害」の範囲は、非常に一般的です。身体・精神的な機能障害としては、身体
的な疾患、容姿、生理機能・解剖学上の欠損、精神的・心理的疾患が含まれます。また、今は機能
障害がないけれども昔そういう機能障害があったという経歴で差別されることもあるので、そのよ
うな経歴も含まれます。さらに、障害なんか本当はないんだけれども、事業所が障害とみなしてい
る場合、これもまた、ＡＤＡの障害の範囲に入るとされています。実際にそれで差別を受けるという
可能性があるなら、全部「障害」に入るというかたちです（スライド 16）。ここの最初の身体・精神
的機能障害の範囲だけでも、日本の障害の範囲よりも随分広い範囲になっていまして、具体的に言
うと、腰痛だとか、偏頭痛だとか、もちろんがんも入りますし、いろんな慢性疾患も入ってくると
いうことです。

会場参加者Ａ

春名

それじゃ、乳がんで乳房を取った人も障害者ですか。

それが差別の原因になるかどうかなんですけれどね。もしそれで仕事上の差別を受けないな

スライド 14
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らともかく、それを原因にして差別を受けるんであれば、障害に入るということです。 4）
もう一つ重要なのは、過度の負担 undue hardship という考え方です（スライド 17）。これは「合
理的配慮」の「合理的」というところも関係するんですけれども、あまりにも負担の大きな配慮と
いうのは社会的責務の範囲を越えているということで、事業主にとって変更や改変が過度の負担に
なる場合は「合理的配慮」が免除されるというものです。過度の負担というのは、著しい困難及び
出費、たとえば非常に広範囲で、企業の事業の本質的なところにかかわってしまい、それによって
企業が倒産するとか、そういったことになると過度の負担とみなされます。過度の負担かどうかは、
総費用、資金源、従業員数が関連するし、同一事業内でいろんな事業所がある場合は少しその負担
のぐあいも変わってくるでしょう。また、たとえばスロープ設置というのは、その人だけじゃなく
て従業員全体にとっていいかもしれないので、全従業員数で割ると負担は減るでしょう。過度の負
担になるかどうかは、企業の規模だとか、経営状況にも大きく影響されるものです。ただし、この
人に合理的配慮をして雇用してもコストに見合うリターンが期待できないから、というようなコス
トパフォーマンスを考慮した判断は認められていません。日本では、企業の負担がちょっと厳しい
から配慮できません、という言い訳になりそうな条件ですが、アメリカでは、かなりこれは厳しく、
それで会社がつぶれるようなものだったら過度の負担だけども、そうじゃなかったら過度の負担と
は認められないとか、例えば連邦政府の職員への「合理的配慮」の場合は、ちょっとやそっとのこ
とで連邦政府がつぶれることはないから、過度の負担とされることは事実上ないというようなレベ
ルの話です。
具体的な「合理的配慮」の例をちょっと挙げます。こちらにお配りした資料 5） の中に、具体的
な事例があるんですけれども、例えばがんについては、職場での配慮は、治療・手術のための休

スライド 16

スライド 17

4）「障害」の範囲の問題については、後半の質疑応答や議論でさらに整理されています。
5） ADA に基づく合理的配慮及び過度の負担に関する雇用機会均等委員会施行ガイダンス (2002)、

日本語訳：http://www.nivr.jeed.or.jp/download/shiryou/shiryou34̲06.pdf
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暇の取得とか、復帰直後の勤務時間短縮といった調整等―過度の負担にならない限りです。事業主
と労働者の双方の利益になるのならば、治療直後等には仕事の本質的なところを削除してもいいと
か、職場復帰の日程が定まらないことを理由に休暇取得を拒否することはできないとか、期限を明
確にせずに治療に入ることができる、などとされています。また、事業主は、がんにより「合理的
配慮」が必要であることの根拠となる医療的な文書や治療経過に関する労働者からの報告を要求す
ることができるとか、その報告をもとに、事業主は治療のための休暇が過度の負担になるかどうか
を個別に検討することができる、というようなことがあります（スライド 18）。
具体的な例が、こちらの資料 5） の 123 ページにあります（スライド 19）。がんのために週に３回
化学治療を受けている従業員が治療後に非常に気分が悪くなるので、化学療法を受けた週は勤務時
間を変更して２日間の休暇をとることを申し出ています。治療は８週間続きます。過度の負担であ
ることを示す証拠がない限り、雇用主はこの従業員からの要求に応えなければなりません。また、障
害から生じる症状や医学的状況による制限も「合理的配慮」を必要とする場合があります。次に、
従業員が乳がんのために化学治療を受けているケースです（スライド 20）。治療の結果、疲労が激
しく、通常の業務をこなすことが難しい状況です。従業員が基本的機能の遂行に集中することがで
きるよう、雇用主は従業員の付帯的機能（基本的機能以外の仕事内容；例えば、業務の企画立案が

スライド 18

スライド 19

スライド 20

スライド 21
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基本的機能である職務において、出張による調査、レポートのコピーと製本等は付帯的機能とされ
ている場合等）のうち３つを、化学治療の期間に限って他の従業員に回すことにしました。付帯的
機能の遂行を要求された従業員は余分な業務をこなさなければならないため不満でしたが、雇用主
は、その従業員が自身の業務を遂行することとあわせて、新たな業務をきちんとこなせると判断し
ました。雇用主は、事業に大きな混乱がもたらされることを示すことができないため、ここには過
度の負担は生じないとされます。
以下、資料 5） に紹介されている例で関連するものをざっと紹介します。例えば膠原病のため疲
れやすい人が腰かけを要求しました（スライド 21）。この腰かけを使えば疲労が軽減されますから、
これは合理的な配慮になります。別の例（スライド 23）だと、有給休暇を与えるときに、まず有給
休暇を使って、無給休暇を認めるべきだとか、そういった話があったりとか。休暇をとった後に休
暇中のポストを空席のままにしておくべきかについては、空席のままにしておくことが過度の負担
であることを示すことができない限り、
「合理的配慮」として休暇を与えられた障害のある従業員は
もとの職務に戻る権利を有します。それを空席にしておくことが過度の負担なしにはできない場合
は、その従業員のほかの仕事への配置転換や、同じ程度の別ポストへの復帰を準備することが許さ
れます（スライド 24）。

スライド 22

スライド 23

スライド 24

スライド 25
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また雇用主は、従業員が「合理的配慮」の一環として取得した休暇期間の休職を理由にペナルティー
を課すことができるかというと、これはできません（スライド 25）。というのは、「合理的配慮」と
して休暇をとったということで首になったり降格されたりしたら、配慮の意味が全くなくなってし
まうので、それは「合理的配慮」を講じる義務を怠ったことになるからです。
これは、
「合理的配慮」として５カ月の休暇をとったけれども、その５カ月間の休暇を考慮せずに、
業務パフォーマンスが低いということで解雇したのは認められない、という例（スライド 26）
。５カ
月間の休暇というのは「合理的配慮」なんだから、それで解雇したのは「合理的配慮」の否定になる、
というケースです。
リストラ中で４週間以上休んだ従業員は解雇することになっているという会社で、ある従業員が
治療のために５週間の休暇をとった。しかしこの５週間の休暇を解雇条件の４週間の計算に入れる
ことはできません（スライド 27）。こちらのケースでは、従業員が休暇を要請したんですけれども、
雇用主と話し合いをして、休暇じゃなくてもう少し軽い仕事にしたらもっと早く復帰できるんじゃ
ないかということになり、最初は 10 週間の休暇になる予定だったんですけれども、仕事を軽くして
７週間の休暇で復帰してほしいということになりました（スライド 28）。これも「合理的配慮」の
中に入ります。

スライド 26

スライド 27

スライド 28

スライド 29
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就業規程、例えば職場の中で飲食してはいけないという規定があるんですけれども、インスリン
依存性の糖尿病の人の場合は補食をしなきゃいけない。その場合は、その人だけに条件を変更する
必要がありますが、これも「合理的配慮」になります（スライド 29）。
配置転換については、基本は現職にとどまるように配慮を検討する必要があり、配置転換は最後
の手段として考えなきゃいけないということです（スライド 30）。
服薬しないとか、治療を受けないとか、そういった人の場合、この人はちゃんと治療を受けてい
ないから「合理的配慮」を受けるに値しないんじゃないかという意見については、そうではないで
すよ、としています（スライド 31）。というのは、雇用主側から見て従業員が服薬や治療を怠って
いると見られる場合でも、問題は別にあるかもしれないから、そのことを理由にして「合理的配慮」
を講じないということは認められません。ただ、
「合理的配慮」の有無にかかわらず、服薬とか、治
療だとか、補助装置の使用を怠ることで仕事自体ができなくなったり、仕事に直接的な被害が生じ
たりした場合は、その人にもうその仕事の資格自体がないわけだから、それはだめです。
これは過度の負担の例（スライド 32）。これは、対応は本当に個別的だ、という話なんですけれ
ども、一流レストランのベテランシェフが休暇を申し出たけれども、復帰日を特定できない。この
才能あるシェフについては誰かがとって代わることができないので、この人が期限を決めないで休

スライド 30

スライド 31

スライド 32

スライド 33
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暇をとり、かつポストも確保しておくということは雇用主にとって負担が大き過ぎるということで、
こういう場合は休暇の要求を拒否できます。
別の場合では、どれだけ休暇をとらなきゃいけないのかというのがあらかじめわからないとか、
休暇がどんどん延びる場合でも 、それが過度の負担にならない限りはちゃんと追加の休暇を認める
ことを検討しなくてはいけません（スライド 33）。 「合理的配慮」の要求についてなんですけれど
も、普通の言葉で、″こういう配慮が必要です ″と雇用主に説明すればいい。例えば、ある従業員が
上司に、受けている治療のために時間どおり仕事を開始することが難しいと話したとします（スライ
ド 34）。これは「合理的配慮」の要求です。腰痛の治療のために６週間の休暇が必要だと上司に話
した。これも「合理的配慮」の要求。車いすを使用する人が、車いすが机の下に入らないので新し
い机を要求した。これも「合理的配慮」の要求です。ところが、今使っているイスの座り心地がよ
くないから新しいイスに変えてほしいと言ったとしたら、それは障害によるものかどうか全然説明
がないので、これは「合理的配慮」の要求とは言えません（スライド 35）。
本人から言うだけじゃなくて、多発性硬化症のために緊急治療が必要だから休暇をとりたいと奥
さんから電話があった場合も、「合理的配慮」の要求と言えます。
それ以外に医学的な文書が必要になる場合もあって、従業員がぜんそくで空気清浄機を必要とす

スライド 34

スライド 35

スライド 36

スライド 37
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るという医師からの文書を提出した場合、本当にそういう「合理的配慮」が必要かどうか、ちょっ
と検討ができないので、雇用主は医師に追加の文書を要求することができます（スライド 36）。
「合理的な配慮」のプロセス（スライド 37）ですが、まず、その仕事をするために本質的な機能と
は何なのか、この仕事の中でこのことができなきゃこの仕事をやれることにはならないという基本
的なところをはっきりさせなくてはいけません。ここはちょっと日本の難しいところだと言われて
いて、アメリカなどでは職務が非常に明確に規定されているんですが、日本はあいまいなところが
あって、しかもその範囲が広いので、確定が難しいかもしれないと言われています。
次に、障害によって、仕事をするための本質的機能がどれだけ妨げられているかを判断すること。
そして、制限を取り除くための配慮を決定して、配慮の効果と可能性を検討すること。最後に、事
業主は、従業員の好みを考慮して、事業主と従業員にとって適切な配慮を選択します。基本は、い
ろんな選択肢の中から事業主が配慮を選ぶ、選択するということになっています。
「合理的配慮」の基本は、その従業員と事業主の話し合いの中で個別的に検討するんですけれど
も、ただ、それだけだとどんな可能性があるのか、どういう支援方法がいいのかがわからないこと
もありますので、こういった、雇用機会均等委員会が出している施行ガイダンスがあります。また、
事業主向けの情報サービスも、アメリカでは連邦政府がもう 30 年ぐらいやっています（スライド 38）
。
代表的なものではアメリカの労働省がやって
いる Job Accommodation Network というの
があって、これは、最初は大統領の障害者雇
用委員会というところが設立して、今は労働
省がやっているんですけれども、事業主に向
けた障害者雇用の無料コンサルティングサー
ビスです（スライド 39）
。具体的に言えば、コ
ンサルタントたちは全員修士号を持っていて、
いろんな障害の分野の専門の人たちが、電話

スライド 39

スライド 38

スライド 40
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だとか、ホームページなどで、
「この障害についてはこんな配慮がありますよ」といったアドバイス
を事業主にやっていくというものです（スライド 40）。このサービスはＡＤＡ施行の前から行われ
ていたんですけれど、ＡＤＡが始まった 1990 年以降は急激に問い合わせ数が増加しました。ＡＤＡの
制定直後は、企業が大変防衛的になっていて、障害のある人からの要求にどのように対処しようか
と戦々恐々とした相談が多かったそうです。そのような時には、Job Accommodation Network が
示すようなサポートすれば企業にもプラスになるという前向きな話につなげて、障害のある人と事
業主の歩み寄りのための、非常に細かいサポートをすることが重要になってきたということでした
（スライド 41）。Job Accommodation Network は、テーラーメイドのコンサルティングで、「こん
な人が、こんな仕事についている場合には、こういう配慮ができますね」という個別的なサービスで
す。モットーは cordial（懇切丁寧、誠心誠意）ということでした（スライド 42）。だから、ＡＤＡだ
とか「合理的配慮」だとか、ただ単に制度化され義務化されただけではなかなか進まなくて、具体的に
こういう方法があるということを示し、個別のサポートを行う専門サービスがあって「合理的配慮」
が機能していくという面もあります。
連邦政府でも、この accommodation というのはいろんなところに出てきます。連邦政府では
Computer/Electronic Accommodations Program というのがあります。これは連邦政府に雇用さ

スライド 41

スライド 42

スライド 43

スライド 44
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れた人たちを対象にして、電子支援機器が全部無料で提供されるというプログラムなんですけれど
も、本部がペンタゴンにあるんですね（スライド 43, 44）。これはやっぱり、アメリカの障害者雇用
の基本に傷痍軍人への対応があったことがあらわれていると思うのですが。コンピューターとか、
とにかくいろんな電子機器を使用するための物は、本人がオンラインショッピングのように「注文」
すれば、数日のうちに審査されて連邦政府から無料で配送されるというふうになっています。職場
の管理職が、「障害があるから雇用できません」と弁解ができないように、文字どおり無料で支援
機器を提供すること、労働者の労働環境を理解して有資格の労働者にするということが重要なのだ
ということでありました（スライド 45, 46）。
最後に、日本の障害者権利条約批准への動向なんですけれども、2007 年９月に署名は済んでいま
す。2009 年に障害者制度改革推進本部というのが設置されています

6）。今、2013

年３月まで、障

害者雇用率制度だとか、職場での「合理的配慮」確保のための方策の検討などを進めています。予
定としては、2013 年度に障害者差別禁止法案を提出して、他の関係法律の一括整備法案を出して批
准しようという動きになっています。始めにもお話ししましたように、中国も批准しているのに日
本が批准していないというのは、子どもの権
利条約で国内法の整備がされていないところ
に批准だけしても実効性が上がらなかったの
で、今回は国内法の整備をきっちりして批准
しようということだそうです（スライド 47）。
今我々も、すべての障害のある人で、どんな
環境整備が必要なのかという調査をして検討
しています。例えば聴覚障害の場合、耳が聞
こえなくても仕事はできるだろうと思われが

スライド 46

6） 障害者制度改革推進本部

スライド 45

スライド 47

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/kaikaku.html
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ちなんですけれども、対人関係、コミュニケーションで、職場でのちゃんとした配慮があるかない
かによって、問題の起こり方が全然違っていることが明らかになっています。
「聴覚障害に必要な配
慮は手話通訳者、筆談」という単純なものではなく、実際に職業場面での問題にはソフトな側面で
の配慮が重要で、上司や同僚による障害の正しい理解とか、障害にかかわらない人事方針だとか、
生活の相談員などがいるかどうかによって、問題の起こり方が全然違ってくるという状況が分かっ
てきました（スライド 48）。また、炎症性腸疾患のように障害認定されていない人が多い病気の場
合では、職場でのセルフケアの問題が多く、これもまた職場での通院への配慮や、同僚・上司の正
しい理解等により問題の起こり方が全然違ってきているというような状況がわかってきています（ス
ライド 49）7）。職業上の問題というのは、単純に「障害があるから」「病気だから」と考えられがち
ですが、このような調査結果から、実際は、それ以上に、職場での理解や配慮、地域での支援の利
用状況によって大きく影響されていることが明らかになってきています。社会モデルというのは単
なる理念ではなく、実証的にも根拠があるということです。
わが国における「合理的配慮」の導入や定着の課題を整理したいと思います。第一に、障害者雇用支
援との整合性の問題があります。日本はずっとドイツやフランスなどと一緒に障害の医学モデルを
基本にして、すべての制度や法律を組み立ててきました。そのような状況と、社会モデルから来て
いる「合理的配慮」や差別禁止の考え方をどう合わせていくのかというところが大きな問題になる
と思います（スライド 50）。

スライド 48

スライド 49

7） スライド 48、49 は、職業的課題を、効果的な取組の有無により変化するものとして、概略を示したグラフ。

スケールは、様々な障害種類・取組状況と比較した相対的な問題状況。95 以上が問題の無い状況（障害のな
い人と同程度）、0 が様々な障害種類や取組状況で最も問題の大きな状況を示す。職業的課題は、14 の領域別
に平均している。灰色と白色を合わせた横バーの左端が、効果的な取組がない場合の問題改善状況。右端が
効果的な取組がある場合の問題改善状況。現状における効果的な取組の取組状況はその中間であり、現状の
問題改善状況は灰色と白色の境界の値で示される。また、現状の効果的な取組の取組率は、横バー全体の幅
に対する灰色部分の幅の比によって示される。
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例えば企業負担の社会的調整については、差別禁止法制では、障害のある人を雇用したときに企
業の負担やコストは、基本は雇用企業が直接負担しなくてはいけないけれど、そのかわり税制上の
優遇がありますよ、という形でやっているのが、アメリカやイギリスです。一方、日本などでは、障
害者雇用率制度で、企業には一定数の障害者の雇用義務があって、それを満たしていない企業から
納付金というお金を集めて、そして、障害のある人を雇用した企業に、調整金だとか、奨励金だと
か、助成金を支給して、それで社会的な企業負担の調整をしていくという考え方になっています。
だから、いずれにせよ企業のお金で企業が社会負担のところを支払っているんですけれども、日本
の場合は一旦集めてそれを公平に分配するという形になっています。法定雇用率は日本では労働人
口の 1.8％なんですけれども、ドイツは５％、フランスは６％とかなり広いのですが、これはいろん
な病気の人も全部含めて障害のある人となっているからです。わが国では重度の障害のある人を重
視しているともいえ、ドイツのように広くすると、企業は軽度の人ばかりを雇用して重度の障害の
人が雇われにくくなるのではないかという議論がでてきます。
もう一つは、障害者雇用率制度と差別禁止法のそれぞれの背景にある、障害のある人の職業能力
についての認識の違いです。障害者雇用率制度は、アメリカなどに行くと批判されることがありま
す。アメリカでは、障害のある人は、ちゃんとした配慮があれば働ける人たちなんだと考えていま
すが、雇用率制度というのは障害のある人を働けないと決め付けて雇用を別枠にする仕組みだから
差別的だ、という意見です。しかし、わが国では雇用率制度があるおかげで重度の知的障害のある
人等の雇用が実際進んでいますし、国連障害者権利条約でも、このような事実上の成果を上げるた
めに必要な措置を差別と考えてはいけないとされています。積極的差別是正措置としての優先雇用
は一般的ですが、別に特定の人種や性別の人の能力が低いと決め付けているわけではありません。
ドイツでは既に、障害者雇用率制度もそのような積極的差別是正措置と位置づけられ、日本でもそ
のような方向で議論が始まっています。日本でも米国でも、働けない人を雇用する企業はなく、働
けるから雇用することにはかわりはありません。そういう意味で、障害者雇用率制度と差別禁止法
の両立は可能であると考えられています。実際、わが国でも、最初は「大丈夫か？」と恐る恐る重
度の知的障害のある人の雇用を開始しても、
仕事内容等の調整が済んで慣れてくると「戦
力だ」
「障害者とか健常者とか区別はない」と
言われるようになります。
ただし、障害のある人の職業能力や稼得能
力についての認識は、障害年金の方の制度と
も関連してきます。ちゃんと働ける人に対し
ては、処遇上で給与等も仕事に応じて公平に
しなければいけないと言うんですけれど、障

スライド 50
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害年金とのトータルで考えた所得について考えなくてはいけないという議論にもつながる可能性も
あります。また、「合理的配慮」は、一見、何となく分かった気になりやすい言葉ですが、実際は、
社会モデルによる障害の考え方や人権に基礎を置いたもので、従来のわが国の障害者支援の考え方
とはずいぶん異なるので、日本で取り入れられた時に似て非なるものにならないように注意する必
要があります。 具体的な配慮の内容は、企業が昔から障害者の配慮としてや行っている内容と結局
同じことが多いので、
「障害者」として処遇上の不利な扱いが残ったままで、
「配慮はしていますよ」
と言って、それで終わりになってしまうという心配もまだ残されていると思います。
また、障害者の範囲というのが、アメリカなどほかの国を見ていると、がんは当然「合理的配慮」
でカバーされる範囲に含まれています。しかし、日本では、内閣に設置された障害者制度改革推進
会議は障害のある当事者の参加が特徴ですが、この中にがんに関連する構成員はいません（スライド
51）。障害者の範囲を今よりも広くすることではコンセンサスはありますが、具体的に、がんのある
人を障害者の範囲として想定している議論は見られません。本来、
「合理的配慮」という考え方は、が
んのある人のような、適切な配慮があれば能力を発揮できる可能性のある人を社会的に支えるため
にあるようなものです。しかし、
「障害者」の範囲の議論の中で、がんは障害者に含まれなくて、
「合
理的配慮」の対象にならないとなると、本末転倒になってしまいます。わが国において、がんに対す
る「合理的配慮」が適切に位置づけられるかどうかは、障害の社会モデルに基づく「合理的配慮」と
いう考え方が正しく理解され、定着するかの、一つの試金石になるんじゃないかと思っております。
がんの就労支援において、一般の労働法と障害者支援の制度の谷間を埋める考え方として、
「合理
的配慮」という考え方は非常に重要です（スライド 52）。 日本は、非常に重い障害の人にはちゃんと
手厚い支援がありますが、そこまで重くない中間の障害を持つ人たちが生きづらい社会になってし
まっています。それを埋めるという中で「合理的配慮」という考え方がとても重要です。今後の課
題として、がん等の慢性疾患が「合理的配慮」や差別禁止法の対象としてちゃんと位置づけられる
かどうか確認が必要です。また、
「合理的配慮」を考えるにおいては、その内容の明確化、たとえば
がんの人に対しては具体的にどんな配慮が必要なのかを明確化しなくてはいけないし、効果的な情報

スライド 51
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提供をする必要もあります。さらに、本来、
「合理的配慮」は、配慮があれば普通に働けると考えて
いる人たち、通院や業務調整等が必要であってもそれらに関わらない公正な処遇等を求める人たち
にとって、非常に重要な考え方です。
「合理的配慮」は社会モデルによる「障害」の考え方に基づく
ものですが、これは、わが国で一般的なマイノリティで保護が必要で隔離的な処遇の対象になりが
ちであった「障害」の考え方とはかなり異なります。そこのあたりの考え方をちゃんと位置づけて
整理していくことも重要だと思っております。

どうもご清聴ありがとうございました。（拍手）
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近藤明美 先生
近 藤 社 会 保険労務士事務所代表

近 藤 明美先生のプロフィール

特定社会保険労務士。近藤社会保険労務士事務所代表。株式会社ＫＳＲ
（ＫＳＲキャリアスクール）取締役。中小企業の労務コンサルティング、
労働者の就労相談、労務管理・給与計算・社会保険等実務を中心とした
セ ミ ナ ー 等 で 活 動 中 。 N P O 法 人 の 理 事 を つ と め 、Ｃ Ｓ Ｒ プ ロ ジ ェ ク ト
（Cancer Survivors Recruiting）に参加し、がん経験者の就労相談
に取り組んでいる。
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高橋

春名先生、どうもありがとうございました。おそらくご質問がたくさんおありだと思います

が、この後の近藤先生のお話を伺った上で、全体討論でまた質疑応答をさせていただきたいと思い
ます。なかなかこういうお話は伺えないものですよね。すごくいろいろ考えさせられるものがあり
ました。ありがとうございました。
それでは、近藤明美先生、前のほうへどうぞ。社会保険労務士の近藤明美先生に、日本で就労支
援をなさっていらっしゃるお立場から、春名先生のご発表へのコメントをお願いします。現在、ご
自身がどういう形でがんの治療を受ける方の就労支援をなさっているかということも含めてお願い
いたします。

近藤

社会保険労務士の近藤と申します。本日は、このような機会を与えていただきまして、どう

もありがとうございます。座ってお話しさせていただきます。
ただいま春名先生から「合理的配慮」というお話を伺って、特に一般の労働法と障害者支援の間
の谷間を埋める考え方として本当に重要だと思いました。
今日は、実際にがん経験者の方の就労に関する個別相談、あとサポートグループなどを行ってい
る中で感じているいろいろな問題点や、今後の課題をお話しできたらと思っております。
私自身、2004 年に乳がんの手術を受けまして、その後、社会保険労務士の資格を取得いたしまし
た。現在は、第１回目の勉強会で桜井さんがいらっしゃっていたそうですが、彼女が中心になって
いる CSR プロジェクト（Cancer Survivors Recruiting Project）8）、そちらに私も参加いたしており
まして、その活動として、がん経験者の方の就労支援をしております。現在社会保険労務士として
独立しておりますが、以前は法律事務所で働いていて、労働案件の裁判などに関与することが多かっ
たのですが、徐々にその内容につらさを感じまして、また自分のやりたいことと違っていたことも
あり、今年に入って独立しました。今はがん経験者の就労支援や、失業して実際に今お仕事を探
している一般の方の就職支援、中小零細企業の労務コンサルティングを３つの柱として活動してお
ります。
その３つの活動の中で、共通して軸として考えていることは、就労し続けるという就労継続の重
要性です。また企業側からみると、雇用を継続するためには何が必要かを最も大切にしながら活動
を行っています。がん経験者の就労支援活動の中で、今年は、『がんと一緒に働こう』という書籍

9）

を発行しまして、すでにご存じの方がいらっしゃったらとてもうれしいですけれども、がん経験者
の方やご家族の方、医療関係者の方も含めて、がんに携わっている方に読んでいただきたいという
ことで、がん経験者 32 名で書いた本です。この中で私は、働く権利と公的保険の部分について書か

8）ＣＳＲプロジェクト（Cancer Survivors Recruiting Project）URL: http://www.cansol.jp/
9）ＣＳＲプロジェクト編：がんと一緒に働こう！ー 必携 CSR ハンドブック、合同出版、東京、2010
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せていただいております。この部分は、がんの経験者の方に読んでいただいて、今後働き続けるた
めにはどうしたらいいかというヒントをつかんで欲しいという思いで書きました。しかし、それだ
けでは問題解決には至らないということで、今後は企業に働きかけて、雇用し続けるという労務管
理が企業の成長には必要であることを提案していきたいと考えています。そこで、企業向けのワー
クショップやセミナーをやっていくための材料として、書籍ではありませんが、ワークブックのよ
うなものを作成しているところです。
では、ここからは、がん経験者の方の個別相談やサポートグループで見えてきた問題点のお話を
していきたいと思います。
大きく分けると３つの問題があると考えています。一つ目が、一度職場から離れてしまうと、職
場に戻ることがとても難しいということです。この職場から離れるというのは、休職の場合と退職
の場合があり、退職の場合は解雇であったり、退職勧奨であったり、自分から申し出てやめるとい
うすべてが含められます。このような２つのケースにおいて、大変職場復帰することが難しく、休職
であってもそうですし、退職をして再就職をする場合でも同様です。相談の中では、復職や再就職
が上手くいかず、社会から排除されてしまっているという皆さんの思いを直接伺うことがあります。
休職のケースでいうと、まず休職制度自体は法律上定められている制度ではありませんので、企
業に義務づけられていませんから、先ほど春名先生のお話にあったような「合理的配慮」という観
点で行ってきたことでもあります。実務上は就業規則などで定めて運用していて、休職制度の定め
のある会社においては、病気になったときに休職をとって、規定上の復職できる状態になったら戻
るというものです。その際にやはり、通常皆さんソフトランディングですね、短時間勤務から開始
して徐々に勤務時間を延ばしていきたいという方が多いですが、就業規則にはそのような働き方が
規定されていないことがほとんどです。ご相談があったケースですと、その会社はある程度の規模
の会社でしたので、産業医の方がいらっしゃったんですね。産業医の方が、職場の配慮として短時
間勤務からの復職ということを提案してくださったのですが、現場である職場のほうでの理解が得
られずに時短が認められなかったというケースがありました。ですので、人事はもとより、上司で
すね。この場合は上司が却下したというケースだったんですけれど、やはり職場の上司や同僚など
の病気や治療への理解と配慮というのは、現実的な問題として最も大切な部分になってくると思い
ます。また、職場復帰後の就労継続には、通院などに利用できる制度の有無も重要なことです。特
に休職をしてしまうと、出勤日数が足りなくなって、翌年の有給休暇が付与されないことがありま
す。法律上 8 割出勤をしていれば翌年の有給休暇が付与されるという規定がありまして、そのとお
りに運用している会社などでは、今年の出勤が 8 割を切ると翌年の有給休暇が付与されなくて有給
休暇を使った通院ができなくなることがあります。その場合、通院すると欠勤になってしまいます。
さらには、欠勤をすると人事評価が下がりますから、そういうことが繰り返されると解雇要件に該
当してしまうことも考えられ、解雇までいかないまでも会社から退職勧奨を受けるというケースは
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実際にありました。
次に退職した場合ですと、その後再就職活動を行うことになります。再就職のことでご相談にい
らっしゃる方は皆さん、書類選考は通っています。しっかりした職歴もありますし、経験もある方々
が多いんですね。ところが、黙って入社するのは申しわけないので、内定が出る前、あるいは内定
が出た後に、自分はがんの手術をしています、がんの治療をしていますということを面接でおっしゃっ
て、内定を断られたり、面接後不採用という結果になる方が多くいらっしゃいます。初期治療が終
わった方の再就職に関するご相談も最近とても多くなっています。つまり、がん経験者であるとい
うことが不採用の原因になるということなんですね。そのあたりは、やはり企業においてもがんに
対する理解の不足があります。しかし、がん経験者本人も、仕事につくということを考えたときに、
どのタイミングで《ー もっと企業が現状を理解したり、社会全体が変わってくればいいんですが ー》
本人がどのようにがんの経験を伝えるのかという伝え方の問題もあると考えています。
ここまで一度職場を離れてしまうと戻ることが難しいということでお話をいたしましたが、二つ
目の問題として、そこから派生する経済的な問題があります。今の日本の経済的な社会保障のシス
テムというのは、公的保険を例に見ると、大黒柱の方が仕事をして家族を扶養するシステムのまま
運用されていますので、働いているということと公的な保険がリンクしている状態なんですね。そ
うすると、仕事をやめてしまうことで収入が途絶え、保険料も払えなくなってしまうとか、もとも
と会社の健康保険に入られていた方が、その保険から抜けなければならないということで、収入も
失い、さらには保険も失ってしまう可能性も出てきます。また、細かい論点になりますけれども、
同じ公的な健康保険と言っても、会社で入れる保険と市区町村で入れる保険とでは、給付内容や保
険料も違っていますので、社会保障を含めた経済的な問題も、やはり就労ということを外して考え
ることができないところだと考えています。
あと、三つ目が、生きがいですとか、やりがいとか、アイデンティティの問題だと思います。皆
さんの声によくあるのは、今までやってきたことが何だったのかわからなくなってしまうというこ
と、いわゆる喪失感というものです。他には、治療の副作用などの不調で自宅で横になっているこ
とが多かったりすると、本当にその方の思いが伝わってきたんですが、仕事をせずに天井だけを見
ている生活をずっとこのまま続けていていいのかしらっていう、自分自身の生き方への思いについ
てお話しくださる方もいらっしゃいます。生き方や仕事への思いに関する自分への問いかけがそこ
にはあります。何のために仕事をするのか、つまり、お金のためだけにこれから仕事をしていくと
いうことでいいのかという問いかけをされた方もいらっしゃいました。やりがいとか、働きがいを
大切にされて、それまで一生懸命仕事をされていた方がとても多く、がん罹患後の働き方だけでな
く生き方そのものを考える上で、大切な問題だと感じています。
相談に来られる方の中には、働くことが治療への励みになる方もいらっしゃいます。がんに罹患
しても仕事やキャリアを失いたくない、今までどおりに働きたいと懸命に頑張っていらっしゃる
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方もいます。ある方は、職場では、がん罹患について上司にだけ伝え、入院や通院はすべて傷病休
暇ではなく、有給休暇や積立休暇等の取得で乗り切りました。しかし、今後の通院頻度によっては、
欠勤となる可能性もあり、一つ目の問題のところで申し上げたように、このことは、就労継続を困
難とする原因になることもあります。企業に対し、配慮を求めることはもちろん重要ですが、企業
にある就業規則や社内制度の中で働き続けられることができれば、よりよいのではと考えています。
特に診断後の検査や入院、その後の外来で行う治療の時期に、仕事を失わずに乗り越えられる休暇
などの社内規定や公的制度の重要性を感じており、今後取り組みが求められるところでもあります。
がんを経験した人は、より一層、生きがいややりがいということを真剣に考えています。働くこと
が生きがいであり、仕事にやりがいを感じている人々にとって就労をアイデンティティの問題とし
てとらえることは、がん罹患と就労問題を解決する上で大切なことだと思います。
企業の「合理的配慮」について、今申し上げた問題点等の中で考える場合に、企業においては、
もともと日本の場合、就業規則というものがとても重要視されていますので、就業規則との関係で
考える必要があります。就業規則というのは、会社側が一方的につくるものなんですね。従業員に
は意見を聞くことを法的に求めてはいますが、それに同意するしないにかかわらず、合理的な内容
であれば、その規定が従業員に適用されるというものです。このような労務管理の、就業規則での
一元管理の中で、がん経験者の方が働き続けるためには、やはり現状の就業規則の運用だけでは無
理だと考えています。そのため、労務管理に「配慮」という考え方が必ず必要になってきます。ど
のようなことかというと、配慮がないと社内制度からこぼれ落ちた方というのは、もともとの労働
契約上の労務提供ができないとみなされてしまいますので、そのことが解雇理由になってしまった
り、退職勧奨を受ける対象になってしまうことがあり、現状の多くの問題が配慮の欠けている状況
の中で起きていると感じています。そのため、就労問題の解決には、やはり企業の「合理的配慮」と
いうものが必要であると、とても、今日、お話を伺っていて感じました。
企業は、復職をしたときに、どのような配慮が必要かということは、企業側からはなかなか確認
してくれないんですね。そのため、がん治療を受けている方は、企業に配慮をしてほしい点や働き
方の希望を伝えないといけないわけです。そうすれば、就労し続けることが可能な場合もあります
ので、どのようにして、その希望を伝えるのかというところも、大事です。今回の「合理的配慮」と
いう考え方の中では、「『合理的配慮』の要求」という項目でどのような希望を伝えればいいのかと
いう具体的な記載があり、参考になります。
企業へ配慮を求める際に、個々の方の状態にもよると思いますが、３カ月から半年ぐらいの治療計
画など、ある程度の長さというか、ある程度の見通しが必要だと思います。これは初発の方と再発
の方でかなり異なってくるとは思います。再発の方のケースでは、主治医の先生と面談した際に、
体調の変化に応じて治療計画はおおよそ１カ月ごとに見直しが必要であるとお話がありました。そ
のようなケースを除くと、３カ月前後ぐらいのスパンで治療計画などが立てられると、がん治療を
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受けている方も会社との話がしやすいというところは十分あると思いますので、就労継続といった
観点からも主治医の先生に支援いただけるとより良いと考えています。
また、企業側からすると、メンタルヘルスの分野では主治医と連携が、徐々に求められる部分に
なってきているので、それを取り入れることは可能であると思っています。企業側としても、やは
り産業医あるいは主治医の先生とお話をするということもとても有効だと思うんですね。それによっ
て、具体的にどのような配慮が必要なのか検討できると思います。
がんに罹患したことを会社には言わずに治療している方のケースでは、人事には言っていなかっ
たんですが、産業医の先生には当初より相談をされていた例があります。ご相談の中では、
「会社の
中でだれも知らない状態ではないようにしておきましょうね」とアドバイスし、ご本人から産業医
の先生に働き方や治療の副作用について随時相談しながら、今は勤務されています。実際に産業医
の先生と面談をお願いし、ご本人が把握できていない会社の制度なども産業医の先生から伺うこと
で、治療計画と、会社の制度のすり合わせができました。どのような配慮が必要かというところで、
企業と治療を受けるご本人だけではなく、産業医の先生や主治医の先生にも入っていただくことで、
より配慮が現実的なものとして具体化されると考えております。
今回、
「合理的配慮」という考え方の具体的な内容が示されましたので、企業における配慮を検討
する上で、参考になる点は多いと思います。今後は相談に来られた方に、このような配慮を求めた
らいいのではないか、とアドバイスをするときにも参考にしていきたいと思っております。以上で
す。（拍手）
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高橋

どうもありがとうございました。それではお二人のお話をもとにしまして、確認も含めて、何

かご質問がありましたら、どうぞご自由にお手をお挙げください。近藤先生からご質問はないですか。
近藤

いいですか。

高橋

はい、どうぞ。

近藤

企業に配慮を求めるという部分では、やはり現状なかなか難しいところがあります。配慮が

義務づけられていない状態で、そういったものを今の日本の中で求めようとすると、かなり企業に
ばらつきがあったり、差があるというのが現状なんですけれども、そういったものを法制度化した
場合に、日本においては、アメリカと比べて、配慮を徹底するというか法制化するために必要な要
件とか、今後必要になりそうな要素ですとか、そういったものはどういった部分で必要なのか。今
のままというのはなかなか難しいのではないかなと考えているんですけど、いかがでしょうか。
春名

そうですね。基本は、差別禁止法というのが日本にはないので、例えば病気の名前を言うだ

けで雇用を拒否するとか、不合理な採用差別がまかりとおってしまう。今の状況だと、配慮が必要
だからそのことを企業に伝えたいんだけれども、伝えると 10 回連続で書類選考や面接で門前払い
されたとか、あるいは、結局病気を隠して就職し、配慮なしで働くから病状が悪化して退職に追い
込まれる、という悪循環すらみられます。現在では、就職面接時等で、上手な病気の説明の仕方と
いうテクニック的なところで対応せざるを得ない面があります。本来必要である、病気や障害につい
ての雇用主と本人の正常なコミュニケーションを促進するためにも、差別禁止法があるだけでも随
分違ってくるだろうなと思いますね。
高橋

ちょっとそれと関連して質問してよろしいですか。今日の春名先生のご発表で、日本で 2013 年

に障害者差別禁止法案が提出予定とされながら、その障害者の範囲の中に、どうもがん患者が含ま
れない可能性が高そうだと。そこを伺って、すごくショッキングだなと思ったんですね。配慮が必
要な当事者の方々の中でも、すごくはっきり言えば、ちょっと表現悪いかもしれませんけれど、パ
イの取り合いのような状況になるとすれば、これは確かにがん治療を受ける方にとっては本当に大
変なことだと思うのですが。がん治療を受ける方が法案対象者の枠に入る可能性は、かすりもしな
いんでしょうか。ちょっと今の状況を、差し支えない範囲で教えていただければと思うんですけれ
ど。
春名

いや、かすりもしないというわけじゃなくて、外国の様子などを見れば明らかにがんの人は

入るんです。ですが、国内の議論の中で、今の障害者の範囲を拡大するという議論の流れだと、現
在要望が強いのが難病などで、そのような声は推進会議の部会などで反映されているようですが、
がん治療を受けている状況を障害と認識するというような話は全然聞こえてこない現状があります。
もっと声を挙げていくとか、具体的に配慮が必要だとか、そういうところを明確にしていかないと、
このまま従来の障害者の範囲を少し広げるだけで終わるかもしれません。でも、筋としては、外国
の様子を見ても、がんは入って当たり前だということですね。
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高橋

それが筋だと認められるかどうかということですね。

春名

そうですね。別にパイの取り合いということではないと思うんですよね。障害者雇用率制度

の雇用率に入れるとなると、より障害の重い人の雇用が奪われるという議論になるかもしれません
が、差別禁止や「合理的配慮」については、そんな話にはならない。
高橋

考え方のお話、パイじゃないと。

春名

ええ、そうですね。実際配慮の内容なんかも、がんの場合、今の障害者の人たちと比べると

全然軽いですから企業の負担も少ないんだけれども、ちょっと配慮が必要だというところはちゃん
と確保できるようにするということが重要だと思いますね。
高橋

ありがとうございます。

会場参加者Ａ

病理学をやっております。今の難病とおっしゃっているのは、医療保険の中の難病

ですか。それとも介護保険の難病も含むんですか。そうだとすれば、40 歳以上の末期がんは難病な
んですけれども、それをちょっと明確にしていただけないかと。
医療保険の難病と、介護保険の、両方あるんですよ。介護保険には、難病の中に、２年ぐらい前
ですか、40 歳以上の末期がん ― 末期がんの定義は難しいですけれども、いわゆる末期がんという
のが入っています。
同じように特定疾患なんだけれど、保険適用の範囲で違うんですよ、疾患が。今おっしゃったの
は、医療保険の難病なのか、もっと広い範囲にするのかによって違ってくるなと思います。
もう一つは、同じがんといっても、私もがんの診断をする立場ですが、もう全然違うんですね。も
う普通に何でもない人もたくさんいるわけで、別に障害者と烙印を押されたくない人もたくさんい
るし、押す必要もない状態の人はたくさんいるわけですね。そうじゃない人とどうやって区別する
かというところを明確にしてからこの議論をしないと。今国民の 3 人に 2 人ぐらいはがんになるか
もしれないという時代に、本当は全員が障害者になってしまうのはあまりいいことじゃないと思う
ので、この議論は、がんの定義というか、どういう状態のがんの人をそういうふうにするべきかっ
ていう、先ほど聞きましたように、おっぱいがなくなれば、体の一部がなくなるということで障害
者だというふうに、乳がんは非常にわかりやすいんですけれども、そういう見方ができるわけで。
だから乳がんを含めろと言っているつもりじゃないんですけれども、何らかの明確な定義をしてか
らやらないとがんはすべて適用ということになったら、どっちかというと私は反対です。そうじゃ
ない形にしなくちゃいけないなと思うんです。非常に難しいと思いますが、末期がんだけにしてし
まったらちょっとまずいと思うし。末期がんの定義をどうするか、例えば転移のある人とか、再発
している人にも適用するというふうに少し広めにとってくれれば随分違うかもしれない。ただ、そう
すると初発の場合は適用にならないですね。だから、その辺がすごく難しいなと思いました。
もう一ついいですか。
高橋

はい。かいつまんでお願いします。すみません。
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はい、すみません。先ほど治療計画書を医療側から出したらいいという話が出てい

ましたけれど、最近は医療側でもクリニカルパスというのがはっきりしていて、例えば虫垂炎とか、
胆のう炎とか、多くの疾患、比較的軽くて簡単な疾患については結構しっかりした準備ができてい
ますし、がんについても、初発の場合はかなりしっかりしたプロトコルができ上がりつつあります。
ですからこれは、もう少し主治医に、こういうものをしっかり出してほしいということを医療側に
伝えるようにしてもらわないと。黙っていても出ないので、やっぱり言っていただかないといけな
いと思うんですよね。それに対応するのは、医療側にはそう難しくはないと思うんです。こういう
計画でやりますというのは、ほとんどできているものが多い。特に乳がんなんか、よくできている
と思うんですよね。だから、この場合はこのくらい時間がかかりますとか、あるいは資料を出すこ
とにちゃんと保険がきくようにするよう要求していただくとか、何かそういうところもやっていか
ないと、医療側の善意でやるとかっていうのでは、なかなか徹底しないような気がしました。
高橋

はい、ありがとうございます。春名先生から、何かコメントはありますか。

春名

まず最初の障害の定義のことなんですけれども、障害の定義というのは、国際的に見ると非

常にばらつきがありまして、アメリカの場合だと就労人口の 15％が障害となっているし、オランダ
なんかは全従業員の６分の１ぐらいがなっています。
WHO は ICF（International Classiﬁcation of Functioning, Disability and Health ）10） という障
害の考え方を 2001 年に変えています。それまでの考え方では、障害というのはマイノリティーだ
という位置づけでした。それを、普通に言うＡＤＬ（Activity of Daily Living）や、ＱＯＬ（Quality
of Life）のように、病気や機能障害によって人生や生活に影響が及んでしまう場合、それを障害と
呼ぼうというふうにして、障害とはマイノリティの問題じゃないと変えたわけです。生まれてから
死ぬまでのうちにだれもが、一時的であれ何であれ経験することで、病気や機能障害による生活や
人生の問題、これを障害と呼ぶ。これが国際的に合意できる障害の定義だとされるようになってき
ています。実際、差別禁止の対象となる障害は、どの国も、日本での障害よりもかなり広くなって
います。雇用率の対象、障害年金の対象範囲は、政策上の問題で、全体の障害のある人の中で支援
対象者を限定する話なので、これは分けて議論しないと話が混乱すると思います。
先ほど病気を持ちながら働くのが既に一般的な課題になっている、というお話がありましたけれ
ど、これが、WHO が言っている、障害というのはマイノリティの問題ではなく、普遍的な問題だと
言っているのと一致すると思います。がんも、そういう意味で言えば、病気を持ちながら働く上で
いろんな課題がある。これは今の普遍的な障害という定義で言えば、障害に入るということだと思
います。
高橋

じゃあ、どうぞご質問を。はい。

10） International Classiﬁcation of Functioning, Disability and Health
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病院で産業医をしております。障害者の救済というふうにとるか、障害者の活用と

とるかということで大きく違っているのかな、と思います。与えられた仕事の遂行に向けて有資格
であるということが最も大事なことで、救済の立場をとると、むしろ資格がない人を何とか救済し
ようという立場をとりますけれども、活用というところでとれば、いかにサポートすれば有資格に
させることができるかというふうにとることができるので、むしろ救済というよりも、有資格者に
なるためにどういったサポートをすべきか、という観点のほうが、より前向きかな、と思いました。
また、その有資格であるということの判定をする者が一体だれなのかということが、これから大き
な問題になってくると思いますし、それを判定できるメディカルなり、労務の人なり、そういう公
正な判断ができる人をどのようにつくっていくのかということが大事だろうなと思いました。
もう一つ、先ほどクリニカルパスの話がありましたけれども、今あるもので使えそうだなと私が
ちょっと考えたのは、母子保健カードというのがあって、妊娠した場合に、例えば、つわりとか、
流産とか、可能性があるときに、何々を休めとかいうふうに、ある程度の対応策が決められたカー
ド化されているものがあります。妊娠というのはもう 10 カ月の限定ですし、妊婦はほとんどの場合
健康ですから、その後休職して戻るということには何ら問題がないので、例えば進行性が強いがん
の場合と同列に論ずることは大変難しいのですけれども、先ほどの安定したサバイバーの方とか、
１回目の乳がんのステージの若い方なんかは、割と母子保健のカード的なものを使えば、主治医と
企業側の橋渡しになる可能性はあるだろうなと思いました。
がんの一番難しい点は、やはり進行するということと、個人差、それから、がん種によって、ま
た、ステージによって非常に大きな違いがあるということですね 。一般的な障害者というのは、
「障
害固定」という言葉があるように、例えば目がなくなったとか、手が１本なくなったということは、
ある種そこで固定して、それ以上進行しないという場合には、非常にそのやり方は、ま、簡単とは
言いませんけれど、わかりやすいんですけれども。でも、がんの場合は、どんどん機能が失われて
いくステージの場合、どの間隔でその方が有資格であると判定するのか、どういったサポートをす
れば何とかなるのか。同時に、がんはお金を非常に使います。なので、健保が弱体な企業にとって
は、労働の給与も大変なんですけれども、健保のお金が大変です。健保というのは企業だけではな
く、労働者と折半というか、シェアしているものですので、そこの負担も考えないと。やはり、た
だ守ろうというだけでは一般の人もうんと言うわけにはいかないだろうから、そこら辺が非常に難
しいところかなと思いまして、今後は有資格労働者であることの認定が一番クリティカルなものか
なと思いました。
高橋

ありがとうございました。ほかにどなたかご質問、ご意見などいかがでしょうか、どういう

ことでも。どうぞ。
会場参加者Ｃ

ソーシャルワーカーをしております。春名先生、近藤先生、ありがとうございまし

た。
「合理的配慮」という日本語訳が、非常に日本人的というか、日本語的だなというふうに思った
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んですけれど、英語の reasonable accommodation と言うと、矢印が、上から下だけじゃなくて、
個人も、自分は権利があるから、こういうふうに配慮してくださいねという、自分から外に出る矢
印も全部含めた言葉なのかなというふうに思います。どちらかだけでもだめで、やっぱり両方必要
になってくると、本当に実感します。最初に春名先生が言われたような、普通の労働法である程度
カバーできるのに、それを知らないがために解雇されてしまったという事例に結構出くわすので、
例えばどういう法律や社内規程で自分がどう守られているのかというのをまず知るというのが、大
事。がんになった途端にガーンとなっていて大変なんだけれども、まずそれを知ってもらうという、
水際でちょっと啓発していくというのも、一つの流れとしてすごく大事なのかなと思います。だか
ら、例えば拠点病院の相談支援センターなんかには、
「職場を首になりそうなんですけれど」という
相談も、絶対相談員は受けるので、先ほどのガイドブックみたいな『がんと就労』の本を、もうそ
れをバイブルのようにして使っているところがあるので、もうちょっと宣伝してもらってもいいの
かなというふうに思いました。はい、ありがとうございます。

春名

いや、本当にそうなんですね。難病の人なんかも、病院で診断を受けて、最初の症状がすご

くて入院しなきゃいけないとなると、もうだめだと退職する人が結構いるんですけれども、そこで
病気の見通し等のアドバイスがあればよかったのにと感じさせられる事例が少なくありません。本
当は普通数カ月で退院して復職できる病気でも退職してしまう人がいるということがありますので、
そこのところで適切なアドバイスができる体制というのはすごく重要だなと思って、検討を進めて
いるところなんです。
accommodation の訳も、本当にそうだと思うんです。最初に翻訳した 2005 年の段階では、日
本は医学モデルの国なので、社会モデルの理念はさておき、こういう職場の配慮みたいなことは重
要だから、和魂洋才ではないですが、具体的内容を紹介することが重要だと考えていました。そう
いう理由で、内容からすると職場の安全配慮の配慮なんかと一緒だから、馴染みのよさそうな「合
理的配慮」と暫定的に決めた記憶があります。しかし、気づいたら定訳になりかけている。障害者
権利条約などを踏まえた reasonable accommodation という位置づけになってくると、配慮という
のはやはり企業から配慮するという形だから、accommodation の訳として適切かどうかというの
は確かにあって、それを問題にする人たちも確かにいます。
高橋

なるほど、と思いました。いかがでしょうか。じゃあ、どうぞ。

内田スミス

実際にアメリカの企業で職務経験がある内田スミスあゆみと申します。私も、
「合理的

配慮」の訳を、今お話を伺いながら考えていたんですが、中にいた人間からしてみると、「同僚から
ずるいと言われない職場環境整備」ということが近いんじゃないかな、と思いました。
「合理的配慮」
という言葉で言ってしまうと、あたかもそれがゴールのように響いてしまいますが、実際に中で見
ていると、それはハンデを持っている人たちがスタートラインに並べるように環境を整えるだけで、

34

がんと 就労

第二回 勉強会 報告書

第 三部

総合討論

実際にはその後、厳しい競争が始まるんですね。私のいた職場は 200 人ぐらいでしたが、ハンディ
キャップを持っていらっしゃる方は本当に一生懸命、だれよりも一生懸命仕事をされていましたし、
他の従業員同様、評価を気にされていました。ですから、ゴールではなくてスタートを整備すると
いうことが「合理的配慮」の考えだと思います。
一つ日本とアメリカと両方で生活をしてみて思ったのが、日本にこのシステムを持ってきたとき
に、我々は権利を主張するだけでなく、もらったものに対して責任をとる心構えがあるかどうかと
いう疑問です。日本人の多くは、その準備がまだできていないのでは、と思うのです。ものだけも
らっても、じゃあ、そのパフォーマンスに対して、同僚が「ずるい」と思わない働き方で責任をと
る用意があるか、というところが気になりました。
あと、アメリカにおいては、限られた権利を特定のグループが取り合っているのではなくて、す
べての従業員に対してこの考え方は浸透していたように思います。
「合理的配慮」をしてもらうこと
で、各自が責任をもって仕事の結果を残すということが共通の理解となっていました。ひとつの例
なのですが、外国人労働者であるわたしは、アメリカの日本人居住者に対してのボランティア活動
を行っていましたが、平日にもボランティア活動をするために、数時間の活動を残業と土日で補て
んするので、許可してもらえないか、と会社に交渉しました。それで、周りのチームと企業全体の
業務に支障がないという判断から OK が出ました。reasonable accommodation とは、狭めた考え
方ではなくて、みんなが責任を持って仕事をするかわりに職場環境を個々のニーズにあわせて調整
するという発想になれば、限られた中での法律であっても、企業文化としてすべてのケースに普遍
的に使われていくのではないかという期待を持ってお話を伺いました。ありがとうございました。
高橋

ありがとうございました。内田スミスさんは第１回の勉強会で講演をしてくださって、アメ

リカで働かれていたときにどういうふうに思われたかについては、お手元の第１回の報告書にあり
ますので、ぜひまた後でご確認ください。
はい、どうぞ。
会場参加者Ｄ

内科をしています。今日話していただいて、主治医の介入支援が必要だよという言

葉をお聞きして、非常に反省点が多々あります。「やめる必要ないんだよ」とか、
「せめて抗がん剤
投与のサイクルは配慮してもらえるようにお伝えしてください」ということは言っているんですけ
れども、２コース、３コース目、どういう配慮を要求しなきゃいけないかというところまでは踏み
込んでいなかったので、頑張りますではないですけれど、明日の臨床でそれを生かしていければな、
ということを反省しながら聞いておりました。
もう１点ですけれど、転移・再発された方への配慮は非常に難しくて、私たちも計画を持てない
です。腫瘍の種類、スピード、それから薬剤への反応性によって千差万別です。ただ、術後療法、
手術した後に抗がん剤治療というのは決められていますので、そこはしっかり計画をつくっていけ
ると思いますが、ただ、医療の貧しさというか、至らなさというようなところへ来ると思うんです
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けれど、どうしても臓器別に、呼吸器の先生だったら肺がんを見ながらぜんそくを見ていくという
形で、悪性腫瘍に特化して知識を持つという教育支援システムが医学部・医学界の中では乏しいの
が今少し気がかりだなと思いました。恥ずかしい話ですけれど、実際に、他科のドクターから術後
療法でどれぐらいやったらいいのかという相談を受けることもありますので。ですので、そこの医
学レベルの底上げも必要なんだなと。これ恐らく臨床腫瘍学会やがん治療学会でやるべき事柄なん
ですけれど、もう一つの反省点として申し上げておきたいと思います。ありがとうございました。
高橋

ありがとうございます。今日本当にいろいろなお立場の方々が参加してくださっているんで

すけれども、どのような切り口からでもいいんですが、ご質問、コメントなどいかがでしょうか。
はい、どうぞ。
今の医学教育の中で腫瘍をどう扱うかというのは、去年から文科省がオンコロジー

会場参加者Ａ

（腫瘍学）を入れなさいというので、どこの大学でも一応独立した科目として入るようになってきて
おります。ただし、今論じているような論点が入るかといったら、かなり怪しいところがあります
けれども、少なくともまとめて腫瘍学というのを勉強して、それをまとめた科目として評価すると
いう形に少しは変わってきているかなと思います。
もう一つ気になるのが、日本語で言う「障害」という言葉と、アメリカで言う「障害」というの
は handicap ？
春名

disability ですね。
disability。だから、そのニュアンスの違いがあるんじゃないかなという気がするん

会場参加者Ａ

ですけれど。
「障害」っていう言葉をすごく障害者も嫌がるし、障害者と健常者ということを区別す
るのをすごく嫌がる障害者の方が多いので、日本語の「障害」という言葉を変えたら随分いいんじゃ
ないかなと思うんですけれど、何かいい言葉はないですか。
春名

今なかなかないんですよね。だから、ＱＯＬやＡＤＬと障害の問題を合わせたような言葉が必

要なんでしょうけれど。 11）
つくりましょう。

会場参加者Ａ
高橋

内田スミスさん、ごめんなさい、急に振って。語感として、障害と disability について、何か

コメントがありますでしょうか。
内田スミス

さらに最近は、disability ではなくて challenged person という言い方をして、ます

ます言葉が繊細になってきていると思います。何かできないことに対してチャレンジを受けている
という呼び方をするようになっているようで、アメリカはより言葉遣いに繊細になっていますね。
高橋 「チャレンジ」という言葉は、確かにそうですね。皆様いかがでしょうか。語感のことじゃな

11）障がい者制度改革推進会議では議論の末、当面「障害」という表記を用いることになりました。

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kaikaku/s̲kaigi/k̲26/pdf/s2.pdf
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くても、何でも結構なんですけれども。
じゃ、ちょっとコメントなんですけれど。実は今日昼間のＮＨＫの「キラキラ 40」、福祉ネット
ワークの収録のときに、治療の場で医療従事者は何ができるかということも話題になったんですね。
先ほどから、例えば手帳、母子保健カードのモデルとか、あとクリニカルパスを使ったらどうかと
か、いろんなアイデアがあって、確かに治療医はもっと情報提供ができると思うんですね。その一方
で、
「労務可能」と４文字だけ書くのは可能かもしれないけれど、どういう労務かというのは、やっ
ぱり治療医にはわかりにくいし、正直言って医師は病院の外の働き方をあんまりわかっていないん
ですよね。なので、漠然と「何か仕事に向けたアドバイスを書いて」というふうに言われるよりは、
私だったら、「３カ月後の状況がどういうふうになるのかの目安を書いてほしい」とか、「自分はこ
ういう仕事をしているけれども、治療と両立できるだろうか」とか、そういう感じでできるだけ具
体的に聞いてもらえれば、「こういう就労に関しては可能だと思う」のように書けるかと思うんです
よ。ただ、これは産業医の先生方に伺いたいんですけれども、そういうふうに治療医が、あるいは
産業医がアドバイスしたことを、経営者側、あるいは人事労務担当者の方は、そのまま聞いてくだ
さるとは限らないような気も一方でするんですけれど。状況としてはいかがなものなんでしょうか。
はい、先生どうぞ。
会場参加者Ｂ

本当に、企業とその人によるとしか言いようがなくて、先ほどの幾つかのケースに

もありましたように、その人唯一のポジションの場合は代替不可能なんですね。ピラミッド型になっ
ているので、高い位置になればなるほど代替不能になってきます。だから、ヒラで、若くて、ま、
安い給料で雇われている場合は、比較的スイッチングが可能なので何とかなるんですけれど、逆に
もう部長とか、General Manager とかになってくると、その方に半年休まれたらもう仕事回らない
ですから、そこでいろいろ配慮しろと言われても、それは無理だよねということになるんですね。
専門性が高い職種、例えば外科医がしばらく休むとして、すごいスーパーな外科医が休むというこ
とと、レジデントが休むということでは意味が違いますでしょう？つまり代替不能性ということと、
その企業の規模もあるし、違う職種を探せるかどうかということもあります。切った、はったで雇っ
ている人に、例えば身体的負荷が少ないから精神科やれと言っても無理なように、いくら治療医に
書かれてもだめなものはだめなので。やはりそこの中間点に立つのは産業医。その企業の細かいこ
とを知っていて、いくら言われてもだめなものはだめだし、それを通訳するような作業はどうして
も必要になってくると思います。
高橋

ということは、産業医の先生には、治療医に向けて、職場の状況を翻訳・通訳していただく

ような役割は期待できるということですね？
会場参加者Ｂ

ええ、期待してもいいと思います。だけど先ほど言ったように、就業規則も、がっ

ちりありますのでね。就業規則には、通常は心身における疾病で業務が遂行不可能となった場合は
解雇理由としていいという、規則がありますので、その就業が難しいという判断そのものをするの
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も、やはりメディカルじゃないとわからないわけですね、通常は。ただ、そうなると、産業医が、
今メンタルで非常に私たちがつらい立場になっているのは、猫の首の鈴つけ役にならされているこ
とが多くて、あまりにも強い負担がかかってくると、その判定者としてつらい立場に立つのは私た
ち（産業医）かな、という気もします。
高橋

ありがとうございます。はい、どうぞ。

斉藤

今日はありがとうございます。衆議院議員の斉藤進と申します。厚生労働委員会に所属して

おります。いつもありがとうございます。お聞きしたいのは、がんの患者の方をやはり障害者のと
ころに含めるというところで、実は私も部会なんかで、がん患者さんの団体ともいろいろ話しては
いるんですけれども、なかなかそういった話題がまず出てこないということが一つ。もう一つは、
今私の地元でも、いろいろと支援の要る慢性骨髄性白血病の患者の方がいらっしゃるんですけれど
も、自営業で、今薬を飲みながら仕事をなさっていて、もう寛解状態を保てなくて入退院を繰り返
していて奥さんが何とかやっているんですけれども、息子さんが大学に行って、非常に経済的に苦
しいような状況が続いておりまして。ほかのがん患者の方々がなかなか就労できない方の現状とい
うのは一般的にどういった感じになっているかというのをお伺いしたいということ。それから、障
害の程度も含めて、やはり障害年金の議論も絡んでくるのかと思うんですが、今いろいろと本当に
障害、身体なり、知的なり、精神なりの方は、障害年金にいろいろプラスして、福祉的就労や一般
就労をなんとか継続しているという状況です。それで、箕面市とか、滋賀県のほうでは、それにま
た別の方策で社会的雇用というのを始めて、何とか暮らしていけるようにしようじゃないかという
話になっているんですけれども、今回障害の程度区分にがんを含めるというのは、そういったとこ
ろも見越しているのか。また、海外では、そういったがん患者への就労支援というのは、具体的な
事例というのはどのような形で、金銭的なものも含めて支援をされているというか、行っているの
かお伺いしたいと思います。
春名

どうもご質問ありがとうございます。先ほどの障害の考え方とも関連していまして、アメリ

カには雇用率制度はありませんし、ＡＤＡ（障害を持つアメリカ人法）での障害者認定は、障害年金
の対象の認定とは全く別の問題ですので、日本の「障害者認定」の延長線上で考えると混乱すると
思います。日本では障害者対策の対象となる人と一般の人との中間の、少し配慮があったら仕事を
続けられるのに、というような人たちが生きづらく、何の対策も支援も受けられていないというよ
うな状況になっていて、実際病気を隠して働いている人がたくさんいる状況になっています。難病
の場合ですと、障害認定されるような機能障害もなく少し配慮があれば仕事も無理なくできるよう
な人が、就職面接で何度も門前払いにあったり、病気を隠して仕事に就いても体調悪化で退職を繰
り返したりして、貯金を切り崩し生活保護の対象となったり、精神的に追い詰められたりというこ
とがあります。少しの配慮がないために、悪循環で問題が大きくなっている。ですから、今までの
障害者対策の延長として、生活の問題が大きい人を追加的に範囲に入れる、というのは、がんや難
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病の就労問題では、ポイントがずれると思います。むしろ、病気のせいでちょっと仕事を続けにく
いというような人たちが、生活を破綻させない予防的な支援として職場での「合理的配慮」を必要
としている。諸外国での、社会支援や、障害としての位置付けは、そのような意味と考えた方がよ
いと思います。
高橋

あと追加でなんですけれども、この研究班で今、がんの治療を受けながら就労する方に、海

外でどういう支援媒体があるかということを調べているんですね。それで、今現在でわかったとこ
ろでは、アメリカ、イギリス、オーストラリア、デンマークの資料が集まって、近日中にホームペー
ジにアップできるんですけれども、まず小冊子、紙媒体がたくさんありますね。みんなＰＤＦで読
めます。それらの教材の対象者としては、経営者や人事労務担当者向け、また直属の上司向けの資
料もあります。労組向けの資料もありました。労働組合が、がんの治療を受ける組合員さんから、
人事・働き方について相談があったときにどういうふうに対応するかという資料ですね。それから、
医療関係者に向けた資料があります。医療関係者に向けた資料は、やっぱり医師、看護師などが、
目の前のがんの治療を受ける方の働き方について基本的な知識が非常に欠けているので、大体治療
医は労働法の知識を持ちあわせていませんから、そのあたりの、
「あなたが治療をしている目の前の
方たちは、こういうことで困っているんですよ」ということを教えるための教材もあります。医療
者に向けたセミナーも開かれています。もちろん、教材やセミナーが充実していると言えるのかど
うか、そういうものが改善につながっているかどうかは別に評価が必要ですが。ですけど、少なく
とも勉強しようと思えば手に取れる材料はあるので、少なくともこの 3 年間で、このプロジェクト
もそこまでは進みたいと考えていますけれども。
上野

質問いいですか。

高橋

はい、どうぞ。

上野

一つ質問したかったんですけれど、朝日新聞で記者をしています上野と申します。私もサバ

イバーですけれど、最近取材で非常に気になったのが、小児がん経験者が元気になるケースがふえ
ているんですけれど、その後の就職のところで非常につまずいてしまうケースが結構ありまして、
一つは、
「晩期合併症」とか「晩期障害」と言いますけれど、外からあまりわからないけれども、い
ろいろな形で、成長期に受けた強い治療による後遺症を一部抱えている方がいる。もしくは、そう
いうのはないけれども、やっぱり自信がないとか、それから、病気のことを言ったら就職できない
んじゃないかとか、逆に言わないで就職したらまずいんじゃないかとか、いろいろなことで非常に
これからも多分大きな問題になっていく話だと思います。今までの話、基本的に成人した既卒の人
が中心の議論になっていると思うんですけれども、例えばそういうがん経験者の就労という意味で
は、小児の経験者、今大人になっている人たちに関しての関心とか、もしくはそういう部分という
のが、お二方のほうで何かあれば教えてほしいのと、高橋都先生のほうには、いろいろな海外のサ
バイバーに対する支援の中に、長期フォローアップの中で子どもたちが大きくなったときの就労と
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いう視点で何かガイドラインや、社会啓発みたいなものの動きがあるのか知りたいと思って、ご質
問をしました。
春名

子どもの方は、ほかの障害でも、心臓病の人だとか、子どものときから障害があった方での

就労問題があります。子どものときにあんまり病気のことでかかりきりだったということで。特別
支援教育での病弱児教育では最近、就労支援やキャリア教育が重視されるようになっています。ま
た、病気自体は同じでも、何の問題もなく働いている人と、「病気のせいで」働けないと思っている
人の落差を感じることがあります。家族を含めた周囲の環境、様々な支援者との出会い等の違いが
大きいことも考えられます。
高橋

ありがとうございます。今日は、小児がん関連の活動をしていらっしゃる方も実はたくさん

参加してくださっていて、聖路加で小児がん専門医をやっていらっしゃる石田先生からコメントを。
石田

聖路加の小児科の石田と言います。まさしく私自身が今テーマにしているのは、小児がん治

療終了後のいろんな問題で、もちろん、身体的な問題、社会的な問題、いろいろあります。その中
の一つとして、やはり就労の問題があります。成人で、一旦就職されて仕事をされていた方ががん
になってもう一回復帰するのと大きく違うのは、いまだに学校の途中とか、あるいは小児がんっ
て 3 〜 4 歳が一番多いので、まだ幼稚園にすら行っていない時期に小児がんになった子たちが社会
性をどうやって身につけるかということです。もう一つは、就職を一回も経験していない方が初め
て就職をするというところで、やっぱり、かなりつまずきやすいということがあるし、実際に仕事
をするのがどういうことなのかというのがわからないままで就職試験を受けたりすることがあって、
就職する前になかなか社会性が十分に身につかないところも大きな問題点ではないかなと思います。
先ほど病名告知のことをお話しされましたけれど、最近ではもうほとんどの方には病名をお話しす
るということになっていて、ほとんど９割以上は話していると思いますが、30 年前とか 20 年前に治
療を受けた人は、その当時はほとんど話していなかったです。その人たちに、どういうタイミング
で話をするか。成人になってひとり立ちしたときにはなるべく話をしましょうとずっと言い続けて
いても、親がどうしても拒否するというケースもあります。そういう意味でやはり、成人のがん経
験者の方の就労と共通点もあるんですが、小児がん経験者には非常に特異的な部分もあるので、こ
れもどうやって考えていったらいいか。先ほどちょっとヒントになるかなと思ったのは、やはり「障
害者」っていう言葉が、どうも日本語だと固定した感じのイメージとしてとらえてしまうんですが、
がんに罹患したために一時的にいろんなハンディキャップを負ったけれども、また普通にできるよ
うになる、一時期にちょっとそういう支援を受けながらまた戻るということがあり得るんだという
ことで、欧米各国の「disabled」の割合が人口の 10％といっても、その中のかなりの人が一旦こう
いう支援を受けながら、また普通に戻っていっているということから考えると、日本ではやはり「障
害者」という言葉でちょっとレッテルを張られるというか、何かそういうことを言われること自身
に抵抗があって受けられないということもあるのかなと、いうふうに感じました。
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ありがとうございました。もう終了予定時間から 10 分も過ぎちゃった。すみません。海外の

団体でつくっている小児がん経験者向けの支援本などには、目次の中に必ず「就労」という項目が
入っていますね。
本当に活発なご討議をありがとうございます。こんな感じで、広く就労全般について問題点を出
し合いながら、ここが気づきの場になればよいなと、思っています。
お二人の先生方、今日はどうもありがとうございました。（拍手）

第３回の勉強会ですが、1 月 31 日になります。次回は、産業医の立場からとがん治療医の立場か
ら、支援に向けた現場の課題について、北里大の和田先生と、今日も参加してくださった聖隷浜松
病院の金先生にお話をいただきます。それから、1 月 31 日と同じ週の土曜日、２月５日には、この
プロジェクトの今年度の成果発表会があります。東京の青山のこどもの城の会議室ですので、また
連絡を回させていただきます。ホームページが立ち上がって、そこから登録もできるようになりま
したので、このトピックに興味を持ってくださる方々にぜひ広く広報していただければと思います。
今日は本当にご参加ありがとうございました。お疲れさまでした。（拍手）
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