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第 4 回「がんと就労」勉強会
日時： 3 月 7 日 ( 月）午後 6：30 ー 8：30（6：15 受付開始）
場所：ラーニングスクエア新橋　4 階会議室 4B
会場アクセス　http://www.learningsite21.com/ls4/e01.html

「がんと就労」勉強会について

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



第一部
  がん患者就労支援の実践 ～NPO と株式会社を通じた多角的活動から

桜井なおみ さん

特定非営利活動法人 HOPE ★プロジェクト代表
キャンサー・ソリューションズ株式会社 代表取締役社長

桜井なおみさんのプロフィール

1967 年東京生まれ。NPO 法人ＨＯＰＥプロジェクト理事長。キャンサーソリューショ
ンズ（株）代表取締役社長。CSR プロジェクト代表。産業カウンセラー。
2004 年夏（37 歳）乳がんの診断を受ける。その後、自らのがん経験や社会スキルを活
かし、子育て世代 / 小児・若年性がん患者の自然遊びの会（ボタニカルキッズクラブ）を
始動。設立１年後を契機に NPO 法人化、理事長。初期治療を終え、職場復帰から１年
半後、17 年間勤務した設計事務所を退職。このときの経験をもとに、働き世代のがん
患者支援の必要性を感じ、2007 年に東京大学医療政策人材養成講座４期生に参加。
筆頭研究者として「がん患者の就労・雇用支援に関する提言」を発表、最優秀賞とDREAM
賞を受賞。
2009 年12月より、がん経験者の就労支援を目的とするキャンサー・ソリューションズ
（株）で事業を開始。がん経験を活かした雇用機会の創出や相談事業に取り組んでいる。

主な受賞歴：2008人間力大賞会頭特別賞受賞、2007年度エイボン Hello Tomorrow 受
　　　　　　賞など。

編著書：「がんと一緒に働こう！（合同出版）」、「希望の言葉を贈り合おう 第１集～３集
　　　　（清流出版）」
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司会（高橋）　それでは、桜井さん、どうぞよろしくお願いいたします。

桜井　皆さん、こんにちは。桜井と申します。では、さっと自己紹介をいたします。私は 2004 年

の７月の６日にがん患者になりました。この日からずっと治療を続けております。それまでの自分

の生活ぶりはどんなだったかなと考えてみると、荒れた生活をしてましたね。ずっと仕事ばかりし

ていました。仕事はとても楽しかったです。仕事が本当に生きがいにもなっていました。

　というのは、自分は最初薬学部に入ったんですね。薬剤師になろうと思って薬学部に入ったんで

すけども、入って、いざ自分がその道に行くぞと決まったら、なんか嫌になっちゃったんですね。

やはりものを作るほうに行きたいと思って、環境都市計画というんですけど、普通に都市計画する

だけじゃなくて、そこにちょっとエコロジカルな視点を入れて町づくりをしましょう、という学問

があるんです。それがとても面白かった。

　それが勉強できる大学は当時国立大学では一つしかなかったので、もう一度共通一次試験を受け

て入り直したんですね。ですので、私にとってその仕事に就くということは、18 歳、19 歳ぐらい

から ―37 歳のときに私は告知を受けたんですけども― 告知に至るまでの 20 年間分の自分のアイデ

ンティティが全部詰まったものでした。その仕事っていうのはめちゃくちゃ、とにかく忙しくて。

もう会社に泊まり込むことももうしばしばでした。１月から３月までは、月 100 時間以上残業して

いましたね。いつも机の下に寝袋を置いておいて、寝袋にくるまって寝る。そんな生活をずっとし

ていました。

　大体それが 30 歳、そうですね、ひとり立ちして、技術士という資格を取ってから、32 歳ぐらい

からはずっとそんな生活をしていたんですけれども。それでもやはり自分が考えたことが物になる

というのがすごく楽しくて、楽しくて、仕方がありませんでした。一昨日までドイツのほうに行っ

ていたんですけれど、ちょっと私は足を伸ばしてカールスルーエというところに行ったんですね。

私は大学のときの卒業論文がカールスルーエだったんですね。だから何かすごく思い出深く、旅行

もしてきたんですけれども、やはりそういう景色を見ながら今を振り返るとちょっと胸が痛んでい

ます。

　そういう、忙しい生活を送っていたので、罹患後は仕事というものの意味をすごく考えました。

今は、私の今年のテーマなんですけれど、「患者自立」と置いています（スライド１）。このために

がん患者の就労支援の実践ということで、私は NPO 法人の代表もしているんですけれども、もう一

つ株式会社の代表取締役もすることになりました。

　今日はなぜ二つの側面を持っているかというお話とか、今度またこの HOPE★プロジェクトとい

うところから一つ新しいプロジェクトが一般社団法人として生まれましたので、そんな具体的なお

話をさせていただこうかなと思っています。

　これは、私の病歴ですね（スライド２）。2004 年の７月で、その後手術を行って、このときリン

パ節の郭清をしました。22 個ほど取ったので、結構これが、私は後々考えると痛かったかなと思っ

ています。最近、論文で腋窩のリンパ節郭清をしても、たいして予後に違いがないというのも出て
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スライド 1 スライド 2

きて、もうずるこけなんですけれども、たまたまこの利き腕のほうですよね。利き腕側で、しかも

設計の仕事でＣＡＤというものすごく特殊なソフトを使うんですね。、マウスの操作が単純に左・右

だけではなくて、や両方同時に押したりですとか、激しく動かすんですね。それがきつかったんです。

浮腫になってしまって。で、「あ、ガンというのは、やはり元に戻れる自分と、元に戻ることができ

ない自分がいるんだな」ということを、もう認めざるをえなくなりました。

　化学療法をその後も受けて、職場復帰をしましたけれども、やはりこう、心がとても揺らぎました。

というのは居づらかったんですね。何か日本人的な感覚なんだろうなと思うんですけれども、とに

かく、私がいなかった間に、私の周りの同僚は、めちゃくちゃ忙しかったと思うんですよ。急に私

がある日突然がん患者になってポコンと半年抜けたので、多分私がいない間に、みんな地獄を見た

と思っています。それで帰ってきて、ほら、帰ってきた、じゃあ働いてくれよと言ったら、え、ま

だ働けないの？　あんなに休んでいたのにまだ働けないの？　という・・・。そういうちょっとした、

何と言うんでしょうね、がんへの正しい理解とか、周囲とのコミュニケーションがうまくいかなかっ

たのかなと思っています。

　それとあと、私は役職辞退を私は自分から申し出たりしているんですね。こういうのも、働くこ

との権利とか、自分ががんになる前どれだけ仕事をやって、会社に尽くしてきたのかとか、そうい

う過去を全部自分で切り捨ててしまったんですね。自分の働く権利も全くわかっていませんでした。

役職辞退を申し出たことで当然お給料もカクンと下がってですね、半分ぐらいになりましたね、年

収が。でも仕事量は変わらずのままで、当然のことながらモチベーションだけが下がってくる。そ

れで辞めてしまった、というのがこの 2006 年の 12 月でした。

　このときまでに、そうですね、３か月から半年に１度、会社の人とは話し合いをしていたんです

けれども、最終的に私が決めたのは９月です。2006 年の９月に決めまして、そのときに話し合いを

したとき、「工程が立たない人間は非常に扱いにくいよね」というような言葉を言われました。この

言葉の意味が部下を抱えていた人間としてとても良くわかったんです。自分も、確かに、がんでい

つ休むかわからないし、人数が少ない中で業務一本まとめて欲しいと頼んだのが、ぎりぎりになっ

て上がらないよと言ってポーンと投げ返されたら確かに上司は困るよなと、すごく思ったんですね。
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で、何か、言われたことにすごく納得してしまったんです、私。

　それと同時に、やはりそういうふうにしか考えられないのかという会社に対してとても失望感を

感じてしまったんですね。何かちょっと自分の整理が必要なのかなと思って、じゃあ、今そのとき

一番重たいカバン、これをいったん置こうと考えたんです。そのカバンを置いたのが 12 月だった

んですけれど、置いてみて、いざ失業保険の生活を始めてみたところ、一番置いてはいけないカバ

ンを私は置いてしまったんだなと、とても思いました。

　失業保険をもらって、離職票を持って最初にハローワークに行きますよね。行くと、業務縮小に

よる解雇という丸が付いていました。では 240 日間失業保険で生活をしようと思いました。

　このとき初めてハローワークに行きますよね。行くと最初にビデオを見せられるんです。これが

私はとても不思議だったんです。働くビデオを見させられるんです。要は、車の免許の更新に行っ

たときに、よく事故で何かひっかかって点数が付いてしまうと事故のビデオとか見せられるじゃな

いですか。あれの就職バージョンなんですね。働け、働け、ビデオだったんです。とにかく週５日

働こう！　みたいな感じだし、あと、早く復職しよう！　という感じなんですね。それを見たとき

すごく違和感を感じてしまったんですよ。私はまだ週に１回ぐらい通院が出てくる。週に５日は働

けない。なぜ今こんな、仕事をやれやれという教育を受けなくちゃいけないんだろう、というのが

すごく不思議でした。

　相談窓口に行っても、「実はがんなんですけど、どうしましょう」という話をすると、「ええ？がん？

じゃあ、治してからにしたら？」というふうに言われましたね。治してからと。乳がんって大体 10

年ぐらいかかりますよね。じゃあ 10 年間、何をしていればいいの、と。多分一番面白い時期。人

生として 30 代後半ぐらい、一番面白い時期。10 年間。うーん、そうすると 50 歳ぐらいになってし

まうぞと。50 歳になってから何をしろと言うんだろうと、すごく思いました。

　そういうもやもやした気持がたくさんある中で、私は２人の友人と出会いました。１人は岸本葉

子さんですね。もう１人の友人が生長と言うんですけれども、毎日新聞の記者をしていました。彼

女と出会ったときに、彼女は肺がんが転移をしていて、結構厳しかったんですね。でも、彼女は緩

和ケアを受けながら、亡くなる２週間前までずっと働いていました。家を出かけようとして、パソ

コンを持って倒れて、その場で救急車で運ばれて、退院することなくそのまま息を引き取っていっ

たんですけれども。私はその彼女を見ていて、自分は仕事という重たい荷物を置いた。でも彼女は

その荷物を手放さなかった。この差って何だろうなとすごく思ったんですね。それが何か、自分が、

がん患者が働くことの意味というのをすごく考えたときでした。

　その後、ちょうど悩んでいたときに、東京大学の医療政策人材養成講座がありました（スライド

３）。１期生を公募したとき、私はちょうど抗がん剤治療中だったんですね。その後、２期、３期と

募集されてましたけれども、仕事もごちゃごちゃな状態で、行けませんでした。ちょうど仕事も終わっ

て、何か一段落ついたのがこの４期生の公募のときだったんですね。

　それで、ここに参加をしました。これは論文で応募するんですけれども、「医療を動かす」という
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テーマで応募します。私は、そのときに、「がんと就労問題を問う」というテーマの論文で投稿しま

した。まさか通ると思わなかったんですね、説明会のときに 160 人ぐらいいましたからこの中から

選ばれるというのはまずないだろうなと。ところがなんとか選ばれて講義がはじまりました。講義

の最初に３分間自己紹介スピーチというのをやらされます。自分の名前と、なぜここに来たのか、

それと何をやりたいのかということを話します。

　そのとき私が就労問題をやりたいという話をすると、最初の反応は結構ブーイングだったんです

ね。まず最初に言われたのは、「就労問題より、がんは治すことが第一問題でしょう」と。で、まず

違和感を覚えて、「えっ？」と思ったんですね。医療には救急医療とかいろいろな医療の問題がある

から、そちらのほうが大切だと。また、これは「医療を動かす」というテーマではないだろうとも

言われました。これは社会問題だと言われて、結構ブーイングだったんですね。

　私も、確かに言われてみればそうかもしれないなとは思ったんですけれども、やはり部位によっ

ては治らない疾患の方もいらっしゃいますし、わりと長く治療を続けていく病気もあります。患者

にとってみたら、治るか治らないかというよりは、私はどう生きるかという、いわゆるサバイバーシッ

プなんですけれども、どう生きるかというほうがとても価値が大きかったんですね。なので、「がん

は治せばいいじゃない」という言葉に対して、とても違和感を覚えました。「治せばいいのではなく

て、社会的な死というのは、私にとってはもう死んでいるのと同じことです」と回答したのを覚え

ています。

　そんなことがあってから、実際の調査研究をスタートしたのですが、最初に賛同して入ってくれ

たメンバーは、結構少なかったんですね。最初のメンバーは患者さんばかりだったんです。例えば

内臓機能障害者の方とか、潰瘍性大腸炎の方、あと、自閉症協会の方もいらっしゃったんですけれ

ども。こういう方たちは、皆さん患者が自立し、働くことの意味がとてもわかる。ぜひこの調査研

究に参加したいと言って、入ってきてくれましたが、医療者の方は反応が今一つで、私の調査班に

はほとんど入ってくれませんでした

　それからメディアの方もあまり入ってくれませんでしたね。調査チームを立ち上げるには、四つ

のステイクホルダーと言って、メディアと、患者経験者と、政策立案者と、医療従事者の四つがそ

ろわなくては調査研究班として認められなかっ

たので、必死の思いで一本釣りをしました。お

願いだから私の調査研究班に入ってください、

就労問題に参加をしてくださいとお願いをして、

何とか調査研究班を組んで始めたのがスタート

でした。　

　研究をしながら、やはり一番大切だったなと

思うのは、数字をもってものを言うことの重要

性を知ったことです。2008 年の３月に、がん患
スライド 3スライド 3
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者の就労雇用に関する調査、１か月ぐらいで、しかもお金がなかったので、ウェブアンケートとい

う本当に１万円ぐらいでできるものですけれども、それをやりました。

　短い期間にもかかわらず、患者さんはかなり参加してくださったんですよね。なので、関心は高

いんだなと思ったんですけれども、結果は結構厳しいものでした。４人に３人が仕事を継続したい

と希望していたにもかかわらず、３人に１人の方が仕事を辞められている、あるいは転職している

という、その実態が明らかになったんですね。

　それから、年収が下がってしまっているということがわかりました。あと、それに対して、職場

の理解とか、あと制度改革が必要といった声があがっていました。そういうものを一つ一つ整理し

てものを言っていったら、最初、「ええ？」と言っていた人たちが、ガラっと変わったんですね。み

んな、そうかと。がんと就労の問題というのは、要は今まで治すことを考えていただけれど、やは

り治せないものもあるし、３人に１人が辞めている状況がある。パジャマを脱いだ患者さんたちが

社会に出て、こんな目に遭っているとは全然気が付かなかった、臨床の現場では考えもしなかった

という声がとても寄せられてきて、この結果を発表するころには、もう何か、研究班が逆にオーバー

フローしてしまって、「申し訳ないけれどオブザーバーになってください」というほどに班が大きく

なっていました。その提言書を発表して、講座のほうは終了したんですけれども、思いもよらず最

優秀成果物賞という、その年の１番の賞ですね、それをいただけたんですね。本当に信じられなかっ

たです。

　個人的にもいろいろな賞をいただいたんですけれども、このときからすごく考え始めて、提言書

を出したり、シンポジウムを開催したりとかということを３か月に１度ぐらいのペースでこつこつ

と、ずっとやってきたという感じです。

　2011 年の３月３日のひな祭りの日に、一般社団法人の CSR プロジェクトがようやくスタートし

ました。

　「患者が直面する三つの課題、一つの痛み」（スライド４）。私はこれを四つの痛みとも読んで、こ

の図を学会などでもよく使わせていただいています。それから海外の論文でもこれは必ず出てきま

すね。やはり、社会的な痛みとか、心の痛みとか、それから治療方法、医療の悩みや痛みとか、後

遺症の痛みとか、こういうものがあります。こ

の中で私、昔はこの「スピリチュアル」という

のを入れていなかったんですね。いろいろなこ

とを考えていって、最近これがわかるようになっ

てきました。何かこのスピリチュアルな痛みと

いうのはあるなと、とても思うようになりまし

た。

　それは自分が、例えば仕事を失ったときです

とか、友人を亡くしたときとか、そういうときっ スライド 4スライド 4
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て、何か心が痛いというよりは、何かもう心の上にあるような、人間の尊厳とか、何かもっともっ

と上の高いところにあるものがすごく痛かったんですね。こういうものがやはりあるんだなと思い

ました。

　がんと就労問題と言ったときの「就労」。なぜ患者が働くのかと考えたときに、このスピリチュア

ルとか尊厳という言葉は、ものすごく重要なことではないかと思っています。

　今回フランクフルトに行ってシンポジウムで発表させていただいたんですけれども、そのときに

海外の方からいろいろな反応とか声、賛同の声をいただいたんですけれど、私がすごくうれしかっ

たことがありました。ブラジルの患者さんだったんですけれども、自分たちは治療費を払うために、

逆説的ですが、仕事を辞めないと駄目なんだそうですね。生活保護に自分を置かないと、治療費が

払えないそうなんです。がん治療が受けられない。なので、ブラジルのがん患者さんは８割以上の

人が仕事を辞めてしまうそうです。

　今回、このナオミの発表を聞いて、それはいけないんじゃないかと思ったと。多分、人間の尊厳

とか、人としてどうあるべきかとか、納税者としてどうあるべきかとか、そういう責任という問題

から見たときに、このままでいいのかと自分はすごくインスパイアされた、という発言を何人かの

方からいただいて、すごくうれしかったんですけれども。やはり自分も、そういう部分を感じてい

ます。

　たくさんのハガキと手紙が届いています（スライド５）。メールもたくさんいただいているんです

けれども、これはそれらを広げたときの風景です。今大体 700 通以上になっています。メールも入

れると 800 通近くになっているんですけれども、大体半分の方が患者さんです。それから残りの４

分の１が親や奥様。要はご家族ですね。それから４分の１が医療従事者の方たちです。例えばこう

いう訴えが来ますね。がんの手術をしたので、13 年間全く昇級がストップしているというようなこ

と。年齢的にももう 50 代半ばで、再就職をとても困っているという声。普通手紙って皆さん、そ

んなにびっちり書かないと思うんですけれど、裏表で書いてくるんですね。私は一通一通全部読ん

でいますけれども、本当にその中に、こういう悩みを言う場所がないんだなということ。あと、こ

の問題というのは、今、急に始まったことではなくて、がんという病気が始まったときからずっとあっ

スライド 5スライド 5
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たのかもしれないなと、とても思いました。

　それと同時に、やはり患者の数だけ家族がいます。それを思うと、働くことというのがどれだけ

大きな意味を持っていくのかということ。これはもう家全体の問題なんだろうなと考えるようにな

りました。

司会（高橋）　それは出版なさった本の感想カードですか？　

桜井　本を出版したときに、30 冊プレゼントしますという広告を出したんです。そうしたら何百通

と来てしまったんですよ。その記事も本当に小さいもの。メディアの方いらっしゃったら申し訳な

いですが、本当に小さくて、何日に出るよと言われた私すら見つけられなかったぐらい小さな場所

だったんですけれど、申込が来てしまうんですね。

司会（高橋）　その応募ハガキにたくさん書いてあったということ。

桜井　単純に応募ハガキなんですよね。だからそんなにたくさんコメントを書かなくてもいいんで

すけれどもうワーッと書いてあったんです。びっくりです。出版社の方もがんの経験者の方だった

んですけれど、電話をかけてきて、「桜井さん、選べないよ、30 通」と言われてですね。「え？」と言っ

たら、「もうハガキがコメントで両面真っ黒なの。この中から選べない」と言われて。「いや、でも

選ばないと駄目だよね」と言ってですね。協賛というか、なんとか企業さんのほうにお願いして、

せめて５人に１人ぐらいは当たるようにしてくださいということで買い上げていただいてですね。

当たりを増やしたんですけれども。本当にそれだけ思いを伝えたかったんだな、伝える場がなかっ

たのだということをと、すごく痛感しましたね。

　これが 2008 年に行った就労調査の結果です（スライド６）。簡単にまとめると、さっきご説明し

たように、４人に３人が仕事を続けたいけれども、３人に１人がこの解雇状態になっているという

こと（スライド７）。あと、４割の方が診断後に収入が減っているということ。仕事の継続に不安を

感じている人たちが６割いるということ。こういうさまざまな声が寄せられたんですね。402 人の

方に答えていただきました。これがきっかけです。

　2010 年、再調査をしました（スライド８）。これは主に家全体がどうなってしまっているのかと

いうこと。もう個人のことはわかったんですね。海外でもちょうどこの時期に３本ぐらい論文が出

スライド 7スライド 7
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たんです、がんと就労問題。どれを読んでもパーセントが同じだったんですよ。大体 33％から

46％ぐらいの間の方が離職しているという、そういう数字が出ていたんですね。韓国とかアメリカ

とかで出ていたんですけれども。

　それで、あ、もう離職の数字を追っても意味がないんじゃないかなと思いました。離職の数字を

追うよりは、では家全体がどうなっているんだろうということを追ってみようと思ってやったのが、

このアンケートでした。同時に解決策を取り組んでいこうと思いました。このときは 855 人の方に

答えていただきました（スライド９）。これは患者会を通じてお願いしたので、どうしても、乳がん

ですとか、患者会として力の強いところの数が多くなってしまっているので、女性が非常に多いん

ですけれども、それでも男性が 20％集まったのは、結構集めたほうなのかなと思っています。

　この方たちに、まず仕事の継続について聞きますと、やはり３人に１人の方が影響を受けている

ということがわかったんですね（スライド 10）。これはもう思ったとおりです。

　もう一つが、これはちょっと新しい視点でやったんですけれど、個人事業主の方です（スライド

11）。個人事業主の方、私たちは、業務の継続がしやすい環境にあるのではないかなと思っていた

んです。例えば、治療で休むといったときに、自由に時間を取れるだろうと思っていたんですね。

わりとうまくローテーションを組みながら治療と通院の両立ができるんじゃないかなと。そういう

ふうに思っていたら、もう全然そんなことはなくて経済的には逆に直撃していた。72％の方が、事

スライド 11スライド 11 スライド 12スライド 12
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業に影響があったと答えていらっしゃいました。休業したとか、業務縮小したとか、業務変更、代

替わりした、全部合わせると 72％とぼろぼろだったんですね。それから取り引き先との金融の関係。

質問項目として、「がんに罹患したことで影響がありましたか」と聞いたんですね。それに対して、

これは経済状況が厳しくなったということもあるんですけれど、17％の方が取引条件がやはり厳し

くなったとか、金融条件が厳しくなったと答えられていたんですね。これも新しい発見でした。だ

からもう、ある意味逆に、会社員のほうが守られている部分が多いんだなと思いましたね、これを

見たときに。

　これは収入の変化です（スライド 12）。今まで大体全体の４割ぐらいの方が年収が減ってしまっ

ているということはわかっていたんですけれども、では年収がどのぐらいの幅で減ったのかがわかっ

ていなかったんです。そこで前後の年収を聞いたんですね。そう聞いたところ、７割の方が36％減っ

てしまっているということがわかりました。次、調べてみようかなと思っているのは、この 36％下

がった年収がはたして後で戻っているのかというところ。それはすごく課題です。自分の興味でも

あります。いったんは年収が下がったかもしれない。でもその後、何年かたって戻れているのかと

いうこと。これを調べたいと思っています。

　生活への影響、悪い影響はありましたか？についても、５割から６割の方が「ありました」とい

うお答え（スライド 13）。生活を切り詰めている、子供の進路・進学を変更した、住宅取得を諦めた、

転居した、離婚した、配偶者が働き始めた、逆に配偶者が仕事を辞めたとか、こういうのがぼろぼ

ろぼろぼろと出てきたこともわかりました。

　これを見たときに、やはりがんというものの影響というというのは本人だけではなくて、家庭全

体に対してものすごく大きな影響を及ぼしているんだなということが、とてもよくわかりました（ス

ライド 14）。

　これがちょっとありえないというか、あってはいけないことだったんですけれど、治療方法への

影響が現実に起きていて、治療を変更・中止した人たちが全体の大体１割ぐらい出てきているとい

うこともわかりました（スライド 15）。たまたま日本癌治療学会のとき、濃沼先生という東北大の

先生が、やはり治療費のことを発表していたんですけれども、東北大学のほうでも経済的なことを
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理由に治療を中止したという方が１％出てきていることがわかっていたんですね。それで、濃沼先

生と「一緒の結果が出ましたね」とお話ししたのですが、今これだけの問題が出てきているという

こと。つまり元々私も社会問題だと思っていたんですけれども、実はそうではなくて、やはりこれ

はいろいろな領域をまたいだすごく複雑な問題なんだということをしみじみ痛感することになりま

した。医療が生み出した新しい問題なのではないかなと、今は考えています。　

　それで、今日のメインのお話なんですけれども、「問題提起から調和と解決へ向けて」ということ

でお話をさせていただきます（スライド 16）。

　私は以前はこれを「問題提起から解決へ向けて」と言っていたんですけれど、最近ちょっとスタ

ンスが変わりまして、解決ではなくて調和なのかなと思うようになりました。解決とか闘争とかと

いうのは、何かこう、「○対○」っぽいですよね。そうではなくて、社会と調和していかないといけ

ないんじゃないかなと思いました。

　その中で始めたのが、上のグリーンのロゴのほうが、私たちはキャンソルと呼んでいるんですけ

れど、キャンサー・ソリューションズという株式会社です。下が CSR プロジェクトというんですけ

れども、これは頭文字を取ると、キャンサー・サバイバーズ・リクルーティング・プロジェクトと

言いまして、CSR なんですね。CSR プロジェクトというふうに言っています。上のほうが株式会社

で下のほうは一般社団法人になっています。

　私は、一回仕事を辞めた後に、失業保険で生活をして、その後パートで働きました。パートで３

か月ぐらいずっと働いていたんですけれども、お金が治療費にほとんど消えていってしまったんで

すね。何かこれは、私は治療するために働いているようなもので、自分の尊厳はあまり感じられなかっ

た。

　それと同時に、もう一つ嫌だったのが、すごい小さい話なんですけれども、アルバイトの方専用

のパソコンというのがあるんですね。これのパスワードが「baito（バイト）」だったんです。で、私、

「あ、こういう扱いなんだ」とすごく思いました。でもこれが現実だとも思ったんですね。

　そういう生活を３か月ぐらいした後に、やはりこれはちょっと普通に働かないと治療が続かない

と思って、再就職にトライしました。三回トライをして、三つ目のところで受かったんですけれども、
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そのときの自分の気づきですね。何を言ったかというと、まず面接のときにがんを言おうか言うま

いかということを悩みました。それから、そのときに気付いたのですが、自分はそれまで、できな

いことを言ってしまっていたのかもしれないと思いました。できることよりできないことを言って

いたんですね。あと、自分が入ることで、この会社をどういうふうにもっと事業拡大させたり、改

革することができるのかということを、あまり言っていなかったんですね。前の会社にいたときにも、

「この仕事をやってくれないか」と言われたときに、「できません」と答えてしまっていましたね。「で

きません」と言われてしまうと、多分シャットアウトしてしまうことで、会社としてはこれはやる

気ないのかと思って当然だなと後から思うようになったんですね。

　採用されたときの面接ではは、自分ができることを全部言ったのと、あとプレゼンテーションの

資料を作っていきました。自分がこれまでに手がけた作品とか、やってきた仕事とかを、一覧表を

全部作って、それをプレゼンテーションしましたね。そうしたら、それまでの面接では例えば「な

ぜ前の会社を辞めたんですか？」とか、「なぜこれだけのキャリアと資格を持っているのに、このキャ

リアを生かそうとしないんですか」とか、「なぜこの別の業界のほうに入ってこようと思っているん

ですか」とか、何かこう、疑われるような質問がすごく多かったんですけれども、自分がプレゼンテー

ションをしたら、相手の質問内容がとても変わってきて、病気のことやキャリアチェンジしたこと

はいっさい聞かれなかったんですね。

あ、これか、と思ったんです。こういうことなんだ、と思った。初日、私は上司に、実は月に１回

お休みすると言っていたのはがんの治療のためで旅行ではないんですよという話をしたら、まあ病

気はお互い様だからと言われました。やはり企業風土としても、病気を受け入れてくれるような風

土もあったんだなと思っていました。

　本当はその会社で、骨をうずめるつもりでいたんですけれども、やはり何かこの就労問題とをい

ろいろ考えていたときに、何かやらないといけないなとすごく思ってしまったんですね。東国原元

知事が「どげんかせんといかん」と言っていましたけれど、私もそのとき本当にどげんかせんとい

かんと思ってですね。ただ、誰がどげんかせんといかんのかなと思ったら、自分はある意味働くこ

とが must ではないんですよね。うちは結婚しているので、相方がいます。お財布が別にあるんで

すよね。なので自分は、もしこれで事業に失敗して何かあったとしても、迷惑はかけてもなんとか食っ

ていくことができるし、自分がやるしかないかもしれないと思ったんです。それで辞めました。

　その会社からは、なぜ辞めるの？といろいろ言われたんですけれど、いや、自分には今の仕事以

上にやらなくてはいけないことがある、自分のライフワークみたいなものを見つけたので、と言っ

て辞めたんです。そして、キャンサーソリューションズという株式会社で事業をスタートしました。

2009 年の 12 月のことです。

　どんなことをやっているのかということなんですけれども、これが全体図です（スライド 17）。

NPO と株式会社を通じた多角的な活動です。いろいろなことをやっています。最近、自分でもわか

らなくなってきているんですけれども。まず雇用の創出。これはマッチング事業といって、がん経
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験者の方が自分のスキルを登録します。それに対して企業のほうも、こういう仕事がほしいという

ことを登録をして、マッチングをして派遣をします。これは派遣業です。派遣業をするときに、こ

のキャンサー・ソリューションズは、残念ながら弱小の会社で派遣業の資格を持っていないので、

日本医療事務センターさんという別な派遣会社さんと組まなくては駄目だった。で、そちらのほう

にお願いをして、マッチング事業をやっています。これは NPO 法人ではできないことでしたのでこ

株式のほうでやっています。

　あとは、自社での雇用というのがあります。これは自分の会社でも雇用をどんどんしています。

それから、いろいろな小さな仕事がたくさんあるんですね。そういう仕事を、本当に営業回りをし

て拾ってきて、患者さんに出している。それから調査業務、これもやっています。どんなことをやっ

ているかというと、製薬企業さんやマーケティングの会社さんなどから仕事をもらいます。取りに

行きます。営業に行きます。営業に行って、この入力作業はがんの経験者の方にやっていただきま

すという一言を、アンケートの一番最後のところ、脅し文句みたいに入れるんですね。そうすると、

回収率が大体医療系って 10％ちょいぐらいだと思うんですけれど、40％ぐらいにはね上がるんです

よ、ボーンと。やはりそれは、医療従事者の方もこの問題を認識されているんですね。自分が１票

を投じることで、その１票を入力することでお金、対価が出て雇用が出るということで、その調査

の回収率が上がったのです。そういう win-win な関係もしっかり持てるということがあります。

　あと、今結構多いのが、このスピーカー養成と派遣ですね。これは何かというと、命の授業です

とか、あと、大学の模擬患者さんとか、あとは、そうですね、生命保険会社さんなんかで、がんの

経験を話してほしいとか、そういう依頼があるんですね。スピーカーを養成して、そこに派遣をし

ています。今全国で大体 30 名ぐらい登録している方がいらっしゃいます。これは結構大変です。

何が大変かというと、患者さんというのは、どうしても自分の経験を感情論で話しがちなんですね。

それを、クライアントの求めている企画に応じてパワーポイントを準備して、自分の経験をもう一

度構築し直して話すという、この能力がないとできない仕事です。でも、がんの経験者の中にはそ

れができる人たちって結構いらっしゃるんですよね。「以前プレゼンテーションの仕事をしていたん

ですけれど、何か仕事はないですか？」とメールがポーンと届いて、「じゃあ、こういうの、できま

すか？」と答えを出すと、もうパワーポイント

でばっちり作ってくる方もいるんですね。そう

いうお仕事を今やっています。そういう方たち

に派遣で行ってもらって、もう全国各地、飛ん

で回ってもらっています。で、その方たちにお

給料をお支払いするというような、そういうこ

とをやっています。これも株式でないとちょっ

とできないことですね。そこで私たちがしたい

ことは、一般や企業のひとたちに「正しくがん スライド 17スライド 17
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を知ってほしい」ということなんです。これも自分の経験にたっています。

　それから雇用能力開発というのをやっています。これはスカラーシップです。これは NPO のほう

で３月の 27 日に発表しようと思っているます。前のアンケート調査をしたときに、患者さんのた

めに働きたいという方が結構いらっしゃったんですね。そのために新しく自分の資格取得を行いた

いという方が、半数以上いらっしゃったんです。これに対して何か応えられないかなと思って始め

ました。教育給付金制度のがん患者版みたいなのができないかなと思っていたときに、ある方が亡

くなり、そのお香典を患者支援に使ってくれといただいたんですね。私はそれを NPO 法人の運営費

に当てることもできたんですけれども、そういう貴重なお金はちょっとそういう費目には使いたく

なかったんですね。では何に使おうかなと考えたときに、その方がたまたま人材育成をされている

方だったんです。若手の育成をされている方だったんですね。だったらもうこれはスカラーシップ

しかないなと思いまして、これで今度医療事務の資格取得に対して、５万円ほど補助を出すことに

しています。まだ初回３人しかできないんですけれども、これからお金が回るシステムをいろいろ

考えて、なんとかして回していきたいなと思っています。それで患者さんが新しい道を選んでいっ

てくれれば、それが一番私たちにとっては嬉しいことかなと思っています。

　それから、この資格取得の割引制度、これはもうスタートします。これも日本医療事務センター

さんというところと組んだことの理由の一つなんですけれども、ここは元々ニチイ学院さんのよう

に、医療資格の講座をたくさん持っていらっしゃるんです。この講座をぜひ割引価格で受けられな

いかなという交渉をしまして、なんとか勝ち取ることができました。本当に小さな金額しか引けな

いんですけれども、それでも私、治療費を払う中、あるいは新しく資格を取得しようとする中で、

何十万円というお金を払うことができない患者さんもいる。少しでもお金が減るんだったら、それ

はすごくありがたいことなので、お願いをしました。そういうふうにいろいろな企業のリソースを

つなげていきたいなと思って、こういうことも始めています。

　それから右の下ですね。情報発信のほうもこれから力を入れてやっていくところです。お手元に、

今度椿山荘で行う 27 日のシンポジウムのチラシがあります。元々椿山荘さんには私が講演会で行っ

たんですね。そこでがんの話をしたら、担当の宴会部長さんが脳腫瘍の経験者の方だったんです。

良性腫瘍の方だったんですけれども、私のお話を聞いて、働くことで自分も非常に苦労したと。良

性だったけれども、やはり１か月半休職したし、復職できるかどうかとてもわからなかったし、す

ごく不安だし、今も不安なんだという話をしていて。何か椿山荘としてできることはないかを一緒

に考えようと言われたんですね。ではシンポジウムをやるときに、いろいろな施設がありますけれど、

会場費が非常に高いんだと。音響施設とかいろいろ借りると高いんです。それがなんとかならない

かなということをお願いして、ものすごく格安で借りるようにしました。

　なぜかというと、ああいう場所というのは、逆に日曜日だと会議室が空いているんですよ。宴会

場は埋まります。でもこういうオープンシアター型の、いわゆる国際会議をやるみたいな場所とい

うのは空いているんですよね、日曜日の夕方とか。なので、格安で借りられる。逆に宴会場とかは
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埋まっているので、そういうのは遠慮しておく。その代わりもう本当に格安の値段でやるようにし

ています。そういうシンポジウムなどを開催しています。これは椿山荘の CSR でしょう、とお話を

しました。

　それと、もう一個、今年の目玉というか、いわゆるウェブラジオというのを５月から始めます。

全国で聞けるようになります。何をやるかというと、「働くがん患者学校」という名前です。いわゆ

る働く権利の話とか、悩み相談室とか、すべて授業のように進めていきます。がんとお金の話もあ

ります。高額医療費制度をどうやって使おうかという話もあります。そういう情報をインターネッ

トラジオで配信をしていくことになりました。ラジオ日経と組んでやります。今のところ１年半ぐ

らいはやる予定にしておりますし、幸いにして協賛が付きましたので、このウェブラジオをやって

いこうと思っています。ウェブラジオをやることのメリットというのは、一つこれで私全国とつな

がることができると思いました。皆さん、多分 iPhone とか使われている方は多いと思うんですけ

れど、これにアプリケーションソフトで radiko というのがあるんですね。radiko というのが今全国

配信しております。そこから短波放送なんですけれども、生で聞くこともできます。それからその

ときは聞けなくてもインターネットラジオなので、後から聞くこともできます。それからポッドキャ

ストといって、ダウンロードして、自分のパソコンの中にずっと置いておくこともできます。シリー

ズ、一月に 30分番組２回、もしくは１時間番組１回と思っているんですけれど、ずっとやっていくと、

いろいろな言葉集というか、授業ができるはずなんですね。丸ごと全部がんと就労問題。それを一

式全部ここでやっていこうと考えています。

　来ていただく方は、例えば社労士さん、学識経験者の方、それから企業の人事の方とか、いろい

ろな方に来て話をしてもらおうというふうに思っています。これは５月からスタートすることにし

ています。この中に、できれば悩み相談も入れて、さっきいただいたハガキの数々、あの中から代

表的なものをすべてお答えしていこうと思っています。あと、ぜひツイッターですね。ツイッター

で質問を、生で送ってほしいなと思っています。そのまま放送してしまおうと。

　あと、地方の方。地方の患者会の方と、スカイプをそこに持ち込んで、鹿児島の誰誰さん、そち

らの就職とかどういう悩みがありますか、とかということで、全部配信できるなと思ったんですね。

そういうふうにもう空中戦を繰り広げようと思っております。

　次が表彰制度なんですけれども、これはサバイバーシップ企業大賞というのを作ろうと思ってい

ます。要は、障害者雇用に優しい企業ですとか、障害者に対してすごくバリアフリーのところって、

車いすのマークが付いていたり、消防法でいいと何かマークを付けたりとかありますよね。あれの

がん患者版を作ろうと思っています。がん患者さんに優しい企業を、どんどん表彰してしまおうと

思っています。そういう表彰制度を持つことと、そういう表彰をした企業さんを、メディアのほう

に紹介していこうというふうに思っています。そういう情報発信をしようと。

　それから教育資材の作成ですね。これはもう、後でもうちょっと詳しくお伝えしますけれども、

いろいろ教育資材も作っていっております。それから書籍の発刊ですね。これも後で出てきますけ
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れども、今年また、秋口ぐらいにもう１冊作ろうかなということで、今動いております。　相談事

業というのもあります。いろいろあるんですけれども、これはまず企業への啓発がすごく重要だな

と思っています。企業向けのセミナーというのも、もうやり始めています。これは教材のほうとも

ちょっと重ねながらやっていっているんですけれども、いろいろな反応が出てきていて、非常に面

白いんですけれども、こういうことをやっています。

　あと就労コーディネーターというか、企業さんのほうで、どういうふうにこの患者さんを再就職、

復職させたらいいんだろうかという、そういうようなことに対する相談も行っております。

　それからもう２、３年やってきているのは、就労セカンドオピニオンという個別相談です。患者

さんが個別で、収入の話とか、これはかなりもう、もめている状態のものが多いです。結構厳しい

というか、お互いの信頼関係があるのかなというようなケースが多いんですけれども、そういう就

労セカンドオピニオンという相談会をやっています。お１人様に対して１時間やっています。今日

お手元に、ちょっと長めの三つ折りのパンフレットがあると思うんですけれど、そこにあると思い

ます。

　もう一つやっているは、ピアサポートグループの「じょぶ」というのをやっています。これは働

くがん患者さんたちが夜な夜な７時過ぎぐらいからぼちぼちと集まってきて、いろいろな悩みを話

します。愚痴もオッケーですし、もう何でもありです。それに対して、産業カウンセラーや社労士

が対応して、いろいろな話をします。それから人事の人間も混じってお話をして、みんなでみんな

を支え合うような、こういうものをやっています。

　これをやっていて、すごくここから問題点とか、皆さんのニーズがわかってきて、何か今までやっ

ていた一つ一つのものが、最近この、株式、NPO、一般社団というものができ上がってきて、一つ

歯車として回り始めたかなと、とても実感として感じています。

　例えば、このサポートグループをやっていて、ここの話がこのウェブラジオのほうに出てきたり

とか、もうサポートグループごとウェブラジオにしてしまおうかな、なんていうこともできてきた

りしますよね。それから教育資材の作製に関しても、例えば企業の啓発という相談事業をやってい

ないと、作れないんですよね。なので、お互いが何かいろいろな掛け算をしながら、一つ問題の調

和のほうに向けて動いていっているような、そんな感覚を今すごく思っています。それが、いい意

味で多角的な活動としてつながってきているのかなと思っています。

　やはり、ここの一番大元として、私は体験を社会に還元するという、もうこれだけをもうとにか

く一番大元にしています（スライド 18）。

　では、CSR プロジェクト、どういうことをやっているかということは、具体のほうに入ります（ス

ライド 19）。さっきのもかなり具体なんですけれども、もうちょっと加わったこと。

　まず、個人が変わるということは、先ほど本を出しましたと言いました（スライド 20）。これが

それなんですね。『How to Balance Your Work with Your Cancer Life』という、これはがんと一緒

に働こうという本なんですけれども、この本はたまたま小冊子をつくろうと目次を書きあげたとき
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に、合同出版の方がいらっしゃって、本を出さないかと。私がそのときちょうど出したかったのは

この本だったので、いや、こういう本が出したくて、実はもう目次もここまでできているんですと

いうことでお見せしたら、そのまま本になってしまったというものです。

　これはやはり、自分が辞めていくまでの過程とか、再就職に成功するまでの過程を考えたときに、

やはり一番最初に思ったのが、働く権利を全然知らなかったなということ。自分の会社の就業規則

も読んだことがなかったですし、あと社会保障制度としてどんなものがあるのかを全く知らなかっ

たですね。こういうことをやはり知らないと駄目なんだなということを思いました。それから、周

囲へ伝えるスキルですね。この伝え方というのがすごく下手だったなと思っています。コミュニケー

ションが本当に下手だった。なので、これをなんとか改善したいなということ。自分は１回目の面

接のときにはできないことばかり言っていたり、会社でできないことばかり言っていて浮いてしまっ

たような感じだったんだけれども、ものには言い方があるんだなということをすごく学んだんです

よね。それを、ではどういうふうにコミュニケーションしたらいいんだろうということを共有した

くて、この本をつくりました。スキルや義務を知るという、こういうことを持っています。

　あと、やはりもう一つ、伝えることの一つとして、自分の病識を持つということがすごく必要だ

なと思っています。例えば、あと何か月間、どのぐらいの治療で、どういう副作用が出て、どうい

うことができなくなって、何はできるのかという、それはやはり病識ですよね。病識を持っていな

いと、職場に対してものが言えないんだなと思

いました。なので、これも書籍の中にいれました。

　と同時に、仲間と出会う場所。これは「じょぶ」

なんですけれど、仲間と出会う場所を作ってい

こう。あと能力を開発するという、これがやは

り個人として変わらなくてはいけない部分なん

じゃないかなと思っています。

　次に、企業が変わるということ（スライド 21）。

個人が変わるというのは少しずつできてきたな

スライド 19 スライド 20

スライド 18

スライド 19 スライド 20

スライド 18
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と思ってきているんですね。今一生懸命やっているのは、この企業が変わるとか、企業を変えると

いう部分です。今、三つほど、この教育資材を作ってあります。これは略して緑本と赤本と青本と

読んでいるんですけれども、三つほど作っていまして。この緑本は、医療従事者の方や経験者の方

に知っておいてほしい。「職場に伝える四つのステップ」と言っているんですけれど、要は退院時の

説明のときに、働き盛りのがん患者さんにはこういうことを説明してほしいんですとか、主治医の

先生にこういうことを患者さんから聞いておいてほしい、あるいは伝えてほしいとかという話とか。

あとは相談支援センターのほうで、こういうことを、悩みで相談されたときにはこういうふうに答

えてほしいというような、そういうようなシートです。

　そのシートと同時に、私たちの「じょぶ」の中に来ているメンバーで、わりと復職に成功してい

る人間がいるんですよね。そういう成功している人間たちが、実際に使っていたメモとか、日記と

かいろいろなものがあるんです。それをもうコピーしてどんどんみんなも使えるようにしようと思っ

ています。そういう資料集を後ろのほうに付けたものになっています。これを作ろうと思っています。

　もう一つ真ん中にある赤本というのは、これは企業の人事向けのものです。「みんながわくわく楽

しめる社会へ」「大事にしたいみんなの企業」という、冊子なんですけれど。これは、「もし○○が

がんになったら」というところからストーリーが始まります。○○は誰でもいいんです。上司でもい

いですし、社長でもいいし、自分でもいいし、部下でも何でもいいんです。何か入れたとき、そこ

からストーリーが始まるようになっています。そのときに自分の会社の福利厚生、何がありますか？

利用できるもの何がありますか？社会保障制度何がありますか？これは足りていますか？こういう

コミュニケーションが取れていますか？その人といろいろな大切な話をするとき、どういう時間帯、

どういう場所、どういう環境の中で職員の方とそういう話をしていますか？　ちゃんと情報をもらっ

ていますか？　患者さんたちがどういう心で働いているか知っていますか？というようなことを全

部チェックできるようになっています。そういうワークシートです。これはもう何回か企業の人事

のほうとやっているんですけれども、２回やってバージョンを上げて、ようやく製本するところま

で来ました。今も商工会議所の方と組んで一緒にできないかと考えているところです。

　あと、「ストレスとうまく付き合う五つのステップ」です。これは患者さん向けです。要は、働く

ときに結構心の問題がくっついてくるんですね。

これは自分もすごく思って、何日までに仕事を

上げてくれと言われたときに動転してしまった

んですね。で、思わず言ってしまった言葉が「で

きません」だったんです、私は。本当はそうで

はなくて、何日までにやってくれと言われたと

きに、その大きな山をちょっとずつ砕いて、砕

いて、小さくして、自分で持っていけば運べる

大きさになっていたのに、そういう整理ができ スライド 21スライド 21
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る思考になっていなかったんですね、治療中のときは。２、３年の間それができなかったので、そ

れができるような、プログラムを2年前から始めています。今日お手元にお配りしたのもその一つで、

『がん経験者のための心理学入門』というものもやっています。要は自分の仕事量を調整する。物事

に対するうまい断り方とか、あとは自分の気持ちの伝え方。要は「仕事やってくれ」と言われたとき、

「無理です、できません」と言うのではなくて、いや、そうではなくて、自分は今ＡとＢという仕事

を抱えています。今Ｃという仕事をいただいたら、このＡという仕事とＢという仕事は後でもいい

ですか？というような、そういう言い方をきちんとしようと。そういう工程管理をきちんと自分で

もするし、ものの伝え方ができるようにしようという、そういうアサーションのトレーニングとか、

それからこういう問題解決療法とか、いろいろなことを自分でやって、要はストレスにうまく付き

合っていきながら心と体の調和が取れるような、そういう自分の意識改革をしていこうと言うよう

なことをやっていっています。この三つで全部変えていこう。　それから、社会が変わる（スライ

ド 22）。最終的なものなんですけれども、これはやはり法制度の後押しというものが必要だと思っ

ています。これが変わるのは多分まだまだずっと先だと思うんですけれども、やはりこれは訴えて

いくことがとても重要だなと思っているんですね。右上にあるこのグラフは障害者雇用の伸び率な

んですけれども、障害者雇用というのも、今、法律ができてからどんどん伸びていっているんですね。

今この矢印の伸び率がぐんと上がってきているんです。これはだいぶイメージが変わってきたとい

うこともあります。これと同じようなことをやはりがん領域でもやっていきたいなと思っています。

何かがんのリハビリテーション法ですとか、あと障害者雇用枠の中にがん患者さんも入れてくれる

ように働きかけるとか、正しいがん啓発とか、あとはいわゆるがんのマイナスイメージではなくて、

がんを治療を受けて、要は医療費ですよね。税金で医療費の７割を皆さん支えられてもらっている分、

逆に納税者として生産できるんだよということを訴えていく。そういうことなんかも必要なんじゃ

ないかなと思っています。こういうことをぐるぐる回しながら、最終的には社会全体を変えていけ

たらいいだろうなと思っています。

　これは遺失損益ということ（スライド 23）、よくがんで亡くなったときの遺失損益ということで、

早期発見早期治療のときによく使われるんですけれど、こういうふうに言われています。これは亡
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くなったときなんですね。亡くなったときの損失ではなくて、私は今度これの生産益、要はがん治

療を受けることでの生産益というのを出せないかなと思っています。こういうところは多分、医療

経済の先生と組まないとできないところだと思うんですけれど、ざっくりでいいので、何か患者さ

んが生み出せる納税効果とか、何かそういうものが算出できないかなと思っています。こういうこ

とをやっていくと、多分社会ってだんだん見方が変わってくるのではないかなと思っています。

　なぜこういうことをしなければいけないかなと思うと、やはりこれから半分が半分を支える時代

がやってくるんですね（スライド 24）。日本はちょっと異常なぐらい進むんですね、この状態が。

2050 年なので私も多分支えられる側にもうばっちり入ってくるんですけれども。

こういう状態になってきたときに、要はこれですね。疫学文化と呼んでいるんですけれども、これ

は日本の雇用戦略一覧表なんです（スライド25）。例えば高齢者の方の就業支援というのがあります。

こういう法律ができました。それから女性への就業支援ということで、子育て支援のものもできま

した。それから若者への就業支援ということもできました。これをやることで、2004 年から 2030

年までに、この総労働力人口というのを減らさないように、今一生懸命いろいろなことをやってい

るんですよね。この中に疾病がないんですよ。疾病が全く入っていない。ですけど、もうそんなこ

とを言っていると、この今の日本の状態に、これを掛け算してしまうとどうなってしまうの？　と

いうこと。これはやはりずっと訴えていく必要がある。で、訴えていくのも、ただ口で「エイエイオー」

と言うだけではなくて、やはり数字をもって言っ

ていくこと。そうすると多分、私は制度が作ら

れていくのではないかなというふうに思ってい

ます。

　それがこれなんですね（スライド 26）。これ

は左側にあるの、すごく小さくて申し訳ないん

ですけれど、これは障害関連の法体系の一覧表

です。障害者基本法というのがあります。とて

も大きな法律ですね。ここにぶら下がってたく

スライド 25 スライド 26

スライド 24スライド 24
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さんの法律があるんですよ。例えば保健医療、教育もありますね。雇用もあります。社会福祉もあ

ります。所得保障もあります。社会生活環境、それから権利擁護として、この成年後見法とかいろ

いろな法律があります。障害者関係の法ってものすごくあるんですよね。これは 50 年近くかかっ

て作ってきているんですね。こういうことをこれから私はがん領域でもやっていかないといけない

と思っています。

　がんというのは、今がん対策基本法というのができまして、ちょうど３、４年たってきたわけで、

今度見直しに入っていきますけれども、このぶら下がっている個別立法のほうが全くないんですね。

今、がんのほうは、大きな理念はできたんです。大きな理念はできたんですけれど、さあ、ではそ

れをどうしようという法律の各論が全くないので、こういったところを私は一つ一つ、障害者の方

たちが自分たちで労働基準法を作ったり、職業安定法を作ったり、それからあと郵便法までありま

すよね、こういうふうにやっていったのと同じように、患者さんが一人一人やっていかないといけ

ないのではないかなというふうに考えています。これは社会が変えていく、変わっていくことの一

番大きなところ。なので、まだまだ私たちがやらなくてはいけないことってたくさんあるのではな

いかなというふうに思っています。

　人はなぜ働くのかという原点。これは『働くことの意味（橘木 俊詔 : ミネルヴァ書房）』2009 働

くことの意味という本なんですけれど（スライド 27）、やはり自分にとっての答えを見つけること

とか、働くことの意味というのが自分自分以外の対象との比較にあったりとか、あとは生きること

とか、いろいろなことがあるんですね。生きがいとか。たくさん言われています。では働くことで

何を得るのかなと考えたときに、やはり報酬ってものすごく大きいです（スライド 28）。物質的な

ものとして、金銭的なものでお給料、ボーナス、こういうものがないと、今、治療を受けられなくなっ

てきていますよね。治療を受けるためにもこれはとても必要。それから非金銭的なものとして、や

はり会社の作っている商品を格安で購入できたり、社員食堂で安く食事ができるとか、何かこんな

ことがあったり、いろいろサービスがあると思います。私が病気をしてから思ったことは、この非

物質的なものの大切さです。褒められることとか感謝されることとか、表彰されることとか、満足

感とか充実感というのも。これがすごく重要なんだなと思いました。

スライド 28
スライド 27スライド 27
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　自分はバイト生活をしていたときのパソコンのパスワードが「baito（バイト）」というのが非常

にショックだったのは、この非物質的なところ、スピリチュアルなところを傷つけられたんだなと

思ってね。こういうところをやはりきちんとやっていかないと駄目なんだなと思いました。

　これは国際生活機能分の表、ICF というこの表ですが（スライド 29）、私はこれを見ていてとて

も面白いなと思ったんですけれども、要は健康か健康でないかというのはどういう概念かと。疾病

の有無ではないというふうにWHOが言っているんですね。なぜ疾病の有無ではないか。がんを持っ

ているから自分は病気だと思っていたんですけれど、全然そんなことはないよと書いてありました。

それを表にしたものがこの ICF のこの表ですけれど、要は健康状態の下に心身機能とか活動とか参

加とか、環境因子とか個人因子とかいろいろなものがあって、初めて、健康か健康でないかという

ことが言えるんじゃないの？ということを言っています。

　特に私が重要だなと思ったのは、この「参加」というのがあるというところなんです。とにかく

社会に何かつながりを持っていたり、何か NPO 法人でもボランティアでも何でもいいんですけれど、

とにかく社会に何か参加しているということ。これが健康のバロメーターなんだということ。これ

をすごく考えました。チョチノフという方がいらっしゃるんですけれど、これはサイコオンコロジー

学会に去年行ったときにこの説明があって、あ、なるほどな、と思ったんですけれど、この方が、

生きることというのは、意味を持った自己の連続性の確保だというふうに言っていました。私はそ

れがこの ICF の表とすごく何か重なったんですね。やはり自分も生きている意味、それから働くこ

との意味というのは、自己の連続性なんですね。働いている自分の連続性の確保だったんです。こ

れを自分は一瞬仕事を失ったことで放棄してしまった。ということは、自己の連続性がなくなって

しまったということで、その時点で私はいったん死んだんだなと思いましたね。やはり社会とつな

がることということが、自分の実存証明、存在証明につながっていくということで、私はこのがん

と就労の問題というのは、単純に先ほど言っていたような報酬面だけではなくて、非報酬、非物質

的なものにおいて、疾病を持った人間にとっては大きな価値があるんじゃないかなと思っています。

　これからの健康観というのをそうやって考えたときに、私は今勝手にこれを言っているんですけ

れども、どうやって健康に病気と共に生きるか、もうこれを今考えています（スライド 30）。健康

と病気というのは多分対峙する言葉かもしれないんですけれど、私は今これだと思っています。誰

でも病気を持っていて当たり前だと思っています。だからこういう健康観というのを新しく持って、

最初にハローワークに行って見たような、「週５日働け」ビデオみたいなのってもうありえなくて、

やはりもう、生活、QOL を重視して、自分がどう生きたいのかという、そういうことを考えながら

自立したい人を支えられるという、そういう社会的なシステムや風土をいいかげん日本も持たない

といけないのではないかな思っています。

　こういうものが今はまだないのかなと思っています。要は競い合いですよね。競い合いでずっと

来てしまった中で、何かこう、こけてしまった人をどうするのかなというのが、今まだ拾われてい

ないのではないとことです。だからこういう部分をいろいろ、先ほど四つの円グラフを使いました



スライド 30
スライド 31
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けれども（スライド 4）、さまざまなところでくっついたり離したり、キャリアをアップさせたり、キャ

リアをチェンジさせたり、いろいろなことをやりながら、生きがいも見つけてもらいながら、でも

一番やっていきたいのはどうやって健康に病気と共に生きるかという、こういう部分を NPO 法人で

あれ、株式会社であれ、お互いがいい歯車を持ってやっていければいいのではないかなと今現在は

思っております。

　これはコングラチュレーションズ・キャンサー・サバイバーですけれど（スライド 31）、もう何

回も私はよく言うんですけれども、日本にいたときには、がんになりましたと言うと、おかわいそ

うにという言葉がすぐ返ってきますよね。海外に行くと、コングラチュレーションと言われます。

なぜかなと考えたときに、やはり経験を乗り越えてきたことにものすごく私は価値があると思って

います。その経験を生かすこと、仕事に対しても生かせますし、いろいろな部分で生かせていくこ

とが私はできるようになると思っていますので、今の会社もそういうつもりでやっていますし、今

の法人のほうでも同じようなかたちでやっています。

　たまたま今日も、会社のそばに信号があるんですけれど、再発をしているうちの社員がいるんで

すけれど、向こう側からその女の子と、もう１人今はまだがんになっていない普通の子が、にこに

こ笑いながら信号の向こうから２人で歩いてきたんですね。私とすれ違って、「お疲れさま、」「じゃ

あ、明日ね」と言って、帰っていったんですけれど、何か私、それを見ていてすごくうれしかった

んですね。その彼女も 10 年目の検診で再発がわ

かったお友達なんです。たまたま私が声をかけ

て、今、仕事を手伝ってもらっているんですけ

れども、やはりいろいろなことを考えています。

どうしても仕事をしたいと言っていました。な

ぜしたいのかというと、がんに支配されてしま

うからと言っていました。生活している時間、

生きている時間、がんにばかり支配されてしま

うのはもう嫌だから、やはり仕事をしている間
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は忘れられる。人と話すことで忘れられる。それと同時にやはり生きがいができる。それを自分は

とてもここに来てありがたいというふうに思っていると言っていました。

　私はそういう環境をこれからも、もう東京のお茶の水だけではなくて、全国に作っていきたいな

と思っていますし、何かそのヒント作りをさっきのウェブラジオなどでどんどん配信していけるこ

とができたらありがたいなと思っています。

　やはり何年生きるかではなくて、どう生きるかという、この部分を考えていきたいなと思ってお

ります。で、ここの部分を支援し、なおかつ自立していくということをこれからもがんばっていき

たいなと思っています。ちょっと話が長くなりましたけれど、以上です。
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司会（高橋）　大変多角的なご活動について、ご説明いただきました。今日、ぜひ桜井さんにお話を

いただきたいと私が思いましたのは、皆さんいろいろなメディアでご存じのように、桜井さんとお

仲間はいろいろな活動をなさっているんですね。その活動があまりにも多角的なので、どんなかた

ちで何をやっているのか、全然わからないくらいで（笑）。でも、最初に桜井さんもそうおっしゃっ

ていましたね。

桜井　分からないです、もう。

司会（高橋）　ただ、その活動の中で、これは株式会社だ、これは NPO だ、これは４月からできる

社団だというのを、桜井さんと仲間の方々は、その場その場でちゃんと分けて、考えて進んでいらっ

しゃるんですね。で、一つ。私のほうから確認なんですけれど、NPO HOPE★プロジェクトはどう

なるんですか？

桜井　HOPE はやりますよ。続けております。元々 NPO 法人の HOPE★プロジェクトというのは、

患者さんの社会参加のプラットフォームになればいいなと思って作ったんですね。なので、一本一

本のプロジェクトが全部ばらばらなんですよ。ただ、ターゲットは働き盛りと子育て支援なんですね。

だから小児がんのお子さんの支援とか、あとこういう若年のがん患者さんの支援活動とかやってい

るんですけれど、今までいろいろな活動をしてきた中で、やはり一つのＮＰＯの中で抱え込んでは

いけない課題だなと思ったのが、この就労の問題でした。なので、あえてうちからは切り離して、

外へ出すことにしました。

司会（高橋）　HOPE からは切り離して別団体に。

桜井　切り離します、そうですね。はい。

司会（高橋）　抱え込んではいけないというのをもうちょっと詳しく教えていただけますか。

桜井　どうしても NPO 法人には、何と言うんでしょうね、主張がありますよね。それぞれの

NPO っていろいろなポリシーがあると思うんですけれども、どの疾病に対してもどの患者会におい

ても、横串になるような課題というのが何本かあると思っているんですね。例えば、ドラッグラグ

の問題。こういうのなんかもう、一つの患者会で「やらなきゃ」と言っていても仕方がない話で、

それはもう外に出して患者会みんなでやらないと駄目な話ですよね。

　経済的な負担というのもそうですし、この就労問題というのも、一つの NPO の中で抱え込んで、

いろいろやって大きくしていくという意味もあるかもしれないんですけれど、それよりはもっとネッ

トワーク化したほうがいいだろうなと思っています。なので、あえて外に出して、いろいろな NPO

の方にもそこに、ネットワークの中に入っていってほしいですし、あと、個人の方ですね。個人の

方に入ってほしいなというふうに思っています。なので、もう会費とかいっさい取る気全くないです。

フェイスブックのがん患者版みたいな、何かそういうソーシャルネットワークサービスができれば

いいなというのが、この CSR プロジェクトになっていますね。

司会（高橋）　ありがとうございました。とてもたくさんの情報があったので、すぐには質問が出な

いかもしれませんが、どんなところからでも結構です。確認のご質問にいきましょうか。その後に
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コメントとか、もうちょっと広いご質問をいただいてもいいと思うんですが。

会場参加者Ａ　ありがとうございました。私も新聞記者として３度ほど取材させていただいていま

すけれども、確認の質問なので、ぜひサバイバーシップという概念と、アドボカシーという概念の、

桜井さんなりの整理を教えてほしいと思うんですけれど。

桜井　はい。まずサバイバーという言葉があるんですけれども、サバイバーというのはがんを経験

した人と、それからがんの影響を受けている人全員を含めて言うというのがそもそも原点の考え方

なんですね。私はその考え方がとても好きです。

　それから、あと何年生きるかとよく言われるんですね。あなたの５年生存率は何％ですとかとい

うふうに、よくがんの治療では言われます。私はそれは全然意味がないと思っていて、例えば、２

年で亡くなっても、10 年生きても、人はいずれ死ぬわけなので、本人にとったらもうゼロか 100 し

かないわけですよね。なので、私はその何年間で何％というのは、あまり重視すべき思想ではない

というようなことをとても思いました。それを思ったときに、サバイバーという言葉と出会って、あ、

なるほど、これだなと思ったんですね。それはさっき言ったみたいに、何年生きるかということで

はなくて、どう生きるかということ。それはがんを経験した人にとってものすごく重要ですし、が

んの影響を受けた人、例えばだんな様ががんになられて、奥様は治療を受けはしないですけれど、

一緒に心配をしたり考えますよね、それがサバイバーなのです。影響を受けています、一生懸命、

治療に参加しています。そういう人たちが一緒になって、サバイバーシップという思想に上がって

いったときに、私はその地域から孤立させない地域支援のネットワークだというふうに思っていま

す。

　そういう、何かこう、社会が患者さんを支えるネットワークがサバイバーシップ。要は生き方を

支援する。患者の自立を支援する。地域がそれを支援するというネットワークを、私はサバイバーシッ

プの概念なのかなというふうに思っています。

　それからアドボケートなんですけれども、私もこれは最初何だかよくわからなかったんですね。

よくインターネットで調べると、権利擁護者とか、何かそういうことが書いてあるんですけれど、

私が最近思うのは、行動する人だと思っています。問題を感じて、問題を解くために行動する人を

私はアドボケートだと思っています。

　海外に行ったときに、アドボケートというのは三つあるんだよ、というふうに言われたんですね。

一つ目がリサーチ・アドボケート。これは、がんの医療に関することを特化してやっていく。要は

臨床試験とかですね、薬の開発研究に対して他の人たちと一緒に考えて患者の権利を守っていくひ

と。リサーチ・アドボケートがいると。もう一つが政策アドボケート。三つ目が、患者の権利擁護

アドボケート。３種類があるんだよと言われて。で、３種類あるけれども、それは全部概念的な話で、

どれも問題点を感じて行動すればみんなアドボケートになる。だから政策立案をする人は、臨床試

験のことも知らないと駄目だし、政策立案する人は患者さんの本当の悩みとか権利のところも知ら

なくてはいけない。その三つを全部知らないと駄目なんだよ、ということを言われたんですね。私
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はアドボケートというのは、今そういういろいろな概念がありますけれど、三つをうまく整理しな

がら、まとめとしては、そういういろいろな問題点をピックアップして解決へ向けて行動する人と

いうふうに自分の中で整理をしております。

司会（高橋）　ほかには確認のご質問はないでしょうか。はい。どうぞ。

会場参加者Ｂ　今日はお話ありがとうございました。１点、相談事業のことについてお伺いしたい

んですけれども、就労のセカンドオピニオンというのは具体的に何かどういうことでやっているん

でしょうか。

桜井　これは月に１回ずつやっていまして、ウェブから申し込みをいただいているんですけれども。

まず、ご自身がどういう状況なのかということを、ウェブから申し込むときに相談内容のほうに書

いていただきます。もし必要だったら産業医の同席もチェックを入れられるようにしています。ただ、

産業医の方が同席してもらうときには、少し相談価格が高くなります。通常私たちがやっているも

のは、かなりもうボランティアに近い状態です。でも、それでもやることに意義があると思ってい

まして、今やっているのは、社労士の、前にこの勉強会に来ている近藤さんと私が２人でペアになっ

て、相談者の問題点を全部整理するというようなことをやっています。あらかじめかなり情報が入っ

てきているので、よく近藤さんと話をするのは、今回は労基的な問題のほうが大きそうだというと

きは、相談者に「事前に就業規則を調べて持ってきてください」というようなことを言ってから相

談を受けるようなことをやっています。以前、これをメールでやったことがあるんですよ。ですが、

大変なことになりまして。ひとつのケースで１か月半ぐらい相談していましたね。要は、一回聞か

れると、ではあなたの労働基準法のここはどうですかと送り返すと、調べてきますと返事が入って

くるんです。またそれが漢字がいっぱいの文章がダーッと返ってくるんです。それを読んで、また、

うん？ ここは何か変だから、ここどう？　とやって、１か月半かかってしまったんですね。なので、

私はこの、就労セカンドオピニオンというのは、もう個別でやるしかないなと思っているのと、あと、

これから全国的にやっていこうと思うのは、スカイプを使ってやっていけたらなというふうに思っ

ています。あとはもしくは電話相談か。

会場参加者Ｂ　ありがとうございました。

司会　はい。ではオープンでご質問、コメント、どんなことでも結構ですけれど、はい、どうぞ。

会場参加者Ｃ　どうもありがとうございました。もうすごい多角的なことをエネルギッシュにやっ

てらっしゃるので、何か感動いたしますけれども。個人的に前もちょっと一回質問したかもしれな

いですけれど、法制化のあたりは非常に重要だと思いまして、私はそれほど詳しくはないんですけ

れど、うちの会社でも障害者雇用がなかなか上がらないのかな思っていた。さっきのグラフだと

ちょっと全体で上がっているというのを初めて知って驚いたんですけれど。だけどうちの会社なん

かでも、雇う代わりに、罰金じゃないですけれど、雇わない代わりに何十万か出すというシステム

があるようですよね。で、障害者は多分がん患者の数十分の１では足りないぐらい。でも企業側は

それほど雇いたくない。これから２人に１人のがん患者になり、障害者への仕事よりも、ちゃんと



1）坂本光司著：「日本でいちばん大切にしたい会社」あさ出版 , 2008
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した仕事を寄こせという要求になると思います。それで、その辺りは桜井さんは随分お調べになら

れている唯一の方ではないかと思いますけれど、どの辺りで落ち着く可能性があるのか、現段階で、

ですけれど、すごく興味があるのでお教えいただければ。

桜井　はい。私は自分で調べるというよりは、もう聞きに行ってしまうんですね。何名かの方、障

害者雇用のほうでかなり有名な方ですとか、今度も３月２７日に開かれる椿山荘でのシンポジウム

でもお話しいただけますけれど、小林秀司さんという方。法政大学の坂本先生、「日本でいちばん大

切にしたい会社」1）という本を書かれている先生ですが、小林さんはその坂本先生の愛弟子の方な

んですけれども、いろいろなお話を何回かしに行ったんですね。今、がん患者でこういう問題があ

るというお話をしたら、すごくあっさり理解してくださったんですね。もうこちらが拍子抜けする

ぐらいなんですよ。がん医療のこととかわからない方なので、多分そういうところから話をしない

とわからないなと思ったら、「うん、何、簡単じゃん」みたいな話を言われて。いや、なぜなんでしょ

うね、みたいな話を言って、これを障害者雇用枠に入れればいいじゃん、と言われたんですね。あっ

さり。

　でも、私としては、多分がん患者というのは自分がプレゼンテーション能力を高めたりいろいろ

することで、ほかの会社でもなんとか働けるのではないかなと思って。がん患者が障害者雇用され

るようになることは、知的障害の方とか、本当に重度の方の職を奪ってしまうことにもつながりか

ねないのではないかなと思ったんですね。それがとても心配だったので、障害者雇用枠の話しはや

めようと思っていたんですが、という話をしたら、いやいや、そんなことないと。実はその障害者

雇用のほうも、今 HIV の方とか入ってきていますよね。そういうふうに疾病の方が入ってこないと、

要は市場規模として大きくならない。要は、結局罰金を払って終わっているだけで、進まないんだ

ということなんですね。だからそこにがんの方たちが、例えば立ち仕事がもう無理という方がいらっ

しゃいますよね。浮腫を抱えていて立ち仕事が無理。週 5 日無理、というなった時点で、もうある

意味職能制限がかかってしまっているわけなんですよ。ということは、もうそれは障害者と同じ就

労枠でも、本人が希望すればいいのではないかなという考え方です。そういうふうに少し幅を持た

せていけば、病気を持っても仕事ができる。障害を持っても仕事ができるということを、私たちが言っ

ていくことがとても大切だと言われました。がん患者さんも入ってもらうことで、より強く言える

ようになるのではないかなということで、期待したいと言われました。なので、私は今そちらのほ

うの道というのもあるのではないかなというふうに考えています。

司会（高橋）　ありがとうございました。確認ですけれど、障害者雇用枠の 1.8％の中にがん患者も

入るといいのではないか、という考え方ですか？

桜井　入るといいんじゃないかなと思っていますね。それはご本人が希望して、ですね。だから

HIV の方でも、性感染の方とか、やはり言えない、言いたくないという方は普通に働いていますよね。
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それと同じでいいと思うんですよ。でも、自分はこうなので、で入りたいという方は、それで入っ

ていけばいいのかなというふうに思っています。

司会（高橋）　はい。いろいろな考え方があるとは思うんですけれども、まず質問、コメント。今の

話にかかわらなくても結構ですけれども。はい、どうぞ。

会場参加者Ｄ　興味深く伺いました。さっきの障害者雇用に入れる話なんですけれど、週に 20 時

間以上の就労が必ず必要だというのもあると思うんですね。そうすると、もしかしたら、おやりになっ

てらっしゃる就労支援や相談事業のところで、いわゆるがん患者さんたちのジョブコーチングみた

いなものがあると、すごくいいかなと思って伺っていたんですけれど。

桜井　同じことを考えています、今。ジョブコーチというか、復職に失敗される方がとても多いん

ですよ。それがやはりメンタル的なところと、やはり非常に無理をしてしまうんですね。そこの制

御がうまくいかないケースがとても多い。私たちはこのサポートもグループのほうでやっていて、

今まで成功したのが大体２週間が勝負ですよね。この２週間一緒に付いていければ、ほぼ戻れてい

ますね。このあいだもとても嬉しいお話を聞きました。ちょうど復職しようかどうしようか迷って

いるという方に、迷っているのだったら、ぎりぎりまで復職はやめてくださいと言って、私たちの

ほうで復職をさせなかったんですね。それで落ち着いた状態で復職をしました。その間に私たちの

ほうで日記を付けてくださいということと、それから、これに日記を書いてくださいという表も渡

したんですね。それから、図書館に行ってください。必ず同じ時間に電車に乗ってください。お昼

をどこか外で食べて。要は生活習慣を整える。それが自分にとってきつかったか、きつくなかったか。

もう本当にジョブコーチそのものなんですよ。それを付けてくださいというのをやったんですね。

そうしたら、もう見事に成功しました。

　彼女がこのあいだメールを送ってきてくれたんですけれど、何が嬉しかったかというと、復職を

して引き出しを開けたら、自分の新しい名刺が入っていたと。彼女のところは、休職している間に

会社のロゴマークが変わったそうなんですね。復職したら、自分の名刺に新しいロゴマークが入っ

て置いてあった。涙が出そうになった。私はそこなんじゃないかなと思っているんですね。だから

その本当に、焦らずに、２週間なんなり、病院や企業の中だけではなく、その周辺で支援すること

ができれば、一番それができるのではないかなというふうに思っています。

司会（高橋）　はい。それではどんどんどうぞ。

会場参加者Ｅ　新聞記者です。今日はありがとうございました。こうやって事業をいろいろ広げて

いくと、お金もかかってしまうとどうしても思うんですけれども、海外の患者団体とか、公益の慈

善団体とかを見ると、非常に寄付制度も充実していて、寄付文化も根付いていて、お金の支援とい

うのは結構集まってきて、患者団体がすごく動きやすい感じを受けるんですけれども。実際こうやっ

て活動していて、お金の問題はどうクリアされているのか、ということと、海外にも行かれて患者

団体との交流も持ってらっしゃると思うので、その辺り、海外と比べて日本はどうなのか、制度的

にどうなのかという部分を含めて、高橋先生に、ちょっとその辺り。
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桜井　やはりお金はもう桁が違いますよね。何と言うんでしょうね。私、何かこう、宗教もあるの

かなと思ったんですけれども、やはりアメリカって寄付文化がしっかりしている。それはなぜかと

考えたときに、もらうほうも説明責任をきちんと果たしていますね。それと、やっていることがと

ても公益性が高いです。直接的な支援にも結び付いて、とにかく企画力がとてもあるんですよ。な

ので、寄付する側もそのお金が正しく使われることを認識、信頼しているし、寄付した自分自身に

尊厳を感じるのではないかなというふうに思っています。

　私たちのこの CSR プロジェクトというのも、これから解いていかなくてはいけないのはまさにそ

の部分なんですけれども。やはり企業に対してこの問題というのは、健康分野だけではなくて、い

ろいろな分野で関与する問題なんです。どこにもいるんですよ、がん患者さんが。その中での問題

になってくるわけなので、メディアの力とか、あるいは私たちがこうやって発信をしていくこと。

あと、私たちのほうで、こういう教育とか就労支援のプログラムをご提供させていただいています

よというようなことを言っていくことで、それを事業として受託できるようになれば一番。それが

活動継続にもつながっていくのかなというふうに、今は考えています。実際そういう動きが少しず

つ出てきつつあるのかなというような気がしております。

司会（高橋）　先週帰ってきましたが、マクミラン・キャンサーサポートという、イギリスの最大手

のがん支援団体の視察に行ってきました。この団体は、今年で 100 年目だそうです。100 年。すご

いですね。イギリスには大手のいろいろながん支援団体があるんですけれども、とてもびっくりし

たのは、マクミラン・キャンサーサポートはそれらを吸収合併してさらに大きくなったのですね。

やはり支援団体にはそれぞれ哲学がありますから、合併はものすごく難しいと思うんですけれど、

それをやってきた。どうやってそこをうまくやったかというのも聞き取ってきたので、また機会が

あったらご報告したいんですけれども。そこで今の関連で二つ思いました。活動資金はとにかく３

桁ぐらい違います。ちょっととんでもなく違います。それはそうなんですけれども、ではそれを寄

付文化の違いということで片付けてしまうと、みんな文化のせいになってしまう。日本にもタイガー

マスクだってたくさんいるのに（笑）。ということで、イギリスの団体はマーケティングがとにかく

うまい。

桜井　そう。

司会（高橋）　マクミラン・キャンサーサポートは、もちろん就労だけではなくて、ありとあらゆる

支援をやっているんですね。その活動に助けられた方たちが、残念ながら亡くなった後、遺族が遺

産の一部をマクミラン・キャンサーサポートに寄付するということが多くて、マクミラン・キャンサー

サポートの収入の中で一番多いのが、遺産からの寄付だそうです。レガシー・マーケティング、遺

産マーケティングという言葉を初めて知りました。だけどそれは、「あなたの遺産をこちらにくださ

い」とマーケティングしているというよりも、マクミランでお世話になって、その活動がとても良かっ

たと思っている人たちが、自分からこの遺産の一部を役立ててくださいと寄付しているわけです。

それは、ああ、なるほどな、と思いました。そうやってすごく回っているんだと。
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もう一つ思ったのは、クオリティ・コントロールです。何か一つの活動をしたときに、それが本当

にいいものになっているのかどうかの評価が厳しい。どういう人がどういう立場でどういう方法で

評価をしているのかという、そこのシステムが、大変厳しいと思いました。日本国内でここまでやっ

ている団体を私は知りません。

　アドバイザリー・ボードのように、外部から学識経験者やそれ以外の人もたくさん入れていて評

価する。そういう学識経験者たちがちゃんと時間を割いて参加するのは、相手がマクミランだから、

というところもあるようでした。ですので、やはりその辺、長く続いて非常に評価が高いというの

はそれなりの背景もあるんだなと思った次第です。

会場参加者Ｆ　今日初めて参加させていただいたんですけれど。生命保険会社に１年半前に転職し

て、妻が去年がん手術をしたんですね。両方的な意味で身近に感じたんですけれど。ちょっと話を

拡散させるようで申し訳ないんですけれど、実際がんは従来的なイメージで身上を決するというこ

とで、そういう偏見があったと思うんですけれど。一般的に誰しも年を取ると病気になる。あるい

は若くても病気だということで、仕事を続けていく上で、カミングアウトというんですか、病気で

ありますよとわざわざ言うのが大変なリスクだと思うんですね。隠しているのが普通かなと思うん

ですけれど、そこら辺の一般的なことと、あと逆にいったん失業したときに、再就職したときにも、

法的な背景はわからないんですけれど、それは言う義務があるのか、道義的に言わないといけない

と思っているのか。　

　あと、この「がん患者のための心理学教室」。これをタイトルを読まずに読めば、いろいろな人に

普通に当てはまるなと思います。ほかの病気をされている方が実際社会で苦労されているとは思う

んですけれど、その関係というか、そこらへんの背景、ちょっと漠然として申し訳ないです。その

へんのところを教えていただければ。

桜井　はい。では一つ目と二つ目は近いので。私は割と最初がんだとわかったときに、クライアン

ト（顧客）がたくさんいましたので、もう言わざるをえなかったんです。桜井さんに、と言って仕

事が来ていたので、ここから相手に、すみませんけど担当が代わりますと言ったときに、なぜ？と

聞かれてしまうんですね。で、もう言わざるをえなかった。がんになりました、と言っていました。

だから、カミングアウトしすぎたかなと思うぐらい。というのは、その後ですごく思ったのは、乳

がんというのは結構セクシャリティとも関係があるんですね。なので、結構セクハラ的な言葉も受

けたりとかということもありましたし、男社会の中でやはり乳がんということを言っていくことは

すごく勇気が要ったし、言いすぎたかなというふうに思いました。というのは、職場に戻ってきた

ときに、みんな私を乳がん患者だという目でしか見られなくなっていたんですね。そこのところが

すごく、ちょっと言いすぎたかなというふうに思いました。

　再就職をするときに、がん患者ということはいっさい言いませんでした。それはなぜ言わなかっ

たかというと、べつに仕事をすることにおいて、がんであるかどうかというのは関係がないと思っ

たからですね。それは労務上も安全配慮義務というのが企業側のほうにあります。配慮しなくては
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いけないこと、配慮しなくてもいいこと、両方あると思うんですけれども、配慮してほしいこと、

自分が配慮してほしいこと、あるいは配慮されなくてはいけないことがあれば、それだけを伝えれ

ばいいというふうに後から学びました。再就職のときには配慮してほしいことだけ言いましたね。

ちょっと重たいものが持てないですということと、月に１回程度、お休みをもらいますということ

を言いました。それだけです。

会場参加者Ｆ　ありがとうございました。

桜井　あと、最後のご質問は・・。

司会（高橋）　心理の・・・。

桜井　あ、これは、何と言うんでしょうね、べつにがん患者さんでなくて誰でもできると思ってい

ます。できるというか、必要なことだろうなと思っています。ただ、患者さんはやはり結構メンタ

ルの部分でへこんでいる時期がやはりあるのと、それと、この教室の面白いところは、がん経験者

だけで集まるというところにちょっと価値を置いています。

司会（高橋）　ありがとうございました。ちょっと確認なんですけれど、再就職のときに配慮してほ

しいことを伝えて、重いものを持てない、あと月１回休みますよという、それはなぜかというのはおっ

しゃらなかったのですね？

桜井　言いませんでした。

司会（高橋）　いろいろな判断がありますよね。実際月一回休む理由まで言わなくてはいけないとい

う法的な義務はないです。

桜井　うん。

司会（高橋）　ですけれども、そこを会社側は聞いてきました？

桜井　聞かなかったですね。

司会（高橋）　聞かない。うん。

桜井　それよりもできることのほうを私がどんどん言っていったので、聞かれなかったですね。だ

からそのときは、多分旅行好きの女の子か何かと思ったみたいですね。何とも言われなかったですね。

あ、そうか、みたいな感じで。何も言われなかったですね。今は、たしかそれは聞いてはいけない

んですよ。雇用差別になってしまうので、そこまでプライバシーのところに突っ込んで聞いてはい

けないことに一応なっています。だからもしそういうふうに聞いてくる人事の人がいたら、その人

事のレベルがかなり低いですよ。

司会（高橋）　それはでも、もう法律になっていましたか？

桜井　なってない、まだなってないですけれども、でも人事のルールとしては、もうやってはいけ

ないことになっています。だから履歴書でももう、多分既往歴って消えていると思います。

司会（高橋）　その辺がね、いろいろグレーゾーンで。小児がんの領域で、企業に求人応募するとき

の履歴書に既往歴欄がどれくらいあるあるかという調査をなさった先生がいるんですね。やはりま

だ既往歴欄が残っているんですよね。それと、第２回の勉強会で合理的配慮というのをやりました。
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報告書もあるので、もしご希望の方は教えていただきたいんですけれども、障害者差別禁止法があ

る国では、さっきおっしゃったようなことは聞いてはいけない、聞くのは違法となっているわけで

すけれども、今現在の日本では聞いても法律的に違法というわけではない、グレーですよね。

桜井　うん、うん。

司会（高橋）　ただ、障害者差別禁止法に向けては、国内でも今かなりアクティブに動いている。

桜井　そこの部分の人事の思考を変えないといけないんだなと思っているんですね。だから人事と

いうのは、あくまでも労働というのが労務契約なので、この人は会社に入ることでどれだけ会社が

成長できるかという、それを見るのが、見極めるのが人事の責務ですよね。そこだけを考えれば、

病気ということは後回しになってきますよね。病気というのを先に見てしまうのか、企業の成長と

いうことを先に見るのかということで、多分変わってくる。だからその辺りの人事の側に対する教

育というんですかね、それがすごく重要だと思う。それで赤本を作ったんですけれどね。

司会（高橋）　なるほどなるほど。赤本はどういうふうに入手できるんでしょうか？

桜井　赤本は今、私の足元に 500 冊ぐらいありますけれども、一応セミナーとセットでやろうかな

と思っていまして。ただ、抱えていても仕方がないので、そうですね、何かそのセミナーと一緒に

やりつつ、そのセミナーができる人も育てていきたいなというふうに思っています。はい。

司会（高橋）　ありがとうございます。イギリスでは障害者差別禁止法があるんですね。だけどその

「障害者」という言葉からがんを連想しない人がたくさんいるので、差別禁止法から、Equality Act 

2010 と名前が変わったんだそうです。それでも企業あるいは病院関係者には、その法律でがん患者

もカバーされていことを知らない方のほうが多いので、そこの啓発が大変だと、マクミランのスタッ

フの方がおっしゃっていました。

会場参加者Ｇ　本当に今日はありがとうございました。質問でも意見でもなくて感想だけなんです

けれど、慶応大学の精神科の先生が企業のメンタルヘルスサービスとして、委託を受けて、心理士

３人と精神科医２人をその企業に派遣して、メンタルヘルスの調節をしているという話をしている

話と、それから２回目の春名先生の reasonable accommodation（合理的配慮）で、連邦政府とし

ての支援サービスがあるというのが結び付けながら、つい言ってしまったんですけれど、「合理的な

配慮」を第三者が提供できるようなシステム、もしくは請け負いを収入を確保しながらできたら本

当にいいなというふうに思いました。ありがとうございます。

司会　では前の方、どうぞ。

会場参加者Ｈ　すみません、一患者です。ちょっと皆さんお話がすっきりして、うまく話せるかど

うかわからないんですけれども。最近桜井さん、よくテレビでお見かけしますし、就労問題につい

ては新聞等でも読んだりします。一患者として、私もがんの告知を受けてからも仕事は続けてきま

したし、それに対して、就労に関して個人の感想というか、思いと、あと今日お話を聞いて、改め

て新たに思うことがあったんですね。それをうまく話せたらと思うんですけれど。

　まず今、企業への啓発という部分から話していくと、桜井さんが再就職するときに、自分のがん
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をわざわざ言う必要はないと。それはなぜなら、人事の側が、会社にとってこの人は会社にどんな

メリットをもたらしてくれるかということを考えるべきであるから、というふうにおっしゃってい

ましたよね。逆に、私は自分が仕事をしているときに、がんの治療で、抗がん剤を受けながら、会

社もできる限り行きました。なぜなら大企業ではなく、中小企業に当たる会社だと思うんですよ。

不況ですので、ヘッドカウントを減らすことができない。そうするとやはり、私は抗がん剤を受け

ます、具合が悪くなるかもしれないので、来られなくなるかもしれない、私はここまでしか仕事は

できません、ということは会社側に申し上げられないんですね。なぜなら、ヘッドカウントがない

ので代わりがいないんです。そうしたら這ってでも行かなければいけないということで、なるべく

金曜日の日に抗がん剤の投与をして、土日で体調を整えて、下手すれば月曜日にバケツを抱えてで

も会社に行って、午後に会議をずらしてもらうなどにして、行っていました。なぜなら、それは私

は働く側として、やはり会社からお給料をもらうためには、会社に貢献をしなければいけないと思

うからなんです。それは企業の人事が思うことと、私が働く側として、やはり思わなければいけな

いこと。お給料をもらうわけなのだから、その分としてきちっと会社に、がんであろうが何だろうが、

返さなければいけないというふうに思いながら働いていたんですね。

　同時に、就業の問題ですごく感じたのが、私も病気と治療をバランスにかけたとき、結局は続け

ていくことが難しくなって、やはり会社に迷惑をかけると思って、会社を自ら辞めました。今、週

４日で新しい仕事をしているんですが、自分の治療とバランスを取りながらやっているので、はっ

きり言ってお給料は半分ぐらいに減りました。

　なぜなら、今はちょっと残念ながら再発をしてしまいまして、週にいっぺん抗がん剤を打たなけ

ればいけないという中で、それはその程度の仕事しかできないことは自分でわかっているので、仕

方がないことだと思っているんですね。そうなることで、ある意味自分の収入と治療費の支出とい

うのが合わない、あまり正直言って合わないんですね。高額医療で返ってくる申請をすれば、多少

はできると思うんですけれども。

　すごくその、何だろう、就労の問題ですごく、こういうことを言うと多分弱者をいじめるみたい

な言い方をされてしまうかもしれないんですけれども。企業に勤めていながら、傷病手当金をもらっ

て、多分一番長くは１年６か月だったものですよね。今の仕事の関係上、そういう部分を見ること

があってしまって、１年６か月、なるべく最長で会社から傷病手当をもらって仕事をぜずにお金を

もらっている方もいらっしゃると思うんです。それはその人がどういうふうに考えてもらっている

かと、あとその人がやはりきつい治療でできないのか、そうでなくてももらえるものはもらおうと

いう２タイプの人もいらっしゃると思うんです。それは一概に駄目とは思わないんですけれど、そ

ういうふうにしている方がいらっしゃるということ。

　あとはさっき、ブラジルの方の話があったと思うんですけれど、７割だか８割だか、たくさんの

方は生活保護を受けていて、そうすると医療費は出ると。でもそれは日本でも一緒で、医療費、生

活保護を受けていれば医療費は全部負担してもらえる。低所得者の方は納税もしながら、一所懸命
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働いているのに、医療費が払えない、私はもうこの医療をやめますという話も、私も実際に聞いた

ことがあります。

　一方、生活保護ですべて出してもらいながら、すべての検査、治療、入院をしている最中は、そ

ういった家賃も払ってもらって、次、先生、これも治療してほしいわという人もいらっしゃるわけで。

それも本当にできない方と、それをうまく利用している方っていらっしゃると思うんですね。そこ

にすごく矛盾を感じます。自分が患者として一生懸命働きながら、企業にも返さなければいけない

と思って働く上で、そこの矛盾をすごく感じるんです。多分それは政治の世界というか、国の問題

ともいろいろあると思うんですけれど、問題になっていると思うんですね。

　就労の問題ってすごく思うに、国と企業と個人と、それぞれがバランス良く成り立たないと、な

かなか解決できない問題なんじゃないのかなと思うんです。どうしても就労の問題となると、やは

り企業さんにスポットが当たって、多分、企業はなんとか病気を理解すべきだということが割と声

高に、表に出てくるんですけれど、それは全くそのとおりだと思うんです。ただ、やはりヘッドカ

ウントとして融通がどうしても付けられない中小企業さんで働く社員さん。そういうところで働き

たいと思う人の、やはり個人のスカラーシップ、資格取得割引制度とか、そういったこともすごく

いいと思うんですけれど、それにプラスして、個人の考え方の、啓発。働く人たちの個人の啓発と

いうのも必要なんじゃないかなと思うんですね。

　「こけた人」というふうにさっきおっしゃっていたんですけれど、仕事をしていない人には２タイ

プいる。さっきも言おうと思ったんですけれど、桜井さんは非物質的な報酬を求めて、それが喜び

になる人。でもそうではなく、別にそれを全く感じないというか、非物質的な報酬を喜びと思わず、

私は楽にお金をもらえればいい、楽してもらえればいい、治療も受けられるし、生活も助けてもら

えるし、という考え方の人は、傷病手当をもらうなり生活保護をもらう人になってしまうと思うん

ですよ。

　そういう人たちも、本当に支えなければいけない人も、すべて税金で支えていると思うんですね。

働く人たちが増えていけば納税も増えると思うし、納税が増えれば、そのお金を多く使っていける

と思うんです。

　ごめんなさい、いっぱい話してしまって。その辺の、要するに個人の啓発というのが、私はこれ

からは大切なんじゃないかなというふうに思います。ごめんなさい。勝手な思いを長々と話しまして。

司会（高橋）　いや、すごく本質的で大事なことです。

桜井　もう、そこですよ。だから患者が言わなくてはいけないんだと私は思っています。だって、

理解してほしい、職場に理解してほしいと言うんですけれども、では理解してほしいと言わないと

理解できないですよね。どういうことを配慮してほしいかと言わないと、理解できないと思います。

それとあと、今の社会保障制度というのも、やはりちょっと古いんですよ、がん医療に対して。例

えば傷病休暇制度、楽ですよね。１年６か月。本当、のうのうと何か診断書を書いてもらって、休

めるんですよ。でも、患者自立とか、どう生きるか、ということを考えたときに、それでいいのか
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ということなんですね。

　あと社会人として、一人の社会人としてどう生きるかという部分。そこの部分を考えたときに、

そのままでいいのかなということ。となると、今のあの傷病休暇制度というのが、はたして今のが

ん医療制度と合っているのかなと、そこをすごくギャップを感じるんですよね。

　そういうところをどんどん、やはり社会保障制度は国のほうも気が付いて変えて行かなくては。

そういった制度の弱点は私たちが言わなければならないし、言う時に効果的なのはやはり働いても

らったほうが、税金が取れるでしょうという利点をつたえること、もう最終的にそこなんですよね。

医療費を費やしているけれども、抗がん剤の高いのをいっぱい出しているけれども、働いてこれで

QOL が上がって仕事をやってもらえば、税金も取れるんじゃん、というところに気が付いてもらっ

て、うまく後押しをしてもらえる。で、そういう排除しない生活保障制度というのは、私は絶対必

要だなというふうに思っています。

司会（高橋）　こういう話が出るのが、この勉強会のすごくいいところ。ごめんなさい、もう時間が

なくなってしまったで、これで締めさせていただきます。今日も本当にありがとうございました。

　次回は、今日もたくさん話が出ましたけれども、障害者雇用とがん患者雇用との共通点・相違点

について、「障害者雇用を広げる、育む」というタイトルで、サンクステンプ株式会社の大曲さんと

工藤さんにお話をいただきます。大曲さんと工藤さん、今日も来てくださいました。次回よろしく

お願いします。

　では、皆様、どうもありがとうございました。お疲れさまでした。　　
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