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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。
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第一部
  障害者雇用を広げる、育む

大曲敏之 さん
サンクステンプ株式会社〈テンプホールディングス特例子会社〉  取締役経営企画本部長

工藤雅子 さん
サンクステンプ株式会社〈テンプホールディングス特例子会社〉  同 人財開発室長

大曲敏之さんのプロフィール

金融為替ブローカーとして活躍していた1998 年に心臓機能障害のためペースメーカー
導入。復帰後まもなく転職を余儀なくされたが、新聞の求人広告の「障害者募集」でサ
ンクステンプに出会い 2001 年 11 月に入社。事業運営のほか障害者雇用に関する講演
等も行う。

工藤雅子さんのプロフィール

企業就労を目指す障がい者の人材育成事業を担当し、ビジネスマナー研修を実施。19 歳
で慢性腎炎の診断を受け、17 年後に透析治療開始。いくつかの転職後 2002 年 1 月サン
クステンプに入社。障害者専門の人材紹介コンサルタントとしての経験も有する。

サンクステンプ株式会社

http://www.thankstemp.co.jp/index.html　総合人材サービス会社テンプホールディ
ングスの特例子会社※で、社員の 9 割が障害者。障害特性を配慮した職域の開発を目指
して事業展開中。（※特例子会社：企業が障害者を雇用することを目的に設置する子会社）
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スライド 1 スライド 2

障害者雇用に関する法規制について

工藤　ただいまご紹介いただいた工藤でございます。よろしくお願いいたします。本日お話させていただ

く内容としましては目次にもありますように、1.障害者雇用について、2.がん患者の就労との比較、3.最後

に私共の実際の障害に関しての体験談をお話させていただければと思います。

　障害者就労についてお話をさせていただく前に障害者とは、という点について話を進めさせていただ

きます。障害者といわれるためには、という表現ですと誤解を招くかもしれませんが、「障害者の定義」と

いう意味では障害者手帳を取得することが大前提となっています。今は身体・知的・精神が3障害と呼ば

れており、これは障害者雇用の関係用語ともいえます（スライド1）。

　しかし、後ほどお話ししますが手帳を取得することを知らなかった、あるいは取得していなかった方が

少なからずいるのも事実です。障害者雇用の話では、この手帳を持つ持たないが一番重要な点となって

きます。

　それでは身体障害者の方々に関して説明させていただきます（スライド2）。視覚・聴覚・言語・肢体・内

部があります。それぞれに関してはスライドをご覧下さい。

　まず最初に、障害者雇用は「障害者の雇用の促進等に関する法律」がすべての根拠になっています。こ

の法律（スライド3）は、できたのが昭和35（1960）年です。第2次世界大戦後の傷病兵の就労を支援する

ことを目的としてスタートしていると聞いております。

　スタートした時点は、法律で規則として縛るよりは、就労の機会を与えましょうという奨励的な意味合い

が強かったようです。それがだんだんと法的意味が強まり、現在では、民間企業で言いますと、1.8％の雇

用率となっています。例えば、従業員数が1000人の企業では18人（18ポイント）の障害者を雇用しなさい

ということです。

　この場合の「従業員」というのは、雇用保険に加入している方すべてですから、正社員に限らずパートタ

イマーもアルバイトも入ります。今は週に30時間以上就労すると雇用保険には原則的に加入することが

決っているので、30時間以上の就労者が従業員数の母数になります。これに対しての1.8％です。

　このスライド3に「18人（18ポイント）」とあります。これがまた障害者雇用のひとつの特徴です。1000人
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スライド 3 スライド 4

対して1.8％だと18人採用しなさいということになるのですが、そうではないのです。障害等級によって重

度とカウントされる等級があり、この重度の障害者を1人採用した場合は、障害者を2人採用したとカウン

トしてもいいですよ、という決まりになっています。そうすると、本来なら人数でいくと18人を採用するの

ですが、全員重度の障害者を採用すると、1人が2ポイントですから9人採用でも18ポイントとなり、その

会社は障害者雇用率が達成ということになるわけです。

　スライド3に「短時間」とあります。これまでは障害者雇用で採用されるには雇用保険の対象となる週に

30時間以上働くことが大前提でした。ところがやはり障害の内容によっては、とくに精神障害の方々は、病

気から復帰して週に30時間以上働くというのはなかなか大変です。1日6時間を月曜から金曜日まで働い

てやっと30時間です。ほとんどフルタイムに近いものです。障害の状況によっては、なかなかむずかしい

ということで2010年７月に法律が改正され、「短時間｣として週20時間労働も認められるようになりまし

た。

　ここで障害者だけが｢短時間｣の枠が広がっただけではなく、同時に母数となる従業員数の対象も「30

時間以上」だったのが、「短時間」労働者もカウント（0.5）されるようになってきました。どういうことかと申

しますと、週に30時間以上働いていた従業員が1000人であった会社にパートさんが1000人いたとなる

と母数は1500人になるわけです。その1.8％を採用しなさいということですから、障害者も有利になった

だけではなく、企業からすると合わせて従業員母数が増えた分だけ、たくさんの障害者を採用しなければ

ならないというように変わってきています。

　ちなみに民間企業は1.8％と申しあげましたが、官公庁や独立行政法人にも雇用率が設けられていま

す。官公庁・独立行政法人は2.1％、教育委員会は２％となっています。

障害者雇用の促進の歩みと実態

工藤　スライド4は、やや細かいデータです。企業は、毎年6月1日付けで障害者の雇用率を厚生労働省の

方に報告しなければなりません。これは昨年のもので直近の数字です。当然1.8％というのは法律ですか

ら、本来ならすべての会社が守らなければいけないのですが、現在、全国平均では1.68％です。大企業が
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集中する東京都では1.63％になっています。　

　この図で非常に特徴的なところは平成16年で一気に右肩上がりに変わっている点です。先ほど申しあ

げましたように、法律は昭和35年からあります。ずっと法律があり、それまでにも厚生労働省、ハローワー

クが企業に厳しく指導も入っています。ところが平成16年に一気に右肩上がりになったのは、NPO法人の

DPI（Disabled Peoples‘International：障害者インターナショナル）日本支部から障害者雇用未達成の企

業名を公表しなさいという情報公開請求が出されたんですね。

　結局公表された東京都ではその時点で1.8％を達成されていなかった9,000社余の会社が社名を公表

されたわけです。その結果、情報公開請求者であるDPIのホームページにアイウエオ順に出されました。

やはり企業というのは、そういうところに名前が出ると、いちばん驚くようです。特に大手企業は、法律を

守っていないというところで名前が出るのは、非常に不名誉に感じるようです。社会的責任としてコンプ

ライアンスが守られていないというところで、企業の態度がここで一気に変わりました。それがこのスライ

ド4のグラフによく出ています。

　またあわせて平成16年前後には、食品の製品管理に関するいろいろな事件もあり、企業の社会的責任

が非常に問われていたという時代背景もありました。こうした時代背景があり、企業名の公表があってか

ら一気に右肩上がりとなっています。

　先ほど、スライド1で障害者の定義として、｢身体・知的・精神｣の3障害があると申しあげました。実は障

害者雇用に関しては、最初は「身体」だけが対象でした。雇用法の改正により、平成10年から｢知的｣障害

者が、さらに平成17年には｢精神障害者｣が障害者雇用の対象に加わりました。スライド4の図の棒グラフ

のいちばん上に少しあります。年々障害者雇用の数が増え、直近では全国で34万3千人の方が障害者雇

用で就労されています。その中でいちばん多いのは｢身体障害者｣で27万人（79％）、「知的障害者」が6万

人（17％）、そして｢精神障害者｣が1万人（3％）です。

　昨年度は初めて精神障害者の新規雇用数が知的障害者の雇用数を上回りました。これは非常に画期

的な数字だと思います。なぜなら、精神障害の方の雇用は企業の理解がなかなか進まず、苦戦をしてい

る状態がずっとあったからです。知的障害者の場合は、自立支援法の影響で昔の養護学校、今の特別支

援学校、が一般就労にたいへん力を入れてきたという背景もあり、就労が非常に進んでいます。それが今

回初めて精神障害者の方が知的障害者の新規雇

用を上回ったということで、画期的なニュースでし

た。

　スライド5も細かいデータですので全体のイメ

ージを掴んでいただければと思います。この左側

の図は、企業の規模別実雇用率です。従業員数が｢

56～99人｣「100～299人」「300～499人｣「500～

999人」「千人以上」のうち「千人以上」の大企業は、

非常に障害者雇用に力を入れていて、平成22年度



第一部　　障害者雇用を広げる、育む

がんと就労　第五回勉強会報告書 5

に初めて平均雇用率が法律の1.8％を超えて1.9％になりました。「500～999人」も力を入れていて、1.7％

と全国平均を上回っています。

　ちなみに障害者雇用の対象は、従業員数が56人以上の企業です。56と言うと半端な数のようですが、

単純に1.8％をかけると１人になる数字です。このように大手企業が力を入れているということがおわか

りいただければ結構です。

　このスライド5の右側のグラフは、実際に達成している企業がどのくらいあるのかという企業規模別達

成企業割合です。｢千人以上｣の大企業は、平成11年の段階では23％ほどで全体の約1/4の会社が達成し

ていたに過ぎなかったのが、だんだんと伸びて今は55.6％と半分を超えました。しかし、まだ45％の会社

が達成していないということです。それ以外の規模の会社はほぼ横並びで、まだ半分以上の会社が達成

していないということです。

　障害者雇用の法律によって就労している障害者はたくさんいるのですが、2社に1社は達成していない

ということを考えるともっと採用されなければいけないということです。

未達成企業と先進的企業

工藤　未達成だとどうなるかです（スライド6）。これは法律ですから、そういう場合の規則があります。月

額で5万円／人の納付金を支払わなければなりません。月額5万円とは年額で60万円です。どのように安

い労働力でも、最低賃金を考えても、年間の人件費が60万円では1人は絶対に雇えません。単純に経費

的な面から考えると納付金を払った方が安上がりです。しかし障害者雇用というのはそうした金銭的なこ

とではなく、企業の社会的責任として雇用の場を提供するということですから、納付金を払うのではなく、

実際に障害者の雇用を進めましょうというのがその趣旨ですので、そのあたりがだんだんと浸透してきて

いるという状況にあります。

　未達成企業には納付金だけでなくハローワークの指導が入ります。なかなか障害者雇用に着手しない

と、まず担当者が呼ばれ、そのうちに人事系の上部の方が呼ばれ、最終的には社長が呼ばれて指導を受

けます。それでも障害者雇用に着手をしない、努力をしないということになると最終的に企業名が公表さ

れます。今年は7社が公表されました。

　これまでは公表されると、それから努力される企

業がほとんどでした。今回は公表された7社の内の

2社は過去にも公表されています。1回公表されて

いて指導が入っているにも関わらず、2回目の公表

を受けたということです。

　18％以上採用すると調整金という補助金が受け

取れます。27,000円／月・人でいただけます。これ

は期限がありません。18％以上ずっと採用してい
スライド 6
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れば永遠に27,000円／月・人が支給されます。その分を人件費に上乗せできるので企業としては非常に

助かります。

　全国平均が1.68％という話をいたしましたが、最近の民間の障害者雇用で非常に有名なのは、ユニク

ロさんです。ユニクロさんはなんと雇用率が8％を超えています。これは会長の柳井正氏の一声で、すべ

ての店舗で１人以上採用するという方針になった結果だそうです。一般的な民間企業からすると8％とい

うのは驚異的な数字です。

雇用促進のさまざまな仕組み

工藤　このほかさまざまな仕組みで障害者雇用が促進されています（スライド7）。例えば、車椅子の方が

就労できるようにスロープを設けたり、車椅子用のトイレを付けたりなどの施設の改善であったり、また、

車椅子では電車になかなか乗れないので、車通勤のための駐車場借り上げに対する補助金があります。

また、精神障害者の方を採用する時に、社内で就労定着をサポートするための精神保健福祉士といった

専門家の方を採用する場合があります。そういう専門家採用の助成金などもあります。

　さらに、特定求職者雇用開発助成金があります。これは、障害者だけではなく、シングルマザーの方と

か、中国からの帰国者、高齢者等々就労困難者と言われる方を雇用する場合の助成金です。たとえば重度

の障害者の方を1人採用すると100万円以上の助成金が支給されます。

　このような助成金の他に、トライアル雇用という制度もあります。通常の採用なら試用期間という制度

があると思いますが、試用期間だけではなかなか見極められないという時にトライアル雇用という制度

があります。これは最長3ヵ月ですが、トライアル雇用の期間中は、対象者にも国から助成金がおります。

　それから委託訓練制度というものがあります。就労する前の実習のようなもので、実際に会社で働く経

験をする制度です。これを受け入れる企業側にも何らかの助成金がおります。

　就労支援システムの一環として、地域には「就労支援センター」があります。障害者の方が自分で就職

活動をしようとした時に、ハローワークに行き求人票を見るのですが、1人では就職活動が難しい場合が

多々あります。とくに精神障害の方や知的障害の方などは、自分で就職活動をするのはなかなか難しい
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のです。地域の就労支援センターに登録することによってそこのスタッフが就労準備訓練をしてくれたり、

地域の求人企業とのマッチングもしてくれます。

　さらに特別支援学校の職業教育があります。ここでも障害者雇用の就労準備に力を入れています。

　その他、国の単位では、国立リハビリテーションセンターとか職業リハビリセンターがあります。都道府

県単位でも職業教育センターというものが設けられて、二重にも三重にも就労準備のためのいろいろな

仕組みができています。

　そういう仕組みのひとつに特例子会社というものがあります（スライド8）。これはあくまでも障害者雇

用の法律の中で｢特例｣ということです。スライド8にあるように「障害者を雇用しやすいように、設備や就

業条件など就業環境に配慮した事業所で、障害者雇用制度の適用上、特例的に親会社の事業所とみなす

制度」ということです。どういうことかと申しあげますと、A社という1つの会社があり、本来はその会社で障

害者を採用しなければいけないのです。ただやはり物理的な設備であったり、就労規則であったりを柔

軟にすることによって障害者をより雇用しやすいということがありますので、そのために別会社を作って

もいいですという制度です。

　例えば、親会社に従業員が1,000人いて障害者雇用が0人であったとしても、特例子会社の全従業員が

18人であり、その全員が障害者であったとします。そうすると1,018人が母数で、その1.8％にあたる18p

分を特例子会社で採用する。そうすると親会社は1人も障害者はいないのですが、特例子会社を設置す

ることにより、この会社は障害者雇用を達成したということになります。

特例子会社としての実態

大曲　この特例子会社ですが、私の勤務しているサンクステンプという株式会社も特例子会社です。今ま

で工藤の方から説明している数字の部分で申しあげますと、弊社では現在160名近く社員がいます。ポイ

ント数に換算すると230ポイントあります。これは重度の社員が多いということです。実際にそれほどいる

のかということですが、これは親会社の母数が多いからです。人材派遣の会社ですから、実際に人材派遣

の会社で営業をしている者は1,000名少々ですが、派遣スタッフとして登録をしていただき派遣先で就労

されている方もすべて雇用保険に入っています。そうしますと従業員母数がすぐに1万人というような数

になります。これはある一定期間以上派遣就労しているスタッフが従業員として算出されますので、テン

プスタッフの母数は単純に言うと1万人ということになります。そうすると「1万人×1.8＝180p」という数

字がすぐに出てきます。そのためにはそれだけの社員を採用しなければなりません。法律を守るために

はそれなりのコストがかかってくるということです。

　これは大企業でもみな同じです。大企業さんは高い右肩上がりで達成されているという傾向が見られ

ますが、やはりこういう部分でも会社側から見ると体力差、コストというものが具体的に出てきているとい

うところがあります。弊社の場合は実際には事務系の会社ですから具体的にどういう作業をさせるかとい

うところで非常に悩みました。特徴的な部分として、当初は発送業務とか事務系の仕事をやっていたので
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すが、国の方から指導を受けた結果新規の業務開拓をしなければいけないということになりました。そこ

でわれわれは会社の定款まで変えて、クッキー製造業務というものを始めました。そういうかたちで横浜

の方でスペースを借りて60人の知的障害の方を中心とした部門を作り、今は達成することができました。

特例子会社への批判的見解と促進の傾向

大曲　特例子会社は2011年1月末で、日本全体で293社あります。こういうような障害者専門の会社です

から、独立採算という意味では非常に厳しい。もちろん黒字の会社もありますが、親会社のサポートがな

くてはできない部分があります。

　そういうような事情で特例子会社という言葉としては今申しあげたような意味を含んでいるのですが、

批判的な方々もいるということも付け加えておきます。やはりそういう会社を作り、障害者の方だけをそこ

に集めて仕事をさせているといったご批判も聞こえてくるのは事実です。

　ただしこういう制度があることによって、先ほど紹介されたグラフ（スライド4、5）にあるように右肩上が

りで就労者数を増やしているというのも事実です。またこの制度をうまく利用して今後も障害者雇用を進

めていこうという企業も多くなっていますし、今、設立を考えている銀行や保険会社さんもおられます。ま

た厚生労働省の方もいろいろな助成金を用意していただいています。そういうようなことが今の傾向とし

てはあります。

　こういうかたちで徐々に、徐々に進んできているというのは事実です。これを補足として付け加えさせて

いただきます。

障害者雇用の課題（１）― 企業のタテマエとホンネ

工藤　障害者雇用という法律の中で企業はなぜそれを進めるかと言いますとスライド9にあるように

CSRとCorporate Complianceの2つがその根拠となっています。企業の社会的責任と法令遵守です。「障

害者の雇用の促進等に関する法律」があるかぎり企業としてはこれを進めなくてはなりません。この2つ
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が大きな建前ですし、障害者雇用のいちばん大事なところであります。

　ところが現実には求人企業と求職者のミスマッチ（スライド10）という問題があります。企業のホンネで

す（スライド11）。障害者というのは何らかのサポートが必要な人、と考えるとメインの仕事は任せられな

い。そうすると補助的な仕事をしてもらいたいということになります。というとパソコンができて電話応対

ができる若い女性がほしい、というのが企業のホンネです。

　私も多くの企業の人事担当者と話をしましたが、まず、最初にこの話が出てきます。どういう人が障害

者に多いかという実情をご存じない方が多いということが非常に感じられました。たとえば聴力障害の場

合先天性の方とは限りません。多くの方が後天的になられています。齢とともに病気になったり、事故に

遭ったりというように、年齢が進めば進むほど障害を持つようになる可能性が高くなるわけで、実際、年

齢が高い方が多いのです。

　そういうことで障害者の実態ということでは、実は身体障害者の75％以上が60歳以上です（スライド

12）。いちばん多い年齢層はたぶん50歳代です。50歳代の、それも男性が非常に多いという実態がありま

す。企業が望むような若くて、女性で、パソコンができてといったような方はほとんどいません。

　そこで最近では、知的障害者とか精神障害者が注目されています。特に知的障害者は就労訓練をされ

ているので、いろいろなところで活躍もされているという実績も増えています。私たちが想像する以上に

知的障害者が活躍する場面が増えています。

　たとえば私どもの会社で言いますと、先ほどご紹介したクッキー製造もそうですが、シュレッダー作業

が業務になっています。私たちが仕事をするとけっこう紙が出てきます。それをシュレッダーするには馬

鹿にならない時間がかかります。それを知的障害の社員がやってくれるわけです。自給が何千円もする人

がシュレッダーをやるよりは賃金の安い人がやってくれた方が経費削減になるわけで、さらにその分空い

た時間を本来の仕事に回せます。このようにしていろいろな職種の開発がされています。

障害者雇用の課題（2）― 従来概念でとらえきれないグループの顕在化

工藤　障害者雇用の課題の2番目は、これまでの障害者定義では説明できないグループが顕在化してい
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るということです（スライド13）。

　最初にお話した時には、｢身体・知的・精神｣の3種類があるとお話したのですが、その中では定義しき

れない方々が出てきているということです。ひとつは発達障害と言われる方です（スライド14）。発達障害

という言葉を最近はよく耳にされると思いますが、アスペルガー障害もこの発達障害に含まれます。

　高次脳機能障害もそうです。脳血管障害で記憶障害になったり、言語障害になったりというものです。

それから難病です。

　現在はどのようにしているかと申しますと、発達障害の方は、精神保健福祉手帳でカバーしています。

知的障害の方の手帳が自治体によって異なるというお話もしたのですが、実は川崎市などでは「愛の手

帳」をIQの76～98までの方に出しています。これはアスペルガー障害をカバーするひとつの方法です。ち

なみに東京都はアスペルガーに対してはまだ検討中ということで、「愛の手帳」の範疇に入っていません。

アスペルガーの方にはIQが非常に高い方もいらっしゃいます。聞くところによるとNASAの方はほとんど

アスペルガーではないかということです。そういう方々はIQが高いのですが、コミュニケーションをとるの

が難しいなど社会生活をする上で、いろいろな障害が出てくることがあり、この場合は精神保健福祉手帳

でカバーをして、障害者雇用の対象になっている方もたくさんおられます。

　高次脳機能障害の場合は、身体障害者手帳の対象となる方がおられます。高次脳機能障害のひとつの

特徴として、言語障害が多くあります。それから半身不随になったり、半身の機能障害になったりする方も

多いと思いますので、身体障害者手帳が出たり、身体的な症状がない場合には精神障害の保健福祉手帳

が出る方もおります。

　今、いちばん話題になっているのは難病の方です。難病の方も社会生活を送るには非常にご苦労され

ている方が非常に多いと思いますが、まだ今も障害者手帳の対象にはなっていません。そのひとつの対

応ステップとして難知性疾患患者雇用開発助成金というものがあり、企業がそういう方々を雇用した時に

50万円の助成金を支給しましょうという制度はできています。
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疾病と障害

工藤　最初に身体障害者の説明をした時に、いろいろな障害を説明しましたが、病気で障害を患う場合

があります。そうした例についてご説明します（スライド15）。

　たとえば糖尿病の患者さんの場合、視覚障害を患う方もいらっしゃいます。毛細血管が閉塞してしまい

目が見えなくなったり、知覚が落ちたり、腎臓機能障害で透析を受けたり、末端の血液循環が悪くなり下

肢障害になる方もいて、その結果、障害者手帳の対象となります。

　リューマチという病気の場合も、病気になっただけでは障害者手帳は出ないのですが、リュウマチにと

もなって下肢とか上肢に機能障害が起こり、それで障害者になります。

脳溢血、脳卒中といういわゆる脳血管障害の後遺症として上肢障害、下肢障害、言語障害という障害が起

こり障害者になります。

　そしてここから、今回の「がんと就労｣ということにやっと話がつながってきます。例えば、直腸がんとか

大腸がんの場合、人工肛門を設置すると身体障害者手帳の対象になります。舌がんとか喉頭がんの方々

が言語障害になる場合に、障害が発生したということで、こういう方々は身体障害者手帳の対象になりま

す。

　最近、障害者雇用の範囲がひとつ拡大しました。初めて疾病そのものが障害の対象になりました（スラ

イド16）。それが肝機能障害です。平成22年度4月に新たに手帳交付対象になりました。その根拠として

は、肝機能障害が重症化しており回復が困難だということ、日常生活に著しい制限があるという2つです。

肝機能障害のどういう方が対象化と申しあげますと、原則としてすべての肝障害が対象です。新型肝炎、

ウイルス性肝炎、アルコール性肝炎などすべて入っています。

障害者就労とがん就労の共通点と相違点

工藤　こういうことを背景に今後、障害者雇用とがん患者の就労を考えた場合どのような共通点がある

か考えてみました（スライド17）。
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　労働者の側から考えると、就労する場合にまず体力の不安、病気進行の不安、キャリアへの不安、収入

の不安などがあります。これらはがんの患者さんでも障害者でも同じところだと思います。

　それに対して企業が考える共通点としては、要するに何らかの病気を持っている人を採用するのはリ

スクがあります。また、特別の配慮が必要なのではないかとか、フルに使えない、つまりメインの戦力にな

らない、健康保険への負担があるのではないかということがあります。

　ちなみに私は慢性腎炎で人工透析を受けています。月間40万円ほどの治療費がかかると聞いておりま

す。健康保険の運営が厳しくなっている会社では、新たに月間40万円の負担がかかる社員を採用するこ

とは難しいわけです。したがってそういうところも企業のリスクとして考えなければいけないということで

す。

　それでは次にがんと障害者の就労の相違点はどういうところかということです（スライド18）。まず労働

者としては、障害者には｢雇用法｣という法律的サポートがあるいうところが心強いところです。既に事例

がたくさんあり、いろいろと企業の方でもサポートしていただける。そして障害者の場合は、ある程度症状

が固定しているというところががん患者さんとのちがいかもしれません。

　逆に｢障害｣のイメージというものが、がんの患者さんの場合は少しちがうかもしれません。がんの患

者さんは、いわゆる「患者さん」で、誰でもなる可能性があるということで、あまりネガティブな印象はな

いかもしれません。「障害」の場合、実は誰でもなるリスクはあるのですが、そういうイメージがなく、1人

前の社会人としてなかなか見てもらえないというところがあります。「害」という漢字が大きなイメージを

作り上げていることが要因かと思います。

　企業の側から見た場合、がんの就労と障害者雇用と何がちがうかと言いますと、｢雇用法｣があるかな

いかということに尽きます。したがって、がんの就労もなにかの法律的サポートがあれば進むと思います。

障害者雇用も、この法律がなければ、現在の非常に進んでいる就労人数はなかったと言っても過言では

ないと思います。

　そこで今回この会に参加させていただくに当って、将来的に、がんの方も雇用法の対象となりうる可能

性について考えてみました。

　障害者雇用の場合、障害が固定して回復する見込みがないということに対して、がんの場合は治療法
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も進んでいて回復する見込みがあるということが大きな違いのひとつです。ところが精神障害の例をみる

と、たとえばうつ病の場合などは、最近は回復する可能性があるということで障害者手帳は２年更新にな

っています。それから先ほど紹介した肝機能障害の場合は肝機能の病気で日常社会生活がむずかしくな

っている、ということで障害者雇用の対象になったということを考えると、これらのことを組み合わせれば、

がんも広い意味で障害者雇用の対象となりうるのではないかと考えていました。

　ただ、肝機能障害や私のような腎臓の機能障害が障害者雇用法の対象となった背景を考えると、社会

的背景や、政治的背景と言っていいかわかりませんが、そういうものが大きいのではないかと思います。

　肝機能障害では、C型肝炎で国がたいへん関わってきたことがあります。腎臓病の方でいくと、全腎協

（社団法人全国腎臓病協議会）という大きな団体があるのですが政治的な運動をしてきたということも聞

いていますので、そういう活動が背景にあるのかもしれません。

　障害者雇用の仕組みとがん患者の就労についてお話をさせていただきました。
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【体験談１】 心機能障害と就労　大曲 敏之

大曲　体験談として自慢するような話は何もありません。私はこれをやりました、みなさん聞いてくださ

いというようなものは何一つありません。

発病と転職、そして障害者雇用へ

大曲　スライド19にあげてありますが、私はペースメーカーが入っています。これなくしては生活できま

せん。24時間の心電図を記録して機械的にスパイクと言いますが、それが出てくるタイプではありません。

　今こうしてお話している前は、私の場合はマネーブローカーをやっていました。ドルと円の売り買いで

す。昔は機械化されていなかったので電話だけで24時間、好きなだけ仕事ができて面白おかしくやって

いた時代がありました。少しお歳が行かれた方ですと株式証券取引所の場立ちさんというのもいたので

すが、今は機械化されて1人もいません。電子ブローキングがされていると思います。

　そういうかたちでいろいろあり、私も忙しくしていたのですが、ある日突然、心臓が3回に1回は止まって

いる感じになりました。そういうことで緊急に心臓ペースメーカー対応ということで緊急手術を受けて事

なきを得ました。それと同時にマネーブローカーの業界も大きなさまざまな波が来て、業界で2,000人超

いたと思いますが、あっと言う間にリストラクチャリングというかたちで、私も去ることになってしまったと

いう背景があります。

　その時に自分はすでに障害者手帳を持っていました。ただそれをメインに障害者雇用で雇用されると

いう知恵は持っていませんでした。まだ自分は何かで働けるだろうということで転職をしました。ラッキー

なことに転職はできたのですが、やはり体力的に続きません。同じようなマネーブローカーの仕事はあり

ませんでしたから非常に厳しく、やはり体力的に続かない。そうしますとどうしても仕事の意欲が全身から

発散できません。背中には意欲がないことが出ていますから｢大曲君、君はもういいよ｣とまた肩を叩か

れた時代がありました。

　そういうことがあり、ふとしたきっかけで障害者

雇用を知ることがあり、サンクステンプという会社

を知り、今になります。

　先ほど工藤の方からも言いましたが、人材紹介

という仕事もやりましたし、まったくちがう部門で

今は160名近くの社員とともに会社を運営していく

という仕事をしています。
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障害を受け止め、理解するまで

大曲　私の場合は自分がこういうようになるということは意識していませんでした。ただ先ほども申しま

したが、誰でもそういう可能性は持っています。今の日本の人口は1億2700万人ほどです。先ほどからい

われている「身体・知的・精神」の障害者手帳を持っているとカウントされている人は、厚生労働省の数字

ですが、日本全国で5.8％ほどです。

　この数字は確実に増えています。今後また新しい手帳の範囲が拡がれば、そういう人をケアしていかな

ければいけないという厖大な社会的コストも増えていきます。それが就労ということになり、一生懸命に

働いて税金を払えば、問題はないわけではありませんが、社会的な部分でいくらかは支えられるのでは

ないかと思います。

　その障害と同時にがんも、みなさんがんになるというリスクは同じように抱えています。「私は絶対にな

らない」、「俺は大丈夫」ということは100％ありません。そういうようになった時に、どういうようにして対

応しなければいけないかです。自分自身の心の持ちようというものはもちろんあります。私も最初に自分

が身体障害者と言われた時に、あるいは手帳がもらえるよと言われた時に何がなんだかよくわかりませ

んでした。自分はそういう人たちとはちがうところに住んでいる人間だと思っていましたから。

　ましてや知的障害という人たちとは接する機会がありませんでした。その分を自分の中で理解をする

のに時間はかかりました。最初に入社した時にいちばん象徴的だったのですが、｢大曲さん、ここはあな

たの席です。｣と言われた時に、ちょうど隣には脳性麻痺の女性がいらっしゃいました。その方は一生懸命

に｢はじめまして、○○です。｣というように、先輩ですからいろいろとお世話をしてくれました。しかし彼女

が何を言っているかひとつもわかりませんでした。何をしているのかもわかりませんでした。

　私はその時はパソコンでようやくメールが打てるか、ワードはこうして打つということを知っている程

度の水準の人間でした。10年前です。でもその彼女は、今日現在もそうですが、私どもの会社のパソコン

の管理をしています。彼女が全部手続きをしないと新しいパスワードなどの手続きができません。彼女が

キーマンです。私は彼女とは最初は会話ができませんでしたが、慣れとはおそろしいもので、今は全部会

話もできます。電話もできます。彼女の方から積極的に第三者に電話をして自分の意思を伝えることはほ

とんどむずかしい。相手が相当の理解力がないとできません。それでも社内的にはみな彼女のことは認

知しています。

　そういう環境なり、お互いの理解が得られると、働く場と言いますか、居心地がいい場所、そういう環境

が作れます。これは自分でこの10年、いろいろな部分で経験をしてようやくわかった事実です。もし仮に自

分がペースメーカーを入れるというような症状にならなければまったく知らなかった世界だと思います。

自分はちがう、こうやって働いている、おまえらとはちがう世界の人間だよという、非常に異なる、高い位

置からものを見下していました。これはいろいろな部分でチャンスを与えてくれたのだなと謙虚に思う部

分とそうは言っても実態はちがうのだとどこかで思っている部分が未だに正直なところあります。

　それでも日々の生活は今の会社なくしては成り立ちませんので、そこは彼らの中で十分理解しているつ
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もりです。

障害者の増加と社会的コストの視点

大曲　全国で293社ある特例子会社の運営ではみなさん非常に苦労をされています。健常者だけの会社

でも、ある意味で一定のパーセントでいろいろなかたがいらっしゃいますからそれなりの苦労はあると思

います。同じように人事の方たちを悩ませている問題はいっぱいあると思います。逆に言いますと「身体・

知的・精神｣の部分でいろいろとご苦労されている話があり、そういうメンタルな問題をどのように解決し

ていくかということです。会社にとってはそういう方たちが発生するということは、非常に膨大なロスにも

なりますし、コストにもなるので、それを未然にどう防ぐかということは、今非常に大きな問題だと思いま

す。

　ましてや小さいお子さんの発達障害というのは、社会的に大きなコストとなって押し寄せてきていると

いうのは、今の事実ですし、特別支援学校というのは、教室が足りない、先生が足りないというように少子

化の反対の動きがあるのも事実です。これが何を物語っているかではまだ答が出せない部分もあります

が、そういう傾向と言いますか大きな波が、今の障害者雇用、障害者という枠の部分では現実に押し寄せ

ています。先ほど申しあげた全人口に占める障害者の割合が5.8％という数字は徐々に、徐々に増えてい

くのであろうなと思っています。

　体験談というよりは、最近考えることという部分で参考になるとは思えませんが、少し述べさせていた

だきました。
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【体験談２】 慢性腎不全の体験から　工藤 雅子

工藤　実は大曲はスライドNo.19にあるように重度の1級ですので、2ポイントです。私も1級の重度で、2

人分で合わせて４ポイントで、少しは会社に貢献しているかなと思います（笑）。

　この｢重度｣という言葉ですが、障害者雇用に慣れていない人事担当者の方は、｢重度は難しい｣とおっ

しゃいます。重度と言いますと寝たきりというイメージがあると思うのですが、大曲も私もお酒も普通に

飲みますし、2人ともフルタイムで働いています。

慢性腎不全の病歴と障害を受け入れるまで

工藤　私は慢性腎不全ですが、フルタイムで働いています。通院は、2日に1回、4時間の透析をするので、

仕事が終った後に病院に行き午後6～10時まで透析をしています（スライド20）。

　私の病歴は長く、高校卒業で働き始めましたが、働き始めて1年目に40℃を超す高熱を出し、血尿が出

て入院し、すぐに生体検査をして慢性腎炎と言われました。慢性腎炎ですので温存療法で薬を飲みなが

ら、3ヵ月に1回、病院に行き、先生と面談して診察をしてもらっていました。そのころは今以上に、病院は

非常に混んでいて、行くと3時間、4時間待ちは平気でした。先生とやっと会えても5分ほどの診察で顔も見

てくれないような感じでした。

　患者さんと先生との関係を非常に疑問に思いながら過していました。もともと看護師になりたいと思っ

ていたので、医療関係に興味はありました。

　ある時、一念発起して会社を辞めてもう一度勉強をしようと思いアメリカへ留学しました。そこでメディ

カルソーシャルワーカーという仕事があることを知り、勉強をしていました。大学を終え、大学院に進んで

1年立ったところで急に体調が悪化をして透析を導入しなければいけないということになり、泣く泣く帰っ

てきたのです。それが36歳の時でした。

　透析を導入したのですが、意外に元気で6ヶ月ほどしてからすぐにアルバイトを始めました。知り合い

のツテを頼りNPOのアルコールの患者さんの支援

団体に行ったのですが、そこに1年ほどいて、これ

からは本格的な仕事がしたいと思い、初めてハロ

ーワークに行き、いろいろと調べているうちに、そ

こで障害者雇用という制度を知りました。

　その前に障害者手帳をもらっていたのですが、

手帳をもらった時には、そういう制度があるという

ようなことを説明してもらえなかったんですね。今

から考えるとそのときにいろいろと説明してくれて
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もよかったのにと思いますが、とにかくその後、障害者雇用というものがあることを知りました。それで求

人票をいろいろ見たのですが、その一方で心の中では「普通に働けるのに」と障害者として働くことに非

常に抵抗感がありました。自分の中では病気はあるが、私が障害者であるということを受け入れるまでに

非常に時間がかかりました。

公的サポート体制の恩恵を受けて

工藤　仕事を探して就職したのですが、それでも自分の働きたい内容となかなかマッチングせずに、結

局3社を転職して、最終的に今の会社にたどり着きました。2002年から今の会社でお世話になっています

が、転職を重ねる内に職歴も重なってきますし、年齢もあがってくるので、もし障害者雇用という法律がな

かったら、今のように転職ができたかどうかわかりません。あのサポートがあったればこそ今の会社にい

られるということだと思います。

　そして障害者手帳をいただくことによって、月に40万円の治療費がほとんど国によってまかなわれてい

ますし、本来はその中に自己負担金が1万円あるそうなのですが、その1万円も東京都から出ている補助

金でまかなわれているので、私はありがたいことに1円も払わずにお薬も毎月いただけています。手帳を

いただいてからもうだいぶたつのですが、この制度がなければ、今の自分があったかということでは非常

に疑問で、ありがたいことだと思っています。

　障害者手帳をもらうことによって、医療費のこともそうですが、長距離の交通費が半額になったりとか、

タクシー券が出たりとか、いろいろな細かいサポートがされていて、そして障害者雇用で就職もできて私

としては非常にありがたいと思っています。

　以上で私のお話は終ります。
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高橋（司会）　大変ありがとうございます。法律的な説明からお二人の体験談に到るまで、非常にわかり

やすくお話しいただきました。実はサンクステンプさんの会社に私がお伺いした時、その時点では、私は

お二人が障害者手帳をお持ちだということを存じあげていませんでした。そしてお話をしていて、帰りに

近くなって、「いや実はね…」ということで「エッー｣「そうだったのですか」となった次第です。いかに私自

身も障害者という言葉のイメージにとらわれていたか、思い知らされました。

　道ですれ違っている人は、もしかしたらペースメーカーを入れているかも知れない。ひょっとしたらが

んかもしれない。そういうことは、普段あまり考えていません。私自身こういうプロジェクトに取り組んでい

ながら、自分が特定のイメージにとらわれていたことを知り、帰り道は、そのことばかり考えていました。

　ちなみに、サンクステンプさんでつくられているクッキーはおいしいです（笑）。

肝機能障害への手帳交付の内容

高橋　それではディスカッションに入ります。ひとつお教えいただきたいのですが、昨年度から肝機能障

害が新たに障害者手帳の対象になったということですが、肝機能障害と言ってもその範囲は非常に広い

と思います。たとえば肝炎ウイルスのキャリアの状態であっても対象になるのでしょうか。フロアからでも

どうぞ。

会場参加者Ａ　東京肝臓友の会の者です。肝機能障害での身体障害者手帳というのは、かなり重度の肝

硬変でないともらえません。亡くなるちょっと手前と言うのも変ですが、かなり重度でないともらえないの

が現状です。したがってその状態で働くのはなかなか現実的ではないと聞いています。

高橋　肝硬変にもいろいろな段階があると思いますが、申請する分には、肝硬変という病名がついてい

ればOKなのでしょうか。

会場参加者Ａ　肝硬変にも障害の重さによってグレードがあるのですが、その分類のかなり重度の段階

でないと認定はされないという厳しい状況ではあります。

高橋　ありがとうございます。この勉強会にはいろいろな情報が集約されて集まってきます。東京肝臓友

の会からご参加いただきありがとうございました。　

　ほかにご質問いかがですか。

高次脳機能障害の手帳認定申請について

会場参加者Ｂ　今日はありがとうございました。私は銀行で産業保健師をしております。現在、私の会社

でも障害者手帳を申請していただこうと思っている方がいます。その方は脳腫瘍で2度手術を受けていら

っしゃいます。２回目の手術で半年後に高次脳機能障害となり、思考能力の低下とか物忘れが出てきまし

た。当行は雇用については問題がないのですが、その方が障害に適した場所で働いていただけるように

まずは認定されるかどうかを確認していただこうと思っています。
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　本人にはそういうことに関する知識はまったくありませんでした。私の方から、「もしそういうように先

生に診断されたのであれば先生に相談してみたらどうですか」と申しあげました。それで相談したところ

所沢の国立身体障害者リハビリテーションセンターに行き、検査をしてもらうことになりました。詳しい検

査は６月に入ってからです。もしご存じであればで、いいのですが、脳腫瘍で高次脳機能障害を患って身

体障害者手帳を申請して働いている方は、サンクステンプさんの方にはいらっしゃいますか。

大曲　高次脳機能障害で働いている人間はおります。それで今のご質問の中で、申請をして認定してもら

うということですが、これはかかっているお医者さんに言ってすぐに書いてもらえるものではないので、そ

れなりの資格を持った人の診断が要ります。お住まいのところの福祉事務所とか、そういうところで手続

きをしないと手帳は発行されません。居住の単位です。その部分で言うと、今は高次脳機能障害だけです

と手帳交付対象ではないですが、まさに言い方は非常に申し訳ないのですが、申請書を書く人の｢書きぶ

り｣なのです。したがって先ほど少し出ました、発達障害の方が精神保健福祉手帳を持って働くということ

が、今は末端では行なわれています。公ではないですが、暗に認められています。そういうようにして就労

の機会を増やしていくということが行なわれていますので、その方について、私が「だいじょうぶですよ」

ということは一概に申しあげられませんが、きちんとした検査を踏まえていけば問題はない、そういう方

向に流れていくというように推測できると思います。

会場参加者Ｂ　ありがとうございます。本人も、自分は障害を抱えてしまったけれど、会社としては、いわ

ゆる障害者雇用の部分でのポイントというところもあり、私の方からも、職場を配慮する時に、「こういう

障害をお持ちです、これは社会的に認められているものなので、みなさん援助してください」という体制

も逆につくれます。本人にとってもいいことですし、会社にとってもプラスです。がんを患って闘って、さら

に障害者として認定してくださいと言うことは、大変私も心苦しかったのですが、先ほどお二人の話を聞

いて、そういう面では障害を持っていてもそれをプラスに変えて働いていってほしいと思っていたので、

障害者というように認定されることが悪いことではないと思いました。今後ともいいお話があればまた聞

かせてください。ありがとうございました。

大曲　ひとつ付け加えます。まさにそうした会社の中の配慮という部分がどのように理解されるかという

ハードルがあると思います。工藤も同じでしたが、人材紹介をやっている時に、この方はとても優秀です

よと人事の方に紹介をして配属を考えます。そうすると配属先の方で障害というものに対する理解が低

いとその方は不幸です。会社は人事を通じて障害者雇用を進めなければいけないという部分があっても、

みなさんが障害者とは何ぞや、障害者雇用とは何ぞやということが、まったくわかっていないと、なんで俺

のところに持ってくるのだということが現実問題としてはあります。そうすると会社のやっていることと現

場の理解がミスマッチングになってしまい、その方は不幸になります。ひいては人事の方のご努力もまっ

たく泡と消えてしまうということが実際問題としてあります。

　そういうようなところをどのようにして拡げていくかです。私も、先ほど申しあげましたように、自分が10

年前にはまったくそういう理解はなかったですから、それは徐々に、徐々に拡げていく。そういうことに対

するコストはかかるのですが、やはりそういう部分の配慮というものは、場面、場面で非常に必要だと思
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っています。

障害の｢害｣の字をめぐって

高橋　ありがとうございます。他にいかがですか。

会場参加者Ｃ　わかりやすいお話をありがとうございました。先ほどから「障害とは何か？」という時に、

障害者になってショックだったという大曲さんのお話もありましたが、私たちのいろいろな葛藤の中で｢

障害｣という言葉に対して、患者さんの中でもいろいろな議論があります。障害の｢害｣の字を「がい」と平

仮名で書くということが厚労省などではあります。それに対しても怒っています。｢害｣はその患者さんが｢

害｣だからではなく、そういう人が生きていこうとした時に社会の中のいろいろなバリアがあり、そちらが

障害だということです。その人が障害なのではありません。その人が障害だから排除しなければいけない

というイメージにどちらかと言うとなりやすいのですが、そうではなく、そういうハンディキャップを持っ

たいろいろな方が生きていきやすくすることです。人が障害に感じる障害物を取り除いていくという見方

をしていただけると、会社の中でもその人が｢害｣だから、なぜこんな人を持ってくるのだという反応では

なくなります。そういう人が働きやすくするためにどの障害をなくせばいいのかととらえる。そうすればハ

ンディキャップを持っている人が働きやすくなっていくととらえるのが、今の患者さんの中の流れだと思っ

ています。そこが立場、理解のちがう点だといました。

　もうひとつ具体的なところで教えていただきたいことがあります。雇用促進の中でトライアル雇用とか

委託訓練制度、国立リハビリセンターとか職業リハビリセンターなども全部調べたのですが、内部障害者

の方は、職業リハビリセンターなどでは｢応相談｣となっています。やはりどちらかと言うと知的障害の方

とか、精神障害の方のリハビリというのは非常に多いのですが、内部障害の方のリハビリは少ない。また

トライアル雇用というのは実際に行なわれているのでしょうか。いろいろな患者さんからご相談を受ける

のですが、そのへんの制度が使えるかどうかがよくわかりません。

　最後のところで難病にも触れていただいていましたが、難治性疾患患者雇用開発助成金で50万円出る

となっていますが、厚労省の方が全国で90件ぐらいしか使われていないと言われていました。これが本

当に実働しているのかというところも非常に疑問ですし、これは企業の方にお話ししたら、これは使えな

いと言われておしまいだったという経験もあります。

　私も相談を受ける時に、雇用促進のさまざまなものがどの程度、実用性があるのか少し教えていただ

きたい。

工藤　最初に障害者の｢害｣の字について少しそれに付け加えたいと思います。私どもの会社のホームペ

ージでは、すべて平仮名で「がい｣です。今はそういうトレンドで平仮名にしていますが、逆に漢字に戻し

ているところもあります。それはなぜかと言いますと、ホームページを音声で読み上げた時に、「障害」と

いうのは｢さわりがい｣と読むそうです。そういうわけで漢字に戻しているところもあるそうです。私も障害

者手帳をもらう時に｢障害者｣という言葉に非常に抵抗感があり、何かいい言葉はないかと自分なりに考
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えました。今は英語のchallengedという言葉を使うことがありますが、challengedはどちらかと言うと知

的障害者に使う場合が多く、障害者全体を言うなら、challengedよりも英語では、disabledがいちばん多

いと思います。ただ、disabledも｢できない｣ということなので、何ができないのかということもあると思い

ますが。

制度活用のためには積極的に出て動くこと

工藤　それから先ほどのトライアル雇用とか委託訓練ですが、これを利用されている方は、ほとんど知的

障害の方と精神障害の方が多いと思います。ただそれでは内部障害の方が利用できないのかと言いま

すとそういうことはありません。ハローワークや東京なら仕事センターに行って就労のアドバイスを受け

る中で、制度について教えてもらうことになると思いますので、そういうところに自分から行かないと教え

てはもらえません。またどちらも年間予算がありますので、予算を使い切ってしまうとこのサービスはなく

なります。

　したがって内部障害の方でも基本的には対象になるはずですので、そういうところに相談に行かれた

方がいいと思います。

会場参加者Ｃ　東京の仕事センターは私も行ったことがありわかっていますが、これは各地方にありま

すか。各県にはないですよね。ハローワークはありますが、仕事センターはどうですか。

工藤　名前がちがうかも知れませんが、各都道府県に必ずそういう機関はあります。

高橋　今の話でなるほどと思ったのですが、たとえばトライアル雇用をするにしても、○○リハセンター

でトレーニングを受けるにしても、やはり準備する側が最初はどこを向いているのか、どの障害に向いて

いるのかというところで少し力の入れ具合に障害によって差があると考えてよろしいのでしょうか。内部

障害についての対応がかなり遅れているのは現実だと考えてよろしいでしょうか。

工藤　遅れていると言うより、内部障害の方々というのは自分で就職活動ができてしまう方がいるので、

公的機関をあまり使わない人が多いと思います。大曲が私どもに来たのも朝日新聞に出した求人広告を

見てです。私は民間の求人会社の広告を見て来ました。ハローワークも使ったのですが、ハローワークに

は魅力的な求人がなかったので、民間の方で探しました。トライアル雇用とか、委託訓練などは知りませ

んでした。

高橋　そうしますと先ほど｢応相談｣となっていると言われていたのですが、問合せが少なくニーズがあ

まりあがってこなければ準備する側もそちらにはあまり力は入れにくい。あまりそちらには誘導されない

というところがあるのかもしれませんね。

会場参加者Ｄ　年齢だと思います。若年発症だとこういうものが必要になってくる。大曲さんのような疾

患もそうですが、年齢がいっていると社会的にもできるのです。したがって自分でやっていける。ただ社会

保障の疾患であると、その訓練から始めなければいけないのでこういうものが必要になってくる。

高橋　なるほど、ありがとうございます。他にはいかがですか。
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がんと就労をめぐって―法的支援が必要

会場参加者Ｅ　地域のがん診療連携拠点病院のがん相談支援室でMSW（Medical Social Worker）をし

ています。本日は貴重なお話しをありがとうございました。お二人ともが言われていましたが、障害者は

自分とは別の世界にあるものと思っていたということで、そこでいろいろと複雑な思いを経験されたとい

うことが非常に印象に残りました。

　お話をうかがっていて、ご存知のようにがんというのは本当に多岐にわたっていて、多臓器に発症しま

す。がん患者の支援ということで考えていく場合に、言われるように固定の後遺症をお持ちの場合は、手

帳のように明確に診断がつく場合であっても、新たに仕事に就くのか、継続と言いますか今までしていた

仕事をするために復職するのかというところだけでもずいぶんちがいがあります。

　私たちが病院の相談部門にいてお目にかかるがんの患者さんは、たいがいは40代、50代でバリバリに

家計を支えていらっしゃる方です。長い闘病生活を生き抜きながら、折り合いを付けてやられている方で、

そういう方々は症状固定というよりは、長い治療の副作用などともうまく折り合いを付けながらやってい

ます。毎日放射線治療を受けると、仕事をそんなに休んだらクビになるということで、1週間寝たきりで具

合の悪い時と頑張って仕事がバリバリできる時というように変動がかなりある方もいます。その両方を考

えなければいけないのですが、分けて支援を考えていく時には、仕組みも分けて作る必要があるのかと

思っています。そのへんで何かご意見があればと思います。今までの取り組みの中で何かいいアイディア

とか、こうやったらうまくいったというようなことがあったらご意見を聞かせていただきたいと思います。

大曲　その部分で、答えになるかどうかはわからないのですが、冒頭に申しあげたように前回の勉強会

で驚いたのは、障害者に対する法律はこんなにたくさんあるということです。しかしがんというものに対し

てはサポートする、フォローするものは、今現在ないと言っても過言ではないと思います。そのようにして

考えると今言われた事例の中では、その方が働きたい意欲があるが、週の中では、いい時と悪い時の差

があまりにありすぎるということです。これを採用する側から考えるとなかなか厳しいです。来るのか来な

いのかわからない。そのあたりの折り合いをどうつけるかという部分では、今はその人を信用するかどう

かで、来られるかどうかを期待するかどうかという部分だけになってしまうところがあります。

　しかしそこに法律などひとつの媒介となるものができれば、その法律などでなんらかの助けになるは

ずです。それがまさに障害者のいろいろな関連法がすべてそうです。本来、知的障害者のような人たちは

自分で判断ができない、サポートが必要であるということです。そういう人たちにどうやって仕事をしても

らうかを考える時には、雇用法があるからという部分があります。それならそれを大きな枠でとらえてが

んというものをある一定の範囲の症状でどうとらえるか、考え方をどう埋め込むかということです。そうし

ないことにはかなり厳しい。

　言葉をどうやって選んだらいいかわからないところがありますが、人を使う、あるいは会社側という立

場でものを言うことがもし許されるなら、はっきり申しあげてコストがかかりすぎます。したがってそこに

は何らかの援助なりがないとむずかしい。働く環境をつくるためにはそういうものが必要なのだと思いま
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す。　

　健常者と同じように気持ちのレベルはあったとしても身体は絶対に厳しい。朝9時の朝礼の時間に間に

合うように満員電車に乗って行く、あるいは夕方みんなとコミュニケーションを深めるためにアフター5に

参加したりという思いはいろいろあってもなかなか受け入れる方もたいへんですし、そのあたりの壁とい

うのは、いろいろな法律ができてどんどん改善がされていますが、人の気持ちの中の部分はなかなかむ

ずかしい、その壁は厚いと思います。

　したがって法律とか規則などの縛りにあたるものが必要なのではないかと思います。障害者基本法な

どがありますが、もしその法律がなければ、ペナルティは何もないのですから無視してもいいということ

も逆に言えるのです。これは非常に無理があってそれはちがうとお叱りを受けるかもしれませんが、ある

部分で、誰かのホンネの部分を代弁させていただけるとするならば、そういう思いがあるのは事実だと思

います。ただやはりがんという症状から言うと本当に千差万別で一口で言ってしまってはたいへん申し訳

ないと思うほどいろいろなことがあると思います。

　それでも人の意欲ということでは、どれほど寝たきりになっても、おれはやりたいという人はたくさんい

ますから、そういうようなことを考えると法律的なものがないと厳しいと思います。ロビイストと言います

か政治的圧力がうまくいかないといけません。障害者の法律というのは、先ほど工藤も少し言いましたが、

タクシー券がもらえたり、長距離の普通運賃が半額になったりというようにいろいろなサポートをしてい

ただいている部分があります。それは障害を持っている人でも社会的にいろいろ参加できるようにという

ところです。極端なところでは映画館、博物館は手帳ひとつで無料で入れます。非常に助かります。教養を

深めることができます。そういうように社会的に認めてくれています。

　がんの人たちが手帳を持ち、私はがんだからと言えるのかどうかです。今の段階ではそれは何もありま

せん。そういうように社会的に認知してもらえるものがなければいけないかと個人的には思う部分が多

いです。

　特例子会社が293社と増えて、まだ300社というように増えていくと思いますが、それは法律があり、そ

の法律があることによって、いいか悪いかは別にみなさんの理解が深まっているという事実があると思い

ます。がんというのは、自分のお爺さんがこうだった、お婆さんがこうだったという話は日常茶飯事で出ま

すが、生活を支える大黒柱の方がなった場合はどうなるのかということが語られません。保険に入ってい

たからいいという問題ではないです。やはり生きるということをサポートするというのは大きな社会的コ

ストとして考えた時に、ひとつの法律というようなものが必要だと僕は考えています。お答えになったかど

うかはわかりませんが。

がんと就労をめぐって ― 自分から辞めない

工藤　少しちがう観点からお話いたします。今の方はまだ就労されている方ですね。もしまだ就労されて

いるなら、やめるのはできるだけ先にした方がいいと思います。コストという話がありましたが、時間的に
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は少なくても会社に貢献してもらえる人材は会社は離さないと思います。

　弊社にも精神障害の者がいるのですが、精神障害の場合、障害者雇用では週に20時間以上就労しな

ければなりません。具合が悪くなって一時休職しました。現在は1日3時間、週に4日しか出ていないので

週12時間と本来なら障害者雇用の範疇に入っていないので就労を続けられないのですが、契約は20時

間として8時間を欠勤扱いにすることで雇用をつなげています。将来的に20時間に結び付けていくという

やり方も、とは思います。

　フルに行けないので会社に迷惑だと考えてしまうとなかなかむずかしいので、仕事として貢献できると

いうものがあるのだとすればある程度開き直ってできるところまで会社に残る。最終的に会社がもう辞め

てくださいと言うかどうかはわかりませんが、、迷惑がかかるから自分から辞めてしまうのではなく、でき

るところまでは残った方がいいのではないかと思います。

会場参加者Ｅ　本当に驚くほど会社のことを思う方がほとんどで、迷惑をかけてしまうので、もう明日行

って辞表を出さなければいけないと言う人が本当にたくさんいます。それを少し待ってくださいと言うの

が、今の段階の最初の私の仕事です。コミュニケーション能力がもともと備わっている人は、こういうよう

に言ったらどうですか、こういうこともありますよ、と言うと自分でどんどん交渉して、うまく制度を変えて

やっていかれている方もいらっしゃいます。ただそうではない方もたくさんいらっしゃるので、そうなると

残念ながら辞めなければいけなくなったり、ということが起きてきます。ありがとうございます。

工藤　一度辞めてしまうと再就職は非常にむずかしいです。本来は、就職する前に健康診断というもの

はやってはいけないものですが、現実は健康診断でスクリーニングをしているということがあります。で

すので会社に遠慮してやめてしまうというよりも、仕事というのは会社と労働者の契約なので、そういうと

ころを考え方を変えていただけるといいかなと思います。

制度のはざ間の人たちへのサポート

高橋　最後のご質問をお受けします。

会場参加者Ｆ　非常にわかりやすいお話をありがとうございます。今、大曲さんからお話があったことに

関連してですが、法律や規則や制度があることによって、きちんと保障されることが非常に重要だと伺い、

そうだなと思いながら、なお感じたことです。制度や法律から落ちてしまう方が少なからずいらっしゃると

思います。特に聴覚障害などが多いと思いますが、手帳が発行されない40～70デシベルぐらいの方が数

としては結構いらっしゃるとうかがっています。日常生活で問題がなくてもやはり就労ということになると

まったく皆さんと同じようには仕事がしにくい、何らかのサポートが必要だという方もいらっしゃると思い

ますが、そういう制度のはざ間から落ちてしまいがちの方々に対して、がん患者さんの支援も同じだと思

いますが、症状が固定しないで一定の規則をしくことがなかなかむずかしい方々に対して、どういう形で

個別的なサポートをしていくか。今までに蓄積されたノウハウか何かで見えてくるものがあれば教えてい

ただきたいと思って質問させていただきました。
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大曲　漏れていくと言いますか、すべて100％フォローできているわけではないのはご理解いただけて

いると思います。われわれサンクステンプの中ではまさに障害者雇用ですから、今言われた聴覚障害の

方、もちろん視覚障害の方など、ある意味で障害のデパートのような部分があります。したがって特に私

のような素人が入っていって、こういう役職で仕事をしていくということでは、逆に言うと抜け落ちている

部分の方が多いのかなという反省もあります。

　ただひとつ僕の体験からも、社会全体からも持たなければいけないコストというのは、やはりそういう

人たちに対する目の向け方だけだと思います。法律があるから守られる、助けられるという部分が確かに

あります。ただ法律からフォローされていない、今はそういうようなレベルでない人がいます。まさに先ほ

どの知的障害の人たちでも手帳がもらえない範囲の人たちです。一見するとみなさん普通です。まったく

普通の会話をしていてやはり通じていない、わかっていないということで、逆にこちらがショックを受ける

ことがあります。言ったのにわかってもらえないことがある。とくに聴覚障害の方というのは、わかったフ

リをしてしまうというところがあり、逆にコミュニケーションであとでこちらが反省させられるのですが、な

ぜあの時「イエス」と言ったのかとわれわれだけで悩んでしまうことがあります。

　これは非常に高いハードルなのですが、支えあうと言いますか、理解しあうしかないのです。したがっ

て今のマスコミ、テレビ、ラジオもそうですが、いろいろな方が出てきて発信をしています。極端な言い方

をしますと、見映えがよかったり、ある有名な方が何かそういうことをするとみんなが見ます。そういう方

たちの発信する責任は大きいと思います。気づかされるということがよくあります。

　先ほど障害ということで｢害｣の字の話が出ていましたが、車椅子を押して誰かをサポートされたことは

ありますか。日本の道は、あれほど歩きにくいものはありません。真っ直ぐ進もうと思っても全部、道路の

方に行ってしまいます。先ほど障害のデパート申しましたが、車椅子の方を視覚障害の方がサポートして

押すのです。車椅子の方が｢右よ｣、｢左よ｣、｢左に車が停まっているわよ｣と言いながら、その後をエンジ

ン役の人間が右に行ったり、左に行ったりしています。それを二人は楽しんでいるのです。見ている方は

ヒヤヒヤです。しかしそれが現実です。

　幸いにして事故などは起きていないのですが、私どもはそれが自然にできています。こういう会社だか

らだと思います。特に病院とかそれに関係していらっしゃる環境にいらっしゃる方々にとっては当たり前に

なっていると思います。できないのがおかしい。あなたも障害を持っているのではないのという感覚があ

ると思います。しかしそれはたまたまです。本日もがん・障害を持って働くことはどうかということで勉強し

たい、聞きたいということですから、非常に共通認識があるということです。

　新橋の飲み屋街を歩いてみたら、道を譲ってくれる人はいません。酔っ払いは人にまったく配慮しませ

ん。それが世間です。そういうところの理解を、自分たちがそういう人に教えるか、自分で気がつくかその

作業の連続です。その連続をしていく人がある時パタッと亡くなってしまえば、それを継承する人は誰で

すかということが現状の問題としてあります。

　僕も来年還暦です。そうすると次に誰をそういうことで育てていくか、会社を継続してくれるか、今、もう

考えなければいけない時期です。この問題は未来永劫だと思います。病気はなくなりませんし、がんにな
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る人も多くなるかもしれません。ましてや今は福島の方の原発事故でいろいろなものが降ってきます。自

分たちは何も悪くないですが、そういうようなことも起きてきます。いろいろなことが複雑に絡みあってい

る。それでも自分自身がどのようなものを発信するかという能力、イメージというものをきちんと持ってい

るかどうかの差だと思います。やはり気づきと言いますか、早く気がつかないといけない。いろいろな方

が計算高くいると損をすることになりかねない。

　誰でも同じように歳は取りますし、身体は動かなくなります。肩は痛くなるし、目は見えなくなる、聴こえ

なくなります。障害を持っている人はそれがたまたま早く来ているのかもしれません。その人たちはたい

へんなストレスになって人にあたります。そのストレスを自分たちはどうやって受け止めなければいけな

いか。ある場面では本気になって喧嘩をしなければいけないという時もあります。その連続だと思います。

これは受け売りですが、どこかちょっとしたやさしさの粉を一匙ポッとやれば全然ちがうのかなと思いま

す。自分では最近、そう言えるようになりました。女房とは喧嘩をよくしますが、会社では喧嘩をしないよう

にして、理解をするようにとは心がけています。そういう人を広げていくということが今はいちばん重要な

のかなと思います。法律を作れと言っても明日作れませんし、来年作れませんし、再来年作れませんし、今

の与党は何をやっているのかよくわかりません。こんなことを言うと政治批判になるのであまり言えませ

んが、時間はかかると思います。ただそれより前に自分が気づく、自分が一歩進んで何かをやる。そのこと

の方が早いのかもしれません。答になっているかわかりませんが。

工藤　またちがう角度からなのですが、全般的に障害者手帳の範囲になっていない方と言うよりは、先

ほど少しお話に出た聴覚の方について、少しお話ししたいと思います。最近は、よくニュースなどでも芸能

人が突発性難聴になったりと難聴の話もよく出てくるので、以前よりは一般的な理解は広いと思います。

私どもの社員で6級と軽いのですが見た目では障害がわからないので非常に苦労したという話です。や

はり自分からは「聞こえない」と言いにくかったそうです。ただ自分から聴こえないということを言わない

と周りの人はわかってくれません。「障害がある」というより「ちょっと耳が聴こえにくい」という表現でも自

分から発信することが大事だということです。

　それから先ほど大曲が、聴覚障害者は聴こえたフリをしてしまうと言いましたが、聴こえなくて｢もう1回

言ってください｣と2回、3回と言う内に相手も嫌な顔をするので、そういうことがたび重なってくるとどうし

ても｢もう1回言ってください。｣とはなかなか言えないようになり、聴こえたフリになってしまうようです。

ただやはり自分で理解しないで、中途半端なところで理解して仕事を進めていくと、結局まちがえてしま

うので、そこはもうひとつ頑張って｢もう1回言ってください。｣ということを言うことが大切だと思います。

　それと、今はほとんどの会社が1人に1台パソコンがあり、メールがありますので、仕事の指示などを言

葉だけではなく確認のためにメールで送ってくださいというかたちに変える。

　それから聴こえない方はやはり口のかたちで読み取ろうとしますので、坐る位置を壁向きの席ではなく、

みんなが見える席にしてもらうなど、やり方はいろいろあると思います。

　たとえ手帳を持っていてもまわりの人は1ヵ月ぐらいでそのことを忘れてしまうので、自分からこういう

サポートをしてくださいとか、このようにしてくださいと発信していかないと。本人は非常にたいへんかも
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しれませんが、周りは忙しさにかまけて忘れてしまうので、自分からお願いをしていくということが聴こえ

にくくなった方のひとつのやり方だと思います。

高橋　ありがとうございました。いろいろな状況にどう対応するかは、たぶん障害でもがんでも、相当に

共通部分があると思います。今うかがっていて、さまざまな試行錯誤について、こうすればうまく行くとい

うノウハウを蓄積して、資料集のようにしたり、次に困る人がそれを使えるような、シェアする仕組みが必

要なのではないか、と強く思いました。どうもありがとうございました。お二人に改めて拍手をお願いいた

します。（拍手）
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