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がんになっても働きたい！
両立のために自分・職場・医療者ができること
高橋
立がん

都

がん

スライド 1 「がん」の意味が変わってきました

はじめに
―がんの持つ意味が変わってきた
今日のカフェのテーマは「仕事」です。「仕事」
は、誰にとっても非常に重要なことだと思います。
がんに限らないのですが、何か命に関わるような
病気をした時には誰でも、この先これからどうな
るのだろう、仕事はどうしたらいいだろうと考え
ると思います。
私は、今はがん対策情報センターの仕事をして
いますが、元は一般内科医として働いていました。

スライド 2

もしもがんになったら

約 30 年前に医学部を卒業した時と今では、がん
という病気の意味が大きく変わっていることを感
じます。治療成績が大きく改善し、長く付き合う
慢性病になりつつあります。診断や治療後に社会
生活が続くことを考えて、治療のありかたも考え
なくてはいけません。
また、今年一年でがんと診断される方が全国で
100 万人近くいると推計されています。私たち
の身近な場所、地域や職場には、公開しているか
どうかは別にして、がんと向き合っている人が必

さまざまなお立場の方がご参加くださっていると

ずいます。さらに、今はきちんと病名を知ったう

思います。がん診断の後を生きていくのは、誰に

えで治療を受け、生活することが当たり前の時代

とっても大事な問題です。

になっています（スライド 1）。

人生のピンチというのは実はがんだけではあり

自分ががんだったらどうなるでしょう。家族が

ません（スライド 3）。病気に限らず、今日語ら

がんだったら、あるいはお友だちやご近所の方、

れるこの「働きにくさ」は、がん以外の状況にも

同僚ががんになったら（スライド 2）。今日は、

通じるだろうと思います。
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スライド 3 就
 労の妨げになるのは「がん」だけではありま
せん

それでは、がんの特徴とはどういう点にあるで
しょう（スライド 4）。「がんは慢性疾患になりつ
つある」と言いましたが、まだまだ一般社会では、
がんは死に直結するイメージで語られています。
職場からは「完全に治してから復帰してくださ
い」と言われることも多いです。治療の現場が入
院から外来にシフトしていることは、一般社会に
はまだよく知られていません。それはそうでしょ
う。誰でも自分が病気になってみるまで、その体
験を実感できないのが普通ですから。個別性が高

スライド 4

いのもがんの特徴です。がん体験は千差万別です。

では、「がん」の特色は何？

たとえ同じ種類のがんで同じ治療を受けたとして
も、A さんと B さんではその意味が異なるでしょ
う。
さて日本人の 2 人に 1 人はがんになるとよく
言われますが、調査をしてみると、その事実を知っ
ているのは日本人の 1 割もいませんでした（ス
ライド 5）。今日お集まりの皆様はがんに興味が
あってわざわざ土曜日に参加してくださっている
のですが、「日本人の 2 人に 1 人ががんになる」

スライド 5

日本人のがんイメージ調査⑴ 2011
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スライド 6

スライド 7

日本人のがんイメージ調査⑵ 2011

も「治りにくい病気」だと考えているのですね。

がんと言われたら・・・

これは大変なことだと、私は思いました。今、文
部科学省が子どもへのがん教育に取り組み始めて
いますが、子どもへの教育の効果が見えてくるの
は数世代先でしょう。今、大人へのがん教育も必
要ではないかと切実に思います。
実は私の家族も今、がん治療を受けています。
診断された時にはさすがに、非常にびっくりしま
した。それでも人間、けっこうしぶとく状況に「慣
れて」いくものですね。いつも通りでいるのは難
ということを知っている方は手をあげてくださ

しいかもしれませんが、私たちの心は、びっくり

い。すごいですねほぼ全員の手があがりました。

したままではなく、その後を少しずつ考えるよう

でもこれは日本の平均的な状況とは言えません。

にできているのかもしれません（スライド 7）。

同じ調査では、一般市民はがんのことを現実よ

仕事との関連でいえば、最初、診断がついた時に

りも「治りにくい病気」と認識しているというこ

は「頭が真っ白」になって、仕事を辞めなければ

とがわかりました（スライド 6）。たとえばこの

いけないのかと思う方も多いです。でも、まずは

調査時の乳がんの 5 年生存率は 85％、精巣がん

大きく深呼吸していただきたい。今できることを

は 92％でしたが、一般の方は 5 年生存率をずっ

考える時間の余裕は十分あるからです。

と低く見積もっています。がんのことを現実より
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がんの治療と就労

れをまとめる作業は、とても楽しかったですね。

―さまざまなプレイヤーの立場から考える

自由記述をまとめるとともに、調査に協力してく
ださった方々にインタビューをして、両立の具体

仕事は、単なる生活の糧を超えて、さまざまな

的な工夫や、職場の人に自分の病気を伝える工夫、

意味を持ちます（スライド 8）。私たちの研究チー

家事育児を乗り切るコツなど、多くの情報を集め

ムではがん体験者を対象として、「がん治療と就

ることができました。今日このカフェで『Q&A

労の両立に関するインターネット調査」を実施し

集』をお届けできてよかったと思います（スライ

ました。報告書はスライドの URL からダウンロー

ド 10）。

ドできます。この調査の自由記述欄には、仕事に

おそらく今日のグループ討議では、周囲とのコ

関連して多くの困りごとが寄せられました（スラ

ミュニケーションのとりかたの話題も出ると思い

イド 9）。

ます。病気になった時のコミュニケーションはな

今日は皆様のお手元に『がんと仕事の Q&A

かなか難しい側面がありますが、仕事上のコミュ

第 2 版』を配布しておりますが、この冊子は、

ニケーションも含めて、役立ちそうなコツがいく

その自由記述をもとにしてまとめたものです。こ

つかあります（スライド 11）。

スライド 8

仕事とはあなたにとって・・・？

スライド 10

がんと仕事の Q&A第 2 版

スライド 9

 くの人が困っていること
多
がん治療と
の 立に す
調

スライド 11

周囲とのコミュニケーションのコツ
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まず「支援を待つのではなく引き出す」ものだ

もたくさんお出でいただきました。主催者である

ということです。支援が夢のように空から降って

われわれは医療従事者なので、どうしても医療現

くれば良いのですが、残念ながらそうはいきませ

場からものを見がちです。しかし職場には職場の

ん。自分の状況を説明して周りに理解してもら

理屈やルールがあります。私自身、この「がんと

い、現実的な支援を引き出すことが大事だと思い

就労」というテーマに取り組んでみて、いかに自

ます。そのためには、誰でも、何でも、「立って

分が社会の仕組みを知らなかったか実感する場面

いる人」は使う（会場笑）。

が多く、とても勉強になっています。

それから治療計画と自分の病状をよく理解して

研究班では『がん就労者支援マニュアル』もつ

おく。そのためには、自分が理解できるまで医療

くりました。この冊子は産業医や産業看護職のエ

者にしつこく聞く。遠慮している場合ではないで

キスパートが中心になって作成したものですが、

す。自分の治療スケジュールなどがきちんとわ

企業のみなさま向けに、従業員ががんになった時、

かっていれば、職場の人にも説明ができます。も

人事・社長・同僚・直属の上司がそれぞれの立場

ちろん医療従事者側にも、わかりやすい説明をす

から何をしたらいいかをまとめたものです。研究

る工夫が必要だと思います。口頭で説明するだけ

班のサイトからダウンロードできますので、ぜひ

ではなくて情報を文書で渡すのも良いでしょう。

ご活用ください。

患者さんやご家族が何度でも復習できて、理解が

この『支援マニュアル』の中に、職場の方にも

高まるようにする工夫が必要です。最近は多くの

知っておいていただきたい心得 5 ヵ条というも

病院がその実践をしていますが、まだまだ改善の

のがあります（スライド 12）。実は、医療者に

余地があると思います。今日は医療者の方もたく

も応用できるかもしれません。まず「あわてない」

さん来ていると思いますから、グループワークで

こと。多くの場合、きちんとした配慮を行えばが

はお互いざっくばらんに「こうだったらよかった

ん患者も働けます。それから「決めつけない」こ

な」
「こうであってほしい」と伝え合ってみましょ

と。がんだからもう戦力外でしょうと決めつけな

う。みなさんのアイディアが集まれば、それだけ

い。ご本人はどうしたいのか、何をすることが難

病院が良くなります。

しいのか、何ならできるのか。そのあたりを「しっ

がんになるのは誰にとっても一大事ですが、そ
れでも変わらない自分もいます。できることも大

かり聴く」ということも大事です。
もちろん仕事と治療の両立が難しい状況もあり

いにアピールすることです。そして配慮してほし
いことについては、「察し」に期待するのではな
く、できるだけ明確に伝えることです。以心伝心
に期待すると、善意から思わぬすれ違いが生じる
こともあります。こうしてほしいと周囲に伝えれ
ば、周りも気が楽になります。
もちろん最初からうまくコミュニケーションが
できれば誰も苦労しません。ただ、ここに挙げた
コツは、多くのがん体験者やご家族の経験値の積
み重ねからわかってきたことでもあります。
今日は社会保険労務士の方や企業関係者の方に
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スライド 12

がん就労者に対応する職場の心得 5 ヵ条
（ がん
者
）

スライド 13

社会保険労務士との連携のヒント集

スライド 15 「ありがたかった主治医のサポート」

スライド 14

治療スタッフによる就労支援

スライド 16

がん情報サービスサイト

ます。それでも、何がどう難しいのか正確な情報
に基づいて個々の状況を考えることが大事です。

者さんにがん診断を伝える場面で、お仕事をして

とても残念ながら大好きな職場を辞めなければい

いる人なら、まずは「辞めないでね」と一言言っ

けなくなったとしても、ご本人がそのプロセスに

ていただきたいですし、医療情報をわかりやすく

納得していれば、「辞めさせられた」ではなくて、

説明して文書にして渡していただきたいと思いま

「いろいろ考え工夫もした、しかし続けることは
できなかった」と考えることができます。やはり
プロセスへの納得は大事だと思います。

す（スライド 14）。
スライド 15 は主治医に「早まって辞めるな」
と言われて助かったという方の言葉です。

1 年ほど前、『がん専門相談員のための社会保

役に立つリソースもご紹介しておきたいと思い

険労務士との連携のヒント集』という冊子を作成

ます。国立がん研究センターのがん対策情報セン

しました。すでに連携を始めている先進的な病院

ターでは、「がん情報サービス」という非常に充

で、相談員や社会保険労務士の方々にヒアリング

実したサイトを運営しています。手前味噌ですが、

をさせていただきました。社会保険労務士の方々

これはおそらく日本でいちばん信頼できるがん情

も心強いサポーターだと思います。（スライド

報のサイトだと思います（スライド 16）。信頼

13）。

できるネット情報は何？と聞かれたら、まずこれ

治療スタッフは何をしたらいいでしょうか。患
がんにな

て

を挙げていただきたいと思います。その他いろい
たい
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スライド 17

体験者が発信する情報

スライド 18

治療と仕事がうまく調和する要因

ろな医療機関や学会、自治体のサイトでも情報を

の配慮、そしてやはり体調を整える工夫です。そ

得ることができます

ういうことが周りによく伝わると周囲からの支援

忘れてはならないのは、体験者が発信する情報

が得やすくなると思います。

です。スライド 17 は、がん体験者の方々が出版

もうひとつは、職場の方々が「がん」に興味を

した仕事や医療費関連の本や、NPO や一般社団

持ち、これが会社運営の重要課題だと理解してい

法人が運営しているがんと仕事に関するサポート

ることです。これもとても大事だと思いました。

サイトです。こういうサイトも役立つと思います。

実は私自身、この仕事を通じて「がん患者が働
くこと」のイメージがかなり変わりました。進行

がんイメージは変えられる

した状況でも自分を活かして社会に貢献する方に
数多く出会い、「こういうふうに働ける」「こんな

とても素朴な言い方かもしれませんが、ここ 5、

貢献がある」という発見が多かったように思いま

6 年、集中的にがん治療と仕事の両立の研究をし

す。生き生きと暮らして働くがん体験者は、周囲

ていて、治療と仕事がうまく調和する要因は 2

の人々の「がんという病気のイメージ」をかなり

つあるのではないかと思うようになりました（ス

変えているのではないでしょうか。

ライド 18）。

今日はこれから、さまざまなお立場からお話し

第一は、働くがん患者自身の精一杯の工夫が周

いただきます。それらのお話をもとにして、お茶

囲に伝わっていることです。カバーしてくれる同

を飲みながら、ざっくばらんに語り合いましょう。

僚への気遣いや、仕事が滞らないようにするため

以上です。
＊編注：本稿は「ご当地カフェ in 石川」ならびに「ご
当地カフェ in 名古屋」の講演（１）として、それ
ぞれ本稿と同一タイトルで行われた講演を重複を避
けるために「共通講演（１）」として別掲載とした。

168

（

）

ご当地カフェ in 石川

がん治療と仕事の両立
2015 年 10 月 17 日
13 時 30 分～ 16 時 30 分
金沢都ホテル兼六の間 開催
共催：金沢医科大学病院（がん診療連携拠点病院）集学的がん治療センター がんサバイバーシップ支援部
後援：石川県 石川県医師会 石川県看護協会 石川県医療ソーシャルワーカー協会 日本対がん協会石川県支部
石川県社会保険労務士会 石川県がん診療連携協議会

開会の挨拶

若尾
立がん

文彦

がん

みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

開いているイベントです。そこにはいろいろな方

ん対策情報センター・センター長の若尾と申しま

が集まりますが、医療者は白衣を脱いで参加しま

す。本日は「ご当地カフェ in 石川」にお集まり

すし、患者や家族の方、あるいは企業や行政や支

いただき誠にありがとうございます。私の方から

援者の方が集まり、一緒にお茶を飲んで、有名な

この会につきまして簡単にご説明させていただき

お団子屋さんから取り寄せたお団子を食べて、病

ます。

気と暮らしについて、みんなでざっくばらんな話

この会は、金沢医科大学病院集学的がん治療セ

し合いをします。そこから新しい問題が見つかっ

ンターと私どものがん対策情報センターのがんサ

たり、その解決について情報が共有できたりする

バイバーシップ支援部の共催で開催しています。

のですが、今まで 10 回開催してきました。

「ご当地カフェ」という名前のとおり、勉強会や

そのイベントを、中央区の本当にローカルで限

セミナーではなくカフェですから、気軽にお茶を

られた場所だけでやるのはもったいないと思うよ

飲んでお菓子を食べながら話し合っていただけた

うになりました。そこで、平成 25 年 1 月から、

らと思います。

この試みを全国に広げていこうという趣旨で、最

このカフェは平成 24 年からがんサバイバー

初は沖縄、その後、宮城県の石巻、さらには札

シップ支援部が始めた「公民館カフェ」がもとに

幌、奈良県明日香村で開催し、今日のこの石川が

なっています。国立がん研究センターは東京都の

5 回目となります。本州の日本海側では初の開催

中央区にあるのですが、中央区の中でも「もんじゃ

となります。

焼き」で有名な下町の月島の公民館をお借りして

このカフェのいいところは、本当にいろいろな
の
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方が、お互いの立場を超えて気軽にお茶を飲む感

んは、患者さんでしかないのですが、その方は会

じで話し合うことです。今日のテーマは「がん患

社に行けば従業員です。医療者は患者さんの向こ

者さんの治療と就労を考える」というテーマです。

う側を今までは見ていませんでした。会社側も、

がん患者さんの治療と就労の両立というのは非

仕事のことはわかっても病気のことはわからな

常に難しい問題です。国の方でもがん対策推進基

い。いろいろなところで情報がうまく伝わらず、

本計画を平成 19 年につくり、その後、平成 24

関係者の情報共有が課題となっています。

年の改正で、新たに働く世代と小児がん対策の充

今日は、最初に講演があり、その後、石川県の

実という重点課題が追加されました。さらに全体

現状を県庁の方がお話しくださいますし、社会保

目標として「がんになっても暮らせる社会の構築」

険労務士の方、職場の方、患者さん代表の方など、

も追加されました。多くのがん患者さんが、仕事

さまざまな立場からお話をしてくださいます。そ

の場面で苦労されていて、がんと診断されて仕事

の後、テーブルごとのグループに分かれて、茶を

を辞めてなかなか再就職できない、職場で病気の

飲みながらざっくばらんに話し合いをしていただ

ことを話せない、あるいは会社に迷惑をかけてし

ければと思います。

まうのではないかなど、いろいろな声が聞かれま

「がんと就労」についてカフェというかたちで

す。そこで国としてもがん対策の中で就労問題に

いろいろな方が話し合うことで、何か解決の糸口

取り組んでいるのです。

が見つかればと考えております。最後になります

なぜこの問題が難しいかと言いますと、本日も

が、本日のこの会が、ご参加のみなさまにとって

この後、お話があると思いますが、いろいろな方

実りある楽しい会であることを祈念しまして、私

が絡んでいることがあります。私ももともと医者

の挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろ

なのですが、医者にとってみれば目の前の患者さ

しくお願いいたします。
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がん医療の進歩と就労支援

元雄

良治

がん治療

ますので、その一端として現在のがん医療の状況

わが国のがん疾患の現状

につきましてお話ししたいと思います。
まずがんの統計を見てみます。先ほども高橋

国立がん研究センターと私どもの共催という

先生から年間 100 万人近くの方が毎年がんに罹

ことで、主催者の 1 人として御礼申しあげます。

患するというお話がありました。スライド 1 は、

私は日ごろがん患者さんを診させていただいてい

がんの罹患者数です。国立がん研究センターがん

スライド 1

がん罹患者数 2015 年の予測（

立がん

がん

）

がん

療の

と
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スライド 2

 ん罹患者数（男女別）2015 年の予測
が
（ 立がん
がん

）

がんの

対策情報センターの 2015 年度の
予測ということですが、1 位は大腸
がんの 13 万 5 千人で、肺がんを抜
いて大腸がんが増えるということで
す。これはみなさまも感じていると
ころではないかと思います。ついで
肺・胃と来て、この 3 つがトップ
グループです。その次が最近とくに
増えている前立腺がんで、これが第
4 位になっています。それから乳が
んです。これも 9 万人に達しよう
としているという状況です。

スライド 3

 ん死亡者数 2015 年の予測
が
（ 立がん
がん

スライド 2 は男女別です。男性
）

では前立腺がんが第 1 位で、年間
10 万人罹患するということです。

がんの

女性は乳がんが 1 位でして約 9 万
人罹患します。これが最新のデータ
です。
次に死亡者数です。がんで亡くな
る方がどのくらいいるかですが、男
女合計では肺がんが 77,000 人で
す。先ほどからの大腸がんは、罹患
者数もそうですが、死亡者数もどん
どん増えていて第 2 位、胃がんが
スライド 4

がんの

がん死亡者数（男女別）2015 年の予測
（ 立がん
がん

第 3 位です。すい臓がんが 4 位に
）

来ています（スライド 3）。
男女別の死亡者数は、男性では肺
がん、胃がん、大腸がんの順です。
女性では 1 位が乳がんではなく大
腸がんです。乳がんの場合はかなり
たくさんの方が罹患するのですが、
治る方が多いので、死亡者数は第 5
位という状況です（スライド 4）。
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スライド 5

がん医療は「集学的・全人的」に

スライド 6

腫瘍内科医とは

スライド 7

化学療法の種類

るのが今のがん医療です。私は腫瘍内科医として
働いていますが、おもに全身的治療としてがん薬
物療法とくに化学療法を専門とする臨床医であり
まして、日本臨床腫瘍学会認定の「がん薬物療法
専門医」であります。緩和ケアにも同時に取り組
んでいます（スライド 6）。
化学療法の種類を大きく分けますと、手術前に
する術前化学療法と、手術後、とくに再発予防の
ために行う術後化学療法があります。術前化学療
法とは、手術前に化学療法によって腫瘍を小さく
して手術の負担を軽くするという治療です。残念

がん化学療法の現在

ながら最初から進行した状態で見つかるがんも多
く、また術後に再発した例も含んだ進行・再発が

現在のがん医療は「集学的・全人的」に行われ
ます（スライド 5）。集学的と言いますのは「学

ん化学療法があります。実はこれが数としてはい
ちばん多いのです（スライド 7）。

を集める」と書きますが、各専門分野の治療法を

抗悪性腫瘍薬の分類としましては、まずみなさ

集めて、さらに患者さんに最適な治療を組み合わ

んが日ごろよく知っているいわゆる抗がん剤があ

せる治療のことです。現在は緩和ケアによる副作

ります。これは狭義の化学療法で 30 年、40 年

用対策、支持療法などが大変発達しています。ま

も使われている古い薬もありますが、これは正常

た後述しますが新しい分子標的薬で免疫を活性化

細胞の増殖も抑制するので副作用が出やすい薬で

する免疫療法もあります。これは高額な何百万円

す。一方、とくに 21 世紀に入って発達した分子

もかかる免疫細胞療法のことではなく、保険がき

標的薬は、とくにがんに特異的に発現していると

く分子標的薬の免疫療法のことです。こういうも

言いますか、分子をターゲットにする薬として発

のが発達しています。

達していますが、たいへん値段が高いところが問

患者さんを各臓器別に診るのではなく、臓器が

題になっています。それから乳がんや前立腺がん

有機的につながり尊い人格を持った存在として診

で使うホルモン薬、それから腎がんなどで使うサ
がん

療の

と
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イトカインがあります（スライド 8）。

回復してがんを攻撃します。この新しい分子標的

スライド 9 が新しい免疫療法です。われわれ

薬は 2014 年に悪性黒色腫という病気に対して

が持っている腫瘍免疫能を本来の活性状態に戻す

初めて保険適応になりまして、今後近い将来に肺

と言いますか、腫瘍免疫を活性化させる分子標的

がん、2016 年以降は腎がんなどさまざまな臓器

薬です。これは私が今年（2015 年）書きました

のがんに保険適応が拡大される方向にあり、たい

『腫瘍学』という本の中に入れた絵ですが、がん

へん期待されています。

細胞というのは、腕を出して私たちが持っている

化学療法の目的を考える時、「なぜ化学療法を

腫瘍をやっつける T 細胞の働きを抑制するよう

するのか？」を確認することが非常に大事です。

な、そういう変な腕を持っているのです。これが

その理由・目的がはっきりしないまま化学療法を

あるためにがん細胞を見つけた T 細胞の元気が

受ける患者さんが時にいます。その場合、患者さ

出なくなります。「がん細胞をつかまえたけど元

ん・家族・医療者の間で化学療法の目的に関する

気が出ない」と言っています。がん細胞は「しめ

考え方の相違でトラブルが発生することがありま

しめ」と言っています。新しい分子標的薬は、こ

す。ですから、ぜひ化学療法を実施する前に、ど

の腕をブロックしてがん細胞を抑制しているもの

ういう目的・ゴールをめざしてやるのかを明確に

の抑制を取ります。そうすると T 細胞が元気を

しておく必要があります（スライド 10）。
スライド 11 は乳がんの術前化学療法の著効

スライド 8

抗悪性腫瘍薬の分類

例ですが、MRI の画像です。このままですと乳
房を全摘することになりますが、術前に化学療法
をやりますと画像上がんが消えていきます。さら
に細胞を採って見るとたくさん見えたがん細胞が
まったくいない状態で、全部壊死しています。細
胞レベルでもがんが消えたという例が最近は増え
ていて、こういう方はその後の経過も非常にいい
ということがわかっています。
術後補助化学療法の目的は、再発を予防する、

スライド 9
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新しい免疫療法

スライド 10

化学療法の目的

それも完全治癒をめざすことです。進行・再発が
んの場合は、残念ながら治癒は難しいのですが、

現代がん医療と就労

良好な生活の質を保って延命することが目的で
す。大腸がんのように治ってしまう方もいるので

先ほどから話が出ているように、がんもいろい

すが、固形がん、固まりの腫瘍の場合は、良好な

ろ、がん体験もいろいろです。同じ大腸がんと言っ

QOL を保った延命が目的になることが多いです

ても、細胞の形や増殖速度などは違います。また

（スライド 12）。
外来化学療法が発達した要因ですが、短い点滴

抗がん剤を受けると言っても、その心身への影響
にはかなり個人差があります。「寝ている間に終

時間でできる外来投与可能薬剤が日本でも承認さ

わった」と言う患者さんもいるくらいですから、

れてきたこと、さらに患者さんの副作用を軽減し

治療に対する感想は、あまり普遍化はできません。

て安心・安楽に受けられる支持療法が発達してき

ですから一人ひとりの患者さんが最適の治療を受

たことが挙げられます。在院日数を短縮するよう

ける機会を逃さないように、周囲から支えてあげ

にという国からの政策もありますし、もちろん医

てほしいと思います（スライド 14）。

療安全の必要性や社会のニーズもあり、病院の会

現代がん医療と就労を考えますと、先ほど申し

計的な配慮もあるということで、今はどんどん外

あげた外来化学療法への治療のシフトにより、会

来化学療法にシフトしています（スライド 13）。

社が考えがちな「すっかり治してからの復職」で

スライド 11

乳がん術前化学療法の著効例

スライド 13

外来化学療法普及の要因

スライド 12

化学療法の目的の違い－治癒か延命か

スライド 14

がんもいろいろ、体験もいろいろ

がん
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スライド 15

現代がん医療と就労

スライド 16

今日のメッセージ

はなく「社会生活と治療の調和」が必要な時代に

最後のスライド 16 は私の今日のメッセージで

なってきました。がん治療を安全・安楽に継続

す。自分に最適の集学的治療を受けることが大事

するための「支持療法」が発達してきたことと、

であること、薬物治療は入院から外来へシフトし

2015 年 3 月に「日本がんサポーティブケア学

ていること、画期的な治療が登場し、今後もさら

会（JASCC）」が設立され、私もそこに参画し

にそのような治療が増える可能性があるのでしぶ

ておりますが、さらに多くの支持療法を知ってい

とく治療を受けていただきたいこと。さらに、副

ただけるようになりました。そういう背景から、

作用を軽くする「支持療法」の発達により、仕事

仕事と治療を両立できる時代になったということ

をしながら治療できる時代になったということ。

を強調したいと思います（スライド 15）。

以上をメッセージとしたいと思います。
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＜シンポジウム

がんと就労に関する石川県の現状＞

（ ）

石川県のがん対策について
―がん対策推進計画（第 2 次）に関して―
相川

広一

応するようなかたちで現在進めている計画が平成

石川県のがん対策の概要

25 年 4 月の「石川県がん対策推進計画（第 2 次）」
であり、平成 25 年度から 29 年度までの 5 年間

石川県でがん対策を担当しています健康福祉部
健康推進課の相川と言います。私からは現在のが

の計画ということになります。27 年度はちょうど
その真ん中にあたります（スライド 1）。

ん対策推進計画（第 2 次）に関連した石川県の

国のがん対策推進計画を参考に石川県でもがん

取組みの概要についてお話しさせていただきま

対策推進計画を立てたわけですが、その策定趣旨

す。

は、スライド 2 に書いてあるような「県民、市町、

がん対策に関する法律や計画でもっとも基本と

医療保険者、医療関係者等とともに、総合的かつ

なりますのは、平成 18 年 6 月に制定された「が

計画的にがん対策を推進していくための基本的な

ん対策基本法」で、これに基づきまして国は「が

指針として策定」という位置づけです。

ん対策推進基本計画」を平成 19 年 6 月に策定し、

国の基本計画と同様に全体目標、重点項目が定

それに対応するようなかたちで石川県でも平成

められています（スライド 3）。全体目標のうち

20 年 4 月に「石川県がん対策推進計画」を策定

「（1）がんによる死亡者の減少、（2）全てのがん

しました。それが 5 年経過した後に国が新たに「新

患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の維

がん対策推進基本計画」を策定しため、それに呼

持向上」につきましては第 1 次の推進計画にも

スライド 1

スライド 2

がん対策に関する法律・計画

のがん

に

いて

石川県がん対策推進計画（第 2 次）の概要

がん

（

）に

して
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あったのですが、2 次計画になって新たに「（3）
がんになっても安心して暮らせる社会の構築」が

石川県のがん死亡率の現状と目標値

加わりました。
重点項目としては「（1）がんの予防及び早期

がん対策を考える時、いちばんの目標となるの

発見の推進 （2）質の高いがん医療の提供 （3）

ががん死亡率です。スライド 5 は、石川県のが

患者 ･ 家族の立場に立った支援体制の整備 （4）

ん年齢調整死亡率です。各種医療の発達やその他

がん登録の推進」と、「（5）働く世代や小児への

いろいろな要素が加わりまして、がんの死亡率は

がん対策の充実」というようなことであります。

下がっています。

それぞれについてさらに細かく施策の方向性や

死亡の状況ですが、スライド 6 は男性のおも

具体的な項目が示されています（スライド 4）。

ながんの死亡率です。全国と較べると肺がんが若

その中に先ほども出ましたが「働く世代や小児が

干高いという状況はありますが、だいたい男性は

ん対策の充実」という項目もまた、重要な柱とし

全国並みです。

て定められております。

女性につきましてもほぼ全国と同じような死亡

スライド 3 石
 川県がん対策推進計画（２次）の全体目標・
重点項目

スライド 5

 川県のがん年齢調整死亡率（75 歳未満、人
石
口 10 万対）

スライド 4

スライド 6

 んの部位別年齢調整死亡率（人口 10 万対）
が
全国との比較（平成 22 年）（男性）
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石川県がん対策推進計画（２次）の施策の方向性

状況にあります（スライド 7）。

ます。「①石川県地域がん診療連携推進病院」が

がん医療についてですが、基本的にはスライド

スライドにあるような 7 ヵ所の病院（註：スラ

8 に示すように、国が指定している診療連携拠点

イ ド の 金 沢 社 会 保 険 病 院 は H26 年 4 月 よ り、

病院が中心となって進めております。県全体の中

JCHO 金沢病院と名称が変更となっています）。

心となる県がん診療連携拠点病院は、金沢大学附

それから能登地区にある「②石川県地域がん診療

属病院です。そして、石川県立中央病院・金沢医

連携協力病院」としては、公立能登総合病院と恵

科大学病院・金沢医療センター・小松市民病院が、

寿総合病院を県で指定して、がん診療の中心と

地域がん診療連携拠点病院として、それぞれの地

なって診療を行っていただいております。

域の中心となって取り組んでいます。

がん対策指針計画の第 1 の目標が年齢調整死

さらに県が指定する「がん診療連携拠点病院に
準ずる病院（H23.4

県指定）」があります（ス

亡率を 10 年間で 20％減少させるということで
すが、着実に死亡率は下がっているものの、当初

ライド 9）。これは「より身近な環境でより質の

の目的である 20％減少という数値については、

高いがん医療を受けることのできる体制を整え

少しずつ死亡率低下が鈍化していますので達成で

る」という目的で設置され、先ほどの拠点病院

きるかどうかはなかなか難しいかもしれません

よりはさらに身近な病院という位置づけになり

（スライド 10）。

スライド 7 が
 んの部位別年齢調整死亡率（人口 10 万対）
全国との比較（平成 22 年）（女性）

スライド 9

スライド 8

スライド 10

石川のがん診療連携拠点病院（国指定）

のがん

に

いて

 ん診療連携拠点病院に準ずる病院（H23.4県
が
指定）

死亡率減少速度の鈍化

がん

（

）に

して
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スライド 11

数値目標（主なもの）

全体目標として年齢調整死亡率を掲げています
が、さらに個別にはいろいろな指標を掲げて、そ

スライド 12 「患者・家族の立場に立った支援体制の整備」

の取組み

スライド 13 石
 川県がん安心生活サポートハウス「つどい
場はなうめ」

れに向かいいろいろな対策を進めています。スラ
イド 11 にあるように喫煙率やがん検診受診率な
どを個別指標として掲げて対策に取り組んでいる
ところです。

「患者・家族の立場に立った支援体制の整
備」に関する取組み
県ががん対策のひとつの大きな柱と考えている
「患者・家族の立場に立った支援体制の整備」で
すが、その取組みについていくつか紹介させてい

スライド 14

サポートハウス概要

ただきます（スライド 12）。ひとつめは、「患者
と同じような経験を持つ者等による相談・支援」
で、ピア・サポートと言われるものです。これを
石川県がん安心生活サポートハウスの「つどい場
はなうめ」で開始し、活動を広げているところで
す。
また「がん患者への就労支援」について、先ほ
どもご紹介がありましたが、がん診療連携拠点病
院等で社会保険労務士による相談を開始したとこ
ろです。
それから「がん診療連携協力病院・推進病院に
がん患者サロン設置の支援」もしています。
石川県がん安心生活サポートハウス「つどい場
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はなうめ」ですが、ここは先ほど申しあげたピア・
サポートに加えて、患者さんやご家族が集まって
相談や情報交換をする場や、医療・福祉・介護に
将来携わるような学生たちのサークルとして多職

スライド 15

がん診療連携拠点病院における就労相談

スライド 16

がん診療連携協力病院における就労相談

サポートハウスは、ス
ライド 14 に書いてある
ように開設日は月〜金曜
日、 そ れ か ら 第 1･3 土
曜日です。石川県社会福
祉会館で開設していま
す。ここでは、がん患者
サロンやこころとからだ
の悩み相談・ピアサポー
ター養成など各種の患者
さんや家族の支援に役立
つような事業を行ってい
ます。
それからスライド 15
にあるような 5 つの国

種学生サークル「小梅」というものがあります

指定の拠点病院、あるいはスライド 16 の県指定

が、そうした活動の支援も行っています（スライ

の協力病院の方で、就労相談の機会を設けており

ド 13）。

ます。
のがん

に

いて

がん

（

）に

して
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スライド 17

病院内のがんサロン（拠点病院、協力病院）

スライド 18

病院内のがんサロン（推進病院）

また協力病院、推進病院における患者サロンの
開設を支援いたしました（スライド 17・18）。
今後これらのサロンについてさらに周知を図り、
みなさんが集っていけるような場にしたいと考え
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ています。
以上、県の方での取り組みについてお話しさせ
ていただきました。

（ ）

がん患者の就労支援
―社会保険労務士（社労士）の立場から―
千歩

理恵

分類して説明すると、企業に対しては従業員の

はじめに―社労士の仕事とは？

入社から退職までに必要な手続きをしたり、労働
関係の法律について会社に指導・助言を行ったり、

私は小松市民病院でがん患者さんの就労支援事
業の相談を、平成 25 年 10 月の事業開始当初か

就業規則の作成、給与計算、助成金の申請などを
行ったりしています。

ら担当させていただいています。本日のパワポ制

個人に対しては労使間のトラブル相談に乗った

作をしてくださった吉田優さんと 2 人で担当し

り、健康保険、雇用保険の給付について説明した

ています。本日は、これまで数多くの患者さんの

り、健康保険や年金の給付請求を代行したりして

相談対応をしてきた経験もお話をさせていただこ

います。がん患者さんの相談は、この部類に含ま

うと思います。

れます。

社会保険労務士は略して社労士と言いますが、

さて社労士は、このような仕事を通じてがん患

社労士がどういう仕事をするのかご存じない人が

者さんの就労支援にどのように貢献できるでしょ

ほとんどだと思いますので説明させていただきま

うか。私たちが持っている社会保険制度全般にわ

す。

たる知識とノウハウは、がん治療のために休職あ

社会保険労務士とは事業主と従業員との間の労
働に関する問題を整理したり解決したりする仕事

るいは復職するにあたって会社と話し合う際に大
きく役立ちます。

や、社会保険・労働保険についての届け出や申請
を代行して行う仕事を「主な業」としています（ス
ライド 1）。

がん患者の就労に関する社労士へのアン
ケート概要
今回ご当地カフェ開催にあたり石川県内の開

スライド 1 「社会保険労務士」ってどんな人？

業社会保険労務士 216 名にがん患者の就労に関
する実態および意識についてのアンケート調査
を行いました。回答者は 38 名で有効回答率は約
17％と低いものでした（スライド 2）。これは、
社労士の間ではがん患者の就労についての関心が
まだ低いことを表しています。私個人の意見です
が、従業員さんはさまざまな病気やケガで休むの
がん患者の

（

）の立場から
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で、会社側は、がんを特別に分けて考えていない
のではないかという気がします。会社が相談を受
ける場面も意外に少ないのかもしれません。

がん患者の就労に関する社労士へのアン
ケート結果から

また従業員さんが「病気を隠したい」、「自分の
ことを言いたくない」と考えて、言わずにそのま

まず問 5 です。「がんに罹患した従業員の適正

ま辞めてしまうことも考えられます。そういうこ

配置や雇用管理等について、対応に苦慮したこと

とから本日紹介するアンケート結果は、あくまで

はありましたか」という設問に対しては、スライ

もがん患者の就労に関心のある社労士の回答を基

ド 3 のような結果となりました。とくに注目し

に作成したもので、社労士全般の考えではないと

たいのは「病気や治療に関する見通しが分からな

いうことを念頭に置いてお聴きください。

い」52.2％という医療面の不安と「代替要員の

質問は全部で 9 項目ありましたが、ここで紹
介するのはその一部です。

確保が難しい」43.5％、「長期休業・休職期間中
の社会保険料の事業主負担が大きい」34.8％と
いう、人員配置や経費に関する不安があることで
す。

スライド 2

 ん患者の就労に関する実態および意識につい
が
てのアンケート（
）

者

次に問 6。経営者意識として「がんに罹患した
後でも従業員が安心して働きつづけられるよう仕
事と治療の両立が実現できる職場作りが必要にな

業社会保険労務士

ると感じているか」ということでは、スライド 4

者

にあるように、必要性を「感じている」と「感じ
社労士の でもがん 者の
心の る者は ない
る
は
心の る社労士の

労に いて
く でも
に
したもの

てない」がほぼ半数ずつでした。
問 8「がんに罹患した従業員と仕事と治療の両
立が実現できる職場作りを進める上で、どのよう
な課題があると考えますか」という質問では、問
5 の回答でも出

スライド 3

てきた経営上の

アンケート結果から（Q5）

不安である「社
会保険料の事業
主負担」がかか

での

安

ることと「代替
要員の確保が難

での

しい」というこ
とが上位を占め
ています（スラ
イド 5）。
社労士がおも
に対応している
のは中小零細企
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業です。従業員に余剰人員を抱える余裕のないギ

従業員が休職することになると労働の対価であ

リギリの状況のところがほとんどですから、た

る賃金の支払いがなくても社会保険料の負担はそ

とえ 1 人の従業員が病気で休むことになっても、

のままかかります。事業主負担の社会保険料は従

代わりの労働力を確保するために事業主の時間と

業員の目には見えませんが、これも実は立派な賃

経費を相当にかけることになります。まして休ん

金の一部なのです。労働力の提供がなく利益をも

でいる方の社会保険料を負担して、さらにもう一

たらさないにもかかわらず、これを負担すること

人を雇って人件費の負担を多くすることに事業主

は、会社にとっては大きな足かせとなります。も

は経営上の不安を抱えざるをえません。それだけ

ちろん従業員も休職中は賃金の支給がないにもか

社会保険料の負担は大きいわけです。

かわらず社会保険料の支払いをしなければなりま

たとえば 40 歳未満の介護保険料がかからない

せん。会社は毎月支払日を決めてその日までに支

月給 20 万円の従業員ですと、労使双方とも同額

払ってもらうような取り決めはしますが、収入が

の健康保険料と厚生年金保険料の負担がありま

ない時にその支払いをすることは従業員にとって

す。事業主にはこれ以外にも「子ども・子育て

もたいへんで、収入があるまで、あるいは復帰す

拠出金」という負担もあります。合計すると従

るまで待っている会社もあります。

業員は月に 27,818 円、事業主は月に 28,118

問 9 です。「あなたは社労士としてがんに罹患

円を負担することになります。これを年額にす

した従業員の仕事と治療の両立が実現できる職場

ると従業員負担は 333,816 円、事業主負担は

作りのために具体的にどのような貢献ができると

337,416 円となります（スライド 6）。

思いますか。」という質問に自由回答で答えても

スライド 4

スライド 6

アンケート結果から（Q6）

必要性は全く感じて
いない
2％

参考：月給 200,000 円の従業員の社会保険料
（
の
を
）

その他
3％

社会保険

は

業

必要性を強く感
じている
16％
あまり必要性は感じ
ていない
42％

健

アンケート結果から（Q8）

業

が

として

保険

し
も

保険

17,828

0

27,818

業

9,990

17,828

300

28,118

での社会保険

してい

アンケート結果から（Q9

9-1. なたは社労士として
がんに
した 業 の
と
の
りのために 体 に のよ な
•
•

•

が

となる

業
の
に
者として
とで ない と
がで ると ってい
方にとって
な
てい

の

の

上の
しの

• がん 労者
には
に いて しい

自由回答）

が
で る
がで ると い

の
がん 者 ん
る とによって
って
し
な の
で い
にしていく とが社労士に め

の社会保

• がん 労者の健
業務
の

がん患者の

合

9,990

スライド 7

上の
に
る

て

業
どちらかというと必要
性を感じている
37％

※

スライド 5

と

び
の

業

に

と
の
る
る

業
な

との し合いの
し合い で る
の
し合いの
もっと
で ると

る

し 企業に

して

務

の

上の
る

（

）の立場から
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らっています（スライド 7）。会社独自の休暇制
度となる病気休暇制度の導入や、がん患者である
従業員やその家族と事業主との話し合いの場に参

スライド 9

私たち社会保険労務士の役割

＝ 企業の健全な発展
および 労働者の方々の福祉の向上

加して、継続雇用の実現や再雇用へのフォローを
行うということ。勤務形態の変更や業務内容の見
直しに関するアドバイスができること。傷病手当
金や障害年金等の給付制度の利用に関する情報提
供や取得に対する援助ができることなどを挙げて

全国社会保険労務士会連合会ＨＰ「社会保険労務士とは？」より

企業の利益のためだけに働くのが
社労士ではない！
◎社会全体の福祉の増進
◎がんになっても安心して働ける社会

います。

企業と従業員のために社労士として何を
めざすか

スライド 10 休
 職従業員の社会保険料の事業主負担助成制
度を

「

社会保険労務士は、企業の健全な発展とそこに
働く労働者の方の福祉の向上を役割とする国家資

くの
者が
働けない 業

しているのは
の社会保険

」

る とで がん 者の
なが の
に しての
者 の
が んと がる！？

格です（スライド 8）。
Ex)

がんに罹患した従業員がおられる場合に、社会

の

業

る

保険料の負担も含めてその会社が対応可能かどう
か、大切な労働力である従業員を継続して雇用で
きるかどうかをともに考え、双方にとってよい方

なっていきたいと思います（スライド 9）。

向を導き出す手助けができます。また社会保険労

最後に多くの事業主が懸念しているのは、休職

務士は個人からの相談を受けて事業主との就労の

している従業員から労働力の提供がないにもかか

問題解決にあたったり、障害年金や傷病手当金の

わらず会社が負担しなければならない社会保険料

請求を代行したりしています。

です。この負担が軽減されれば、がん患者の長期

社会保険労務士がめざすのは、社会全体の福祉

療養に対する事業主の不安も軽減され、継続雇用

の増進です。がんになっても安心して働ける社会

の判断のハードルが下がるのではないかと考えら

の実現に向けて私たち社会保険労務士もその力に

れます。そこでたとえば病気休職中の従業員の社
会保険料の事業主負担を助成する制度の制定をお

スライド 8

社会保険労務士とは？

願いしたいという意見がありました（スライド
10）。
今や 2 人に 1 人ががんに罹患する時代です。
病気の種類によって差別することはできないとは
思いますが、なんらかのかたちで援助する体制を
整えることはできるのではないでしょうか。
以上で私からの発表を終わります。ご清聴あり

全国社会保険労務士会連合会ＨＰ「社会保険労務士とは？」より
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がとうございました。

（ ）

がんと共に働く
―企業の立場から―
山本

郁代

た「家族愛休暇の導入」、「自己申告書制度実施」

はじめに

がありますので、その内容について今から簡単に
ご説明をしたいと思います。

企業の立場から発表させていただきます。まず
当社ニチイ学館は医療と介護、教育という 3 事
業を柱にしており、超高齢化社会の現代、医療と

「カラダとこころの健康づくり情報サイト」は
スライド 1

当社の制度や取組み

介護という分野から生活を支援していく企業とし
て、みなさまの多様なライフスタイルに合わせて
継続的で上質なサービスを提供することをめざし
ています。
今日は事例も持ってまいりました。いろいろな
会社が病気を持つ従業員のサポートをしていると
思いますが、当社が行っていることがどんなもの
かお聞きいただければと思います。

当社の制度・取り組み

スライド 2

当社の制度や取組み：①カラダとこころの健康づくり情報サイト
（
）

制度として、病気に早め
に 気づいていただくため
に、セルフチェックという
ことを含めて「カラダとこ
こ ろの健康づくり」プロ
ジ ェクトを実施していま
す。スライド 1 にあるよ
うな「カラダとこころの健
康づくり情報サイト」や『カ
ラ×ころ通信』というもの
を毎月発行しています。ま
がんと

に

く

の立場から
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スライド 3

当社の制度や取組み：②カラ×ころ通信（

に

）

家族の介護、18 歳未満
の子の看護、私病により
休業日数が連続 7 日間
以上を超えた時に、有給

からだとこころのケアの仕方や、
ストレスをためないための色々
な方法等を毎月発信

休暇と合わせて使うこと
ができるようになってい
ます（スライド 4）。
自己申告制度について
は、基本的に毎年実施し
ています。個別にいろい
ろな面談を行ったりする
のですが、本人の現状や
仕事に対する問題、病気
も含めた家族の問題、現

スライド 4

 社の制度や取組み：③家族愛休暇
当
告制度

④自己申

状で無理なく働いていくことができるのかどうか
を把握していくために設けています。

事例紹介
を

今回は医療の現場で働くＹさんの事例について

毎

い
の
の

の

と
等を
の
の
や

の

、

を

と
を
を
の

と
のことを

と

お話しします。
時間外の受付業務をしているＹさんは、1 月に
頬が腫れているため受診を勧めたところ、1 月
16 日には、本人にとっても思いがけない、周囲

4 年前から始めました。従業員ご本人とご家族の

も驚くような、スライド 5 にあるような病気の

皆さまに、サイトを通して自分の健康というもの

治療のために休むことになり、面談をしました。

を見つめていただくかたちになっています。かな

すぐに入院が必要で、1 月 21 日からお休みに

り多くの方が、サイトを使って自己チェックをさ
れていることと思います（スライド 2）。
『カラ×ころ通信』は毎月発行され、従業員に
配布をしています（スライド 3）。サイトなどを
含めて、個人的に相談のある方は身体と心の両面
の病気を相談できる仕組みになっており、カウン
セリングや電話相談が利用できます。できるだけ
の支援をしていこうと考え実施しています。
「家族愛休暇」ですが、これは年次有給休暇の
積み立てのようなものです。有給休暇とは別に、
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スライド 5

事例紹介・当社従業員の休業から復帰まで（1）

入りました。スライドには休みの流れだけを書い

スライド 6

事例紹介・当社従業員の休業から復帰まで（2）

ておりますが、治療のスケジュールもわからな
かったので、1 月中は有給休暇を使いました。続
いて、だいたいの目途がついてきた段階で家族愛
休暇をすべて使いました。この期間中に治療の方
針などが決まっています。
3 月からは有給休暇の残りをすべて消化しまし
た。この間、入退院がありました。4 月 20 日か
らの病休については、傷病手当を使っています。
最終的には 7 月 20 日に職場に復帰し、現在に
至っています。

6）。

休職の取り方など支援をしていくにあたりまず

2 人体制でやっているのですが、もう一人の方

伝えたのは、この先の見通しが曖昧なのでまずは

には様子をみながらやってほしいと伝えています

治療に専念しましょう、ということ。そして、お

ので、連携は取れていると思います。

休みのことはどうにでもなるので、使える制度は
すべて使いましょうと話しました。現場の者とし
ては、復帰ができるかどうかも大事ですが、
「待っ

企業としての今後の課題と医療側・行政
側への要望

ているから」という姿勢を見せたかったのです。
待っているから、とにかく治療に専念し今後のこ

Ｙさん以外にも、退職はしなかったもののお亡

とを相談しながらやっていきましょうという姿勢

くなりになったケースや、治療を続けながら現場

でいました。

で働いている人もいます。また、病気がわかって

またお休みにあたって現場では人を補充するの

これから治療と仕事の両立をスタートする人もい

ではなく、一緒に働いているスタッフに業務を

ます。そういう中で、私たちが一緒に働いていこ

補っていただきました。個人的な問題もあります

うと思う時に何が問題か、今回こういう機会をい

から同僚には本人からも説明していただきました

ただきましたので改めて考えてみました。

し、本人に確認をしながらわれわれからも「こう

まずもし医療現場の先生方にお願いできるとし

いう状況だからこんなふうに協力してほしい」と

たら、職場復帰時にどの程度のことから業務を始

伝え、話を進めていきました。

めたらいいのか教えていただければと思います

休業中に治療プランが変わることがあり、計画

（スライド 7）。本人に聞くだけではなかなかわか

通りにいかないのが病気だということもわかりま

りません。もしかしたら本人は、職場に迷惑をか

した。したがって定期的に訪問をしたり、その時

けまいとしてたいへん無理をして、できること以

の状態をお聞きしたりして支援を進めていきまし

上のことを頑張ろうとするかもしれません。もし

た。実際、退院時期も変更になったりしました。

可能であれば、このぐらいのことから始めたら、

復帰後は、本人と相談して少しずつ身体を慣らし

という目安をお教えいただきたいと思います。

てもらうようにしました。シフトを調整したり、

次に退院したあとの治療のスケジュールも教え

出勤時間を短縮したりして、今はほぼ通常通り夜

ていただければ、本当にその人に合った就業を手

間勤務もこなしていただいています（スライド

伝うことができるのではないかと思います。
がんと

に
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スライド 7

企業としての医療機関・行政に対する要望

ないという思いは強いのですが、現実的な問題も
たしかにあります。したがって企業に対して、休
む人の雇用を継続させる意味でも、復帰に伴う
バックアップ期間と言いますかロスの時間の補助
ができるような補助金制度を考えていただければ
と思います。そうすれば、病気を持った人が遠慮
をして仕事を辞めたりあきらめたりすることを防
げるのではないかと考えました。
私たちは人材が宝の会社なので人に寄り添って
いきたいといつも思っています。しかし、やはり

また「行政に対する要望」もスライド 7 に書

自分たちで考えているだけでは実現できないこと

きましたが、先ほどの話と重なるかもしれません

もあります。いろいろな方たちと話せる今日のよ

が、企業としては、従業員がお休みをしている

うな機会をいただけたことも含めて、これからも

間に代替スタッフが必要になることがあります。

手を取り合って社会をよりよくしていけるように

せっかく一緒に働いてきた「できる人」、また病

できればと思っています。本日はこのような機会

気でなければきちんとやっていける人を失いたく

をいただきありがとうございました。
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（ ）

がんと共に働く：患者の立場から

洲崎

寛之

ぐらいで他に異常はありませんでした。同年の夏

肺がんの発見から告知を受けるまで

にも金沢医科大学病院の呼吸器内科で睡眠時無呼

私 は 平 成 27 年 2 月 に 右 肺 上 葉 部 に で き た

スライド 1

私の仕事

52mm の非小細胞肺がんを手術で取り除くこと
ができました。現在、職場に復帰して営業の仕事
をさせていただいています（スライド 1）。
ステージはⅡ B、TMN 分類では T3N0M0 と
いうことでしたが、T3 の状態にもかかわらずリ
ンパ節や他臓器への転移が見当たらず、今現在は
月に 1 回の定期検査と再発予防の目的で TS － 1
による抗がん剤治療をしています。
平成 26 年度の 10 月に、今いるシーアンド
ティー北陸株式会社に転職しま
した。同年翌月の 11 月 22 日

スライド 2

がん検診受診

「いい夫婦の日」に、友人の本
当に強引な誘いで集団検診をし
ぶしぶ受診しましたら、「要精
密検査」という受診結果が来ま
した（スライド 2）。結果通知
の封筒にも「精密検査を早めに
受けてください」という手書き
のメモも貼ってあったこともあ
り、翌日会社の社長と専務の両
方に相談したところ、ぜひ受け
なさいと言われました。
それまでは、転職前の会社の
集団健診でメタボを指摘された
がんと

に

く
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吸症候群の治療を開

スライド 3

 線検査の結果① 会社の検診時
X
（
）

スライド 5

 ET 検査の結果 手術前
P
（
）

スライド 4

X 線検査の結果② 手術前
（
）

スライド 6

CT 検査の結果
（

始していましたの
で、その時に当然、
胸の撮影もしており
ま し た（ ス ラ イ ド
3）。
そういうことで私
には自覚症状など
まったくなかったの
ですが、受診結果を
持って金沢医科大学
の内科に相談に行
き CT を撮ったとこ
ろ、CT で も 45 ｍ
ｍほどの腫瘍が見え
る の で MRI も 受 け
てほしいと伝えられ

手術前
）

ました。そんなふう
にして検査がどんど
んと進められていき
ました。
検査結果は、その
つど会社の社長と専
務に伝えて相談させ
ていただきました。
隠してもしようがな
いことだったので。
また同時に今はイン
ターネット社会で
す の で、MRI な ど、
何のための検査であるかなどもいろいろと検索し

検査を受けました。その結果、他の部位には転移

ましたら、私の場合、すべてが肺がんに結びつい

がなかったと担当医の方から言われました（スラ

ていました。ただまだ 45 歳でしたので、まさか

イド 5）。次は気管支鏡検査による確定診断が必

自分ががんになるとは、まったく考えていません

要だということでした。

でした（スライド 4）。
MRI 検査の結果、結局、最終的には、造影剤
を使って身体全体を検査する PET － CT という
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そこで気管支鏡検査のためにまた 1 泊 2 日の
入院で検査をしましたら、検査結果は、悪性腫瘍
とのことでした（スライド 6）。

スライド 7

つどい場・はなうめ

告知から手術までの不安
告知された時には、はっき
り言って頭が「真っ白」にな
りました。
ただ私の場合、周りにもい
ろいろ相談できる窓口が金沢
医科大学の中にありました
し、スライド 7 の「つどい場・
はなうめ」（がんサロン）に
も行き、自分の中の整理をつ
けていくことができました。
会社の方にも、冷静ではな
かったとは思いますが、がん
で手術が可能だという旨を伝
えたところ、社長からは最初に「取り切れるの

ました。それで治療を続けさせていただいていま

か？」と言われました。手術は医者がすることな

す。

ので、ちょっとわからないと答えたのですが、金

私は会社で営業の仕事をしていましたので、転

銭面の不安もあるだろうからと、社労士さんをご

職して間もないとはいえ、数件の案件を抱えてい

紹介していただきました。

ました。そちらの引継ぎなども専務と相談してお

社労士さんにご相談したところ、休んでいる間
は傷病手当制度を使って給料の何割かが支給され

客様対応をさせていただき、無事に手術の日を迎
えました。

るということ、また健康保険の高額療養費や限度
額認定書など使える制度をいろいろ教えていただ

手術とその後の治療

き、そのうえで休職させていただきました。
手術ですから、それまでお世話になっていた呼

手術に備えて、担当医からはまず口腔外科、歯

吸器内科から外科に移りました。担当医は私より

医者に行ってほしいと言われました。私は歯医者

10 歳も若い先生だったのではじめは大丈夫かと

が大嫌いで、音や匂いをかぐだけで身体が固まっ

思ったのですが、周囲から「とても信頼できる先

てしまうような状態でした。それでも今の歯医者

生」という評判を聞いて安心しました。

さんはずいぶん違っていました。痛みも少ないで

それでも本心では、まだ不安を若干抱えていた

す。口腔ケアをきちんとしておかないと口内炎な

と思います。転職して間もない時に休職。しかも、

ど、あとあと自分がひどく苦しむと言われて、歯

当初は 1 ヵ月か 2 ヵ月の休業で何とかなるのか

の磨き方からすべて教えてもらいました。口内炎

と思っていたのが、もっと長くなりそうなのです

には本当に気をつけました。

から。それでも、社長に相談したところ、まずは

また手術前にリハビリ科の先生が、呼吸法や

仕事より治すことを考えてほしいと言ってもらい

ベッドの上でもできる簡単なストレッチなど、さ
がんと

に

く
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まざまなリハビリのやり方を教えてくれました。

ということを軽く言っていました。当然周りのみ

手術を無事に終え、だいたい 10 日ぐらいして

なさんは、「がん＝死」というイメージがまだま

社長が病院にお見舞いに来られました。それまで

だ強くて「だいじょうぶか」とばかり言われてい

に術後の治療について、主治医と相談して抗がん

たのですが、逆に私はそう言われるのが嫌いでし

剤治療 4 クールをすることが決まっていました

た。「だいじょうぶ」と言うよりは、今はきれい

ので、腫瘍の状況や抗がん剤治療のこと、そして

に取り除いていただいていますので、今後はだい

半年ほど休ませてほしい旨を伝えています。

じょうぶになっていくのだと、周囲の友だちなど

術後の放射線治療ですが、放射線治療は身体に

にも言っていました。

マジックで印をつけるだけで、治療自体の時間も

そのおかげで私のところにお見舞いに来てくれ

短いので外来でも可能なのですが、私の場合、経

た友だちは、お金を持たずにペットボトルを 1、

済的なこともあって入院で実施してもらっていま

2 本持ってきて「顔を見に来た」と言って下のロ

す。

ビーで 1 時間ほど話をしたりしていて、そうい
うことが本当に心の支えにもなりました。そうい

がんを特別視しないで

うことですから、どうぞみなさんも周りの方でが
んになられた方がおられても、特別な心配をされ

こういう場に立つのは苦手なところもあります

ることなく、日常通りに接してあげた方が、その

が、がんの告知を受けた患者の立場から言わせて

人にとってもいいことがあります。お見舞いに

もらいますと、1 人で抱え込んでも何も解決しま

行ったらいろいろと話を聞いてやってください。

せん。私はどこでも、誰にでも「がんになった」
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以上簡単ですが終わらせていただきます。

◇ カフェタイム・グループ発表とまとめ ◇

（自分の立場は一旦棚に上げて）
がん患者が治療と仕事を調和させて暮らしていくためには、
誰がどんなことをしたら良いと思いますか？
―医療関係者、上司・同僚、行政機関、患者・家族、周囲の人々、各方面の専門家への期待や要望―

■ 高橋

まとめの時間に入りたいと思います。

スライド 1

カフェタイムの話題

まとめと言ってもまとまらないのが常ですが（会
場笑）、それぞれのグループでどういうことをお
話しになったか、ご紹介いただければと思います
（スライド 1）。1 グループ 1 分半から 2 分ぐら
いで。ホワイトボードに書いてまとめていきます
ね。
それでは 1 番グループから行きましょう。
＜グループ発表・1 ＞
治療と就労の両立についてどういうことが大事

になった方と同じスキルまでトレーニングするに

なのか、話し合いました。職場の理解・上司、仲

は時間もかかる。病気になった方の仕事を確保す

間に恵まれる・待っていてくれるという雰囲気・

るために企業が負担をしなければいけないコスト

経済的な不安がない状態に整えてくれる。

を、先ほど社会保険料の話も出ましたが、国が補
助してくれる制度ができないかという話が出まし

■ 高橋 「経済的な不安がない状態に整えてくれ

た。

る」という点。洲崎さんのご体験では最初からそ
こは安心だったのですね。

■ 高橋

制度としてそういう手当があると企業

は楽かもしれないですね。
―

経済的な不安が減れば、精神的な不安も軽減

する。

―

しかもこれは、がんだけの問題ではなくいろ

いろな慢性疾患にも共通することなので、国とし
■ 高橋

そうですね、いろいろな条件が整うと

不安も軽減されますね。

てやらなければいけない話だという意見が出まし
た。体力のある大企業ならいいのですが、中小企
業、それから家族経営的な自営業の方々はもっと

―

それから企業は人材を確保していかなければ

いけないのですが、従業員が病気になったと言っ
てすぐに補充要員が来るわけではなく、また病気

苦しいわけですから、そのあたりを救えるような
支援制度がないかなと。
最後に最近「1 億総活躍」と言われていますが、

（自分の立場は一旦棚に上げて）がん患者が治療と仕事を調和させて暮らしていくためには、誰がどんなことをしたら良いと思いますか？
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ただく教育をもっとしていくことではないかと、
私は勝手に思いました。
グループにはソーシャルワーカーの方もおられ
ました。そういう方がもっと増えるといいですね。
日本の医療は、コーディネーター的な人が非常に
少ないし、いたとしても地域によって偏っている
ように思います。この会が、ソーシャルワーカー
の方々が増えるきっかけになってくれたらうれし
いなと思います。以上です。
■ 高橋

ありがとうございます。本当に同感で、

そうであるなら働ける人には働いてもらいたい。

がんの集いだけではなく一般の方の集いでも、が

そうしてもらえるといいという話が出ました。

んについて語る機会があってもいいですよね。具
体的にはどういう機会が考えられるでしょうか。

■ 高橋

そういうスタンスは非常に大事だと思

相川先生、たとえば県が主催するとしたら、どう

うのですが、似たようなお話が出たところはあり

いう機会があるのでしょう。大きな病気を経験し

ますか。「1 億総活躍」というキーワードでなく

たことがない方にも病気の理解を深めてもらえる

ても、働きたいと思う人が働けるように。これは

ような機会…。

大事ですね。それではグループ 2 番さんはいか
がですか。

■ 相川

すぐにアイディアは浮かばないのです

が、いろいろ考えられるかもしれませんね。がん
＜グループ発表・2 ＞
今日、私は予告なしで参加させてもらったので
すが、たまたまこのテーブルに何年か前にお世話

だけではなく、難病などについても。とくにがん
については、治る病気になってきているのだとい
うようなことがまだまだ知られていない。

になった先生がおられました。先生にがんの告知
をしていただきました。周りのメンバーの方も患

■ 高橋

そうですね。私たちは今日「がん」と

者さんで、ポジティブな方ばかりでした。私は今

いうキーワードでここに集っているわけですが、

67 歳ですが、先ほどのお話のように、働けるう

その私たち自身が知らない世の中の「困りごと」

ちは働きたいものの、偏見がある。がんになった

は山ほどあるわけですね、病気以外の困りごとも。

ら仕事ができないというイメージが社会の中にあ

自分が置かれていない状況や、体験していない困

ると思います。本日ご参加のみなさんは、みんな

りごとにも興味を持つというのは、きっと大事な

仕事をしている方々だったので、がんはもっと身

ことなのでしょうね。あ、会場に「ウン、ウン」

近で働けるのだと思いました。こちらにいるＡさ

と頷いている方もいらっしゃいますね。何かコメ

んは一般の方々にもそういうことを知らせていき

ントはございませんか。

たい、がんの患者の集いだけではなく一般の方に
語りかけていきたいと言われていました。大事な

■ 参加者 A

のは、当たり前のことを当たり前として知ってい

な、大きな単位で考えないで、本当に街中の巷の

196

そういう集いを考える時は、壮大

カフェのようなかたちがいいような気がします。
当然、このご当地カフェを全国に広めていくこと
も大事ではないでしょうか。

ばいいのでしょう。
それから保険料の問題です。そういうところが
なんとかなればいいですね。経営者さんもべつに
首が切りたくて切っているわけではないので、何

■ 高橋

確かに。壮大なことではなく、近所の

らかの補助があれば雇い続けられるという意見が

カフェで隣に座った人の話を聞いたり、横で見て

ありました。今日のがんカフェのようにいろいろ

いて「ああそうか」と気づいたりすることもあり

な人が集まって、それぞれの立場の意見を聞くと

ますものね。意外と、そういう身近なところで気

いうことは大事だ、それぞれの人の考えを知るこ

づくアンテナを持つのも大事かもしれません。あ

とがとても大事で、そういうことからイメージを

りがとうございます。それでは 3 番テーブルさ

広げていけるという意見でした。

んお願いいたします。
■ 高橋
＜グループ発表・3 ＞

ありがとうございました。このご当地

カフェ、企画して良かったと思いました。企業イ

働く人と会社や経営者側の相互の理解が必要だ

ンタビューをした際にも、支援対応を考える時に

という話になりました。それはどうやって進めら

は「コスト負担」がいつもキーワードになるので

れるのか。やはり患者さんの方からきちんと伝え

す。当然のことではないかと思います。保険料免

ていくことがとても大事なのではないかという意

除の他にもいろいろなアイディアがあるかもしれ

見が出ました。ここでは、患者さんにも伝える覚

ませんね。もちろん国としての負担も考えなけれ

悟が必要であるとか、やはり「賢い患者」になろ

ばいけないのでしょうが。それから、自分の状況

うよという意見もありました。患者さんは、がん

を伝える時の「覚悟」というのはいい言葉だと思

という病気を持った弱い人ではなく、そういう貴

いました。洲崎さんは覚悟されたのですか、あま

重な体験をした人材でもあります。それを伝えて

り覚悟される間もなく伝えたのですか。

いく役割を担ったらいいのではないかと。でもや
はり「言えない」という意見もあり、今がん治療

■ 洲崎

言われたことをそのまま会社の方に伝

をしていると伝えたら雇ってもらえないこともや

えたので、あまり覚悟としては意識しなかったで

はりある。またがんと言われて心が弱っている時

すね。

にはなかなか言えない。そういう時には支えてく
れる、サポートしてくれる人がいてくれたらとい

■ 高橋

ありがとうございました。『がんと仕事

う声もありました。社会保険労務士さんが頼りに

の Q&A』の中には、職場に病名を伝えた時の体

なるという意見もありました。

験談がコラムのかたちでたくさん書いてあるので

それからがんのイメージについては、先ほど高

すが、19 歳でがんになった方の体験談もありま

橋先生のお話にありましたように、2 人に 1 人

す。彼女は、最初はうまく伝えられなかった。そ

はがんになるということを知っている人は 1 割

れでも自分の体験をポジティブに伝えれば、伝え

しかいないということについて、ここでは非常に

られた方も困惑しないということがだんだんわ

驚きの声があがっていました。2 人に 1 人はが

かってきたのだそうです。そして、堂々と伝えら

んになるということをもっとみんなに知ってもら

れるような工夫をするようになったということで

わなければいけない。どうやって知ってもらえれ

す。体験は貴重ですね。しかし、心身ともに弱っ

（自分の立場は一旦棚に上げて）がん患者が治療と仕事を調和させて暮らしていくためには、誰がどんなことをしたら良いと思いますか？
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ている時にはなかなか言えなかったりします。た

た。みんなに情報が届くように、自分で聞ける方

だ人間はずっと弱っているわけではない。エネル

にも、自分からはどうしても言えない方にも情報

ギーも戻ってきます。やはり、時間軸を持って考

がきちんと届くようにする。行政の場合は、聞き

えるのが大事なかもしれませんね。

に行かないと教えてくれないことも多々あるの

それでは 4 番テーブルさんお願いいたします。

で、誰でもきちんと情報が得られるような何かが
あったらいいなということです。いろいろな支援

＜グループ発表・4 ＞
いままでの報告とだいたい同じような内容です
が、患者さんの立場からすると入院予定が前もっ

制度も自己申告制が多いので、何か届くようなも
のがあればいい。もしかしたら、知っていれば使
えるものがたくさんあったかと思うので…。

てわかっているのと突然入院になるのとでは、企
業さんの側のとらえ方が違ってくるということで

■ 高橋

ニーズを掘り起こす工夫は、病院や相

した。前もってわかっているのなら休んでいる間

談支援センターなどが本気で考えなければいけな

の段取りがつくれるのですが、もし突然、明日か

いことですね。ありがとうございました。それで

ら入院になりましたとなると、その対応はやはり

は 5 番お願いします。

難しい。企業の規模によっても違うだろうという
意見がありました。そもそも企業側の理解と同時

＜グループ発表・5 ＞

に、病気にかかった人にきちんと会社の支援制度

私たちのところでは患者さんに加えて家族の立

を説明してあげるのが大切という意見もありまし

場という方もいらっしゃいました。いわゆる「第

た。

2 の患者さん」である家族です。これだけ核家族
化が進んでいると自分の家族の中に患者が出ても

■ 高橋

そうですね。1 番テーブルさんが、「経

孤立化してしまいます。1 人で抱え込んでしまい

済的負担を下げるように状況を整えてくれるこ

がちなので、バックアップ態勢がとても大事に

と」という言い方をされたのですが、それには制

なってきます。ご近所さんや地域の方に支えても

度説明も入りますね。

らう。みなさん患者や家族の立場になってみて、
こういうカフェがあった、サポートもあったとい

―

ウチの会社ではこういうことができますとい

うことを後から知るのです。支援が得られる場所

う説明をきちんとしてあげることによって安心で

が知られていないことがやはり問題で、どうした

きるということです。

らそれが伝わるのだろうという話も出ました。本
当に小さい単位でざっくばらんに話をしていく中

■ 高橋

何がどこまでできるのかという…。自

分の権利ですね。

で、何か困ったらこんなサポートがあるよと知る
ことができるような、そんな場所が近所や企業の
中にもあるといいのかもしれません。

―

そうです、そうです。自分から相談できる患

患者や家族からの目線では、社労士さんは会社

者さんは、ソーシャルワーカーさんに聞いたりが

側の人というとらえ方があります。会社の方には

んサロンに参加したりできるのですが、自分から

相談しにくいので、結局、相談をしないまま会社

相談に出向いていけない患者さんへの情報発信

を辞めたり、がんを抱えたまま転職をしたりする

が、とても大切じゃないかという意見がありまし

現状があるという話も出ました。そんな中で、病
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院に来ている社労士さんは労働者側に立ったサ

出ました。それならそういう支援を引き出せない、

ポートをしてくれるので役立つかもしれないとい

人との関わりが苦手な人はどうしたらいいかとな

う意見も出ました。

ると「ウーン」とみんな考え込みました。私は先

それから会社の仕組みです。就業規則や正規・

ほどから話題に出ているがんサロンの「つどい場・

非正規社員などありますが、その中でどういう働

はなうめ」のスタッフなのですが、洲崎さんが初

き方を認めてもらうのか。社会の仕組みや人の考

めて来てくださった時に、情報集めが上手な洲崎

え方も大事です。心ない言葉の数々をかけられる

さんでさえ「なぜこの場所を広報しないんだ、う

こともありますから、高橋先生が言われていた職

ちの病院にはチラシが置いていなかったぞ」と言

場での大人のがん教育が必要だと感じました。そ

われたのです。私は、「いえ、お宅の病院にはい

れに国の施策です。これから人が少なくなり、働

い場所にチラシが置いてあるはずです」と言って、

き手も少なくなる時代に人材という宝をどう活用

見に行ったら、実際にいい場所に置いてありまし

するか、それを考えていく仕組みづくりは大事だ

た（会場笑）。ですから、人間、弱っている時に

と思います。がんだけではないのですが、やはり

はいくらスマートに情報発信をされてもなかなか

がん患者の就労をしっかり考えることが、次に認

届かないと思うのです。そのへんを乗り越えるた

知症などにもつながっていくのではないか、その

めのアイディアを考えてみると、元気なうちに自

ためにもまずはがんについて、しっかりと根を張

然と、教育だったり、ご近所のカフェで当たり前

らせることが大事だという意見も出ました。

におしゃべりしているがん患者さんに出会ったり
とか、そういうことでがんのイメージを変えてい

■ 高橋

ありがとうございました。社労士さん

くことなのかなと個人的には思いました。

はまだ「会社の人」というイメージを持たれてい

他のグループと同じように社会保険料のお話が

るのかもしれませんね。今日は社労士の方々がた

出たのですが、洲崎さんは、「半分は払ってくれ

くさんお出でですが、今後どのように資格や立場

ていたんだ」と言われていました。社会保険のこ

を広報していくかも課題になるのかもしれませ

となどはよくわからないので、また新たな会社へ

ん。

の感謝に結びつきますね。バックアップの人材に
対する公的補助がもしあれば、会社がコスト的に

■ 参加者Ｂ

キムタクが社労士になるドラマを

つくる！（会場爆笑）

助かるだけではなくて、それならこのいい人材を
応援してみようと企業側は思うだろうし、患者さ
ん側も、補助があるなら遠慮しないで頑張って元

■ 高橋

…それでは 6 番さんお願いします。

気になろうと思えるのではないか。そんなお話が
出ました。以上です。

＜グループ発表・6 ＞
アイディアや意見はだいたい出てしまったの
で、それ以外の意見を言いたいと思います。この

■ 高橋

ありがとうございます。それでは 7 番

さんお願いします。

グループは洲崎さんもいらっしゃったので洲崎さ
んのお話にもなりました。高橋先生が最初に言わ

＜グループ発表・7 ＞

れた、支援を引き出すような人間関係づくりとい

7 番はだいたいみなさんと同じなのですが、企

う点で、洲崎さんは非常に上手だったという話が

業さんが大きくなればなるほど患者さんのプライ
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た。
■ 高橋

ご当地カフェの予算確保を頑張らない

と…。
―

よろしくお願いします。それから乳がんや大

腸がんの検診はわりに認知されているのですが、
なかなか見つけにくいすい臓がんや希少がんの方
たちは、悪くなってから診断されることが多々あ
るので、研究が進んでいい診断方法が早く見つ
かったらいいなということでした。
バシーを守るあまりに、中間管理職以下のところ

経済的なことに関しても社労士さんからいろい

には、その社員さんがなぜ休み、どうなっている

ろなアドバイスをいただいたのですが、傷病手当

のかという情報がなかなか入ってこないという意

金を受けるタイミングや障害年金にもコツがある

見がありました。上司の立場としては何とか声を

ようです。脳梗塞やケガだと身体的に動かないと

掛けてあげたいという気持ちはあるので、そこを

ことがわかりやすいのですが、がん治療中のしび

何とか企業さんだけではなく社会全体でオープン

れや倦怠感などは医師に言ってもなかなか伝わら

にできるような仕組みがあってもいいのではない

ないところがあります。それでもそういう症状で

かと。

も障害年金を受けられることがあるので、知識が

それから、先ほどの「患者の覚悟」とも関係し

ないからとあきらめず、しっかり伝えていける社

ますが、つらい部分はあるでしょうが、お世話に

会になったらいいなという話が出ました。以上で

なっている上司やトップの方に声を掛ければきち

す。

んと聞いてくれるとのことです。ただ知識不足も
あります。経済的なところを含めていろいろなサ

■ 高橋

ポートがもらえる社会になっているのに、それを

は満員御礼なのですが、実は数日前まではけっこ

知らないこともある。広告費はかかるでしょうが、

う残席もあったのです。広報のラストスパートを

メディアさんにたくさん宣伝してもらったり、小

かけてこれほど埋まりました。こういう場所や機

さい時からの教育も大事だろうという意見でし

会を、とくに地元で、ご近所で広報していくこと

た。

が大事かもしれませんね。ありがとうございます。

専門職以外にも悩みを聞いてくれる人がいらっ

ありがとうございます。今日のカフェ

それでは 8 番さんお願いします。

しゃると、そこから道が開けることもあります。
先ほど地域のカフェの話も出ましたが、そういう

＜グループ発表・8 ＞

身近なところで、聞いてくれる人が大切だという

今回カフェタイムということでしたので、正直

ことになりました。このご当地カフェについても

に言うとテーマに沿った話ではなくて違った話に

ギリギリまで知らなかったという人もいました。

なりました（会場笑）。元患者さんからの完全復

これがまた 3 回、4 回と続いていき、社会的に

活劇の体験談をお聴きしまして、前向きに生きる

認知されるようになればいいという話も出まし

ということが大事だなと実感しました。体験談の
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中で、若い人でもがん保険に入ったらいいよとい

など医療者側と患者さんの間をつなぐ役割はやは

う話が出て、これにはみなさん納得していました。

りとても大事だということです。それから相談支

それからアロマセラピストの方がいらっしゃいま

援センターの広報が必要だし、そういう窓口があ

した。アロマセラピーは治療行為ではなく、癒し

ることを自分から発信していく役割も、とても重

の体験をさせるというものです。もっとがんの

要だと感じました。まとまりませんがそういうと

集いやサロンなどの場でもアロマセラピーができ

ころです。

ればいいと個人的には思いました。あとは他のグ
ループと似ているのでこれぐらいにしておきます。

■ 高橋

ありがとうございました。「なかなかも

のが言えないものです」という事実と「それでも
■ 高橋

ありがとうございます。どうしても病

気というキーワードがあると「楽しい」
「おいしい」

やはり伝える覚悟も必要です」という両方があり
ますね。患者さんが病院の中で右往左往しなくて

「心地よい」といった言葉はなかなか浮上しにく

すむよう、まずは院内でつなげていきたいと思い

いのですね。アロマセラピーもそうですが、癒さ

ますし、そういう支援のネットワークが病院から

れるもの、気持ちいいというものに触れるのは大

地域にもひろがるといいですね。ありがとうござ

切です。森林浴などもいいかもしれませんね。癒

います。それでは 10 番テーブルさんお願いいた

し・心地よさというキーワードは、もっと共有で

します。

きてもいいような気がします。それでは 9 番さ
んお待たせしました。

＜グループ発表・10 ＞
当グループではいろいろな立場の方がいらっ

＜グループ発表・9 ＞

しゃって、とても濃密なディスカッションができ

すみません、私はファシリテーターだったので

ました。まず知識です。健康で働いている時から

すが、自分の役割を忘れて、カフェタイムのテー

年金や障害手当のことは知っておく必要があると

マも棚に上げて、ざっくばらんな話になりました。

いうこと。次に体験についてですが、患者さん自

グループには、患者さん、ご家族、行政の方や社

身は入院前から検査続きでとても疲労していま

労士さんがいらっしゃったのですが、医療者であ

す。それから人の言葉や事務的な態度でとても傷

る先生や看護師さんを見ていると忙しそうで、診

つくことがあると同時に、友人など周りから本当

療の場でなかなか生活の相談を口に出せないこと

に助けられてもいます。情報や援軍を見つけられ

があり、やはり困った人向けの相談窓口があって

る場所を自分から求めていくことが大事で、先ほ

一目見ればわかるような資料をパッと渡してもら

どから情報発信が言われていましたが、患者から

えるところがあればいいという話が出ました。先

も外に対して前向きに向かい、へこたれないこと

生と患者さんとの関係については、何でも言える

が大切だという話も出ました。とくにカフェです

関係が大事だし、先生自身も働いて生活している

が、男性の方も行きやすいようなカフェがもっと

人だという視点も大事なのですが、患者さんから

できたらいいなという話が出ました。以上です。

はやはり不安や心配なことを発信するのはハード
ルが高いのだということを、話をしていて感じま

■ 高橋

した。

すいカフェのことを、もう少しご説明いただけま

僕が話し合いの中で個人的に思ったのは、先生

ありがとうございます。男性も行きや

すか。
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＜まとめ＞
―

私は「つどい場・はなうめ」のサポーターを

やっています。やはり男性の方はなかなか表に出

■ 高橋

いろいろ出ましたね。共通点もたくさ

てこない。女性の集まりと一緒にすると女性のエ

んありました。やはりいかにみんなで正しい情報

ネルギーがすごいので、とてもではないですが男

につながるか。これは大事ですね。今よりも少し

性の方は出てきません。それから、男性の方に集

楽につながれるような工夫を、それぞれの立場か

まってもらうためには、なにかひとつ「こだわり

ら本気で考えるといいような気がします。とんで

のもの」を出さないといけない。それで男性だけ

もなく大きい、たとえば東京 23 区のようなとこ

のサロンをやっています。毎回 5、6 名が集まっ

ろだとやはりお互いの顔が見えにくいのです。し

てきています。

かしたとえば中央区の月島なら顔が見えるし、金
沢は月島よりずっと大きいですが、それでも工夫

■ 高橋

男サロンですね。

をしてみればネットワークは創りやすいかもしれ
ませんね。

― 「男学」と言います。小難しく（会場笑）。

それから「男学」というのもいいですね。こだ
わりを見せる、小難しくする。

■ 高橋

小難しくすればいいのですね、こだわ

りがあるように見えればいい、ああ、なるほど。

―

―

■ 高橋

やはり何か、ひとつの社会的役割を持てるよ

男性が集まりやすくするということです。
そういうことですね、男性が集まりや

うなかたちになるといいと思うのです。そば打ち

すくする工夫は、まさに情報発信の工夫ですね。

体験をやり 12 月には「つどい場・はなうめ」に

そのへんをみんなで考えましょう。

来られている方全員にふるまう予定でいます。

今日はありがとうございました。どういう展開
になるかなと思っていたのですが、やはり実際に

■ 高橋

食べるのは女性でもいいのですね。

やってみるといろいろなお話が出ますね。今日は
こうしてご一緒にひとつのカフェを開きました

―

はい、つくるのは男性で。

が、今まで 4 回開催したカフェの最大の収穫は「ご
縁ができた」ということです。こうして 1 回集

■ 高橋
ました。

了解でございます。ありがとうござい

まるとご縁ができるのです。カフェでできたご縁
がその後の発展のきっかけをくれます。今日のご
当地カフェ in 石川が、これからのひろがりのきっ
かけになれば素敵ですね。これからもぜひ情報共
有をしてまいりましょう。本日はどうもありがと
うございました。

202

閉会の挨拶

元雄

良治

がん治療

本日は長時間ありがとうございました。平成

おそらく今日参加された方は、たいへん意識が

27 年は北陸新幹線や NHK 朝の連続ドラマの「ま

高くて、すでにいろいろな情報を持たれている方

れ」で注目された石川県で、「ご当地カフェ in 石

であると思います。帰られたら、ぜひ周囲の方や

川」を無事終了することができ本当にうれしく

お知り合いに、このようなカフェの重要さを伝え

思っています。国立がん研究センターをはじめ多

ていただき、会社や職場でカフェを企画すること

くの方々にお世話になり、ありがとうございまし

もお願いいたします。マスメディアの方にはがん

た。

と就労についてもっと一般の方々にも知っていた

今回がご当地カフェの第 5 回ということで、
先ほど高橋先生からも「ご縁」というお話があり
ましたが、ぜひまた明日からのみなさま方の充実

だけるような企画をしていただけたらと思いまし
た。
本日は本当にありがとうございました。

した生活の糧となりますよう願っております。

の
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「ご当地カフェin石川」アンケート集計
平成27年10月17日（土）実施

参加者49名（スタッフ除く）
回答者38名（回答率 77.6％）

アンケート集計

性別

男性

女性

未回答

26.3%

71.1%
20歳代

年齢
2.6% 5.3%

30歳代

21.1%

40歳代

2.6%

50歳代

60歳代
31.6%

39.5%

立場（複数回答）
患者・家族
社会保険労務士
医療関係者
企業関係者
その他
未回答

39.5%
23.7%
15.8%
13.2%
5.3%
2.6%

Ｑ２．有意義でしたか？
有意義だった

まあまあ有意義だった

どちらとも言えない

あまり有意義ではなかった

89.5%

有意義ではなかった

10.5%
0.0%

0.0%

0.0%

Ｑ３．新たな情報を得る事ができましたか？
出来た

まあまあ出来た

どちらとも言えない

あまり出来なかった

出来なかった

81.6%

18.4%
0.0%

0.0%

0.0%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た

まあまあ出来た
65.8%

どちらとも言えない

あまり出来なかった

出来なかった

24.3%

未回答
5.4% 2.7%

2.7%

0.0%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

「ご当地カフェ」5回目、そして金沢で！！日本全国を「めぐる」なんてステキ。「つながる⇒つなげる⇒孤立させない」
二回目のご当地カフェを是非開催して下さい。
自分が知らないがんに対するいろんな立場の方の話をお聞きすることができ、大変有意義な時間でした。もっと広く皆様に知って
もらえると良いと思いました。本日はありがとうございました。
今後も参加したいと思います。
貴重な学習、情報交換の機会となり有意義な半日となりました。ありがとうございます。男性の参加者が少ないように感じました。
特に企業の人事・労務事務部の参加者が増えるといいな、と思います。
弱っている時に相談するエネルギーが無い時に、窓口があることを知っていると心強い。病気でも生きる強さって必要なんだと
思ったが、それには支え手も必要。いつでも門戸を開いているところがあると知っていることはいいと思った。
石川で2回目を期待しています。
初めて参加させて頂きましたが、大変良かったです。
このような会は一度きりではなく、継続していけたらもっと良いのではと思います。いろいろな方たちとお話ができてとても良かった
です。考える機会を得られたことが特に良かったので、この考える機会を広めていくには、どうしたらよいのかが課題とも思いま
す。
社労士さんと同じテーブルだったので、年金や助成金など詳しく聞くことができて良かったです。企業のトップ・人事に分かってもら
えないと働き続ける事は難しいのでは？
ソーシャルワーカーの仕事内容、存在自体知られていない事が、ほとんどなので、ＳＷへのアクセスを広報する方法があったらい
いと思います。
様々な立場の方のお話から考え方が学ぶことができ、これからの自分の職場に生かせる何かを得られたと感じます。
参加させて頂いて良かったです。
事前にこのようなグループワークがあることが分かると良かった。参加者にはこの形式に驚いていた人がかなりいた。
生の声など聞けて良かったです。このような輪が広がると良いと思います。
新しい発見、縁をたくさん頂けました。感謝です。日々の業務を通じてどんどん情報発信していこう！と思います。
ありがとうございました。力になりました。
現役の方がもっと参加出来ればよいと思います。
他の方の貴重な意見を聞けて良かったです。
またやって下さい。
とても有意義な時間をありがとうございました。
など
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