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

第 6 回「がんと就労」勉強会
日時： 平成 23 年 7 月 25 日 ( 月）午後 6：30 ー 8：30（6：15 受付開始）
場所：ラーニングスクエア新橋
会場アクセス

4 階会議室 4B

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

第一部
がん治療を受ける就労者に向けた支援
― 足利銀行における実践 ―
湯澤洋美 さん
株式会社 足利銀行 人事部

産業保健師

湯 澤洋美さんのプロフィール
産業保健師として全国土木建築国民健康保険組合 東北支部に入社。土木建設現場や支
店での健康教育、健康相談を実施。後に鹿沼市役所職員課にて職員の健康管理を担当し、
2003 年より足利銀行健康保険組合での勤務を経て、現在は（株）足利銀行 人事部にて
行員の健康管理・メンタルヘルス・疾病からの復職支援を担当。
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はじめに ― 企業概要
今回は、
「 がん治療を受ける就労者に向けた支援」
というテーマで、足利銀行における実践内容をお伝
えしてまいりたいと思います。職種や就労関係のちがいから支援内容も各企業でさまざまだと思います。
お伝えする内容は、支援の1例としてお聞きいただければと思います。
スライド１は企業概要です。当、足利銀行は足利ホールディングスの100％子会社となります。創業は
明治28年10月1日。業種は、金融・保険業です。本店は栃木県宇都宮市にあり、職員数は2,714名(平成23
年3月31日現在)となります。本・支店数は145箇所あります。
産業医は、常時50人以上の従業員が勤務している本・支店で嘱託契約をしています。各支店では、衛生
管理者の方と共同で活動していただいています。
銀行業務ですから有害業務というようなものの取り扱いはなく、また常時、千人以上働いている職場も
ないので専属産業医はおりません。本部の産業保健スタッフは嘱託産業医1名と人事部の産業保健師で
ある私が1名ということです。
産業保健師の業務については、健診結果や、相談に基づ いた保健指導と健康教育、そしてメンタルヘ
ルスの対応、さらに今回のテーマである疾病からの復職支援ということを担当しています。関連会社を含
めた健康保険組合には保健師の方が2名おられるのですが、おもに健診事業とかメタボ対策、禁煙運動
などを担当いただいています。
本報告では、次の目次に沿って進めていきます。
「1.支援の流れ、心がけていること」をまず紹介いたし
ます。次に「2.支援例紹介」では面談記録から一部抜粋してご紹介をいたします。
「 3.今後希望すること」で
す。私が実践から感じた、
「就労者として」と「企業内産業保健スタッフとして」希望することをお伝えした
いと思っています。

支援の流れ
＜病気報告から初回面談＞
スライド２は「病気報告から初回面談｣の流れです。がん治療を受ける方の職場への病気報告から始ま
ります。本行は就業規則によって長期欠勤者の届出が定められています。欠勤が営業日で7日以上にわた
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る時は、医師の診断書等を人事部宛に報告をいただきます。治療が連続7日以上かからないという場合も
ご本人から支援をお願いしたいということで所属長への申し出があり、その後、人事部に相談が入るとい
うケースもあります。
スライド３は初回面談の内容です。初回面談は、病状と本人が希望する支援を把握するためにスライ
ド３に示したような内容で行ないます。内容は大きく2つに分かれています。ひとつは「病状・治療および
検査状況・今後の予定」です。もうひとつはご本人の「今後の就業に関する考え」
ということです。
このような内容を初回の面談でお話を聞かせていただくのですが、その中で多くきかれる不安という
ものがあります(スライド４)。まず、
「病気になった自分を職場は受け入れ(理解)してくれるだろうか…。」
ということです。また、職場に迷惑をかけてしまっているという罪悪感。そして「病気が回復するまで支援
はしてもらえるだろうか…。」
ということで、雇用の継続、処遇や可能な休職期間はどのくらいあるのだろう
かということです。さらに「誰にどこまで病気のことを相談すればいいのだろうか…。」ということで、給与
であるとか、手術や抗がん剤の治療費の不安などが多くきかれます。
このような不安に対してスライド５のような対応をさせていただきます。まず企業の支援体制につい
てお話をします。先ほどの初回面談で聞かれた不安を中心に対応していきます。この時に、ご本人は病気
の不安と同時に余命の不安も抱えているので、先々必要になるであろう情報の詳細は控えさせていただ
き、まずは治療と復帰に銀行も精一杯の支援を行
なうという方針を強くお伝えしています。
次に休暇制度の説明です。休暇は就業規則によ
って定められています。各人の私傷病休暇残を取
得した後に勤務年数によって期間がちがうのです
が、病気欠勤と病気休職、病気休職は有給休職と
無給休職とがあることを説明します。面談では人事
部の担当者がお調べした各人の休暇日数を間違
いなくお伝えすることをしています。
スライド 3
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3番目はリハビリ出勤の説明です。まずリハビリ出勤というものができるということを伝えます。行員の
方の事例であるとか、現在治療中の方、同じくリハビリをしている方のケースを紹介して、安心して治療に
専念してもらえるような支援をしています。
また治療中の業務不安等に対する対応窓口・相談窓口などもご案内しています。
治療を受けるご本人は医療費負担に対する心配があります。医療費負担に関しては高額療養費給付制
度の説明であるとか、限度額認定の申請、傷病手当金給付制度、医療費の確定申告など医療費の給付制
度の案内も行なっています。
スライド５の6番目に掲げておきましたが、入院と治療前の支援の大切なポイントとして、主治医から
治療方法や抗がん剤の副作用の説明を聞いているかということを確認いたします。ご本人が治療に対し
て不安に思っていることの整理を行なって、次回の診察時に質問できるようにいっしょに考えていきます。
この時は、治療と復帰に向けてご自身に知っておいていただきたい内容を確認いたします。そうすること
で主治医の先生に、職場は本人の治療に対して協力体制をとっているということが伝わるケースも多くあ
ります。
7番目ですが、職場や周囲の理解を求めるために本人同意の上で、職場への病状説明を行なっていま
す。これはケースバイケースなのですが、支店長には本人同席の上、詳細を説明します。同僚には協力を
得られる最低限の内容を支店長から説明いただきます。治療を受ける方の代替者の方、治療を受ける方
のお仕事を負担してくださる方々が不安をお持ちになるケースもあります。そちらの方の不安感を緩和す
ることが必要な場合には、個別面談で対応するようにしています。休まれる方のポジションによってはか
なりのご負担になる場合もありますので、面談だけでは解消できない場合もあります。そういう場合には
人事部の方で人員の支援を検討するようにしています。
職場の理解と協力を得られるかどうかということに関してですが、これはすべての疾患に共通している
と思いますが、ご本人の病気になる前の人間関係であるとか業務への取り組み姿勢が良好であることな
どが重要な要素になります。
したがってすべてうまくいくわけではなく、協力を得やすい方とそうではない
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方がいらっしゃるのは事実だと思います。

＜入院、治療中の対応＞
スライド６には入院、治療中の対応です。入院もしくは治療中で出勤をしていない場合というのは定期
的に連絡を取り合って回復状況の確認をいたします。抗がん剤の副作用の強い時は、電話一本をかける
のもたいへんつらいので連絡はご本人のペースに合わせています。同じことを何度も言う必要がないよ
うに窓口も一本化させていただいています。
また職場から離れていることで復職に対する不安が持続するので面談によるメンタルサポートも行な
っています。さらに本人に代わって復職に関する意欲であるとか職場への感謝の気持ちを職場に伝えて、
所属部署に継続支援をお願いするというのも私の立場での大切な支援となります。

＜リハビリ出勤時の対応＞
病状の回復と治療が進んできますと次はリハビリ出勤という対応になります（スライド７）。本人からリ
ハビリ出勤の希望があった場合には主治医の診断を依頼いたします。主治医の診断の確認は、本人から
職場の対応を伝えてもらって診断書をいただく場合と本人を通じて主治医にアポイントをとった上で、診
察時に同席して業務内容、短時間勤務、時差出勤、受診日の確保などの職場の支援体制を伝えて、主治医
からアドバイスをいただくケースがあります。
リハビリについてはご本人の休暇期間内に行ないます。
主治医の診断と本人の希望が確認できたら、
リハビリ場所の選定、およびスケジュールを作成し、人事
部長宛に報告と協議を行ないます。人事部長宛書式は後述いたします。
リハビリの準備が整ったところで、次に職場への配慮項目の確認と周知を行ないます。内容としては、
体調不良時の対応です。たとえばてんかん発作時にどのような対応をしてくださいとか、下痢とか嘔吐が
ひどい時の休息時間の調整であるとか、疲労感が強い時に横になって休養できるスペースの確保などを、
各個人に合わせて行なっていきます。場合によっては体調不良ということで、たとえばてんかんであれば
安全なところに横にしてください、顔は横にしてください、発作時間の確認をしてください、これ以上にな
ったら救急車を呼んでくださいといった細かいものを書いた対応票を用意しておきます。そこにはご本
人のお名前、生年月日、病名、受診病院、主治医などを書いたものを用意する場合もあります。これを職場
に置いておきますといざという時にみなさんが同じような対応ができますし、救急隊が到着した時に必
要な情報をお伝えいただける。見せるだけで伝えていただけるようなことがあります。
リハビリ時に抗がん剤を受けた方が不特定多数のお客様が来店される支店で一番心配なのは感染症
の問題です。空気清浄機などの設備が整っていない支店ではとくに注意をして、支店全体で手洗いやう
がいの徹底、本人のマスクの着用やのど飴などの飲食も認めてもらえるようお願いする場合もあります。

＜職場復帰時、復帰後の対応＞
リハビリ後の次のステップです。復帰時もリハビリ時と同様にスライド８の内容を確認していただき、
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主治医と産業医の意見を聞くようにしています。リハビリ時と同じようになりますが、人事部長宛に報告
をして、協議をいたします。復帰ということになると通常勤務が基本となるので定期受診も遅刻や早退、
自分のお休みで対応します。または事前に主治医と相談して受診日を土曜にシフトされるといった工夫
をされる方が多くいらっしゃいます。
復帰後の定期受診の結果連絡であるとか体調管理支援のためのフォロー面談というものも実施して
おります。

支援時に心がけていること
スライド９は支援時に心がけていることです。これは私が支援時に心がけていることです。ひとつめは、
本人の気持ちに寄り添うこと、気持ちを聴かせていただくことを心がけています。
したがってご本人が安
心できる場所で時間をとってお話をうかがうようにしています。とくに初回面談とか治療前面談には半日
から1日をかける場合もあります。
２つめは、家族や同僚は本人のたいせつな支援者であるということです。本人を支えてくださる家族と
か同僚の不安にも目を向けて応えていくということもたいせつな支援ということです。ご家族や同僚が本
人と同席いただいた際には、ご家族の方にも私の方の連絡先をお伝えするようにしています。もちろんご
家族、から連絡があって個人情報に抵触するような質問があった時には、
「それはお答えできませんご本
人を通してお聞きください。」
と言うことはありますが、必要な限りご不安に対応するようにしています。
3つめは、支援はご本人の｢継続雇用｣と銀行の｢人材活用｣が目的であるということです。銀行として就
業規則という平等のルールの中で双方の利益を追及した支援を行ないます。病気になった方に配慮はあ
りますが、特別扱いはありません。誰しもが病気にかかる可能性がある中でルールの中での支援というの
は、ある意味で周囲の理解と協力を得るためにベースとなるものだと考えています。
4つめが、治療と就労で、治療が優先ということです。銀行や同僚に迷惑をかけているとお考えになって
治療より仕事を優先しようとする方がいらっしゃいます。ただ元気なお身体と気持ちがあっての仕事です
から治療を優先するように心がけてお話をさせていただきます。たとえば職場の同僚が病気で働けなく
なった時にその方に戻る場所を確保してほしいと思っています。そのために今は治療を中心にして復帰
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をしていただき、戻ってからは、今度は同僚の助けになってくださいというようにお伝えします。先ほども
ルールの中でとお話しましたが、いつ誰が病気にかかるかわからない中で元気な人が病気になった人の
分をフォローする。それで病気なった人が元気になって戻ってきてくれればその役目を担ってくれること
になりますので、そういう思いをお話しさせていただいています。
5つめは、治療と復帰のために使えるツールは数多く使うということです。本人のために有益かどうか
をこちらで決めて情報提供をするのではなく、数多く情報をお伝えして、本人や主治医の方とよく相談を
して判断をしていくということです。
６つめは、情報を正確に伝え、理解と対応を求めるということです。本人と銀行の知りたいことをそれ
ぞれ正確に伝えるように心がけています。自分が担当でない分野は担当者の方に確認をして正確に伝え
る。病状が悪化した場合でも、それを隠したり、繕って伝えるということではなく正確に伝えて、その中で
最良の支援をしていくためにどのようなことが必要なのか、これは私だけではなく人事部内で産業医も
含めて相談をしていくということです。

支援例の紹介
この方は○○歳代の女性です。乳がん手術のために欠勤しています。その後、手術の経過もよく出勤し
ていたのですが、さらに卵巣がんが発見されたという報告が、治療前にこちらに連絡がありました。乳が
んの術後の治療と卵巣がんの治療を同時にしなければいけないので復帰には相当に時間がかかるかも
しれないという状況から始まりました。
初回・治療面談をさせていただいたのが、最初の報告から約２ヵ月後です。お勤めいただいている支
店で面接させていただきました。現在の状況の確認をさせていただき、銀行の支援体制もお伝えしまし
た。
その後数週間後に両卵巣・子宮摘出手術を受けられました。手術は無事に成功です。ただ病理グレー
ドが悪性度が高いものであったために抗がん剤治療を行なうことになりました。卵巣の抗がん剤治療は
「3週間間隔で5クール｣の予定。その後に放射線治療の予定なので、治療には６ヵ月以上要する見込みと
いうお話がご本人からありました。
その後、本人から私に電話がありました。そこで今後のスケジュールとして｢PET検査、抗がん剤治療の
ための入院による血液検査等準備、抗がん剤投与、退院・副作用対応・自宅療養｣という報告がありました。
抗がん剤治療の予定はすでに伝えられていたものだが、主治医から吐き気・頭痛・関節痛・発熱など副作
用があり、白血球低下も予想されるため、勤務はしないで治療に専念してほしい旨が伝えられたというこ
とです。本人の予測と、医師からの話の現状とのギャップにかなりショックを受け、電話中にも泣き出して
しまうほどでした。
投与後の３,４日は副作用が強くてたいへんだと思っていたのだが、まさか仕事ができない状況にな
るとは思っていなかったということです。支店が忙しい時期に迷惑をかけてしまう。このまま仕事に戻れ
ないのではないかという不安、卵巣と子宮のみの摘出でよかった。開腹範囲が広かったら耐え切れなか
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った、脱毛は全部だからカツラを選んでおくようにと言われたということを話されていました。
この本人の電話で、本人の動揺を私もたいへん強く感じました。本人は、自分から支店に連絡したいと
言われたのですが、当日はできなかったということです。後日、本人と相談をして、私の方から支店に概要
を伝えるということにして、私の方から支店に報告をしました。
支店の方からは、復帰を待っているので安心して治療に専念してほしい、いつでも相談に乗り全力で支
援していくという旨、お話があり、そういうことを本人に伝えてくださいと言われたので、その旨お伝えし
ました。１クール目の副作用が落ち着いたら連絡をもらうことにしていました。
そうしましたら数週間後の受診時に合わせて、大学病院内にある支店で面談することができました。銀
行ですから大学病院内にも支店がある場合があり、そこの支店を使わせていただきました。ご本人とお
母様、勤務先の支店長と私というメンバーです。１クール目の副作用は胃腸症状から出たようで、関節痛
もひどく、口内炎もひどいということを言っていたので、私の方からもみなさんの経験例もあったもので
すから、主治医に相談してみてくださいと言っていたのです。相談したところうがい薬をもらえたので以
前よりも出方は少なくなったというお話でした。脱毛はまだ激しくないものの指で梳くとバサッと抜ける、
次回には抜けてしまう気がするので、その前に元気な姿を支店に見せたいという要望がありました。ちょ
うど支店長もいっしょにいらしたので、支店長の許可をいただき、父親の車の都合がつけばうかがいたい
ということで、翌日、支店に顔を出しています。
ご本人は、こういうことを治療中にできると非常に安心できるようです。実際に迎えてくださるお店のみ
なさんが、
「大丈夫だよ、待っているよ｣と声をかけてくださるのと私を通じて伝えるのではまったく力がち
がいます。ですので、このような要望にはできるだけお応えしたいと思ってやっています。
２クール目には、患者会などについても情報提供をしています。あけぼの会(乳がん患者会)であるとか
病院内患者会があるということも調べさせていただいたので紹介しました。副作用は２〜３日後がいち
ばん強いので時期をはずして連絡をとるようにしています。これは忘れないために個人記録に｢注意｣と
書き込んでいます。
その後、本人から患者会の日程がわかり、診察時に出ることができたので参加してみた、初デビューで
すという電話がありました。
４クール目は１週間遅れて終了したが、白血球・好中球の値が下り次は延期されそうだという連絡が
ありました。カツラがかぶれないほど汗が出ることがあるということで、
リハビリ時に工夫できるものがな
いかお互いに情報収集をしようとしました。本人がカツラをかぶってリハビリをする時や、復帰時にお店
に立って汗がダラダラ流れるようなことではいやだということで患者会とか、私の方でもいろいろな方の
お話を聞いて情報収集をすることにしました。
そのほか患者会はできたばかりだったのだが入ってよかったと言っていました。情報交換と気持ちの
共有ができます。また抗がん剤治療の日は待っているだけで気持ちが悪くつらいと言われていました。
発病から８ヵ月強のある日、本人から抗がん剤治療の６クールがすべて完了したと電話がありました。
当初は５クールということでしたが１クールの追加です。やっとつらい苦しみから解放されたということ
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です。その時は支店にはご本人から報告されたようです。みな「待っている」と言ってくださり、
「涙が止ま
らなかった。
うれしかった。あの支店で本当によかった、ありがたいと思う。」
というようなことでした。職場
のお迎えは、今後のリハビリ出勤であるとか復職に向けてたいへん力になるということを感じました。
その後、CT検査の結果なども問題なく、本人からリハビリ出勤をしたいという申し出がありましたので、
復職に向けてリハビリ勤務やプログラムを検討させていただきました。この時は両親と本人で支店で面
談をしました。今後の受診日程などについてもしっかり把握をさせていただきそれに合わせてリハビリ出
勤のスケジュールを作っていきます。
リハビリ出勤というのは、いくらリハビリと言っても本人の身体の負担はあります。
リハビリ開始後、左
の踝に血腫ができてしまいました。本人に確認すると痛みもあるということでした。本人はなれればよく
なると思って受診はしていないということだったのですが、私から見ても少し腫れているようで、足を少し
引きずって面談にいらしたものですから、そこは受診を勧奨しました。そうしたらやはり急に歩いてしまっ
て関節に負担がかかり血腫ができたものだということが診察でわかりました。それを改善するために自
己管理をしてもらうことになりました。
こうしたリハビリを続けていただきリハビリ出勤後約８ヵ月で復職となりました。この方の場合は治療
開始から１年半で復職されています。その間、銀行ですから異動があります。ご本人を支えてくれた支店
長と次長の異動もありましたが、私の方で経過等を、随時、支店長と次長にも報告をしていたので、その
まま引継ぎをしていただき問題はありませんでした。逆にここで問題になってしまうとご本人にマイナス
になってしまいますので、そこは異動があっても滞りなく同じ支援体制でできるように引継ぎをするよう
にしています。
以上、事例紹介は内容を抜粋していますので少しわかりにくかったかもしれませんがご容赦ください。

リハビリ・復職の協議・報告について
まず「リハビリ出勤開始について」です。人事部長宛に私の方から、
リハビリ開始について協議したいと
出します。協議事項を書くのですが、まず該当者の「氏名、職位、病状」を記します。
リハビリをしていただ
きたい場所と開始日を書かせていただいています。
リハビリのスケジュールを確認していただきます。こ
の方の場合は、週に２日午前中３時間から始めます。以降は本人の状態を見て勤務日数と時間を増やし
ていくとしています。
リハビリ日数の変更については、
リハビリ先の本人と支店長と相談の上、病状の回復
状態に合わせて行ないます。
通常は公共交通機関を利用してのリハビリになりますが、感染症の問題もありますし、血腫ができてし
まうようなこともあるので本人の体力の消耗にも配慮しまして自宅から自家用車でリハビリさせていた
だけるようにこちらも協議事項としてあげておきました。その際には、薬の副作用による眠気はないのか
ということを必ず聞かれますので、そこについてはご本人から主治医に確認をしていただくということと、
ご本人の自覚症状としても確認してお答えいただくということにしています。
協議理由としては、乳がん治療とか放射線治療等が終わり、主治医から無理のない範囲でのリハビリ
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出勤可能の診断書が出たこと、また本人からリハビリ出勤を開始したい旨の申し出があったこと。産業保
健師の私の方で面談をしてもリハビリ出勤は可能と思うのでお願いしますということです。ただ今後も定
期的に診察を受けて、病状の経過管理ができる体制であることが背景にあるということです。こうした書
面をお出しします。
復職の場合もほぼ同じです。
リハビリを続けてきて、本人、支店長、次長など周りから見ても就労可能と
思えるし、主治医から就労可能の診断も受けたということです。意向としては本人の希望があるので、当
面、勤務場所については環境を変えず勤務できる支店が望ましいということで、
「その他」のところで、勤
務場所を付け加えさせてもらって作ったものを出しています。
リハビリ協議と復職協議は、本人の職場復帰のために銀行が知りたい情報を伝える重要なツールにな
ると思います。これまでの現場での支援を伝えることができるのです。時には先ほどの面談記録を添付す
る場合もあります。
この書面で本人の病状と職場復帰への意欲、これまでの経緯と主治医の診断をまず伝えます。そしてこ
れまでの現場での支援を伝えることができるのです。たとえば１名人員が少ない中で支店全員の方が業
務分担して支援をしてくれたということを経営に知っていただく機会にもなります。また人事部長に報告
や相談を行なうということで銀行判断としての回答を得ることができます。こうした周囲の協力が病気に
なっても治療に専念して復帰をめざせる職場だという安心感を構築していく一助になると私は思ってい
ます。
がんとかメンタル疾患に罹患された方の多くは病気にかかる以前と同様のパフォーマンスができない
という偏見をお持ちの方も残念ながらおります。そうした方の偏見をなくすために本人と銀行が互いに
利益を得られるということを示す実績を残すのが大切だと感じています。双方が利益を得るためにどの
ような支援をしたらいいのかということを考えてやらせていただいています。

今後、希望すること
今後、希望することをお話しします。私も一就労者であるというところと、企業内、産業保健スタッフとし
てという両方からです（スライド10）。
まず病気からの復帰により、本人と銀行が互いに利益を得ることが出来るよう、実績を作るためにも専

スライド 10
10
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門職とか保健スタッフは必要だと思います(スライド11)。それと同様の立場に立てるスタッフの方でもよ
ろしいと思います。
就労者の立場で考えても自分が病気になった時に職場で自分の病気や自分のことを理解してくれる協
力者はほしいと感じています。
銀行にとっては行員一人ひとりがたいせつな人材です。
しかしながら支援が必要な対象の増加は、や
はり企業コストの増加につながります。今は２〜３人にお1人の方ががんと診断される時代ですので、本
人に復帰をしてもらい、人材を確保するためには企業にも相当にコストがかかってきます。積極的に支援
を行なえば行なうほどコストがかかります。現状で、当行で維持できているコストバランスもいつ崩れて
しまうかわからない状況です。
したがってがん治療を受ける就労者を雇用・支援する企業に対して、たと
えば国や自治体の制度として補助金や援助金の支給やインセンティブなどの施策の早期実現を希望した
いと考えています。私の個人的な意見ですが、やはり積極的な支援をすることでいっしょに闘っていきた
いと考えています。
それから予防の支援も重要だと考えます。病気の早期発見に努めるということは、安定した労働力を提
供するという就労者の義務だと思います。そこで当行では30歳以上の行員に対して人間ドック補助金制
度を設けて受診の推奨をしています。健康保険組合と連携し、達令者制度であるとか、ガン検診のオプシ
ョン費用の補助等をしています。
最後になりますが、働ける場所があることが｢糧｣となるということです。私はこれまでの支援から、戻る
職場とか、持っている仲間の存在であるとか、銀行の期待というものが、本人の闘病意欲の向上につなが
ると感じております。職場に産業保健スタッフがいない場合にも治療者サイドから職場に対するアプロー
チの方法であるとか、説明の仕方などご本人にアドバイスをいただければ、働く場所の確保の手助けに
なると思っています。
本日は治療者サイド、関係者の方々も多くいらっしゃると思いますので、治療者の立場から復職に向け
たご協力と支援のほどぜひよろしくお願いしたいと思います。
以上で私のお話を終らせていただきます。
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はじめに
湯澤さんのすばらしい発表の後です。みなさまも｢すごい｣と思い、次に「なぜだ」と思われたのではな
いでしょうか。それをふまえてわれわれ全員はあれをめざさなければいけないのです。私も頑張りたいと
思っています。
私も細かく実践している内容を話せば、あそこまではいかなくても、おそらく足利銀行さんと似たよう
なことはできているとは思います。私のお話は、今回は、ただ「こういうことをしています」では、それは大
きい企業ではできます、産業医とか保健スタッフがいるところはできますねで終ってしまっては悲しいと
思いますので、
「こういうように考えて実践・行動すればここまでできる」
という例をお話ししたいと思いま
す。
そこでどのようなことを考えているかを紹介しようと思い、サブタイトルに「産業医の頭の中」としまし
た。ただそれでも産業医が全員そういうように考えているかというと、そうではなく
「私が」
ということです。
それだけはご承知おきください。

がんと就労−課題と調整
私も産業医になる前は病院のドクターだったのでがん患者の方を何人も知っています。当時からがん
には興味を持っていて、日本緩和医療学会にも入っていますし、日本臨床腫瘍学会にも入っています。そ
のときの経験からですが、
「がん」という2文字は、やはりとてつもなく大きな負のイメージを持つ言葉で
す。いろいろながんがあります。皮膚のがんからお腹のがん、骨のがん、血液のがんなどいろいろな事例
があると思います。余命も症状もいろいろちがっています。ただやはりついて回るのは｢がん｣という言葉
を聞くとどうしても負のイメージがあるということです。
ところが＜｢がん｣を持った○○さん＞というようにみると少しイメージが変わってきます。たとえば有
名なのは乳がんでも最後まで活動された小倉恒子先生です。＜「がん」を持った小倉さん＞となりますと、
逆にこのキーワードがポジティブな、希望が見出せるような気がします。
それはなぜかを考えたことがあります。それは＜｢がん｣を持った○○さん＞の「○○」に可能性を感じ
るからだと思います。可能性というのは選択できるということです。その可能性を私は信じています。それ
が第一歩目で根幹です。選択できるということは、
生きているということです。本日ここにいらっしゃっ
たというのもみなさんの選択だと思いますが、そう
いう選択が生み出す可能性を信じています。その
ことをやはり第一に申し上げたい。
スライド1は｢がんと就労｣に含まれる課題をま
とめたものです。簡単に申しあげます。
「働きたい」
という時に「働ける」であれば問題はありません。｢
働きたくない｣で「働かなくてもいい」ならまた問
スライド 1
14
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題はありません。｢働きたい｣が「働けない」とか、｢働きたくない｣けれど「働かなければならない」という
時が問題です。今回はがんと就労のうちで、就労支援をする勉強会ですので、図の上の方がトピックにな
ると思ったのですが、産業医の場合はこの2つのパターンを経験します。
「働きたい」が「働けない」、そこ
にギャップがあるのです。それが課題になってきます。このギャップを「産業医も調整に関与」
し、調整しま
す。産業医でなくても、どなたでも調整ができます。最初は「産業医が調整する」と書いたのですが、それ
はまちがいだと思い、
「産業医も調整に関与」すると考えを改めています。これが1つめのワークで「調整
する」
ということです。
2つめのワークは、このギャップの両方を深く追及しなければなりません。
「なぜ？」ということです。
「な
ぜ働きたいのか｣、
「なぜ働けないのか」といところを明らかにしないとギャップはなかなか埋ってはくれ
ません。この2つの「なぜ」が第2のワークになります。
付け加えて私がやっていることですが、先ほどの湯澤さんも完璧にやられていましたが情報提供、理解、
そして心理面での「サポート」です。これがわれわれの第3のワークと考えています。
１つめのワーク「調整する」を考えていきます。まずどのような方々が「がんと就労｣に関わっているか
をまとめたものです(スライド2)。本人、家族、そして主治医の先生方です。外科、腫瘍内科、
リハビリ医は
もちろんいます。さらに緩和ケアドクターなどがいます。それから医療チームとしては、ソーシャルワーカ
ー、看護師、保健師さん、薬のアドバイスをしてくれる薬剤師などの

コメディカルのみなさん。会社の方

では人事で、労政であったり総務です。そして上司。あとは産業医などの産業保健スタッフ、患者会、さら
に地域まで関わってくる場合もあります。

多様な人たちとのコミュニケーション
がんと就労を支援する場合、多種多様な価値観の人とコミュニケーションをとって調整していかなけれ
ばなりません。そのために私が気をつけていることがあります(スライド3)。ポイントは４つあります。コミ
ュニケーションをとるにあたって、これを確認しないとスタートからまちがってしまいます。
まず「共通の目的」があるかです。就労に関して関係者の意思が一致しているかです。足利銀行さんは

スライド 2

スライド 3
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まさに全員が一致していました。会社も治療者も家族も患者も全員が復職に向っている。だからうまくい
くので、あとは技術と制度の問題です。ただこれが一致していない場合があります。とりわけ本人は働き
たいのだが、会社がだめだという場合が比較的多い。本人は働きたいと思っても主治医はだめだと思っ
ているとか、本人は働きたいのだが家族は止めた方がいいと思っているとかです。そういう不一致がある
とそこからなかなか歯車が合致しません。ここを取りまとめるのが意外に大事です。共通目的があるかど
うか、それが第一番目の調整です。
この点を調整していくには、
「どう考えるか」
ということがキーワードになります。会社がだめだと思って
いるのをなぜかと考えます。引き合いばかり出して恐縮ですが足利銀行さんのようにそれは人材活用だ
と考えれば、会社の目的として価値が高くなります。人事の方には、時には、配慮ばかりすると会社本体が
つぶれるので、私は心を鬼にしてそれを取り締まる門番だというイメージを持っている方もいらっしゃい
ます。会社を守るのだ、そんな甘い顔をしてはいけない、それが私の役割だと考えてしまうとうまくいきま
せん。人を大事にする企業というのをどう考えるかということを話し合って共通の目的を形成していく。こ
れが第1のポイントになります。
第2点のポイントはやはり
「適切な伝達」です。まずそれを妨げるものに医療用語があります。そして、適
切に伝達できていないと、理解度に差がでてきます。理解には、本人の病気の理解、職場の理解、会社の
理解があります。
どれだけ正しく理解しているかです。産業医でさえも患者の病気のことをきちんと理解し
ているかと言いますと日進月歩の医療の世界ですから誤解していることもあります。また一方で、職場の
文化というものも医療側のわれわれはきちんと理解しているかです。どういう文化なのかということを、
です。
足利銀行のように本当に熱く、みんなで助け合おうという文化なのか、それとも厳しくて、とにかく新し
く使えるバリバリの人しかいられない、そうでないと自分が死んでしまうというような苦しい、戦場のよう
な文化なのかということです。要はそういうものをきちんと理解しあっているかです。
「相手への理解」で
す。
それから｢伝達の手段も大事｣ということです。メールだと時々誤解を生んでしまうこともあります。直接
に話しに行ったほうがいい場合もあります。直接話しに行くと忙しすぎて相手にされないという場合もあ
ります。手段も重要です。この伝達がきちんとしているかです。
3番目のポイントは｢場と時間が共有｣できているか、です。意外に大事です。
とくに医療者側は忙しくて、
こういう場を設けることができないと言われる方がいます。もちろん私も病院にいた時は時間に追われる
生活だったのでとても理解できます。ただ振り返って考えてみますと、インフォームドコンセントという考
えができてからは治療の時には、必ず説明する場を病院でもつくってきたと思います。そういう場も時間
も作ることはできると思います。これからは会社に対してももそういう場をつくっていただきたいと思い
ます。時間というのは、決めてしまってそれを周囲に周知してしまえば、意外に作れると思っています。そう
やって常々私は自分の時間を確保してきたように思います。救急のドクターでしたので当直が月に13日と
か3日に1回は当直で、
「72時間働けますか」という状態ではありましたが、それでも時間は作れましたか
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ら不可能ではないと思います。
「 場と時間を共有していただくこと」は非常に大事だと思います。
そして4番目が｢確認｣です。適切な伝達ができているか、共通の目的があるか、スケジュールの管理が
できているのかといった確認作業です。これも非常に大事なポイントになると思います。意外に患者さん
は自分の病気のことを正しく理解していない場合があります。実は私は昨日何かの食べ物にあたって蕁
麻疹がでて時間外外来に受診しました。唇も腫れてたらこのようになってしまい、私は恥ずかしいので医
者だということは黙っていたのですが、そのときのドクターがステイロイドという薬についてこれは副腎
皮質ホルモンで云々というように説明をします。私は｢ウン、ウン｣と言って聞いていたのですが、長期の副
作用があり免疫機能が落ちるかもしれないとかなんとかと一気に話していました。知識のオンパレード
でした。全身が蕁麻疹であせっている人にどれだけ聞き取ることができるのかということです。
これは笑って済ませますが、がんの場合はショックが起きて頭がパニックの方もけっこうおられるので、
正しい理解が本当にできたのかという確認は意外に大事です。本人にしてそうですから、会社も理解が
誤解になっている場合があるのでそれを確認するということは非常に大事になってきます。
以上の4点を、私は調整する時には気をつけてやっています。
したがって調整ができなかった場合には、
どうしたらいいかと言いますと、対立・喧嘩するのではなく、
「どう考えるか」
ということを考え、また４点に
注意しながら話し合います。
この考え方は、JAHNG Doosub先生の『コミュニケーションのインターフェース』
という考え方の「Ｍ(共
通目的)、
（情報の伝達)、
I
S（ 予定の管理）、E（ 評価の明確））
というものを参考にしています。

なぜ働きたいのか？
次はなぜ働きたいのかということです。この勉強会でもけっこうキーワードが出てきますね。人生の中
で、働くということの位置づけです。それを提供する企業としてわれわれはどのように考えたらいいのかと
いうことです。
人生の価値をとらえる時によく使われるキーワ
ードは「ワークライフバランス」と「QOL」という言
葉です。ワークライフバランスの場合は、
「仕事」と
「それ以外の人生」という考え方なので少し今回の
ような例には当てはまりにくい。なぜならば、仕事
というのは取り外すことのできる要素でないと人
生全体がつかめないからです。仕事をやる・やらな
いということまで含めた考えでないと人生を語る
ことができない。そういう意味でQOLの方がこの場
合はふさわしいのではないかと考えています。これ
は「がんと就労」だけではなく、高齢労働者の時も、
や はり働く・働 か な いという選 択 が ある場 合 は 、
スライド 4
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QOLの方がいいのではないかと私は思っています。
それではQOLを構成する要素にはどういうものがあるかということです(スライド4)。1989年に濱口さ
んを中心とした方々が調べたもので、QOLというのはこういう要素に分解されるのではないかというもの
があります。ADL、仕事、経済活動、家庭生活、社会参加、趣味、文化活動、旅行、スポーツ、その他となって
います。
これをもう少しまとめたり追加したりして、これらの要素がどのような依存関係、相互関係になっている
かをまとめてみたものがスライド5です。これはライフマネージメント＆ライフプロモーションという考え
方です。簡単に説明します。それぞれがそれぞれの要素の箱だと考えています。健康が阻害されればその
箱は小さくなります。健康があるから働けるし、家庭生活も成り立つし、ボランティアなど福祉活動ができ
るということをこの図では示しています。仕事ができるからこそ経済活動があり、お金が生まれて、お金が
あるからこそ家庭を支え、もしくは趣味ができます。また家庭生活を通して社会参加もでき、あるいは仕事
を通じて社会参加をしているという図になっています。
仕事が趣味ということもあるので、趣味と仕事をつなげてあります。高齢労働者などを考えるとわかり
やすいのですが、健康の箱が小さくなり、仕事がなくなってきます。そうすると経済活動が小さくなり、人
生が小さくなるかというと、それをサポートするために労働によらない収入として年金などがあり、趣味
だとか家庭生活、社会参加を支えているという考えです。このすべてを充実させれば、
トータルの人生が
充実する。QOLのそれぞれの要素をまとめた図です。
これを眺めていると「がんと就労」の場合は少しちがうところがあると思いました。それで少しバージョ
ンアップしました（スライド6）。なぜかと言いますと経済活動でお金を稼ぐことが、治療費のお金になって
いるということです。これがまた健康を支えているということで、輪になります。働かなければいけないと
いう矛盾。つらさがあります。
したがってそういう観点から仕事をとらえなければいけない。さらにサポー
ト、就労によらない収入等を充実させていかなければならない。そうでないと全体が成り立たない。
私は、この図全体を、社員と面談の時に頭に描きながら（スライド7）のような内容で話をしています。ま
ず健康が大事ということで、体調（疲労感、睡眠、食事）の確認です。それから運動機能です。業務の中でど

スライド 5
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ういう動きをしていますか。階段や通路に支障はないか、あるいは日常活動の中でバス、お風呂という部
分で、日常の中で運動機能は保たれていますかということを訊いていきます。それから治療内容、治療方
針、治療の予定、病気の状態です。あとは、主治医はどういう方ですか、前回の通院状況、次回の通院時期、
通院ペースはどのくらいですかということ、それから業務内容、業務形態、労働意欲です。労働意欲のとこ
ろでなぜ働きたいのか、お金が欲しいのか、社会参加として職場と常につながりを持ちたいのか、それと
も家庭を支えたいのか。そういう労働意欲の理由をみれば、何をその人が大事にしているかがわかります。
仕事に対する思い、責任感ということもあります。それから仕事以外で困ったこととして家庭の状況とか、
お金などのことを訊きます。微妙な、繊細な、ナイーブなところですが訊ける時は訊きます。本人が言って
もいいと思っていることだけ訊くようにしています。ここは産業医とか医療スタッフがやるといいと思いま
す。なぜなら、守秘義務というものがありますので、会社に対し全部明らかにすることはないからです。私
が少し役に立っているところかなと思います。そして利用している制度です。
そして「どう考えるか」ということまで話すことがあります。スライドにある、
「私の会社という意識も」と
書いてある意味ですが、いつも私は言うのですが、
「 会社が」
とか「国が」
と言うのは止めるようにしていま
す。
「 私の会社は」
とか「私の国が」
と言わないと正しくない。会社の一要素が私であり、国の一要素が私で
あるということです。
「会社が何とか」、
「国が何とか」という考え方はそろそろ止めなければいけないと考
えています。
そして、労働者もできることを増やす。それが出来ない場合は、できる環境を探すということです。
会社に対してはスライド8のようなことを訊いています。業務の内容、その人の役割としてどういうこと
をしていますかということ、
「できることの配慮の可能性」がどこまでできますか、どういうことができます
か、どういう業務の負荷を減らすことができますかというように訊いていきます。そして病気への理解で
すが、ここもナイーブなところなので時と場合によりますが訊ける時は訊いています。それから職場の雰
囲気も必ず訊きます。
そしてやはり
「どう考えていますか」というのがキーワードになります。共通認識の持っていき方として
「人を大切にする」
というのを強調し、それがどういうことか、
どのような良い影響があるかを考えていくの

スライド 7
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がいいと思います。先ほどの足利銀行さんの例を思い出してください。あの例のようであればみなさんよ
く一生懸命働くと思いませんか？それを伝えたいと思っています。
また、そういうようにした方が、より企業価値を高めるというところも強調していきたい。
余談ですが、私は兄が銀行員なのです。いろいろと話も聞いています。お金を貸すとか貸さない。それ
がある人の人生を変えてしまう話も聞きます。銀行は信用が大事ですね。そういったとき、病気で休んで
いる人に対し、
「みんなが待っているよ」という文化の銀行がいい。本日ここにいらっしゃっている人はみ
な足利銀行が好きになったと思います。それこそが企業価値なのだということです。本日集まった60人の
方が60人の人に足利銀行がいいと言い、それが広がっていったらすごいことになります。
「 足利銀行はす
ごい」となります。そういうことをみなさんでぜひやりましょう。それが価値になっていくし、それを是とす
る世の中に変わっていくと私は思います。
ただし、話し合いの中でそういうものが通じない時には、作戦を変えて、弱者保護を訴える。弱者保護を
しなければいけない、それが倫理だ基準だルールということで話を進めていく。ただし、この方法を補完
するには、国も参加させなければいけないということになると思います。
人材活用という考え方もあると思います。人材活用ということでは、山元宗平さんという方がいいこと
を言っていたので少し紹介します。
「 職場の中の役割分担をフレキシブルに考えて対応するなどの工夫を
すれば、労働者の作業負荷の軽減といった消極的効果ではなく、人材の長所を活かしたより良質の生産
活動が期待できるのではないか」
ということです。いい言葉だと思っています。まさにこういうことです。

産業医として…Betterをめざしての選択とサポート
現実にはいろいろと悩み、障害もあるのですが、私は基本的に次のように考えています（スライド9）。
ベストをめざしつつもベターを選択するということです。こうしなければいけないという理想はあります。
足利銀行という理想はあります。ただその理想を実現するまでに、困っている人をどうしたらいいのかと
いうことですね。そういう時に弱者配慮でもいい、共通の理解でもいい、ベストはあるのだがベターを選
択していく、そうしていけば経営にとっても、社会的にとっても、働く人にとってもよりよい方向に向かって
いく。もしかしたら事例によっては「就労」がゴール
ではないかもしれません。逆に就労をあきらめて
余生を送るというかたちもあるかもしれません。
ベストというのは、働きたいと思っている人が働
けるということです。それが実現するまでの間は、
日々ベターを選択していく。堀江正知（産業医科大
学教授）先生が言われている「幸せの総和」という
考え方にも通じます。すべてのいろいろなベクトル
がある中でいちばん幸せが大きくなる最大値を選
択するという考え方です。
スライド 9
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「今日より明日、よりよい企業へ…。今日より明日、よりよい人生を…。」選択していくということです。
私は働く人の可能性を信じていますし、今日ここにいらしたみなさんの可能性を信じています。この勉
強会には私もネットで案内を見て参加させていただきました。そうしたら突然、やっていることを話すこと
になり、その時に高橋先生が、今度話しませんかと言われたので、少しでもいい方向をめざそうと思って
いたので、話すことを選択しました。
その時にお知り合いになった金先生と会社の理解と中小企業の現状と病院の共通の理解を得ようとメ
ールを出しましたら快諾をいただき、今度は勉強会を開くということも計画しています。それはやはり選
択だったと思います。今日ここに来ようと思われて選択されたみなさんの可能性を信じていますので、こ
ういう例があったとどんどんいい方向で活用いただければいいと思います。
最後の「サポート」です。心理面のサポートです（スライド10）。不安には、漠然とした不安と不安定な不
安があります。漠然とした不安とは理解できていない、モヤモヤとした不安ということです。不安定な不安
というのは、もうどうしたらいいかということは決っているが、どうなるか定まっていないから不安になる
のです。
われわれは主治医、ネット、患者会などから情報を集めようとします。それで大丈夫だ、サポートも受け
られるとなると安心しますが、サポートが受けられないとなるとまた不安になります。そしてまた情報収
集をします。そして諦観という結果にいくこともあります。マイナスの結果から諦観にいたる過程というの
は、実は自分を見つめなおす過程なのです。自分を見つめなおすことでちがう価値観で考えていけます。
そうすると割り切って諦観できます。その点をサポートします。

予防の仕組み
先ほどの足利銀行さんもそうでしたが、どうしてもわれわれは予防の方にシフトします（スライド11）。
健診項目の追加を検討したり、費用サポート、情報提供したりなどでがん検診の推進を図り、受けやすい
仕組みづくりを考えます。
サポート体制の強化ということですが、これは5日間休んだ人は必ずわれわれのところにリストが来る

スライド 10
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ようになっています。
どう考えて、
どう選択するかということです。
最後にまとめますが、当所の取り組みということでは、産業医として、
「 調整」、
「 なぜ?を明らかにする」、
「心理面のサポート」、
「 予防の仕組み」
という4つをやっています（スライド12）。
以上です。

スライド 12
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高橋（司会） 湯澤さんからは、かなり具体的なお話をいただきましたし、田中先生からはがんと就労に
関する考え方について、
とても大事なところをご説明いただいたと思います。確認のご質問なども含めて、
どこからでもけっこうです。その前に、湯澤さんの方から追加があるとのことなので、
どうぞ。
湯澤

支援というところですが、産業保健スタッフだけでやっているわけではありません。当行人事部に

は「人事役」
という相談役がいます。エリア全体を5ブロックに分けて1人ずつ配置されています。たとえば
私が疾病から復職したいという人と面談に行く時には、医療的な面でのサポートは私の方でさしあげる
のですが、人事面で、人事的なこと、組織的な援助には人事役にいっしょに行ってもらっています。人事役
というのは支店長を経験した方で、お店のあり方であるとか、ここに人がいなかったらたいへんだろうと
いうところも承知している方ですので、その方といっしょに活動することもけっこう多くあります。私だけで
やっているようにとられるといけないので補足させていただきました。
高橋

どうもありがとうございました。
「 人事役」ですか。

湯澤

今は「審議役」
と呼んでいますが、以前の呼称は「人事役」です。

リハビリ出勤の位置づけ―給与補償・労災など
高橋

それでは、ご質問をどうぞ。

会場参加者Ａ

先ほど企業はリハビリする場ではないということも出されていました。先ほどの話では

本人の休暇期間内に行なうということでしたが、これは無給ですか。
湯澤

無給ということではなく病気欠勤期間であれば給料は100％出ています。有給休職の場合である

と30％です。ただそこについては健康保健組合の方から傷病手当金の補助が出ますので、できあがりは
85％の給料をいただきながらやっていただく。無給期間に入りましても傷病手当金が18回の完了がしな
ければ銀行の給料がゼロになってもできあがり85％の補助はいただけるということです。その中でやっ
ていただいています。
したがってまったく無給ということはなく、その他、通勤費の部分については人事
（銀行）のほうでお出しをしているという状況です。
会場参加者Ａ

そうすると健康保険組合から出ている場合は、実際は勤務ではないというかたちになり

ますか。
湯澤

あくまで休職中の身体慣らしということで本人のご希望に沿ってやらせていただくということです。

企業側から指示をしてやっていただくものではないということです。
会場参加者Ａ

そのへんは安全配慮義務違反などがあって会社が責任を問われるということはないの

ですか。
湯澤

そこは細心の配慮を払ってということです。そうでないと、治療を受けた方が、いきなり8時30分か

ら5時までの通常の勤務ができなければ勤められないということですね。それではやはり人材の確保が
できませんし、ご本人の傷病の休職ということにもならないので、ご本人がリハビリをやりたいということ
で、銀行の方もそれをカバーするという前提でやらせていただいているということです。
やはり労災の問題があるので、今後こうした方が増えているということであれば、一定期間、たとえばリ
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ハビリ期間だけの保険を掛けるというようなことも今後検討していく必要があると思っています。
会場参加者Ａ

わかりました。仮に何かあった場合は非常にもめるところですが、非常に先進的にやら

れているのでたいへんすばらしいと思いました。
湯澤

ありがとうございます。

高橋

今の話と関連しますが、足利銀行さんの非常に先進的な取り組みについては足利ホールディング

スさんがバックアップされているわけですね。
湯澤

親会社ですから、そこはこのやり方でやるという人事部長の決済をいただいていますので、そこは

問題がないと思ってやっています。公式に確認をしたことはないのですが、経営陣と銀行の役員が兼務し
ているところですから、人事部長もホールディングスの組織の担当部長と兼務されていますので、私の方
は共通認識と理解しています。

がん患者の就労と休業期間の取り扱い
会場参加者Ｂ

機械メーカーにおります。お二人にお聞きします。たとえば足利銀行さんの場合にがん

に初発でかかった方と再発・転移ということで発病される場合があると思います。再発・転移の場合には
際限がなく、先ほど小倉恒子先生のお名前も出ましたが、小倉先生は耳鼻科医として抗がん剤や胃がん
に対してずっと鎮痛剤を使っていたのですが、会社に勤める人とドクターではちがうと思います。
リハビリ
出勤についてですが、再発・転移の方には治療がずっと続くわけで、復帰したと思ったらまた休む、そうい
うことについてはどういう仕組みづくりをされているのでしょうか。田中先生には再発・転移の患者さんに
対しての産業医としての考え方を教えていただきたいと思います。
湯澤

再発のところですが、
リハビリ復帰を終えて正式復帰をすることになりますと休暇制度がオールク

リアになります。
したがってまた1から休職期間が就業年数によって付与されます。そこでその期間を治療
に費やしていただくことはできます。ただ場合によっては、何回も手術を繰り返す、高次の機能障害があ
る、腎臓の尿管にステントが入っています、いつどうなるかわかりませんといった中で同じ職場に戻るの
がむずかしいということになれば、たとえば職場の配置転換であるとかご本人と相談の上ですがお身体
に合う職場に移っていただく、職位も下がるなどのケースも、継続雇用の方が重要だとご本人が言われ
ればそれに対してできるだけの支援をしていくということです。
したがって再発であろうが、初発であろう
がスタンスは変わりません。
田中

私のところも同じで初発・再発の関係なく、まずやっていた仕事の内容の確認、それができるかど

うかと、必要であれば配置転換、業務負荷の軽減などを行ないます。産業医が正式に意見書を作成して配
慮いただく時もあれば、職場の中で簡単にできる配慮をいただくこともあります。
休業期間に関しては、新日鐵の場合は、がんに限らず最大で2年半お休みいただけます。復帰して半年
間は、勤務が継続できれば今までの休暇期間がリセットされるようになっています。それは同一病名でも
かまわないとなっています。その半年間の間に出勤日で10日間連続して休むと休業期間がまた再カウン
トされますが、そうでない限り、
リセットされるという制度になっています。

がんと 就労

第六回 勉強会 報告書

27

第 二部

総合討論

湯澤

田中先生のところは６ヵ月ということですが、当行は１ヵ月です。復帰してから同じ病気でまたお

休みが必要になりましたという診断があった場合には、また休職期間として加算されていきます。
会場参加者Ｂ
湯澤

それは治っていないと判断されているのですか。

１ヵ月勤務ができなかったということです。その場合には、病気のために休まなければならない期

間は実は継続していましたという判断であろうと思います。がんが治らないということではなく、就業でき
るかできないかというところで、その原因が病気であれば、前からの病気の休業に加算されて休職日数
に加算されるということです。

本人の希望と職場の考えの調整
高橋

ありがとうございました。非常に重要なポイントだと思います。実際、思うように働けない、あるい

は会社がこれくらい働いてほしいと思うくらい本人が働けない時に、どのようにすり合わせていくかとい
うことは、非常に大事です。関連した質問ですが、もし職位の変化、あるいは適正配置による配置転換が
必要だと会社が判断して、ご本人がどうしてもそれを受け入れられなかった場合には、よく話し合った上
で継続勤務ができないという結論ももちろんあるわけですね。ここはよくよく話し合われて対応するので
しょうか。会社とご本人のどちらの背中を押すか、というのはなかなか微妙なところがあると思うのです
が、何かふだんお感じのところなどありましたら教えていただけますでしょうか。
田中

どちらのパターンも実はあります。それは職場が配慮して就労を継続する場合と本人が迷惑をか

けると判断して辞める場合があります。どれがいちばんよかったのかはむずかしいのですが、どう考える
かですが、お互いの意見を言い合うと全然まとまらないので、お互いにどう考えましょうかというような感
じでもっていっています。結果としては双方にそういうパターンがあるということはあります。
湯澤

たいへんむずかしい問題だと思うのですが、そこに到るまでの関わり方が重要だと思います。本人

が希望することとか、病状であるとか、それをきちんと伝えていただいたものに関して企業もそこに真摯
に対応するということを心がけてやっていくことが大事です。実際に最終的にどうしましょうかという時に、
企業に辞めさせたいとか、何か降格をさせたいというようなことが見えてしまうと抵抗されるのだと思い
ます。
したがってそうした姿勢を初めから持ってやってはいけないと思います。本当にみなさん平等に考
えることです。復帰した時にできるかできないか、ご本人にも実際にやっていただいて大丈夫でしょうか
と確かめる。本人も自分の職位をわかっていますので、他の人と較べてみて多少落ちるがある程度やれる
な、
となったら、そこは頑張ってみたいと言われます。少し落ちるかなと思われる方は、よくよく考えられて
います。その時のお話の中でもこちらとしては、ご本人の考えを聞きながら判断をしていくということです。
また必要であれば産業医の先生にも面談をいただきます。そして企業はここまではできるが、ここから
先の配慮というところには、少しむずかしいですということを、言わなければいけないことは言わせてい
ただき、そこで本人に判断していただくというところだと思います。
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職場の理解を得るために ― どのように伝えるか
高橋

ありがとうございました。他にいらっしゃいますか。

会場参加者Ｃ

お話ありがとうございました。湯澤先生にお聞きしたいことがあります。スライド5（3ペー

ジ参照）
「 対応（入院、治療開始前の支援内容）」ですが、最後に「病欠することへの周囲の理解を求めるた
め、本人同意の上で職場への病状説明を行なう」
とありますが、
「 職場への」
ということは、職場のスタッフ
全員というイメージでよろしいのですか。
湯澤

基本的にはそうです。その支店に戻りたいという時、所属がその支店であれば、全員でまかなって

いただかないといけないのでそうなります。ただご本人が病名は知られたくないと言われた場合は、病
名を伏せて、
「少し治療が必要ですので長期間休みます」ということを伝える場合もありますが、きちんと
病名をお伝えしていただいた方が周囲の理解は得やすいです。
そうでないと逆に、職場から「何があったの？」
「なぜ？」など、場合によってはメンタルなのというお話
が出てしまいます。そうするとみなさんが、あの時私が言った言葉が悪かったからとか、変な話ですが、わ
からないので憶測が飛び交うところがあります。それでそこはご本人へご説明と言いますか、ご相談をさ
せていただいてできる限り本当のこと、現実的に起きていることをお伝えはします。
会場参加者Ｃ

ありがとうございます。それに付け加えて、職場で病名を知った現場のスタッフに対して

産業保健スタッフの方から、
「この方に対してはこういう配慮が必要なことがあります」のような通達、伝
達はあるのですか。
湯澤

それはあります。
リハビリ出勤の時とか復職の時です。
リハビリ出勤の時が多いのですが、抗がん

剤を服用しているという時は、感染症などが非常に心配になってくるので、こういう配慮をしてくださいと
いうご説明は、私の方からさしあげます。私の方から支店長にさしあげて支店長からみなさんに伝えてい
ただく場合もありますし、私の方でうかがって、わたしの口でご説明する時もあります。
たとえば症候性てんかんのような場合とか、脳腫瘍を何回か繰り返していて、光とか人がザワザワした
ところでは、敏感発作を起こしてしまうという方も中にはいらっしゃるので、その時にまわりの方があたふ
たしてしまうとその方の安全も確保できないということがあるので、周りにもそういう場合の説明はあり
ます。こういう時にはこういう対応をしてくださいというところでお願いをさしあげます。
ただそれができない職場もあると思います。そういう場合にはリハビリ場所を配慮ができるところにす
る。本人の希望は元の職場かもしれませんが、そうした緊急時とか何か配慮して欲しいことに対応できな
い場合もあるのです。小さな支店ですと休みの人が多いと人が少なく、誰もその症状に気がつかないこ
とも起こりえます。そうした心配がある時には目の行き届くようなところであるとか、配慮ができる場所へ
の配置転換というものが、
リハビリの時点から検討させていただいています。
会場参加者Ｃ

ありがとうございます。

治療者側と勤務先との意思疎通のあり方
会場参加者Ｄ

貴重なお話ありがとうございます。腫瘍内科医です。実際にがんの患者さんを、再発予防
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を含めたくさん治療させていただいた経験があるのですが、その中で私どものところに「働けますか」と
いうかたちで回ってくる診断書が、非常に漠然としたものです。たとえば病院の書式で書いてくださいと
言われても、病院の書式というのはまっさらな紙で、相手の方の職場に対する理解もいまひとつ漠然とし
ていて、
どのくらいの時間をかければいいのかもわからないままに、
「こんな感じでいいのですか」
という
ことで出してしまったことが今までも多々あります。反対に職場からいただいたものだと、今度はその指
定の紙が実際にその方の病名に即していないことがあったりします。それでかえって私どもが書いた中身
から、この方は働けるのに再発と判断されて最終的には解雇されてしまったという経験もあります。それ
は私どもの反省材料になっていたりもするのですが、実際に主治医とかその方が実際にかかっている病
院の関係者の方、たとえばソーシャルワーカーの方と勤務先の方がアポイントをとってお話し合いをされ
たりとか、そういうことで何か気をつけていらっしゃることはありますか。
田中

私の職場は非常に特殊な業務がたくさんあり、やはりそこはかなり詳細にお伝えするように努力

はしています。たとえばモニターを使って同時に手足を動かしながらやっていますとか、できるだけ事細
かにどのような業務をしているかをお伝えします。ただそれでもむずかしい場合は直接主治医のところに
押しかけていきます。そこで本人の病気に関する話を聞き、状態を聞いた後に、私は次に本人の職場に押
しかけて行きます。そこでどのような仕事をやっているかをこの目で見て、こういう仕事なら、主治医の先
生の言う状態であればできるという判断を私の方でさせていただいています。文書で伝えきれないこと
がある時はうかがってお話をするようにしています。がんではなくメンタルでの例ですが、熱心なメンタ
ルの先生がおられて、私の方に、普段どういう仕事をされているか見せてくださいと来られて見学をして
もらったこともあります。その後は非常に理解が進んでお互いに「これとこれ」と言うとツーカーで通じる
仲になったということもありました。
湯澤

診断書をいただく際にメインはどちらかということになるのかと思います。会社側が安全に働いて

もらうために欲しいのか、本人が復帰をするために欲しいのかということです。もちろん本人が復帰をす
るためにその診断書をいただきたいのですが、そこで本人と話をしてそろそろリハビリがしたいと言わ
れたら、それならシミュレーションをしてみましょうということで、通勤に際してはどうですか、勤務時間は
どうでしょうかということをやってみる中で、聞いていただきたいことを本人にメモしていただき、それを
本人から先生にアプローチをかけてもらいます。
しかしうまくそれを言えない方もいるので、その際には、
たとえばいったん診断書があがってきたとしても、産業医の先生と相談したり、私の方でもう一度アポイ
ントをとって主治医の先生のところにうかがうということもあります。基本はご本人とシミュレーションを
して整理をした上でどういうアドバイスがいただきたいのかということでやっています。
高橋

ありがとうございます。治療医と産業保健スタッフのコミュニケーションというのは、この研究班の

検討項目の大きな柱の一つでもあるのですが、ふだん臨床現場では、そういうコミュニケーションの具体
的なところについて、本当にみな困っています。患者さんも困っているし、治療側も困っています。診断書
を１枚出してもらえばそれで復職できるものではないというのは、少し考えればご本人にもわかることだ
と思うのですが、本当にそこの調整が必要になっていますね。他にはございませんでしょうか。
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健康を価値とする企業文化とその評価について
会場参加者Ｅ

ありがとうございました。急性期病院でソーシャルワーカーをやっています。毎回思うの

ですが「がんと就労の勉強会」に出させてもらうと、どんどん元気をもらい、いろいろな取り組みがいろい
ろな分野でなされていることがわかるので、どれほど疲れていても、遅刻をしても必ず来させてもらって
います。
湯澤さんに質問させていただきます。湯澤さんのような優秀な産業保健師の方がやられているシステ
ムが、創業明治という足利銀行ではいつごろからできあがったのでしょうか。建学の精神ならぬ建（銀）行
の精神と言いますか、企業の理念といったものもおありでしょうが、最初からうまくいくわけもなく、
どうい
うご苦労があり、
どういう取り組みがあったのかということをお聞きしたいのがひとつです。
何年かこういう取り組みを継続されていると思いますが、先ほど田中先生が言われていたようにCSRや、
企業倫理に関連することももちろんですが、EBMとして本当に企業側、銀行側と職員との双方にどういう
利益があるのかというのを、
どのように証明して取り組まれているのか、具体的な例があればお聞かせい
ただきたいと思います。
湯澤

いつからということですが、平成15年から足利銀行の健康保険組合の方に入りました。人事部の

ほうに転籍したのは２年前です。それまでは人事部の方には産業保健スタッフはいませんでした。銀行
が業務委託をして健康保険組合にそうした業務をお願いしていました。今後、健康管理の骨組みをしっ
かりしていくためには、人事の方に専門スタッフを置いた方がいいのではないかというところで、私の方
は、健康保険組合から人事部のほうに移ったという経緯があります。
足利銀行に来たのは平成15年ですが、その前は人事部と同じような市役所の職員課におりました。そ
の時は職員の方で同じようにがんで休業されている方や、メンタルの方の対応をさせていただいていた
ということになります。こうしたお仕事をさせていただくようになってもう１６年になります。それ以前は
普通に健康保険組合の保健師で人間ドックの事後指導などをやっていました。疾病からの復職というこ
とに関わらせていただいてからは16、17年ぐらいです。
会場参加者Ｅ

湯澤さんの前はそういうお仕事を委託されていたのですね。健康保険組合に委託をさ

れていたのですか。
湯澤

その期間は数年です。実はその前は人事部に保健師は所属していたと聞いております。保健師が

健康保険組合に所属するようになってしまったので、実際に人事部に保健師がいなかった期間は数年だ
と思います。それ以前はおられたと聞いています。
高橋

そうするとかなり歴史的にhealth consciousな銀行だったということですか。

湯澤

そうだと思います。私も来た時には健康保険組合に入り、業務委託で健康管理をやってくださいと

いうことでしたので、以前保健師さんがいたらしいという情報しか知りませんでした。その方とのセッショ
ンはないのです。以前いた方は、私が健康保険組合に入った時にはもういらっしゃいませんでした。若い
保健師さんが２名いた後に、私が入ったということです。
会場参加者Ｅ

そこまでシスティマティックにやれたのは湯澤さんが拡げて行かれたということになりま
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すか。
湯澤

本行も経営がたいへん厳しい時期があり、人員削減であるとか新規採用を抑制した時期がありま

した。苦しい、人が少ない中でここまで８年ほどきたのですが、その中では人の大切さであるとか、職場
全体で業務をしていかなければいけないという精神は、そういった環境の中で培われたような気がしま
す。経営が傾くということはたいへん悪いことなのですが、それを乗り越えようとして行員が一丸になって
やったことが、今こういう取り組みがうまくいっているひとつの要素かと思っています。
会場参加者Ｅ
田中

ありがとうございました。

産業保健スタッフだけではできない、私、産業医だけではできない。やはり企業文化というものが

あり、それは脈々と受け継がれてきたものがあり、われわれもその影響を受けながらやっています。その
中で何ができるかですが、制度の整理などのちょっとした小業はできるのですが、一丸となる社風といっ
たものは、もともとその文化にあるものです。そういうものを伝えていくためには人事など広い人たちの
協力を得ていかないとなかなか動かないものなのかと思っています。
健康に投資することがよりよい影響を持つというEBMに関してはまだまだ研究段階です。いちばん近
いと思い浮かべたのは「健康会計」
という考え方です。それは健康に投資されたものを数値化して評価し
ようという取り組みはやられています。
高橋 「健康会計」ですか。
田中

そうです。経済産業省が中心となってやられていると思います。それは健康にどれだけ投資したか

を数値化して「見える化」
しようという取り組みです。

リハビリ出社とリハビリ出勤 − あえてグレーで対応することも
高橋

ありがとうございます。
どうぞ。

会場参加者Ｆ

初めて参加させていただきました。嘱託で産業医をさせていただいています。私の会社

でもリハビリ出勤を３年前から始めました。やはり休職中に行なっていることが多いです。休職中に行な
うのがいいのか、人事規定自体をいじってしまうのがいいのか、そのへんのお考えをお二人にお聞きした
いのですが。私の会社では半日出勤とかフレックスタイムというのがありません。ですからやはり、
リハビ
リ出勤に関しては休職中に実施となります。これはおもにメンタルに使っているのですが。
田中

３年前の産業衛生学会でもリハビリ出社なのかリハビリ出勤なのかという定義で議論がありまし

た。その時は、出社というのは休職中に取り組むものでリハビリです。
リハビリ出勤というのは、復帰後に
配慮を行なってやるリハビリ制度ということで、出社は休業中ですから労災認定されないとか、通勤の時
に保険をかけていただくとか、給料が発生しない、業務も指示してはならないというルールがあります。
リ
ハビリ出勤ですと、今度は業務を指示してもいいとか労災も適用されるということがあります。
給与ということでは、時短勤務で働いた単位だけ給与を支給する制度にするのか、半休、年休を使って
半日勤務とするのか、あるいは大幅にみてしまって１５時までの勤務は１日勤務とするのか、ここは労使
の関係で話し合って決めることが多いので、このあたりは労使の話し合いで決めます。
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この制度が決まった上でどのように適用するかはやはり患者さんもしくは労働者の方が不利益になら
ないように配慮しないといけません。やはり年休に限りがある場合は、年休を消費しきらないように配慮
します。あとは収入の面でも、傷病手当というのは７割る出るところが多いと思いますが、たとえば半日勤
務で給与が半分しか出ないということになると休んでいた方がましということになってしまいますので、
そのあたりの調整をどうするのかは話し合いの上で決めないとなりません。
どういう制度を創るかといった組み立ての方法は労使、会社の仕組みの中で決めていただくしかない
のですが、そういう注意点がいくつかあるということをご紹介しておきます。
会場参加者Ｆ
田中

先生はどうお考えですか。

実をいいますと、ある程度のルールが決まった後、私はあえてルールを詳細に決めずに、グレーに

しております。そのほうが生き残る方が多いので。はっきりさせてしまうとそれが逆にかえって害になって
しまい生きにくさを感じることがあるので規律・規定の細かいところはあえてそのままにしておいてうまく
使っていくというかたちにしています。ずるい答えですみません。
湯澤

今の田中先生のお話と同じです。やはりリハビリ出社とリハビリ出勤という言葉のちがいは先生

がご説明いただいた通りです。たとえば国の労働安全衛生法で決っていないものに関しては基本的には
労使の契約の中でのルール決めだと思います。
リハビリ出社とリハビリ出勤という制度をきちんとつくっ
た場合には、出勤はしていて復職は認めているけれど、実際に半日しか働けないからその分のお給料し
かもらえないということになります。そうではなく身体慣らしをしながら傷病手当金を休職の扱いでいた
だいて治療ができるということで、そこは私個人も都合のいいところでグレーにしてやらせていただく方
が双方にいいと思います。もしそういう規定ができてしまうと復職はますます厳しくなります。８時３０〜
５時までしっかり働いてもらえるようにならないとだめだということです。出てきてもらって通常通り働け
なければ「もう出てこられませんね」
というようになってしまう心配はしています。
先ほどご質問いただいた通りで、今後は労災が効かないという場合に対応するようにリハビリ時の維
持的保険を考えています。何か事故があった時に降りる保険をかけてやらせていただくということは今後
当行でも検討していかなければならない課題だと私は思っています。まさに会社独自のご判断かと思っ
ています。

国と自治体の制度的支援について
高橋

ありがとうございました。最後のご質問ですが、
どうぞ。

会場参加者Ｇ

本日はいいお話を聞かせていただきありがとうございました。私は足利銀行の地元の宇

都宮に住んでおります。これだけ経営がたいへんな中で足利銀行さんの変遷をずっと見てきていますの
で、これだけのことをやられていることにたいへん感謝しております。
実は私は、長い間、30年以上、難病患者の団体の活動をしています。私自身も膠原病患者です。その活動
を続けている中でひとつ先生方にお聞きします。最終的に個の希望する中で、積極的支援をするというこ
とを湯澤先生は言われていました。患者団体を続けてきましたが、このようにきちんとした政策や制度が
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ある中で働いている、就職している患者は非常に少数です。田中先生や湯澤先生がおられるようなところ
に就職している患者は非常に少ないと考えていただいた方がいいと思います。両先生方がこれからは積
極的な国や各自治体の支援ということにも触れられていましたので、それはどのようなことをイメージし
ているのかお教えください。私自身も行政に携わっている立場ですから本日はぜひそれをお聞きして帰
れればと考えています。
高橋

国や行政に具体的にどのようなことを期待するか、ですね？

会場参加者Ｇ

はい、そうです。私自身は長い間、患者会の活動を続けてきたのですが、これではどうし

ようもないということで患者の声を国政に届けようということで２年前から衆議院議員をしています。
湯澤

今後どのような働きかけをして国や自治体にどのような期待をするのかという点でお答えします。

私個人の力としては、今は企業の中で実績を積むことが何よりも大事だと思っています。具体的にはいず
れ国や自治体から支援に対する援助金や補助金をいただきたいと思いますが、今はまさに疾病からの復
職支援をすることが企業にとっても本人にとっても利益のあることなのだという実績を積む期間なのか
と思っています。
国と自治体に希望することと書きましたのでご質問もされたのだろうと思いますが、現在は自分のポジ
ションでやれる範囲で支援をしていくということだと思っています。本日は、がんの治療をされる方という
お話でしたが、当行にも膠原病で治療をされている方もいますので、産業保健師としてがん治療を受け
る方以外の方にも変わらずに支援していきたいと思っています。
田中

たいへんむずかしいご質問で答に困るのですが、問題が大きいのは中小企業の方です。それがか

なりの割合を占めているというのが事実です。何か政策をしなければならないというのはまちがいない
と思うのですが、その時にどちらがいいかは私の中で決まっていないです。弱者保護と考えてしまうと今
現在は、障害者雇用をする企業は何％はやりなさいという一律のルールがあり、そういうところには補助
金を出すという制度となっています。私はやはりそれよりは、会社に負担を強いる、お金を出すという考え
ではなく、本当はもっとすべての労働者が喜びを持って働くという方向に企業が向かい、それが企業の利
潤も生むという目標を置いて私自身は働いています。ただ現時点でどちらがいいかと言われると非常に
困ります。
本当はそちらをめざすべきで、その方が企業として健全かと思いますが、それまでに困る人がいるので
あれば弱者保護の考えを持って国に動いてもらうのも非常にいいかと思っています。
会場参加者Ｇ

ありがとうございます。障害者の方たちの制度、難病患者には雇用調整助成金のような

制度もいくらかずつは出てきたのですが、それが現実問題としてまだまだ本当に使われていない現状で
す。やはり全体的なものと制度的なものの両方を合体させて患者が働いていくのにはどういうかたちに
持っていったらいいのかというのは非常にむずかしいことだと思いますが、その中でせめて制度の面だ
けでも充実できる部分があればと思って聞かせていただきました。ありがとうございました。
高橋

ありがとうございました。第５回の勉強会でもずいぶん出たのですが、障害者雇用についてはさ

まざまな法的な保護があり、いろいろなシステムもあるのです。前回（第５回）のスピーカーはお二人とも
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障害者手帳をお持ちでしたが、がんのことを調べてみたらこれほど法律がないということを知って驚きま
した、とお二人とも言われていました。本当にその通りです。ただ、どのようにするのがいいのかは、本当
に一朝一夕ではなかなか。おそらくこの厚労科研の３年間だけではとても見えてこないと思います。それ
でも、こういう勉強会を通じて何らかの仕組みは必要だ、あまりにも丸腰だというコンセンサスはできて
いると思います。
本日もアクティブな議論をどうもありがとうございました。足利銀行さんと新日鐵名古屋製鐵所さんは、
企業の名前を出すことを許可くださいました。
とても感謝しております。会社の一員として働いておられる
お立場からの実践を聴けるのは、私たちにとって本当に貴重なことです。こういうようにやっている会社
もあるのだということを知り、また日々の実践につなげていきたいと思いました。本日は特に、そこを強く
感じました。最後にお二人にもう一度拍手をお願いします。
（ 拍手）
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