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第 7 回「がんと就労」勉強会
日時： 平成 23 年 9 月 20 日 ( 火）午後 6：30 ー 8：30（6：15 受付開始）
場所：主婦会館プラザエフ 4 階会議室「シャトレ」（JR 四ッ谷駅麹町口から徒歩 1 分）
会場アクセス　http://www.plaza-f.or.jp/access_index.html

「がんと就労」勉強会について

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



第一部 

　山田 裕一さんのプロフィール

白血病サバイバー。原発は 19 歳 11 ヶ月の時で急性転化した状態で即入院。当時の治
療は 2000 年９月に造血肝細胞移植を実施。その後 2002 年 2 月に再発との診断を受け、
現在は内服薬を服用しながら寛解を維持している。
新卒の会社を 4 ヶ月で退職した後は無職、派遣社員としてコールセンターのオペレー
タを経験する。現在はオリンパスイメージング㈱に勤務。商品開発部にてエンジニア
のアシスタント業務等を担当している。

　山田 裕一 さん
オリンパスイメージング株式会社　商品開発部

体験談：「がんと就労｣ ～私の場合～
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スライド 1 スライド 2

はじめに ― 体験談を話すということと私の立ち位置

　今回は会社の許可を頂いて会社名を出し、自分が今、就労している環境と、今の会社に来る前にどうい

う就労環境で何をしていたのかについて、簡単にお話しさせていただきたいと思います。

　本日お話しすることは、スライド１にあります。体験談を話すということなので、「あくまで一個人の体験

であるということ」はご理解いただけると思います。多くの患者さん、たとえば第1回目の講義でお話しさ

れた内田スミスあゆみさんの場合は、就労している時に病気になり、その後の復職のことや自営業でお

仕事されていくことをお話しされていたと思います。私は大学生の時に白血病の治療をして、アルバイト

の面接活動や新規就職活動で、既往歴に関わることや、自分が言いたいと思っていることを言えないこと

がいろいろあったので、そのことについてお話ししていきたいと思っています。

　最後に「＜理解＞をするということ」と挙げてあります。本日いちばん私が伝えたいことです。いろいろ

な人の立場で「理解」というものはあると思います。たとえば就職活動をする人の側から相手に何を伝え

るかということ、雇う側から見て相手の気持ちをくみとるためにはどうしたらいいのかということ、など、そ

のあたりのことを少しお話できればいいなと思っています。

　私の体験談としては、先述したように学生時代に白血病の治療をしたので、スライド2にあるように「働

いたことがない」というくくりの中でお話をしていきます。

自己紹介 ― 白血病罹患から現在まで

　私の病気は慢性骨髄性白血病という病気です。スライド3に白血病の分類を示します。白血病は急性白

血病、慢性白血病、その他、と分かれていて、私は慢性白血病の中の慢性骨髄性白血病となり治療をしま

した。

　私の病歴はスライド4にあります。私が病気に罹ったのは2000年6月です。慢性骨髄性白血病がかなり

進行した状態で緊急入院をしています。普通の健康な人の白血球数はだいたい1マイクロリットル中に

5000～6000個ぐらいと言われているのですが、その時に私の体内にあった白血球数は274,000と医師

から聞きました。健常な人の約50倍あったということで、相当に体調は悪かったのではないかと思ってい

ます。入院して3日目に深部静脈血栓症を併発します。簡単に言うとエコノミークラス症候群に罹り、左足
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の血栓を除去する手術をしました。その際に左足の神経が圧迫されてしまい、今も左足の足首は曲がら

ない状態で生活をしています。

　治療経過を簡単に申しますと1回目と2回目の化学療法で悪いものがいなくなる状態を保てなかった

ので、3ヵ月後に家族がドナーになって造血幹細胞移植を実施しました。移植後の合併症で肝臓の数値が

高かったりしたため、ステロイドで治療をしたりして、かなり体力をそがれました。そして入院してから8ヵ

月後の2001年2月に退院をしました。

　当時は大学生でしたので復学するために体力づくりをし、その後は大学4年間を通いきって就職活動

をすることになります。

　この病歴を時系列で示すとスライド5のようになります。2002年にマルクと呼ばれる骨髄検査（骨髄穿

刺）をやった時に再発との診断をうけました。現在は、グリベックという内服薬を服用して悪いものがいな

い状態を維持しています。このスライドでは上に病歴、下に就労歴を示しますが、本日のお話は4つのフェ

イズに分けて話します。1つめはアルバイトをしていた時、そして2つめは大学生として新卒の就職活動を

していた時の話です。３つめは、私は新卒で入った会社を4ヵ月で辞めてしまうのですが、その後にコー

ルセンターのオペレーターとして派遣社員で働いていた時の話。4つめは、現在オリンパスイメージング

で働いていて、私が仕事をする上でどういう取り組みをしているのかということを説明していきます。

アルバイト（大学時代） ― 社会復帰の一環として

　まず大学時代の話です。骨髄移植後、3年ほどた

って、復学してからも1年ほどたち、通学にも慣れて

少しずつ体力もついてきて、少しお小遣い稼ぎも

したいと思ってアルバイトを探し始めました。スラ

イド6にも書いてあるように大学3年次にアルバイ

トを探しましたが、1年後には新卒の就職活動が控

えているということも考え、意識的に就職を見据え
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て、仕事をする体力をつけたいということも目的でした。それでアルバイト情報誌などを見て探していた

という状況でした。

　自分で想定した条件が大きく分けて5つあります。この5つの条件が、この時の私の体力で働けるであろ

う労働条件ということで、これに見合うアルバイトをいろいろ探していました。「1日で就労可能な就業時

間」は3～4時間。「1週間の最低就労日数」は3～4日。「長期勤務ではない」ということで3ヵ月以上、「自宅

からの通勤時間」を40分以内と想定しました。

　デスクワークも条件の一つとしていました。これは静脈血栓の手術後から左の足首が曲がらない状態

だったので、立位作業がつらかったからです。

　長期勤務ではないということが、なぜその時の私に重要であったのかということですが、アルバイトの

求人情報では長期勤務を募集している会社が多く、その当時の自分の体力で1年以上働くことに対してプ

レッシャーがありました。治療後は1回も働いた経験がなかったので、不安になっていたこともあり、まず

は「3ヵ月以上からでも可」という求人広告を必死に探していました。

　実際に働くことができた業種は、通信販売のコールセンターでオペレーターです。電話を受けて、商品

の受注や返品業務をする業務でした（スライド7）。

　労働環境としては、先ほど挙げた条件でだいたい働くことができました。スライドにあるように就労可

能時間や1週間の就労日数などはシフト制で調整が可能でした。「長期勤務ではない」という条件は、3ヵ

月間の出勤日数や業務成績などを総合的に勘案されて、以後3ヵ月ごとに契約更新されていきました。そ

のアルバイト先は、実際には就職活動が始まる前の1年間勤務を続けたことになります。また自宅からの

通学経路であったために通いやすかったということもあります。

　このような労働環境下でアルバイトですが働くことができました。次は新規就職活動の話になります。

新規就職活動（大学時代） － 会社と自分とのリスク観のちがい

　この時の身体の状態としては、移植をして4～5年たった頃で、週に５日は大学に行き、講義を受けたり

ゼミに出たりしていました。通学時間も1時間30分ほどあったので、それなりに仕事に適応して通えるの

ではないかと思っていました。
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　ただ実際は、そうではなかったという話をこれからしていきます。

　就職活動時に思ったのは、「健康な人と一緒のスタートラインにたって就労したい！」ということです。そ

の時は、再発はしているものの飲み薬で寛解を維持したのですが、それを自分ではリスクだと考えていま

せんでした（スライド8）。しかし就職活動をしていた時、一部の会社では「（君は）病気だからな」と言われ

ることもあり、病気を持ちながら就職活動をする学生を、会社は「リスクがある」とみるのかな、と思いまし

た。

　新規就職活動で難しかったのは、履歴書の中の大学の在籍期間について質問をされる時です。私は1

年間の浪人生活を経て大学に入学し、入学した年に病気になって治療をし、復学まで2年間の休学をしま

した。復学後、4年間はずっと通っていたのですが、計6年間在籍していたこととなっています。面接時には

「いったい君は２年間何をしていたの？」という質問があり、自分としては嘘をつくわけでもなく、やってき

たことを正直に話しました。それでいろいろと病気に対して聞かれたということがありました（スライド

９）。

　それから足の障害を持っていたので、総合職の募集であっても、営業などの職務は遂行できないとい

うことで「営業職はちょっとむずかしいな」と最終面接で言われた会社もありました。

　また現在は身体障害者手帳5級を持っていますが、その時は整形外科の先生から「就職活動に不利に

なるから取らないほうがいいよ」と言われたことを鵜呑みにして身体障害者手帳の申請をすることはなく

就職活動をしました。その先生がどういうことを想像して、足にも実際に障害があったのに「取らない方

がいい」と言ったのかは自分でもわかりません。

　それから「既往歴」ですが、「病名の重さ」というものがあると思いました。白血病というとテレビドラマ

などでもだいたい亡くなられてしまうパターンが多く、どうしても負のイメージ、治らない病気というイメ

ージがあるのかもしれません。やはり中小企業の最終面接でも「山田君、病気だから…」と言われたりし

たこともあり、病気をしてきたことが、これほど新規就職活動で壁として高く立ちはだかるものかと実際に

感じました。

　新規就職活動でエントリーした企業数は約50～60社です（スライド10）。最終面接までいった企業数

は4社で、内定をもらったのは1社です。
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　内定をもらった企業での職場内の反応ですが、社長も現場の職員の方も通院に対する理解はありまし

た。運送会社の事務職だったので、担当業務も、それほど身体に負荷がかかる業務ではないと思っていま

した。ところがその後、自分の想像とはかけ離れていた労働環境が待っていました（スライド11）。

　まずいちばん大きかったのは、業務の引継ぎが短期間だったことです。非常に短期間で、業務に慣れな

いまま現場に飛び込んでいったので、当時の私にはとてもプレッシャーのかかるものでした。入社後20日

前後から残業時間が3時間～4時間になりました。カプセルホテルに泊まったことも4ヵ月のうちに8回ほ

どあり、体力的に、精神的につらかったこともありました。また自宅からの通勤時間も2時間以上だったの

で、体調も崩すことが多くなったこともあり、この会社は4ヵ月で退職することとなりました。

派遣社員時代 ― 資格取得への勉強を始める

　新卒で入社した会社を4ヵ月で辞めた後、その3日後に体調を崩してしまい、肺炎で入院をすることにな

りました。病気の治療をしてからまたフルタイムで仕事をするということに抵抗感があったので、それから

１年間は事務職に戻るために何か資格を取ろうと思い、社会保険労務士の試験勉強をしながらフリータ

ーをしていました。1回目の試験では見事に不合格になってしまい、このままではいけないだろうと思い、

自動車会社のコールセンターで派遣社員として就業をする傍ら資格取得に向けて勉強をすることが出来

る環境を選びました。（スライド12）。

　ここでも面接の時に病気のことも当然話してい

たのですが、受け入れる派遣会社の方にとっては、

仕事はシフト制であり、「替わりの人間がシフトに

入ることもできるので、病院へ通院する日や、体調

が悪くなりそうな時は早めに連絡してください」と

いうことですみました。それで風邪を引いて業務を

休むということもなく、なんとか1年間通うことがで

きました。
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　シフト制ということもあって、この会社は病気に対する理解はあったということになります。

　この会社には1年間通ったのですが、事業上の都合で事業所が閉鎖になってしまい、次の就職活動を

始めて現在の会社に到ることになります。

現在の職場（オリンパスイメージング株式会社） － 障害と就労

　これからは現在働いている職場の話をしていきます。現在の会社には2008年12月から勤務しており、

雇用形態は契約社員です（スライド13）。2006年9月に身体障害者手帳を取得することになりました。主

治医が変ってから、「なぜ取らなかったの？」と逆に言われて、「それなら取ります」ということで取りました。

私としてはがん患者であったという経験と同時に障害者として働くということで、少し就労するチャンスが

増えたと思っていました。しかし実際はそれほど影響なかったのかもしれません。ただ現在の会社に障害

者雇用枠で採用されていることはまちがいありません。

　もちろんこの会社に入る時も既往歴の話はしっかりしています。面接時に聞かれたのは通院回数です。

「山田さん、移植されたけれど月にどのくらい通院するの？」、「現在の体調はどうですか？」とか、そして足

が悪かったもので「重いものを持てますか？」というようなことを気にされて質問してくれました。通院回

数に関しては、移植してからも皮膚科やリハビリ内科、眼科、血液内科などに通っているので、具体的に何

回とまでは答えることができなかったのですが、月に1回あるいは2回の通院する可能性はありますという

ことはしっかり話しています。

　現在就業しているオリンパスイメージングではデジタルカメラ開発のエンジニアのアシスタント業務

をして、書類作成やちょっとした実験のお手伝いをしています。また職場の安全衛生委員会で衛生管理者

の資格を取り、巡視活動などをしています。

　現在の会社では、比較的うまく就労できていると私は思っています。自分の努力もあるとは思いますが、

それ以外にやはり受け入れる側の体制がしっかりしていたということがあるのではないかと思っています。

それは「現在の職場環境」というスライド14で説明いたします。現在就業している部署は、私が入る以前

にも障害者の方の受け入れがあった部署で、通院に関する理解も比較的寛大であったことも大きいと思

います。他の社員の方も有給休暇を取りやすい環境ですから、私も気兼ねすることもなく通院のための半
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休を取っています。以前障害者の方の受け入れがあったことは、面接してくれた部長さんが、話してくれま

した。それでそういう職場だったということを知りました。

　残業時間も基本的にはゼロベースなのですが、仕事の繁忙期には上司と相談して、できる範囲で必要

な時は残業をしています。やはり入社年次がたつにつれて仕事の量も増えてきますので、残業をしなけれ

ばならない時には、上司とその時の体調などをしっかり相談しています。現在は上司とうまくコミュニケー

ションをとって残業時間や就業についていろいろ相談ができる状態です。上司は自分の病気のことにつ

いてかなり理解をしてくれていると思います。

　そうは言っても、「病気だから…」とか「障害者だから…」と思われたくないと思って、非常に意識してや

っている部分があります。一生懸命に仕事を頑張るということを、意識してやっています。担当業務をなる

べく短時間に効率よく相手にアウトプットするということを非常に考えてやっています（スライド15）。また

気づいたことがあったら、自分から積極的に他部署の方とコミュニケーションをとり、いろいろと活動した

いことがあれば相談してやるようにしています。

　「できること・できないことの線引き」とありますが、もちろんがん患者の方に限ったことではないので

すが、今の自分の体調でできることとできないことを上司に伝えて、自分からもやれることの発信をして

仕事をする環境をつくっています。

　スライド16には「資格取得でアピール？」とありますが、これが現在の職場にどの程度のアピールにな

っているかはわからないのですが、入社後に取得した資格として、2009年に社会保険労務士、2010年に

第1種衛生管理者の資格を取得しています。衛生管理者とは、50人以上の従業員がいるところには1人配

置しなければいけない義務があります。しかし資格を取得したからと言って、自分の行きたい部署や職種

に行けるかというと、大きな会社ですからなかなかそうはいきません。それでも自分の職域を広げるため

にも自分でできることを広げていこうと思って、今年も何かの資格を取ろうと思っています。

　現在の職場で自分ががん患者であるということを意識して話すことはないのですが、やはり中途入社

社員ということもあり、仕事の流れの中で「山田さん、オリンパスに入る前は何をしていたの?」と訊かれる

ことがあります。そういう世間話をする時に、自分の病気のことを話すのですが、反応はさまざまです。

「山田さん、病気したんだ」と特別なこととは受け止めない人もいれば、「そんな話は本当に聞きたくな
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い」と言って耳をふさいでしまう人もいます。また「そんなこと、みんなに知られたくないでしょう？」と言う

人もいます。これはどこの会社でもあることだと思います。そういう意味で反応はさまざまなのですが、私

に対しては比較的ポジティブな評価をいただいていると思います。今の職場内では病気のことで何か仕

事に不都合が出るということはないと思っています。第6回勉強会でお話をされた湯澤洋美さん（足利銀

行）も言われていたのですが、受け入れる側にとっても、仕事をする方にとっても、きちんとコミュニケー

ションをとってしっかりと自分のできることをやっていくというのは、私も大切なことだと思っています。

就職活動を振り返って

　就職活動をしながら思ったのは、既往歴を持ちながら就職活動をするというのは、普通よりもフィルタ

ーがもうひとつ増えるということです（スライド17）。就職活動とは「ふるいにかけること」という話をよく

聞かれると思いますが、普通に生活している人の就職活動の「ふるい」、フィルターがあり、既往歴を持っ

ている人は、その前にもうひとつフィルターができているのではないか、ということです。

　新規就職活動では、最終面接までは行くのですが、社長さんが「山田君は営業職はだめそうだね」と言

われたり、中小の会社では「病気だから…」と言われたこともあります。ただ「病気だから…」ということで

その先を理解してくれない人たちが多くいることを実感しました。

　しかし、「既往歴があるから…」と自分でも言っていたのですが、当時はネガティブな結果しか出ていな

いこともあり、すべてを「病気」のせいにしていた自分がどこかにいたのではないかと思います。相手から

何か言われたとき、最後に何も言い返すことができませんでした（スライド18）。「山田君、営業職はでき

そうもないな」と言われた時に、「いやいや、営業職はできないかもしれませんが、私は学校にも通って坐

って授業を受けてきたので事務職はできますよ」と、もっと相手にアピールすればよかったと思っていま

す。

　2011年1月のこの研究班のシンポジウムに参加したとき、他社の人事総務の方とお話をする機会があ

りました。その時に「山田さんは、いろいろあったのかもしれませんが、その時に自分ができることをちゃ

んと相手に伝えましたか」と言われました。それまでは自分の中ではそう意識していなかったのですが、

もっと自分ができることを発信することが大切であるとに気付かされました。
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　現在は、自分ができることとできないことをはっきりと相手に伝えることが大切だと思っています。今は、

既往歴があるということよりも、まず自分ができることやできないことを相手に伝えないと相手もわから

ないわけですから、「やはり病気だからね」と言われてしまうのもいたしかたないと思ったのも事実です。

これからのこと―さまざまな立場の方へのメッセージ

　これからはいろいろな立場の人たちにそれぞれメッセージを伝えたいと思います。

まず就職活動をされているみなさんに向けてです（スライド19）。それぞれ置かれている環境はちがうと

思うのですが、最初からフルタイムをめざさなくてもいいのではないかと思います。

　2番目に書いてある「希望職種に合うような資格を取得してアピール」というのは、できる範囲でやれる

ことは一生懸命にやるということです。アルバイトでも就労は就労ですから、それまでまったく就労経験

がなかった自分にはたいへん大きな社会経験になり、次の職場とか今の業務にも活かせることはたくさ

んあるので、まずは小さな一歩から足を踏み出すことが大切なのではないかと思っています。

　採用する側の人たちにも聞いてもらいたい、知ってもらいたいことがあります（スライド20）。病気の人

を採用することはリスクだと言うのですが、そう考えるなら「がんになるリスク」、「心の病気になるリスク」、

中には「不祥事を起こすリスク」もあります。こういうリスクを一律に見積もることはできないのに、なぜが

んの治療をした患者さんだけリスクと考えるので

しょうか。その先の、患者さん自身にとってもそうな

のですが、何ができるかをもう少し訊くことによっ

て、がん患者さんが働けるフィールドが、もしかし

たらもう少し広がるのではないかと思います。

　スライド21は、会社にいる現場の方々へという

ことです。同僚の方や他部署の方ががんになった

時に、多くの方にとっては、やはりまだ他人事とな

のかな、という気がします。男性なら2人に1人、女

性の方なら3人に1人はがんになってしまう現状の
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中で、やはり自分に降りかからないことは他人事なのです。しかしこれが自分事になった時に変わってき

ます。自分自身若い時に病気になっていろいろと苦労したのですが、その時の大変だなという思いを、周

囲の人たちが少しでも理解してあげてほしいと考えました。人それぞれでいたしかたないかな、と思う部

分はありますが、そう考えています。

　それから行政の方には、がん患者を保護する法律を作るなどの問題もありますが、まだ一度も働いた

ことがない人たちに対して職業訓練を実施してほしいと思います（スライド22）。これも他社の人事の方

と話したことなのですが、今の政府がやっている職業訓練の一部は、現在の企業が求めている人材スキ

ルに沿った職業訓練ではないという意見をいただいたことがあります。例としてはハローワークから紹介

を受けた方々で事務職で就職しているが、ワードやエクセルなどの基本的な操作が出来ないといったよ

うなこともあるようです。

　これはがん患者だけにとどまる話ではないかもしれませんが、もし職業訓練をして世の中に労働者を

送り出すのであれば、社会人経験と同等のスキルを、そうした職業訓練の中で実施し、働く環境を整えて

あげることも必要なのではないかと思います。

　これで私の話は終りますが、最後に申しあげたいのは、がんで就労している方々も自分の気持ちを理解

してもらうためにどうしたらよいか、もう少し考えるべきだ、ということです。自分に出来ることや気持ちを

伝えないまま就職活動を行なって、この企業はだめだと言うのではなく、自分のことをオープンにして、相

手もそれを受け入れる環境を作り、何とか働ける環境を作っていけたらいいのではないかと個人的には

思っています。

　以上で私の話を終ります。最後に、こうした機会を与えてくださった高橋都先生、ならびに社名を出して

話してもいいと許可をくれた人事の方々にお礼を申しあげて私の話を終えたいと思います。ありがとうご

ざいました。

＜質疑応答＞

高橋（司会）　ご質問がありましたらお受けします。

会場発言Ａ　私は以前、子どもの専門病院で働いており、小児がんのお子さんなどを支援させていただ
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いていました。山田さんは大学生の時に再発されていますが、それでも就職への意欲がとても高いなと

感じました。再発されたことを不安に思われたり、就職に向けた意欲が低下したりなさらなかったでしょ

うか。

山田　再発した時に考えたことがひとつだけあります。再発してグリベックを服用し始めてから寛解にな

るまでに2ヵ月ぐらい時間がありました。グリベックがもし効かなかったら、また急性転化して再治療を考

えた時に、また移植するとか、その場合前回が親族間の移植だったので、リンパ球のミニ移植という方法

などもあるのですが、もしかしたら自分は死んでしまうのではないかと考えました。いずれ死ぬのがゴー

ルだとしたら、それは恐い、死にたくないと考えましたが、ゴールが見えているのなら、やりたいことをや

って死んだほうが楽しいかなと考えて比較的ポジティブになりました。死ぬ、というのは今でも恐いので

すが、やりたいことをやれないと愚痴を言うのはおそらく自分の人生にとって有益ではないと思った時に、

前向きに生きていこうと思いました。

　同じように就職活動時でも考えたことがひとつあります。同じスタートラインに立っているので、病気を

したからといって他の人より仕事ができないと思われたくないということです。その気持ちは非常に強か

ったので、それはべつに周りの人から何か言われたわけではないのですが、やはり自分の中で最期を見

つめた時があり、その時に前向きになれたということです。今でもそういう気持ちが原点で、けっこう頑張

れるという気がします。

高橋　ありがとうございました。それでは次の方どうぞ。

会場発言Ｂ　肝臓の患者会の者です。私自身も肝炎です。私は就職してから肝炎だとわかったので、就職

する時にはやや肝臓の数値が高いけれどどうにか滑り込んだという経験があります。ただ患者仲間で学

生の間に発病した方は、就職に非常に困っています。今回山田さんも一生懸命に就職に臨んだのですが、

１社はどうにかなりましたが、たいへんな涙を流しながら悔しい思いもたくさんされたのだろうと思いま

す。最初の会社はやや厳しすぎましたが、今回オリンパスさんに就職されたというのは、やはりそれまで

の就労経験があったからこそ自分に何ができるかがわかって、それで初めてアプローチできたのだろう

と思えます。そう考えると、新卒の学生で社会人の経験もない人間がいきなり自信を持って、「私は何がで

きる」と言うことはとても無理だと私は思います。そうは言っても会社が採用するには、他の人から秀でて

いるものがなければやはり採用はできません。そういう意味では先ほどもなんらかのかたちで就労サポ

ートをしたらどうかというお話もあったのですが、私もそれは必須だと思います。山田さんもそういうもの

がなければ、新卒の方が就職するのはむずかしいとお考えでしょうか。

山田　そうですね、感じることはいろいろあるのですが、骨髄異形成症候群（MDS）で移植された患者さ

んがいて、リハビリもたいへん頑張られて、移植から1年たたない内に「5km走っても平気だ」というよう

な方もいます。その方は病気のことを話しても普通に就職はできています。大変は大変ですし、仕事がで

きる能力の問題もあるとは思いますが、自分ができることとできないことを明らかにしていくことや、今の

自分の体調がどういう状況であるのかを相手に伝えるということはけっこう必要だと思います。

　ただ、言われたように、私も新卒の会社で業務の引継ぎができないままに任せられてしまった経験が、
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次の職場の働き方に向けて役だったことがありました。学生時代のアルバイトも、得るものは大きかった

です。それを社会人経験とみなさない方もたくさんおれるのですが、なんらかのかたちで職に就けること

があれば、ある程度、こういうことをしてきましたと言えるのではないかと思います。

　それから私は人事の採用担当者ではないのでわからないのですが、仕事ができる能力というのは、あ

る程度資格などもあるのではないかと思います。たとえば簿記の資格があれば経理ができると考えても

らえるなど、そういう側面もあると思って私はやってきました。資格を取るというのもアプローチのひとつ

の方法ではないかと思っています。

高橋　山田さんありがとうございました。それでは、総合討議でまたお願いします。



第二部 

小坂 聖さんのプロフィール

精巣腫瘍サバイバー。原発は 44 歳 6 ヶ月の時で、当時の治療としては患部切除のみ。
その後 5 年半を経過したところで後腹膜への転移が発覚、化学療法 4 クール（2010 年
8 ～ 11 月）と後腹膜リンパ節郭清術（2011 年 1 月）を受け、現在のところは寛解。
番組の制作や購入を専門とするテレビ放送局子会社に勤務。担当は主に海外番組の国
内ビデオ展開、また番組に関連する商品化や出版化など。

小坂 聖 さん

体験談：がん体験とそれに伴う就労の実例報告
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第二部　　がん体験とそれに伴う就労の実例報告

はじめに―私のがん罹患から再発まで

　私は放送関係の仕事をしていまして、ある放送局のグループ会社である子会社の制作会社に勤めてい

ます。もともとはこの放送局のグループ会社であるBという会社にいたのですが、今はAという会社にいま

す。と言いますのも昨年（2010年）4月にBとAが合併したからです。 AがBを吸収するという形の合併でし

た。ただ、私を含めB社にいた人間の殆ど全員が合併前と同じ仕事を続けています。

　私は今51歳ですが、精巣腫瘍という病気になったのは44歳の時でした（スライド1）。がん患者は高齢

者が占める割合が高いと皆さん思われると思いますが、精巣腫瘍に限っては罹る人の年齢が圧倒的に若

く、20代、30代が全体の大部分を占めるという病気です。私のように40代半ばでこの病気を発症する人は

稀というほどでもないのですが、珍しいほうに属すると言われています。

　44歳の時に発症して、その時は患部を摘出しただけでした。精巣腫瘍についてはその病院の方針によ

っていろいろな治療法があるのですが、多くの場合は患部を取るだけではなくて、例えばそこで抗がん剤

を一緒に使う、あるいはそこに放射線を当てておくというような転移再発のリスクを考えた上での予防的

な治療も並行して行っているようですが、私の場合はとりあえず患部を取り除いただけです。主治医の先

生からも「小坂さん、これは盲腸と同じだよ。うまくいけば1週間か10日で退院できるから。取っちゃえば終

り、心配ないから」と言われていました。私は15歳の時に虫垂炎を患っていますので、「ああそう、その程

度なのか」と思い、それなりに大変だけど、１週間もすれば解放されるのかなと思っていましたが、運悪く

傷口が化膿して感染を起こし、1週間か10日で済むはずの入院期間が3週間に及びました。

　さきほど述べましたように、昨年4月に会社の合併があったのですが、その直後に腫瘍マーカーチェッ

クで再発が分かりました。最初に44歳の時に手術をして切除し、その後、半年に1回ずつ腫瘍マーカーの

チェックをしていたのですが、昨年4月になるまではまったく異常がなく、4月に突然数値が上がっていま

した。主治医の先生もそれこそ椅子から跳び上がるほど驚いたという上がり方だったらしいのですが、そ

れほど急に上がっていたようでした。

　慎重には慎重を期して、その後3回ぐらい血液検査を重ねました。腫瘍マーカーの再チェック、再々チェ

ックです。主治医の先生は、“これは何らかの間違いで、もう一度を測ってみたら下っていた”という結果を

期待していたようですが、そうではなく測るたびに

数値は上がっていきました。それで6月の終りにCT

を撮ってみたら案の定、腫瘍の像が写っていまし

た。

　内臓の後ろ側の背骨の近くにリンパ節（後腹膜

リンパ節といいます）が集まっていて、そのうちの

一つに転移していました。その後、念のためにPET

検査も受けてくれというので受けました。それが7

月です。そのPET検査でも約6cm大の腫瘍が写っ

ていました。
スライド 1
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第二部　　がん体験とそれに伴う就労の実例報告

　そこで8月から化学療法を開始しました。私の場合は、スライド1に4クールと書いてありますが、人によ

っては「1クール＝3週間」というサイクルの人もいるのだそうですが、私の場合は「1クール＝4週間」とい

うサイクルでそれを4回繰り返しました。つまり都合4ヵ月ということです。

　4クールの化学療法の結果、治療前には6cmだった腫瘍が3分の1の大きさになっていましたが完全に

消えてはいませんでした。それほどの大きさがあると薬だけで消すのは無理なのだそうです。例えばこれ

が5mmぐらいの大きさですと薬で消せてしまう人もいるのですが、6cmもあるとどうしても線維化したも

の（言わば死骸）が残ってしまうそうで、私の場合もやはり消しきれずに残っていました。腫瘍マーカーも

その時は正常に戻っていたのですが、「われわれ医師団としては残っているものは完全に取り除き病理

検査に回して徹底的に調べたほうがいいと考える」と言われましたので、それに同意しました。その手術

を受けたのが今年（2011年）の1月です。そして病理検査の結果はお陰様で完全にシロでした。

がんと仕事

　私の場合はがんそのものから来る自覚症状というものはありませんでした。中には後腹膜リンパ節に

転移した場合は大きくなった腫瘍が周りの神経を圧迫して腰痛になる人もいると聞いていますが、私の

場合はそういうこともなく、病気と闘うというよりは薬と闘うというイメージが自分の中では大きかったで

す（スライド2）。

　最初に腫瘍マーカーが跳ね上がっていて、これは再発しているなという疑いが出てから実際に入院す

るまでに4ヵ月ぐらいあったので、その間に自分なりにインターネットで調べたり、あるいは抗がん剤に関

する書籍を買って調べたりして化学療法というのはどういうものか、それを経験すると自分の身体はどう

なっていくのかという予備知識をいろいろ仕入れてから闘病生活に臨みました。

　副作用はかなり過酷です。抗がん剤を打っている時は強烈な吐き気に襲われ食べ物をまったく受け付

けなくなるというような、自分が自覚症状として実感する副作用もありますが、しかしもっと深刻なのは骨

髄抑制という症状です。簡単に言うと造血機能が阻害されるというものです。抗がん剤はがん細胞だけで

なく造血機能を司っている細胞も壊してしまうので、そうなると白血球が減る、血小板が減る、赤血球が減

るという症状が起きてきます。白血球が減れば、例えばインフルエンザや風邪に感染するリスクが高くな

ります。赤血球が減れば、頭（脳）に限りませんが身体に血が行かなくなります。赤血球はヘモグロビンを

使って酸素を運ぶわけですが、例えば頭の中が酸

欠状態になればめまいを起こして倒れるというリ

スクも生じます。その時に血小板が同時に減って

いれば、どこかでぶつけた傷が治らずに血が止ま

らないということも起き得ます。出血が脳内で起き

てしまうこともあるわけですから考えようによって

は非常に重い副作用であり、そのケアをするため

に投薬が終わってからもしばらくの間は病院を出
スライド 2
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ることができません。

　化学療法の中には在宅化学療法もありますが、私が使っていた薬はシスプラチンという薬で、抗がん

剤の中でもオールマイティ的にいろいろながんに効く薬とされているようですが、この薬を使うと骨髄抑

制は必ず起るので病院でのケアは欠かせませんでした。

　病院にいる間に私がいちばん考えたのは、抗がん剤によって痛めつけられた身体をどうやって元に戻

すのかということです。もちろん最終的な目的は病気を治すことですが、その病気を治すために使う薬で

身体がボロボロになる。そのボロボロになった身体をどうやって復元していくかということに主眼を置き

ました。

　例えば抗がん剤の投与が終って休薬期間に入ると、先ほどの副作用、骨髄抑制が起きてくるのですが、

その症状があまりひどくない時には外出許可が出ます。その時には積極的に病院の周辺を歩いて、闘病

期間中でありながらもリハビリできるところはリハビリをしていこうということを心がけていました。私は

日本医科大学に入院していました。文京区の千駄木にあります。先週末に例大祭が行われた根津神社の

すぐ隣なのですが、あの辺一帯（谷中・根津・千駄木）は「谷根千」と呼ばれるエリアで散策や食べ歩きに

はもってこいの土地です。そういうこともあって私は休薬期間中は外出許可が下りさえすれば、病院の食

事だけでは飽きたりもしますので結構外食もしていました。但しその時に白血球の数が完全に回復して

いないこともありますのでそういう場合は「マスクを着用するように」とか「人混みを避けるように」といっ

た注意は受けますが、特に大きな不安材料がない限りは「○○あたりまでは行っても構いませんよ」とい

う許しが出ますので、そういう時は積極的に出かけるようにしていました。

　私が入院してから見舞いに来てくれた人の中には、「てっきり小坂は治療に専念しているかと思ったが、

全然違うじゃないか」と思った人もいたと思います。通常の概念では病院のベッドで安静にしていること

が真面目な闘病生活を送っていることになるのでしょうから。

　大人しくしている必要のない時は大人しくしていませんでしたが、だからと言って薬の効きが悪くなる

わけでもありません。自分は薬でボロボロにされた身体を元の状態に戻すために自分なりに工夫をして

いたわけですが、そういうことを職場の人たちに感覚的に理解してもらうのは難しかったような気がしま

す。「あいつは治療に専念していない。そんなことでは闘病期間が長引くのではないか」と思う人は中に

はいたと思います。私は「そうではありません」と機会あるごとに説明しました。治す気がないからウロウ

ロ歩き回っていたわけではなく逆に治そうとしているからこそ自ら進んでそうしていたのです。実はそこ

には一つの伏線がありました。その6年前に患部切除で入院した時は、先ほども言いましたように手術痕

が化膿して3週間病院から出られませんでした。その時は病室でテレビを見たり本を読んだりしていまし

たが、あまり身体を動かしてはいませんでした。恐らくそのせいだったのだろうと思いますが、3週間たっ

て会社に出てきてみたら、自分はまったく使い物にならないというぐらい頭が一日中ボウッとして身体も

満足に動かせないという状態に陥っていました。今回は同じ轍を踏むまいと思ったのです。その時の3週

間とは比べ物にならないくらい長い入院期間になることが最初から分かっていたわけですから、退院し

て一日も早く元の生活に戻るにはどうしたらいいかをずっと考え続けていました（スライド3）。
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　そういうことで、4クールに亘った治療期間の中で、投薬が終わって次の投薬が始まるまでの合間合間

に動ける時には積極的に動くということを心がけていました。

　会社としては当然のことながら休職して入院した私に「小坂、治療にしっかり専念して早く出てこい。」と

言うわけです。ですが私にはその時点で抱えていた仕事があり、できればそれを続けたいと思っていまし

た。自分自身が直接行う作業ではなく、外注した作業の監修を行うという仕事でした。そこで会社は私に

代わるピンチヒッターを立てたのですが、私はその人物に自分の仕事を任せることを良しとしませんでし

た。当人の力量に疑問を感じていたからです。そこで私は、「二度手間になって申し訳ないが、私が一度監

修しますので、私が目を通した物を私の代理に回してください」とその外注先にお願いしました。そうする

ことによって私は自分の仕事を病院のベッドの上で、あるいは一時帰宅している最中は自宅で続けてい

ました。

　最初は上司の目も誤魔化せていたのですが、後のほうでは恐らくその上司も薄々感づいていたのでは

ないかと思います。そこで私がメッセージとして発し続けていたのは、それが原因で自分の治療が滞るわ

けではないし、それは私が自分の責任において完成させる仕事なので他人には任せられないということ

です。そういうことを直接口に出して言っていたわけではありませんが、折に触れ暗にメッセージとして発

信し続けていました。

　最終的には、途中でどのようなことをしていても予定通り治療を終えて会社に復帰することができれば、

「終りよければすべてよし」ではないですが、自分に対する評価はマイナスにはならないと自分では思っ

ていました。

がんと職場

　治療中に何人かの人が見舞いに来てくれました。クールごとに自分の部署の担当役員が毎回来てくれ

ました。私の直属の上司もそれに準ずるぐらい頻繁に来てくれていました。その、最も頻繁に私を見舞っ

てくれた担当役員にある言葉を贈られて感激したことを覚えています。「半年間は休まなければいけない

し、その間会社の社員として雇い続けてもらい給料も貰い続ける身でありながら、私には会社に何も貢献

することができない。こういう身体になってしまったので戻った後も元通りの仕事ができるのか不安だ」と

言う私に対し、その役員は「いや、君が戻ってくるこ

とが君にできる最大の貢献なんだよ」と言ってくれ

たのです。これには大変大きな力を頂きました。

　「とにかく自分は戻ります。戻った時に自分が体

験したことを周りの人に役立たせることができるよ

うな形で戻りたい」というようなことをその時に自

分からは言ったと思います。担当役員は部内会議

の席上「小坂君はこんな状態だった、治療はこうい

う具合に進んでいるようだ」ということを私の同僚
スライド 3
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たちに報告してくれていたようですが、その役員から、実は取引先の方からいろいろ問い合わせが入って

いて、「“小坂さんはどうしたんですか？”と訊かれるのだが、どこまで話していいのか」と聞かれました。私

は迷わずに「包み隠さず話してください」と言いました（スライド4）。患部の場所が場所ですから周りの人

たちは恐らくそれなりに気を遣ってくれたのだと思います。珍しい病気であるし、病魔に冒されるのは言

わば男性のシンボルのような場所ですから、小坂さんとしては自分のことを人に話したくないのではな

いか、と配慮してくれていたのだと思います。

　私は「そんなことはありません」と申しあげました。「自分が病気になっていることで周りに迷惑をかけ

ているのは事実ですから、自分には自分の状態を説明する責任があると思います。また、精巣腫瘍でなく

ても今や2人に1人は生きている間にいずれかのがんに罹る時代です。他の皆さんだっていつがんに罹る

か分かりません。そうなってしまった時に自分が一人ぼっちだと思わないで済むように、私は自分の体験

をどんどん語りたい」と言いました。

　「分かった。それなら訊かれたら説明するようにする」と言ってはくれたのですが、実は会社に戻って分

かったのは、取引先はおろか私の隣の部署の人間にすら小坂がどういう病気に罹り病院でどういう状態

に置かれていたのかがほとんど知られていなかったということです。これは私にとっていささかショッキ

ングなことでした。

　私は、どんどん伝えてほしい、みんなに知ってほしい、どんどん理解者を作りたいと思いました。「とにか

くいろいろな人にこういう病気があるのだ、誰しもいつかは同じような病気にかかるかもしれないという

ことに気づいてほしいし、そうことを理解してほしいから、とにかく説明してください」という私の願いは結

局は届いていなかったのだなぁ、と感じました。

　当時、総務にいた私の同僚にも治療中には頻繁にメールを送り、現在、自分はこういう状態だ、例えば

今は投薬～日目なのであと～日で終る、今日は吐き気が酷く何も食べられないといった、ちょっと愚痴め

いたものも含めていろいろ書き送っていました。

　ところが職場に帰ってみると今申しあげたような状態で、私が自分で思い描いていたような展開には

なっていませんでした。それを自分なりに分析してみたのですが、一つ言えるのはこういうことではない

かと思います。例えば皆さんの職場で貴方の隣の

席に座っていた人間ががんに罹ったとします。がん

でなくても重い病気にかかって入院したとします。

その人は自分の病気のことを周囲に説明してくれ

と貴方に頼みますが、当事者でない貴方は自分が

その病気を患っているわけではありませんからな

かなかそういうことを自分の言葉では語れません。

あくまでも隣人に起こった出来事であるわけです。

自分の言葉で語れないことを伝えることの危うさ

であるとか、間違ったことを伝えてしまった時にど
スライド 4
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うやって責任を取ればいいのか、という不安がついて回ります。あるいは、人のプライバシーにどこまで踏

み込んでいいのかという躊躇もあると思います（スライド5）。

　たぶん私自身もそうだと思います。自分の隣りの席に座っている人が大きな病気で入院したとして、そ

の人がどんなに「私のことをみんなに伝えてくれ」と懇願してきたとしても、どこかでブレーキがかかって

しまうと思います。そういうことが私の職場で起きていたのではないでしょうか。それについてはもちろん

誰も責められないし、やはりそういうものなのだろうなぁ、と今は理解できています。

　そうであっても本人としては「言い続けたい、聞いてもらいたい」ということがどこかにあります。ただ、

人によっては先ほどの山田さんのお話にもありましたが、そういう話は聞きたくないという人もいるでし

ょう。そのあたりは、その場その場の雰囲気を自分で感じ取り、この人にはここまで話してもいいのだとい

うことが自分なりに納得できたら進んで話していこうと思います。

　私は1月に手術をして、最後に後腹膜リンパ節を除去する（専門的には「リンパ節郭清（かくせい）」と言

います）という手術をして3週間ほど家で休み、2月半ばに復帰しました。最初の一週間は夕方5時になる

と「小坂さん、そろそろ帰ったら？」、「小坂君、帰りなさい。これ以上仕事を続けては駄目だ」という具合に

みんなが気を遣ってくれました。ところが2週目になるとなぜかそれがぴたりと止んでしまいます。なぜな

のだろうと思いました。そして更に3週目、4週目になると「小坂さんはがんで入院していた」という記憶さ

え職場から薄れていき、このまま何事もなかったかのように元の鞘に収まっていってしまうのかなという

気配さえありました（スライド6）。

　私が職場に復帰した直後にたまたま全体会議というのがあり、そこで「6ヵ月ぶりに帰ってきた小坂君、

一言どうぞ」というお鉢が回ってきたので話しました。そこでも言ったのは、「今や2人に1人ががんになる

時代、自分にはそんなことは関係ないと思っている貴方のところにやってくるのです、あいつは。」というこ

とです。私の体験談がなんらかの抑止力になるのであればいくらでもお話しするのでなんでも聞いてく

ださいというようなことも話しました。

　そうだからと言って、今まで煙草を吸っていた人が禁煙するかと言ったら、そういうことはまったくあり

ません。先ほどの山田さんの言葉を借りるなら「自分事」にはなかなかならないということでしょうか、そ

ういうことは私も感じました。

スライド 5
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　それでは分かってもらうためにはどうしたらいいのか、ですが、いっそのことみんなが同じ病気に罹っ

てしまえば手っ取り早いですね。しかしそれは矛盾しています。そういう人が増えていいはずはありませ

ん。私たちはがんに罹る人が減るようにと願っているのです。そのあたりに非常に大きなジレンマを感じ

ます。「なってみないと分からない、しかしなってほしくない」という不思議な感覚でもあります。

　以上が、私が退院して職場に復帰してから現在に至るまでの間に感じたことです。やはり職場では一人

でも多くの仲間を作るに越したことはありません。でも、誰かが同じような病気に罹れば自分はある種の

アドバイザーになれると思っていても、なかなかその機会は訪れないですね。そういう機会が頻繁に訪

れてもらっては困るのですが、自分は一体どちらを望んでいるのだろう？と自問自答をすることさえありま

す。

産業医について

　最後に産業医について少し話します。2月半ばに復帰した時に総務から内線がかかってきて、「小坂さ

ん、明日産業医の面接を受けてください」と言われました。産業医という言葉を聞いたのもその時が初め

てで、「何だ、それは？」と思って、インターネットで検索を始めました。ウィキペディアでも産業医に関する

説明が出ていました。いろいろと書いてありました。法的根拠があり、会社に対する産業医のアドバイス

を会社はきちんと聞かなくてはいけない、それは法律で決められているということもわかりました。

　ああそうか、明日はその面接を受けるのだなと思って翌日を迎えました。産業医のところに行ったら、何

のことはない、その先生は私たちのグループ企業の中の一つであるクリニックの院長でした。私たちグル

ープ社員は毎年1回そこで健康診断を受けているのでよく知っている人です。その人にすれば私は大勢

の中の1人なので私の名前と顔は一致しないと思いますが、私からすればよく知っている人です。

　それでノックをして診察室に入ったら、「小坂さん、今日はどうしました？」と訊かれました。「どうしまし

たかとおっしゃられても、私は会社の総務から先生の面接を受けるようにと言われたので今日まいりまし

た」と言いました。「はぁっ?」と言われました。二言目はこの「はぁっ?」でした。次に「何か、病気に罹ってた

の?」という質問がきました。「はい」、斯く斯く然然の病気で去年の8月から半年間休職していたが本日復

帰したと言いました。「はぁっ、復帰しちゃったの？」、とまた「はぁ？」です。

　後から分かったことですが、本来あるべき姿としては、入院する前に一度産業医のところを訪れて、「私

はこういう病気になり、こういう治療が必要なので、

これだけの期間入院しなければなりません。つい

ては会社をこれだけ休みます」と説明するところか

ら産業医と患者本人のコミュニケーションは始ま

っているべきでした。それが、最初の一歩どころか

途中のプロセスまでもが完全に欠落していて、い

きなり職場に帰ってきてから面接を受けにきまし

たという人間が、産業医にしてみれば唐突に現れ
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たのです。

　しかるべき過程を経た上で、職場の復帰についても本来なら「私はこういう治療を受け先週退院しまし

た、来月○○日には職場復帰を考えているのですが、大丈夫でしょうか？」という相談を産業医にする。産

業医からは「治療は順調に進んだのか」とか「いまはどういう体調か」といった問診があって、それなら貴

方の希望しているタイミングで復職しても問題はないでしょうということで晴れて復職となるのがあるべ

き形なのです。そういうことがあって初めて、「私（産業医）は当面の間は貴方の1日の労働時間はこれぐら

いに留めるべきだと考えるので、それはこちらから会社にアドバイスしておく」という産業医の本来の役

割を果たしてもらうことができるわけです。

　それがそういうプロセスが一切なく、産業医にとっては、小坂という男がある日突然やってきて自分に

アドバイスを求めてきたということになってしまったのです。

　スライド7にも書きましたが、その時の雰囲気たるや、一瞬、お互いに言葉を失い、次の瞬間にお互い

の顔を見やってニヤニヤし始め、やがては双方とも目のやり場に困り、そっぽを向きながらまたニヤニヤ

しているという、端から見ればなんとも滑稽な状況だったと思います。

　なぜそういうことになってしまったかを後で考えますと、私は合併前のBという会社から合併後はAとい

う会社に籍を移したのですが、B社は社員の数が50人に満たない小さな会社で、産業医選任義務も負っ

ていない、つまりそういうものとは縁のない会社だったのです。そこの総務の人間も産業医というものに

ついての知識が希薄だったのではないでしょうか。両社の合併に伴い元B社の総務の人間もA社の総務

に入ったのですが、もともと産業医に縁がなかったBという会社と片や大きなAという会社が合体した際

に、何らかの情報もしくは認識の齟齬（そご）が生じたのではないかと思います。

　会社の体力によって産業医を置ける／置けないということがあるのでしょうが、その辺はもしかしたら

克服すべき課題なのではないかと私は感じました。

　以上で私のお話を終えさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
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冷静になって病気を知ることが心のもち方を変える　　　　　　　　　

高橋（司会）　本当にいろいろな文脈があり、現実に沿った対応を考えていくのはなかなか大変だろうと

思います。ただ、お二人のお話をうかがって本日大変共感したところは、お二人ともそれぞれのお立場で

最大限、職場とのコミュニケーションをとるために工夫をされているという点でした。

さて、どのようなご質問でも結構ですが、いかがでしょうか。

会場発言Ｃ　小坂さんへの質問です。山田さんもそうですが、がんについて大変勉強をしていらっしゃい

ます。最初の入院時に３週間じっとしていて、復帰したら使いものにならなかったという体験を踏まえて、

健康のために大変勉強をされ、しかもそれを実践されている。小坂さんの周りを見回して、あるいは病院

仲間の他の患者さんと較べて、ご自分のことをどうお思いですか。

小坂　私が入院していた病棟は泌尿器科と耳鼻咽喉科の入院患者さんがいっしょに入ってるところです。

泌尿器の場合には圧倒的に多いのは前立腺のがんです。ほとんどの場合、全摘出されます。泌尿器科の

患者さんは年齢層が高いのですが、逆に耳鼻咽喉科の方は上咽頭がんなどに罹る方がけっこういらっし

ゃいます。ある３０代の男性と友だちになりました。お互いに退院した今はたまに一緒に食事をしたり、

メールの交換をしたりしているのですが、彼の場合は、ある晩突然鼻血を出して止まらなくなり、慌てて病

院に駆け込んだらいきなり咽頭がんだと言われて目の前が真っ暗になったそうです。　

　私の場合、さすがに７年前の初発の時はそれはそれで衝撃でしたが、今回は2回目ということで、腫瘍

マーカーの数値がピョンと跳ね上がった時は、やはりそれなりのショックはありましたが、自分の中では

「来るべきものが来た」という覚悟めいた部分もあり、前ほど強いショックは受けませんでした。また、今申

しあげたように、たまたまＣＴ検査を受けるまでに（順番待ちのため）時間が空いてしまったこともあり、

自分なりにいろいろ病気のことについて調べる時間がありました。

　上咽頭がんの彼の場合には、本当に青天の霹靂のことで突然入院し、化学療法が始まっています。何の

心の準備もできておらず、私のようにがん関連の知識を得るために本を読んだりインターネットでリサー

チをする暇もなく突然病院に来てしまったという状態でした。精巣腫瘍の時に使う抗がん剤と上咽頭が

んの時に使う抗がん剤は異なるのですが、私は自分が使うシスプラチンについてはかなり勉強していて、

こういう副作用があるとか、こういうものだということを知っていたのですが、彼は自分の治療で使われる

薬について何ら知識を持っていませんでした。私は逆に薬剤師の先生からも「小坂さんはあまりにもよく

知っているので迂闊なことは喋れないなぁ」と言われたぐらい事前に勉強していました。それでも素人で

すから限りはありますが、それに較べて彼の場合は何も勉強できていなくて、「小坂さんは何でそんなに

よく知っているのですか」と言われたほどです。

　自分が使っている薬はこれで、こういう副作用が起きるということを知っているだけで、心の持ちようは

違うと思います。治療が始まるまで時間が空いてしまうと患者としてはそれだけで不安になったりするも

のです。2ヵ月先まで検査さえ受けられないとなると、その間に自分のがんはどんどん進行していくのでは

ないか、あるいは今は腫瘍の大きさが6cmでも治療を始める時には8cmになっているのではないだろう

か、などと考えてしまうのです。そういう不安もありましたが、また同時に少し冷静になれる時間もあり、そ
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ういった事前準備を行えるという意味では良かったと思います。

　中には、突然がんの宣告を受けて病院に入ることになり、「私は病院に来て真っ先に窓を探した」という

方もいらっしゃいます。私が入院していた病棟は6階だったのですが、その人は自分ががんに罹ったこと

を知らされ、それこそ死ぬほどショックを受けて真っ先に窓を探したと言っていました。病棟の窓は開か

ないようにはなっていますが。

　また退院してきてからもある人に一度相談を受けました。「息子のかみさんが乳がんを患って、がんセ

ンターに行ったら２週間後に切り取りましょう（全摘出）と言われた」ということです。私はちょっと待ってく

ださいと言いました。がんと宣告されたら患者本人はパニックに陥り医者の言うことは何でも聞いてしま

うところがあるけれども、乳がんにしてもこれだけの治療法があるのです。全摘出というのはひとつの選

択肢かもしれませんが、同じ摘出手術にしても温存術というものもありますし、セカンドオピニオンという

のは今や常識的な世界ですから、いろいろなところから情報を得て、まずは自分を客観的に見つめ、そし

て自分が本当に納得できる治療法を選んでくださいとアドバイスしました。結局ご本人は全摘出ではなく

別の治療法を選択したと後から聞きました。心の準備をどのようにするかで、自分の治療に対する不安は

それなりに軽減できると思います。とにかく冷静になるということ、それが一番なのではないでしょうか。

答えになりましたでしょうか。

「がんに負けないぞ」と思う力はどこからくるか

高橋　ありがとうございました。がんとわかった時に目の前が真っ白になる方は少なくありませんし、冷

静な対処ができる方となかなかそうはいかない状況の方もいらっしゃるだろうと思います。関連して私か

らの質問なのですが、物事を決めるときのスタンスや、生き方全般 ―人生に、受身ではなくてかなり前向

きに取り組む暮らし方― というのは、お二人は病気になる前から、何かご自分の中にお持ちだったと思

われますか。それとも病気体験がかなりご自身の人生のスタンスを変えたとお思いでしょうか。

山田　病気をする前からポジティブな性格であったことに関しては否定しません。病気になる前、高校を

卒業した後は1年間浪人生活を送ることになったのですが、その時にも親が拠出してくれるお金の範囲で

自分がやりたいことなどをやり、予備校に通っていたりしていたので、自主的に活動するという素地はあ

ったと思います。

　ただ「腹をくくった」という時の気持ちに関しては、それは私の中では別なものでした。どうしても、人生

の終りを考えた時に、「それまでに自分は何ができるか」ということが自分の中では大変重要でした。自分

は病気なんだ、病気なんだと思いながら日々生きていきたくないなと思ったのです。病気をする前の性格

もあったかもしれませんが、もし同じように死ぬというゴールがあるのなら、もっとやりたいことをやろう

という気持ちになりました。病気に後押しされたわけではないと思うのですが、そういう気持ちになれた

のは事実です。しかし、毎日ポジティブということでもありませんし、不摂生をすることもあります。

　それでも初心に帰って、友人のお見舞いに行った時や、私も病院の血液内科で移植した患者さんの会

をやっているのですが、そのときは自分がなぜ今ここにいて、なぜこういうことをやっているのかというこ
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とを考え再発した時の気持ちに戻って活動しようと思います。その部分は、やはり再発した時に考えたこ

とです。少しでも前向きに生きたいということと同時に、少しでも人のためになることをやって人生を終え

たいという気持ちです。それは今でも変っていません。

小坂　私は前向きか前向きではないかと問われると、もともとたぶん楽観的な方だと思います。今回のこ

とにしても例えば、B社とA社が別会社だった時には私はB社に所属していたのですが、B社に在籍してい

る間に今回のような病気になっていたら実は給料が途中でカットされていたのです。それが合併があっ

て今の会社の所属になったお陰で給料カットはなく、自分はそういうことをラッキーだと考えてしまうた

ちなのです。がんなったこと自体については、さすがに7年前の初発の時は「なぜ自分が？」と思いました。

しかし考えてみれば2人に1人ですから。例えばこの会場の真ん中に強引に線を引けばこちらの方々はそ

れに該当するという世界ではないですか。自分がどちらにいてもおかしくない。これが10人に1人なら「な

ぜ自分が？」という気持ちはもっと強いと思いますが、2人に1人ですから、そんなものかと思いました。そ

れなら、私と同じようにがんになってしまう50%のグループの中で自分が先鞭をつけるというか、自分が

経験する側に回ることにも意味を見出せるのではないか、乗り切れるものならば乗り切ってやる、そして

乗り切れれば自分は役に立つ経験者になれると考えました。ちょっと格好つけてますが、逆に経験してい

る者の強みのようなものはあると思います。

　もう一つは、私自身は死ぬのはあまり恐くないと思っています。人間やはりいつか死ぬ。それが早く来る

か遅く来るかの違いで、織田信長のようにやるだけやって４８歳で死ぬ人もいれば、徳川家康は７３歳

まで生きたわけですが、いつか必ず死ぬという部分においては違いはありません。また、自分はこの世に

来る前は一体どこで何をしていたのだろうと考えることはありませんか？自分は物心ついたらこの世にい

た。死ぬというのはその、自分がこの世に来る前にいた場所に戻るだけでしょう。自分は「どこかから」来

たのです、必ず。来たからここにいる。出どころがあり、そこに戻るだけ。そのように考えると、死ぬことはそ

れほど怖いことではないと思えてきます

　ただ、今は死ねないなと思うのは、やはり家族のことを考えた時です。ここで死ねない。この人たちを残

して逝くわけにはいかない。息子は現在、中学３年生です。この前途のある若者を残してお父ちゃんが先

に逝ってしまったら、これから彼は大いに苦労し、行ける大学にも行けなくなってしまうかもしれないと思

うと、ここは歯を食いしばらざるを得ません。それが「がんには負けないぞ」と思える二つ目の大きな理由

だと思います。

高橋　どうもありがとうございました。ほかに質問はいかがでしょうか。

最初に会社に伝える場面のあり方

会場発言Ｄ　質問ではないのですが、小坂さんの職場とご自分との関りのお話を大変興味深く聞かせて

いただきました。ご病気について大変よく勉強している点ですとか、なるべく多くの人に病気のことを知

ってほしいという気持ち、私が病気であったことを忘れないでほしいという気持ち、いずれも私は非常に

よくわかるのです。私もがん患者です。それで大変似たところのある方だと思ったのですが、ただ一点、大



がんと就労　第六回勉強会報告書 29

第二部　　総合討論

きくちがうなと思った点も実はありました。自分の病気について会社の人に、他の人に話してほしいと言

われたのですが、私はそれが非常に嫌でした。人に語られることが嫌でした。

　私は本部とは別の小さなところにいた時に発病しました。自分の姿が多くの社員に見られていない状

態の中で、あの人が病気になったということを勝手に語られることが非常に嫌でした。そこで、病気がわ

かってから入院するまでに2ヵ月ぐらいあったので、その間に何か理由をつけては本部の方に行って、自

分が信用できる友人から順に、私はこういうことになったという話をしていきました。そうやって自分の情

報を徐々に広めていったという経験を持っています。

　病気になったことを最初に会社に伝える時は、実は患者にとっては悩む場面だということをみなさんに

知っていただきたいと思って発言させていただきました。なぜかと言いますと、最初の時は病気に対する

知識もないですし、自分の病状も明らかではないことが多くて、自分がこの先どうなるかわからないとい

う状態の中で伝えなければならないからです。今のように自分の病状がわかってみれば、話すことはたい

したことではないのですが、今振り返ってみると、その時のことというのは、大変重要な時期だったのだと

思います。

　病気の発端のところで会社に伝えるということは、患者にとって非常に大きいことだということを、ぜひ

みなさんに知っていただきたいと思います。

高橋　ありがとうございます。小坂さん、どうぞ。

小坂　私はもう結婚もして子どももいます。精巣腫瘍を発症するというのは、生殖機能そのものにどれほ

どのダメージがあるか。しかも若い人が罹ることが多いということで、もし私が結婚前にこの病気に罹っ

ていたら、たぶん今回のようには思えなかったと思います。場所が場所だけに「小坂は男としてどうなの

よ？」と見られるかもしれない、きっとそういうことが怖かっただろうと思います。そんなふうに烙印を押さ

れてしまうのは嫌ですから。それがそうでなかったのは、この病気に罹ったタイミングであるとかその時

に自分が置かれていた状況がこうだったからで、それが自分がここまでオープンに、また積極的になれた

理由ではないかと思います。

高橋　ありがとうございます。小坂さんのスライド５（21ページ参照）にある「人間の特質①～③」がとて

も印象に残りました。今年２月のシンポジウムでは、「就労者も会社側もお互いに説明責任がある」と述

べたのですが、診断後まもなくて詳しい病状がわからない時期、どうやって相手に正確な情報を伝えるか

は大変難しいですし、これから考えていくべきことだと私も思います。・・・はいどうぞ。

伝え方は非常に大事―自分なりの工夫

会場発言Ｅ　急性期の病院でがん相談支援室のソーシャルワーカーをしています。本日は本当にお二人

から貴重なお話をうかがいました。ありがとうございました。がん患者さんのご相談を受けていて、小坂

さんのおっしゃるように、治療について非常に詳しく知ることで不安を和らげて治療に立ち向かう方もい

らっしゃる一方で、治療については自分は絶対に知りたくない、詳しく知らずに、とにかく私は主治医に任

せて信頼してやっていくという方もいらっしゃるので、それはそれぞれの方のやり方でいいと思います。た
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だ言われるように、仕事への復帰や就職ということになると、そうも言っていられないのが現実かなと、お

二人のお話をうかがっていて思いました。

　山田さんは学生時代に発病され、小坂さんは責任のあるお仕事をされている途中でがんの治療をさ

れたということで、まったくちがうと言えばちがうのですが、お二人に大変共通していると思ったのは、説

明責任ということです。お二人とも、ご自分ができることとできないことをきちんとはっきりおっしゃる。自

分ができることについては、自分はこれができます、誰にも負けませんというアピールをなさったというこ

とを、お二人は共通しておっしゃいました。

　私も就労関連のご相談をお受けすることがあります。非常にしっかりされた方であっても、会社にこう

いうことを言ってもいいのかしらとか、悩まれます。仕事に関連することを上司などにお話ししたことでど

ういうインパクトがあるのか、まったく未経験のことですから、どのように伝えたらいいかもわからない。

そもそも伝えていいかどうかもわからないということで、大変躊躇される方が多いという印象があります。

べつに統計があるわけでもなく、私個人の仕事をやっているうえでの印象です。

　そのあたりで先ほど言われたように、どういう伝え方があるのかとか、トレーニングとでも言いますか、

何かお手本のようなもの、事例のようなものがあれば、それが水先案内人になるのではないかと思いま

した。

山田　伝え方と言いますか、自分の病歴を話す時というのは、もちろん場所とか、会う人によってもちがう

のですが、職場に関して言えば、全員が、私が病気であることを知っているわけではありません。今の会社

の中では、入社した段階では部長と人事、それから自分が今所属している部署の課長と、おそらく産業医

も知っていると思います。したがって私が通院のために午後半休をしますと言っても、ああ病院に行くの

だということで終ってしまうのが、おそらく現状です。

　自分の病気の話し方について自分で心がけているのは、「病気でしたよ」と状況を考えずに言うのでは

ないということです。必ず病気について聞かれる場面がきます。私は中途入社だったので、「山田さん、中

途で入る前は何をしていたの」と言われて、前職は自動車のコールセンターで働いていて、それも若い時

にこういう病気をして・・・というように言うことがあります。飲み会でも酔っ払って「山田さんはどこに行っ

ていたの？」と言われながら突っ込まれる時もあります。病気については、人の心が緊張していないとき、

和らいでいる時といったらやや語弊があるのですが、相手がそれなりに何でも受け止めてくれるような

状況で話そうと思っています。

　病気を話す場面にはいろいろなパターンがありますが、自分から「病気だ」というオーラを一杯出さな

いように気をつけてはいます。それは自分の中では重要かと思います。真剣な話し方で言えば言うほど、

受け止めようとして相手も固くなってしまうので、かえって伝わらない時があります。べつに飲み会の場で

言えと言っているわけではないのですが、やはりほぐれた場で、自然な流れで自分のことを話す時に少し

話して、様子を見ながらまた話すのは、けっこう重要なのではないかと思います。　

　あとは本当に、その人が今の会社でどれだけ仕事をちゃんとしているかとか、周りの人とコミュニケー

ションがとれているかということは非常に重要だと思っています。以上です。



がんと就労　第六回勉強会報告書 31

第二部　　総合討論

小坂　私も伝え方については非常に難しいと思います。自分はこういう病気をしたということも知ってお

いてもらいたいし、今はここまで回復している、貴方たちが思うほど自分は使えない人間ではないという

ことも知っておいてもらいたい。がん体質というのはありますが、取り敢えずは克服してここまできている

のだということです。自分が病気をしたということも知ってもらいたいし、それを克服したということも知

ってもらいたいのです。両方を同時並行的に伝えていくというのは結構大変なことです。しかもそれを長

きに亘って伝えていかなければいけないのです。例えば退院してから半年間続ければそれで済むという

ものではありません。

　私がそのためにしていることは、例えばこういう風に短く刈り込んだ髪型です。抗がん剤を使って一時

は全部抜けました。全部抜けた私を見ている人もいますし、チョンチョン、チョンと生えかかった私を見て

いる人もいます。髪の毛が短いのは意外に便利だなと思って短くしている面もあるのですが、病院に入る

前はあんなにフサフサしていた小坂の頭の髪の毛がこういう状態になっているというのは、私が送った

闘病生活の一つの証としてこのままとっておきたいと思うのです。しかしそれさえもただそれだけだとや

がては当たり前の景色になって、周りの人は忘れていきます。「喉もと過ぎれば…」です。

　そういう中で、それでもどうやって伝え続けていくかというのは自分なりのこれからの課題でもありま

す。私はもともとサッカーもしますし、山登りもします。退院してからはそういう活動もいろいろ再開して、

今もご覧いただけるようにこうして腕が日に焼けて皮が剥けているのですが、これは先週北アルプスに

行き晴天に恵まれたためにそうなったのです。そういうこともしますし、サッカーもします。そういうことを

することによって、小坂はがんになったけれど克服してあそこまで戻っているということも知ってもらいた

い。しかしあの人はもしかしたら再発するかもしれないというリスクを抱えていることも知ってもらいたい。

　私はこれからも職場で絶対に曲げないことというのが一つありまして、それは残業しないということで

す。自分で決めました。会社には主治医にそう言われたと言っています。本当は主治医ではなく別の人に

言われたのです。人間は夜10時から夜中の2時までの4時間をいかにしっかり寝るかで、免疫力を保持で

きる／できないが決まってくると、ある大腸がんサバイバーから聞きました。その人は自分の主治医から

そう言われたそうです。なるべくその時間は睡眠に充てなさい、できれば10時から2時は必ず寝なさい、

と。現代の生活において10時に床に就くのは至難の業ですが、私はそれを実行するために敢えて残業は

しませんと宣言しています。その姿勢は多分これからもずっと曲げないと思います。

高橋　ありがとうございました。本当はもっと質問を受けたいのですが、時間になりましたので、本日はこ

れで締めさせていただきます。やはり伝えるということは大事ですね。診断時だけでなく、長期的に時間

軸を追って周囲の理解を求めていかなければならないということも、本日学びました。

　さらに、伝え方だけではなく、受け止める側の要因もあります。受け止める側がどういう会社なのか。が

んについてどういうイメージを持っているのか。そういう受け止め側の要因もあり、いくら工夫してもうま

く伝わらない状況もあるかもしれません。

　研究班でもいろいろディスカッションしておりますが、やはり勉強会でこういう体験談をうかがうことで

わかることも多く、勉強会は非常によい学びの場になっています。体験談を、もっとたくさん集める必要が
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あるでしょう。ぜひみなさま方からも、ご意見やアイディアをいただきたいと思います。

本日はたくさんの皆さまにご参加いただき誠にありがとうございました。リピーターのみなさまが増えて

くださることを大変うれしく受け止めています。これからもよろしくお願いします。

それでは最後に、お二人にもう一度大きな拍手をお願いします（拍手）。
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