ご当地カフェ in 岐阜

〜がんになってもじぶんらしくあるために〜
「就労と治療の両立」

共催：岐阜市民病院

岐阜大学医学部附属病院

2017 年 2 月 26 日
13 時 30 分〜 16 時 30 分
ぎふメディアコスモスかんがえるスタジオ 開催
岐阜県総合医療センター がんサバイバーシップ支援部
後援：岐阜県医師会 岐阜市医師会

開会の挨拶

澤

祥幸

岐阜市民病院がんセンター長

みなさんお待たせしました。私は岐阜市民病院

ていただいています。この部署は、治療をするだ

がんセンター長の澤と申します。総合司会を務め

けではなく国民のみなさまに対するがん対策とし

させていただきます。

てがんサバイバーを支援するという活動をなされ

本日は「ご当地カフェ in 岐阜」＜〜がんになっ

ているところです。このがんサバイバーシップ支

てもじぶんらしくあるために〜「就労と治療の両

援部と岐阜県内でがん治療について中核的な運営

立」＞というテーマで、みなさんと一緒に交流会

をしている岐阜大学医学部附属病院、岐阜県総合

を行いたいと思います。

医療センター、それに私ども岐阜市民病院がとも

この企画は、岐阜市民病院が事務的な運営をさ

に企画・運営をさせていただいています。

せていただいていますが、国立がん研究センター

今日は長時間になりますが、これからプログラ

と岐阜の 3 病院の 4 団体の共催です。今日は東

ムに沿って会を進めさせていただきますので、よ

京の築地から国立がん研究センターがん対策情報

ろしくお願いいたします。

センター・がんサバイバーシップ支援部の方に来
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開会の挨拶

若尾

文彦

国立がん研究センターがん対策情報センター長

みなさんこんにちは。国立がん研究センターが

てられました。ひとつは「がんで亡くなる方を減

ん対策情報センター・センター長の若尾と申しま

らす」ということ。2 つめは「がん患者さんと家

す。本日はお天気の良い日曜日に、お集まりいた

族の方の生活の質をしっかりと維持し良い生活の

だき誠にありがとうございます。この会は、岐阜

質を提供する」というものです。

市民病院・岐阜大学医学部附属病院・岐阜県総合

5 年後の平成 24 年にその計画の見直しが行わ

医療センターと私ども国立がん研究センターがん

れ、そこで 3 つめの全体目標が作られました。3

対策情報センターがんサバイバーシップ支援部の

つめは「がんになっても安心して暮らせる社会を

共催で行わさせていただいています。その共催者

創る」ということです。1 つめ、2 つめは病院や

の 1 人として簡単にご挨拶させていただきます。

医療者と患者さんの間の話だったのですが、3 つ

本日はがんに関係する方がお集まりだと思いま

めは社会を対象として、社会を変えていかなけれ

すが、がんについて簡単にお話しします。がんは、

ばいけないという取組みになります。

今から 36 年前の 1981 年（昭和 56 年）に日本

その第 2 期の計画を受けて、私どもの国立が

人の死因の第 1 位になりました。その後、35 年

ん研究センターでは、がんセンターがある築地の

以上、ずっと 1 位であり続けています。今、い

隣町の月島という東京の下町の公民館を借りて

ちばん新しいデータでは、毎年 86 万人の方がが

「公民館カフェ」というものを始めました。病院

んに罹ると言われています。86 万人と言っても

の中には患者さんと医療者はいても、一般の方は

なかなかピンと来ませんが、日本人が一生の内に

なかなか入ってこられない。そこで公民館で、わ

がんに罹る割合は、男性で 63％、女性で 47％

れわれも白衣を脱いで、患者さんも、一般の方も

ということで、今や 2 人に 1 人はがんに罹る時

みんな集まってお茶を飲みながら、みんなで「安

代と言われています。

心して暮らせる社会を創る」ためにはどうしたら

政府は平成 18 年にがん対策基本法をつくりま
した。病気の法律というのはなかなかできないの

良いかということを話し合う会を始めさせていた
だきました。

ですが、がんには基本法ができ、その法律に基づ

その会を始めましたら多くの良い話し合いが行

いて翌年の平成 19 年に、がん対策推進基本計画

われ、とても役に立つということで、「ご当地カ

という、国全体でがん対策を進めていくための計

フェ」と名前を変えて、東京以外で開催させてい

画が作られました。その計画では 2 つ目標が立

いただいているところです。今までは沖縄、石巻、
開会の挨拶
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札幌、奈良県明日香、金沢、名古屋、松本と 7

とに対応を考えていかなければなりません。それ

回開催し、今回の岐阜が 8 回目となります。

を考えるための場として本日の会を利用してもら

今日はセミナーを聞いて、勉強するだけでなく、

えればと思います。

お茶を飲みながら楽しく話し合ってください。と

前半で、様々な方のお話を聞いて、後半は「カ

くに医療者など普段なかなか腹を割って話し合う

フェタイム」と言いまして、みなさんが本当にお

ことがない人と、楽しく話す、そういう場にして

茶を飲みながら楽しく話し合う場を用意していま

ほしいと思います。本日のテーマの「就労と治療

すので、その場でぜひみなさま方の忌憚のないご

の両立」というのは非常に難しい問題です。なぜ

意見をうかがいたいと思います。

なら病気としてのがん種も違う、体の状況も違う、

やや長丁場になりますが、今日の会がぜひみな

その方の職場も、置かれている立場も違う、色々

さま方にとって有意義であることを願いまして私

なことが違うので、正解があるのではなく、個別

の挨拶に代えさせていただきます。本日はどうぞ

の対応が必要になってきます。その人、その人ご

よろしくお願いいたします。
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特別発言：
僕がプレーする意味：自らの責任としてやるべきこと・
やれることはやる
久光

重貴

湘南ベルマーレ選手 / 日本肺癌学会広報大使

こんにちは。湘南ベルマーレフットサルクラブ

だけで自分の中で対峙しました。色々なことを聞

の久光です。まず初めにこの時間をみなさんと共

き、体験してみると意外に変ってきました。いち

有できることを本当に感謝しております。

ばん変ったのは、3 年 8 ヵ月生きてきて元気で

僕自身も肺がんの治療を行っています。僕は抗

好きなことをやっているということです。それを

がん剤治療なのですが、手術ができない、放射線

やる責任もあると思っています。一人ひとりにそ

治療ができない、そういう中で進行を抑えること

れぞれやれることとやれないことがあると思いま

しかできない状態です。しかし今ここに立ってみ

すが、やれることを精一杯やることがとても大事

なさんの前で話をしています。経過は 3 年 8 ヵ

なのだろうと思います。

月です。3 年 8 ヵ月前に僕は告知を受けました。

そして一人ひとり、みなさん顔も違う、性別も

ただそれからずっと選手としても続けてきまし

違う中で、一人ひとりにやることの責任があると

た。しんどいことや嫌なことはたくさんあります。

思います。僕はフットサル選手としてプレーして

それでも良いこともたくさんあります。しんどい

いますが、本日の総合司会の澤（澤祥幸：岐阜市

ことや嫌なことに目を向けていけばきりがない。

民病院がんセンター長）先生にフットサル選手と

そういう中で僕自身は、今、選手としてやること

してプレーしてくださいと言っても無理です。逆

をやる。そして選手として治療をすることは、こ

に澤先生のように患者さんと向き合うことは、僕

の世界では僕 1 人だけです。他に前例もなければ、

にはできません。それぞれにやれること、やるべ

他の選手がやっているわけでもありません。だか

きことがある。今日は短い時間の中でみなさんと

らこそ僕はやらなければいけない、選手としてや

会って、僕も話し掛けますので、みなさんもどん

れる限りはやりたいと思っています。その責任は

どん話し掛けてください。短い時間ですが、みな

僕の中にあります。

さんと良い時間を過ごしたいと思います。みなさ

2013 年 5 月に僕は告知をされました。治療

んと一人ひとりやれること、やるべきことをこの

を始めたのは 2013 年 7 月です。治療を始める

時間の中で精一杯やっていきたいと思いますの

までの 2 ヵ月間は本当に死と向き合いました。

で、今日はよろしくお願いいたします。

がんという病気に対し、知識もなくそのイメージ
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講演 1：
がんと仕事の Q&A
－がんサバイバーの就労体験に学ぶ
高橋

都

国立がん研究センターがんサバイバーシップ支援部長

久光さんのお話（221 ページ参照）をうかがっ

で、とても注目されています。本や新聞記事など

てすでに胸がいっぱいになっています。東京の築

にも採りあげられることがあります。『がんと仕

地からまいりました、国立がん研究センターの高

事の Q&A』という冊子は、私どものグループで

橋都と申します。みなさま、今日はご参加ありが

作ったのですが、そのもとになったものは、がん

とうございます。本当にすばらしい、開放感があ

体験者のアンケートの自由記述です。がん体験者

る会場ですね。今までこのご当地カフェの会場は、

で仕事をなさっている方が何に困っているかを、

病院だったり、貸会議室だったり、色々なところ

びっしり書いてくれました。その実体験を Q&A

でやっていますが、8 回目にして、おそらく今ま

に起こして冊子にしました。しかも冊子作成のプ

ででいちばん素敵な会場ではないかと思います。

ロセスには、体験者の方々も参加してくださいま

ここに着いて、「ぎふメディアコスモス」の建物

した。ぜひ最初から最後まで一度お読みいただけ

が見えたその時から、わくわくしています。

ればうれしいです（スライド 1）。
今日ご参加のみなさまは、がんという病気が決

働くがん患者をとりまく環境の変化と仕
事の意味

して珍しいものではないということはお分かりだ
と思います。しかし一般社会はけっしてそうでは
ありません。

本日は仕事がキーワードです。今日ここにご参

会社で見ると、従業員数 50 人規模の会社です

加のみなさまは、何らかの形でがんとご縁があっ
て集ってくださったものと思います。今働いてい

スライド１ 「がん就労者への支援」これまでの進展

る方も、仕事を卒業された方も、まだ働いていな
い方も、色々な方がいらっしゃると思いますが、
先ほど若尾センター長の話にありましたように
（219 ページ参照）、がん治療と仕事の両立は社
会問題としてとても注目されています。メディア
にも採りあげられています。企業経営の中でも健
康経営や、色々な従業員の方に働いてもらうダイ
バーシティマネジメントという考え方との関係
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と 10 年間で 2.2 人、1000 人規模の会社ですと

スライド４

がん就労者への支援対応はなぜ重要か？

スライド５

 ん就労者への支援対応はなぜ難しい（と思
が
われている）か？

44 人が新たにがんになると試算されています（ス
ライド 2）
。
本当にがんは慢性病になりつつあります。久光
さんのお話にありましたように、好きなことを
やって元気に暮らせる人もいる。残念ながらそう
じゃない方もいる。病気によっても、状況によっ
ても様々です。
しかしおしなべて平均値ということで見ると、

スライド２

 後 10 年間で新たにがんと診断される従業員
今
数（推計）

5 年生存率は 6 割を超える状況になっています。
8、9 割を超えて、ほとんどの方が治るがんもあ
ります（スライド 3、4）。
スライド３

がん就労者への支援対応はなぜ重要か？

しかしがんと仕事を考
える時、初めてがんとお
付き合いをしなければい
けない状況になった時
に、驚かない方はいませ
ん。自分の寿命はもう限
られているんじゃない
か、今の仕事はもう無理
ではないかと誰でも考え
ます。また、会社の側か
ら見ると、この従業員は
がんになったからもう戦
力外か、とか、あの人に
重要な仕事は任せられな
いと思うこともありま
す。
講演 1：がんと仕事の Q&A －がんサバイバーの就労体験に学ぶ
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みなさんはもうご存じだと思いますが、治療の
場が入院から外来にどんどんシフトしていること
も一般的にはまだ知られていません。経過の個別
性も高いです（スライド 5）。

ますが、医療機関でも、ぜひ配布していただきた
いと思っています（スライド 7）。
また冊子の形状ではなく、国立がん研究セン
ターがん対策情報センターが作っているサイト
（http:/ganjoho.jp/public/support/work/

患者・家族が直面する困難

qa/）がありますが、そこから無料でダウンロー

―『がんと仕事の Q&A』から

ドもできます。ぜひご活用ください。
もちろん冊子体の購入もできます（スライド

色々調査をしてみますと、みなさん就労場面で
色々なことに困られています（スライド 6）。

8）。
たとえばどういう「Q」があるか、見てみましょ

2 歩、3 歩前を行く先輩たちがどのようにそれ

う。「職場で病気を公表しなければなりません

に対応してきたのか、色々な対応のワザがアン

か？」「どうしたら、周囲にわかってもらえます

ケートの自由記述にビッシリ書かれていました。

か？」という質問があります（スライド 9）。み

それを多くの方と共有すべきだと考えてできたの

んなが考えることだと思います。

が『がんと仕事の Q&A』です。お手元にあるの

そういう質問への体験談もあります。若い時に

は第 2 版で、81 の Q&A と 47 のコラムがあり

病気になる方もたくさんいらっしゃいますが、ス

ます。本日は医療機関の方もいらっしゃると思い
スライド７

がんと仕事の Q&A 第２版

スライド８

冊子体の購入もできます

スライド６ ご
 本人・ご家族が直面する就労問題（がん治
療と就労の両立に関するインターネット調査
http://www.cancer-work.jp/）

1. 経済的困難

• 減収・退職
• 治療費の支払い困難

• 保険加入が困難
• 将来の経済的負担への懸念

2. 会社の制度・対応の問題
支援制度が本人に伝わらない
病状把握のない退職勧告
個人情報が守られない
健康配慮が不十分（産業医指示
の無視、分煙不実施など）
• 病状の無理解（倦怠感、集中力
低下など）
•
•
•
•

• 社内申し送りが不十分（上司変
更や社内異動時）
• がん既往による就職差別
• 産業保健スタッフの不在
• 代理要員確保が困難

3. 職場関係者とのコミュニケーション
• 誰にどこまで伝えるか悩む

• 治療計画や復職後の体調変化の説
明が困難（急な計画変更、副作用
の予想がたたない 等）

4. 医療側の問題

• 診療時間が平日昼間に限定
• 入院連絡が突然くる

5.本人の心理的問題

• 治療スタッフに就労相談をしにく
い

• 異動などによる就労意欲低下
• 継続就労への自信低下

• 取り残される焦燥感
• 申し訳ない、後ろめたい

6. 本人の身体的問題

• 痛み、倦怠感、頻尿頻便、口内炎、外見変化、集中力低下、シビレ、
筋力低下など

7. その他

• 相談窓口がわからない

• 医療費や就労関連の資料が少ない
高橋都：公衆衛生 77:987-991, 2013
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ライド 10 の方は 19 歳で卵巣がんと分かりまし

こともあるかもしれない。それをちゃんと伝えな

た。したがってがんと診断された後に就活をして

ければと思ったそうです。伝えてみたら、率直に

会社に入った方です。はじめは病気のことを、社

言って疎遠になった人もいるけれど、かえって仲

長さんにしか話さず、同僚には隠していたそうで

良くなった人もいたということでした。「実は自

す。ただ自分がどのように病気を伝えるかで、相

分も…」「実は自分の家族も…」という話になる

手の反応が変わるのだということが徐々に実感さ

ことも多かったそうです。

れてきて、話す時の伝え方に気をつけるように

スライド 12 の方はパートの方です。53 歳で

なったそうです。31 ページです。開いてみてく

乳がんになられました。「こうやって上司の理解

ださい。堂々と話せば、相手も長所として受けと

を得ました」というご自分の工夫を書いてくださ

めてくれるということが分かったというのです。

いました。パートでしたが、その代わりが見つか

「…深刻な顔をせずに平然と話すことで、相手も

らないというぐらい本当に頼られた方なのです。

普通の会話として受け止めてくれるようになりま

「…自分がいなくなると上司も困るため、…仕事

した。」ということです。この方は、今は歳を重

の内容を文章化し、実際にやってみせて、アルバ

ねて、専門職としてがんに関するお仕事をなさっ

イトの手配もして、任されていた仕事が一段落し

ています。

たタイミングで入院しました。」ということです。

スライド 11 の方は診断時に 49 歳の肺がんの

すごいですね。ただ、そこまで申し送りをしたけ

方でした。バリバリの営業の方でしたが、取引先

れど、実際は退院した翌日から出社して働いたそ

に自分のがんの治療をどのように説明したら良い
か迷ったそうです。どうしたかと言いますと、隠
さず伝えたそうです。ひょっとしたら、病気や治

スライド 11

取引先への説明

スライド 12

こうやって上司の理解を得ました

療のために約束をドタキャンしなければいけない

スライド９

スライド 10 堂々と話せば、長所として受け止めてくれます

講演 1：がんと仕事の Q&A －がんサバイバーの就労体験に学ぶ
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うです。どうしても休まなければいけない時には、

スライド 15

職探しのとき、病気を言うべき？

「今日は休むけれど明日には片付けますから」と
言って、相手を不安にさせたり、やきもきさせな
いように気をつけたそうです。なるほど、と思い
ました。
他にも人事担当者からのアドバイスや（スライ
ド 13）、同僚への気遣い（スライド 14）など色々
な体験談が出ています。
また、継続して働くだけではなく、いったん辞
めた後にもう一度職を探すこともあります。その
時に自分の病歴を伝えるべきかどうかは、必ずみ

ます。それでお給料をもらうわけですから。その

なさんがお悩みになるポイントです。もしその職

へんの判断については色々な考え方があると思い

務内容と応募条件で、自分はまったく遜色なく働

ますが、今日はこの後に社会保険労務士さんの話

けると思えるのでしたら、病歴は言わなくても良

も含めて色々なお立場からの話が聞けますので、

いという考え方もあります。「そうかな？」とい

大変なメリットがありますね。就活は「ご縁」で

うご意見もあるかもしれません。グループでのカ

す（スライド 15）。

フェタイムの時に話し合ってみてください。仕事
を安全に、着実にこなせるかがポイントだと思い

スライド 13

相談のアドバイス〜ある人事担当者から

いくつかの活用できるツール
今日の私の話は本当に前フリなのですが、こう
いう『がんと仕事の Q&A』以外にも活用できる
さまざまな資材があります。築地のがんセンター
のがん対策情報センターが運営している「がん情
報サービス」というサイト。これは、おそらく日
本でいちばん信頼できると自負しているがんの専
門サイトです（スライド 16）。病気のことだけ
ではなく療養の情報もたくさん出ていますからぜ
ひご活用いただきたいと思います。
スライド 17 の「がんと共に働く」というプロ

スライド 14

同僚への気遣い

ジェクトは、国立がん研究センターのがん対策情
報センターと日経 BP 社が行っているものです
が、実際に、両立をされた方がお名前や社名も出
して、両立の体験談を語ってくださっています。
企業レポートも出しています。こういう情報もぜ
ひご活用いただきたいと思います。
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スライド 16

スライド 18

スライド 17

がん就労者が職場にいることの意味

が、がんをはじめとして、もしかしたら命に関わ
るかもしれない大きなできごとに向かい合う体験
は、それが自分のことであっても、家族のことで
あっても、やはり私たちの中に変化をもたらすの
ではないかと思います。そういう変化が社会人と
しての私たちの強みになることもあります。人へ
の思いやりや働くことの意味が変化することもあ
ります。あ、もちろん、働くことを止めるという
判断もあると思いますが。また、自社が作ってい
る製品やサービスは、どのように社会に貢献する
のかなどに、以前より思いが到るようになるかも
しれません。

がん就労者が職場にいることの意味

そういうがん体験を持った社会人が増えること

―ダイバーシティを意識した社会へ

が、そしてそういう人たちを雇うことが、会社の
強みになることもあるでしょう。

スライド 18 が最後のスライドになります。職

今日はカフェタイムも含めてそのあたりをみな

場 に は 色 々 な 仲 間 が い ま す。 ダ イ バ ー シ テ ィ

さんとお話しできればと思います。私からは以上

（diversity）という言葉が最近は流行っています

です。どうもありがとございました。
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講演 2：
「患者力」が仲間を支え、社会を変える

松本

陽子

NPO 法人愛媛がんサポートおれんじの会理事長

2016 年 12 月に改正がん対策基本法が成立し

はじめに―改正がん対策基本法の成立

たことは、みなさまもご存じだと思います。それ
が成立した時の Web ニュースで、「患者たちの

みなさんこんにちは、岐阜に来させていただい
てありがとうございます。

悲願届いた」と書いていただきました。私たちも
声をあげて、改正案が国会議員の先生方の間で出

私からは、愛媛でこういうことをしているとい

た時から、わたしたちの思いを申しあげ続けたも

う 1 事例を紹介いたします。この後でみなさま

のでした。ところが残念ながら政治の色々な事情

が意見交する時に、愛媛はこういうことをやって

の中で、この法律が可決しないのではないかとい

いたなという提案のひとつなればと思っていま

う報道があり、緊急の記者会見をしたのが 12 月

す。

2 日でした。私たちは声をあげました。これはど

私は 1965 年、昭和 40 年に愛媛で生まれまし

うしても私たちにとって必要な法改正なのだ、命

た。19 歳の時に父を亡くし、33 歳で子宮頸が

がかかっているのだということを申しあげまし

んを罹患しました。地元で患者・家族の会の代表

た。その 1 週間後、もちろんこの記者会見だけ

をしているのと、全国がん患者団体連合会（全が

ではなくさまざまなご支援や多くの方のご理解が

ん団連）の副理事長を務めております。全がん団

あって、12 月 9 日に衆議院本会議で可決、成立

連には、今は北海道から沖縄までの 35 の患者団

いたしました。

体に加盟していただいています（スライド 1）。
スライド１

自己紹介

色々なことが改正されて加わりましたが、スラ
イド 2 のいちばん下に書いてある「がん患者が

スライド２
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円滑な社会生活を営むことができる社会環境の整

それから 3 ヵ月間、働きながら、今後の仕事

備が図られること」で、患者には社会的支援が必

と生き方について思い悩みました。「また職場に

要なのだということ、社会全体で取組むのだとい

迷惑をかけるのではないか」、もうひとつは「長

うことが法律に明文化されました。これが改正法

く生きられないかも」という悩みです。若くして

のとても大きな意義だと思っております。

病気になっていますからもう生きられないのでは
ないか、生きられないのであれば、私がすべきこ

私自身の就労と治療の経験から

とはお金もうけではないのではないかと思いまし
た。実は、アナウンサーの仕事は、私は天職だと

少し時は遡りますが、私自身の就労と治療の経

思っていたのです。何よりも大事なものだったの

験のお話をさせていただきます。NHK 松山放送

ですが、それでも私がすべきことは違うのではな

局で契約アナウンサーとして仕事をしておりまし

いかと思いました。後に続く患者さんのために何

た。子宮頸がんの告知を受け、手術の前の検査で

かしなければいけないのではないかということ

は、1 週間の入院だけで良いと言われていました。

を、色々考えて、私は退職という道を選びました。

それで職場復帰する予定だったのですが、病理検

これは自分で納得して選んだことです。

査を受けたら進行がんになっているということで

しかしここまで長く、老眼になるほど長く生き

した。追加の抗がん剤も必要で半年は職場には戻

てしまいますと、今、思うことは、あの時に病気

れないということが言い渡されて非常にショック

の今後の見通しについて医療者からもっとはっき

が大きかったです。がんの告知の 1 万倍ぐらいは、

り聞いておけば良かったということです。治療と

私にとってショックでした。

仕事を両立する方法を考えましょうと言ってもら

本当はこの時点で自分から職場に出向いて、こ

えていれば違ったのではないかということです。

れぐらいは休まなければいけない、こういう事情

もうひとつ大事なことは、仲間がいて「しんど

ですと話をしなければいけなかったのですが、と

いよね、私も同じように悩んだ」という一言が仲

てもそれができませんでした。今考えると本当に

間から聞けたならば、私の選択は違っていたかも

情けないことです。たまたま同じ職場に夫が勤め

しれないなと思っています。

ておりましたので、夫から上司に説明をしてもら
いました。情けない 33 歳でした。
当時は、5 ヵ月間はビッシリ入院をして半年ぶ

患者・家族の会としての活動
―がんと向き合う人のための町なかサロン

りに出勤をしました。その時の上司の言葉が、
「も
ういいよ」でした。
「えっ、それってどういう意味？

今は地元で「NPO 法人愛媛がんサポートおれ

もう来なくていい、働かなくていいということ

んじの会」という患者・家族の会を立ち上げて活

なのかな」「それとももしかしたら以前のように

動をしています（スライド 3）。

無理をしなくてもいいよ」という意味なのかなと

その事業のひとつとして愛媛県から補助金をい

思いましたが、聞けませんでした。やはり聞ける

ただくかたちで「がんと向き合う人のための町な

雰囲気ではありませんでした。まだ心も身体も十

かサロン」というものを運営しています。病院の

分に回復したとは言い難かったので、そこで「も

外で、県庁所在地である松山市の中心部に常設し

ういいよ」と言われた時には、「わかりました」

て、月曜日から金曜日まで毎日開いています。医

と言って帰ってしまいました。

療者はタッチしません。ピアサポーターというが
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スライド３

愛媛がんサポートおれんじの会

スライド５

 れんじの会事業（愛媛県からの補助金事業）
お
：
がんと向き合う人のための町なかサロン②

スライド４

おれんじの会事業（愛媛県からの補助金事業）
：
がんと向き合う人のための町なかサロン①

スライド６

お れんじの会事業（愛媛県からの委託事業）：
医療機関への出張就労相談

んの経験者で研修を受けた人がいますが、その人
たちだけで運営をしています（スライド 4）。

3 ヵ所で行っています（スライド 6）。

その「町なかサロン」の取組みとして、就労支
援セミナーというものをやっています。これは毎

就労相談事例の紹介

月第 3 日曜の午後に 2 時間やっています。相談

―就労・復職から支援が始まる

を受けているのが私どもの副理事長であり、キャ
リアコンサルタントという国家資格を持った者が

実際にご相談をいただいたケース、ひとつの事

関わっています。彼女は夫を見送った遺族です。

例を、ご本人の了解を得ていますのでご紹介しま

がんと向き合うことの不安であるとか、寂しさや

す。50 代の男性の方です。消化器系のご病気を

苦しさを経験した同じ仲間であり、有資格者とし

された後にお仕事をお辞めになっています。1 人

て関わっています（スライド 5）。

暮しで退職金も残り少なくなった、治療費もかか

「町なかサロン」だけではなく、病院への出張

るので新たに仕事を探したいということでご相談

の就労相談もしています。今、医療機関は就労相

にお見えになりました。履歴書を作るとか、面接

談にも乗ることになっていますが、どうしたら良

の時はこういうようにしようという技術的な支援

いか分からない、なかなか対応できないというと

もしたのですが、いちばん大きかったのは、「不

ころもあり、2 ヵ所からご依頼いただき、このキャ

安に寄り添う」ということでした。この方はご病

リアコンサルタントが出向いて病院で相談をお受

気の経験もあったために精神的に非常に不安定で

けしています。

神経内科にも通っていらっしゃいました。色々な

また医療者向けセミナーなども県内の病院の
230
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す。

スライド７

患者力が仲間を支え、社会を変えるには？

みなさんも経験がおありだと思いますが、がん
患者の気持ちはジェットコースターのようです。
この男性の方の場合も、気持ちが落ちた時には、
そこに寄り添うということで、相談回数は 16 回
になりました。お仕事も決まったのですが、決まっ
た後も継続して、私たちはご支援しております。
つまり働き出したところ、復職、あるいは就労
したところから私たちは闘いが始まると思ってい
ます。働き始めると、思うようには動けない、職

ばいけないことがあります。医療機関と連携する。

場の中で「この人はがんだから」と言われている

医療者から、「急いで辞めなくて良いよ」という

のではないかという不安があったりしますので、

早すぎる離職の防止を呼び掛けていただくとか、

そういうところにも寄り添いつつ、就労・復職か

相談窓口につないでいただく。また「専門窓口と

らがスタートだと思ってずっと支援を継続してい

連携」とスライド 7 に書いてあります。これは

ます。これは私たちだからこそできることだと

院内の相談窓口に限らず、社会保険労務士さんに

思っています。

でも、ハローワークにでも、色々なところがあり

本日のテーマを＜「患者力」が仲間を支え、社

ますから、そういうところで具体的な就労紹介を

会を変える＞とさせていただいたのですが、まず

行っていただき、さらにがん治療と就労の両立へ

私たちが仲間だから、同じ痛みを経験した者だか

の理解の促進を社会に広めていくなどですが、そ

らできることとして、不安やしんどさの共有、そ

れは、当事者と専門の方が連携をして初めてでき

してもうひとつはリアルな成功事例をお示しする

ることだと思っています。

ということがあります。たとえば冒頭にお話しさ

治療と仕事をどう考えるかは本当に多様です。

れた久光さん（221 ページ参照）は、本当にす

人それぞれのケースだと思いますが、その一人ひ

ばらしい成功事例だと思っています。こういう方

とりの事例を積み上げることによって社会を変え

を見ると「私ももう少し頑張れるかも」と思えま

ていくことができるのではないかと思います。

す。私も本当に昨日、そして今日も久光さんとご

カフェタイムの話の材料になればと思っていま

一緒させていただいて、もっと頑張れるかもと思

す。貴重なお時間をいただきましてありがとうご

いました。

ざいました。

そして私たちだけではできない、連携しなけれ
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講演 3：
行政で取組んでいる就労支援

横山

ひろみ

岐阜県健康福祉部保健医療課

初めまして、岐阜県庁保健医療課からまいりま
した横山です。本日は 2 つお話しいたします。
前半ではおもに岐阜県や岐阜県内のがん診療連携

など、若い世代でがんに罹患されている方がい
らっしゃいます。
岐阜県の産業別の就業者数はスライド 4 です。

拠点病院で取組んでいる活動をご紹介します。後

岐阜県の人口はおよそ 200 万人ほどですが、平

半は、岐阜労働局から提供いただいた資料を使っ

成 26 年度の調査では、88 万人の方が就業され

て、県内で実施されている労働局の取組みをご紹
介します。

スライド１

岐阜県のがんの罹患の状況

スライド２

 がん・結腸がんの罹患の状況（資料：岐阜
胃
県のがん登録 2012 年集計）

岐阜県内のがん罹患と
産業構造・労働者の状況
スライド 1 は、岐阜県の年代別のがんの罹患
の状況です。丸でマークした部分が就労世代に該
当する年代かと思いますが、全国的な傾向と同様、
50 代からがんの罹患率は増加し、がんの治療を
しながら就労をされている方が多数いらっしゃる
と予測されます。
また 30 〜 50 代にかけては、男性より女性の
ほうが、がんの罹患率が高く、全国と同様の状況
にあります。講演 2 の松本さんのお話にもあり
ましたが、女性特有のがんである乳がん、子宮が
ん等の罹患が多い年代であるためと思われます。
スライド 2 は、胃がん・結腸がんの罹患状況
です。
スライド 3 は、乳がんや子宮がんの罹患率の
グラフですが、他のがんと比べて 20 代や 30 代
232
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スライド３

 がんや子宮がんは若い年代の罹患が高い（資
乳
料：岐阜県のがん登録 2012 年集計）

岐阜県で行っているがん対策
これらの状況を踏まえて岐阜県では、スライド
5 に示すようながん対策を実施しているところで
す。
次に、がん診療連携拠点病院についてご紹介し
ます。岐阜県には 1 ヵ所の都道府県がん診療連
携拠点病院があります。みなさんもご存じである
岐阜大学医学部附属病院です。さらに各医療圏に
1 ヵ所以上、地域がん診療連携拠点病院が設置さ
れています。（スライド 6）

スライド４

 阜県の産業別事業所数および従業者数（民
岐
営事業所のみ）

がん診療連携拠点病院では、平成 26 年度から
社会保険労務士による就労相談会を実施していま
す。相談件数は年々増加傾向にあり、相談会の認
スライド５

平成 28 年度 岐阜県のがん対策（主要施策）

スライド６

岐阜県がん診療連携拠点病院

ています。岐阜県の就業者の特徴を挙げると、製
造業などの、第 2 次産業の従事者が全国に比し
て高い状況です。
この 88 万人の方がどのくらいの規模の事業所
で就業されているかですが、全体の約 45％は、
20 人未満の事業所です。
また、岐阜県は全国に比して大企業があまりな
く、全体の約 8 割は、従業員数が 10 人未満の事
業所となっています。
このように中小企業での就労が多いことが、岐
阜県のがん患者を取り巻く就労環境の特徴の一つ
ともいえ、どのように「がんの治療と仕事の両立」
を考えていくかは、ご意見をいただきながら進め
てまいりたいと考えております。
講演 3：行政で取組んでいる就労支援

�ん本.indb 233

233

2017/03/21 1:08

知度も上がってきていると聞いております。
また、各拠点病院には、
「がん相談支援センター」
があります。ここでは就労に限らず、治療のこと、

サポートブック』という冊子を作りました。（ス
ライド 9）
がんと診断された時には、様々なご不安や悩み

生活のこと、助成制度のことなど、色々なご相談

を抱え、仕事のこと、就労のことなど、考えなけ

をしていただくことができます。（スライド 7）

ればいけないことがたくさんあるかと思います。

社会保険労務士の相談会、そしてこのがん支援

そのような時に手に取っていただき、県内でもい

相談支援センターの相談は、拠点病院に通院され

ろいろなサポートが受けられるということを知っ

ていない方でも利用することができます。もし周

ていただけたらという思いから作成したもので

りにお困りの方などがいらっしゃいましたら、
「拠

す。

点病院があるよ、拠点病院で相談を受けられるよ」

就労に関しては、「医療費等に関すること」と

ということをぜひご周知いただきたいと思いま

いう章で、助成制度についてご紹介しております。

す。（スライド 8）
また岐阜県と拠点病院で協力して『ぎふ・療養

「がんと診断されても仕事を辞めないで」という
メッセージも含め、今後、就労や両立支援につい
て『ぎふ・療養サポートブック』を改訂する中で

スライド７ が
 ん相談支援センター（各がん診療連携拠点
病院に、設置）

充実を図りたいと考えています。
スライド９
がんの患者さんが、治療や療
養生活の不安を少しでも解消
できるよう作成。経済的な制度
や岐阜県内の相談窓口、支え
あいの情報が掲載されており
ます。

スライド８ が
 ん患者の就労に関する総合支援事業（健康
局 がん対策・健康増進課）
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また両立支援とは少し外れるかもしれません

具体的には平成 28 年 10 月から岐阜大学医学部

が、事業主の方を対象にがん検診の PR も実施し

附属病院で、ハローワーク岐阜から就職支援ナビ

ています。（スライド 10）

ゲーターが出向き相談を開始しています。出張相

正職員等で就労されている方は、職場でがん検

談を実施することによって通院治療や、病院内で

診を受ける機会がある方も多いと思いますが、

他のサービスを同時に受けることが可能となり、

パートの方や非正規の方等については、機会がな

病状などをふまえ、専門の就職支援ナビゲーター

い方も多いと聞きます。このような方については、

が、個々のニーズに応じたきめ細かな就労支援等

市町村のがん検診を受けていただくことができま

を実施することが可能となっているとのことで

す。ちょうど 3 〜 4 月にかけて市町村の広報誌

す。（スライド 13）

等にがん検診のお知らせ記事が掲載されますの

3 点目は、岐阜労働局ハローワークにおける長

で、職場等でがん検診を受ける機会がない方がい

期療養者についての両立求人の確保という取組み

らっしゃいましたら、ぜひ市町村でも受けられる

です。（スライド 14）

ということを周知していただけたらと思います。

さらに治療と職業生活の両立支援の取組みも岐
阜労働局では、実施しています。具体的には平成

岐阜労働局の取組み

28 年 2 月に『治療と職業生活の両立支援のため
のガイドライン』が厚生労働省から出されました。

岐阜労働局の取組みを簡単にご紹介をさせてい
ただきます。岐阜労働局では「長期療養者等に対

スライド 12

する就職支援事業」を実施しています。（スライ
ド 11）

１．ハローワークへ長期療養者職業相談窓口の設置による就職支援
ハローワーク岐阜に「長期療養者職業相談窓口」を設置し、専門の就職支援ナビゲー
ターによる職業相談を平成28年度より開始

具体的にはハローワーク岐阜に、長期療養者職
業相談窓口を設置して、専門の就職支援ナビゲー
ターによる職業相談を平成 28 年度から開始して
います。（スライド 12）
また、就職支援ナビゲーターは、がん診療連携
拠点病院に出向いて出張相談を実施しています。

スライド 11

長期療養者等に対する就職支援事業

○ 28年度からは、３年間のモデル事業で蓄積した就職支援ノウハウや知見を幅広く共有し、
長期療養者等の就職支援について、全国で実施。
○ 29年度においては、治療と両立できる求人の確保等を推進するとともに、拠点数の拡充を図る。

がん診療連携拠点病院等
本人、相談支
援センター
相談員も
交えた相談

長期療養者等

病院や産業保健総合
支援センター等と連
携した事業主等向け
セミナー

（全国４７都道府県）
個々の長期療養者等の希望や治療状況等
を踏まえた職業相談、職業紹介

労働市場、求人情報等
雇用関係情報の提供

長期療養者等の希望する労働条件に
応じた求人の開拓、求人条件の緩和指導
長期療養者等の就職後の職場定着の支援

相談支援センター

・就職希望者の誘導
・本人の医療関係情報の提供

実績

⇒ 専任の就職支援ナビゲーターが実施

就職率
(H27年度)

51.2％

◆通院の必要はあるが、働きたい。
◆自分の病状、身体状況に応じた仕
事を探したい。
◆治療と仕事の両立の仕方について
相談したい。
◆仕事に戻ることへの不安を解消し
たい。
◆応募先に病気のことを伝えるべき
か悩んでいる。
◆再就職するために、どんな技能や
知識が必要か知りたい。

こんな悩
み・不安に
専門の相
談員が応じ
ます

就職希望条件や今まで培った経
験・知識、能力・適性、病状・治療
状況などを考慮して、状況に応じた
仕事を一緒に探します。
○症状、通院状況に応じた求人を探
します。
○復職・再就職の不安解消のための
相談に応じます。
○応募書類の作成や面接の受け方に
ついてアドバイスします。
○職業訓練や就職に関するセミナー
などをご案内します。

H29.2.13

4

岐阜労働局の取組み②

２．就職支援ナビゲーターによる連携拠点病院への出張相談の実施
平成２８年１０月より
岐阜大学医学部附属病院にて、ハローワーク岐阜の就職支援ナビゲーターに
よる「出張相談」を開始

出張相談を実施することにより

拠点病院等の最寄りの
ハローワーク

相談支援センターへの出張相談

相談

◎「長期療養者」とは？
がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期にわたる治療
等を受けながら、就職を希望する求職者の方々

スライド 13

○ 25年度から、ハローワークに専門相談員を配置し、がん診療連携拠点病院等と連携した
長期療養者等に対する就職支援モデル事業を開始。

H29.2.13

岐阜労働局の取組み①

3

• 通院治療や病院内での他のサービスを同時に受けることが可能
• 病状など（治療状況、薬の副作用及び後遺症の配慮等）をしっかり理解した上で、
専門の就職支援ナビゲーターが箇々のニーズに応じたきめ細かな就
職支援が可能
「出張相談」は月1回以上実施することとし、10月1回、11月8回、12月9回、
1月9回、2月9回（予定）、3月8回（予定）実施

相談者からの声
退院後の仕事のことで不安が大きいが、入院中に何回か相談が出来ると、退
院後の仕事の準備（復職、転職、求職活動等）や目標ができ、安心して治療に
専念できる。ほか
H29.2.13

講演 3：行政で取組んでいる就労支援
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スライド 14

岐阜労働局の取組み③

スライド 16

両立支援のための取組の進め方

スライド 17

厚生労働省による支援

３．ハローワークにおける長期療養者両立求人の確保
ハローワークでは、がん等長期にわたる治療が必要な疾病をもつ求職者の、
・希望やニーズに応じた個別の求人開拓
・窓口での求人受理時の情報収集
・求人条件緩和の依頼等
により「長期療養者両立求人」の確保を実施しています。
◎「長期療養者両立求人」とは？
仕事と治療が両立しやすい、以下のような条件の求人
・残業が少ない
・通院等が可能な休日、休暇設定かある
・軽作業など身体への負担が少ない業務内容
である
・求職者の希望に応じて、勤務時間等の労働
条件を柔軟に設定が可能（在宅勤務等）
・採用選考の際、試験や資格、経験が不問
・産業医が選任されている
等

H29.2.13

仕事と治療の両立ができる求人にご理解と
ご協力をお願いします

6

スライド 15 「治療と職業生活の両立支援のためのガイド

ライン」のねらい

スライド 18

そのねらいはスライド 15 のとおりです。
そのガイドラインでは、具体的にがんと診断さ
れた時にどのように労働者の方と主治医が連携を
とっていったら良いか、またどのように会社と連
携をとっていったら良いかといったことが示され
ています。（スライド 16）
これらは厚生労働省のホームページからダウン
ロードができますので、またぜひご覧下さい。
このように岐阜労働局が中心となり岐阜県内で
も厚生労働省による支援が様々に実施されていま
す。（スライド 17）
以上、簡単ですが労働局の取組みのご紹介でし
た。
進計画をもとに各対策を実施しており、29 年度
には改定し、さらに推進していく予定です。
Ⅲ
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んねっと」を開設しておりますので、県内のがん
に関する情報を知りたい時など、ぜひご活用いた

最後に岐阜県では、現在、第 2 次がん対策推

236

また、がんに関する情報サイトとして「ぎふが

だければと思います。（スライド 18）
本日は貴重な機会をいただきありがとうござい
ました。

ご当地カフェ・in 岐阜

2017/03/21 1:08

ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）①
NPO 法人がんサポートセンター活動のご紹介

横山

光恒

NPO 法人がんサポートセンター副理事長

もどうにもならない。「仕事も頑張っているから

私のがん体験

何とかなる」のではなく、がんだからだめだとい
うことであっさりクビになってしまいました。

NPO 法人がんサポートセンターの横山です。
私はこう見えましてもメタボリックサバイバーで

がんサポートセンターの活動概要

す。がんの再発よりも違う病気のほうが危ないと
いつも主治医の先生に言われています。47 歳で

そういうことで、今はがんサポートセンターと

す。妻と子どもがいる 4 人家族です。肉腫とい

いうところで活動をしています。2005 年に設立

う病気になりました。2005 年に右腋下にこぶし

されて、住所は岐阜市北一色になります。理事長

大のものができ、最初は県立病院に行ったのです

は臼田高夫です（スライド 1）。

が大学病院に回されまして「治った人もいるので

簡単にがんサポートセンターの紹介をいたしま

希望を捨てないでください」と言われるところか

す。NPO 法人と言うと、怪しいと思われること

ら治療がスタートしました。当時、子どもは 10

が多いのですが、そういうことはありません。ま

歳と 3 歳でした。14 ヵ月間休職し、300 日間大

じめにやっています。

学病院に入院していました。今はこうしてがん関
係の活動を行っています。
当時は、電子カルテの導入を行うプロジェクト

現在は 3 つの事業を行っています。「がんを知
る事業」「こころに寄添う事業」「想い出作り支援
事業」です。「がんを知る事業」としては、公開

マネージャーの仕事をしていました。80 名ほど
の社員がいましたが、2011 年 6 月にがんを理

スライド１

がんサポートセンター

由に退職勧奨を受けクビになりました。とても辛
い思いをしました。
復職後「君はがんだから、2 階級降格だ」と言
われ、10 年後輩が私の上司になるという大変辛
い状況でした。
その後、痛みが出て「君はだめだから辞めてく
れないか」とあっさり言われました。努力をして
ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）① NPO 法人がんサポートセンター活動のご紹介
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講座、講演活動、検診啓発活動をやらせていただ

いうことががん対策推進基本計画にうたわれてい

いています。「こころに寄添う事業」ということ

ます。要するにがん患者・家族は重要な資源だと

では、患者サロンの開催・派遣とピアサポーター

いうことです（スライド 4）。

の養成をやっています。「想い出作り支援事業」

それを受け、今までにピアサポーター養成講座

というのは、旅行に行きたいとか、外出したいと

を 5 回やってきました（スライド 5）。実際に今

いう声があるのでその支援事業と、それに関連し

まで 74 名が修了し、49 名の方々が現在一緒に

て雇用創出活動も行っています（スライド 2）。

活動する仲間になっています。

詳しくは「がんサポートセンター

岐阜」でイ

カリキュラムは厚労省で作られたものを利用し

ンターネット検索していただくと出てきますので

ています。医療相談やピアカウンセリングではな

見ていただければと思います。

いということをうたっています（スライド 6）。

簡単に主事業を紹介させていただきます。「が

ピアサポーター活動状況ですが、患者サロン・

んを知る事業」としては、平成 28 年度は地元企

遺族サロンや院内患者サロンへの派遣やタオル帽

業の社員の方と患者・家族の方との交流会を行い

子の制作を行っています。それから「らくラク体

ました。また異業種交流会等で色々とがんについ

操」という私でもできるような軽い体操も指導し

てお話しさせていただいています（スライド 3）。

ています。私はフットサルはできませんがこうい

それからピアサポーター養成講座です。今は法

う軽い運動ならできます。平成 28 年 1 月から

律的にも「…がん患者・経験者との協働を進め、
ピア・サポートをさらに充実するよう努める」と

スライド２

スライド３

238
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スライド４

 ころに寄り添う事業：ピアサポーター養成
こ
講座

スライド５

 PO 法人がんサポートセンターが実施したが
N
んのピアサポーター養成講座の変遷

がんサポートセンターの主な活動内容

がんを知る事業

ご当地カフェ・in 岐阜
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スライド６

 PO 法人がんサポートセンターが実施した養
N
成講座の内容

スライド８

雇用創出活動について

スライド７

 成 28 年ピアサポーター活動状況（平成 28
平
年 1 月〜 12 月）

スライド９

PLAN：想いで作りから雇用創出活動へ

12 月までに 13 ヵ所、332 回やってきました。

泉がなかなかなかったということです。

ほぼ毎日、どこかで何かをやっているという活動

私は 2006 年に退院したのですが、そのころ

状況です。実は回数が多すぎて、29 年度からは

京都にがんの先輩がいました。一流企業に勤めて

一部の活動については独立していただくかお休み

いて辞めずにすんだという方です。しかし働き続

に入ろうかと思っています（スライド 7）。

けるために非常に苦しまれたこともあり、ワーキ
ングサバイバー研究会を京都で立ち上げようとい

雇用創出活動について

うことで、私も一緒にやらせてもらいました。そ
の後、亡くなってしまったのですが、その思いを

本日のメインのお話ですが、雇用創出活動につ
いてです。もともとなぜここにたどり着いたかで

引き継いで何かしたいと思い、この雇用創出活動
を始めました。

すが、初めはある方の相談でした。スライド 8

想い出作りに戻ります。「患者家族で想い出作

に「2010 年、始まりは相談者の声」とあります

りの旅行がしたい」という思いがあります。ただ、

が、ある若い方が相談に来たことがきっかけです。

後遺症の不安からなかなか外に出られない、友だ

自分の母が乳がんになって、昔よく行っていた旅

ちと温泉に行きたいのだが受け入れてくれる旅館

行をプレゼントしたいのですが行こうと言ってく

がないという患者の声がニーズとして聞こえてき

れないという内容でした。乳がんの方が行ける温

ました。それなら旅館が患者・家族を雇ってくれ

ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）① NPO 法人がんサポートセンター活動のご紹介
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スライド 10

DO：病気よりもやる気と経験

それからこれは切実です。辞めずにすんだ方は
何人かいました。しかし部署は変った、働く時間
が減ったということで、何が起こるかと言います
と、収入が減りましたということになります。生
活費は変らないかむしろ増えます。治療費は増え
ます。働いても、働いても、結局出ていくお金の
ほうが多いのです。特に男性の場合は、仕事は生
きがいの方も多いと思います。行きたくもない部
署に回され、給料は下がり、しかも居辛い。この
状況で「あなたはクビにならないから良いですよ
ね」と言われてうれしいでしょうか。治療をしな

たら良いのではないかと思い、何とか雇ってもら

がら無理をして働いても貯えが減っていく現実

えないかとお願いに回りました。これは他社との

は、とても厳しいです。

差別化になり企業収益にもつながるでしょうとお

また働けない方への対応も課題です。治療を長

話ししました（スライド 9）。病気というのは経

期にわたり継続しなければいけないということが

験だけではなく個性です。個性を雇うことは、収

確実になったが、職場の休職期間はもうすぐ終

益につながるという提案を持って、近くの大きな

わってしまうという状況に、どうしたら良いのか、

温泉街はすべて回りました。

これでは「生きることができない」と言われる方

なかなか結果は出ませんでしたが 1 ヵ所だけ

もいました。

話を聞いてくれました。実は 17 軒ほど加盟して

それから事業主・企業への支援です。事業主の

いる岐阜ホテル会という組合があり、これは良い

方ががんになってしまう場合はもっと深刻です。

アイデアだからやろうと話をいただいています。

借入金を返さなければいけない、社員に給料を払

今はそこから求人情報をいただいています。誰か
希望者がいたら紹介してくださいというもので、
内容はバックヤード業務、施設管理業務で治療や

スライド 11

CHECK：当事者の声と現状から見える課題

体調に合わせて働くことはまったくかまわないの
で探してくださいという話まで出てきました（ス
ライド 10）。

当事者の声と現状から見える課題と
アクション
私どもの活動の状況から、がんサバイバーの就
労 の 現 状 を チ ェ ッ ク し て み ま し た（ ス ラ イ ド
11）。まず業種が少ないと応募者が少ないという
ことがあります。業種を増やすためには継続した
広報活動が必要だということです。
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スライド 12

ACTION：自ら立ち上がれる環境を目指す

スライド 13

個性があるからみんな良い

わなければいけない。それで仕事を休めない方が

す。資格取得をめざしましょうということです。

多くいらっしゃいました。治療を止めてしまうと

現在、宅建士の資格取得を目指すグループを立ち

いう方も実際にいました。こういう患者に対して

上げようとしています。税理士さんと会計士さん

は行政のほうからの支援が必要だと思います。本

が支援についてくれています。こういった勉強会

人だけの問題ではなく社員の生活に影響してしま

の支援を行います。また資格取得後の運営支援体

う問題でもあるということです。本県は中小企業

制の構築を専門家と一緒に行っていきます。

が多く、社長が倒れてしまうといきなり会社が傾

もうひとつは、創業・自営に向けた支援です。

いてしまい、失業者が増えてしまうということに

体調に合わせて事業活動ができる働き方を提案で

つながります。

きないかということで、今、チャレンジしようと

それから当事者へのキャリア相談も必要だと
思っています。今は社労士さんが入っていますが、
キャリアコンサルタントの方にも入ってもらい、

思っています。これは辛い時は頼ればいい環境だ
と思っています。
それから高橋先生は、先ほどダイバーシティと

ハローワークの方とも一緒になって、業務経験を

言われたのですが、私はこの先はパブリック・エ

見直し、他で活躍できるような相談ができる。辞

ンゲージメントの発想が大切だと思っています。

めないことが正解ではなくて、自分の力を活かす

みなさんにはまずこういう問題があるということ

ことができるような提案をする環境が必要ではな

を認識してもらい、それに対して自分たちはどう

いかと思っています。

いう行動が取れるかを考え、解決に向けてみんな

また企業への啓発・依頼だけでは不足というこ

でやっていきましょうというのが、パブリック・

とです。雇ってくださいと言ってもなかなか難し

エンゲージメントという考え方です。ダイバーシ

い。さらには雇用後の継続的フォローが大事だと

ティも良い方向性だと思いますが、それにプラス

思っています。

してみんなで取組んでいけるというところが良い

それから今、新しいアクションとしてやろうと

と思っています。「個性があるからみんな良い」

していることがあります（スライド 12）。患者

と思っています（スライド 13）。ご清聴ありが

が自ら立ち上がるための場所を作ろうと思いま

とうございました。
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ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）②
がん患者の就労相談

澤端
さわはた社会保険労務士事務所

有美

特定社会保険労務士

談業務、紛争解決手続代理業務です。また、裁判

社労士の仕事とおもな相談内容

において補佐人として裁判所で意見陳述も行いま
す。

澤端と申します。毎月第 1 金曜日に岐阜市民
病院で就労相談をさせていただいています。社会
保険労務士というのはどういう仕事をするのかご

この 1 年間行ってきた就労相談のおもな相談
内容です（スライド 3）。「職場に病気を伝えるか」
「休職期間中の生活費」はどうしたらいいのか、
「年

存じない方もいらっしゃると思いますので、簡単
に説明させていただきます。
社会保険労務士は、会社の労務管理の相談とい

スライド２

社労士の主な業務

スライド３

相談の主な内容①

う仕事でお手伝いさせていただきながら、従業員
様と一緒に会社を支える黒子のような存在です
（スライド 1）。
スライド 2 は、社会保険労務士会のホームペー
ジから抜粋したものです。おもな業務は、労働社
会保険手続業務、労務管理相談指導業務、年金相

スライド１
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金手続き」はうまくできるのか、「傷病手当金申

スライド４

相談の主な内容②

請手続き」はできると聞いたのだが、どうやって
やればいいのか、休職期間中で収入が少ない中、
医療費や社会保険料の負担もあり、
「住宅ローン
と今後の生活費」はどうしたらいいのか、「働く
職場環境」として、健常者なら安全と思える職場
も病気に罹った方についてはとても危険な職場も
あったりするので、職場環境を変更するにはどう
伝えたらよいか、それから会社を辞めた方がいい
のか、続けるとしても自分の仕事はあるのだろう

られた保険の内容や小規模企業共済の受給方法や

かというようなことです。入院する前に会社を辞

それに係る税金や申し込みについてもお話をして

めて、住んでいた場所も引き払ってしまった人も

います。

います。退院してからは職業もないのにどうやっ

住宅ローンについては、団信保険というものが

て住む場所を見つけたらいいのだろうかという相

あります。最近多い 3 大疾病に罹った場合のロー

談を受けたこともあります。

ンの債務弁済が受けられないか、保険内容の確認
をしてもらっています。

相談内容への対応

働く職場の環境を変更できるとしても、自分が
できる仕事がないと言われる方については、現在

そうした相談内容にどう対応したか（スライド

の仕事、今の会社で必要とされる人材になるため

4）。現在の職場まで通勤するには、かなりの体

には、こういうような資格を取ったら良いのでは

力を消耗するという相談者では、身体の状態や就

ないか、こういう勉強を入院中にしたら良いので

労環境をお聞きして、会社にも理解していただけ

はないかということをお話ししています。

るように病気の告知をお勧めしています。告知を

相談をしていくうちに自分がやってみたいこと

することで近い支店へ移してもらうことや、重量

が明確になり、退院してから起業をしたいと言わ

物を取り扱う業務をしていた相談者については、

れる方もいます。その方については起業に向けて

業務内容を変更していただくこともできます。そ

どのような手続きをしたら良いか、お話しします。

のようなことから告知を勧めています。会社のほ

当初相談にお見えになった時よりも大変生き生き

うでも病気のことを知らずに無理をさせてしまう

としてお話をされます。

ことがあります。会社側の視点から、この告知を
どのように受け止めているかもお話ししておりま

休業期間とその間の社会保障制度について

す。休職期間の生活費については、おもに傷病手
当金の支給申請の流れや受給金額、受給期間、そ

相談者のみなさんが気にされていることは、休

の他生命保険制度の説明や、ごく一部の症例では

業期間です。自分の企業はどのくらい休業期間が

ありますが年金受給できる制度もありますから、

あるのか、休業期間中に職場復帰できるだろうか、

その手続きについてもお話をさせていただいてい

もし復帰できなければ退職した方がいいのではな

ます。

いか、会社には迷惑をかけたくない、ただでさえ

また自営業者の方については、今までかけてこ

業務のツケが同僚に回されてシワ寄せがきてい
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る、社会保険料の負担で面倒もかけているなど悩

岐阜県経営者協会から発行された最新の『岐阜

んでみえますが、休業期間は会社によってまちま

県賃金資料』を見ますと、相談者でいちばん多い

ちです。

50 代の平均年収は、500 万円でした。平均月収

休業期間は、就業規則に書かれています。私た

は、42 万円となり、社会保険料は、事業主と従

ち社労士は、この就業規則も作りますが、中小零

業員の負担はともにほぼ同額の 6 万円となりま

細企業では、休職期間は 3 ヵ月ぐらいがいちば

す。これは毎月、休職期間中もお互いに負担して

ん多いように思います。優良企業は、1 年半や 3

います。この負担が休業期間を長く設定できない

年というところもあります。休業期間中の労働者

原因でもあります。

の方については、賃金は無給の会社が多いです。
休職期間中の保険制度は、お勤めされている方

まとめ―関係先に求めたい内容

は社会保険、個人事業主や個人事業主の会社にお
勤めされている方は国民健康保険になります。

こうした相談内容から、できるならば、従業員

私傷病における休職期間中に受けられる所得保

にとって少しでも良い方向いくにはということで

障には、傷病手当金と、一部の方に障害厚生年金

関係先に求めたいことをスライド 7 に示しまし

や障害基礎年金が受けられることがあります（ス

た。企業側には休職期間の「3 〜 6 ヵ月」を 1

ライド 5）。

年半に延せないだろうか。そして就労場所や就労

社会保険の費用負担は、子ども・子育て拠出金
のみは事業主負担だけですが、健康保険料・厚生
年金ともに事業主負担と個人負担の構成になって
います（スライド 6）。

条件の緩和にご協力をいただけないだろうかとい
うことです。
社会保障側には、厚生労働省管轄になると思い
ますが、休職期間中の社会保険は、会社側も個人
負担側も免除できないだろうかということです。

スライド５

休職期間

現に、出産や育児期間では、期間中、会社側も個
人のほうも負担はありませんので、そのような制
度も作れるのではないだろうかと思っています。
また労災保険にある制度ですが、病状が治癒し
ていない場合、傷病等級制により等級ごとに支給
される年金や、治癒した後の労災保険のように 1
から 14 級までの年金制度を私傷病についても適
用できないだろうかということです。

スライド６
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民間保険側には、住宅ローンの団信保険制度の

としてできないものだろうかと思っています。

見直しをお願いできないだろうか。平成 27 年

私ができることは、患者さんが就労できる可能

10 月 1 日以降に手術された方は、3 大疾病に罹っ

性を見出して、少しでも良い方向に働きかけがで

た場合、住宅ローンの債務返済について対応する

きないだろうかということだと思っています。

という一部の流れはありますが、それ以前に手術

以上ご清聴ありがとうございました。

した場合や、他の貸付機関についても何とか制度
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ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）③
就労と治療の両立支援についての取組み

梅津

美香

岐阜県立看護大学成熟期看護学領域教授

そのためには労働のほうに働きかけることも必

はじめに―岐阜県の事業場の状況

要ですし、バランスをとるためには健康のほうに
働きかけることも必要ではないかと思います。両

大変熱の入ったお話が続いています。最後にな

立支援の促進のために必要なことは何かというこ

りますが、よろしくお願いいたします。本日のテー

とを下部に示しました。「治療を続けながら働く

マが「就労と治療の両立」ということですので、

人自身の努力」がまず必要だと思います。また本

まず両立支援とは何かから入ります。スライド 1

日のお話にも何回も出ていますが、「職場の理解・

を見ていただければ分かるように、健康と労働は

協力」は必要です。それから「医療従事者による

本来、影響し合っています。健康は労働に影響す

対象者の労働生活の理解」が大事なことではない

るし、労働は健康に影響します。通常はこのバラ

かと思っています。

ンスが取れているのですが、たとえば病気になる

その中で、私どもは何とか職場に働きかけられ

と健康状態は変わりますから、相対的にバランス

ないかと考え、取組みを始めましたので、そのご

が崩れることがあります。両立支援というのは、

報告をさせていただきます。

結局、そこをどう調整するかということだと考え
ています。

まず、職場とがん対策の関係についてです。岐
阜県保健医療課の横山さんからもお話があったよ
うに、岐阜県は全国と較べても比較的小規模の事
業所に勤めている方が多いです。スライド 2 の

スライド１ 両
 立支援とは健康と労働のバランスを調整す
ること

グラフにあるように、「50 人以上」のところに
勤めている方は、全国よりも少ない、「300 人以
上」のところに勤めている方も少ないことが分か
ります。300 人以上になりますと規模も比較的
大きくなりますから、会社に従業員の健康管理等
を行うために直接雇用されている、産業看護職と
言われている看護職がいる可能性が高くなりま
す。法的には義務づけられていませんので必ずい
るわけではないのですが、「300 人以上」の企業
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スライド２

事業場（職場）とがん対策

にはそういう方がいることが多くなります。私も

スライド３

わたしたちの活動 1

スライド４

面接調査からわかったこと

スライド５

わたしたちの活動 2

かつては、そのような企業に産業保健師として勤
めていました。
この状況は県によってかなり違います。岐阜県
は「300 人以上」の規模のところにお勤めの方
は 10％を切っています。だいたい 9％ぐらいで
す。愛知県は 19％ほどです。お隣の県なのに、
岐阜県で働いている方と愛知県で働いている方
は、勤め先の職場の状況が違うことをまず頭に入
れなければいけないと思っています。
会社にとっては、がん検診等の実施は義務づけ
られていません。平成 27 年からストレスチェッ
ク制度が導入されたため、がん対策よりもそちら
に関心を向けている会社が多くあるかもしれませ
ん。ただ、先ほども話に出ましたが、『両立支援
のためのガイドライン』が出たということで、今
後は少しずつ関心が高まっていくと思います。

私たちの活動―調査から広報ツールの作成へ
をしているということです（スライド 4）。
私どもの活動です。ひとつは企業の中で産業看

もうひとつの私たちの活動としては、産業保健

護職を対象に、がんに罹られた従業員の方にどう

調査研究というものをやっています。会社はどの

いう支援をしているかという調査をしています

ようながん対策をしているのか、その結果にもと

（スライド 3）。

づいて対策を推進していただけるような働きかけ

そこで分かったことは、看護専門職の立場で従
業員と職場にとって望ましい状況での職場復帰を
めざし、専門職の立場から職場の理解を促すなど

をしようということです。これが 2 つめの活動
になります（スライド 5）。
調査をして、どのようなことを広報し、啓発し
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スライド６

研究推進体制

スライド７

 問紙調査からわかったこと：両立支援の実
質
際（平成 29 年 2 月時点速報）

たら良いのか検討し、最終的には岐阜県の実状に
合ったリーフレットを作ろうということです。

未満の事業場も調査はしています。質問紙の配布

スライド 6 は研究推進体制です。上にあるの

回収方法が異なるので、今回は 50 人以上の事業

は私どもの大学です。がん看護を専門とする教員

場だけの結果です。がんに罹患した従業員の制度

が 3 人入っています。産業保健を専門とする者

利用について、正規雇用ではどうか、契約社員は

も入っています。これは私のことです。がん看護

どうかというように雇用形態で分けてお聞きして

専門看護師というのは、看護系大学院で修士課程

います。「3 ヵ月程度の休業を要する場合に利用

を修了されて、なおかつその後、専門看護師認定

できる制度」については、正規雇用の場合はほと

審査に合格した方です。このがん看護専門看護師

んどのところでは「制度あり」とお答えになって

として、県内のがん診療連携拠点病院である岐阜

います。それが契約社員やパートになるとやや制

市民病院の方と岐阜県総合医療センターの方に

度が使いにくくなります。対応が難しい傾向にあ

入っていただいています。先ほどご講演いただい

るのは、「週に 1 〜 2 回程度の通院が必要な場合

た横山さんにも岐阜県保健医療課のがん対策担当

に利用できる制度」や「毎月 1 回程度、数日間

ということで入っていただいています。それから

の入院が必要な場合に利用できる制度」というこ

独立行政法人労働者健康安全機構から研究費が出

とで、そういう制度はまだ十分ではないことが分

ておりまして、岐阜産業保健総合支援センターが

かりました。

バックアップしてくださっているという状況で

それから両立支援を実際にどうされているかで
す（スライド 7）。仕事上の配慮に関する相談が

す。

あったら対応しますかということでは、複数回答

質問紙調査から分かったこと

ですが、「本人と話し合い、本人の希望に沿うこ
とができるかどうか検討している」という答えが

平成 29 年 2 月時点の速報として、質問紙調査

いちばん多く 7 割ぐらいでした。あとは「主治

から分かったことをご紹介します。まず両立支援

医の診断書および意見を確認し、対応している」

において利用できる社内制度です。今日は 50 人

等々になります。

以上の事業場の調査結果を紹介しますが、50 人
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スライド８

 問紙調査からわかったこと：両立支援の経
質
験（平成 29 年 2 月時点速報）

社のほうでも自覚されているケースがあり、これ
を何とかしていきたいというご意見もありまし
た。ここには載せていませんが、社会保険労務士
の澤端さんのお話にもありましたが、社会保険料
の負担が大変だというご意見が出ていました。

今やっていること（広報啓発用媒体作成）
とこれからの取組み
以上のような調査結果を使い、県内のがん専門
スライド９

 問紙調査からわかったこと：困っているこ
質
と・知りたいこと（平成 29 年 2 月時点速報）

看護師 5 名の方と研究メンバーで意見交換をし
てリーフレットを作っているところです（スライ
ド 10）。
内容はスライド 11 のようになります。岐阜県
の情報をできるだけたくさん入れて作っていま
す。これ以外にもがんの治療をしながら仕事を続
けることを検討されている方に活用いただける
リーフレットも準備をしているところです。
これから取組もうとしていることとしては、医

スライド 10

広報啓発用媒体（リーフレット）の作成

スライド 11

広報啓発用媒体（リーフレット）

りになります。色々あります。回答者はほとんど
が人事労務担当者ですが、そういう方の中にも「自
分自身が、がん治療の経験がある。」という回答
が何人かからありました。また「女性の場合、男
性としては術後の経過・体調など聞けないことが
ある」というお答えもありました。
スライド 9 は「困っていること・知りたいこと」
です。やはり「具体的な就労支援の方法」を知り
たいということで、そこがよく分からないという
ことだと思います。それから「病状を聞きづらい」
「治療期間がわからない」「病気を抱える中での将
来のキャリアアップに関する不安への対応」など
が出ていました。また「治療法に合わせた社内制
度の構築が必要」ということで、今の治療に合わ
せた制度がまだ整いきれていないということを会
ご当地活動紹介（岐阜における就労支援）③就労と治療の両立支援についての取組み
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スライド 12

これから取り組もうとしていること

療機関の看護師と企業にいる産業看護職のネット
ワーク作りをしたいということです。
2 つめはやはり岐阜県の地域特性に適した両立
支援の仕組み作りをしていきたいと思っています
（スライド 12）。
以上です。ありがとうございました。

250

Ⅲ

�ん本.indb 250

ご当地カフェ・in 岐阜

2017/03/21 1:08

カフェタイム・グループ発表とまとめ

仕事をするときに困ったこと／自分でこんな工夫をしました／職場や周囲の、こんな気遣
いがうれしかった！／こんな手助けがあれば、さらによかったなぁ…

■ 高橋

カフェタイ

スライド 1

カフェタイムのお題

ムの進め方をご説明し
ま す。 今 日 は 仕 事 が
テーマですが、お茶を
飲みながらのカフェタ
イムでは、スライド 1
に書いてあるようなこ
とを話し合っていただ
ければと思います。みなさまもお仕事については
色々な思いがあったと思いますが、
「仕事をする
ときに困ったこと／自分でこんな工夫をしました
／職場や周囲の、こんな気遣いがうれしかった！
／こんな手助けがあれば、さらによかったなぁ…」

できれば参加者の方に発表者になっていただい

という話です。ご自分のことでもご家族のことで

て、1 グループあたり 2、3 分でお願いしたいと

もいいです。同僚のことでもいいです。これから、

思います。

それぞれのグループでこういうお話をしていただ
ければと思います。

どこのご当地カフェでもそうだったのですが、
いちおうお題を出しても、これが吹き飛んでしま

みなさん初対面だと思いますので胸にシールを

うことがあります。まったく関係ないことで盛り

貼っていただきました。それぞれ自己紹介から始

上がって「わぁ楽しかった」となることもありま

めましょうか。そして、話し合っていただいた後

すから、それはそれで OK です。いちおう今日

に、それぞれのグループから話し合ったことをご

のお題はこれですということで、ここにお示しし

く簡単にご発表いただければと思います。今日は

ておきます。

それぞれのグループに司会進行役の方が配置され

それから今日は色々なお話が出るかもしれませ

ています。過去には、司会の方が発表することも

んが、ここでお話ししたこと、聞いたことのうち、

ありましたが、どちらかと言うと参加者の方に発

個人に関わることはここに置いていきましょう。

表していただいたほうが、私どもも楽しいので、

また、今日発表していただいたことは、私どもの
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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がんサバイバーシップ支援部が作成するご当地カ

発表、こんな感じでお願いしますね。それでは B

フェ報告書にまとめられ、部のホームページで公

グループさんにまいります。

開されます。
それではよろしくお願いいたします。

＜グループ発表・Ｂ＞
治療費に関してお金のことや、ご主人様ががん

フリーディスカッションタイム・まとめ

になられた場合と奥様ががんになられた場合とで
は家庭にかかる負担が違うというところを討論し

■ 高橋

発表タイムに入ります。まじめにカフェ

ました。お金の心配はついてくるので治療費を支

のお題を話したグループはありましたでしょう

払った後の老後はどうしたら良いかや、もしご主

か。私が入ったグループでは、あまりお題の話に

人が働いていてがんになられて…あと 1 年働け

はなりませんでした（笑）。それではまとめの発

ば定年という場合など、その 1 年をどうやって

表を順にお願いし ます。

過ごせば良いのかという話が出ました。再就職す
ると降格されたりして、働くモチベーションの維

＜グループ発表・Ａ＞
私は 5 年前に手術をしてその話もここでさせ
ていただきました。お題に沿っていないのですが、

持がなかなかできなくなり、そこを奥様がどれだ
けサポートしていけるかにかかっているというお
話もありました。

とても良い話が出ました。がんだと言う必要がな

今日のご当地カフェのような会の情報がまだ出

いという発言がありました。がんは普通にあるも

てこない。僕はフェイスブックを見て参加したの

のではないので周りの人の偏見があり、自らがん

ですが、今日のことを知っている方もなかなかい

だと言えないという意見が出ました。

らっしゃらなかったので、情報はもっと広げてい

それから、医療機関で「がん」と言われた時で

かないといけないと思いました。それから情報は

すが、インパクトのあるポスターが医療機関にあ

自分から探していかないとこういう機会に巡り合

れば、自分ががんだと言われて、どうしたら良い

うこともなかなかないということで、もっとこう

かと思っている時にそのポスターを見てそこに助

いう機会が増えたら良いなと思いました。以上で

けを求めに行けるということでした。たとえば「職

す。

場でクビと言われたらこちらに相談してくださ
い」というように、本当にインパクトのあるポス

■ 高橋

ターが病院の告知の場所に貼ってあると相談しや

う、探そう。病院でもできることはたくさんある。

すいのではないかと。タイミングの良い時に適切

そうですね。それでは C グループさんお願いし

なアドバイスがほしいので、インパクトのあるポ

ます。

ありがとうございます。情報を広げよ

スターはとても有効ではないかということです。
それから病院では仕事の話をしてはいけないと

＜グループ発表・Ｃ＞

思いがちなのですが、そこは医療機関側でも変っ

このグループは人数が少なかったので、サバイ

ていただいて、仕事の話もできるような態勢を

バーの人が、実際に病気になった時にどういう環

とっていただけたらと思います。

境だったかを話すことが中心になりました。結局、
職場は辞めたのですが、周りの人には、話すこと

■ 高橋
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強くなれたということでした。ふだんからコミュ

具体的にどういうようにすれば良いかをいちばん

ニケーションをとる大切さのありがたみが分かっ

知っているのは経験者ということになりました。

たというお話もありました。

1 年後の患者さん、3 年後の患者さんがどうなる

また、がんということを言いたくないという人

かを教えてくれるピアサポートの場があれば、会

もいました。たとえばがん家系に生まれてしまっ

社に言ったほうが良い、あるいは、こういう話し

ているのでお嫁に行けないのではないかとか、変

方をすれば良いといったアドバイスがもらえるの

な話ですがお墓にも入れてもらえなかったという

で、そういう経験を持っている方のお話が聞ける

お話も聞いてややびっくりしました。まだそうし

機会があれば良いという話でした。

た間違った情報や間違った風土があります。ただ

それから企業側、経営者側という支える側から

風土を変えるのは非常に大変なので、まずはサバ

の話もありました。やはり月単位で従業員が亡く

イバーあるいはがん経験者が、明るく・楽しく・

なるようなことになると仕事の現場は大変だとい

強く生きていけばそうしたイメージも変るのでは

うことでした。

ないかという話でした。

大事なことは、会社と患者の「交渉」ではなく

また治療時に情報が少なく、今思えばこういう

人間同士の付き合いである。上司も患者さんも人

事情を言えば良かったというお話もありました。

間なので、会社と交渉すると言うよりは、人と人

仕事を続ける上でも、治療方法を先生と周りの方

との交渉が大事だということです。そこでふだん

が共有することによって、これからの仕事のやり

からコミュニケーションを良くしたり、ふだんか

方へのアドバイスになると思いますから、そうし

ら助け合い、お互い様というような関係で仕事を

た情報を取ることは非常に大事なことだと思いま

していると、万が一の時に細かいサポートが受け

す。

られるのではないかという話がありました。以上

私はサバイバーで、私個人については、話をし

です。

たことによって周りの人からの情報がもらえまし
た。もし私が「実は○○がんになっちゃった」と

■ 高橋

言っていなかったら、そういう情報はもらえな

せていただく時に、よく「体験者の方は説明力を

かったでしょうから、「誰にでも言う」というこ

上げましょう、そうすれば交渉力が上がります」

とではないのですが、言う勇気と言いますか、信

と言います。でも、交渉以上に人間同士の話し合

頼できる方に言う勇気は非常に必要だなと思いま

いというのは、とても大事ですね。E グループさ

した。以上です。

んお願いします。

■ 高橋

ありがとうございます。私は講演をさ

ありがとうございます。誰にどこまで

話すのかは永遠のテーマではないでしょうか。
「言
う勇気」。キーワードをいただきました。D グルー
プさんどうぞ。
＜グループ発表・Ｄ＞
テーマの「困ったこと」です。がんになった時、
患者も会社もどうなるか分からないという時に、
カフェタイム・グループ発表とまとめ
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＜グループ発表・Ｅ＞

ちゃんと理解して、接しなければいけないという

私たちのところでは、患者と社労士の方のお話

ことが分かりました。テーマの「助かっているこ

が 2 つ出ました。まずがん患者です。「非正規で

と」としては、薬物療法中は、やはり生活に色々

働いていて、契約期間があり次に継続してもらえ

としにくいことが出る。それでもふだんから何で

るか不安です。就活中です。がんのことをどう伝

も話せる関係があったので、助かっているという

えれば良いか不安です。辞めるのではなかった。

ことでした。

がんのために仕事を辞めてくださいと言われまし
た。」というような話が出てきました。今後に対

■ 高橋

する不安や収入源の問題を抱えている状況です。

ふだんから何でも話せる 3 姉妹の話もでました

社労士の方からのアドバイスとしては、求人情

ね。姉妹はいいぞーという話でした。はい、あり

報はあっても患者側からの応募がない。20 人か

がとうございます。それでは G グループさんお

ら 30 人ぐらいの中小企業なら募集はあるのです

願いします。

私もこちらのグループにいたのですが、

という話でした。また、会社側には、がんのこと
を伝えた方が良いというお話がありました。
この 2 つのことから考えたことなのですが、

＜グループ発表・Ｇ＞
テーマを掲げたスライドに背を向けていたの

がんに対して理解がある会社とない会社があるこ

で、何がテーマかを意識しないで話をしました。

とが分かりました。そこでできることとしては、

グループの中にがん患者さんと難病患者さんがお

1 つめは企業に対して、がんのことを理解しても

みえになりましたので、その方々のお話がうかが

らう活動が必要なのではないか。2 つめは、難病

えました。働く意欲はあるのだが、やはり体調に

やがんなど色々な病気はあると思うのですが、そ

より労働が制限される。すべてを分かったうえで

ういう人がハローワークに行った時に、そういう

勤めていきたい、仕事をしていきたいということ

方を雇っている会社、たとえば育休が何％の会社

でした。会社が求人をする時に、がん患者でも受

ですというのがあるように、病気の方にやさしい

け入れ可能ということや、そういう人たちの就労

会社を、がん患者の側から見やすく示す工夫がで

を前提とした求人情報が整理されていると良い、

きると良いという話が出ました。以上です。

そういうものがほしいというご意見がありまし
た。なぜそう思うかということですが、就職して

■ 高橋

ありがとうございます。たとえば子育

もすぐに辞めてしまうような事態になった時に、

てをサポートする企業を対外的に見えやすくする

自分が辞めたことで、本当だったら次にその会社

工夫はあります。それと同じようにがんはじめと

に就職できた人の妨げになってしまう、障害に

する何らかの病気や働きにくさを抱えている求職

なってしまうという思いがあるからだというお話

者に、そういうことに対してやさしい会社ですと

でした。また家族に自分自身が負担をかけている

いう情報を見やすくするのが良いのではないかと

という話も出ました。自分自身へのイライラがあ

いうアイデアですね。それでは F、お願いします。

り、どうしても家族に当ってしまったり、自分の
心の中では申しわけないと思いつつも家族にそう

＜グループ発表・Ｆ＞

いう態度をとってしまうということでいつも反省

やはり周りの理解が「がん＝死」ということだ

をしているというお話をうかがいました。自分の

と公表しにくいという話がありました。周りが

思いと家族への思いという 2 つの深い思いをう
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かがうことができたと思います。
また、人と話すこうした機会をぜひ作ってほし
い。こういうところに参加することによって自分
の気持ちが軽くなっていく、前向きになれると
いったようなお話をうかがいました。「ご当地カ
フェ」は、岐阜が 8 回目ということでしたが、
国立がん研究センターの支援だけではなく岐阜の
中で独自の、岐阜版カフェができれば良いという
話が出ました。やるなら県庁所在地の岐阜市とい
うことになるのでしょうが、がん患者さんは岐阜
市だけにいるわけではないので、それぞれの圏域

■ 高橋

の中で同じようなことができれば良いのじゃない

事だという方もいるかもしれませんし、仕事以外

かと、お話をうかがって今日の個人的な感想です

のものも色々あると思うし、人生の中の仕事の位

が思いました。以上です。

置づけというのは本当に色々ですね。I グループ

ありがとうございます。生きがいが仕

さんお願いします。
■ 高橋

ありがとうございます。それでは H グ

ループさんお願いします。

＜グループ発表・Ｉ＞
現在仕事を続けるか治療に専念するか、両立に

＜グループ発表・Ｈ＞
がんサバイバーの方がお 1 人いらっしゃいま

ついて悩んでいる方がいらっしゃったので、仕事
と治療の両立について話をしました。休職期間が

した。10 年生存率が低いがんに罹られて、放射

3 ヵ月しかない中でどうするかという話でした。

線治療も抗がん剤療法も効かないと言われ、大好

配転の希望もあるが、上司は職場のことを考えて

きだった仕事を辞めたという話から始まりまし

いて、自分は働きたいと思っていても治療経過に

た。仕事を辞め、再発を気にしながら、旅行に行

よっては休む可能性もあり、職場への影響もあっ

くことを楽しみにしながら今は生活しているとい

て心配だという話でした。周りの理解もない職場

うことです。今はがんになってから 1 年以上経

でどうするかということです。転職したり、部署

過した時点で、もしかしたら仕事は辞めなくても

を変ることで良い職場に行けることもあるかもし

良かったのではないかと思っているということで

れないという意見が出ました。まず身体を最優先

す。ただその時は分からなかったし、精神的にも

に考える時間を持った方が良いということで、決

がんに自分は罹ったので厳しいかなと思い仕事は

断の時期は今ではなく、少し引き延ばせるように

辞めたそうです。もしその時に何か相談できたり、

相談する。あるいは気持ちが落ち着いた時に決断

支えてくれる人がいたらという思いはあると話さ

した方が良いというお話がありました。今、気持

れていました。今は、再発のことを気にしながら

ちが落ち込んでいる時に、仕事のことを考えなけ

生活をしていますが、とても旅行がお好きだとい

ればいけないのは負担になるということでした。

うお話でしたが、それに代わる生きがいが何か見

テーマの「周囲の理解者」については、同じ職場

つけられるかと思い今日はご参加されたと言われ

にも病気を持ちながら職場復帰されている方がい

ていました。以上です。

るので、その方の話は聞けたが、自分が同じよう
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にできるかどうかについては不安だということで

10 数年前にがん治療を受けられたという方の

した。相談相手としては、上司について言えば、

体験談を中心に話を進めさせていただきました。

環境が変れば話を聞いてくれ、分かってくれる上

今と違ってかなり前の時代だったので、周囲にが

司もいるのではないかということです。これは私

んの治療やがんを患っている方が、たぶんいたの

の経験で、「できる範囲で仕事をしてくれれば良

でしょうが、どなたがそうなのか分からない時代

い」と言ってもらえたので、そう話しました。ま

だったそうです。お 1 人の体験者の方は、幼馴

た話すことで気持ちの整理や方向性についても見

染の内科の先生がお近くにいらっしゃったので、

えてきたりすることがあるので、1 人で考えてし

そういう人的な関りの中でアドバイスをいただけ

まうよりは、今日のような場で話せたり相談でき

たということです。

た方が良いという話をしました。
知識についてですが、ネットなどから色々と情

もうお 1 人の体験者の方からは、ちょうどイ
ンターネットが始まったころだと思いますが、検

報収集をしてもそれが正しいものかどうか判断に

査入院の時に PC を買い、自分で色々調べられて、

迷うところがあり、危険なこともあるので、やは

自分自身のがんの生存率が非常に低いということ

り専門職やきちんとしたところから出てきたもの

を知り、逆に 3 年間、自分が使える制度を使っ

や、患者さんから聞いた話のほうが信頼できると

てしっかり療養をしようという判断をし、それが

いう話もありました。

自分のターニングポイントになったというお話を

治療中の仕事についてですが、事務仕事はでき

聞かせていただきました。

ても力仕事は難しかったり、治療の影響で疲れや

みなさんに共通して言えることは、病気を患う

すかったりすることもあるということでした。た

前までは就業規則についてはまったく知らなかっ

だ仕事は、自分のペースではできなかったり、仕

たということです。読み返して、自分自身がこう

事をしている以上は責任があるということで、自

いう制度を利用できることを初めて知ったと言わ

分のやってきた経験を活かして、できる範囲で仕

れていました。病気との闘病の中で年金がもらえ

事をしていければ良いのではないかという話もあ

るまでの生活設計を自分自身でシミュレーション

りました。以上です。

したというお話もありました。
ある会社では人事と産業医との連携が希薄だっ

■ 高橋

ありがとうございました。いつも思う

のですが、企業はボランティアではありません。

たものですから、もう少し話してくれていれば良
かったという話もありました。

自分の今の体調でどのように会社に貢献していく

共通して言えることは、病気を通じて社会的な

か。環境を変えるという考え方もあるというお話

役割が奪われてしまったということ。ただピアサ

もありましたが、そういう判断もあるかもしれま

ポーターなどを通じてまた新たな役割を治療の中

せん。ただとても気持ちが揺らいでいる時に大き

で獲得されたということで、自分自身が患者さん

な決断はしないで、それは少し先延ばしにすると

と向き合う中で活かされるという体験談は非常に

いうのも「あり」だと思うし、そういう判断をす

良かっと思っています。

る時に話せる場や信頼できる相談相手は大事です
ね。J グループお願いします。

色々と話をおうかがいしていて個人的に思った
ことです。たとえば企業がお年寄りを雇うと助成
金がもらえるというものがありますが、がん患者

＜グループ発表・Ｊ＞
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社に少しでも助成金が入ったりすると、会社にも
そうしたことが少し周知できるのかなと私自身は
思いました。以上です。
■ 高橋

ありがとうございます。実際に会社の

経営を助ける助成金という意味に加えて、助成金
を通じてがん患者の就労問題を周知するという意
味もあるかもしれませんね。それではラストの K
グループお願いします。
＜グループ発表・Ｋ＞
自分のことを人に言える、分からないことを聞

■ 高橋

ありがとうございました。すごいです。

それぞれのグループから本当に色々出ましたね。

けることが大事だという話が出ました。今実際に

やはりそれぞれ、自分ができること、病院ができ

がんと闘っている方のお話で。数年前にがん告知

ること、会社ができることなどを考えて、どこか

をされて抗がん剤の副作用と闘いながらも家事の

で納得したり、落とし前を付けたりしなければい

ことをやっていかなければいけないという現状だ

けないことがあるのだなと改めて思いました。
「生

そうです。仕事がら、人の手を借りるというより

きがいや自分の役割は何？」ということも非常に

は、すべて自分で問題解決をしていくことが当た

大きいし、家計の負担、生活設計、そしてご本人

り前だったというお話でした。ご近所の方にもご

の話だけではなく家族も辛いというお話も出まし

自分の口から自分の病気についてお話をするよう

たね。

にしていたりするそうです。

それから他人の手をどう借りるのか、周りから

他の方ですが、がん告知をされて、お仕事をさ

はどのように理解してもらうのか。その時に体験

れていたのですが、その時は病気のことを考える

者の助言がとても重要だったり、個別に安心して

のに精一杯で、仕事のことまでは考えられずにい

話せる場が必要だったりします。安全に、安心し

たという経験を聞かせていただきました。

て話せる場というのは大事ですよね。

また他の方ですが、旦那様が病気になられたの

色々な課題が出ました。それから、これから岐

ですが、夫婦でどなたかにお話をされていて、病

阜版のカフェをやろうよというご提案もあり、と

院でも仕事について、これからどうするかという

ても素敵だなと思いました。地元だからこそ地元

話になった時に、自分で相談窓口を見つけ、相談

の状況が分かり、それを反映して情報交換ができ

に行かれたことがあるそうです。会社のほうから

るということはきっとありますね。良い意味で顔

もサポートが得られたというお話でした。

が見える関係がつくれるのではないかと思いまし

そういうお話から、やはり家族や職場の人など、

た。

困っていることや悩んでいることなどを周りに話

本日は短いカフェでしたが、それでもこれだけ

せることが大事ではないか。話せる相手がいるこ

のご意見が出ました。大変ありがとうございまし

とが前提にあるということなどが出ました。以上

た。

です。
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閉会の挨拶

國枝

克行

岐阜県総合医療センターがん医療センター長

みなさん今日は長時間にわたり積極的に参加し

た。岐阜市民病院には大変ご足労をおかけして実

ていただき本当にありがとうございました。私自

現したと思いますが、こうしてがん拠点病院がお

身も新しいことに出会え、色々な面で勉強させて

互いに協力をしようということでできた非常に有

いただきました。本当に感謝しております。がん

意義な会であったと思っています。

患者の就労の問題については、ずっと以前からあ

先ほども出ましたがこうしたことの大切さが非

りました。ただ企業以外に心理的な問題、経済的

常に良く分かりましたので、これからはこれらの

な問題、社会的な問題など色々なことが絡み、非

病院がまた力を合わせ患者さんのために企画をし

常に難しい問題で、ある意味で私たちはむしろ避

て少しでも進められたらと思います。

けてきたと思います。患者さんは、どういうこと

お願いしたいのはもしそういうことができまし

をどのように伝えたり、聞けば良いのかというこ

たら、時々水撒きに来ていただいて、水を撒いて

とで多くの人が悩んでここまで来たと思います。

いただきたいということです。よろしくお願いい

ただ平成 24 年の第 2 期がん対策推進基本計画の

たします。

中にしっかりと盛り込まれて以来、がん診療連携

今日みなさま方からいただいた色々なご意見、

拠点病院を中心に色々な相談体制を作るようにと

また知識をもとに色々なところで進めてまいりま

いうことでここまで来ました。しかしそれでも

す。またその時にはみなさまには積極的にご参加

ハードはできてきたのですが、ソフトの面ではま

いただき、力を貸していただきたいと思います。

だまだという現状です。

簡単ですがこれで閉会の挨拶とさせていただきま

今日は、東京から「ご当地カフェ in 岐阜」と

す。本当にありがとうございました。

いうことで来ていただきありがとうございまし
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「ご当地カフェin岐阜」アンケート集計
平成29年2月26日（土）実施

参加者70名（スタッフ除く）
回答者52名（回答率 74.3％）

アンケート集計

性別

男性

女性

未回答

32.7%

61.5%
20歳代

年齢
7.7%

11.5%

30歳代

40歳代

26.9%

50歳代

5.8%
60歳代

70歳代以上
19.2%

21.2%

13.5%

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

65.4%
0.0%
9.6%
7.7%
25.0%
0.0%

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

57.7%

未回答

34.6%

3.8%
1.9%

1.9%

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

61.5%

あまり出来なかった

未回答
7.7%

26.9%
1.9%

1.9%

Ｑ４．様々な立場の方と交流ができましたか？
出来た
46.2%

まあまあ出来た

あまり出来なかった
21.2%

未回答（カフェトーク不参加）
30.8%

1.9%

参加者の感想（自由記述）
原文ママ

情報を得られる場がまだ十分でないことを知りました。各地で患者会設立していく必要を感じています。
ありがとうございました。これからもお願いします。
ありがとうございました。がん患者の支援が縦割りになってしまわないように、今回のように医療機関、患者会、労働局、県と連携
して開催していただけるとありがたいと思います。
がんカフェは二回目の参加でしたが、今回のテーマ”がんと就労”に関しては話し合いになりませんでした。人とのコミュニケーショ
ンをとる事が大切だと思いました。
ファイナンシャルプランナーにも病気を知って欲しいと感じた。
当事者の方々の声が一番大切だと改めて知ることが出来ました。良い研修でした。ありがとうございます。
名古屋でも私の会社でもやってほしいです。
行政、病院など縦割りでなく横につながる取り組みを広げていっていただきたい。
今回のイベントを県内独自でも開いてほしい
生きがいをみつけるため参加しました。
貴重な機会を頂きありがとうございました。
まだまだ知らない情報、支援があることを知りました。情報収集の良い機会となりました。患者の生きがいは仕事であったり、仕
事は収入を得るためだけのものであったり立場によっていろいろちがいがある。生き涯いは大切、このモチベーションを上げる方
法を考えてゆきたい。
自分に何ができるのか考えたい
がんと就労について学ぶことができてよかったです。また、こういったイベントがあれば参加したいです。
患者の立場だけでない視点も知ることが出来ました。
又、この様な機会があったらいいなと思いました。
がん患者の方に対しては、話せる場を、企業に対しては病気に対する理解を求めるのが必要と感じました。
いろんな話が聞けて良かったです。岐阜のがん対策等もよくわかりました。
患者同士の交流の場がもう少したくさんあってもいいと思う。
参加する事が出来て良かった。
こういった機会を少し避けていたのですが、出席してよかったと思いました。
知らなかったこと、患者さんがおかれている状況について知ることができてよかった。
復職できていないので（うつになり）まずは相談してみようと思った。
がん患者だけでなく難病関連のセミナーなどの企画もあるとうれしいです。
友人が抗がん剤治療中の為、かわりに聞きに来ました。サバイバーの方のお話がよかったです。（久光選手、松本理事長）勇気
をわけていただきました。ありがとうございました。
カフェトークには参加しなかったが、講演はとても参考になった。今後、がん患者は増加する一方なのでこのような機会は望まれ
ていると思う。もっと広い会場でやってもよいと思った。
など
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