がんサバイバーシップシンポジウム２０１６
がんと就労～地域コミュニティへの展開
2016 年 11 月 5 日(土) 13:30～16:30
於 秋葉原 UDX Next-1

１．がんと就労 2016－政策の展開と研究の動向

高橋

都

厚生労働科学研究がん対策推進総合研究事業「働くがん患者の職場復帰支援に関する研究
―病院における離職予防プログラム開発評価と企業文化づくりの両面から」主任研究者
国立がん研究センターがん対策情報センター がんサバイバーシップ支援部長
ようになりました。さらに企業経営においても「健康経営」

がんと就労に関わる実践の広がり

「ダイバーシティマネジメント」といったキーワードが注目さ
厚労科研「がんと就労」研究班は 2010 年度に第 1 期が
立ち上がり、2016 年度で３期 7 年目になります。

れ、なんらかの働きにくさを抱えても両立ができるという
認識が少しずつ広がってきたと思います。また病院という

この 7 年間で、がんと就労に関わる政策も、病院や地

治療の場に社会保険労務士、ハローワークの就労ナビゲ

域における実践も大きく変化してきました。毎年、日本対

ーター等、今まであまりご縁がなかった就労専門家の

がん協会様の助成をいただいて、このシンポジウムを開

方々が入ってきてくれるようになりました。研究班では『が

催し、内容をみなさまと共有させていただいているのです

んと仕事の Q&A 集』や『がん就労支援マニュアル』などを

が、2010 年度のシンポの内容と本日の内容を比べますと、

作成し、一部は一般本として販売しています。『就活ブッ

いかに地域ベースで色々な実践が広がってきたことかと

ク』など色々な書籍も民間からも発信される時代になって

実感しています。

います。

問題意識も大変高まってきています。社会問題として
の「がんと就労」問題が可視化されてきました（スライド 1）。

スライド 2
スライド 2 は平成 22 年度の研究班立ち上げ時点に、
スライド 1

森晃爾先生が班会議中に描いてくださった図です。多数

メディア、支援団体、医療系学術団体、経済団体、都道

のステークホルダーがいるという問題意識を表現してい

府県行政等の色々な場面でがんと就労がとりあげられる

ます。医療者は、この図の右上の医療機関の中での多職
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種の取組みを「チーム医療」と考えてきたかもしれません。

に関する意見」「望ましい就業上の措置に関する意見」

しかし、両立支援を考えると職域や地域、あるいは発症

「その他配慮が必要な事項に関する意見」が必要情報と

年代によっては学域との連携も必要になってきます。さら

してあげられています。しかし、これらについて、その患者

にそれらを全部取りまとめる行政との連携も不可欠です。

さんが働く場面を想像して考えることはなかなか難しく、こ

複数の現場があり、多くのステークホルダーがいるからこ

れらの情報を多忙な主治医が効率的に提供できる工夫

そ、領域ごとの取組みと領域を超えた連携が必要になっ

が必要になります（スライド 7）。

てきます。
28 年度の 2 つの大きな展開
平成 28 年度には両立支援に関する大きな動きが 2 つ
ありました。
ひとつは 2 月の企業向けの『事業場における治療と職
業生活の両立支援のためのガイドライン』の公開です。医
療者は、クリニカルクエスチョンベースの診療ガイドライン
になじみがあるかもしれませんが、このガイドラインはそう
いうものではありません。スライド 3 にある目次のように、

スライド 4

「こういうことを考えて実践すれば企業を舞台に両立支援
が進められます」というスタンスの発信のようなものです。
これが画期的だったのは、厚労省の健康部局と労働部局
が一緒になって局長合同通達を出した点にあります。

スライド 5

スライド 3
ガイドラインでは、どうすれば治療現場と職場が適切に
情報共有をしていけるかという問題意識に立ち、両立支
援の進め方が提案されています（スライド 4）。今後、医師
は就業配慮の意見書を求められる場面が明らかに増え
ると思います。そこは今までとは大きな違いになってきま
す。そこでスライド 5 のような様式例も色々提案されてい
ます。

スライド 6

このガイドラインでは、両立支援に必要な情報を共有し

両立支援に向けた社会の動きですが、厚労省外郭団

ようという提案がされています（スライド 6）。「症状、治療

体の労働者健康安全機構では、産保センターで、企業向

の状況」「退院後や通院治療継続中の就業継続の可否

け両立支援ガイドラインの周知研修を行っています。また
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関連組織の勉強会や講演会も大変増えています。関連

連携を進めるためにはスライド 2 に示した 3 つの領域

組織でとくに増えているのは企業主催のものです。経団

の関係者が互いに顔が見える間柄になり信頼関係を作っ

連、経営者協会、商工会議所のような団体が、本腰を入

ていくことが不可欠だと思います。

れて取組むようになってきました。さらに患者支援団体や

このような背景にもとづき研究班は平成 28 年度もさま

ピアサロンの活動展開も非常に大きいと思います（スライ

ざまな活動を展開しました。スライド 10 はその概略です。

ド 8）。

患者・医療機関向けには、平成 27 年度から継続してがん
患者の離職タイミングと支援ニーズの時間的変遷に関す
る患者調査を進めています。横断的観察研究、前向き観
察研究の 2 種類です。

スライド 7

スライド 9

スライド 8
28 年度大きな動きの 2 つめは、ハローワークを舞台に
した就職支援事業です。病院でハローワーク関係者が出
張相談をし、職探しに応じてくださるというものです。モデ

スライド 10

ル事業では、平成 27 年度の就職率が 50％を超えていま

また医療者向け『就労支援ガイドブック』の試作版を作

す。一般のハローワークのマッチング率が 3 割ぐらいとの

成中です。治療場面で主治医が目の前の患者さんが長

ことですから、かなり良い成績だと思います。ただ現場で

期的に働く時に資するような、そして職場が困らないよう

は色々な声が出ています。「ハローワークに行ってみたの

な意見書をいかに準備するかという内容も含んでいます。

だが…話の内容が周囲に全部聞こえます。がん患者へ

企業向けとしては、人事担当者向け「がん就労支援力

の対応も冷たいです。」という「看板とは違う」という声もあ

向上研修」カリキュラムの作成や、がん就労支援を中小

ります。まだこれから試行錯誤が必要なのでしょう。

企業にも広げる方策の検討も行いました。

ハローワークとの連携事業については日本全国で地

ステークホルダーがたくさんいらっしゃるので押すべき

区ブロック単位の関係者交流会が今後行われるそうです。

ボタンもたくさんあります。したがってけっしてひとつに収

各地のノウハウの共有が進むことが期待されます（スライ

束するようなものではなく、異なる立場の方々がどういう

ド 9）。

ふうに動いたら良いかを総合的に検討しています。
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アをすれば良いのか、あるいは一歩先に行く先輩はどう
現在の取組み―対応ヒント集・ガイドブック・トレーナー

いうように職場で対応してきたのか、それらの体験談も広
く集めています。

研修など
実態調査の話をします。がん専門の国内の 3 病院の合
同調査がスライド 11 です。「診断時の職場を退職した」人
は対象者の 20％でした。他調査に較べるとやや低い数字
です。退職のタイミングを見るとなんと「治療開始前に離
職」が 4 割でした。精密検査の最中、あるいはがんだと分
かった時点で「早まって辞めないでください」と病院でお伝
えすることが必須だと思われます。

スライド 13
たとえばスライド 13 は「だるさ・疲れやすさ」ですが、仕
事場面でどのように困ったか、自分でどのような工夫をし
たか、職場の配慮でどのようなことが役立ったか、できれ
ばどのようなことがあれば良かったと思うかなどについて
まとめています。この試作版に向けては「箇条書きにした
だけでは分からない」という意見もたくさんいただいており
ますので、今は追加取材にもとづいて改良版を制作中で
スライド 11

す。

スライド 12

スライド 14

そして実際に辞めないで継続就労をされている方々向

スライド 14 は、今年度からとりくんでいる医療者向けガ

けに対応のヒント集を今、作成しています。スライド 12 は

イドブックです。治療医はどうしても目の前の患者さんだ

春にできた試作版です。関係者の方々にお読みいただき、

けを考えて対応しますが、それだけでは不十分です。職

改善点などの意見集約中です。働く時に妨げになる症状

場には同僚もいますし、職場全体としてのパフォーマンス

を目次として出しています。「だるさ・疲れやすさ」「集中力

も考えなければいけません。このガイドブックは、患者さ

の低下」「吐き気・食欲低下」「ほてり・のぼせ・発汗」「手

んが職場から配慮を得られるよう、医療者としての対応を

足のしびれ・痛み」などです。こういう症状に対しては病院

まとめています。

では何らかのアドバイスはあるかもしれません。しかしこ

さらに最後になりますが、産業保健センターの両立支

ういう症状をもって働く時に何に困り、どのようにセルフケ

援促進員が、先ほどご紹介した 2 月に出たガイドラインを
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全国のそれぞれの都道府県で自分たちが講師になって
企業向け研修をやっていく予定になっています。厚労省
が労働者健康安全機構に委託をして、そして産保センタ
ーの促進員の方々が講師になって全国津々浦々で研修
会を展開する予定とのことです。
そこで、厚労省からの依頼をうけ、研究班では、促進員
の方々向けの研修カリキュラムと研修進行の教材を作成
しました（スライド 15、16）。
研究班の活動はとても多角的ですが、活動を通じて多
くの出会いがあります。本日のシンポジウムもそのひとつ
です。さまざまなお立場のみなさまと出会い、研究班の活

スライド 15

動にインプットをいただいています。それぞれの立場でで
きること、考えられること、発信できることを情報交換した
り、意見交換をしたりすることで、進んできたと思います。
本日はほんの一部ですが、研究班の活動を紹介しま
す。また後半では、宮城・東京・愛媛の 3 地域で具体的に
地域ベースで展開されている活動もご紹介いたします。
今日のシンポジウムも、これまで、さまざまな出会いに恵
まれたおかげで実現できたと思っています。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
スライド 16
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２．医療者向け「就労支援ガイドブック」の作成

平岡

晃

国立がん研究センターがん対策情報センターがんサバイバーシップ支援部
コマツ健康増進センター
作成の背景・目的・方法―診療医と事業場のギャップ
を埋めるために
私からは高橋班の研究活動の一部である医療者向け
「就労支援ガイドブック」の作成の過程をご説明いたしま
す。
スライド 1 は作成の背景です。第二次がん対策基本計
画の中で、平成 28 年度 2 月に「事業場における治療と
職業生活の両立支援のためのガイドライン」が公開され
ました。その中で職場と医療機関が連携して、患者さんの
スライド 2

両立支援を行うことを推奨しています。

そもそも診療する際には、患者と治療医の間には診療
契約が結ばれ、それを前提に診療が進められます。当
然、治療医は患者さんご本人の利益を最大にするように
治療を進めます。仕事についての助言も同様の考え方で
進められていることが多いことが分かりました。患者さん
ご本人から仕事をしたいということになれば、患者の意思
に沿って「仕事をしても良い」という記載をした意見書、診
断書を職場に対して出している先生がかなり多いことが、
調査の結果、分かりました。
一方、職場と労働者は、労働の対価として賃金を支払
スライド 1

う労働契約結んでいます。職場では、働く労働者を安全

ただそもそも治療医と事業場は少し視点がズレている

に働いてもらう安全配慮義務、労働者には労働力を提供

というのがこのガイドブックを作成したきっかけです。就労

するために自分の健康を保つ自己保健義務があり、それ

支援の主役はまちがいなくご本人です。その方は医療機

らにもとづいて労働契約は成り立っています。そうすると

関では患者、職場では労働者の立場を持っています。病

患者さんの働きたいという意思を尊重して先生が診断書

院では患者の顔、職場では労働者で、そのことはそれぞ

を書くと、「こんな状況で本当に病院の先生は働いて良い

れは良く分かっていますが、逆側の立場についてはあま

と言ったの？」という職場側の声がよく聞かれます。聞い

り分かっていません。たとえば病院側は患者さんがどの

てみると患者さん自身が「働きたい」と言って書いてもらっ

ように働いているのかが分かりません、また職場から見

たということがよくあります。つまり「患者さんの言いなり」

てその人はどういう患者なのかはなかなか見えてこない

です。私も産業医をしているのでこういう話はよく聞きま

と思っています（スライド 2）。

す。おそらくこのギャップを埋めることが医療機関と職場
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で連携を進める上でもっとも大事なことではないかと思い
ます。そこで、雇用も含めた患者の利益を長期的に守る
ために病院では何ができるのか、そうした視点で今回の

トを収集して、それにもとづき目次を修正しました。
現在、修正した目次に沿って内容を作成中です（スライ
ド 5）。

ガイドブックを作成しています（スライド 3）。

スライド 5
スライド 3
まとめます。ガイドラインが公開されたことによって、治

医療者向けガイドブック（案）について

療医と職場が連携する様式は整いました。ただ具体的に
医療機関側から職場に対して、どのような就業上の配慮

治療医が患者の職場復帰や就労するにあたって意見

が必要か、そういうものに対する意見を記載するために

書を書きますが、その作成に役立つものをつくるというの

サポートするようなツールがないのが現状です。したがっ

がひとつめのゴールだと思っています。さらには治療医だ

て治療医がそういう意見を書けるようなツールをつくるの

けではなく、色々な専門職がいますので多職種の医療者

が急務ではないかと思い現在、作成しています（スライド

が、チームとして患者さんの就労を効果的に支援できる

4）。

ようにするには何ができるかという 2 点を目標として作成
を進めています。

スライド 4
両立支援を専門とする医師 5 名で作成しています。高
橋先生と私に同じがん研究センターの古屋先生の 3 名に

スライド 6
序章から 3 章まではスライド 6 にあるようなものを考え

外部の臨床医と大学の医師先生の計 5 名で色々とディ

ています。先ほど高橋先生が「意見書虎の巻」と言われ

スカッションをし、職場に対して治療医が意見書を書くた

たものは 3 章です。序章は＜なぜ医療機関で「就労支

めにどういう情報が必要なのかを整理し、まず目次を作

援」が必要なのか>で、先述したギャップの話も含めて説

成しました。

明しています。1 章では、そもそも企業とはいったい何

その目次に対し、がん診療を専門とする医師 10 名か

か、労働契約とは何か、就業規則とは何か、患者が職場

ら、目次に関してどのような過不足があるかにつきコメン

に戻った際に企業はどういう対応をすることができるのか
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について、もちろん職場によって個別事情があるのであく

て就業上の措置を行うかどうかは事業者の判断になりま

まで一般論ですが、その説明をしています。2 章は＜医

す。よほどその患者さんの医療状況に合わない見当違い

療現場でできる就労支援の具体的なかたち＞で、それぞ

の意見を書かない限りは、過失責任は生じません。ただ

れの職種、看護職、PT(理学療法士)、OT（作業療法士）、

もし治療医の先生の意見通り働いて何か問題が発生した

薬剤師、ソーシャルワーカーと色々な職種がいますが、そ

場合、そのことを説明していなければ患者さん本人との

れぞれの職場でどういう具体的な支援ができるかを、3 章

良好な関係が損なわれてしまうかもしれません。したがっ

では具体的に職場と治療医の連携はどういうことに注意

て働くことによって生ずるリスクがある場合は、そのことは

して進めればよいかを記載しています。

必ず事前に説明をして患者さんの同意を得ておくことは

1～3 章は「Q&A」方式と 6 つのコラムで構成されていま

必要だとと考えています（スライド 8）。

す。ここでは 1 章から 1 つのクエッションとアンサー、3 章
から 3 つのクエッションとアンサーをご紹介します。
1 つめ「企業と労働者が結ぶ労働契約とは、どのような
ものでしょうか？」です。ふだん診療をしていると労働契
約自体にあまりイメージがない先生方が多いと思い、ま
ずこうしたクエッションを作ってみました。労働者は労働を
提供する代わりに職場から賃金を得る。そして使用者は
その労働者を安全に職場で働かせなければならない。そ
して労働者は労働力を提供するために自ら健康を保たな
ければいけない。そうした義務のもとに労働契約は成り
立っています。その中でがん患者さんに対する就業上の

スライド 8

支援としては、支使用者が安全に労働者を働かせるとい
う「安全配慮義務」いわゆる就業上の配慮と言われてい
る部分ですが、ここが両立支援の根幹の部分ではないか
と考えています（スライド 7）。

スライド 9
スライド 9 も病院の先生からの質問です。長期病休の
職場復帰の場合、「職場復帰可能」には、何か具体的な
基準はあるのかです。われわれ産業医を専門とする何名
スライド 7

かでこれについてディスカッションをして、おそらくこういう

第 3 章の意見書についてのクエッションを紹介したいと

ものの再点検が必要なのではないかということになりまし

思います。ひとつめですが「意見書通りに働いた患者に

た。1 つめは「通勤が安全にできる」です。地域によって交

問題が起きたとき、責任は治療医にあるのでしょうか？」

通事情は異なりますが、東京には片道 2 時間通勤の方

です。病院の先生には、こういう心配をされている先生が

はけっこうおります。それに対して地方では、スライド 9 に

多くいると感じています。答えは、「事業者には就業に関

は 1 時間となっていますが通勤 10 分ということもありま

して労働者の健康を保持する義務がある」です。安全配

す。私は以前福岡で仕事をしていましたが、福岡では通

慮義務です。職場において治療者の書いた意見書に沿っ

勤 1 時間の方はあまりいらっしゃらない。つまりここの事
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情は地域により、患者さんにより少し違っていて、なかな

してそれぞれの症状が持続する期間がどのくらいかの 3

か判断は難しいと思いますが、実際に本人に職場への通

つです。この持続期間がないと、職場では、この人は未

勤経路で練習をしてもらい、それから判断しても良いので

来永劫この措置がないと働けないのかと勘違いしてしま

はないかと思います。実際にわれわれ産業医はそうやっ

うことがありますので、この持続期間はとても大事だと思

て判断するケースも少なくはありません。

っています。

2 つめは「労働契約通りの時間の勤務が可能」というこ

これはそれぞれ患者さんの職場背景が見えないと難し

とです。一時的に短時間勤務やフレックスが許されている

い部分ですから、もちろん症状とそれが生じる期間だけで

職場はありますが、多くは 1 日 8 時間、週に 5 日という労

も十分なのですが、ここまで踏み込めると企業としては非

働契約だと思います。その契約通り働けるかということで

常にありがたいのではないかと思っています。
最後のクエッションです。そうは言ってもどういうものに

す。これもとても大事な点です。
最後に、もっとも大事ではないかと思っていますが、

職場では困っているのかです。いくつかこのケースも紹介

「本人や第三者の安全が確保できる」ということです。患

します。「●●がんに対して手術実施、現在化学療法中」

者さんがバスやタクシーの職業運転手であったり、高所

と病名と現在の治療だけが書かれているものです。職場

や炉の前などの危険作業者、大型クレーンのオペレータ

でどうすれば良いかという情報はいっさい記載されていま

ーなど、そう多くはないと思ますが、その方が事故を起こ

せん。われわれのような医療専門職がいればある程度サ

すと、本人だけではなく第三者を含めて大きな事故になる

ポートすることはできますが、中小企業ではすべてのとこ

ことが想定される場合は、その判断は慎重にした方が良

ろに医療職がいるわけではありませんから、この情報だ

いと考えています。

けからではなかなか職場で配慮するのは難しい。

次にクエッションです。ベーシックなクエッションですが、

もうひとつ「短時間勤務のみ可能」です。よくあるような

「職場から意見書を求められた場合、気をつけるポイント

気がします。、何が問題なのでしょうか。先述もしました

は何か」です（スライド 10）。もっとも大事なことは、「本人

が、労働契約通りに働けない場合、その患者さんの勤め

の同意を得ているかどうか」の確認です。本人の同意を

ている会社は短時間勤務を認めていないかもしれません

取らずに本人の頭を跳び越えて意見を求められているか

し、またそういう会社もけっこう多くあると思いますので、

もしれません。そういう場合は、職場への情報提供は控

そういう場合は「短時間勤務のみ可能」では、復帰は非常

えるべきです。厚労省のガイドラインに記載されている様

に困難になります。したがって通常の労働契約を下回る

式にも必ず本人同意欄があります。そこに本人の署名が

労働条件の提案は、患者さんと相談して患者さんの職場

あるかどうかがもっとも重要だと考えています。

で実施することが可能かどうかを必ず確認してから記載
すべきだと思います（スライド 11）。

スライド 10
「診療状況から生じる症状その他の記載」ということが

スライド 11

あります、仕事に関する意見としては大きく 3 つのポイン

もうひとつ「残業禁止」も、比較的によく目にします。何

トがあると考えています。症状に応じて具体的に何をした

が問題なのでしょうか。残業自体は労働契約上、必須で

ら良いのか、配慮によりどういう効果が得られるのか、そ

はないため制限の提案をすること自体はおそらく法的に
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はまったく問題はないと思います。ただ残念ながら多くの

的を明確にすることによって情報の整合性も高まってくる

企業では残業は暗黙の了解になっています。残業のない

と思います。

会社はまずないのではないかと思っています。そういう職

2 つめは、もうすでにガイドラインで職場と医療機関が

場で「禁止」という表現を使ってしまうとこの人は働けない

連携する様式は整っていますので、この様式を使えば、

と解釈されてしまう可能性があります。したがってこうした

職場側から患者さんに対しての意見を求められた際に適

ものに関しても先述したように期限や条件、もし一時的に

切に行えるということです。最初はなかなか難しいかも分

体力が落ちているのであればその期間のみという情報を

かりません。ただひとつずつ進めていくことが大事だと思

記載して意見を述べられると会社としても非常に助かる。

います。求められた際に適切に意見が記載できるというこ

最終的には患者さんのためにもなるのではないかと思い

ともひとつの効果だと思います。
最終的に、何がいちばん患者さんのためになるかと言

ます。
その他、単純な話なのですが「のみ」や「禁止」という表

いますと、長期的に職場で受け入れられてうまく働いてい

現をしてしまうと、それ以外に選択肢がないと会社の方も

けるということです。それはとても患者さんにとっては大事

解釈してしまいますので、たとえば「可能な範囲で」「でき

なことではないかと思っています。「長期的な目線で、ど

る限り」「望ましい」などの寛容表現を使うことで事業場と

のように治療と就業を両立させればメリットとなるかを、患

コミュニケーションができる可能性が高まると思います（ス

者さん本人と一緒に考えることができる」、患者配慮のひ

ライド 12）。

とつとして仕事のことについて意見をすることによって患

ここでは 5 つのクエッションしか紹介できなかったので

者さんと一緒に考えることができると思っています。大きく

すが、こういう内容で合計 17 のクエッションと 6 つのコラ

この 3 つが期待できる効果と考えています（スライド 13）。

ムで構成されています。Q&A では解説しづらいものはコ

2016 年度中にこのガイドブックを作成し、研究班のホ

ラムで実際にどのように考えていけば良いかを記載して

ームページで公開する予定となっています。この後の総

います。

合討論でもし何か、こういうクエッションはどうかとか、建
設的なご意見をいただければありがたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

スライド 12
これにより、どういう効果をわれわれが期待をしている
のかです。ひとつめは「治療医が、職場の患者の治療情

スライド 13

報を提供する目的を明確にする」です。今までは患者さん
から診断書・意見書を書いてくださいと言われ、書かれて
いる先生はとても多いと思いますが、やはり記載する目
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３．がん就労支援を中小企業にも拡げる方策の検討

錦戸 典子
東海大学健康科学部看護学科
私からは高橋班の分担研究の一部として行っている

京は企業の本社や大きな会社があるのでこういう数字で

「がん就労支援を中小企業にも拡げる方策の検討」の報

したが、他の県ではなかなかここは難しかったということ

告をいたします。私どもは産業保健で働いたことがあるメ

がありました。また治療前後で退職の方が多いところもあ

ンバーで構成している産業看護グループです。中小企業

ります（スライド 3）。

にがん就労支援を拡げていくには、どうしたらよいか、と
いうテーマで研究をしています（スライド 1）。

スライド 2
スライド 1
2015 年度実施「がんと就労調査報告」のレビュー
2015 年度実施の各都道府県で行われた「がんと就労」
に関する調査報告のレビューから説明します。インターネ
ット上に公開されている 2012～15 年までの 9 都県の調査
報告書のレビューです（スライド 2）。
2 系統あります。1 系統は「患者・家族を対象とした調
査」、もう 1 系統が「企業を対象とした調査」です。

スライド 3

まず「患者・家族を対象とした調査」です。9 都県で、回

次は企業を対象とした調査です。6 都県から報告書が

収率にはややバラツキがあります。治療前後で就業継続

提出され、企業規模別に結果集計をされたのが 5 都県で

している方は 27～51％、注目したいのは、就労に関する

す。従業員数の多い事業者の方に、「私傷病による休業

相談相手です。いちばん多かったのが 17～95％の上司

規定がある」という回答数が多いという結果でした。従業

です。ついで家族が 23～56％でした。産業医や産業保健

員 50 人未満事業場の回答が 7 割を占めた県では、「個

師は、東京だけはある程度あり、産業医が 8％、産業保

別対応をしている」の回答が半数以上ありました。企業が

健師が 15％でしたが、他の道府県は 3％未満でした。東

知りたい情報として、「他社での取り組み事例」「就業上の
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がん就労支援の事例の紹介

配慮」が挙げられていました（スライド 4）。

本年度の研究です。研究目的は、良好事例の対応に
ついて詳しくお聞きし、今後の就労支援の示唆を得たいと
いうことです。さらにツールの試作です。これについては
現在取り組み中です（スライド 6）。

スライド 4
こうした調査のレビュー結果から、産業医や産業保健
師などの産業保健スタッフを雇用していない中小企業が
多いことが分かりました。「従業員数 50 人未満」の事業場
は日本の全事業場の 97％、そこで働いている方が全労
働者の 6 割ぐらいです。「従業員数 300 人未満」を含める

スライド 6

と、事業場数ではほぼ 100％に近い 99.6％を占め、労働

がん就労支援の良好事例としては、東京都が「がん患

者数では 9 割近くになります。そこで、日本の全労働者の

者の治療と就労の両立支援の優良な取り組みを行う企

9 割近くの方の就労継続を支えるには、産業保健スタッフ

業」の表彰を平成 26 年度から行っています。また 27 年度

の方だけではなく、人事労務担当者や上司などの職場関

からは、がん対策支援事業として、両立支援の取組み意

係の方の理解を深めていただき支援していただくことが

欲のある企業に対し都が支援する事業をしています。こ

大事だということになります。

の両事業でリストアップされている中小企業の中から、従

また中小企業では規定を定めるよりは、個別事例に沿

業員数が 300 人未満の事業場にお声がけをさせていた

った対応が多く行われている可能性が高いこともあります。

だきました。さらに社会保険労務士や中小企業の経営研

こういうことから今後必要な研究として、中小企業での実

究をされている方へのヒアリングも行いました。これらの

際の対応事例を詳しく聴き取りたいということ、それに企

具体的事例を質的・記述的に分析をしています。まだ 5 社

業が知りたい情報である就業上の配慮や他社の事例な

だけですが、今も継続中です。ここでは 5 社の中からの事

どをうまく伝えていくようなツールや WEB サイトなどの開

例の一部をご紹介します（スライド 7）。

発を急ぐ必要があると考えた次第です（スライド 5）。

スライド 7
スライド 5

がん就労支援事例を持つ企業が 3 企業、就労支援事
業はないが「これから取り組む」企業が 2 企業です（スライ
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いのか分からないという意見や、受けなくても大丈夫なの

ド 8）。

ではないかという意見が多かったようで、セミナーを就業
時間内に実施し、現在は精密検査受診率が 100％になっ
たという事例です（スライド 10）。

スライド 8
まずがん就労支援事例の会社です（スライド 9）。従業
員 30 名の会社の総務部長さんに聞き取りをしました。40
代の方の進行胃がんの復職例です。「要精密検査」を放

スライド 10

置しているうちに進行胃がんとなった例です。ただ幸い、

がん就労支援事例の 3 企業の結果のまとめです。社長

術後、復職されています。この方は休職前に「自分は胃

が積極的支援を明確にしているから仕組みを整えやすい

がんで、放置して進行してしまった。精密検査と言われた

ということがまずあります。従業員とその家族の健康は経

らちゃんと行くように」と仲間に言いおいて休職に入られ

営課題としても重要だというトップの認識があります。また

たそうです。復職時には本人からの申し出で課長職を降

周囲との関係でも小さな企業であるがゆえにお互いをよく

りられています。総務部長さんは、、抗がん剤治療が始ま

知り、理解が深まっているということもあります。大きいの

ると本人の様子がとても辛そうだった、午後半休を取らせ

は、規則や規定類を整えるのではなく本人との話し合い

たり、治療翌日は休むという対応で、何とか乗り切らせた

で柔軟に勤務体系を調整してスムーズにいっているとい

と話されていました。

うことです。また経営者が従業員の家族構成などを把握
して声掛けをしていることも共通して言われていたことで
す（スライド 11）。

スライド 9
この事例から、精密検査重視をもっと徹底的にやった
方が良いということで、社長さん自身が朝礼の場で、要精
密検査の場合は 100％受けるようにと呼びかけています。

スライド 11
次に、がん就労支援はまだしていない会社の事例です。

呼びかけるだけではなく平日 3 時間までは特別休暇とい

運送業で中規模の会社です（スライド 12）。ここも以前、実

う有給休暇とは別枠の休暇を支給し受診勧奨を行ったと

は膵臓がんで幹部の方が亡くなられています。それで予

いうことです。さらに従業員にアンケートを取っています。

防対策は必要だということで検診受診を推奨しています。

そのアンケートに、なぜ精密検査を受けなければいけな

検診受診は勤務扱いで費用も会社負担とし、支店長会議

がんサバイバーシップシンポジウム 2016

13

で周知しています。まだ始めたばかりですが、約 280 名も

推奨からがん対策を始め、基本的な理解を促進している

いる会社なので、さっそく初期胃がんの方や、ポリープの

ということです。そもそもコミュニケーションが密で個人情

方が見つかり、切除した人も出ています。今後は本当に

報もオープンにしやすく病気の相談もしやすい、社長も日

受けたくないと言っている人にどう対応していくかが課題

常的に社員に声掛けをしているという点については、先

だと言われています。今後、社外から必要なサポートとし

ほどの支援事例があった会社と共通した特徴です（スライ

ては、気軽に相談できる相談機関が身近にあると良いと

ド 14）。

いうことが挙げられています。専門家のアドバイスが就労
継続につながるのではないかということです（スライド 13）。

中小企業両立支援のまとめと特徴
支援の有無はありますが、がん対策を一生懸命にやっ
ている、あるいはやろうとしている先進企業のまとめです。
中小企業の両立支援の特徴だと思いますが、制度はなく
ても運用の部分で労務管理がうまく回っているという話が
聞けたと思います（スライド 15）。さらにその背景に、社長
さんの姿勢や従業員さん同士の相互理解と言いますか
支え合おうという温かい家族的なコミュニケーション、風
土があります（スライド 16）。

スライド 12

スライド 15
スライド 13

スライド 16
制度や規定はなくてもテーラーメードと言いますかカス
スライド 14
支援事例がなかった 2 企業のまとめです。がん検診の
がんサバイバーシップシンポジウム 2016

タマイズと言いますか、個別対応で乗り切れる、乗り切っ
てきたという経験が語られました（スライド 17）。
14

ん検診を受けやすかったりということも大事です（スライド
18）。
4 つ目は、勤務時間や内容を、短時間勤務や軽作業に
配置転換などの工夫ができることです。それから 5 つ目と
してやはり大事なのは、上司の方にしっかりと相談に乗っ
ていただくことです。外からの専門家の助言が良いという
話もあり、外部資源との連携や情報の活用を 6 つ目とし
ました（スライド 19）。
支援ツールの作成
スライド 17
職場風土と言いますか、経営者のトップダウンで自らリ

これらを受けた求められるツールのイメージは、中小企

ードしていただく姿勢があると、中小企業では広まりやす

業の両立支援環境の普及促進に役立つものとなります。

いのだと思います。

これらは経営にも役立ちます。「健康経営」や「経営にも

良好実践のまとめとして、大事な概念を 6 つ抽出しまし

役立つ両立支援」をキー概念とするのが良いと考えてい
ます（スライド 20）。

た。

スライド 18

スライド 20

スライド 19

スライド 21

ひとつは社長の方針です。あるいは経営理念の中に社

2 ステップで考えています。まずは、両立支援度チェッ

員の健康や幸せが入っているというのは大事なことだと

クです。自分の会社では、どの程度、両立支援に必要な

思います。2 つ目に風土、職場のコミュニケーションです。

環境づくりができているのかというような簡単な診断をし

3 つ目に健康維持のために休みが取りやすかったり、が

て結果をレーダーチャートで示し、強みと課題が分かると

がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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いうかたちです。強みは伸ばし、課題は改善をしていくヒ
ントを提示するというイメージでいます（スライド 21）。
インタビューの方から出てきた 6 つのキー概念の 6 軸
ごとに 4 つの質問項目を作成しています（スライド 22）。

スライド 25
たとえばスライド 26 では、外部資源活用がやや弱い感
じです。
スライド 22
スライド 23・24・25 のような項目にイエス・ノーで答えて
いただき、「イエス」なら 1 点、「ノー」なら 0 点ということで
合計し、点数化をチャート上に出るようなソフトを組むとい
うイメージです。

スライド 26
ステップ 2 では、両立支援に向けた職場環境改善のヒ
ントを作成し、キーワードをクリックするとヒントが示され、
さらにそこで気になるワードをクリックすると詳細情報にジ
ャンプできるようなイメージのつくりにすると良いと考えて
います（スライド 27）。
スライ 23

スライド 27
スライド 24

今後の予定ですが、インタビューの中で大事だと感じて
いるのは、本人だけでなく、ご本人を支えるために頑張っ

がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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ている周囲の人へのサポートの視点です。またそういう意

今後、できるだけ活用していただけるツールにしたいと

味での公平性をどう考えるか、そういうところにも留意しな

思っていますので、ぜひご助言・ご意見をいただけるとあ

がらやっていった方が、今後会社の方にも活用していた

りがたいと思います（スライド 29）。

だけるものになると感じています（スライド 28）。

スライド 29
スライド 28

以上どうもありがとうございました。

今後もこのようなヒアリングを続け、支援ツールの作成
を行っていきます。両立支援が健康経営に直結すること
を伝え、チェックシートをさらに洗練化し、Web サイト、ある
いは携帯アプリにして、支援ツールの試作をしてみたいと
思っています。

がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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４．声を聴き、どうつなぐか。患者会の役割

藤田 久子
一般社団法人 CSR プロジェクト・特定社会保険労務士・社会福祉士
したら、87％、ほぼ 9 割の方が「悩みがあった」と答えてい

はじめに

ます。いろいろな悩みを抱えています。
がんと就労の地域コミュニティへの展開の東京編という
ことでお話しします。
私どもの活動の紹介と 2 つめに柱として位置づけてい
る「就労ほっとコール」と「サバイバーシップ・ラウンジ」と
いう相談事業の話をいたします。3 つめに、助成金をいた
だいて行った「就労ほっとコール」の満足度アンケート調
査の結果をお伝えします。
活動のご紹介
私どもの一般社団法人 CSR プロジェクトは 2009 年か

スライド 2

らスタートしています（スライド 1）。2013 年に一般社団法

次にその悩みを誰に相談したかです。1 位はやはりい

人化し、理事は 8 名です。無料会員の方が約 210 名です。

ちばん身近な「『配偶者／パートナー』の方に相談した」で

全国をにらみつつ東京で活動をしている団体です。ビジョ

すが、3 割弱の方が「誰にも相談しなかった」と回答してい

ンは「がんになっても皆が幸せに働くことができる社会づ

ます。この現実を私たちは大切にして活動をしています

くり」、ミッションは「がんと就労に関わる様々な問題の調

（スライド 3）。

和と解決」で、この立場からいろいろな活動をしています。

スライド 3
スライド 1
スライド 2 は 2011 年の震災直後に調査した結果です。
私たちの原点のようなものなのでお伝えします。患者さん
に「がんと診断された当時、悩みはありましたか」と聞きま
がんサバイバーシップシンポジウム 2016

活動は大きく分けて４つです（スライド 4）。順次簡単に
紹介していきます。
まずひとつめは相談事業です。これは後述します（スラ
イド 5）。
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2 つめはセミナーやシンポジウムの実施です。2012 年

れようという話が出、予算措置もされました。そこで社労

には医療従事者の方、ピアサポーターの方々向けのセミ

士の方に向けてどうやって就労支援をしていったら良い

ナーを開催してきました（スライド 6）。

のかをお伝えしようというセミナーの開催を行ってきまし
た（スライド 7）。

スライド 4
スライド 7
2014 年には、「がんサバイバーの方の再就職の時に
ぶつかる問題」に焦点を絞ったセミナーをやろうかという
ことになり、東京駅近くの派遣会社のパソナさんの会議室
を使って「就活」セミナーを行いました。そのセミナーの結
果が『がんサバイバーのための就活ブック』という成果物
に結びついています（スライド 8）。

スライド 5
第 2 期がん対策基本計画が始まった時に院内で就労
支援を行うという話が持ち上がり、制度は作っても魂を入
れないといけないという思いで、私たちがこれまで取り組
んできたことをマニュアルにしてお伝えしていくという活動
をしてきました。
スライド 8
私たちは調査を非常に大事なものと位置づけています。
患者会あるいは地域の団体として活動していく中で、や
はりそれなりの説得力を持って発信していきたいという思
いもあり、色々な調査をしています。スライド 9 の上 2 つ
はホームページの方でご覧いただければと思います。今、
2 つの調査を 2016 年に実施したところです。また錦戸先
生の調査と非常に重なりますが、中小企業の事業主を対
象に、どのようなことがあればがん患者さんの就労継続
スライド 6

ができるのかというアンケート調査をやっています。かな

翌年には厚生労働省の施策として、院内に社労士を入

り本音が出ている感じでとても面白いと言うと語弊があり
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ますが、そういう結果が出ています。これについては順次

ングを使い、この本を全国のがん拠点病院に置いてもら

ホームページで掲載をしていきます。

おうと考えました。インターネットで支援を呼びかけたらお
金が集まり、拠点病院に 1 冊ずつですが寄贈することが
できました（スライド 11）。
それ以外には企業向け、患者向け、支援者向けの小
冊子をつくり、この小冊子を使ってセミナーをしています。
以上、４つの活動を有機的につなぎながら活動してきたと
いうのが私たちの団体です（スライド 12）。

スライド 9
いくつか本も作製しています。がんサバイバーはそれ
ぞれ色々な思いを抱えて生活をしてきました。今後新た
に治療に入られる方や就労する方に向けて、実際に行っ
てきた試行錯誤や工夫をお伝えできれば、ということで 2
冊本を出しています（スライド 10）。
スライド 12
「就労ほっとコール」と「サバイバーシップ・ラウンジ」
その中でとくに力を入れているのが「就労ほっとコール」
と「サバイバーシップ・ラウンジ」という 2 つの相談事業で
す（スライド 13）。

スライド 10

スライド 13
「就労ほっとコール」は、個別の無料電話相談です。1
コマ 50 分で、サバイバー・家族の方を対象にしています。
相談員 2 名で対応しています。1 名ですとどうしてもその
スライド 11

方の職種や専門分野に限定される相談になってしまうの

そして『就活ブック』ですが、ホームページに掲載告知

で、多職種を組み合わせて 1 人の方に当たるというかた

をしても多分広がらないだろうと思い、クラウドファンディ

ちを取っています。私どものメンバーは社会保険労務士・
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社会福祉士・産業カウンセラー・キャリアコンサルタント・

丸 4 年ほどやってきましたが、私たちの活動は自己満

人事労務担当者・看護師など、就労問題に詳しい専門家

足に陥っていないかと思い、そこを検証しようと考えて満

がいますので、そうした専門職の人間が実際にがんと就

足度調査をしました。公益財団法人がん研究振興財団か

労に関する問題を一緒に考えていくということで、50 分で

ら助成金をいただき実施しました。調査のポイントは、「就

設定をしています。全国どこからでも無料で利用できます。

労ほっとコール」という電話相談の介入は本当に効果が

もうひとつ「サバイバーシップ・ラウンジ」は対面式のピ

あるのかということです。その満足度、そして実際の実効

アサポートです。残念ながら今は東京限定です。対象者

性の 3 点を調査しました（スライド 15）。

はやはりサバイバー・家族の方です。テーマは事前に決
めず自由に語り合う場です。ファシリテーターは私を含め
CSR プロジェクトのメンバーです。
この２つの事業は相互に利用し合うと言いますか、相
互に循環する形でやっています。「サバイバーシップ・ラウ
ンジ」には色々な方がいらして、様々な問題を持って来ら
れます。シビアな話では 1 時間 30 分では解決できない。
それなら個別相談で具体的に話を聞きましょうとなったり、
逆に「就労ほっとコール」では、色々な患者さんが来るか
ら、みんなの話も聞いてみたらどうですかという感じでお
スライド 15

誘いしたりで、有機的につなげて活動している状況になっ

まず電話相談前の気持ちについてです。「不安だった」

ています。

という方が 90.7％で、不安感から相談に来られています
（スライド 16）。

スライド 14
私たちが何をしているのかをまとめたものがスライド 14
スライド 16

です。私たちも理事を含め大部分がサバイバーなので、
そういう意味では悩みを共有するということです。その上

実際に相談を受けて「どうったのですか」と聞いたところ、

で、やはりその患者さんだけでは限界がありますから、他

「気持ちが楽になった」が 76.8％で、満足度は高いと言え

の視点や情報を提供したり、一緒に解決の方策を探った

ると思います。とくに特徴的なのは、就労されている方の

りする。そういう中で悩みが解きほぐれてきたりするのか

満足度が高いということが出ています（スライド 17）。

なと思っています。最終的には、ご本人自身の解決のた
めの行動へとつなぐことをサポートするのが私どもの役
割だと思っています。

電話相談ができて「良かった」が 83.8％で、満足度の評
価は高いと思います（スライド 18）。
次に役立ち度です。相談したことで実際の問題解決に
「役に立った」は 55.8％と少し下がり、満足度に較べて役

「就労ほっとコール満足度」調査の結果から

立ち度は低いということでした。そこは後ほど少し考えて
みたいと思います（スライド 19、20）。
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相談した後に、これからこういうように動いてみようと行
動計画が作られた場合、実際に行動に移しましたかとお
聞きすると、72％の方が行動したとお答えされています。
とくに「役に立った」と言われている方が行動をされている
ようです（スライド 21）。

スライド 17

スライド 21
アンケート調査のまとめです。「不安」から相談に応募
されてきて「気持ちが楽になった」「電話して良かった」と
いう満足度がある一方、問題解決の役立ち度はそれほど
高くない。これをどのように考えたら良いのでしょうか。た
ぶん満足度というのは、イコール役立ち度だけではないと
スライド 18
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スライド 19

スライド 22

スライド 20

スライド 23
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何かと申しますとスライド 23 に「話す」とか「共感」と書

ところとして病院がある一方、私たちは急性期後もつなが

かせていただきましたが、誰にも相談できなかったことを

る場として引き続きずっと傍らにいるというところが重要な

声に出して相談してみて、実際にサバイバーであるピア

役割だと思っています。実際に乳がん患者さんのアンケ

の私たちに話して、一緒に問題解決を探っていく、そうい

ートをいくつかしましたが、診断直後だけではなく、1 年以

うプロセスそのものが実は満足度につながっているので

上たってからでも離職をしたり、ずっと問題を抱えてくる方

はないかということです。これはまだ仮説段階ですが。患

もたくさんいらっしゃいます。そういうものを支える場として

者会としての本質的な意義もこの点なのだと私は考えて

私どもの役割があると思っています（スライド 25）。

います。今回のアンケートではこういう項目を作らなかっ
たので検証できませんが、来年度には検証しようと考え
ています。
声を聴き、つなぐこと（「ピア」の役割）
最後ですが、声を聴き、つなぐということが、私たちの
役割だと思っています。「仕事」や「がん」の間で悩むサバ
イバーの悩みや憤りや整理がつかない想いをお聴きし、
サバイバー同士をつなぐということも行います。サバイバ
ー自身が解決に向かうための行動へとつなげていくとい

スライド 25

うことですが、実際にその問題を解決したり、あるいは解

私たちの今後の課題ですが、第一に、就労支援に関し

決しないまでも納得がいく人生の選択ができるようにする。

て取り組む他の患者会や市民団体がたくさん出てきまし

そういうところをめざしていきたいと思っています（スライド

たので、その方たちといかに連携していくかがポイントだ

24）。

と思っています。私たちは、就労に関しては相談に応じら
れますが、たとえば住宅ローンや信託のことなどは正直
分かりません。そういう生活やお金のことに対しても相談
をつなげる場をきちんと連携をして構築していく必要があ
ると思っています（スライド 26）。

スライド 24
就労支援ということでこの 5 年間色々と活動してきまし
た。色々なプレイヤー、担い手が増えてきました。とても
良いことで、患者さんを中心にいろいろな立場で支援をし
スライド 26

ていく輪が広がってきています。今後はその連携をどうつ
くっていくかが課題だと思っています。

それから第二ですが、私たちも 30～40 代で若かったの

患者会の役割はべつに決める必要もないかもしれませ

で走ってこられたのですが、だいぶ疲れてきて、そういう

ん。しかし、病院の「支え手」としての役割は、どちらかと

意味でも新しい空気と言いますか、相談の質の担保を確

言うと急性期が中心だと思っています。がんと診断された

保しながら、新しい人を入れて頑張っていきたいと思って

直後、あるいは入院して、復職してという時に支えてもらう

います。
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最後に私たちの新しい取組みについてお伝えしたいと

社会保険労務士は労務や社会保険に関する法的なこ

思います。私たちはこれまでは患者・家族の支援をしてき

とや制度に関してはけっこう知識を持っています。使って

ましたが、2016 年 11 月から患者・家族を支援する、サポ

いただかない手はないと思います。無料の電話相談です

ートする方をサポートする「就労サポートコール」を立ち上

のでぜひ活用いただければと思います。

げました。対象者は、医療従事者の方や人事労務関係の
方などです。これを無料電話相談でやろうと思っています。
私たちは人数が限られているので力はそうありません。し
たがってこういう方々をサポートすることを市民の側から
やってみようということで企画しました（スライド 27）。

スライド 27
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５．病院と地域を結ぶ「就労カフェ」の試み

佐藤 京子
石巻赤十字病院地域医療連携課
優先するから仕事を辞めたという方々もかなりいらっしゃ

就労支援カフェ開催の経緯

います。震災によって失業をする、そこでがんを患う、た
「就労支援カフェ開催の経緯」「第 1 回就労支援カフェ

だお金はない。お金がないから働きたいが働けない、治

in いしのまき開催報告」「第 2 回就労支援カフェ（016 年 11

療もできない、どうしたらよいか分からないという方います。

月 25 日）開催に向けて」の 3 つについてご紹介します。

あるいは抗がん剤治療、放射線治療をしなければいけな
いと上司に伝えたら、良い顔をされなかったということもあ

宮城県は 4 つの医療圏に分かれています（スライド 1）。

ります。その方の場合は長い勤務経験がありましたが、

大崎・栗原医療圏にがん診療連携拠点病院が 1 つ、仙台

職場にいられなくなって辞めています。そういう方たちが

医療圏に都道府県がん拠点病院が 2 つ、がん診療連携

多かったです。

拠点病院が 2 つ、仙南医療圏にようやく 2016 年にがん診

それ以外の方たちの話も伺い、本当にこれで良いのか、

療連携拠点病院ができました。そして私たちの石巻赤十

何かをしなければと思っていた時に、国立がん研究セン

字病院のある石巻・気仙沼・登米医療圏で急性期病院で

ターに高橋先生の方に、がん患者さんの就労問題につい

す。

ての講演依頼をしたところ、先生より「ご当地カフェ」をや
りませんかと話を頂き、ご当地カフェを当院で開催するこ
とになりました。

スライド 1
今までがん相談は「がんと就労」に関しては相談件数
が少なかったのですが、東日本大震災を経験してから増

スライド 2

えてきました。がん相談でも病気のことや看護、日々のこ

スライド 2 がその時のようすです。国立がん研究センタ

とは何とかできますが、就労に関しては知識がありませ

ーがんサバイバーシップ支援部と共催で開催させていた

んでした。私は、患者さんの話をしっかりそこで聞いてあ

だきました。第 1 部は高橋都先生の基調講演、第 2 部は

げてただ時間を経過させることしかできませんでした。中

当事者の立場から患者さん 2 名、企業側 1 名、医療従事

にははじめは「抗がん剤治療の副作用のことについてお

者側から 1 名の 4 名で就労の現状について、第 3 部では

話ししたいのですが」と話を伺うと最終的にはみなさん仕

スモールグループミーティングとして患者さん、家族の方、

事の話に流れていく方が多くいらっしゃいました。治療を

医療従事者、事業主の方々と各グループでおいしいコー
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ヒー・お茶を飲み、ちょっとしたお菓子を食べながらざっく

ご当地カフェは終わりました。

ばらんにワイワイガヤガヤ言いながら就労に関して話を
しました。そして最後に各グループの発表を聞いて次の

第 1 回就労支援カフェ in いしのまき開催報告

ステップアップのために共通理解をしました。
当院にはソシオエステシャンがおりますので、休憩時

石巻独自の患者さんに寄り添った支援、「地域に根ざし

間にはがん治療中の方々のお化粧の仕方、お顔のお手

た就労支援」を企画してい行く事になりました。がん診療

入れの仕方についてブースを設けました。

連携拠点病院として継続的な就労支援に取り組んでいく

アンケート結果と課題です。参加者は 46 名です。第 1

事はいうまでもありません。都道府県の拠点病院はがん

部と第 2 部に分かれていましたので第 1 部の方のアンケ

と就労に関してハローワークの方が入られていますが、

ート結果です。参加者の立場は、やはりがん患者さんとご

地域の拠点病院ではなかなかそういうことはできません。

家族が半数以上、それから医療従事者です。この中には

今回は初めてでしたが何とか震災後の復興にも少しでも

コメディカルすべてが入っています。市役所やハローワー

力が注げるのではないかということで、当院独自に第 1 回

クの方もおられました（スライド 3）。

就労支援カフェ開催に向けたワーキンググループを立ち
上げました。メンバーは医師、連携室、遺伝カウンセラー
や事務の方たちです。
目的は、雇用者側や行政関係者を主体とし、がん患者
の現状・意向等を理解する場とすることです。がん患者さ
んと家族と医療従事者は連携が取れるのですが、そこか
ら一歩踏み出したところがなかなかうまくいきません。そ
の部分に力を注げればと思いました。

スライド 3
30 代、40 代、50 代の年代の方が多かったです。初め
ての企画ということもありましたが、アンケート結果はすべ
てにおいて良い評価をいただきました。がん患者さん、家
族、医療従事者、雇用者、行政関係者が話し合うことで
相互理解を得たという声をほとんどのみなさんからいただ
きました。ただ参加できない方もいらっしゃいました。地方
紙で紹介されましたので、がん患者さんから相談室の方

スライド 4

に、そういう機会があるなら次回からはぜひ情報をもっと

対象者をがん患者・ご家族、行政関係、企業、医療従

発信してほしいという貴重な意見もいただきました。

事者としました。2015 年 12 月 5 日に開催した「第 1 回就

今後の課題としては、女性の方が多かったので男性の

労支援カフェ in いしのまき」のプログラムがスライド 4 にあ

参加を呼びかけてほしいという声がありました。グループ

ります。第 1 部と第 2 部に分かれて、講演 1 多喜義彦先

ワークの中では、男性の声も聞きたい、企業側との色々

生は企業の技術顧問を務めている方ですから、患者さん

なやり取りも女性ではなく男性が行うことで、男性ならで

サイドに視点を当てた「病気であっても病人ではない～誰

はの何かコツのようなものがあるのではないかという意

もが働ける社会を目指して」。

見もありました。
それから地域との連携ということで行政、医療機関、商
工会議所、ハローワークなどにはもう少し参加をいただき
たいということでした。この 2 つを今後の課題として第 1 回
がんサバイバーシップシンポジウム 2016

講演 2 社会保険労務士三輪公二先生から「医療機関
における就労支援活動について」。
講演 3 就労支援の現状からということで私が「就労支
援―がん専門相談員の立場から～」。
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第 2 部はスモールグループミーティングを、ワイワイと
みんなでお茶を飲みながら話し合っていきました。

ですが「参加者の立場が様々で講演内容がピンとこない」
という意見もありました。

スライド 5 は「第 1 回就労支援カフェ in いしのまき」のア

スライド 7 は第 2 部のグループミーティングに対してで

ンケート結果です。参加者は女性がやはり 81％、男性が

す。患者さん、医療従事者、行政と分けてみています。

19％でした。医療者側が 52％を占め、患者・家族が 24％、

「患者・ご家族」の意見としては「経営者の理解、周りの人

行政・企業が 19％でした。広報活動も検証しなければな

達とのコミュニケーションが患者には生きる力になる」。

らないために情報入手先をお聞きしました。当院の院内

「行政・企業側」からはコメントがありませんでした。「医療

チラシを見て参加していただいたことが分かりました。

者」からは「企業側とのコミュニケーションが大切な事が
良くわかった」「直接体験者のお話が聴けたのが勉強に
なった」ということです。医療現場では患者さんが置かれ
ている環境のところまで時間や目配りしてお話をすること
が不足していると思っています。それから「ファシリテータ
ーの進め方を検討してほしい」という意見もありました。
「患者さんの話も内省となり負担だった」という意見もあり
ました。写真は講演でお世話になった当院の副院長。そ
れからグループメンバーの写真です。

スライド 5

スライド 7

スライド 6
スライド 6 は「第 1 回就労支援カフェ in いしのまき」の
様子です。第 1 部の講演では、「患者・ご家族」の意見とし
て、「参加して良かった」「病気になっても残りの時間を決
めない、素晴らしい先生のお話だった」という意見をいた
だきました。「行政・企業側」からは「がんに限らず病気の
方々も働ける場の提供づくりに、このような会・カフェがた
くさんできればと思った」「知らない情報等学びを得た」と
いう声が出されています。「医療者」からは「がん患者の

スライド 8

仕事の現状を知る事が出来た」「今後の仕事に活かした

スライド 8 は自由記載です。これは参加者とスタッフ側

い」「キャリアのある人ほど遠慮・迷惑を掛けるという気持

に分けました。参加者の方からは「がん患者に対する企

ちで辞めてしまう」「『待っているよ』と声掛け出来る企業

業側の考えが知りたい。」うれしかったのは「企業側として

が多くなって欲しい」という意見のほか、ちょっと厳しいの

も協力していきたい」という意見もありました。その他「病

がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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院という雰囲気を感じさせないカフェ、病人としてではなく

情報を載せますといううれしいお言葉をいただきました。

一人の人として参加出来た。」、また「医師が協力しており、

今回は 2,500 件に情報発信をしています。またがん相談

病院として考えてくれている事がわかった。」「企画の

の担当者、連携室の担当者が企業に出向き、実情や会

方々本当に有難うございました。」という意見も頂きました。

社側の意向も聞くという訪問活動をしています。

またスタッフ側から「企業側が本気で話せる場を提供し、

どういうプログラムにしようかと大変迷いました。そこで

情報共有する必要がある。」ということで、次の第 2 回就

第 1 回と同じように多喜先生の方に今度は企業側に向け

労支援カフェに向け、さっそく立ち上がりました。

て「病気であっても病人ではない～誰もが働ける社会を
目指して」ということでお話しいただきます。講演 2 は、宮

「第 2 回就労支援カフェ in いしのまき」開催に向けて

城県産業保健総合支援センターの富樫敦子先生にお話
しいただきます。先ほどから話に出ています『事業場にお

第 2 回カフェの目的は、雇用主や人事労務に携わる

ける治療と職業生活の両立のためのガイドライン』から

人々や行政関係者を対象に「がん」と「就労」について情

「がん治療と仕事の両立」の部分だけお話していただこう

報共有、共通理解をはかり、ともに考える場を提供すると

と思っています。

いうことを掲げました（スライド 9）。

スライド 10
スライド 9

第 2 部は企業側の方々が、初めて参加しますので、グ

前回は土曜日に開催していましたが、土曜開催ですと

ループワークでは話しにくくなるではないかと考え、事例

休日ということもあり、わざわざ病院に来ていただくのが

解説にしています。三輪先生より事例を挙げていただき、

申し訳がないと思い、今回はあえて、仕事帰りに立ち寄っ

参加者でディスカッションをしながらお話を聞いていくとい

てもらえるのではないかと、金曜日の夕方の 18 時 30 分

うスタイルです。少しでも参加しやすい環境と考えていま

から開催としました。

す。企業に挨拶にうかがっていた段階では「いいですね。

対象者は、今回は、企業側、または人事労務に関わっ
ている方々を主にしました。
広報ですが、商工会議所に挨拶に行きました所、各企

グループワークだとやはりハードルが高い」と言われてい
ましたので、どうなるか私どもとしては、大変期待していま
す。ご静聴ありがとうございました（スライド 10）。

業に毎月発行される機関紙があるので良かったらそこに

がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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６．仲間だからできる～一緒に考える就労支援～

宮内 美奈子
NPO 法人愛媛がんサポートおれんじの会
サロン」を運営させていただいています。2 つめは「医療

おれんじの会の設立と活動内容

機関との連携」です。これは委託事業で、拠点病院が 7 つ
NPO 法人愛媛がんサポートおれんじの会の概要です。

ありますが、そのうち 5 つの拠点病院で患者・家族サロン

2008 年に任意団体として活動を開始しています。翌 2009

の運営協力をさせていただいています。3 つめは、県議会

年に NPO 法人に改組、会員数は約 100 名で推移してい

がん対策推進議員連盟と連携し、がんフォーラムを開催

ます（スライド 1）。

しました。みなさまにがんの治療と仕事の両立ということ
の啓蒙活動をはかっています。最後の 4 つめは、商工会
議所との連携です。105 事業所を対象に「がん患者の就
労継続支援事業・実態調査」を行いました。その結果をも
とにシンポジウム、パネルディスカッションを開催して県民
への啓蒙活動をさせていただいています。

スライド 1
「交流」「学び」「社会に向けての情報発信」の 3 本柱を
コンセプトに活動しています。
めざしたのは「ひとりじゃない」ということと「患者力の活
用」です（スライド 2）。
スライド 3

スライド 2
活動としてはまず「行政との連携」で、訴えたのは「患

スライド 4

者力」です。NPO 法人化後、がん対策事業を受託しまし

スライド 5 はそのアンケート調査の一部です。

た（スライド 3）。

詳しい説明に入ります。まず県委託事業で、がん診療

患者力の活用です（スライド 4）。4 つあります。まず「行

連携拠点病院でのサロンです。ピアサポーターによる運

政との連携」です。これは県の補助金事業として「町なか

営協力ですが、愛媛大学病院は 2009 年にスタートしまし
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た。その後、四国がんセンター、市立宇和島病院、松山
赤十字病院、愛媛県立中央病院の 5 つの拠点病院で現
在もさせていただいています（スライド 6）。

スライド 8

スライド 5

スライド 9

スライド 6

スライド 10
活動事例の紹介
スライド 7
スライド 7 は県の補助金事業です。がんと向き合う人の

町なかサロンの相談事例を 1 件ご紹介します。54 歳の

ための町なかサロンです。2012 年 7 月にオープンし、ピア

男性で、相談回数が 14 回の方です。「愛媛県労働者福祉

サポーターのみで運営しています。この町なかサロンで

協議会 ジョブえひめ」からのご紹介者です。大腸がんを

月に 1 回、就労支援セミナーをスタートしています。

摘出手術後、治療をいったん終えられて現在も 3 ヵ月に 1

スライド 8 は町なかサロンの風景です。毎月テーマを決
めて色々なセミナーを開催しています。
また就労相談セミナーも月に 1 回、毎月第 3 日曜日に

度、検査のために通院中です。同時に神経内科も受診中
で、新たな就職活動の全般的なご相談ということでした。
対応ですが、この間に応募書類の郵送が 12 通、その内

13 時～15 時で開催しています（スライド 9）。

面接にいたりましたのが 4 回です。応募書類は企業先に

スライド 10 は町なかサロンの風景です。

ピンポイントに合わせた記載が必要です。ひとつひとつご
本人と確認をしながら作成支援をしてました。ご本人の希
望があった時には模擬質問の面接応対もさせていただい
ています。この方はお越しになるたびに心の動揺が大きく
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変化していました。当然です。何度応募しても面接にはい

手術後、現在も 3 ヵ月に 1 回検査のために通院をされて

たらない、ましてや就職にはいたらないという状況でした

います。新たな就活に関する全般的な不安をお持ちにな

ので心の落ち込み、気持ちの落ち込みがあるのは当然で

っています。面談スタートの時から時おり涙を流しながら

す。そこで私はとくにメンタル面を重視した支援を実施し

のお話という状況でした。とくに応募書類の作成時、また

ました。

は面接時に病歴を開示しないといけないのかというような

後半は職業訓練校に通われて新しいスキルを身につ

基本的な心配事がおありでした。対応ですが、ご本人に

けながらの就活になりました。最終的には障害者枠での

不安材料のひとつひとつをお話していただきました。その

ご就職が決定しました。フルタイムで、契約社員ですが、

後、どういう仕事がしたいのかというキャリアアンカーを明

「更新あり」ですから基本的には安定したご職業です。

確にして話を進めてきました。また病歴開示も詳しくご説

ただ、仕事を始められて 4 か月ほど経過後、職場での

明を申しあげ、ご本人の不安も軽減することができました。

人間関係のトラブルで、また私の方にもご相談に来られ

その後、病院側に急ぎの相談があるという連絡が入りま

ました。現在も時おり来られています（スライド 11）。

した。面接に至ったのでその面接状況について話が聞き
たいということでした。先ほど申しあげた位置関係ですか
ら、すぐにおうかがいするわけにはいきませんでした。そ
こで病院側とも相談をしてメール相談にいたしました。メ
ールというのは双方の気持ちの行き違い、読み手との気
持ちの差異がややもすると発生するものです。そういうこ
とが危惧されましたので、慎重に慎重を重ねてメール相
談をいたしました。ご本人は病院の医療事務を希望され、
2 つの病院に応募されていたのですが、そのうちの 1 つに

スライド 11

無事に正規職員として採用になりました（スライド 14）。

続いて県委託事業について紹介いたします。病院内出
張就労相談を拠点病院のうち 2 つの病院にうかがって実
施しています。ひとつめは市立宇和島病院です。私ども
の松山市からは約 100ｋｍ離れています。JR を色々乗り
継ぎまして概ね 2 時間かかります。そういう位置関係です。
月に 1 度、第 4 木曜日の 10 時におうかがいしています
（スライド 12）。
スライド 13

スライド 12
スライド 13 が病院サロンの風景です。いちばんよく目
立つ場所に写真にあるような告知ポップを掲示し周知を
していただいています。

スライド 14
この方が採用になった大きな原因は 3 つあると私は考

市立宇和島病院での相談事例をお 1 人ご紹介します。

えています。まずひとつですが、ご本人がこの病院で働き

38 歳の女性です。相談回数は 5 回です。大腸がん摘出

たいという強い意志があったということです。その強い意
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志を企業側にも伝えたということです。2 つめですが年齢

談回数が 4 回です。乳がんの温存手術をされました。現

が 38 歳ということです。非常に厳しいことで、本来はあっ

在も治療中です。この方は就職活動全般について漠然と

てはならないことですが、今はまだ事務職に労働市場で

した不安をお持ちでした。副作用による体調の変化や治

は年齢枠が依然として生きています。今回は採用側の年

療しながら本当に仕事との両立ができるのだろうか。また

齢枠に 38 歳というところが適合したと感じています。最後

できたとしても自分にはなかなか自信がないなど、本当に

に 3 つめですが、この方のお人柄です。誠実なお人柄が

自分でも輪郭がはっきりしないような不安をお持ちになっ

全部伝わりました。それから求人の中身、職種に必要な

ていました。対応ですが、とにかくひとつひとつの不安をし

スキルの準備がおできになっていました。医療事務の有

っかりと聞かせていただき、そのことによる心の安定を図

資格者でいらっしゃって直近できちんと資格をお取りにな

ることができました。その後、松山市の臨時職員の求人

っておられました。

票を見て来られました。保健所の薬剤師の臨時職員の求

2 つめの松山赤十字病院です。こちらも月に 1 度、第 4

人票でした。ご本人は強くそこを希望されました。ただ、公

月曜日の 9 時 30 分から 12 時 30 分におうかがいしてい

務員への応募経験がありませんでした。応募の仕方から

ます。現在病院にかかっている患者、または過去にかか

面接等、手順がさっぱり分からないということでした。たし

っていた患者限定の相談です。病院側との役割分担をス

かにそうで、民間企業とは違い応募書類も指定用紙です。

タート前にきちんと明文化いたしました。双方で了解した

すべての用紙をダウンロードし、しっかりとひとつひとつ作

うえでの相談のスタートです（スライド 15）。

成していきました。模擬面接もご希望でしたのでトレーニ
ングをしました。試験会場についても詳しくご案内をして
本当に安心して受験をしていただきました。最終的にはご
本人が本当に良く頑張り、無事、薬剤師の臨時職員とし
て採用決定になりました（スライド 18）。

スライド 15
簡単なものですが周知から報告までをフローチャートで
確認しています。予約の電話受付を病院の MSW の方が
受けてくださいますので、想定問題集を私の方で作成しま
スライド 17

した（スライド 16）。

スライド 16

スライド 18

簡単なものでございますが Q&A というかたちで作り、現

この方の採用についてもやはり 3 つの要素があったと

在はこれで対応していただいています。問題は発生して

思います。ひとつめはご自身がここで働きたいという強い

いません（スライド 17）。

お気持ちがあったということです。2 つめは、この方は本

この事例も 1 人ご紹介します。40 歳代の女性の方で相
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思がマッチングしていました。それからもうひとつが求人

関すること」、あるいは「精神的な事」や「その他」のご相

です。松山市の場合は臨時職員の薬剤師さんの求人は

談が増えてまいりました。

年間に何人もあるものではありません。それがたまたまこ
の時に求人があり、そのマッチングというものはすごいと
思います。3 つめがこの方の親切丁寧で穏やかなお人柄
です。これらが大きな採用の要因となったのではないかと
思います。当然ですが、業務を遂行に必要な薬剤師の資
格をお持ちになっていました。
データに見る活動内容
スライド 21
ここからはデータで報告いたします。町なか就労相談
は 25 年度から、病院出張就労相談は 26 年度からスター
トです。トータルで男性が 46 件、女性が 103 件で、合計で
149 件の相談実績です（スライド 19）。

スライド 22

スライド 19
スライド 20 は男女比です。町なか就労相談、病院出張
就労相談のいずれも女性が上回っています。約 2 倍の方
がいらしているというデータです。
スライド 23
病院出張就労相談も同様のことが言えます。28 年度
は「精神的な事」や「その他の事」というご相談が男女とも
に増えてきました。その他の事というのは、来られた時に
は就活に関するご相談で来られているのですが、話して
いるとそれを乗り越えて家族関係のこととや人間関係の
ことなど人には言えなかったことを本当にたまっていたも
スライド 20

のを吐き出すように話されるケースです。特徴としては男

スライド 21 は相談内容です。町なか就労相談、病院出

性が話されると時おり涙ぐまれることが多いのですが、女

張就労相談のいずれも通年、新たな就活に関するご相談

性はほとんど涙をこぼされます。こういう状況が特徴とし

がダントツに 1 位です。

て表れています。つまりよろず相談的なところから相談を

スライド 22、23 は今申しあげた町なかサロンの就労相

承っていると言えます（スライド 24）。

談の内容です。27 年、28 年は少しようすが変わってまい

町なかサロン相談時雇用形態です。男女ともに 27 年

りました。新たな就活に関することに加えまして「復職に

度までは無職の方、またはアルバイトの方が圧倒的でし

がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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た。28 年度は正規職員、パート、契約社員の方もご相談

かというデータです。町なかサロンの場合には 27 年度ま

にお越しいただくようになっています（スライド 25）。

では圧倒的に 1 回のご相談の方が多いです。ところが 28
年度は 2 回以上という方がグンと増えています。先ほど
申しあげました雇用形態の変化、また相談内容の変化と
比例していると分析しています。
病院出張就労相談の場合には、通年で 1 回という方が
ほとんどです。実は追跡調査は行っていません。つまりお
越しいただいて、その後こちらからご連絡して「就職決ま
りましたか」とか、「また何か困っていることはありますか」
というようにこちらからは問いかけないようにしています。

スライド 24

やはり心の負担になるということがありますから、必要な
時に必要な支援をということで私どもは実践をしています
（スライド 28）。

スライド 25
病院出張就労相談も同じことが言えます。27 年、28 年
スライド 28

度は、正規社員、契約社員の方もお越しいただいていま
す（スライド 26）。
就労相談の周知方法

最後に就労相談の周知方法です。本日はスライド 29
の 2 番についてご説明いたします。病院出張サロンのとこ
ろですが、宇和島市立病院のご紹介をします。院内の職
員さんの方から就労相談とはどういうものかもっと詳しく
知りたい、それを知らないと患者様に説明ができないとい
うお申し出をいただきました。そこでお仕事を終えてお疲
スライド 26

れのところにお時間をちょうだいしてガイダンスを実施さ
せていただきました。
また管内のハローワークとの連携ができました。宇和
島のハローワークですが就労支援相談のポスターを署内
に掲示していただくことができました。病院の医事課課長、
地域連携室の係長の 2 人がハローワークの署長さんをお
訪ねいただき、説明して実行に移されたという経緯です。
スライド 29 の 3、4 番のようすはスライド 30 の写真をご
覧ください。愛媛県立図書館の 2、3 階に告知パンフレット

スライド 27
スライド 27 はお 1 人がどのくらい相談に来られている
がんサバイバーシップシンポジウム 2016

を置いています。
私どもも町なかサロン、病院出張就労相談についてご
34

案内をしています。ただ置くだけではなくて数字の管理を

スライド 33 は院内ガイダンスです。37 名の医療者の方

しています。どういうところに興味を持っておられるかを掌

が参加していただき、約 8 割の方が自主的参加です。「ま

握して、それ以降の事業計画に参考にさせていただいて

あ満足」を含めますと 100％の方が内容については理解

います（スライド 31）。

できたということです。

スライド 29

スライド 33
スライド 34 はそのご説明をした時の資料の一部です。
また地元紙に就労と治療の両立という記事を掲載して
いただき周知活動の一環といたしております（スライド 35）。
スライド 36 も同様です。以上です。

スライド 30

スライド 34

スライド 31
スライド 32 はハローワークですが、求人票の横にも置
かせていただいています。5 か所に掲示してくださってい
ます。
スライド 35

スライド 32
がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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７．総合討論
司会

森

シンポジスト

高橋

晃爾（産業医科大学）
都（国立がん研究センター）

錦戸 典子（東海大学）
平岡

晃（国立がん研究センター）

藤田 久子（一般社団法人 CSR プロジェクト）
佐藤 京子（石巻赤十字病院がん相談支援センター）
宮内美奈子（NPO 法人愛媛がんサポートおれんじの会）
討論にあたって
―7 年間の研究の到達点とこれからの課題

からは非常に大きなことだと思いました。
その中で個々のがん就労者を、どう支援していくかとい
うことを議論いくことも重要です。私も色々な文献を読ん

■ 森 本日、シンポジストの話をフロアで聞いていて、

だのですが、どこの国でも要は柔軟な対応ができるかと

「高橋都と素敵な仲間たち」という印象を受けました。この

いうことが重要であることを共通の結論としているようで

ようなシンポジウムで講演が続くと、チームワークがある

す。何々をしなければならないというものがあるわけでは

かないかで、一人ひとりが時間を守るか守らいないかに

ありません。いかに柔軟な対応をしていくかがとても大事

大変影響が出てきます。今日はぴったり進行しているの

です。ただ柔軟な対応といっても、何の資源もなくそれが

はまさにこのメンバーのチームワークだと思います。

できるわけではありません。やはり良好実践や、今開発さ

チームワークとかネットワークが、本日のキーワードな

れている色々なツールを使っていくことも大切です。さら

のかなと考えています。平成 22 年に開催されたこの会の

に、それらの成果物をうまく活用できるような体制を作っ

第 1 回のことを思い出します。その当時は、日本ではがん

ていくことがとても大事です。

就労に関する研究や成果は何も存在しませんでした。高

平岡先生や錦戸先生のお話にあったように医療従事者

橋先生がイギリスに調査に行かれて、向こうにはこういう

も企業側も、関係者の意識を高めていくために、どうやっ

資料がありました、日本は何もないですねとご説明された

ていくべきかがかなり分ってきました。ただ、どうすれば行

ことから、研究班が始まっています。その時と今日のシン

動したくなるのか、行動しようとするのかという、意識や理

ポジウムの内容には、大きなコントラストを感じました。あ

解を高めるためのノウハウは必ずしも存在するわけでは

れから 6 年半ぐらいで日本の中でもずいぶん取組みが進

ありません。とはいっても、支援の内容の検討から、行動

んだと考えています。

に結び付く方法の検討に取り掛かれる時代になってきた

要は一人ひとりのがん患者さん、就労者は孤立しがち

なということでもあります。

なので、取り巻く関係の中でどうやってその方を支援して

今日はこのネットワークの話題をもとに意識や理解を高

いくのか、それもあくまでもご本人が主役として、どのよう

めるための方策について少し追加で討論させていただき

な支援チームを作っていくかが基本です。

ます。

偶発的にと言いますか、たまたま A さんの周囲は支援

まず企業側での意識の向上ということです。錦戸先生

者が整っていて、よい支援が得られたという好事例をもと

から中小企業の話が出ました。今日の事例もたまたま社

に、それをどうやって世の中に広げていくかがここ数年間

長さんがやる気があった事例のような気もするのですが、

の取組みであったと思います。また、いろいろな地域でネ

どうやって企業の中で意識を高め、理解を深めていけば

ットワークができてきています。それらの地域のネットワー

良いのかということについて少しコメントをいただけますか。

クは、まだ好事例といったものであって、どの地域でもよ
い支援が得られるようなネットワークが広がっているわけ

企業の意識向上と就労支援を拡げるために

ではありません。好事例のネットワーク間の学びを行い、
いかにそのネットワークを広げていくかということが、これ
がんサバイバーシップシンポジウム 2016
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36

しかに今回良好実践事例として話を聞かせていただいた

のところでは医療者に対する取り組みをみなさん協力的

社長さんは、たまたまということはあると思いますが、が

にされているということでしたが、どういうことが医療者、

ん就労に限らず社員のことを考えて健康を守りながら良

特に医師の理解を上げていくために重要だとお思いでし

い仕事をしていこうという延長線上に、がん就労支援もあ

ょうか。

るということだと思います。健康経営という中で社員さん
の健康や幸せを守りながら仕事をするという機運が社会
に広がっていくことが大事だと思いました。グッドプラクテ
ィスをしているところの事例を広げ、そういうところが経営
的にもうまくいくし、社員さんも元気で仕事がうまくいくとい
うところを、あらゆる方法を使い、メディアもそうですし、商
工会議所や経営団体を通じて広めて行きたいと思います。
今は中小企業の経営団体や都の商工会議所、各県の産
業労働局あたりが健康経営的なところに非常に注力され
ています。その流れの中にこうした両立支援もそこにうま
く乗せていくことが良いと考えます。

■ 佐藤 当院のコアメンバーは課長と副院長です。が
ん診療連携拠点病院でもありますから、副院長が中心と

■ 森 平岡先生は、日常は大企業で産業医として活動

なりスタッフの意見や報告を吸い上げてくださり活動につ

されていますが、いかがでしょうか。

ながっていると感じています。スタッフの意識も高く、この
ような活動ができていると思っています。

■ 平岡 すべてのステークホルダーが長期的な目線で
考えていくことが非常に大事だと思っています。私は医療

■ 森 宮内さんの事例の中にも病院の中で研修に参加

者が長期的な目線で患者さんのメリットは何かを考えて

していただいたという事例がありましたが、どのような工

いきましょうという話をさせていただきましたが、それはた

夫であのような状態まで到達できたとお考えでしょうか。

ぶん企業側もまったく同じです。がんに罹患される方は企
業の中でも現時点で戦力になられていたり、管理職など

■ 宮内 実はご相談者の人数が少なかったのです。せ

ポジションが高い方も多くいらっしゃいます。そういう方は、

っかく開いても必要とされている人に知られていないので

一時的にパフォーマンスが落ちてしまったりすることもあ

はないかというのが気になりました。そこで地域連携室の

りますが、将来的には、治療により治るがんも増えていま

係長に非常に積極的に相談に乗っていただきました。そ

すので、そこまで見据えて考える必要があります。長期的

の方に何とか周知方法はないものかと相談しましたら、

な目線でご本人だけではなく何が会社のメリットになるの

外来化学療法室の壁に相談の一覧表を張ったり、持ち帰

か、そういう点を考えていくことで、この問題も前向きに考

り用のチラシを置かせてもらったり色々してくださっていま

えていけるのではないかと思いました。

す。それでももう一歩できないかということで、現場のナー
スの方のお声掛けがいちばん影響が大きいのではない

■ 森 経営の一環として、会社にとってのメリットを考え
ながらやっていかなければいけないということですね。

かと提案しました。
病棟にしろ、外来にしろ「仕事を辞めなければいけない
かな」とか「仕事はどうするか」というような小耳にはさむ

■ 平岡 そうです。

患者さんの声を拾っていただきました。そこで、わが病院
にはこういう相談場所があるというように対応していただく

医療側の意識変革のために

のがいちばん大きく、松山日赤病院様は実はこれが実現
されている旨、地域連携室の係長にお話をしました。そう

■ 森 一方で医療者の意識を変えていくのはそう簡単

すると医療者側の方から、どういうことを相談に乗ってく

ではないと認識をしています。そのことについて、佐藤様

れるのか分からないということでした。それはそうですね

がんサバイバーシップシンポジウム 2016

37

ということで実現することができました。実際にさっそく 1
件、ご相談のご依頼が今月は入っています。

■ 藤田 私たちが患者を支援していく上で「大切にして
いること」は、患者主体ということです。つまり、患者がい

■ 森 ありがとうございます。この意識とか理解を向上

かに患者として動くことができるのかということへの支援

させるというところで高橋先生は何かございますか。

です。あくまでも主体は患者さん、サバイバーの方だとい
うところは原点として大事にしたいと思っています。

■ 高橋 問題意識が高く、本当に志がある方は、どこか

それと同時に私たちは医療従事者の方や社労士の方

で出会っているのだと思いました。志を共有できる身近な

にセミナーをやって、就労支援は大事だということをお伝

仲間に出会い、何かアクティビティが継続している。さらに

えしてきました。その中で、「あっ、これだ」と思ったのは、

「うちの病院はこういうことをやっています」と発信をしてい

それほどハードルは高くない部分から噛み砕いていくの

くと、たとえば医療現場ですと、隣の同業者が何をしてい

が非常に大事だということです。小さくすればできることは

るかはみなさん気になるところですので、そこで何か水平

たくさんあります。たとえばいきなりがん患者の就労支援

展開ができるような気がしました。それは企業でも、ある

をやってくださいと中小企業の方に言っても「無理」「ハー

いは地域の団体でも、ノウハウを共有するという意味で

ドルが高い」と思われてしまいます。あるいは臨床に携わ

は同じなのかもしれません。

っているお医者さんが主治医として「就労支援に関わって」

医療現場でどのように志を共有するか。医療現場は、

と言われたとしても、「忙しい中、できるわけがないでしょ

正直に言って本当に忙しくて、就労支援の旗をいくら掲げ

う」となります。私たちも最初はそう言われました。しかし

ても、日常業務の優先順位の上にはあまり来ません。そ

たとえば病院のお医者さんであれば「それで仕事はどう

こは理解できます。したがって「就労支援をしましょう」と

なの?」と患者に声を掛けてくださるだけでも十分支援にな

言うよりは、「患者さんの今の困りごと少しでも軽くなるよ

るのです。そういうことを伝えていくことだと思っています。

うに考えましょう」と言う方が、医療従事者には響くのでは

企業の人事担当者向けのアンケート調査を以前おこな

ないかと最近は思っています。医療従事者はどれほど忙

ったことがあるのですが、そこでは大変おもしろい結果が

しくても究極的には何とか患者さんの役に立ちたいと本

出ています。実際に自分ががんを経験した、あるいは身

当に思っています。そこはもう間違いないと思います。

内や従業員の方々が、がん罹患された方だという事業主

やはり水平展開する時には、どこのボタンを押すかとい

の方は「何とかなる」「できます」と答える率がとても高い

うことなのかもしれません。そこの共有をしてみたいと思

のです。まったくそういう経験がない人は「無理」と言って

います。

シャッターを降してしまいます。そのことがアンケートにも
出ています。

■ 森 シェアをする一人ひとりが、どのようにその方と
向き合っているかということに、それぞれにあった言葉な

そういうことを考え合わせますと、できることを提案して
いくということが大事なのかなと思っています。

り翻訳があるということですね。

■ 森 どのような支援があればというところはどうです
「ここが大切・これがあればもっとうまくいった」ということ

か。

について

■ 藤田 個々の支援団体はそれぞれ頑張っていますが、
■ 森 それぞれの企業や医療側の立場だけではなくて、

それをつなぐ仕組みがありません。たとえばポータルサイ

地域でネットワークを作られている好事例で、何か特別に

トのようなところでがん患者さんが選べるようなコーナー

大切にされていることがあるのではないでしょうか。それ

があると、1 人であちこち探したりしなくてもすむのではな

にもう少し何らかの支援が、社会・地域・行政からあれば、

いかと思います。ただその時にはやはりいろいろと形態な

もっとうまくいくということもあると思うのです。2 つ合わせ

どの条件が出てくると思います。そこをクリアしつつ情報

た質問で申し訳ありませんが、まず藤田様から教えてい

提供をしていただけるとありがたいと思います。それから

ただければと思います。

やはり最終的にはそれをやるとどういうメットがあるのか
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を伝えるところこそが、がんと就労を進めるうえで大事だ

ガイドラインにある企業と医療側の情報共有のための様

と思います。メリットが分からないと進みません。そのあた

式の位置づけ

りの研究あるいは成果、調査なりを国や公的な団体がや
っていただけるとありがたいと思っています。

■ 森 ありがとうございます。フロアの皆さんからの質
問を受けたいと思います。

■ 森 ありがとうございます。同じ質問ですが、佐藤さん
はいかがですか。

■ フロア発言 A 私は大阪にある病院でがん治療をし
ています。がん診療拠点病院でもないので、大企業では

■ 佐藤 患者さんがきちんと治療できる環境の整備を

なく中小企業で活動されている先生と同じ立場だと思い

行う事が必要と実感しています。

ながらお聞きしていました。

「どのような支援があれば良いか」では、がん相談支援

質問です。がん診療拠点病院であれば様々な支援が来

センターの活動内容が地域の方々に理解されていない

るとは思うのですが、拠点病院ではないので、このたびの

現状があります。私どもの PR 不足もあると思います。企

厚労省 3 局長の合同通達は大変ありがたく、神棚に上げ

業側が困った時、相談室に駆け込んでもらえるような、パ

て拝みたくなるぐらいです。ただ、私自身は、治療医から

イプをつくっていかなければいけないと思っています。ま

の配慮に関するやり取りを書式化されたものがあります

たハローワークの方々と連携を強化し、おれんじの会の

が、それを書いた覚えは 1 回もありません。まだ出てから

宮内様のお話などをいただきながら、次の企画に向けて

時間もそう立っていないからだとも思いますが、社労士さ

邁進しなければならいと思っています。

んにお聞きしたら、これはほとんど使いませんと言われま
した。そこで質問ですが、このガイドラインの位置づけと

■ 森 ありがとうございます。それぞれの好事例間でも、

はどういうものになりますか。一般のがん治療病院では

すでにお話はされているのですね。宮内さんお願いしま

使えないものなのかと思ったりしました。

す。

■ 森 いちばん詳しいのは高橋先生のようなので、高
■ 宮内 「どのような支援が欲しいか」ということですが、

橋先生お願いします。

今は、相談をしたいという患者様や家族の方に正しく情報
が届いていないことがやはり大きいと思います。先ほどか

■ 高橋 情報共有の様式を使っている病院はまだほと

らお話に出ているネットワークのようなものをもっとつくっ

んどないと思います。なぜならエキスパートの産業医や産

ていく必要があると思っています。事例紹介させていただ

業保健師がいらっしゃる企業の場合には、語弊があるか

いたハローワークの中にも、そういう病院の相談コーナー

もしれませんが、今回提案された様式よりもさらに良い様

があることを告知をさせていただきたい、ポップを置かせ

式のものがすでに使われているからです。うまくいってい

ていただきたいと思います。それだけでも一歩前に進むと

るところでは、このガイドラインはすでに当たり前すぎる内

思っています。

容で、あまり必要がないのかもしれません。まだ問題意識
がそこまで高まっていない事業場に向けて色々な問題喚

■ 森 ネットワークの中で支援をしていく中で大切にし

起をするという意味で、このガイドラインは提案されてい

ていることはどうですか。

ます。またそこに出ている様式も、たとえばこういうような
ものがありますという様式案として提案されていました。

■ 宮内 基本的には情報の共有化は大切にしています。

使わなければいけないという位置づけではないということ

もうひとつは情報漏洩の防止です。漏洩は絶対にあって

です。そもそも拠点病院だからという話ではなく、結局、こ

はなりません。個人情報の最たるものですから、それに

れは企業と医療従事者の情報共有の話だと思います。

関してはネットワークの中でも秘密を保持する部分が大
事だと思い、私どもは厳守をしています。
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■ フロア発言 A 何ら強制力があるものではなく企業と

そうした広いネットワークを創っていくことが、遠回りのよ

医療側の情報のやり取りのための提案と受け止めました。

うですが、結局は実は近道だという感じがしています。

ありがとうございます。もうひとつ質問です。錦戸先生か

他のご質問はいかがでしょうか。

ら好事例の発表があり、参考になりました。要するに偉い
人ががんになればその企業は大丈夫ということなのでし

非正規雇用の方への支援

ょうが、すべての中小企業の幹部の方をがんに罹らせる
わけにはいかないのでどうしたら良いかというのが実は

■ フロア発言 B 朝日新聞にいる者です。がんの治療と

悩みです。たとえば復職を計画していたのに偉い人の一

就労の問題は前と較べかなり進んできたと思っています。

言で失職してしまったという例が私の患者の 1 人にいま

昔から大きな問題になっていたのは非正規雇用の方の

す。グッドプラクティスは非常に重要ですが、もうひとつ、

問題です。どうしても非正規の方への対応や支援は最後

こういう就労継続に障害がある場合にはこういうところに

になってしまう。相談に乗っておられる立場の方は、そう

泣きつけば良い、労働局のどこに行って相談すればよい

いう方々に対するアプローチや相談はどうなっているの

という案内も同時にあるべきだと思います。そのあたりに

かということをおうかがいします。さらにもうひとつ、さまざ

ついてはいかがお考えでしょうか。

まな支援の方策が進んでいると思いますが、それにはど
のようなものがあるかを高橋先生やみなさんに教えてい

■ 錦戸 好事例をどうやって広めるかという話と、語弊

ただきたいと思います。

があるかもしれませんがややブラック的な企業も現実に
はありますから、そういうところの労働者をどう助けるかと

■ 森 まず非正規雇用の方への対応について、宮内さ

いう話は、両方必要だと思います。たとえば色々なツール

んはかなり具体的な就労支援をされていますが、関連し

を作る場合にも企業には、そういう支援をすることが今の

たことでご経験があればお教えいただきたいのですが。

スタンダードな状況だということを分かっていただくことは
大事です。そういう支援ツールがない場合は、そのことを

■ 宮内 そもそも非正規の方の相談が非常に多くなっ

相談する公共の場や地域の NPO、相談支援室等の情報

ています。まずその方の経済的環境、緊急度につきしっ

を社会的に共有しいていくことも重要だと思います。変な

かりお話をうかがわせていただきます。たとえば公的資金

言い方かもしれませんが、そういう理解がない企業は

の補助が受けられる立場の方が中にはおられます。そう

徐々に淘汰され、良い企業しか残らない社会になっていく

いうケースでは、それを実践するための役所の窓口のご

のではないかと考えています。時間は多少かかるかもし

案内をします。そこまでではないのですが、体調的には働

れませんが、そういうところかと思います。

けるのですが、フルタイムの勤務は体調的に厳しい方の
相談例も多くあります。その場合は、まずご自身にどのよ
うな場合であれば働けるのかという自己確認をし、それを
主治医の先生と相互確認するようにご案内しています。
働こうとする時には、正規職員・正規社員でフルタイムの
勤務がどうしても必要な労働条件の職種・仕事を選択す
るのではなく、ご自身の体調に合わせて働ける職種を選
ぶようにご案内しています。その期間、時間に関しては健
常者と変わらず働けるという自信のある職種ということに

■ 森 ありがとうございます。両立支援パスも最初に主

なります。そこでまず自信を取り戻していただく。そういう

体として動くのは本人です。本人にそういう方法があると

短時間労働からスタートし、半年たち、1 年後に身体の自

いうことをどうやって伝えるかが非常に大事です。誰がが

信がつき、企業側も「この人なら」という考えから、正規社

んになるか分からない状況で、全国と言ってもあまりに広

員に移行する事例が少しですが、ありました。まずはその

すぎます。色々な場所でそうした人たちが接触する環境

方のご体調、経済的なもの、緊急度に合わせてご相談に

の中で、そのようなツールもあるということがささやかれる、

応じるということです。
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れるのは不当だということです。ただそれならがんになっ

■ 森 藤田様もそういう経験はございますか。

た方の雇用をすべて 100％キープするのが正義か、公正
なのかと言いますと少し疑問があります。働く意欲がある

■ 藤田 私どもも非正規の方の相談が非常に多いです。

というのはもちろん前提ですが、色々な条件の元で会社

非正規の方の場合は雇用契約、期間の満了時点で、就

に貢献できるかどうかも考える必要があるのではないか

労継続はかなり難しくなります。それは法に抵触すること

と思います。ただ、ここまでは貢献できる、ここからは貢献

ではないのでなかなか止めようがないというのが現実で

できないという一線ではなく、グレーゾーンの幅が広いと

す。宮内さんのお話への追加ですが、どのくらい働けるの

いうことも理解してきました。そこで色々なステークホルダ

かということ以外に、どのくらい稼がなければいけないの

ーが相談窓口や情報を共有できたりすれば、そのグレー

かという視点と、今後どうやって働いていくのかというキャ

ゾーンの中でも働けない方に傾いていた人がグッと働け

リアデザインの部分を一緒に考えていくということがあり

る方に戻ってきたりすることはあると思います。やはりネッ

ます。私は職業訓練校で就職支援をしてきました。そこで

トワーキングや連携は大事ですね。

は一般の中高年の方もまったく同じ問題を抱えていて、い
きなり正社員というのは難しいのです。ましてやがんに罹
患されてまたそこから突然新しい職場に正社員として入
るのは、よほど特殊な能力、技能を持っていらっしゃらな
い限り難しいというのが正直なところです。そこで私たち
はステップを踏むことを勧めています。今は働き方が非常
に多様化しています。非正規か正規かだけではありませ
ん。地域限定正社員というのもありますし、契約社員なの
ですが将来は正社員になる道もあるし、紹介予定派遣と
言い、頑張って 1 年ほど働けたら正社員にするという前提

■ 森 ありがとうございました。フロアのご発言をどうぞ。

で派遣として行くという方法もあります。そういう多様なや
り方があることをお伝えしつつ、それならどこを選んでいく

もっと大きな視点で従業員の就労と幸せを考えることも必

のかを一緒に考えていこうという立場でやっています。

要

■ 森 高橋先生いかがですか。

■ フロア発言 C 貴重な意見をたくさんお聞かせいただ
き本当にありがとうございました。企業関係者として参加

■ 高橋 先ほど宮内さんがお話しになった内容は、

しました。私は、職場づくり支援スタッフという仕事をして

『Q&A』集の 59 ページに宮内さんのコラムとして載ってお

います。人事でもないし医療関係でもありません。職場を

ります。本当に働き方は多様だと思います。こういうシン

活性化するという目的のために存在している仕事です。こ

ポをやると必ず「非正規は？」「自営は？」という話が出ま

のシンポジウムで少し感じたのは、企業は働く人を労働

す。一昨日、北海道で就労の勉強会があった時には、

者としてだけみているという思いが前面に出ているという

「農業や漁業のような第 1 次産業の方々は?」という意見

ことです。おそらく多くの企業は、人を人材という宝として

が出ました。おそらく私などが考える第 1 次産業のイメー

扱っています。がんになったから辞めてもらいたい、メンタ

ジを超えて、第 1 次産業の働き方も多様化していると思い

ル不調になったから辞めてもらいたいなどとはまったく思

ます。この研究班で色々と学び始めてかなり早い時期に

っていない企業も多くあると思います。私自身はそう思い

ふと思ったのですが、これはやはり「公正性」の問題では

ます。しかも正規だから、非正規だからというような括りで

ないかということす。働く意欲と就労力のある方が、それ

も人を見ていません。そういう観点から見ていくと新たな

がフルタイムであれ、そうではなくても、働けるのに「がん

解決の道があると思います。

だから」、あるいは「○○の病気だから」「こういう事情が

コメントと言いますかお願いとして 2 つお話ししたいこと

あるから」ということで「イチかゼロか」で働く機会が奪わ

があります。平岡先生のお話に、がん就労に関し意見書
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を求められた時にどうするかということがありました。その

に幸せな職業人生を送っていただきたいと考えるか。そ

意見書も本人の同意を得ているかどうかを確認すること

れは実は健康の問題であり、それを企業と従業員が一緒

が大事だと言われて、私もまったくその通りだと思います。

に取組むことが健康経営で、その中のひとつのテーマと

ただ会社側から見ると、意見書が患者に寄り添ってしま

して両立支援は位置付けられます。また、両立支援はが

いがちなことがあるということです。自分ががんになり、復

んだけの話ではなく、すべての病気について共通の取組

職するにあたって、不都合なことを書いたら会社は変なこ

みになりますが、その中でも、がん特有の課題がさらにあ

とをするだろうと従業員は思うのです。そこでこのことは書

るということと、逆に今はがんに焦点が当たっているので、

かないでということがあり、それが書かれないことがある

まずはがんのことをしっかりやっていくと、結果的に様々

と思います。ただ会社側の受け止め方はまったく違いま

な病気に広がっていくことも期待できるということだと思い

す。本当のことを知ってその人をどうやって復職させられ

ます。健康経営、すべての病気の両立支援といったよう

るかということを考えているのです。たとえばがんになり、

に、広くとらえていきたいと思っています。

治療の副作用で間質性肺炎になる方がいます。そうなる

そのような広がりの展望とともに、このテーマではガイド

とたとえば実験室など埃のある所には就けたくないなど、

ブックをはじめ色々なツールができ、それによって本来あ

会社の方でも色々考えるのです。ただ従業員はそういう

るべき支援や体制の方策について分かってきました。今

ことを言ったら仕事の幅が狭くなってしまうだろうと思って

は、それをどのように広げていくか、動かすかという、次

しまうようです。たしかに患者はこういうように書いてほし

のステップの時代になってきています。そのような中、厚

いということはあるかもしれませんが、先生の方ではもっ

生労働省のレベルではなく、総理大臣を議長にした「働き

と大きな意味でその患者さん、本人の幸せを願うような意

方改革実現会議」でも、両立支援がテーマとなったことは

見書を書いてもらいたいと私は思っています。

大きなことで、これから行政の動きが活発になってくるの

もうひとつは、これは意見です。錦戸先生からがんの治

ではないかと思います。その時に、多くの人が関わるよう

療のレーダーチャートの話がありました。レーダーチャー

になるかと思いますが、当然本当にこの人たちは分かっ

トはとても良いと思いました。会社側から見ると、働く人の

ているのかといった問題がでてくると思います。この問題

病気は、がん以外にもメンタルもあるし色々な病気があり、

に関わる人が急に増えた際、最初からすべてのみなさん

がんもその中の一つとしてとらえています。そういう視点

が本質を理解していることは、無理な話です。ただ、今日

で見ると、レーダーチャートの中で、経営者の考え方や外

発表があったようなネットワークが地域にいろいろ出てく

部資源の使い方なども分かり、もっと広い範囲で経営者

ると、先ほどの石巻赤十字病院の労働者健康安全機構

は何を考えているかということが書き込めるだろうと私は

の相談員の方に来てもらうという話のように、ネットワーク

思います。たしかに今日は、「がんと就労」ということで、

の中に混じっていただき、そこで相互に関連を拡げること

がんになった人が働くということでやっていますが、がん

によって、理解度がずっと上がってくるということが期待で

でなくても大きな病気をしてしまうと辞めさせられてしまう

きます。地域のネットワーク、また地域のネットワーク間の

のではないかという不安を持つ人はたくさんいます。そう

ネットワークが、これからは非常に重要だと確信しています。

いう人を救うという意味でも大きな視点でこのチャートを

高橋先生には、今後もこのような機会をぜひ創っていた

考えていただきたいと思います。

だけたらと思います。以上を本日のまとめとさせていただ
き、非常に白熱したシンポジウムをこれで閉会したいと思

まとめ―ネットワーク相互の関連をさらに拡げる

います。どうもご参加ありがとうございます。演者のみなさ
まどうもありがとうございました。

■ 森 貴重な意見をどうもありがとうございました。最後
に、私の方でまとめさせていただきます。最後のフロアか
らのコメントは私が申しあげたかったことそのままでした。
錦戸先生は健康経営の話をされましたが、私も今、健康
経営に取り組んでいます。要は会社が人材をどう考える
か、人材をどうやってうまく活性化し、または育成し、人材
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