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平成２７年第 1回千葉県がん対策審議会就労支援部会議事録 

 

１ 日 時  平成２７年５月１８日（月）  午後２時から 

 

２ 場 所  千葉県教育会館３階３０４会議室 

 

３ 出 席  西田部会長、松岡委員、石橋委員、藤田委員 

坂本委員、杉坂委員、山崎委員、山岡委員 

 

４ 議 題   

（１）がん患者の就労支援に関する事業所実態調査の結果について 

（２）がん患者の就労に関する相談支援について 

（３）その他 今後のスケジュール 

 

５ 議事内容 

議題（１）がん患者の就労支援に関する事業所実態調査の結果について 

 

【事務局より資料１に基づき説明】 

 

○西田部会長 

 身分保障や所得保障の期間は、大企業は長い割合が多いが、中小企業ではな

かなかきびしい現状がある。 

 就業規則に関しても、１００人を超えると作っている場合が多く、１０人単

位の事業所は非常に少ない。実態を反映している調査である。 

 

○山岡委員 

 従業員数１～１９人の事業所の割合が４９．２％と小さい事業所が非常に多

いので、就業規則を設けていない会社が多いと思ったが、１３ページ図３を見

ると、１～１９人の事業所も１２２の事業所が規則を設けており、小規模の事

業所でも規則を設けていると感じた。 

 

○石橋委員 

 １～１９人の従業員規模の事業所について、１０人未満は就業規則の届出の

必要がないが、１０人未満の事業所と１０人～１９人までの事業所の割合はど

の程度か。 
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○事務局 

 割合は、ほぼ５：５であった。 

 

○西田部会長 

 従業員が１０人未満の事業所も、１０人～１９人までの事業所も、割合はほ

ぼ同じであり、従業員数は正規社員もパート社員等も含めた人数ということで

よいか。 

 

○事務局 

 そのとおり。 

 

○西田部会長 

 企業が従業員が私傷病になったときに苦慮した場合、相談しなかったのか、

できなかったのかは疑問があるが、３分の２以上の企業が相談できなかった。 

そのほとんどが中小企業であり、その理由として、基本的に産業医や社会保険

労務士がいないところが相談していないことが考えられる。 

 また、国立がん研究センター東病院や、県内のがん診療連携拠点病院に設置

されている、がん相談支援センター等の相談先が利用されておらず、企業側に

認知されていないと解釈するのが正しい表現と思われる。 

 表７の３ 従業員と話し合って対応できたと回答している企業の割合が多い

が、本当はもっと相談できるアクセス先があったかもしれないが、相談できな

かったので、話し合いにより対応したという結果と思われる。 

 

○松岡委員 

 西田部会長と同じ印象をもった。 

 かかりつけ医の立場から発言すると、がん患者には治療方法や副作用、合併

症、治療期間等について説明をかなりしている。 

 患者自身が説明した際の資料等を持って来てくれれば、支援するための情報

を得ることができる。そのようなツールは非常に大切と考える。 

 

○藤田委員 

 問７－１（１）で代替要員の確保が難しい、（２）病気や治療に関する見通し

がわからない、（３）復職可否の判断が難しいとそれぞれ回答をしているが、３

割程度の回答であり、あまり話し合っていない印象を受けた。 

 初発でがんになって職場復帰することもあれば、再発転移をして職場復帰を

する患者もいる。また、本人も主治医も治療をしてみなければ将来の見通しが

わからない患者もいる。 
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３割程度の方が、（２）病気や治療に関する見通しがわからないと回答してい

ることから、患者の方もわからなければ相談することもできないかもしれない

と感じた。 

 

○山岡委員 

 ２１ページ 表６ 従業員が私傷病になった場合の相談先について、がん相

談支援センター（がん診療連携拠点病院）が０というのが衝撃的であった。 

 地域産業保健センターが１件、産業医が４２件という結果であったが、私が  

行っているプロジェクトでも、これらを相談先と回答するのは少ないが、その

結果よりさらに少ない。 

 産業医の相談が少ないのは、大企業と違って、産業医が常駐していない中小

企業では、月１回程度と産業医が来る回数が少ないので相談の機会が少ないこ

とや、メンタルは相談できてもがんは相談できないから相談しないという現状

もあると考える。 

 

○西田部会長 

 産業医が常駐する大企業もあれば、産業医の相談日が月１回、よくて週１回

だと相談に対するアクセスも違う。 

 相談できるアクセスの周知と、存在を知られていない相談先の周知等が非常

に重要となる。 

 

○松岡委員 

 表６、表７でその他１２件となっているが、その他の内訳はどのようになっ

ているか。 

 医療機関（主治医）は、回答側は専門医の主治医と思い回答をしている可能

性があるため、自分自身はかかりつけ医として、がん相談支援センター等を案

内しているので、その他の相談先がわかれば教えてほしい。 

 

○事務局 

 内容を確認し、後日お知らせをする。 

 

○山岡委員 

 ２６ページ、図１７の上位３つは、私の行っているプロジェクトと同様であ

る。他社が患者から行う確認事項やそれに基づく対応について知りたいという

ことではないかと思う。他社の取組について、国がんで行っているがんと共に

働くプロジェクトでは、がんは１０人１０色のため、比較する共通項が実は意

外に少ない。 
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そのため、事例を集積することが重要となると考え、今年度は事例を蓄積す

る作業を行っている。 

 例えば、がんを治療しながら就業している人もいれば、がんが完治し、社内

の一部の人しかがんのことを知らないで就業している人もいる。 

 企業側として困っているのは、本人から確認する内容やそれに対する対応に

困難さを感じているため、他社ではどのような取組をしているのか知りたいと

いう要素が含まれていると考える。 

２８ページの自由意見は、できれば一部抜粋ではなく、自由意見は重要なた

め、共有できるとありがたい。 

 

○西田部会長 

一部抜粋でなく、全ての自由意見を委員で共有することは可能か。 

 

○事務局 

 可能である。 

 

○西田部会長 

 他社での取り組み事例は、最良の方法の提示であると考える。このようにし

た場合に成功した取組等を知りたいのでは。 

 

○山岡委員 

 そもそも従業員とどんな確認を行えば良いのかわからないというところもあ

る。 

 

○西田部会長 

 ２３ページ図１４について、小さい企業ほど必要性を感じていないというこ

とは、どのような解釈をしたらいいのか。 

 

○松岡委員 

 いつまで就業できるかわからない状況で、コスト面もある中、雇用関係を継

続するのが難しいと解釈した。 

 

○藤田委員 

小さい企業の業種は、サービス業や肉体作業等の身体負荷が大きい業種に偏

りがあるのか。 
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○事務局 

 建設業等の身体負荷が大きい業種は多く見受けられたが、その事業所が必要

性がないと回答したかは分析をしていない。 

 

○藤田委員 

 少人数の企業は従業員数が少ないため、外回りが多かったり、一人でいくつ

もの仕事を処理するから、就業が継続できないのではと思った。 

 

○松岡委員 

 今後、労働人口が減少する中、図１３の回答について、あまり必要性を感じ

ていない、必要性は感じていないと回答した企業を減らしていく取組が必要に

なると考える。 

 

○山崎委員 

 企業が小さいから復職せずに辞めると言う事ばかりでなく、face to face で

治ったら職場復帰することを約束しているケースもある。 

 大企業だと就業規則に従い期間満了に伴い離職し、治しても再度の雇用はな

いが、中小企業はいったん離職しても、治れば再度雇用するという場合もある。 

 企業の規模が大きいと制度はあるが、制度は完璧でなくても、小さい事業所

だからできる対応もある。 

 

○西田部会長 

 オーナーの意識のレベルもある。従業員のことをきちんと理解し、対応して

いるケースもある。 

 

○山崎委員 

 アンケートだけでは、なかなか企業側の思いの全てを抽出しづらい現状もあ

る。 

 

○西田部会長 

 いずれの場合も、他社の取組やツール等の活用希望はあるとの報告であった

が、他に全体を通しての意見はどうか。 

 

○石橋委員 

 図１から５０人未満の中小企業は約７０％を占めている。 

図１３より「従業員の仕事と治療の両立」について、必要性がないと回答し

ている企業もあるが、「従業員の仕事と治療の両立」の必要性を上げていくのは、
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なかなか難しい現状である。 

病気などで休むと、それに伴う支援・資力の問題が発生する。中小企業は一

人が一つの仕事をしているわけではないので、仕事の仕訳等がしづらい状況も

あり、代替職員の確保も難しい。 

そのため、必要性は認識しているが、実際問題としては、「必要性がない」と

いう回答となった可能性もある。単に必要性がないということではなく、深く

考えると良い方策がみつからないということと思われる。 

 回答は全項目回答した企業が回答ありなのか、もしくは一項目でも回答があ

った企業が回答ありとしているのか。 

 

○事務局 

 各設問で回答要件を満たしている事業所を有効回答として処理している。 

 

○松岡委員 

 ２８ページの自由意見で、個人のプライバシーの問題は非常に重要である。 

 本人が申告しなければわからないため支援を開始することができないので、

個人のプライバシーをきちんと保護しながら、支援する方策を打ち出していく

必要がある。 

 

○西田部会長 

 このデータ等を基に、本部会として取組む内容について検討していきたい。 

 表６より、予想外に相談機関の認識が低かったため、がん相談支援センター

の周知方法として、東京都のように会社にハンドブック等を置き周知を行うの

か、疾患情報が欲しい場合にどのようにしていくのか、情報提供書以外の部分

で今年度末までに実行していくことについて、緊急度や重要度を考慮し、御意

見をいただきたい。 

 

○山岡委員 

東京都では、大企業向けの人事に周知する冊子を作成している。 

しかし、千葉県は中小企業も多く、そのような中小企業の社長に対しても、

がん相談支援センター等のアナウンスが必要となる。 

また、企業としての安全配慮義務とプライバシー保護の両方が必要とされる。

企業は安全配慮義務があるため、社内の一部の人が本人の状況を知り、支援に

あたることでプライバシーの配慮もされる。 

東京都の啓発ツールとは違う視点で、このようなことを取り入れた啓発ツー

ルが作成できればと思う。 
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○西田部会長 

情報をどこでもつのかということで悩まれている企業もあると思うので、そ

れをポイントに作成する取組ということだが、他に意見は。 

 

○松岡委員 

情報提供書でも、誰が情報を保管するのかが問題となる。 

メンタルは産業医が保管するとなっているが、専任産業医ならばよいが、月

１回程度来る嘱託産業医がそれをするかというと微妙な問題である。情報の保

管については、産業保健の委員会でも問題提起をする予定であるが、基本的に

は、主治医から得た情報は産業医がとりまとめ、人事に報告をすることとなっ

ている。 

私自身が産業医の場合は、本人に人事に話す内容を伝えた上で人事に報告し

ているが、それは各会社で個別に対応を強化していかなくてはいけないところ

と感じている。 

 

○藤田委員 

相談窓口について、就労に限定せず、以前の他の調査からもがん相談支援セ

ンターの認知度について低い現状がある。 

患者に相談先を知ってもらうためには、入院手続きを病院で行う際に、入院

の承諾書等と一緒にアナウンスできる媒体、A4 位の大きさで働いている方へと

して病院の相談窓口や拠点病院の窓口、地域産業保健センター等の案内をして

はどうか。 

まず、媒体を作成し、入院中に情報提供を行い、細かいものではなく窓口の

アナウンスをしてはどうか。 

また、本人が自ら相談先や相手に伝えられることを知り、本人が媒体となり

情報提供がされるシステムが必要ではと考える。 

 

○山岡委員 

企業側だけでなく、患者側も会社へ何を伝えるのかわかりやすく使用できる

チェックポイントやリスト等があればよいのでは。 

企業側が知りたい情報は、患者が会社に説明するために必要な情報となるた

め、同様の内容となることもある。両方で活用できるチェックポイントがあれ

ば、患者自身が知らなければいけないことを整理することも可能となる。 

患者会でも受け身でなく、自分の状態を説明できるのは、自分自身であると

いう事を伝えている。 
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○西田部会長 

患者と企業の両方が活用できるチェックポイントや、入院時にアナウンスす

るためのツールがあればいいのではと意見があった。 

 

○松岡委員 

院内のスタッフの方もがん相談支援センターのことを知らない方もいるため、 

院内での周知も必要となる。拠点病院以外の医療機関にも周知が必要となるの

で、周知する対象の医療機関は拠点病院に限らず幅広くみていただきたい。 

 

○山崎委員 

私の会社では、４日間休むと診断書を出す仕組みとなっている。 

しかし、本人ががんと言ってくれないと、把握できない。 

がんになることは、特殊なことではない。がんになったらお互いにきちんと

コミュニケーションをとることが必要になるため、そのためのツールであれば

活用できる。 

がんの場合は、個人差はあるが、がんになった際に診断書などで患者の状態 

を示してもらう方が、イメージがつきやすい。 

 

○藤田委員 

初発のがんの時は、がんと聞かされると死をイメージされる人が多く、ショ

ックを受けているので、本人に言って下さいと言うのも難しい場合がある。 

 

○山崎委員 

そのとおりであるが、がんと言ってくれないと支援ができない現状はある。 

 

○松岡委員 

がんも、１泊２日のがんからいろいろながんがあるので、休業しないでがん

と診断された時からそのまま就業している方もいる。 

でも、支援をするには知っていた方がいいこともあるので、そのような方を

拾っていく必要はあると思う。 

 

○山岡委員 

難しいからこそ、そこに関するツールは必要となると考える。 

診断されてから、家庭をどうするのか、仕事をどうするのか等多くの意思決

定をしなければならない。そのような時に、会社に対しての対応のツールがあ

ればと思った。 

私の場合は、ステージⅣのため、会社に伝えなければ継続して就業できない
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状況であったし、周囲の方に助けてもらわなければ仕事ができないと思ったか

ら会社へ伝えた。 

しかし、悩まれるのは、完治していてがんという事実が出世等のネガティブ

な要因となるため隠す方もいる。私の考えは、会社でも限られた人と信頼でき

る人、キーパーソンには言うべきだと思っている。 

根本は、コミュニケーションの問題だと思う。会社もがん患者が初めてだと

対応に困るし、患者も何を伝えればいいのか困る。だからこそ、ツールが必要

となると思う。 

 

○坂本委員 

 相談員が複数配置されない病院もあり、複数配置されている病院との相談業

務担当者の負担感は違っている。 

 医療者の負担感を軽減しつつ、患者さんへ還元できることを院内で話し合っ

た。 

その結果、山岡委員の提供された冊子の９ページにあるような治療の流れに

プラスし、疾患別の術後の症状や起こること等を入れることで、病気に関する

知識がなくてもそれぞれの立場で配慮することを考えるものをつくることで、

医療従事者の負担感も軽減できるのではないかと意見が出た。 

 

○松岡委員 

 疾患別に作成することは可能なのか。 

 

○坂本委員 

 特別な症状等をすべて取り入れることは難しいが、スタンダードな大腸がん

の術後、人工肛門を付けた場合、化学療法の期間等は今回院内で意見をくれた

医師は協力可能と回答している。 

 

○西田部会長 

 個々の対応をどこまで入れるかは別として、がんと診断された時に、このよ

うな手続きを踏む必要があるとわかるものが一つ必要である。 

また、相談できる場所の周知をする。大きさのイメージは A4 １枚位という

ことでどうか。 

 

○藤田委員 

 国立がん研究センターがん対策情報センターでかなりの小冊子を作成し、就

労に関する冊子も２、３作成されている。それを拠点病院等の相談機関のある

病院に配布していたと思うが、更に同様の冊子作成が必要なのか。 
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○山岡委員 

がんと仕事に関する冊子は、患者向けと企業向けがあるが、使用して良いと

思う。今、議論になっているのは、最初の相談先の情報を整理するということ

なので、活用してもいいのでは。 

 

○藤田委員 

 予算の関係上、今までのものは活用し、予算をかけずに案内ができるものを

作っていけたら良いと思う。 

 

○西田部会長 

 入院時に渡す、化学療法時に渡すことを思えば、がんと診断された時より、

患者さんの心の準備もできている。渡すタイミングはそれが良いのではないか

と思う。 

 ボリュームが多いとなかなか読めないので、ある程度コンパクトでなければ

ならないという事は、部会のターゲットとするところとして、了解いただける

か。 

 山岡委員に協力をいただきたいが、可能か。 

 

○山岡委員 

 可能。 

 

○松岡委員 

 今までの意見から、受け手側の産業医がもっとこの件について、知らなくて

はいけないと感じた。 

 メンタルに関しては、ニーズが高く研修会なども開催されているが、がんの

ことや就労のことに関する勉強会はほとんどない。 

 がん患者が相談に来た場合に、きちんと対応できるのかが心配になってきた。 

 会社の人事への啓発だけでなく、医師に対しても啓発をする必要があると感

じた。 

 

○西田部会長 

 次のステップとしては考えて行かなくてはならないところである。 

 場所と時間も限られているため、患者への相談場所の案内等のものを一つ作

成し、類似するような情報がどこにあるのかは、まとめておく必要がある。 

 研修会は次年度の部会において検討する事項の一つとして入れておく。 

 このデータは圧縮した形でまとめとして、県のホームページに掲載予定とい

うことだったが、東京都はもう少し詳しいものを雑誌という形で残している。 
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 ホームページは更新に伴い、残らない可能性がある。形にして残しておくこ

とで、引用することができる。今回抽出されたデータは貴重なものがあるので、

やはりどちらかに紙媒体で残すことが必要ではないか。 

 松岡委員、医師会の雑誌へ掲載することは可能か。 

 

○松岡委員 

 医師会の雑誌に掲載するには、A4 前後 1枚か 2枚に今回の概要を抽出しまと

めれば、掲載の依頼をすることはできる。 

 県民向けであればミレニアムに掲載を依頼することも可能と思われるが、広

報に相談する必要がある。 

 

○山岡委員 

 がんセンターと一緒にやっているホームページに、調査結果のリンクを貼る

ことができるか相談することは可能。 

 

○藤田委員 

 千葉県には、ちばがんナビがある。その中にひとつ就労の場所を作成し   

これから作成するリーフレット等を掲載し、今回の調査結果を報告するのも良

いのではないか。 

 そこに、今実際に行っている他自治体等の項目や拠点病院のがん相談支援 

センターのリンクを作成したらどうか。 

 

○西田部会長 

 東京都はどのような雑誌へ報告をしたのか。 

 

○坂本委員 

 保健師ジャーナルに一部抜粋の形にして掲載をした。 

 

○松岡委員 

 県のホームページのどこに掲載するのか。 

 

○事務局 

 がんナビにも掲載はするが、それとは別に健康づくり支援課ホームページに

掲載をする予定。 

 

○西田部会長 

 その掲載期間は、一定の期間か。 
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○事務局 

 削除作業をしない限り、掲載される。 

 

○藤田委員 

 日経 BP 社のがんナビのところには、掲載できないのか。 

 

○山岡委員 

 セミナー情報等を掲示する場所はあるが、調査結果を掲載できる場所がない。 

 

○西田部会長 

 日経 BP 社で掲載している内容は、調査報告とは少し異なる性質と思う。 

少し県の方で調査結果を整理して、大事な場所を抜き出す。どの程度のボリュ

ームがあればパブリケーションできるかを確認することが必要。 

 

○松岡委員 

 能川先生に確認をしなくてはいけないが、産業保健の冊子を作成しているの

で、ダイジェスト版をそこへ載せてもらうのも一つであると考える。 

 

○西田部会長 

 一度パブリケーションしておくと、国会図書館にも残るので、残る形で検討

をしていく。 

 

【事務局より資料２に基づき説明】 

 

○西田部会長 

 坂本委員からあらかじめ10人ほど医師に調査様式の聞き取りを行った結果に

ついて報告をお願いします。 

 

【当日配布：復職可能診断書/継続就労・復帰支援に関する情報提供 坂本委員

説明】 

 

○坂本委員 

 当院の外科医、内科医、精神科、緩和ケア科の医師へ聞き取りを行った。 

 精神科及び緩和ケア科の医師については、産業医を経験したことがあった。

ヒアリングの医師は、全員第一線で患者の診療に当たっている医師である。 

 結果は、治療状況については、書くことは全員一致で可能。ただし、副作用・

業務を関連付けて記載することは、患者の業務内容のイメージが困難であるた
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め、記載は難しいという結果であった。 

 主治医意見は、通勤の可否や就業配慮、治療日の休業等については、主治医

の意見で判断することはできない。ほぼ全員が難しいと回答している。 

 理由は、ネガティブな意見ではなく、主治医が作業につけないと記載するこ

とで、会社側の判断が休職・退職を誘発してしまうことを懸念している。 

 医師は、患者さんが「こうしたい」と思うところをアシストしていく立場で

あるため、患者さんの支援に役立つのであれば、情報提供書を書いてあげたい

と思うという点は、強調しているところであった。 

 また、できないというだけではなく、新たな提案の欄に代替案を記載した。

先ほどお伝えした治療管理情報を記載した情報共有ツールの作成には、主治 

医の立場より、作成に協力をするということだった。 

 他にも、治療の内容と職業の関連については、紙に記載するのには抵抗が  

あるが、会社の人が患者と来院し、面談という形での情報提供については   

協力できると意見があった。 

また、今は、あまり患者が復職するための情報提供をする取組を行っている

認識がないので、そのような取組ができることも県を通じ周知を行うことが必

要ではないか、その場合は会社が費用負担をする必要があるのではないかと意

見があった。 

 情報共有ツールについては、チェック項目にしてもらったことにより、記入

に関する負担感はそこまでないということであった。 

 

○西田部会長 

 治療情報は言えるが、就業の制限については、現場を知らないので判断が難

しいという内容であった。 

 

【当日資料：就労における QOL シートについて山岡委員説明】 

 

○山岡委員 

 このシートは、がんの患者会だけでなく慢性疾患セルフマネジメント協会で

受けたセミナーで一緒だった仲間も加わって作成した。 

 会社にしてみれば、がんだけ特別に扱うことはできないので、他の病気と一

緒に使えるツールが必要という意図であった。 

 これは、2年前に作成した様式で、患者によって体調が異なる中で、本人はど

のように過ごしたいのか、また、それぞれ自由記載が多いと大変なので患者、

医者、企業の人事のチェックの形式で記入できる様式とした。 

 しかし、これでも記入にあたり負担がある。 

 私自身も日々変わる変化をフォーマットに記載してみたが、状態が日々変わ
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るので、記入し続けるのに負担感が生じた。 

そのため、定期的にこれを出すのは続かないので、はじめにガイドラインの

ようなもので、会社が欲しい情報のチェックポイントを整理し、会社と医療機

関の両者で共有することが必要と考える。 

医療者に負荷を与えるのではないが、がんは 10 人 10 色なので本人にしか  

副作用の状態はわからない時もある。毎月 1 回このような様式のやり取りをす

ると、医療者側も人事側も負担が大きくなるので、運用ベースでフレキシブル

な形で作成する必要がある。 

重要なのは、何もしないのではなく、会社側が配慮すること、患者側は配慮

して欲しい事をフォーマットに限らず意識し、医療者側も医療者からのお墨付

きを得るのはなかなか難しいことだが、情報共有は必要。 

患者と会社と医療者が情報共有するための何らかのツールは必要なのではと思

う。 

 

○西田部会長 

 1 枚目は誰が記入するのか。 

 

○山岡委員 

 まずは本人が記入する。 

これを作成する際に、医師も主治医と産業医とを分けた方がいいという助言も

いただいた。そうするとこれが 4項目となり、現実の運用が難しいところもあ

った。 

 

○西田部会長 

 情報提供書の意見は、坂本委員が国立がん研究センター東病院の医師に聞き

取りを行った結果は、半分は利用できるが半分は記入に困難を要するという内

容であった。 

 もう一つの産業医、つまり会社側の意見を聞く調査は、まだ行っていないの

で、調査を実施しなくてはならない。 

 そのような作業を行い、見直しを1～2回程度行わなければいけないと思うが、

松岡委員追加意見はあるか。 

 

○松岡委員 

 題目と依頼文に仕事を休まず治療している人たちにも使えるように（就労 

継続）とつけ、別紙も同様に（就労継続）を追加した。 

 情報提供書の後ろに（診断書）と追加したのは、復職するときに診断書を  

もらってくるように指示がされ、そこにコストが必ず発生する。 
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 診断書代を支払っても、１行 2 行でお金がかかるため、それならその時に  

この様式を活用し、今までの治療内容等を記入してもらい、一緒に情報を提供

いただければ、コスト面で少しでも抑えることができると考える。 

 また、病院側も診断書代をとるのであれば、このような内容は書いてもいい

のではと考える。 

 

○西田部会長 

 軽作業は可能。長期療養を要するではなく、もう少し患者の状態をわかるよ

うにしなくてはいけないということか。 

 

○松岡委員 

そうです。診断書料としていただくからには、このような内容を記載する  

ことが必要と考えている。 

 また、一番上の復職等の可否についての一文を記載してあることで、診断書

の形態をとっていると考える。 

 がんについては、診断名が必要と考え診断名を入れた。また、現在の治療状

況が必要と思いこのような形式にした。 

主治医意見については、考えなければならないところと思った。 

チェック項目は必要と思ったが、本日の意見を聞き、自由記載の方が良いの

かもと思った。 

また、前に戻り、復職（就労継続）支援に関する情報提供依頼書では、２ 弊

社での勤務状況等の中に従事業務（予定）とあるが、産業医に意見を聞いたと

ころ、まず、現状復帰をすることが可能か判断するため、現状の従事業務の状

況を主治医の先生にきちんとお伝えすることが必要であると意見をもらった。 

そのため、変更が生じると感じる。 

 それを見て、この現状では無理であれば、その状況をフリーで書いていただ

いてもいいと思う。 

 

○西田部会長 

 山岡委員は、患者の立場でこれを見た場合に意見はあるか。 

 

○山岡委員 

 私は、自身が復帰する時に診断書が必要であった。そのため、私自身が思う

ことを主治医に見せ、診断書を書いてもらった。 

 診断書と併せて情報提供をすることが可能となるし、医師も産業医へ何を伝

えなければいけないのか、意識の啓発にもなる。  

患者自身もこのような書式があると、自分が会社に伝えなければいけない 情
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報がわかる点ではよいと思う。 

 

○西田部会長 

 項目は、このような内容で十分か。 

 

○山岡委員 

 あと、フィジカルなこと。千葉県は、デスクワークだけの職場が多くなさそ

うなので、先ほどの運転とか工場勤務等の形態等が記入できるよう修正できれ

ば概ね良いと思う。 

  

○西田部会長 

 個々の対応欄が必要ということか。 

 

○山岡委員 

 このような内容に、個別で自由記載できる欄があれば良いと思う。  

 

○西田部会長 

 国立がん研究センター東病院で主治医意見欄は聞き取り調査を実施して  

もらったので、修正の可否について松岡委員ご意見あるか。 

 

○松岡委員 

 修正した方が良いと思う。 

 自由記載にして、配慮が必要なら通勤等に関して記載できる形にし、特にな

しの場合は、書かなくてもよい形式にする方が、主治医の先生方には良いので

はと思う。 

 

○西田部会長 

 では、修正し、今度は国立がん研究センター東病院ではなく、県のがん診療

連携拠点病院に協力いただき様式が使えるか確認をする。 

各病院 10 名程度御協力いただく。同時に、企業側にも同様の確認をする。 

 

○松岡委員 

 企業側にも意見を聞いた方が良い。 

 個別の記載例の記入場所等を含めた記載例があった方が良いと考える。 

 

○西田部会長 

 これは、企業側、これは医師側と分けるのではなく、ペアにして意見を聞く
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べきと思うが。 

 

○松岡委員 

 両方ペアで意見を伺うことが必要。 

 

○西田部会長 

 会社側は、先ほどのヒアリング可能な 40 社で良いか。 

では、松岡委員がガイドラインを含めて修正をし、修正が出来たら、県の方か

ら各機関へ依頼をすることは可能か。 

 

○事務局 

 可能。 

 

○西田部会長 

 対象全てに依頼を出すのではなく、意見を聞き、その後修正したら他の施設

に依頼を出せるように、半分から 2/3 にして欲しい。 

 

○事務局 

 了承。 

 

○松岡委員 

 現在の治療内容と今後の通院・治療状況の文言はこの形で大丈夫か。 

 

○坂本委員 

 このような文言がないと書かないので、項目としてあった方がいいと意見が

あった。 

 逆に復職がいつか書いてくださいという内容だと、医師は書けない。 

 例えば、今、行っている抗がん剤が 3か月、4か月行う予定ということは書く

ことができる。 

 

○松岡委員 

 そのような内容は、情報として欲しい内容。 

 

○藤田委員 

 介護保険の際に、がん末期の患者で本人へがん末期と伝えていない場合は、 

主治医より患者へ伝えていないことを情報として提供するのは、患者がショッ

クを受ける可能性があるのではないか。 
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 どのような流れになるのか。 

 

○松岡委員 

 活用するのは、全て告知済みの方を対象に考えている。 

 産業医に確認をしたところ、診断名は必要ということであったので、本人に

もこの内容を説明しているという一文を記載する等、本人へのアナウンスは必

要と思うが、就労の場合は、本人と医師が同じように自身の状況を理解しない

と、職場の支援につながらないと思う。 

 

○藤田委員 

 本人が病気について、納得できていない場合もある。 

 

○松岡委員 

 理解できる。ぎりぎりまで就労をしている方も見えるので。 

 このツールを活用するのは、本人がそのようなことを理解している方に活用

をすると考えている。 

 

○西田部会長 

 資料２の 2ページの下に、本人の同意欄がある。本人に同意をとり、進めて

いくということで良いか。そうでないと、難しいものがある。 

 

○藤田委員 

 私は、口頭でのコミュニケーションが必要と考える。口頭のコミュニケーシ

ョンだけでは情報の伝達に誤りが生じる場合は、このようなツールが必要なの

ではと考える。 

 

○松岡委員 

 産業医からは、メンタルの関係もあり、診断名を書くと会社に情報が伝わり、

患者に不利益を生じるのではないかと懸念もあり、状態像で書く方が良いので

はないかと意見もあった。 

 ただ、がんの場合は、診断名と内容を知らないと就労の支援ができないので

はないかと思う。 

 

○西田部会長 

 それで良いと思う。 
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○山崎委員 

 この間、がんではないが診断書をいただいた。軽作業のみ可。1 人作業不可、

通院治療要と書かれていた。 

 それを見ると、勤務できないと書かれているように読み取れる。それを渡さ

れても会社では判断できない。逆に就業できないと判断されかねない。 

 

○松岡委員 

 医師も状況判断できる医師と、そうでない医師もいるため、診断書に    

チェック項目で就労の可否について選択形式にすると、医師はどこかにチェッ

クしないといけないと思い、誤解を招く可能性もあるため、やはり自由記載の

方が良いのではと思う。 

 

○杉坂委員 

 先ほど藤田委員からもあったように、がんと初発で診断されると患者も  

ダメージを受ける。 

 実際に相談のあったケースで肺がんステージⅣ余命数か月と診断された方が 

いた。家族がいなかったので、会社の上司等へ告知後報告をした。 

 職場では、上司をはじめ会社が配慮をしてくれるようになり、人事の方でも  

余命数か月であれば、傷病手当金をもらいゆっくりした方が良いのではないか

と言われ、退職を選択した。 

 現在は、告知後 1年 6か月が経過し、傷病手当金もなくなるため、障害年金

を申請したいというケースだった。 

 実際には、軽作業も十分にできる状態。治療も抗がん剤治療以外の治療はな

いと言われており、日常生活も介助を受けることなくおひとりで何でもできる。

今お会いしても、十分に就労できると判断できる方である。 

 はじめから、就労への復帰を視野に入れている方には、このようなツールが

活用できるが、最初の段階でダメージを受けてしまい、退職という結論を選択

してしまった方は、再就職も難しく一番初めのところでこのような支援がある

ことをアナウンスすることが必要と考える。 

 また、先のことはわからない。山岡委員のようにお仕事を続けられている方

もいらっしゃる。退職を焦って選択してしまう方を何とか救えないかと思う。 

 

○西田部会長 

 今後、坂本委員がどの段階で離職しているのかを調査していく予定である。 

 

○松岡委員 

 このような事例をどんどん集積し、どんな支援体制があるということを明文
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化していくと、支援体制の構築につながる。 

 

○杉坂委員 

 早めに情報を出し、支援体制があると本人が知っていれば、選択肢も変わっ

てくると思う。 

 

○山岡委員 

 2 ページ目を本人が企業と相談して書く時に、自分の当時を思い出すと家族は

無理するなと言い、自分自身も弱気になることもあった。ここまで仕事をして、

逆に QOL が低下し治療がうまくいかないと困るかもしれないと自分自身も揺れ

ているところもあった。 

そのため、今回の情報提供用紙が独り歩きをする怖さもある。 

 これの書き方の中に、十分にそのあたりを注意する点を盛り込んでほしい。 

 また、この情報提供用紙は紙として残ってしまうので、企業側も退職の方に

誘導する形となっても困る。 

 

○松岡委員 

 これをあえて人事部でなく、産業医として出すこととしているのは、意味が

ある。企業がこの情報を全て見るのではなく、産業医と主治医の間の情報の  

受け取りが大前提。 

 これを産業医が集約して、企業側に伝えることを前提としている。 

 

○山岡委員 

 産業医はメンタルに関しては詳しいが、がんに関しては、詳しい産業医が少

ないと調査の中からも意見が出ることがある。 

その場合に、情報の管理が適切にできるのかは疑問が残るところもある。 

 

○松岡委員 

そのため、東京都では産業医に関してがんに特化した研修会を大々的に開催

し、認識の一定化を図るためにグループワークを含め、がんについての理解を

深めている。 

 

○山岡委員 

 専属の産業医がいる所だけでなく、週に 1回、月に 1回の嘱託産業医しかい

ない中小企業もある。 

 そこに情報を出すということは、患者側も揺れているし、この情報ツールを

書く時間軸の違いもある。復職前 1か月頃なのか、復職し、ならし就業期間中
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なのか等。 

 デリケートな問題なので、患者自身も揺れていることを注意書きやガイダン

スすることが必要だと思う。 

 

○西田部会長 

 患者に関する情報を会社と医師がやりとりすることは、患者はつらいことで

あるが、それをきちんとしておかないと就職、就業するのは難しいということ

を最初のパンフレットの中に盛り込んでいく必要もある。 

 

○藤田委員 

 治療について、例えば乳がんであれば抗がん剤治療や放射線治療をしている

時は、このようなことに注意するが、ホルモン治療に入れば注意は要らない等

の治療に関する経過の記載がないのでは。 

 

○松岡委員 

 ここに上げるのは、大項目としての情報とし、個々の副作用等の注意につい

ては、患者に説明するパンフレットや説明書に詳細に記載されているため、そ

れを見せてもらい情報を得ることも可能である。 

 

○杉坂委員 

 企業側にしてみれば、何もなくて相談をされることはつらいものがあるが、

これだけの情報があれば、事業主の背中を押すこともできる。 

 何を配慮すればいいのかポイントがわかればいいので、この内容で十分であ

ると思う。また、症状が不安定であれば、断続的な休職に入り、再度復職する

ので、このような書式で十分。 

 軽症のがんであれば有休で対応して、復職もするので復職の際にこのような

ものがあればいいと思う。 

 

○松岡委員 

 軽い方は、治療終了にチェックがつき、通院が月 1回となると思う。それを

元に安心をしてもらえればと思う。 

 

○西田部会長 

 書いて欲しい内容が項目としてないと医師は記入するのは難しい。「一般的な

のを書いて下さい」では、ほとんどが就業可能、不可に留まってしまう。 

 そうすると、きちんとした情報が伝わらない。 
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○杉坂委員 

 そのとおりである。 

 

○西田部会長 

 今までのまとめをすると、患者さんが受診をし、治療を開始する時に、会社、

患者、医療機関をつなぐ必要があるため、どのような手続きや相談先があるか

等を A4 用紙 1枚程度に試案を部会で作成する。 

具体的には、相談先の種類と場所、相談情報の場所を明確化しておく。 

また、情報提供書については、松岡委員に少し手直しをお願いし、企業側・

県のがん診療連携拠点病院の先生方に調査を行い、そこで大きな意見が返って

くるようであれば、再度修正をし、調査を行う。 

アンケートについては、発表に関して私の方で少し調べ、新規性の有無につ

いて確認をする。 

 

【事務局より参考資料に基づき説明】 

 

○事務局 

 中間評価については、審議会開催前に先行し本部会を開催しているため、メ

ール等を活用し、中間評価の指標等について連絡を取っていきたい。 

 

○西田部会長 

 先ほど、企業が相談する先等の周知が不十分であるということだったが、  

パンフレットに相談先を掲載するだけでなく、ホームページ等に掲載して  

アクションを起こした方が良いのではないか。 

 

○松岡委員 

 労働衛生週間の時に、企業を集め話をする機会がある。その時に配布する形

をとってみてはどうか。 

 

○石橋委員 

 伝わると思う。 

私の方で、関係部署に話をしておく。 

 

○西田部会長 

 患者さんのパンフレットについては、山岡委員、坂本委員、御協力をお願い  

したい。 
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○山岡委員 

がんと診断され、ネガティブになる時に、すぐに仕事を辞めないという   

アナウンスは、パンフレットと情報提供用紙の書き方見本の両方に必要である

と思う。 

 

○西田部会長 

 それについては、メーリングリストを作成し情報交換をしながらやっていく

こととしたい。 

 メーリングリストの作成は可能か。 

 

○事務局 

 可能である。 

 

○西田部会長 

 できれば、年末までに全ての調査を完了し、パンフレットや情報提供用紙等

を完成させ、次の部会で最終議論をし、次年度に実行するという形で行きたい。 

 

○事務局 

 参考資料のスケジュール（３）相談支援体制のあり方についてだが、次の部

会のメインテーマになってくると思うので、今いただいた意見を（案）として、

全て提示していくという形でよろしいか。 

 

○西田部会長 

 次回は、最終版という形にするために、その間に必要な調査は実施する。 

 来年以降は、残っている課題の対応をしたい。 

 では、次の会議は 1月頃のため、それまでに必要な調査等を実施し、次回は

最終版に関する議論を行う。 

 

【議事終了】 


