
新しい日本のがん対策─ 予防・根治・共生に向けて（Ⅷ）

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
高　橋　　都

（聞き手　齊藤郁夫）

がんサバイバーシップ

　齊藤　がんのサバイバーシップにつ
いてうかがいます。まず、サバイバー
シップとはどういったことなのでしょ
うか。
　高橋　この言葉はカタカナのまま使
われていて、なかなか日本語になじみ
にくいのですが、「がんとわかったそ
の後を生きていくプロセス全体のこ
と」と考えるとわかりやすいと思いま
す。サバイバーシップ研究とかサバイ
バーシップケアでは、がんになって、
当初予定された治療が一段落して、そ
の先に進む段階の方、社会復帰を考え
る方が直面する悩みや困りごとに取り
組むことが多いです。
　齊藤　今、がんになる患者さんも多
いですが、実際、どのぐらいの数が考
えられますか。
　高橋　推計ですが、１年間に新たに
がんと診断される方が日本全国で100
万人ほどといわれています。そのうち
の約1/3は働く世代です。
　齊藤　がんも治るようになってきた
ことから、そういう方が増えているの

でしょうか。
　高橋　治癒の一つの目安といわれる
５年相対生存率は、一番新しいデータ
でだいたい62～63％といわれています
が、がんの種類によっては８～９割に
達しているものもあります。
　齊藤　職場に復帰したときに、周り
の方がちょっと怖いというようなイメ
ージはまだあるのでしょうか。
　高橋　がんのイメージというのはま
だまだ偏っていて、統計的な数字と一
般の方々のがんイメージに乖離がある
と思うのです。例えば、「日本人の２
人に１人が一生のどこかでがんにな
る」と疫学的にはいわれていますが、
私たちが行ったアンケートでは、２人
に１人ががんになると考えている方は
アンケート対象者の１割にも満たなか
ったのです。一般の人は、がんのこと
を実際よりまれな病気だと考えていま
す。また同じ調査では、５年相対生存
率も実際よりずっと低いと思われてい
ました。一般の人の間では、がんとい
う病気はまだまだ、「まれで治りにく

い病気」と捉えられているのだと思い
ます。
　齊藤　そういう背景があると、職場
復帰するときに、周りがいろいろ反応
していくわけですが、今は就労を支援
する枠組みはあるのですか。
　高橋　がん対策推進基本計画という、
国のがん対策の枠組みや、2016年の暮
れに可決・成立した改正がん対策基本
法の中でも、就労支援は重要課題とし
て盛り込まれています。例えば基本法
の中では事業主はがんになった方の継
続就労に努めるようにと。もちろん状
況にもよるのですが、継続就労を支援
することが努力義務として盛られてい
ます。
　齊藤　そうなると、主治医と会社の
総務・人事、産業医、本人、それらの
関係性が重要ということでしょうか。
　高橋　もちろんサバイバーシップの
社会的な支援は就労だけではないので
すが、就労という観点から見ると、働
く場でがん治療と仕事を両立させよう
とする本人を取り巻く方々と治療のス
タッフが、本人を仲立ちにして正確な
情報を共有することがとても重要だと
思います。両立に向けたQ&A集も出
ています（図）。
　齊藤　がんの治療をする医師は、治
った後まではなかなか手が回らないこ
とになりやすいのでしょうか。
　高橋　治療が多角化していますし、
入院期間も短くなってきて、治療の現

場が病棟からどんどん外来に移ってき
ています。治療医は、患者さんのこと
を「治療に集中する専属患者さん」と
思いがちですが、実は患者さんは社会
的な役割をもつ存在なので、仕事も含
めて様々な事情を持っていることへの
理解が大事だと思います。
　その一方で、がん治療医は非常に多
忙です。治療医がすべてを対応するの
ではなく、社会的な支援のエキスパー
トは院内にほかにいますから、例えば
ソーシャルワーカーや相談員、そうい
う「暮らし支援のプロ」に治療のスタ
ッフが患者さんを上手につなげる仕組
みも大事になってくると思います。
　齊藤　がんの専門医も、治療だけで
はなくて、今の社会的背景も考えて、
周りの皆さんの力を借りていくという
ことですね。

図
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　高橋　はい。
　齊藤　がんになると仕事ができない
のではないかと、会社を辞めてしまう
人もいるのではないでしょうか。
　高橋　国内で複数行われているアン
ケートですと、２～４割ぐらいの方が
診断時に働いていた職場を辞めるとい
うデータが出ています。そこでとても
問題なのは、辞めるタイミングです。
治療開始前に辞めた方が４割ほどに上
るのです。しかも、辞めた方の３割ぐ
らいは、診断直後に辞めている。がん
診断にびっくりして、「ああ、もうこ
れは無理だろう」と思って離職してし
まいます。こういう「びっくり離職」
を防ぐために、確定診断がついた時点
で治療スタッフの方が「早まって仕事
を辞めないでください」とひとこと伝
えるのも大事だと思います。
　齊藤　そこが非常に重要なのですね。
そこを乗り越えて復帰する場合に、産
業医も非常に重要ですが、産業医がい
ない職場もかなりあるとなると、本人
の力も重要になってきますか。
　高橋　本人の伝える力はとても重要
になってくると思います。今、自分が
受けている治療や、今後のスケジュー
ル、自分の仕事に影響しそうな副作用、
そして、どういう配慮があればとても
助かるか。その辺を本人から提案して
いただくと、会社側も対応が楽になり
ます。同時に総務や人事も、あわてず、
その方の個別的な状況や本人の希望を

よく聞くのが大事だと思います。もち
ろん、職場に産業医がいらっしゃれば、
仲介をしていただけるので、最大限、
産業医とつながることだと思います。
　齊藤　本人の力について、これも主
治医の教えというか、情報提供力が大
きいでしょうね。
　高橋　はい。主治医の情報提供力で
とても左右されると思います。わかり
やすく説明する、あとで復習できるよ
うに何らかの文書にして渡す、そうい
う基本的なことが効果的だと思います。
それから、医学的な情報提供だけでは
なくて、「大丈夫、まだまだ働けますよ」
とか、「困ったら相談してください」
というようなちょっとした励ましがと
ても本人の力になります。そういう声
を患者さんからよくうかがいます。
　齊藤　医師も忙しくてたいへんでし
ょうから、そういったことに加えて、
うまく周りのリソースを使うというこ
とでしょうか。
　高橋　はい。そこが重要だと思うの
です。もちろん、医師が全部説明する
必要はなくて、病院内の相談窓口を伝
えていただくだけでもよいと思います。
　齊藤　現在は周囲の協力である程度
仕事を継続していくことが可能になる
わけですが、一方では、かなり治りに
くい患者さんでも仕事を続けたい方が
いらっしゃいますね。そういった場合
はどういった点が重要になってきます
か。

　高橋　本人がどこまで仕事の継続を
希望するか、家族がそれをどのように
見守っているのか。本人と家族の意向
がずれることもあります。ですから、
その辺をよく聞き取ることが大事だと
思います。現実的にどこまで働けそう
か、正直なところを、治療スタッフと
本人、家族、職場関係者がざっくばら
んに話し合う必要が生じます。もちろ
ん、職場での安全配慮も必要ですので、
本人が希望するだけで通るかというと
必ずしもそうではないのですが、正確
な情報が共有されることで、職場の了
解のもとに本人の希望がかなえられて
いるケースは少なくないと思います。
　齊藤　本人、家族、主治医、様々な
人たちがいるので、そこを総合的にう
まくコミュニケーションを取っていく
ということでしょうか。
　高橋　そうですね。終末期に限らな
いことですが、コミュニケーションが
うまく取れていれば、たとえ継続就労
が難しい状況になっても、「辞めさせ
られた」ではなくて、「いろいろ話し
合った結果、退職という判断になった」
という納得が生まれると思います。
　齊藤　産業医の力も重要なのですね。
　高橋　産業医の力は本当に重要だと
思います。特に、開業医はプライマリ
ケアの現場で、かかりつけ医として患
者さんと会う一方で、産業医という立
場で働いている方も多いと思います。

両方の視点を持っていると思うのです
ね。がん患者さんはほかの持病を持っ
ていることもあるので、がん治療の現
場で話ができなくても、かかりつけ医
とゆっくり話ができることもあります。
かかりつけ医に就労の相談にも乗って
いただければ、患者さんはたいへん心
強いと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

参考資料
１．がんと仕事のQ＆A第２版
　　 厚生労働省科学研究費高橋班が、が
んサバイバーの体験談をもとに作成
した本人・家族向けのQ＆A集。医療
者も活用できる。国立がん研究セン
ターがん対策情報センター「がん情
報サービス」から全文をダウンロー
ドできる。

　　 http://ganjoho.jp/public/support/
work/qa/index.html

　　（2017年10月16日アクセス）
２．  がんと共に働く～知る・伝える・動
き出す

　　 国立がん研究センターがん対策情報
センターが、日経BP社と協働で運営
する情報サイト。がん治療と仕事を
両立する体験者の事例や、企業の取
り組み事例を紹介している。国内の
関連情報のポータルサイトでもある。

　　 http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/
work_with_cancer/

　　（2017年10月16日アクセス）
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いただければ、患者さんはたいへん心
強いと思います。
　齊藤　ありがとうございました。

参考資料
１．がんと仕事のQ＆A第２版
　　 厚生労働省科学研究費高橋班が、が
んサバイバーの体験談をもとに作成
した本人・家族向けのQ＆A集。医療
者も活用できる。国立がん研究セン
ターがん対策情報センター「がん情
報サービス」から全文をダウンロー
ドできる。

　　 http://ganjoho.jp/public/support/
work/qa/index.html

　　（2017年10月16日アクセス）
２．  がんと共に働く～知る・伝える・動
き出す

　　 国立がん研究センターがん対策情報
センターが、日経BP社と協働で運営
する情報サイト。がん治療と仕事を
両立する体験者の事例や、企業の取
り組み事例を紹介している。国内の
関連情報のポータルサイトでもある。

　　 http://special.nikkeibp.co.jp/atclh/
work_with_cancer/

　　（2017年10月16日アクセス）
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