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平成２７年度以降の働く世代のがん対策（案） 

宮城県保健福祉部疾病・感染症対策室 

項目 区分 具体的な実施方法 実施主体(時期) 

１ がん検診 

①受診啓発 

○中小企業におけるがん検診の受診促進を図るため，関係団体と連携した受診啓発の実施 継続 県等（短期） 

○県内全美容室へのがん啓発雑誌の送付，フリーペーパー等へのがん啓発記事の掲載（委託事業） 新規 県(短期) 

○フェイスブック等ソーシャル・ネットワーキング・サービスを活用した情報発信 拡充 県(短期) 

○ターゲットを絞り，検診の有効性等について啓発するパンフレット・グッズを作成し，市町村を通じて配布 新規 県(短期) 

②検診環境の整備 
○市町村がん検診において，受診券及び受診費用の統一，休日・夜間検診の実施についての市町村協議・課題等整理 新規 県(中長期) 

○患者会の活動や，小学校におけるがん教育と連携したがん検診啓発の市町村における実施促進 新規 県（短期） 

③実態調査 ○平成２７年県民健康調査結果に基づき，がん検診受診の有無と雇用形態とを集計・分析 新規 県(短期) 

２ がん診療連携拠点病院 

①医療者に対する研修 ○拠点病院医師に対する研修 新規 診療連携協議会（中長期) 

②告知時からの就労支援 ○就労情報の把握，がんを告知した時からの就労支援 新規 拠点病院（中長期) 

③診療環境の整備 ○休日・夜間外来 新規 拠点病院（中長期) 

④人材育成 ○がん診療連携拠点病院における専門的な医療従事者の育成・確保 継続 拠点病院（短期） 

３ 実態調査の実施 
①実態調査の実施 

○県内企業に対する実態調査 新規 県(短期) 

○通院・入院患者，患者会会員に対する実態調査 新規 県（中長期) 

②実態調査等に基づく情報冊子作成 ○就労関係問題，解決の好事例，関係者への要望事項，治療の流れ等を記載した情報冊子の作成，送付 新規 県(短期) 

４ がん相談支援センターの取組 

①がん相談支援センターの広報 ○がん相談支援センターの広報  拡充 県(短期) 

②相談員の資質の向上 ○相談員への実務研修 継続 診療連携協議会(短期) 

③就労相談の拡充 ○就労相談の実施 新規 拠点病院（中長期) 

④ピアサポーター ○各がん診療連携拠点病院等におけるピア・サポーターが活躍できる場の提供 新規 拠点病院等（中長期) 

５ 企業における取組 
①企業における患者への理解促進 ○人事労務担当者のためのがん予防と就労支援セミナー 継続 県（短期） 

②業界団体等の協力 ○業界団体広報誌，「がん情報みやぎ」等への掲載依頼 新規 県（中長期) 

６ 一般啓発 患者への理解促進（一般向け） ○一般向け啓発講演会の実施 新規 県(短期) 

７ その他 
①柔軟な雇用管理 ○「柔軟な雇用管理」の取組を推進 新規 県（中長期) 

②法令による規定 ○県条例の検討 新規 県（中長期) 
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１ がん検診（１） 

区

分 

本県の現状，前回のがん対策推進協

議会における意見 

各都道府県がん対策推

進計画等，他県における

就労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の

就労支援のあり方に

関する検討会報告書 

働く世代のがん対策検討会議における意見 

（第１回 平成２６年７月 ２日開催） 

（第２回 平成２６年８月２１日開催） 

取組の方向性 
実施主

体(時期) 
連携先 

① 

県
に
よ
る
受
診
啓
発 

○職域におけるがん検診受診率  

（協会けんぽ加入者・平成２４年度

実施） 

胃がん  44.2％ 

肺がん  52.8％ 

大腸がん 49.3％ 

乳がん  12.0％ ※ 

子宮がん  7.0％ ※ 

※乳がん及び子宮がん検診につ

いては前年度受診の有無等に

ついて勘案していない。 

(県がん対策推進協議会資料) 

○働く世代のがんを早期

に発見するため，「いし

かわ健康づくり応援企

業等連絡協議会」の参

加企業や市町，労働

局，患者会等と連携

し，がん検診の受診率

や精検受診率の向上

を図るとともに，がん検

診の有効性等につい

て県民への普及啓発

を図る。（石川県がん

対策推進計画） 

○がんは予防・早期発

見が重要であること

から，（略）関係者・機

関は，がん検診の受

診を推奨し，受動喫

煙防止対策に努める

こと等が求められる。 

○検診をお勧めしているところではございますが，労働安全

衛生法に基づいた健康診断の御案内ではないのですね。

あくまでも保険者として任意の健康診断をお勧めしている

（及川委員・第１回） 

 

○県北沿岸部ですと検診を実施する病院が無いというところ

が多くて，検診車で事業所をへ行って受けるのですけれど

も，検診車には乳がんと子宮がんがくっついていかないの

ですね。（略）女性で乳がんと子宮がんの検診を受けたい

方は，検診設備を持っている医療機関に予約をしないと受

けられないという現状がございまして，しかも事業主のお考

えで，（略）乳がん，子宮がんは女性だけに限られているも

のなので，それはオプションという捉え方でして，（略）ここ

で受けられない方は市区町村で申し込んで受けていただく

ということでアナウンスをしております（及川委員・第２回） 

○中小企業におけるがん検診の受診促進を図るため，

関係団体と連携した受診啓発の実施 継続 

県・仙

台市・

県対が

ん協会 

(短期) 

○県対がん協

会 

○協会けんぽ 

○県中小企業

団体中央会 

○がん啓発協

定締結企業 

○30～44歳代の女性の罹患率は，

男性罹患率の約２倍（宮城県のが

ん 2003-2007） 

○胃がん:40歳代女性の 58.0%，50

歳代女性の 55.6%が未受診 

○大腸がん：40歳代女性の 56.5%，

50歳代女性の 56.0%が未受診  

○子宮がん：20歳代女性の 64.9%，

30歳代女性の 43.5%が未受診 

（平成２２年県民健康・栄養調査） 

○「ビューティボディメン

テナンスブック」を県内

全美容院へ送付（香川

県事業） 

 

○市町村，県，保健医療

関係者，事業者及び

関係機関・団体等が連

携し，がん検診受診の

働きかけや雇用相談

窓口等における生活

支援を含めた就労サポ

ート体制づくりに努めま

す。（沖縄県がん対策

推進計画） 

― 

○受診をせずにかなり進行してから自分ではどうしたらいい

のかわからないという状況で来られた方がいらっしゃいま

した。（略）そういう方が一人ではなく，何名もの患者に出

会っているので，本当に検診の大切さというのを伝えてい

くのが重要だなと再確認しました。（星委員・第１回） 

 

○若い世代の人たちが症状が無い状態で検診に行くかなと

いうのが疑問に感じています。（略）美容院に行ったときに，

チラシが置いてあっても興味や関心が無いと見ないのでは

ないかなと思ったりしたのですね。それであれば，若い人が

手に取るような雑誌とか情報誌などに出しておけば，ちょ

っと違和感があったときにここに行って診てもらおうかなと思

えたりとか，そうなるように何か考えてもいいのではないかな

と思います。（星委員・第２回） 

 

○若い人にメッセージが届くかというマーケティングの話にな

ってきますね。具体的にどういうのが良いかというと，ＳＮＳ

を使うのも良いかもしれませんね。市区町村の広報誌という

のは，若い人はまず見ません。（略）自分が必要とする情報

しか見ないというのもありますし，ソーシャルマーケティング

の会社などに相談するというのも一つの方法かもしれませ

ん。（渋谷座長・第２回） 

 

○無料で配布されているクーポン誌に載せるというのもいい

かなと思います。（星委員・第２回） 

○県内全美容室へのがん

啓発雑誌の送付，フリー

ペーパー等へのがん啓

発記事の掲載（委託事

業） 新規 

 

 

 

 

 

 

○フェイスブック等ソーシャル・ネットワーキング・サー

ビスを活用した情報発信 拡充 

 

県 

(短期) 

○県美容業生

活衛生同業

組合 

○がん啓発協

定締結企業 

○ターゲットを絞り，検診の有効性等について啓発す

るパンフレット・グッズを作成し，市町村を通じて配

布 新規 

 

県 

(短期) 

○各市町村 

 
 
 
 
   

 （河北新報社等主催， 

県・仙台市等後援「ピンク
リボンスマイルウオーク） 

           
啓発物資の例（ばんそうこう）      パンフレットの例 

 
（雑誌のイメージ） 

 
（県フェイスブック） 

 
（ビューティボディメン
テナンスブック） 

 
（県，仙台市，県対がん協
会主催「がん講演会」） 
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１ がん検診（２） 

区

分 

本県の現状，前回のが

ん対策推進協議会にお

ける意見 

各都道府県がん対策推進計画等，他

県における就労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の

就労支援のあり方に

関する検討会報告書 

働く世代のがん対策検討会議における意見 取組の方向性 
実施主

体(時期) 
連携先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

② 

検
診
環
境
の
整
備 

○がん検診を住所地の

市町村だけではな

く，県内どの市町村

でも受診できるように

してほしい。（平成２６

年度市町村担当者

会議意見） 

○平成２２年度には，県内市町の受診

券の記載事項および受診費用を統

一し，登録された医療機関（以下「個

別医療機関」という。）であれば，県内

どこの医療機関でもがん検診を受診

できる体制を整備しました。（福井県

がん対策推進計画） 

 

○大阪市は来年度から，働く女性が乳

がん検診を手軽に受診できるよう，地

域巡回型の集団乳がん検診を開始

する。夜間・休日などに身近な場所

で検診を行うことで，働く女性の受診

機会を増やすのが狙い。（平成２６年

６月２３日付け官庁速報） 

― 

○中小企業の場合には，健康診断を多岐にわたる項目で受けてもらうとい

うのが難しい状況なのです。これは私どものような団体がいかに啓蒙活

動をするかということかと思います。ただ，運送業のように勤務のシフトで

東京までトラックを運転して病院で受診してくださいといっても，人手不

足でなかなか難しい状況です。夜間に受けられるとか，そういった状況

になればまた違ってくるのではないかと思われます。中小企業の方が取

るべき対策はあると思いますけれども，コンビニではないですけれども２

４時間検診を受診できるような体制があるとなお良いかなと思いました。

（猪野委員・第１回） 

 

○（協会けんぽでは）胃がん検診の受診率が，対象者のうち４０％くらい

の方しか受けられない。パッケージで全てを受けなくてはいけないという

形では御案内をしているのですが，業態によっては，先ほどの話のよう

な長距離トラックの運転手さんだとか工場で働いている製造業の皆さ

んだとか，営業職の方々は検診の当日にバリウムの検査を受けるとす

ぐに仕事に戻れないということがございまして，せっかく受けていただい

ているにもかかわらず胃がん検診のところはスキップしてしまうという現

状がございます。（及川委員・第１回） 

○市町村がん検診において，受診券及び

受診費用の統一，休日・夜間検診の実

施について，市町村と協議し，実施に向

けた課題等を整理 新規 

県 

(中長期) 

○各市町村 

○各検診団体 

○各医師会 

③ 

市
町
村
に
よ
る
受
診
啓
発 

○川崎町では小学生

が両親や祖父母に

がん検診受診を呼び

かけるメッセージを

作成（平成２６年度市

町村担当者会議） 

○子どもの頃から自らの健康を適切に

管理し，がんやがん予防に対する正

しい知識を持つとともに，子どもを通

じて親世代を啓発することも視野に

入れ，学校，市町村及び教育委員

会，がんの経験者，医師会やがん医

療の専門家等と連携しながら「がん

教育」の普及，定着を図ります。（秋

田県がん対策推進計画） 

― 

○年代的には子宮がんで３０代とかそういう働き盛り，子育て中の方とか重

要なポイントにいる方が多く罹患されているので，やはり地域で細やか

な取り組みも必要になってくるのではないかなと思うのです。（略）大崎

市の地元の地区でがん検診の場で患者会のＰＲをさせていただきたい

ということで掲示をしています。（略）体験者の声から検診の重要性を伝

えていくことも大事なのではないかなということと，やはり早期発見が必

要なのですよというところも強調して，患者会のＰＲをさせていただいて

おります。（略）万が一罹患されてしまっても，そういえばこのような情報

があったなということが頭をよぎっていただければ，患者会というのがあ

るから行ってみようかなとか，身近に情報があると少し気持ちが進めるの

ではないかなと思っております。（髙橋委員・第２回） 

 

○（川崎町の取り組みについて）小学生にというのはいいですね。子供を

悲しませないためにも受診してくださいというのはいいと思います。（猪

野委員・第２回） 

○患者会の活動や，小学校におけるがん

教育と連携したがん検診啓発の市町村

における実施促進 新規 

 

 

県 

(短期) 

○各市町村 

○各市町村教

育委員会 

○各患者団体 

③ 

実
態
調
査 

○正規雇用の人と非正

規雇用の人と（検診

受診率）が明確に違

うのであれば，（がん

検診等の）対策時に

違いがあるのではな

いか。（久道会長） 

― ― ― 

○平成２７年県民健康調査結果に基づ

き，がん検診受診の有無と雇用形態と

を集計・分析 新規 

県 

(短期) 

○健康推進課 

 

 
（福井県のがん検診受診券） 
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２ がん診療連携拠点病院 

区

分 

本県の現状，前回

のがん対策推進協

議会における意見 

各都道府県がん対策推進

計画等，他県における就

労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討

会報告書 
働く世代のがん対策検討会議における意見 取組の方向性 

実施主

体(時期) 
連携先 

① 

医
療
者
に
対
す
る
研
修 

○医療者から，見通

しを持った治療計

画と，「百パーセ

ントできるようにな

るくらいになるまで

にはこれくらい期

間がかかる」という

ことを（示して）い

ただきたい。（髙

橋委員） 

○がん診療連携拠点病院

を中心として，がん患者

の主治医等に対し，勤

務形態に応じた検査や

治療日程の設定，投薬

内容の決定等につい

て，配慮するよう促しま

す。（茨城県） 

○（がん診療連携拠点病院における取組） 

 医療従事者等を対象とした就労に関するマニュアル

の整備及び研修会等の実施により，就労支援に必要

な知識の獲得及び人材育成を行うことが求められる。 

○中小企業では，先ほど話したとおり検診でもなかなか大変なのに，入院

や治療で通院することについての対処が難しいところがあります。受診

の次，いわゆる治療法においても放射線治療であるとか，そういった週

に何回か，あるいはまとめて何回か通って，職場と行き来できるような

治療方法を利用できるような環境にして欲しい（猪野委員・第１回） 

 

○診断書の中に，これからこのような治療を行うのでこのようなことを考

慮して欲しい，という内容のことが書かれていれば，事業主も安心して

見ていってくれるのではないかと思うのですけれども。（略）患者さんに

は治療計画として「このような治療をしていきますよ」というお話をしてい

くと思いますが，そういったことを患者さんの方から事業主に提供が上手

くできればいいなと思っておりました。（星委員・第２回） 

 

○患者さんに提供する診断書をそのままというわけにもいかないと思いま

す。（略）それを従業員が自分の言葉で咀嚼して事業主にわかるように

伝えるというのは難しいだろうと思いますので，その辺について検討を

お願いします。（渋谷座長・第２回） 

○勤務形態に応じた検

査や治療日程の設

定，投薬内容の決定

等についての配慮，職

場復帰までの見通しを

示すこと等，医療者と

して配慮が望ましい事

項について，拠点病院

医師に対する研修の

検討・実施  新規 

がん診

療連携

協議会 

(中長期) 

○がん診療連

携拠点病院 

○がん診療連

携協議会 

② 

告
知
時
か
ら
の
就
労
支
援 

― ― 

○（がん診療連携拠点病院における取組） 

 主治医が，病状を考慮した上で「今すぐに仕事を辞め

る必要はない」旨の一言を伝える必要がある。 

 

○（がん診療連携拠点病院における取組） 

 問診票等の活用により，事前にがん患者の就労にお

けるニーズを確認した上で，主治医や看護師等が，患

者の希望と了承に基づき，「勤務先の産業保健スタッ

フ，人事，人事労務担当者，職場の上司担当者，職場

の上司と就業上配慮すべき事項等について連絡をと

ることができる」旨を加えて伝えることも重要である。 

○私も主治医から仕事は辞めないほうがいいよと，頑張ってやりなさい，

やってみてだめならそこで考えればいいということで言われました。（髙

橋委員・第１回） 

○がん診療連携拠点病

院における就労情報

の把握，がんを告知し

た時からの就労支援

の検討・実施 新規 

がん診

療連携

拠点病

院 

(中長期) 

○がん診療連

携協議会 

③ 

診
療
環
境
の
整
備 

― 

○医療機関は，医療従事

者にとって過度な業務

負担とならないよう健康

確保を図った上で，患者

が働きながら治療（外来

化学療法など）を受けら

れるように，診療時間の

延長などに配慮すること

が望ましい。（埼玉県） 

○（がん診療連携拠点病院における取組） 

 平日夜間あるいは定期的な土曜・休日における外来

化学療法や放射線治療など，就労条件や本人の意向

によって受診時間の選択肢が広がるようながん医療の

取組の実施が求められる。 

○治療をするというところで，日中の時間，年休を取りながらというのは，な

かなか大変だなというのは感じているのですが，できれば当院で，（略）

夜間外来などもやってもらったらいいなと思っていて（星委員・第１回） 

○がん診療連携拠点病

院における休日・夜間

外来の検討・実施 新

規 

がん診

療連携

拠点病

院 

(中長期) 

○がん診療連

携協議会 

 

④
人
材
育
成 

○本県の乳がん看

護認定看護師数 

1人（平成 24年） ― ― 

○患者としてはお医者さんには相談しにくいところを看護師さんに，（略）

具体的に相談できる看護師さんが欲しいなと思っているところなのです

ね。なので，（乳がん看護）認定看護師さんの人材育成もお願いできた

らいいかなと思っていました。（髙橋委員・第２回） 

○がん診療連携拠点病

院における専門的な

医療従事者の育成・

確保 

がん診

療連携

拠点病

院(短期) 

○がん診療連

携協議会 
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３ 実態調査の実施 

区

分 

本県の現状，前回のがん対策

推進協議会における意見 

各都道府県がん対策推進計画

等，他県における就労支援対策

（要旨） 

がん患者・経験者の就労支援のあ

り方に関する検討会報告書 

働く世代のがん対策検討会議における意

見 
取組の方向性 

実施主

体(時期) 
連携先 

① 

実
態
調
査
の
実
施 

○山形大学の調査によると，正

規職員はがんになっても休

職にならないで正職員だが，

非正規の人は首になってし

まうか，続けられなくなって

結局やめてしまう。（石岡委

員） 

 

○正規雇用でのがん患者と，

非正規雇用の患者さんでは

かなり差があるのではない

か。実際が分かっていないと

対策できないのではないか。

（久道会長） 

○山形大学医学部が実施した

「がん患者の就労支援・社会

復帰に関する調査」によれば，

がんに罹患した勤労者の 25％

が定年以外の理由で失職して

おり，特に非正規勤労者にお

いては依願退職や解雇の割

合が多いと報告されています。

また，がん診断時よりも収入が

減少する患者も多く，がんに罹

患したことに起因する就労を含

めた社会的な問題等への対応

が必要となります。（山形県が

ん対策推進計画） 

○（就労におけるニーズ・ 課題） 

平成１６年の厚生労働省研究班に

よると，がんに罹患した勤労者の約 

３０％が依願退職，約４％が解雇と

なり，自営業等の約１３％が廃業し

たことが報告されている。 

 

○（国の取組） 

正規雇用・非正規雇用等も含め

た，がん患者の就労状況について

引き続き実態調査を行い，抽出し

た課題に対し改善策を検討し，求

められる方策に取り組むことが求め

られる。 

― 

○県内事業所を対象に自記式調査票を郵送発送・郵送

回収し，「がん予防対策」「私傷病等に関する制度」

「従業員が私傷病になっ

た際の対応状況」「がん

に関する認知度」「仕事と

治療の両立に向けた課

題や今後の方針」等につ

いて調査する実態調査

の実施 新規 

 

県 

(短期) 

 

○がん診療連携拠点病院の通院・入院患者，患者会会

員に対する実態調査の実施  新規 

県 

(中長期) 

○がん診療連

携拠点病院 

○がん診療連

携協議会 

② 

実
態
調
査
等
に
基
づ
く
情
報
冊
子
の
作
成 

○（治療に携わっている）先生

に聞くと「今日がんと言われ

て会社に行ったら首になっ

た」というのが未だにあり（い

ずれも）小さな企業である。

「がんと言うと居られなくなる」

と大げさにせずに治療を受け

ている（例もある）。（西條委

員） 

○がん診療連携拠点病院の相

談支援センターや茨城労働局

の総合労働相談窓口（総務部

企画室）に寄せられる相談事

例のうち，がん患者が抱える

就労関係の問題や要望事項

等を吸い上げ，本県の就労問

題の現状把握に努めます。

（茨城県がん対策推進計画） 

 

○県内事業所において実際に起

こった就労問題を収集し，事

例集を作成します。この事例

集を県内事業所や相談支援セ

ンターへ提供し，情報を共有

することによって，トラブル対処

への参考資料として活用しま

す。（茨城県がん対策推進計

画） 

 

○事業者への就労支援に関する

情報冊子の作成と提供：２万

事業所に就労支援に関する情

報冊子などが配付される。（沖

縄県がん対策推進計画） 

○（ハローワーク等雇用・労働関係機

関の取組） 

得られた就職支援に関するノウハ

ウ・知見をもとに，経験交流会の実

施や事例の共有等を通じ，がん患

者・経験者等に対する就職支援を

充実していくことが望まれる。 

 

○（企業における取組） 

がんに関する情報，がん検診やが

ん患者の就労支援の重要性につ

いて，好事例の共有等を通して，

企業に対する普及啓発をより一層

進めていくことが求められる。 

○体制的に専門のナビゲーターが１名しか

いないので，（略）出張相談の回数はなか

なか増やすことはできないのですけれど

も，このような取り組みをする中で支援に

関するノウハウ，好事例の収集といったも

ので，（略）そういう場所（県内に１０箇所あ

るハローワーク）で活用できるのではない

かなと思っております。（乕岩委員・第１

回） 

 

○２週間に１度，半日の治療が必要ですよと

かいう具体的なこと，（略）何らかの目安

があって，それが事業主に情報として届

けるチラシだとかマニュアルのようなツー

ルがあると良いという風に感じた（略）がん

センターあたりがそういうのを作るというの

が，本来あるべきではないかなと思う（渋

谷座長・第２回） 

 

○出張相談の相談予約は順調に埋まって

いるのですけれども，具体的に求人に応

募するというところまでの件数はあまりない

です。（略）出張相談を利用された方の就

職に至った実績は，今のところありませ

ん。（略）今後の取り組みの中で好事例と

なるようなものが出てくればと思います。

（乕岩委員・第２回） 

○実態調査結果や，県内各相談支援センター及びハロ

ーワークから収集したがん患者及びがん経験者が抱

える就労関係の問題，解決の好事例，関係者への要

望事項，がん治療の流れ等について記載した情報冊

子の作成 新規 

 

○情報冊子のハローワーク，相談支援センター，県内事

業所への送付 新規 

 

 

県 

(短期) 

○がん相談支

援センター 

○宮城労働局 

○各業界団体 

 
（東京都「がん患者の就労 
等に関する実態調査」） 

 
（企業のための 
＜がん就労者＞ 
支援マニュアル） 
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４ がん相談支援センターの取組（１） 

区

分 

本県の現状，前回の

がん対策推進協議会

における意見 

各都道府県がん対策推

進計画等，他県における

就労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する

検討会報告書 
働く世代のがん対策検討会議における意見 取組の方向性 

実施主

体(時期) 
連携先 

① 

が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
広
報 

○がんセンターの相

談支援センターで

就労支援相談は少

なく，関わってもな

かなか解決がつか

ない（西條委員） 

― 

○（がん診療連携拠点病院における取組） 

主治医や看護師等が，「院内のがん相談支援セ

ンターにおいて，就労に関する相談対応も可能

である」旨を患者に伝えることが求められる。 

 

○（がん診療連携拠点病院における取組） 

相談支援センター等の業務をがん患者及びその

家族に対してわかり易く伝えるよう，院内及び外

に対しても周知を徹底することが求められる。地

域で活動しているがん患者会等を通じた情報提

供も考えられる。 

○仕事のことを聞いてはいけないのかなと思ってしまうの

で，（相談）支援センターではこういう仕事のことも相談で

きますよ，こういうこともできますよというような情報をい

ただきたい。（髙橋委員・第１回） 

○みやぎ県政だより，ラジオ，業界団体広報

誌等を利用した，がん相談支援センター

の連絡先・相談内容等についての広報  

拡充 

県 

(短期) 

○宮城労働局 

○各業界団体 

 

相
談
員
の
資
質
の
向
上 

○がん患者の想いを

聞いて，雇用者は

どうしたらよいの

か，医療者のお手

伝いはこういうとこ

ろ，という具体的な

もの（アドバイス）を

お願いしたい。（髙

橋委員） 

○相談支援センターの相

談員に対し，医療に関

する事項だけでなく，

就労関係の相談にも

応じる旨の意識付けや

対応用研修等を行うと

ともに，離職者の再就

職相談等については，

ハローワークへの斡旋

などを適宜行うことがで

きるよう，所管のハロー

ワークとの連携を図っ

ていきます。（茨城県が

ん対策推進計画） 

― 

○私は保育士なので，子供をだっこしたりということができな

かったのですね。（略）それは何年かすると大丈夫になる

から，ちゃんと理解して貰えるように話をしてみなさいとア

ドバイスをしてくれる方が身近にいたのでとても助かった

のですが，そういう相談できる体制とか場所も作っていた

だけたらなと思います。（髙橋委員・第１回） 

 

○仕事をしたいという方も何人かいらっしゃるのですけれど

も，病気は自分で理解していても，十分な理解ではない

のかもしれないのですね。（略）私たち（がん相談支援セ

ンターの相談員）は間に入って何ができるのか（星委員・

第１回） 

 

○色々な相談があるのですけれども，そのときに知識が足り

ないなと思うこともあります。（略）知識豊富な看護師など

を有効に活用しながら相談に乗ってもらいながら，自分

たちが相談で答えられないことは繋いでいきながら，適切

に情報の提供ができていけたらいいなと思っています。

（星委員・第２回） 

○相談支援センター相談員への実務研修

の実施 継続 

がん診

療連携

協議会

(短期) 

○がん診療連

携拠点病院 

 

 
（みやぎ県政だより平成２６年１・２月号） 

 

（がん診療連携協議会主催 

 「がん相談員のための 

 がん経験者の就労支援セミナー」） 
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４ がん相談支援センターの取組（２） 

区

分 

本県の現状，前回の
がん対策推進協議
会における意見 

各都道府県がん対策推
進計画等，他県における
就労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の就労

支援のあり方に関する検

討会報告書 

働く世代のがん対策検討会議における意見 取組の方向性 
実施主体

(時期) 
連携先 

就
労
相
談
の
拡
充 

― ― 

○（ハローワーク等雇用・労

働関係機関の取組） 

がん患者等の就労支援を

更に推進するため，モデ

ル事業（「長期にわたる治

療等が必要な疾病をもつ

求職者に対する就労支援

モデル事業」）の更なる拡

充が求められる。 

 

○（がん診療連携拠点病院

における取組） 

就労における専門家とし

て，例えば，社会保険労

務士，産業カウンセラー，

キャリアコンサルタント等と

連携し，個別性の高いが

ん患者・経験者の就労に

関する相談支援を行うこと

が求められる。 

○今年度になりましてハローワークからモデル事業をぜひがんセンターで，ということをいただきまして始めたの

ですが，大盛況となりまして，ハローワークという名前を出すだけでこんなに違うんだなというくらいに患者から

の相談が多くありました。（星委員・第１回） 

 

○（ハローワークのモデル事業は）実際スタートしてみると予想以上に利用が多くて予約が埋まる状況です。

（乕岩委員・第１回） 

 

○実際に治療が始まるとやはり体力的や気力的に続かなくなってきて，障害者手帳を教えていただいてとか，あ

とは雇用保険の手続きをしてもらうとか，仕事ではないのですが，（ハローワーク仙台の出張相談で）専門的な

知識を使っていただきながら患者さんがより良い形で過ごしていけるように導いていただいている（星委員・

第１回） 

 

○医療機関を利用した就職に関する相談ができるコーナーというのは相談がしやすい環境にあって，なおかつ

病院関係の方と情報共有の中で色々と支援をすることができるので，再就職に関する情報以外にも生活に関

する相談も一緒に受けられることから，利用している方からは喜ばれているようです。（乕岩委員・第１回） 

 

○周知に関しては，ハローワークにはしておりますが，県内にいくつかある連携拠点病院に対しては不十分かも

しれません。（乕岩委員・第１回） 

 

○うちも就労に関しては相談も多くなってきているなと感じているのですけれども，うちだけではなくて地域の相

談室（他のがん相談支援センター）というところでも，同じように相談が受けられますという取り組みができて

いけたらいいのかなと思います。（星委員・第２回） 

 

○就労に関しては，看護師として答えていくというのは難しいなと思っていて，ソーシャルワーカーに確認を取り

ながら，そういうところで返答することも多いので，やはり専門的な方を活用していくということで適切に情報提

供していくということをこれからもしていきたいなと思っています。（星委員・第２回） 

○各がん診療連携

拠点病院におけ

る専門職による

就労相談の実施 

新規 

が ん 診

療 連 携

拠 点 病

院 

(中長期) 

○がん診療

連携協議

会 

○宮城労働

局 

○県社会保

険労務士

会 

ピ
ア
サ
ポ
ー
タ
ー 

○一緒に寄り添っ

て相談に乗るな

ど，当事者同士

のサポーターを

育成するための

研修は必要（髙

橋委員） 

○ひまわりサロンでは，

ピアサポーター研修

を受けたがん患者さ

ん，ご家族がスタッフ

として，語り合いの場

に入って参加者の話

を聞いたり，時には

自身の体験を伝えた

りして，参加されたが

ん患者さん，ご家族

同士の交流をサポー

トしています。（四国

がんセンター） 

― 

○例えば告知された直後に落ち込んでいる方とか，自分は仕事できないんじゃないかなと思っている方々に体

験者として寄り添ってあげながら，私はこうやって頑張ってこられたよとか，そういう部分を少しずつお話をし，

相談をしながら伝えていって，その方が就労に向けて向き合えるようになった時点できちんと職場に話せるよう

になるところまでお手伝いできればいいかなという形で思っておりました。（髙橋委員・第２回） 

 

○告知後，不安とか辛さを共有してくれる体験者がそばにいて欲しいということを先ほどもお話ししましたが，具

体的にはピアサポーターの活躍できる場所があればいいなと感じておりました。（略）病院の中にそういうポジ

ションを入れていただいて，どこの病院に行ってもチームで関わっていくことで一人の患者さんを社会復帰さ

せていただける形が理想だと思います。（髙橋委員・第２回） 

 

○様々な事業とピアサポーターとは密接に関係してくると思われます。県の事業で様々行っておりますけれど

も，それにも働く世代のがん患者の就労支援を充実させていくことを考えていかないといけないかもしれませ

んね。（渋谷座長・第２回） 

○各がん診療連携

拠点病院等にお

けるピア・サポー

ターが活躍でき

る場の提供 新

規 

が ん 診

療 連 携

拠 点 病

院，宮城

県 が ん

総 合 支

援センタ

ー 

(中長期) 

○がん診療

連携協議

会 

○宮城県対

がん協会 

  

 
（宮城労働局ちらし 

 「『長期療養』しながら 

 働きたい方へ」） 
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５ 企業における取組（１） 

区

分 

本県の現状，前回のがん対策推

進協議会における意見 

各都道府県がん対策推進計画等，

他県における就労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の就労支援

のあり方に関する検討会報告

書 

働く世代のがん対策検討会議における意見 取組の方向性 
実施主体

(時期) 
連携先 

企
業
に
お
け
る
患
者
へ
の
理
解
促
進 

○具体的に事業所に行って「がん

はこういうものだ，差別しないで

ください，就労できるような状況

を整えてください」ということをや

らなければならない。事業所の

集まりの場で効率よく県が指導

して，専門家等を集めたプログ

ラム，セミナーのようなものを定

期開催することを提案したい。

（石岡委員） 

 

○雇用者側の方もがんに対するイ

メージが「死」であったり，「全然

仕事にも復帰できない」という部

分があったりする。職場に復帰

し元気にやっている（人もいる）

ということを雇用者に伝えてい

ただきたい。（髙橋委員） 

 

○県として即効性があることは，特

に従業員１０人，２０人程度の

事業者の人に，「がんと言われ

たからといってすぐに首にしない

で，取りあえず治療をちゃんと受

けられるような仕事を継続させ

る」という方向の啓発をすべき。

（西條委員） 

○事業者に対して，がんの正しい知

識やがん患者・家族の就労支援

への理解を得るため，経済団体と

連携した研修会・セミナーを県内

各域で開催していきます。（埼玉

県がん対策推進計画） 

 

○がん検診受診率向上推進協定締

結企業等と連携し，企業の人事・

総務部門を対象とした就労支援

セミナー等を開催し，がん患者が

働きながら治療や療養できる環境

の整備，さらに家族ががんになっ

た場合でも働き続けられるような

配慮の必要性についての啓発を

進める。（兵庫県がん対策推進計

画） 

 

 

 

 

○上司，同僚及び人事労務担当

者のがんやその治療に関する

知識・理解が不足している。前

述のように，がん治療が入院か

ら外来主体に変わりつつある

にも関わらず，「完治するまで

休むよう」に指示されることもあ

る。 

 

○勤労世代には女性の患者が多

いが，上司にあたる男性には

体調変化を話しにくいという現

状もある。 

 

○企業において病名を伝えやす

い，あるいは治療のため休暇

取得しやすい労働環境や企業

風土形成が必ずしも十分では

ないことがある。 

 

○病状の把握がなされないまま

退職勧告を受けたり，既往歴

により就職が困難なこともある

ことから，求職者も採用やキャ

リア等への影響を懸念し，病

名を正直に伝えないことがあ

る。 

 

○がんの療養（休養）から復帰し

た者等への，産業医からの就

業上の指示が守られていなか

ったり，勤務時間中の受動喫

煙対策など十分な労働環境が

整備されていない場合もある。 

 

○病気になったからといって直ちに退職ということになると技術の継承に影響が

ある。あるいは自分の息子を上手く育ててくれる番頭さんがいなくなるというこ

となので，（略）万が一がんにかかられても何とか職場で頑張って欲しいという

気持ちを新たにしたところです。（猪野委員・第１回） 

 

○自分の意思を伝える場所というのが必要かなと。それを聞いていただける企業

者なり上司なりに理解していただけるように，共有できる場所を用意していた

だければすごく嬉しいなと思いました。（高橋委員・第１回） 

 

○がんというと（略）不治の病というイメージがまだ強いのか，雇用する側の環境

作りという意味では，がんはあまり気をつけていなかったなという反省がありま

す。（猪野委員・第１回） 

 

○「がんになったら働けない」という患者や，周囲の思いこみを払拭する必要が

あると書かれていて，ここが大事なのかなと思いました。（略）今までと同じ働

き方が出来なくても，違う働き方なら働けるのかということと思います。そこで，

事業所，受け入れ側の方の理解が大事になってくると思います。（略）半日単

位とか時間単位での有給休暇を取得できる仕組みになっても，取得できる体

制とか配慮がいただけるのか，実際に取れるのかというところにも繋がってく

る。（乕岩委員・第２回） 

 

○再発という話をしたとたんに，「じゃあ」というような形で言われることが多いとい

う話を聞くことがあるのですけれども，（略）同じように働いていたスタッフがが

んになって，労ってもらいながら仕事を続けていられるのだなということがわ

かれば，がんへの意識が高まると言いますか，職場環境も良くなっていくの

ではないか（略）このように環境を整えてもらって仕事を継続できているというこ

とを事業主に働きかけられるような方向になってもいいのかなと考えた次第で

す。（星委員・第２回） 

 

○「人事労務担

当者向けがん

予防と就労支

援セミナー」の

開催 継続 

 

 

県・ 

仙台市・

がん診

療連携

協議会 

(短期) 

○がん啓発協

定締結企業 

○協会けんぽ 

○宮城労働局 

○各経済団体 

           
 

 

（宮城県・仙台市・がん診療連携協議会主催    

「人事労務担当者向けがん予防と就労支援セミナー」

ポスター） 
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５ 企業における取組（２） 

区

分 

本県の現状，前回のがん対策

推進協議会における意見 

各都道府県がん対策推進

計画等，他県における就

労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の就労支援のあ

り方に関する検討会報告書 
働く世代のがん対策検討会議における意見 取組の方向性 

実施主

体(時期) 
連携先 

業
界
団
体
等
の
協
力 

○（治療に携わっている）先生

に聞くと「今日がんと言われ

て会社に行ったら首になっ

た」というのが未だにあり（い

ずれも）小さな企業である。

「がんと言うと居られなくなる」

と大げさにせずに治療を受け

ている（例もある）。（西條委

員） 

― 

○就労に当たって様々な困難を抱

えた者や医療が必要な等の就労

を支える制度があり，がん患者に

ついても，以下のような活用が可

能なものがあるが，周知が不十

分であり，十分に活用できていな

いとの意見があった。 

・傷病手当金制度 

・介護休業制度，介護休暇制度 

・障害者手帳制度 

・トライアル雇用奨励金 

・特定求職者雇用開発助成金 

・職場適応援助者（ジョブコー

チ）支援制度等 

 

○がんに罹患した際に，就労に関し

て利用できる制度について知らな

い，あるは知るための方法がわか

らない，病状を踏まえた就労に関

する相談先がわからない等の課

題もある。 

 

○（企業における取組） 

がん患者・経験者が働く上で密接

に関わる者に対して，がんについ

て正しい知識を身につけることを

目的とした研修や講演等を実施

することが重要である。 

○従業員が３人とか５人といったところでは，１人が休むと非常に大きな負担に

なります。こういったことをどうやって解決したら良いのかな，ということを悩んで

いたところであります。（猪野委員・第１回） 

 

○（協会けんぽには）健康保険の加入要件というのがございまして，（略）労働日

数，労働時間を基準にそれぞれが概ね４分の３以上であるかどうかとい

うことが目安になって（協会けんぽの健康）保険に加入していただきま

す。被保険者御本人様に限りましては，この加入した方につきまして（略）健康

保険の傷病手当金制度というのがございまして，（略）協会けんぽの方から申

請に基づきまして傷病手当金をこちらから支給するという制度も実施している

ところです。（及川委員・第１回） 

 

○傷病手当をもらわないに越したことはないのですけれども，これだけ手厚いも

のがあればある意味安心かなと思います。（猪野委員・第１回） 

 

○いろんな体験された方の声を聞きますと，健康保険の関係の話をお聞きしま

したけれども，そういう細かいところは患者さんは情報が無い方がたくさんい

らっしゃる。（高橋委員・第１回） 

 

○なかなか直接的に加入者に情報を伝達できないということが一番大きな悩み

でございます。そういったところをもう少し具現化した形で周知広報がさらに進

められるといいかなと感じておりました。（及川委員・第２回） 

○傷病手当金等，既存制度

の紹介や，がん患者理解

の促進に役立つ啓発コラ

ム等の業界団体広報誌

や，インターネット情報提

供サービス「がん情報み

やぎ」等への掲載依頼 

新規 

 

県 

(中長期) 

○各業界団体 

○県中小企業

団体中央会 

○東北大学病

院 

 

  

 
（全国健康保険協会ウエブページ「よくあるご質問―  傷病手

当金について」） 

 

 

（東北大学病院ウエブページ「がん情報みやぎ」） 
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 ６ 一般向け啓発 

区

分 

本県の現状，前回のがん対策推

進協議会における意見 

各都道府県がん対策推進

計画等，他県における就

労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の就労支援のあり方に関す

る検討会報告書 

働く世代のがん対策検討会議に

おける意見 
取組の方向性 

実施主

体(時期) 
連携先 

患
者
へ
の
理
解
促
進
（一
般
向
け
啓
発
） 

○「復帰時の辛さを理解して欲し

い」という患者の声を伝える機

会を県が作る。（髙橋委員） 

― 

○国民全体のがんに対する認識が正確でないこと

が多い。具体的には，がんは生涯で 2 人に１人

がかかる疾患であるが，これを正しく認識して

いる者は１割にも満たない状況であり，現実より

も「稀な病気」として認識されている。 

 

○例えば，乳がんの５年生存率は現在約９割に達

しているが，多くの者は４0-50％だと思ってお

り，現実よりも「治りにくい病気」として認識され

ている。こうしたことが，「がんは稀におこる病気

で治りにくい病気」であると誤解されて，がん患

者の就労可能性が実際よりも低く評価される一

因となっている。 

 

○こうした要因としては，体系的にがんについて教

育を受ける機会や，がんについて知識を得る機

会が必ずしも十分ではないことや，がんに関す

る情報が得られるツールや各種研修会の開催

情報などについて周知が十分ではないことなど

があげられる。 

 

○国民はがんについて正しく理解し，自身の適切

な健康管理及びがん予防や早期発見につなが

る行動変容に努めることが重要である。そのた

め，例えば，国立がん研究センターがん対策情

報サ－ビス等の信頼性が高くがんについて最新

の情報をまとめたホームページ，国や自治体が

発行するメールマガジン，がん関連の患者会及

び各学会の市民公開講座等を活用し，がんに

関する情報を得ることが求められる。 

 

○国民ががんについて「理解する」取組を続けて

いくことや，がん患者が元気で一緒に働いて

いる姿を見ることにより，がんになっても，

病状や治療内容によっては，治療と両立しなが

ら働くことができるといった社会風土の醸成が期

待される。 

○病気のことを言ってしまうと，好

奇の目で見られるような気がす

るという方がいらっしゃいます。

（略）乳がんに関しては，（略）女

性として非常に言いづらいという

ところがあって，隠して仕事をす

ると副作用が色々とあるので，

疲労感であったり集中力の低下

であったり，あとは腕が上がらな

くなってきたりということがあっ

て，そういうことを言わないで仕

事を続けていると，周囲からさ

ぼっているのではないかという

目で見られてしまう。それで職

場に居づらくなって自分から病

気のことは伝えないで辞めてし

まうという方もたくさんいらっしゃ

いました。(高橋委員・第１回） 

 

○一例として私はこういうがんを体

験しました，仕事ではこういうこと

をしたいです，こういう部分で補

助をいただきながら復帰して，何

年後には普通に働けるようになり

ましたというような体験談的なと

ころでお伝えしていくのも一つの

方法ではないかなと思っており

ます。（略）一番わかりやすく伝

えられる方法としては体験者の

声を伝える場が欲しい(高橋委

員・第２回） 

○一般県民にがん予防・がん理解を促す啓発講演会の

実施 新規 

 

県 

(短期) 

○がん啓発協

定締結企業 

 

  

 
（平成 26年 6月 19日開催 宮城県，仙台市，河北新

報社主催「女性のための健康・美活 talk」） 
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７ その他（１） 

区

分 

本県の現状，前

回のがん対策推

進協議会におけ

る意見 

各都道府県がん対策推進計画等，他県に

おける就労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の就労支援のあり方に関する検討会

報告書 
働く世代のがん対策検討会議における意見 取組の方向性 

実施主

体(時期) 
連携先 

柔
軟
な
雇
用
管
理 

― 

○事業者は，がん患者が働きながら治療で

きるよう，病気休暇制度や時間単位の有

給休暇制度の導入，新たな休暇制度の

創設をはじめ，がんになっても働き続けら

れるよう人事や勤務場所に配慮するととも

に，職場内においてがんに関する正しい

知識の普及を図ります。（秋田県がん対策

推進計画） 

○時間単位や半日単位の休暇制度，短時間勤務などを利

用可能な企業もあるが，一方でそのような休暇制度，勤務

導入など，柔軟な雇用管理の取組が十分に普及してい

ない企業もある。また，入院時に連続して一定期間休暇

をとることは可能であっても，外来に長期にわたり通院す

る必要がある場合等に，治療に合わせた柔軟な休みがと

れない，又は取りにくいといった状況がある。 

 

○（企業における取組） 

治療や検診受診のため時間単位や半日単位の休暇制

度，短時間勤務制度の導入，一時的な職務内容の変更

等，治療計画（スケジュール）や副作用，後遺症に応じた

柔軟な働き方等について検討を行うことが望ましい。 

○(中小企業団体中央会では）今年就業規則を改正し

て，有給休暇の時間制を設けたところです。法律で

は５年くらい前にできているのですけれども，法律が

変わっても施行していない企業が多いので，私ども

団体中央会でも時間休を取れるよう改めました。（猪

野委員・第１回） 

 

○勤務日数と雇用機関で付与されますので，非正規や

パートタイムで働いていても有給休暇が付与される

ということです。あとは，有給休暇の取得の仕方とし

て，１日単位，半日単位に加えて，労使の協定があ

ればという前提があったと思いましたが，５日を限度と

して時間単位で取得できるようになっていると記憶し

ております。（乕岩委員・第２回） 

 

○働く方が病気や怪我以外でも育児など色々な問題

で今までのような働き方ができないときに，企業の側

として働きやすい職場作りをすることによって，働く側

の就労に対するモチベーションになると思われます。

（略）受け入れる側が配慮していただけると，就職で

きる可能性も高くなってくるのかなと思います。（乕岩

委員・第２回） 

○時間単位の有給休暇制

度の導入等を促進する

「柔軟な雇用管理」の取

組を推進するための研

修の検討・実施  新規 

県 

(中長期) 

○宮城労働局 

○関係各課室 
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７ その他（２） 

区

分 

本県の現状，前回のが

ん対策推進協議会にお

ける意見 

各都道府県がん対策推進計画等，他県における就労支援対策（要旨） 

がん患者・経験者の

就労支援のあり方に

関する検討会報告書 

働く世代のがん対策検討会議における意

見 
取組の方向性 

実施主

体(時期) 
連携先 

法
令
に
よ
る
規
定 

○がん患者の就労問題

について県条例で制

定されていれば，そ

の県は守ると思う。必

要かどうかは議会の

問題でもあるが，県

執行部から提案して

もいいと思う。県がん

条例の設置推進に

ついてお願いした

い。（久道会長） 

○滋賀県がん対策の推進に関する条例（平成 25年 12月 27日施行） 

（就労等の支援） 

第２０条 県は，がんに罹患した者の就労，就学および社会活動への参加に資するよ

う，がんの罹患および治療の現状，治療後の健康の回復等に関し，事業者，その

雇用する者その他県民の理解を深めるための啓発活動を推進するものとする。 

２ 県は，がんに罹患したことによって離職した者に対し，その円滑な再就職を図るた

め，就労に関する相談，情報の提供その他の必要な支援を行うように努めるものと

する。 

（事業者の措置） 

第２１条 事業者は，その雇用する者のうち，本人またはその家族ががんに罹患した

者について，就労を継続しつつがんの治療を受け，および療養し，またはその家族

を看護することを容易にするための措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 県は，前項の規定により事業者が講じる措置を促進するため，医療機関と連携し，

情報の提供，助言その他の必要な支援を行うものとする。 

 

○佐賀県がんを生きる社会づくり条例（平成 26年 3月 20日施行） 

（働く世代に対するがん対策の充実） 

第１５条 県は，働く世代のがん死亡者を減少させるため，市町，医療機関及び保健

医療従事者，医療保険者，事業者並びに関係団体と連携し，次の各号に掲げる施

策を講ずるものとする。 

（１） 職域におけるがん検診の受診率を向上させるために必要な施策 

（２） 職域におけるがん検診の質の向上のために必要な施策 

（３） 職域において，次に掲げる環境が整備されるようにするために必要な施策 

ア 従業員ががんを予防し，及び早期に発見することができる環境 

イ 従業員又はその家族ががん患者となった場合であっても働きながら治療を受

け，療養し，看護し，又は介護することができる環境 

 

○岩手県がん対策推進条例（平成 26年 4月 1日施行） 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は，その従業員ががんを予防し，又はがん検診を受けることができるよ

う職場環境の整備に努めるものとする。 

２ 事業者は，従業員ががんに罹患したときは当該従業員が働きながら，治療を受

け，若しくは療養し，又は従業員の家族ががんに罹患したときは当該従業員が看護

し，若しくは介護することができるよう職場環境の整備に努めるものとする。 

３ 事業者は，県及び市町村が実施するがん対策の推進に関する施策に協力するよ

う努めるものとする。 

― ― 

○がん対策に関する県

条例の検討 新規 

県 

(中長期) 

○県議会 

 


