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T-PECストレスチェック
労働安全衛生法の改正により義務化されたストレスチェックに対
応したサービスです。57問や80問のストレスチェックの実施から
医師面接までワンストップで対応いたします。

セクハラ、パワハラ、アカハラ相談室
経験豊富な相談員が窓口となり、苦情や相談に対して柔軟、かつ
適切な対応を行います。外部相談窓口を設けることで、安心して相
談できる環境が整い、結果的に早期対応が可能となります。

生活習慣病受診サポートサービス
データヘルス計画における効果的な事業実施のために、生活習
慣病に関するご相談にお答えしたり、医療機関の紹介・手配など、
生活習慣病の早期治療、重症化予防をサポートいたします。

人事・労務ホットライン
心理及び労務の専門家が、休職者・復職者への対応に関するアド
バイスや就業規則上の問題解決のためのアドバイスをいたします。

法律相談サービス
身近に存在する、不動産に関係する法的問題、交通事故、お金に
関する法的問題、相続等の問題に、経験豊富な弁護士が窓口とな
り、法律に関する相談を受け付け、アドバイスいたします。

コンプライアンス通報・相談窓口サービス
通報窓口代行サービスのほか、法的な悩みにも対応できるよう提
携法律事務所による通報法律相談サービスを行っています。これ
は、通報代行業務と公益通報に関する相談窓口を兼ねたアウト
ソーシングサービスです。

日本の医学界を代表する各専門分野の総合相談医によるセカンド
オピニオンサービスをご提供しております。また、必要に応じ、優
秀専門臨床医のご紹介をあわせて行っております。

ドクターオブドクターズネットワーク

復職判定について、こころの専門医が復職に関するセカンドオピ
ニオンを実施、中立の立場で復職に関する意見書を作成します。

こころの専門医ネットワーク

認知症は発見が早期であればあるほど、認知症の予防治療効果、
遅延効果が高いとされています。ティーペックは、微細な認知
機能の変化を高精度で客観的に確認できる簡易チェックテスト
をより多くの方に受けていただけるよう、テストシステムのご
提供からテスト実施業務まで幅広く支援いたします。

簡易認知機能確認スケール「あたまの健康チェック」

心理カウンセラーが定期的に事業所を訪問し、「個人カウンセリ
ング」や「人事労務担当・管理職へのコンサルティング」「産業保
健スタッフ・人事労務担当との連携、会議への出席」「職場復帰支
援」を行い、企業におけるメンタルヘルス対策を、より有効かつ効
果的にサポートいたします。

定期訪問カウンセリング

メンタルヘルス研修サービス
組織の生産性向上やメンタルヘルス対策を推進する上で、「研修」
は重要な取り組みのひとつです。企業や団体ごと、職種や職場ご
とに抱えている課題や問題点に合わせたプログラムを実施いたし
ます。

T1612-0316-22-2500

●日本全国（約16万件）の「専門病院」「大学病院」「地域の病院」
「クリニック〈開業医〉」等を無償で検索できます。

●専門医療検索ができます。
　「小児科系」「産婦人科系」「内科系」「耳鼻咽喉科系」「眼科系」
「整形外科系」「外科系」「歯科系」「泌尿器科系」「皮膚科系」
「脳神経外科系」「麻酔科系」「循環器科系」

●「人間ドック」と「メンタルヘルス」専門の検索ページがござ
います。

●先進医療に関する情報を検索できます。

……お気軽に、ご利用ください。

※PC、タブレット、スマートフォンおよび携帯電話は、上記のURLにてアクセス可能です。但し、一部、PC、タブレット、スマートフォンおよび携帯電話では、インターネットブラウザの種類・バージョンまたは、機種等に
より、ご利用頂けない場合がありますので、予めご容赦願います。また、病院等の詳細情報の表示画面においても、地図表示の機能が対応されていない場合がありますので、併せてご容赦願います。

携帯電話、スマートフォンか
らのアクセスは、上記のＱ
Ｒコードをご利用ください。

｢医療機関情報｣を一般公開しておりますのでご自由にご利用ください
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がんの治療と
仕事の両立について
〜企業はどう取り組み、何を得るのか〜
〈特定社会保険労務士・
社会福祉士・キャリアコンサルタント　藤田久子〉
最先端レポート
多くの経営者が「裁量労働制の拡大」
「脱時間給導入」の施策推進に期待
健康キーワード
ピア・プレッシャー
法律相談Q&A
面接時に「健康状態良好」と
断言した社員が、実はうつ病の治療中だった
これを理由に解雇できるか？



場合、職場に戻ってくることができます。そうした従業員が、
引き続き意欲をもって働き続けられることは、労働人口減
少時代の企業の利益にも合致することではないでしょうか。

企業にとっての	
「がんと就労」の焦点とは？

　前出の東京都の調査では、働くがん経験者の方のうち、
全体の８割以上の方が「治療と仕事の両立に困難を感じ
た」と回答しています。その困難な内容（資料3）を見ると、
は大きく分けて３つのタイプに分けられます。
　第一に、「治療費が高い」、「働き方を変えたり休職する
ことで収入が減少する」といった、収入や支出に関するこ
と。第二に「体調や治療の状況に応じた柔軟な勤務がで
きない」、「治療・経過観察・通院目的の休暇・休業がとりづ
らい」、「治療をしながら仕事をすることで人事評価が下が
る」、「通勤が困難である」など、働き方に関する制度のこ
と、第三に「職場内に相談相手がいない」、「病気や治療
のことを職場に言いづらい雰囲気がある」「治療をしなが
ら仕事をすることについて職場の理解がない・乏しい」と
いった職場の理解・風土についての困りごとです。
　第一の収入減・支出増の問題については、だからこそ、
退職せず就労継続することがベターな選択となってきます。
入院等で休業した部分については、健康保険の傷病手当
金や高額療養費等でカバーすることでそのダメージを最
小限にすることができます。休業後復職し、働き続けること
で、損失は最小限にできるからです。
　第二、第三がまさに企業における「がんと就労」の焦点
であるかもしれません。これらについて、具体例を基に見て
いきましょう。

ケースで見る「がんと就労」

Aさん。40代女性
　乳がんと診断され、今後、入院・手術が予定されています。現
在の検査結果によれば、手術後、再発予防のために、5週間（計
25回）の放射線治療と5年間のホルモン治療が続く見込みで
す。治療が予想以上に長引くことに、不安と共にショックを感じ
ています。今後、治療と仕事をどのように考えていったらよいの
か、悩んでいます。

罹患してから退職した患者の割合は、2～3割程度という結
果が出ています。これは、体調や病状により療養に専念す
るためという理由によるものだけでなく、「周囲に迷惑がか
かるから」「職場に居づらくなったため」という理由で、自ら
先回りして辞めるケースも多いのが現実です。
　企業で「治療と仕事の両立」というと、これまでは、主に
メンタル疾患が中心となっていたと思いますが、65歳定年
延長に伴い、がんに対しても、企業での対策が急務になっ
てきています。がん罹患は、中高齢になるほど増える傾向
にあり、その方々が退職することは、企業としてたくさんの
時間と費用を使って育ててきた従業員をみすみす失うこと
になるからです。
　がんに罹患しても、しばらく治療を受けることで、多くの

ながら働いていくことが現実的に可能になってきました。
　また、がんの治療は高額な場合が多く、退院後も長く続
く通院による医療費は、生活を圧迫します。生活のため、
治療を継続するため、仕事を継続しなければならないとい
う状況も生まれています。
　このような「慢性疾患化」「長く続く通院」「高額な治療
費の長期的な支払い」という昨今の状況の中で、「がんの
治療と働くことの両立」というテーマが近年浮上してきた
のです。　

がんに罹患しても、意欲をもって	
働き続けることは企業の利益にも合致

　2014年5月に東京都が実施した調査によれば、過去3
年間に、がんに罹患した従業員がいた法人の割合は、全体
で37.2％。法人の規模別でみると、規模が大きい法人の
方が、いた割合も多くなっていますが、50人以上100人未
満の規模であっても、33.5％と、決して珍しいことではなく
なってきています（資料2）。また、様々な調査により、がんに

がんの慢性疾患化などにより	
「治療と仕事の両立」のテーマが浮上

　「がん治療と仕事の両立」というテーマが注目を集めて
いる理由は、大きく分けて三つあります。
　第一に、がんは、以前のように「死」に直結する病気とは
必ずしも言えなくなってきたこと。第二に、長く通院して治
療を受け続ける「慢性疾患」となってきていること。第三に、
働き盛りの方の罹患が多く、雇用を継続しながら治療を受
けることが、本人だけでなく社会的にも要請されているとい
うことです。
　現在、がんに罹患する人は毎年100万人を超えるまでに
なりました。1995年には、47万3,000人余りであった罹患
者数は、20年後の2015年には、98万2,000人となってお
り、20年間で2倍以上となっています。
　また、がんという病気に対してのイメージは、老化が原因
の病気、高齢になってからかかる病気という印象を持たれ
ている方も多いと思います。しかし、実際は、20歳から65
歳未満の働き世代での罹患は全体の3割を超えるという
結果がでています。また、罹患年齢には男女差があり、女
性の方が男性より早く罹患しやすいということも分かって
います（資料1）。
　さらに、医療技術の進歩等によって、以前のように「が
ん」と「死」が必ずしも直結する病気ではなくなってきてい
ます。5年相対生存率は、がんの種類ごとにばらつきがある
ものの、すべてのがん種の平均で62.1％＊1です。また、治療
も、以前のように入院して行うということは少なくなり、手術
等の必要最低限の治療を入院で行い、様々な検査や、抗
がん剤・放射線等の治療も外来で行うという形に変わって
きています。こうした治療スタイルの変化によって、通院し

　近年、がんなどの重篤な病気になっても、治療を続けながら働く「治療と就労の両立」が注目されている。昨年2月
には、厚生労働省が「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」を発表した。
　労働人口の高齢化に伴い、がんに限らず、生活習慣病なども含め何らかの病気の治療を受けながら働く従業員は、
今後、増えていくことは間違いない。そこで今回は、こうした状況に企業はどのように対応すべきか、がんを例にとっ
て考えてみたい。

がんの治療と仕事の両立について
～企業はどう取り組み、何を得るのか～
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資料1　年齢別がん罹患者数（2011年）

資料2  過去３年間に、がんに罹患した従業員がいた
 法人の割合

資料3　治療と仕事を両立する上で困難であったこと

藤田	久子　特定社会保険労務士・社会福祉士・キャリアコンサルタント

内容 割合
治療費が高い、必要な治療費の見通しが立たない 34.5%
働き方を変えたり休職することで収入が減少する 29.7%
体調や治療の状況に応じた柔軟な勤務ができない 24.9%
治療・経過観察・通院目的の休暇・休業が取りづらい 23.9%
治療をしながら仕事をすることで人事評価が下がる 14.7%
職場内に相談相手がいない 13.7%
通勤が困難である 13.1%
治療と仕事の両立について誰（どこ）に相談すればよいか分からない 12.9%
病気や治療のことを職場に言いづらい雰囲気がある 11.9%
治療をしながら仕事をすることについて職場の理解がない・乏しい 11.6%
医師や看護師等に仕事のことについて相談しづらい雰囲気がある 4.0%
困難と感じたことは無かった 17.9%
出典「がん患者の就労等に関する実態調査」平成２６年５月　東京都福祉保健局　（n＝831）
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50台後半から男性が一気に増えてくる。

若いうちは女性の方が多い

がんにかかる3人に1人が働き世代
2011年罹患者数851,537人
20歳～64歳 全体の31％（262,322人）
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出典：「がんの統計‘１５」公益財団法人がん研究振興財団
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出典：「がん患者の就労等に関する実態調査」平成26年5月　東京都福祉保健局

＊1 独立行政法人国立がん研究センターがん対策情報センター　2006〜2008年 32



　私が活動している一般社団法人CSRプロジェクト＊2では、
がん患者さんの仕事と治療に関する様々な悩みに対して、
私のような社会保険労務士や、人事労務担当者、キャリア
コンサルタント等が無料で相談に応じています。Aさんのよ
うな治療計画と仕事との両立に関する相談は、非常に多
い事例です。以下、Aさんがケースを基に、会社としてでき
ること、支援のポイントを挙げていきます。
　会社としてできること
①情報を入手し、整理する（治療の見通しを確認する）
　まず、現在の治療予定を確認します。入院・手術はいつ、
どのくらいの日数になるのか。その後予定される治療（Aさ
んの場合、放射線治療とホルモン療法）が始まるのはいつ
なのか、通院する日数や頻度はどのくらいなのか。予想さ
れる副作用や仕事への影響（勤務可能な体調になるのか
どうか）などを聞き取ります。
　がんの場合、その種類ごとに治療のメニューがおおよ
そ決まっているのが一般的です。確定診断が出た時点で、
今後の治療の大まかなスケジュールを把握することが重
要です。
②会社の制度と、治療計画・本人の希望や思いとの突き
合わせを行う
　就業規則をはじめとする社内規定や、前例などを確認し
ます。同時に本人の希望や思いを聞き取ります。
　実際の入院・手術等の治療に入る前に「どんな休暇が、
どのくらい取得できるのか」、お互いに理解しておくことは
重要です。そして、それらの休暇を取得するにあたって、給
与支給の有無なども一緒に説明します。
　また、長期休業するような場合は、社内制度だけでなく、
傷病手当金や高額療養費などの公的な制度についても伝
えておくことが必要です。とりわけ、傷病手当金については、
まだまだ知られていないことが多く、前出の東京都の調査
でも、長期休業者で傷病手当金制度を「知らなかったので
利用しなかった」と答えた方が約4割も存在しています。休
業期間の給与の補てんとなるこの制度の存在をしっかりと
伝えることは、療養する社員の安心感につながります。
　Aさんの場合、入院は2週間。その後、手術の傷や体力
が落ち着いてきたところで、毎日1～2時間病院に通院し、

連続5週間、放射線治療が予定されるということでした。ま
ずは1カ月休業し、入院・手術・その後の療養に充て様子を
見ることなります。会社に私傷病休暇制度があれば、それ
を活用。なければ、年次有給休暇等で対応します。放射線
治療の時にもし、短時間勤務やフレックスタイム制度、時
間単位の有給休暇制度等があれば、Aさんの体調如何で
は、就労しながら通院することも可能かもしれません。
　また、診断直後は思い詰めがちなることにも注意してく
ださい。突然の告知、手術方針の決定、検査・入院に伴う
様々な生活上の準備、仕事の引継ぎ等、本人自身が考え、
行動しなければならない時期です。思い詰めた結果、「会
社に迷惑をかけるよりは」と入院前に退職を決意する方も
多いので、「まずは治療をしてみて、大切なことは後から考
えればいいから」、「いつでも相談に乗るので、まずは治療
を最優先にして」と、会社の方が伝えるだけでも非常に本
人の助けになります。
③休業中は、こまめに連絡調整を行う
　治療方針は体調や検査結果によって修正される場合が
あります。とりわけ、手術時の病理検査の結果によっては、
治療が追加されたりスケジュールが修正されたりというこ
とが起こります。
　長期療養が見込まれる場合、本人の負担感を考慮しつ
つも、こまめに連絡を取り合い、体調や療養に関する今後
の見通しを会社と本人とで共有することが大切です。
　また、復職に向けた準備も始めていくことになります。治
療のスケジュールがある程度固まり、復職時期が決定して
いく中で、復職後の配慮事項（勤務時間・配置先の転換の
有無・業務量など）を確認していきます。Aさんからの聞き
取りだけでなく、場合によっては、主治医からの意見書等を

（Aさんを通じて）取り寄せる準備などを行います。
④復職後も一定程度のフォローアップを
　がんは冒頭で述べてきたとおり、多くの場合、長期にわ
たって治療や経過観察が必要になる病気です。治療によっ
て様々な副作用が生じてくることもあります。復職後にも一
定程度のフォローアップが重要です。復職後しばらくは（半
年から1年くらい）定期的な面談や、産業保健スタッフがい
る場合は、連携してフォローする体制があるとよいでしょう。

特集
がんの治療と仕事の
両立について
～企業はどう取り組み、何を得るのか～

人的・時間的な余裕がない場合は、担当者などを予め決め、
相談先を示しておくことだけでも助けになります。

＊　＊　＊
　以上、Aさんの事例を基に、会社が対応する内容につい
て見てきました。まとめると資料4のようになります。
　支援のポイント
①重要な上司の役割
　メンタルヘルスや育児休業等と同様、がんの場合も、所
属長・上司の役割は非常に重要です。所属長や上司は、人
事を含めた他部署への連絡調整や、現場での就業上の措
置などを実際に行う立場です。彼らが病気や罹患者の状
況を理解し、必要な業務上の措置や配慮を行うことが求め
られます。最近の民間の調査＊3でも、罹患後も退職せずに
就労継続できている人について、継続可能だった理由に

「職場の上司の理解・協力があったため」と回答する割合
が非常に高く、全体の46.4％となっています。
②同僚の理解・協力も必要
　上記の調査では、継続可能だった理由について、「職場
の上司の理解・協力があった」に次いで多いのが、「職場
の同僚の理解・協力があった」（32.7%）でした。
　実際の仕事を行う上で、現場の同僚からの理解・協力が

不可欠なのは、病気の有無にかかわらず当然のことです。
ましてや長期に仕事を休み、復職後も一定の配慮が必要
となる場合、上司だけでなく、同僚の理解・協力抜きに働く
ことは厳しいものがあるでしょう。
　理解・協力は、働くそれぞれの労働者の倫理（皆で助け
合わなければならない）に依拠すると、結局のところ「Aさ
んばかり配慮されて、しわ寄せが全部自分たちに来るだ
け」という周囲の不満を喚起し、職場の雰囲気や士気が落
ちることにつながりかねません。
　日頃から「大変なときはお互い様」の風土を研修などの
機会を通じて醸成するだけでなく、休業時の代替者などの
確保や、肩代わりして頑張った者への評価につなげる等の
措置の検討も必要でしょう。
③制度・運用・配慮の仕組みの活用
　両立支援の取り組みの程度や内容は、企業の規模や方
針によって異なりますが、それぞれの企業の状況に合わせ
て「制度」「運用」「配慮」という3つの仕組みを適宜組み
合わせて活用することで、就労継続が容易になる場合があ
ります（次ページ・資料5参照）。
　もっとも望ましいのは、「制度」として両立支援の仕組み
が確立されていることですが、規定を個別に作ることは、然
るべき手順を踏んで行う必要があり、ハードルは高いとい
えます。
　そこで既存の制度を弾力的に援用したり、現場でのロー
カルルールを適用したりする、「運用」という手法がありま
す。すでに育児等やメンタル疾患に関する休業の規定など
があれば、それをがんの患者さんに合わせて運用するので
す。全社的なルールにはなっていない各職場の慣行を利
用するのも良いでしょう。
　また、身近な現場のメンバーによる「配慮」というレベル
のサポートがあります。配慮とは、制度や運用といった社内
のルールではなく、ちょっとした助けや工夫のことです。たと
えば、手術後の後遺症により頻繁にトイレに行く必要があ
る従業員がいた場合、トイレから近い場所に席を移動する
とか、リンパ節を切除して足が浮

む く
腫みやすい人に、休憩時

に利用できる椅子を用意するなどです。こうした少しの配
慮が、大きな助けになる場合があります。

資料4

復職後のフォローアップ
●関係部署との連携
　（産業保健スタッフ・人事・現場等）

復職
●配慮事項の実施・モニタリング
●必要に応じて配慮事項の見直し

休業中
●こまめに連絡調整
●復職準備（復職後に必要な配慮事項の確認と準備）

会社の制度の確認
●休暇・休業制度、人事上の取扱いなど
本人の意向の把握

情報の入手・整理
●治療の見通し
●業務内容・影響などの確認

Step 1

Step 2

Step 3

Step 4

Step 5

＊3 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング政策研究レポート・がん治療と仕事の両立に関する調査（2016年3月4日） http://www.murc.jp/thinktank/rc/politics/politics_detail/seiken_160304＊2 一般社団法人CSRプロジェクト http://workingsurvivors.org/ 54



ないでしょうか。
　明確な目標や価値を自覚した従業員は、企業にとっても、
生産性を高める「人財」になります。そうした観点から、「病
気」「育児」「介護」という個々の事象への対処を超えて、
従業員の育成やサポートを考えていく時期に来ていると考
えます。
　ここで国の施策にも触れておきます。国のがん対策は、

「がん対策基本法」に基づき、5年ごとに定められる「がん
対策推進基本計画」により具体的な目標や計画が設定さ
れ実行されています。2016年12月、この「がん対策基本
法」が改正されました。改正法では企業側の「事業主の責
務」が設けられ、働く人ががんになっても雇用を継続できる
よう配慮することが明記されています。今後は、来年度か
ら実施の第3期がん対策推進基本計画が策定される見
通しで、企業としても今まで以上に「治療と仕事の両立支
援」を行うことが期待されています。

がんを経験することで	
人間としてバージョンアップすることも

　さて、事例で取り上げたAさんですが、会社の時短等の
制度がなかったため、放射線治療時点では、私傷病休暇
制度を使い2カ月休み、その後、復職しました。現在は、3カ
月に1度、通院しながら、元気に仕事をされています。
　復職後、「働けるということがどんなにありがたいことか
分かった」とお話しされたのが非常に印象的でした。復職
し、今まで「当たり前」のように仕事をしていたけれど、当た
り前に思えたことができなくなる中で、そのありがたさと周
囲のサポートに改めて気づき、「ここまで見守ってくれた会
社のためにも頑張ろうと思った」と話されます。
　「がん」という病気は、慢性疾患化しているとはいえ、今
でもやはり「死」を意識せざるを得ない病気です。その治
療の中で経験するのは、治療の痛みや大変さだけではなく、
人生の意味や役割などに関する気づきが伴うことも多い
です。これをPTG(Posttraumatic Growth)と呼びます。
トラウマ後の成長という意味で、逆境体験の痛みや苦しみ
のあとには、ポジティブな成長があるということです。そうし
た様々な経験を経た従業員を、「しばらくは仕事が十全に

強調しすぎることはない	
コミュニケーションの重要性

　がん患者さんへの就労支援を行うなかで、わかったこと
があります。それは、がん治療と仕事との両立を目指すうえ
で、コミュニケーションの重要性は強調しすぎることはない
ということです。
　がんという病気は、非常に個別性が高く、治療による副
作用の出方や、後遺症なども人それぞれです。そして、病
気に対する向き合い方も人それぞれです。がんになってか
らも、「今までどおり働きたい」と思う方もいれば、「しばらく
は再発予防のために、少し配慮してもらいたい」と思う方も
います。したがって、罹患した従業員の方がどういう思いで
いるのかに耳を傾け、その思いを受け止めたうえで、会社
でどこまで支援できるのか、方策を一緒に考えるという姿
勢が必要になってきます。
　「今までどおり働きたい！」と思っている方に、必要以上
の配慮をすることは、本人の就業意欲を低下させることに
なりかねません。逆に、「しばらくは配慮してほしい」と思っ
ている方に、期待感を込めて「今までどおりに変わらず働
いてください」と言うことは、「結局、辞めてほしいというこ
となんですね」と受け取られることもあり得ます。こうした
ボタンの掛け違いを防ぐためにも、従業員の思いを聞き取
り、また、会社の姿勢を伝えていくこと、双方向でのコミュニ
ケーションが重要になります。

　とはいえ、従業員との直接的な対話だけでは、実際の対
応が困難、合理性・正当性に欠けるのでは、という考え方も
あるでしょう。そうした場合には、主治医からの診断書や意
見書等で裏付けを取ることが考えられます。厚生労働省

「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」＊4の中には、主治医に病状等を確認するための
書式等も参考として用意されています。そうしたものを利
用するのも一つの方法です。

キャリア形成を支援するという	
企業の姿勢が求められる

　いま、日本の企業はさまざまな面で過渡期にあります。終
身雇用制が崩れ、退職年齢も延長し、公的年金制度もこれ
までのようには充分に受け取ることができない時代に入っ
てきました。そうした中で、個々の労働者自身、生涯をトータ
ルで「キャリア」と捉え、自分自身のキャリアデザインを行わ
なければならない時期に来ています。
　長い職業生活の中で、育児や介護、そして、がんを含め
た「病気」に罹り、働き方を見直さざると得ないことは、誰
しもあり得ることです。そうした人生のさまざまな出来事を、
排除するのではなく、あらかじめ前提としながら、そして、実
際にそうした出来事に遭遇した時、もう一度そこで仕切り
直してよりよい人生にしていくことができるようにすること。
終身雇用制が崩れつつある今だからこそ、そうしたキャリア
形成を支援していくという企業の姿勢が求められるのでは

資料5　従業員への支援の大切なポイント

特集
がんの治療と仕事の
両立について
～企業はどう取り組み、何を得るのか～

できないお荷物」と扱ってしまえば、そのような結果にしか
ならないでしょう。しかし、「しばらくのサポートの後、ゆくゆ
くはしっかり働いてもらおう」という対応の先には、病気以
前よりバージョンアップした従業員の姿を見ることができる
かもしれません。
　「育児、障害者雇用、メンタルヘルス、介護、LGBT、そ
こにさらに『がん』……。人事や会社は、どこまで従業員の
面倒を見ればいいんだ」という声もあるかもしれません。し
かし、「お互い様」の企業文化は、何よりそこで働く従業員
の意欲と生産性を高めるものになり得ます。「治療と就労
の両立」はその一つの試金石になると確信しています。

T-PEC EAPニュース 39号(2016.10月15日号）

誤植のお詫びと訂正

　T-PEC EAPニュース39号・特集において、2カ所に誤植がありました。
　謹んでお詫び申し上げるとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

■2ページ 左の段 16行目
誤）図2は、最近1年間に、　→　正）図3は、最近1年間に、

　　　　 ×　　　　　　　　　　　　　　  ○

■2ページ 左の段 20〜21行目
誤）また図3は、　→　正）また図2は、

　　　　　　　　　　 ×  　　　　　　　　　  ○

　以上です。P3の図2と図3への指示・誘導が誤っておりました。読者の皆様に
おかれましては、該当箇所について上記のように読み替えていただければ幸い
です。
　ご迷惑をおかけしましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

ティーペック 株式会社

「制度」・「運用」・「配慮」の３つの組み合わせで対応。サポートするために何が使えるか、を皆で考える

身近なメンバーによるサポート・工夫

制度を実務上に落とし込む
部署や支店等のローカルルール

全社共通のルール
（社内・公的な制度）

配慮

運用

制度
©CSRプロジェクト

ふじた ひさこ
一般社団法人CSRプロジェクト理事&事務局長
ふじた社労士事務所代表
2007年、乳がんの診断を受け、手術・治療。その後、自らのがん経験や
社会経験から対人援助を目指す。2011年に前職を退職し、がん患者の
就労支援活動を開始。共著に『ダイバーシティマネジメントの実践』（労
働新聞社）、『がん経験者のための就活ブック』（合同出版）がある。
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最先端レポート

　日本経済新聞社は3カ月に1度、国内主要企業の社長
（会長、頭取などを含む）を対象に「社長100人アンケー
ト」を実施している。2016年8月25日～9月12日に実施
された本アンケートで、政府に期待する施策（3つまで選
択）を聞いたところ、右図のような結果となった（147社
が回答）。
　最も多かったのは「裁量労働制の拡大」（51％）、次い
で「テレワーク・在宅勤務の促進」（43.5%）、「『脱時
間給』の導入」（42.2％）が挙がった。その一方で、安倍
首相が導入に意欲をみせる「同一労働同一賃金の実現」
に期待する経営者は4.8％にとどまった。
　実労働時間ではなく、事前に決めた「みなし時間分」
の賃金を支払う裁量労働制は、長時間労働是正につな
がると期待している経営者も多いだろう。日立造船や
KDDIなど、すでに導入している企業もあるが、現行の
裁量労働制は特定の職種にしか適用できないため、幅
広い職種にも広げるべきだとの声が多く挙がっているよ
うだ。
　また、裁量労働制の拡大や脱時間給制度の新設など
を盛り込んだ労働基準法改正案は、2015年の通常国会
に提出されたが、たなざらしの状態が続いている。
　では、政府は「働き方改革」に向けて、どのような動き
をしているのだろうか。改めて整理してみたい。
　安倍首相は第3次安倍再生改造内閣の発足に合わせ、
新たに「働き方改革相」を設け、加藤勝信氏（一億総活
躍相との兼務）を任命。「働き方改革実現会議」を設置
し、2016年9月27日の初会合を皮切りに、関係閣僚8人
と民間有識者15人で議論している。
　民間有識者のメンバーには、日本商工会議所会頭の
三村明夫氏、全国中小企業団体中央会会長の大村功作
氏、「婚活」「妊活」など女性たちのキーワードを発信す
る少子化ジャーナリストの白河桃子氏、乳がん闘病経験
をもつ女優の生稲晃子氏らが名を連ねる。
　議論するテーマは、以下の9つ。

１）	同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
２）	賃金引き上げと労働生産性の向上
３）	時間外労働の上限規制の在り方など長時間労働の

是正
４）	雇用吸収力の高い産業への転職・再就職支援、人

材育成、格差を固定化させない教育の問題
５）	テレワーク、副業・兼業といった柔軟な働き方
６）	働き方に中立的な社会保障制度・税制など女性・

若者が活躍しやすい環境整備
７）	高齢者の就業促進
８）	病気の治療、そして子育て・介護と仕事の両立
９）	外国人材の受入れの問題

　これらのテーマには、厚生労働省の労働政策審議会
などで議論されながら、経営者側と労働者側の隔たりが
大きく先送りされたものも多い。そのため、働き方改革
実現会議では、労使の利害調整がスムーズに進むかが
焦点となりそうだ。
　政府はこの会議と厚労省の検討会の報告を踏まえ、
具体案を盛り込んだ「働き方改革実行計画」を本年度中
に取りまとめ、順次、関連法案を提出する方針。
　今後も、政府の動向を注視したいところだ。

多くの経営者が「裁量労働制の拡大」
「脱時間給導入」の施策推進に期待

日本経済新聞社「社長100人アンケート」にみる、働き方改革への関心

　働き方改革は、安倍晋三首相が経済政策の柱に据えており、各企業にとっても大きな経営テーマとなっ
ている。日本経済新聞社は、国内主要企業の経営トップを対象に、政府に期待する働き方改革に向けた施
策を聞いたアンケート結果を、2016年9月15日に公表した。 あらゆる集団にみられる	

周囲からの無言の圧力
　｢自分だけが違う意見を言うと、
排除されるのではないか」といっ
た不安から、意に反して同調してし
まった経験は誰にでもあるだろう。
　このように、誰から言われたわ
けでもないのに感じてしまう、「皆
と同じでなくてはいけない」とい
う心理的圧迫感を「ピア・プレッ
シャー」または「同調圧力（同化
圧力）」という。ピア（peer）とは、
「仲間」「同僚」のことを意味する。
　こうした無言の圧力は学校、会
社、地域の自治会などあらゆる集
団のなかでみられる。ピア・プレッ
シャーを感じたとき、集団の多数派
に属することで「非難の対象にな
らない」「安全なポジションを確保
している」という安心感が得られる
ため、本音を言うことを避けて場の
空気に合わせてしまうのだという。
　たとえば、昨年のアメリカ大統
領選挙で、ヒラリー・クリントン有利
という大方の予測がはずれたのは、
“隠れトランピアン（トランプ支持
者）”がいたからだとする見方があ
るが、ピア・プレッシャーにより、過
激な発言を繰り返すドナルド・トラン
プを支持するとは言えない空気が
あったためだとも考えられる。
　ピア・プレッシャー自体は、良い
ものでも悪いものでもなく、受けた
人の捉え方や環境によって、プラス
にもマイナスにも作用する。

ピア・プレッシャーKeyword

健康キーワード

「皆と同じにしなければ」という心理的圧迫感
うまく活用すればプラスに作用することも

ワーク・ライフ・バランス推進の	
阻害要因にもなり得る
　従来、日本企業は「仲間との和」
を重んじ、会社全体の利益のために
力を合わせる、家族主義的な経営を
行って成長を遂げてきた。こうした
背景から、日本の職場にはピア・プ
レッシャーが働きやすく、マイナスに
作用してしまうこともある。
　たとえば、仕事が早く終わっても、
上司や同僚が残業していると「皆が
残っているから帰りづらい」と感じ、
“付き合い残業”をしてしまう人は
少なくないだろう。また、日本人の
有給休暇（以下、有給）消化率は
60％で、諸外国に比べて極めて低
く（下から2位）、有給取得に罪悪感
を覚える人の割合が諸外国のなか
で最も多いことを示す調査結果＊が
ある。その理由の１位は「人手不
足」で、仲間にしわ寄せがいってし
まうのではないかと気にする人が
多いことがうかがえる。
　休暇制度や出産・育児・介護の
支援制度など、ワーク・ライフ・バ
ランス推進の仕組みを整えてい
るのに成果がみられない職場に
は、ピア・プレッシャーがマイナス
に作用している可能性がある。ま
た、個々の能力は高いのに、チーム
で働くと生産性が落ちる場合にも、
同じ理由が考えられる。チーム内の
空気に合わせてしまうことが互い
の成長を阻み、全体のパフォーマ
ンスを下げているのかもしれない。

良いチームワークの形成や	
生産性向上をもたらすことも
　仲間との和を重んじる環境で
は、集団で認められた規律や価値
観、行動様式に従わなければならな
いという圧力が働きやすい。それが
強くなると過度に監視し合うように
なり、たえず緊張を強いられたり、強
いストレスを感じたりする。
　しかし考え方を変えると、周囲の
視線を意識することで「仲間に迷惑
をかけられないから頑張ろう」「担
当している仕事は責任をもってやろ
う」といった、モチベーションが生ま
れる良い効果も期待できる。
　「プレッシャー」や「ストレス」という
言葉にはネガティブな意味もあるが、
適度なプレッシャーやストレスがあ
るからこそ良い緊張感が生まれ、集
中力を高めることができる。
　このように、ピア・プレッシャーが
プラスに作用している環境で、皆が
切磋琢磨しながら共通の目標に向
かうことができれば、「皆と同じでな
くてはいけない」という意識はなく
なり、互いの意見を尊重し合えるよ
うになるのではないだろうか。これ
が、良いチームワークを形成し、物
事を革新したり生産性を向上させた
りすることにつながるだろう。
　欧米のように、日本社会でも「個」
や「多様性」が重視されるなかで、
ダイバーシティを推進しつつ、和を
重んじる日本人の性質も大切にし
ながらピア・プレッシャーを活用し
てチームワークを構築していくこと
が、組織マネジメントに求められて
いるのではないだろうか。

＊総合オンライン旅行会社エクスペディアの日本語サイト、エクスペディア・ジャパンが、26ヶ国、18歳以上の有職者男女を対象に調査した「世界26ヶ国	有給休暇・国際比較調査2015」

2016年9月15日付 日本経済新聞 電子版「企業、働き方改革に期待（社長100人アンケート）」  より

50％403020100

（3つまで選択）同一労働同一賃金の実現

残業時間の上限設定

高齢者雇用の促進

外国人労働者受け入れの促進

解雇の金銭解決の導入

「脱時間給」の導入

テレワーク・在宅勤務の促進

裁量労働制の拡大

図　政府に期待する働き方改革に向けた施策
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面接時に「健康状態良好」と
断言した社員が、実はうつ病の
治療中であったことが判明
これを理由に解雇することは
できるか？

回答者  小笠原耕司 弁護士
1984年、一橋大学法学部卒業。現在、
小笠原六川国際総合法律事務所の代
表弁護士を務めるほか、青山学院大
学講師として教壇に立つ。講演やセミ
ナー等でも活躍し、内容は企業・金融
法務の実務に即したものから社員の
メンタルヘルスや労務管理、人材面を
主眼とした法律問題まで幅広い。著書
は『安全配慮義務違反を防ぐための
EAP（従業員支援プログラム）導入の
すすめ』（清文社）ほか多数。

Respondent

法律相談

本誌では企業、従業員を取り巻く
不安要因を法律的側面より支援し、
理解を深めていただくために、企
業のとり得る対策等について当社
顧問弁護士で、小笠原六川国際総
合法律事務所代表弁護士を務める
小笠原耕司氏を回答者とし、読者
からの相談に答えていただいた。

　従業員数5人の当社は、1人でも病気などで長期欠勤すると全員
に大きな負担がかかるため、社員の健康状態には特に配慮していま
す。このたび1人増員することになり、面接時に持病や治療中の病
気などないかを問い、心身ともに健康状態が良好だと答えた人を採
用しました。
　ところが試用期間中である入社2日後、その社員がうつ病の治療
中であることが判明しました。当社としては、面接時に虚偽の回答
をしたことを理由に解雇したいのですが、法的に問題ないでしょう
か。

Question

当該労働者の解雇は、留保解約権の行使に
相当し、可能であると考える

Answer

　本件では、労働者の入社2日後
にうつ病の治療中であることが判
明したとのことなので、当該労働
者を解雇することは、試用期間中
の留保解約権の行使（本採用拒否）
に相当します。
　入社選考における健康状態に関
する質問に対して、うつ病の治療
中であることを秘匿するという虚
偽の回答を行うことは、当該労働
者が業務に耐え得るかという適性
判断を誤らせるものであり、使用
者との信頼関係を損なうと考えら
れます。したがって、留保解約権
の行使は合理的理由のある社会通
念上相当なものと考えられ、使用
者は、当該労働者に対する解約権

を行使することが可能であると考
えられます。

1. 留保解約権行使の適法性
　本件に類似した「三菱樹脂事件」
の判例（最判昭和48年12月12日
民集27巻11号1536頁）では、労
働者の試用期間中における留保解
約権の行使について、以下のよう
な判断を示しています。
＊採用決定当初において収集でき
なかった当該労働者の業務適格
性についての情報を収集し、「後
日における調査や観察に基づく
最終決定を留保する趣旨でされ
るもの」
＊「解約権留保の趣旨、目的に照

らして、客観的に合理的な理由
が存し社会通念上相当として是
認されうる場合にのみ許され
る」

　そして、実際上、試用期間には、
実験観察期間としての性格があり、
職務能力や適格性の判断に基づく、
より広い留保解約権が行使され得
ることから、通常の解雇よりも広
い範囲において解雇の自由が認め
られると解釈されています（菅野
和夫「労働法」第11版、弘文堂／
286頁）。
　そこで、本件の場合にも本採用
拒否をすることは、解約権留保の
趣旨、目的に照らして客観的に合
理的な理由が存在し社会通念上相
当か否かを検討する必要がありま
す。

2. 入社選考時の適法な調査に対
する事実の秘匿や虚偽申告による
本採用拒否
　試用期間中の実験観察による適
格性判断は、入社選考時の際の資
料も参考として行われることにな
ります。
　したがって、労働者が入社選考
の際に、適法な調査（質問）に対す
る事実の秘匿や虚偽申告をした場
合には、適切な実験観察による適
格性判断が困難になり、会社の判
断を誤らせることになります。こ
の場合、従業員としての適格性に
必要な信頼関係を喪失させること
になりますので、解約権行使事由
にあたるものと考えられています

（前掲・菅野和夫「労働法」287頁）。
　本件では、うつ病治療中を秘匿
することで、会社による当該従業
員の適格性判断が正確にできない
状況となり、従業員として必要な
信頼関係が喪失されるものと考え
られます。したがって、当該従
業員を有効に本採用拒否（留保解

約権行使）できる可能性が高いで
しょう。

3. 普通解雇の可能性
　上記の試用期間中の留保解約権
行使とは別に、当該従業員を普通
解雇できる可能性もあります。
◆経歴詐称を理由とする普通解雇
　当該従業員に、就業規則等で定
める普通解雇事由が生じていれば、
それに基づいて普通解雇すること
も考えられます。
　もっとも、この場合、解雇が客
観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められない
場合には、解雇権濫用として無効
となる（労働契約法16条）点に留
意する必要があります。
　前述の留保解約権行使と同様に、
健康状態に関する詐称は、労働者
に対する全人格的判断を誤らせる
結果、雇入れ後の労働力の組織づ
けなど、企業の秩序や運営に支障
を生ぜしめるおそれがあることか
ら、普通解雇できる可能性は高い
ものと考えられます。
　なお、普通解雇事由となる経歴
詐称は、企業と従業員間の信頼関
係を破壊するような重要な経歴詐
称に限定され、主に最終学歴、職
歴、犯罪歴などが挙げられます。
◆精神不調を理由とする普通解雇
　さらに、精神不調を理由とした
普通解雇も考えられますが、この
段階で精神不調を理由とした普通
解雇が認められる可能性は低いも
のと考えられます。
　本件のような精神不調者の場合
には、少なくとも精神科医の診断
を得させて休職させる措置が必要
となり、会社が当該従業員を解雇
するに当たって解雇を回避する手
段を尽くすことが重要となります。

「日本ヒューレット・パッカード事
件」の判例（最判平成24年4月27

労災等法律の専門家への
質問を募集中
このコーナーでは、読者の皆さんから
の質問を募集しています。労災につい
ての疑問など、小笠原弁護士に聞いて
みたいことがありましたら、お気軽に
下記までメールをお寄せください。

ｍr e p o r t@ t- p e c . co. j p

日労判1055号5頁）では、精神不
調者となった従業員について、長
期無断欠勤を理由として諭旨解雇
した処分を、「精神科医の診断を
得て休職とすべきだった」との理
由から無効としています。

4. 入社面接時に精神状態を質問
することの可否
　会社が、一度雇入れた従業員を
解雇するには上記のように厳しい
要件が課せられますが、判例（前
掲・三菱樹脂事件）では、会社がい
かなる従業員を雇い入れるかにつ
いては幅広い裁量が認められてい
ます。したがって、採用面接にお
いて、入社希望者に対して精神疾
患の既往歴について任意に質問す
ること自体は適法に行えるものと
考えられます。
　なお、「警視庁警察学校事件」の
判例（東京地判平成15年6月20日
労判852号11頁）では、採用時の
健康診断において、応募者に無断
で HIV 検査等を行った事案で当
該応募者のプライバシー権を侵害
したとして不法行為責任が認めら
れているので、応募者の人格やプ
ライバシーなどの侵害にならない
ように留意する必要があります。
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