
WJOGがん治療と仕事の両
立支援エキスパート研修会

2022年6月11日ー12日

東海地区開催

実施報告書
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『WJOG がん治療と仕事の両立支援 エキスパート養成研修会』
＜概要＞

近年のがん治療の進歩と目覚ましい予後の改善により、働くがん患者さんの『就労支援』のニーズが
飛躍的に高まっています。
しかしながら、肺癌などがん診療に従事する医療者の就労支援に関する知識や問題意識は現状では不

十分であり、その大きな要因として、医療従事者を対象とした就労支援に関する教育の場の不足がある
と考えます。
そこで、西日本がん研究機構（WJOG）では、ファイザー株式会社の医学教育助成を得て、病院の患

者支援チームを対象とした実習・討論型教育プログラム『WJOG がん治療と仕事の両立支援 エキス
パート養成研修会』を新たに企画しました。
記念すべき第1回は、東海地方の病院を対象に、4-5施設を公募にて選出し、開催させて頂きます。以

下の概要と、応募条件をよくご確認頂き、施設内でお誘いあわせのうえ、奮ってご参集くださいますよ
う、お願い申し上げます。

＜運営体制＞
主催：特定非営利活動法人 西日本がん研究機構／岐阜市民病院
後援（助成サポート）：ファイザー製薬株式会社

＜日時＞
DAY1 2022年6月11日（土） 14:00-17:25
DAY2 2022年6月12日（日） 09:30-14:20

＜会場＞
岐阜市民病院 サルビアホール
アクセスMAPリンク⇒：〒500-8513 岐阜県岐阜市鹿島町７丁目 １番地

＜応募条件＞
★東海地方の病院 ４～5施設
①各3-6人のチームで参加できること
②次の3職種を必ず含むこと：(1) 医師(専門科は問わない) (2) 看護師 (3) ソーシャルワーカー
／相談員
③自費で現地参加が可能なこと（※参加費徴収はありませんが、旅費支給無し）
④病院が参加を許可すること

＜プログラムと内容について＞

プログラム 聴講
グループ分け

内容（詳細説明）

１『支援のニーズをいかにキャッ
チするか』

施設 働くがん患者さんが両立支援を受けられるよう、いかにして支援
のニーズをキャッチし、専門相談員へつなぐかを考えます。医療
従事者への教育、患者さんに気付きを得てもらう方法など…

２『病院内での連携体制の構築』 施設 患者さんのより良い支援のため、院内の各職種をどうやって巻き
込み、連携体制を構築するかを考えます。療養・就労両立支援指
導料をいかにして算定するか？阻害因子は？

３『職種別ディスカッション』

３－①『企業とのより良い連携
を目指して』

職種別に
グループ分け

病院と患者さんの勤める企業との間で、いかにして良好なコミュ
ニケーションをとるか考えます。企業側と医療側の思いのギャッ
プ、真に患者さんのためになる『主治医意見書の書き方』など…

３－②『継続した支援と、さら
なる発展のために』

最初だけでなく、継続的な支援のためにはどのようなことが必要
なのか、いかにして患者さんの実際のアウトカムや満足につなげ、
それをどう評価するか、について考えます。

４『事例ディスカッション』 施設 これまでの学びを活かして、具体的な症例をもとに、各グループ
でディスカッションします。

基調講演 『患者さんの目線から』大西幸次さん（三重肺がん患者の会代表）
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がん治療と仕事両立支援プロジェクトメンバー

役割 所属

教育広報 プロジェクトメンバー 澤 祥幸 岐阜市民病院 がんセンター

教育広報 プロジェクトメンバー 青儀健二郎 四国がんセンター 乳腺外科

教育広報 プロジェクトメンバー 長瀬通隆 佐久総合医療センター 腫瘍内科

教育広報 プロジェクトメンバー 岩本康男 広島市民病院

プロジェクトメンバー 池田慧 神奈川循環器呼吸器病センター 呼吸器内科

プロジェクトメンバー 小澤雄一 浜松医療センター

講師 プロジェクトメンバー 高橋 都

NPO法人日本がんサバイバーシップネット
ワーク代表理事
岩手医科大学客員教授、東京慈恵会医科大学
客員教授

講師 プロジェクトメンバー 立石 清一郎
産業医科大学病院
就学・就労支援センター 両立支援科

講師 細田 悦子
産業医科大学病院
両立支援科 就学・就労支援センター
看護師・両立支援コーディネーター

講師 大西 幸次 三重肺がん患者の会 代表

岐阜市民病院 プロジェクトメンバー 山田 哲也 岐阜市民病院 医事課

岐阜市民病院 プロジェクトメンバー 服部 佳朗 岐阜市民病院 医事課

WJOG プロジェクトメンバー 武田晃司 WJOG

WJOG プロジェクトメンバー 大原章子 WJOG

WJOG 今井美由起 WJOG

WJOG 小高万紀 WJOG
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参加施設

施設

大垣市民病院

医師 1名

看護師 1名

MSW 2名

松波総合病院

医師 1名

看護師 1名

MSW 1名

愛知医科大学

医師 1名

看護師 1名

MSW 1名

公立陶生病院
看護師 1名

MSW 1名

浜松医療センター

医師 1名

看護師 1名

MSW 1名

岐阜市民病院

医師 1名

看護師 1名

MSW 1名

※陶生病院はご施設の事情により医師1名、MSW1名が欠

席となりました。2名のみの出席になったので、岐阜市民病

院と合同チームとなりました。

6月11日と12日の午後 6月12日午前中

大垣市民病院 高橋都先生
医師グループ

立石清一郎先生

松波総合病院 立石清一郎先生 青儀健二郎先生

愛知医科大学病院 池田慧先生
看護師グループ

細田悦子先生

浜松医療センター病院 細田悦子先生 池田慧先生

岐阜市民病院
長瀬通隆先生

MSWグループ
高橋都先生

青儀健二郎先生 長瀬通隆先生

ファシリテーター役割
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研修詳細 DAY1（6/11）

• 13:30-14:00 開場・受付

• 14:00-14:40 オリエンテーション （40分）

はじめの挨拶（5分）：澤祥幸先生（岐阜市民病院がんセンター・WJOG教育広報委員長）

研修内容の説明・スタッフ自己紹介（10分）

参加施設自己紹介（20分）

研修前アンケート記入・回収（5分）

• 14:40-16:00 1.『支援のニーズをいかにキャッチするか』（80分＋5分)

ミニレクチャー（15分）： 高橋都先生（NPO法人日本がんサバイバーシップネットワーク代表理
事）

グループディスカッション（45分）

グループ発表（20分）：代表して2グループに発表＋Q&A

• 16:05-17:25 2.『病院内での連携体制の構築』（80分）

ミニレクチャー（15分）： 小澤雄一先生（浜松医療センター 呼吸器内科）

グループディスカッション（45分）

グループ発表（20分）：代表して2グループに発表＋Q&A
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研修詳細 DAY2（6/12）

• 9:30-11:05 3.『企業とのより良い連携を目指して(職種別グループ分け)』、 『継続的な
支援のための工夫(職種別グループ)』（95分＋5分)

１ ミニレクチャー（30分）

①細田悦子先生（産業医科大学病院両立支援科 就学・就労支援センター 看護師・両立支援
コーディネーター）

②立石清一郎先生（産業医科大学病院 両立支援科）

２．グループディスカッション（45分）

３．グループ発表（20分）：代表して2グループに発表＋Q&A

• 11:10-11:45 4. 基調講演『患者さんの目線から』（35分 Q&A含む）

• 大西幸次さん（三重肺がん患者の会 代表）

• 11:45-12:35 昼食・休憩 （50分）

• 12:35-13:55 5.『事例ディスカッション』（80分＋5分)

1. 症例プレゼンテーション（15分）

2. グループディスカッション（45分）

3. グループ発表（20分）：代表して2グループに発表＋Q&A

• 14:00-14:20 クロージング

1. 修了書授与・まとめと閉会の言葉（10分）：澤祥幸先生

• 研修後アンケート※（10分）
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大垣市民病院 松波総合病院

愛知医科大学病院 公立陶生病院

浜松医療センター 岐阜市民病院

修了証授与（記念写真）
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事例ディスカッション

<チェックするべきポイント>

①両立支援ニーズのキャッチと、専門部署への橋渡し

②各職種の適切な介入

③患者さんの職場との情報のやり取り

④継続的なフォローアップ

<セッションの目標>

◼本症例の問題点の抽出と、対応策（当院ならこうできたetc..）や課題を議論

◼これまでのセッションでの学びも活かして、『院内取り組みシート』を作成
↓↓

『院内取り組みシート』の作成

①『患者さんのためにしたいこと』を
最大3つ挙げて（時系列で）

②『なぜ、それが必要だと思ったか』を、
自施設の強み・弱みも整理しつつ記載し

③『どのように実践できるか？』を考え、
自施設のアクションプランを立ててみる
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院内の取り組みシート 報告
参加者様に記入いただいたレポート内容

患者さんのためにしたいこと①
患者さんのためにしたいこと なぜそれがしたいと思ったか どのように実践できるか

就労支援を院内で周知。すべての職種
に

がん相談支援センターが、就労支援を
担当し●●ないながら、意見書作成に
も関与。活動を周知することで情報共
有することで患者も支援につなげられ
る。

フローを決める
BAD NEWS（告知所）緩和ケア・認定
看護師⇒就労支援を伝える
入院時PFMを通過⇒この部分で患者
に支援を伝える
緊急入院等・入院病棟NS・通院支援
●●に就労支援を盛り込む

患者さんの60歳までは働きたいとい
う思いを受けて治療と就労を両立して
いくために、病院と会社の橋渡しを行
う。継続が必要

鬱の患者さんにも再発や病状の急変も
あり得るため常にアンテナを張ってい
る必要があり。

すべての職種が治療のみでく、患者の
生活者としての視点を意識して、就労
支援も意識できるような体制を整える
ことが必要。そのためには、いろいろな
職種が集まって定期的に検討会を開催
することが実践できればと思う。

就労支援（就労・療養両立支援指導料）
に関するフローを作成する

誰が、どのように、どのタイミングでか
かわるか、ある程度フローなどで決め
ておく必要がある。それが、他種職連携
につながる＆患者のニーズを把握する
ことにつながる⇒介入のタイミングを
逃さない。

MSWにてフローのたたき台を作成し、
DR、NSなどかかわってくれそうな職
種と協議する⇒完成したら院内へ周知
する
就労支援チームを作る→定期的に会議、
症例検討なども

患者さんの意思や思いを尊重した就労
支援

こちらからの働きかけが必ずしもよい
結果を生むわけではない。まずは患者
の思いに寄り添うことが必要であり、
支援などは対応できるように常に体制
を整えたい
自施設の強み：Passion
弱み：両立支援が認知されていない

まずは院内フローづくり。それらを院
内・外へ発信。好事例のフィードバック
ができる勉強会の開催。

まずは「両立支援」というものを院内ス
タッフに知ってもらう

両立支援が必要であることを知らない
人が多いが、多職種連携は取りやすい
環境である。

部署内カンファレンス、多主食カンファ
レンスで両立支援について話題とする
⇒患者・メディカルスタッフ感で情報共
有を促進する

治療継続の支援だけでなく、就労支援
の介入もしていく（体制づくり）

支援センターとしての活動ができてい
ない

「就労支援」の必要性を周知してもらう
→研修の開催
がんセンター主催での定期的勉強会
多種職カンファレンスの定期開催
スタッフへの周知

相談支援を早期に受けられる場所を提
供する。

MMKの患者さんにｓか早期加入でき
ていないため。
強味：高度なIT技術等がある。トップダ
ウン方針決定が早くできる
弱み：拠点病院ではない。面談場所、マ
ンパワーがない。

Drに相談支援の重要性を理解しても
らう。
MSWの人数の増加、面接時に医療費
だけでなく、職業の内容、実情を聞くよ
うにする
外来Ns、クラークにも同様に理解を深
めてもらう
患者・家族に院内スタッフの相談窓口
の宣伝⇒ホームページの活用、ポス
ター掲示

就労支援・両立支援のシステム（院内フ
ロー）を作る
両立支援センターを作る

全くかどうしていないから。コーディ
ネーターはいる

とにかく1例やってみる（できれば成功
体験を作る）
それをもとに院内用のフローを作る
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患者さんのためにしたいこと① つづき
患者さんのためにしたいこと なぜそれがしたいと思ったか どのように実践できるか

手術時、診断時、入院時、抗がん剤が
つらかった時（初めての治療）、退院時、
職場復帰前、の介入
職場への情報提供
患者を巻き込んで
患者の娘さん

職場復帰や治療の切り替えなど、意思
決定支援のタイミングであった入院時
は時間的に余裕や家族の来院もある。

入院時アンケート
価値観を広げるように情報提供
医療者の家族も巻き込む
職場全体の理解が必要担当してみて
は×
普段から悪い情報も共有しておく
成功例をビデオ化しがんPtのロールモ
デルとする
入院時の案内案支援センターのフォ
ロー（継続的なものも含む）

就労支援を必要としている人が、がん
相談支援センターにたどり着けるよう
にしたい

紹介・依頼が少ない。
ファーストタッチするスタッフの認識・
意識が低い

院内掲示（何が相談できるかわかりや
すく）
院内スタッフへの教育・啓発・周知
院内フローの作成

早朝からの聞き取り、支援センターへ
の紹介

当院は、拾い上げが弱い
認定NS、外来NS、病院全体の聞き込
み

院内フローを作成する。
1例の事例を検討する

まだフローが確立していない。
専門職種の橋渡しができていない。
就労には興味

フロー作成

どこのタイミングでもいいので、希望
する人に支援が届くようにしたい

支援体制はある。頼んでいいか職員の
中でも迷っている

相談室でも対応できることを院内に周
知する。
外来Nsの理解をすすめる。
院内勉強会

両立支援に協力できる人材の確保

なぜ⇒支援システムに携わる仁人の有
無が把握できていない。そもそも在籍
していない。
強味：MSWの人員が比較的多い。
WJOGに澤Drが在籍
弱み：両立支援が浸透していない。既
存のシステムがない。

院内ポータルでの人材募集。両立支援
の必要性を訴える。
両立支援コーディネーター研修、参加
を支援してもらうように要請

SWさんに適切なタイミングでつなぐ
＆介入を情報提供

診療内での対応が困難⇒多種職での
介入が必要か

SWさんに対応してもらえることを周
知
当院はAYAサポートチームを活用。み
んなで周知

両立支援が必要なPtへの全介入
現在認定NSが同席した場合は、就労
について両立について説明しているが、
全Ptに同席できているわけではない。

要・不要のアセスメント、介入が必要だ
が、システムがないため。

がん相談支援センターを知ってもらう

強味：すでにチラシを病棟においても
らい適宜スタッフが案内している。
弱み：スタッフがセンターにつなぐ必要
を感じなければ、患者さんがセンター
につながれないことがある。

がん診断時のICの時に全例センター
のチラシを配布＋センターの役割につ
いて説明
スタッフに対し、改めてセンターの役割
について周知する
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患者さんのためにしたいこと②
患者さんのためにしたいこと② なぜそれがしたいと思ったか どのように実践できるか
情報収集シートの作成
勤務情報提供書を患者に渡す

タイミングを逃さない
みんなで話す

多職種で気づいた点、情報共有のた
めのかいろ

就労支援の周知を進める。
患者さんが就労について病院もかか
わってくれるということを知ってもら
うことが必要

他種職へのポジティブフィードバック
を行う

院内の就労支援への意識を高めるた
め、成功ケースをフィードバックし、次
の支援へつなげていく（成功ケースだ
けでなくこんな事例もあったと報告す
る）

研修・講習会等を企画し、まずは院内
スタッフへの周知をする
講習会⇒地域の企業・商工会議所へ
も声掛けする。

継続的な支援

その時うまく解決したと思っていても
その後あらたな問題が出てくる可能
性もあるので、終了せず、長くその経
過を見守りたい。

受診毎に顔を出し、実際にどう生活し
ているのか、どう仕事をしているのか、
生の声を聴き、記録していく。

患者相談室、就労支援センターの設立。
充実化と気軽に声を掛けられる環境
づくり

支援センター等の存在が周知されて
いない。党員はI.T.を利用して広く宣
伝可能な環境

就労両立支援ができることを宣言し、
ポスター、院内放送、ホームページ案
内、患者さんに日常的に接する機会
が多い、看護師からの声掛けをする。
就労両立支援についての話題を院内
研修会や市民公開講座で定期的に取
り上げる。

がん拠点病院を取得し、相談支援の
充実をする

がん拠点病院ではない。
相談窓口がない

がん拠点病院としての活動を進めて
いく
治療センターとして、相談支援のシス
テムを構築
マンパワー不足の解消のため、スタッ
フ確保

BAD DOCTORを減らす（興味なし、
書類記入遅い等）

院内にBAD DOCTORが多いから
（BAD DOCTORの底上げする）

院内勉強会の開催（キャンサーボード
の利用）
成功体験の共有

職場への情報提供

患者さんが主体的に動けるような側
面的サポート（伴走）

あくまで主体は患者さん。関jさんの
気持ちや思いを追い越してしまわな
いようにする必要があると思ったか
ら。

患者さんの視点、企業の支店をバラン
スよく理解する
定期的に中間報告や状況を確認する。

チラシの作成
だれでも手に取れる情報を作成する
相談窓口があることを知っていただ
く必要があると思った

両立支援介入システムの構築
システム立てた介入を行うことにより
効果的に支援を提供できる。

必要な職種、人数のリストか⇒最適な
人材を検討
実際のPtでロールプレイ⇒各職種で
介入できるパートの確認・方法の検討
各職種の介入業務の明確化
フォローチャートの作成

治療継続中に定期的にフォロー/産業
医、企業との連携

介入が1度終わってしまった後にイベ
ントがおきたら？
実際に企業の意見を聞いてみない
と・・・
継続的な支援を

産業医とのカンファレンスが
Better？↔普段の診療業務だけで
もいっぱいいっぱい

継続した多主食の協働

現在介入が必要なPtへ専門部署の紹
介・橋渡しはできているが、つないだ
後の情報共有・協働する事例が少な
いため

両立支援を病院で受けられるように
する

対応ができる相談員はいるが、仕事
に関する悩みが労働者（患者）と事務
所で行うもの、という前提が暗黙の裡
にあり、相談に来るときにはすでに交
渉できなかったりやめた後になって
いることがある。

入院支援や辛さのスクリーニングで
仕事をしている患者さんに対し、相談
希望がその時になくても就労支援の
チラシを渡す。
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患者さんのためにしたいこと③
患者さんのためにしたいこと③ なぜそれがしたいと思ったか どのように実践できるか

退院支援業務の中で就労支援を行う

意見書作成、企業との直接交渉にお
けるスキル向上

意見書・交渉法が十分でなければ、企
業に理解してもらえない。

経験豊富なコーディネーターの育成
研修会の積極的な開催

地域へのアピール（支援センターの活
動）をしていく

そうだんできるところがあるという
宣伝がない

チラシ・ポスターの配布・掲示
ホームぺージ
ユニフォーム等宣伝

MSWを増やす（業務のシェア）病棟
に1人ずつ設置する

1人のMSWの負担が多いため（こ
まったことはすべて1人に相談してい
ます・・・）

MSWを増やす
他職種でカバーする（理解が得られ
るか？）

家族（医療者の娘さん）を巻き込んで
いく

肺がん手術就労世代であらかじめ就
労相談にいく

就労に協力的な医師がいるため

システム運用・改善・院内周知 システムの吟味・効果判定

各職種の役割の相互理解

両立支援において病院と会社の中継
ぎ窓口になる

両立支援を受けられると知っても、ス
タッフがたくさんいる中で、だれが窓
口かわからないから申し出せない。ま
た、スタッフが混乱するということが
ないようにしたい。

両立支援の窓口に相談部署、連絡先
を明記しておく。
仕事に関する相談ができること、そ
の窓口を院内の勉強会までスタッフ
に周知する。
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事前アンケート（施設の現状について）結果
①そう思う ②ややそう思う ③どちらともいえない ④あまりそう思わない ⑤まったくそう思わない
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個人の意識調査アンケート 研修前、研修後の比較
①そう思う ②ややそう思う ③どちらともいえない ④あまりそう思わない ⑤まったくそう思わない
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満足度調査
①そう思う ②ややそう思う ③どちらともいえない ④あまりそう思わない ⑤まったくそう思わない

• 素晴らしい研修でした。モヤモヤした思いを抱えていたところであったので、今日から何をしなければならない
のか霧が晴れたような思いです。本当にありがとうございました。

• ディスカッションも活発に行われ、他施設の実践や多職種の意見もとても勉強になった。
• リフレッシュ研修 アップグレード研修の開催を希望
• 充実した会でした。ありがとうございました。
• スタッフの皆様、2日間の間、本当にお疲れさまでした。 当院では、これから拠点病院の認可を取る準備段階

ですが、支援センターの相談支援のあり方について、考え・学ぶことができ、とても有意義な研修でした。 特
に参加されている先生方が、とても物腰が柔らかく、参加者の意見に真摯に耳を傾けて頂けたので、意見が出し
やすく、物事を一緒に考える姿勢を持つことの大切さを改めて実感しました。 今後の要望ですが、企業・患
者・主治医・支援センター職員等を割り振ったロールプレイの実施や、グループワークの中で自施設のアクショ
ンプランを作成するセッションがあれば、より理解が深まると思いました。 最後に、今後の皆様の御活躍、心
よりご期待申し上げます。

• 両立支援の基本、他施設での活動や意見を知る事ができた有意義な2日間でした。ありがとうございました。
• 普段、交流のない他県の方々の取組みを聞くことができ、とても良い刺激を受けることができました。参加前は

グループワークが多く、大変かと思いましたが実り多い意見を聞くことができ、終わってみるとあっという間の2
日間でした。講師の先生方、ファシリテーターの先生方、スタッフの皆さま企画から運営までありがとうござい
ました。、

• 参加する前は就労支援の勉強会に看護師である自分が参加して意味があるのか疑問に思いながらの参加でした。
しかし、看護師ならではの大切な役割があることに気づけとても有意義な講座でした。患者さんは働く生活者で
あることを意識し寄り添えればと思いました。

• 本領域での研修会参加は初めての参加であり、非常に勉強になりました。意識改革ができました。積極的に介入
できるように多職種での情報共有を促したいと思います。

• 就労支援の必要性を再認識できた。また、情報共有シートの工夫など取り入れたい内容などについて確認でき、
有意義な会でした。ありがとうございました。

• がん相談支援 松波も頑張ります
• 今後の自身の活動のきっかけになりそうです。実際にアクションを起こせるよう努力したいと思います。ありが

とうございました。
• 高橋先生に直接合い、お話しできたのは貴重なことです。看護師は、いろいろな部署に存在するため、介入しや

すいのかなと思いました。まず自部署で、何をするか整理し医師を中心に一事例を確認していきたいです
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総括コメント

今回が第1回の開催で募集期間も短かったのですが、多数の施設からご応募を頂き、関心と

社会的ニーズの高さを感じました。私の拙い司会・進行にも関わらず、参加者の皆様のモチ

ベーションの高さに加え、ディスカッションの呼び水となる素晴らしいレクチャー・講演をして

くださった高橋先生・小澤先生・立石先生・細田先生・大西さん、ディスカッションを盛り上げ

て下さったファシリテーター先生方のご尽力により、各グループで活発なディスカッションと、

充実したグループ発表・質疑対応が行われました。

また、集合型の会であったことも活発なディスカッションを生んだ重要な要因であったと考え

られ、岐阜市民病院医事課の山田様・服部様、WJOGのスタッフの皆様のご尽力により、十分

な感染対策の下、安全に研修会を実施することができました。

参加者の皆様に作成頂いた院内取り組みシートや、研修前後のアンケート結果の結果を踏ま

え、次回以降の開催に向けて会の内容・構成をブラッシュアップしたいと思います。

WJOGがん治療と仕事の両立支援エキスパート研修会 実行委員 池田慧
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