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ただ今、勉強中 まずはアルバイト

[化学専攻]
大学受験後に受験番号を呼ばれて残され、健
康診断でやられるような色覚検査をされまし
た。高校の内申書に何か書かれたらしい。とり
あえず実験が普通にできるかを見るためで、特
定の病気だからということではないようです。
また、合格後に学部長に親同伴で呼ばれ、化学
実験に差し支えはないのかと訊かれたこともあ
りました。この面談は、よくわからない病気だか
ら不安だということのようでした。もちろん大
学生活には何の支障もありませんでした。

[美容師見習]
立ち仕事で冷えると足が痛くなったが、作業衣
を売っている店で、五千円ぐらいのショートブ
ーツ型の作業靴を見つけた。軽くて、足首まで
覆ってくれて、物を落としても安心。靴底や踵
は硬いが、1cmぐらいの中敷を入れたら良く
なって、自分には合った。これで問題なし。

[自動車整備訓練校]
切り傷や擦り傷は日常茶飯事だったけど、学校
でする範囲なら別に病気だからできなかったこ
ともなかった。大丈夫だと思う。

[大学入学]
それまで当たり前のように病気のことを言って
いたから、大学でも言うつもりだった。でも、ふ
と気づいて病院のスタッフに相談したら、言っ
てない人も多いと言われ、言わないことにし
た。確かに困らなかった。

[アルバイト-ピザデリバリ]
暑さと寒さが辛い。当時、右膝内側に出血した
のは、バイクでの配達のせいかもしれない。

[アルバイト-カフェ店員]
向いているし、辛くもない。足首や膝の関節も
思ったほど出血しない。就職活動も外食産業
を中心に回ったら、おかげさまで決まった。病
気のことはバイト先にも、就職先にも言ってい
ない。

[アルバイト-スーパー店員]
すぐに辞めるつもりだったが、なんとなく四年
間やってしまった。荷下ろしなんか、しんどい
時もあったけど、注射して続けた。結構、できる
もんだと思う。

[就職活動]
大学を卒業したら日本で働くよりも、海外で働
きたい。まず語学学校へ行き、それから資格取
得のための学校に通うつもり。でも医療機
関、製剤の入手や健康診断など調べるのはと
ても大変です。今、受け入れてくれる学校とス
テイ先を探しています。

[元理学療法士志望]
理学療法士になれば、リハビリのことを覚え
て、みんなの為になるかなって思ったんですけ
ど、調べてみたらお互いの体で、練習したりす
るようなんですよ。僕の場合、それだと変に関
節痛めそうなのであきらめました。（編者注：実
際に血友病患者さんで、理学療法士の仕事を
されている方はいるそうです）

[アルバイト-居酒屋チェーン]
専門学校で勉強しながら、バイト。長く調理し
ていると時々、膝に痛みがきていた。地道にリ
ハビリをしたら、確かに痛みは減ってきた。体
重も落とせばもっと楽になるのは分かっている
んですが・・・。

[アルバイト-ホテルボーイ]
午後3時からの7時間のはずだけど、午前様
になることも珍しくない。特にディナーショー
やクリスマスシーズンなどはとても忙しい。仕
事のせいというよりも、無理していると前から
悪かった左肩が出血しやすい。大学に進むお
金がたまるまでと思ってアルバイトをやっている
けど、仕事は嫌いではない。
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[アルバイト-自転車整理]
定年退職して駅前の自転車整理員をしている
が、暑い、寒いことが辛いだけ。持病の不整脈
の方が問題。

[アルバイト-駐車場誘導員]
実際に困ったことはないけれど、肉体労働な
ので、病気のことを言っていたら、面接の時点
で不採用になったと思います。駐車場内なら
空きスペースを案内する程度なので、事故に
巻き込まれる危険性は低いんですが、道路に
面している場所では、誘導に夢中になり過ぎ
て危険がないようにしてます。いつでも逃げら
れるように状況を把握すること、余裕をもって
誘導することなど、結構気を遣います。万一、
何かあったら労災なんかの手続きも面倒くさ
そう。

[アルバイト-交通誘導]
夏休みに猛暑の中、ヘルメットかぶって連日、
誘導員をしていたら、過労のためか、脱水のた
めか、消化器に出血して、いつの間にか貧血
状態に…。めまいがひどくなって、日焼けして
いたので、周りの人も気づかなかったんで
す・・・。結果的に入院しました。

[アルバイト-郵便局夜勤]
夜間にアルバイトしているが、病気のことは担
当課長には話している。これまでも深夜配送
のバイトとかしたが、みんな事前に話してい
る。でも長くなるとだんだん責任も出てきて、
休みにくくなってるから、辞め時かもしれない。

[アルバイト-コンビニ]
コンビニ以外にも、家庭教師、パスタ屋店員な
んかもしている。何でもできるし、特にそれで
出血が増えるということもない。ロックバンド
もしてるよ。

[アルバイト-大工]
困ったことはない。親父のところでやってたか
ら、別に怪我することもなかったし。まあ、あま
り高い所には登らしてくれなかったけど。

[アルバイト-予備校試験監督官]
別に困らなかった。長く立っていたけど別に痛
くならなかった。

[アルバイト-プログラマ－]
半年間、週5日、1日12時間のアルバイトをし
た。食生活が外食になって、私生活がほとんど
なくなったが、専門分野でもあり、興味は持て
たし、出血はほとんどなかった。若いうちはい
いと思う。

[アルバイト-CD・VIDEO店]
出血がない限り、別に問題はないし、出血もそ
れほどない。ただ、勉強にしても、事務系のア
ルバイトにしても字を書き過ぎると右手が痛く
なる。そうなるとサポータでは不十分で、弾性
包帯を巻きながら働くことになる。

[アルバイト-ガソリンスタンド]
朝夕の二時間ぐらいは忙しくて立ちっぱなし。
製剤を打ちながらなんとかやっていた感じ。あ
まりお勧めではない。コンビニでも忙しい時間
は同じ、個人的にはお勧めしない。

[アルバイト-流通仕分け]
夜勤専門で重い物も持ちますが、5～6年働い
ていて、一回だけ膝に出血しました。バイトの
方が気楽に休めていいです。

[アルバイト-揚げ鳥屋]
自分が作った物を人がお金を出して買っていく
のが、不思議な感じだった。はねた油で火傷も
するけど、たいしたことないし、病気で困ったこ
ともない。バイクで怪我する方がよっぽど多い。

[アルバイト-運送]
受け取り側が荷下ろししてくれる所はいいん
だけど、自分でやらなくちゃいけない所もあっ
て、そういう時は大変だった。結構出血した。
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んかもしている。何でもできるし、特にそれで
出血が増えるということもない。ロックバンド
もしてるよ。

[アルバイト-大工]
困ったことはない。親父のところでやってたか
ら、別に怪我することもなかったし。まあ、あま
り高い所には登らしてくれなかったけど。

[アルバイト-予備校試験監督官]
別に困らなかった。長く立っていたけど別に痛
くならなかった。

[アルバイト-プログラマ－]
半年間、週5日、1日12時間のアルバイトをし
た。食生活が外食になって、私生活がほとんど
なくなったが、専門分野でもあり、興味は持て
たし、出血はほとんどなかった。若いうちはい
いと思う。

[アルバイト-CD・VIDEO店]
出血がない限り、別に問題はないし、出血もそ
れほどない。ただ、勉強にしても、事務系のア
ルバイトにしても字を書き過ぎると右手が痛く
なる。そうなるとサポータでは不十分で、弾性
包帯を巻きながら働くことになる。

[アルバイト-ガソリンスタンド]
朝夕の二時間ぐらいは忙しくて立ちっぱなし。
製剤を打ちながらなんとかやっていた感じ。あ
まりお勧めではない。コンビニでも忙しい時間
は同じ、個人的にはお勧めしない。

[アルバイト-流通仕分け]
夜勤専門で重い物も持ちますが、5～6年働い
ていて、一回だけ膝に出血しました。バイトの
方が気楽に休めていいです。

[アルバイト-揚げ鳥屋]
自分が作った物を人がお金を出して買っていく
のが、不思議な感じだった。はねた油で火傷も
するけど、たいしたことないし、病気で困ったこ
ともない。バイクで怪我する方がよっぽど多い。

[アルバイト-運送]
受け取り側が荷下ろししてくれる所はいいん
だけど、自分でやらなくちゃいけない所もあっ
て、そういう時は大変だった。結構出血した。
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巻き込まれる危険性は低いんですが、道路に
面している場所では、誘導に夢中になり過ぎ
て危険がないようにしてます。いつでも逃げら
れるように状況を把握すること、余裕をもって
誘導することなど、結構気を遣います。万一、
何かあったら労災なんかの手続きも面倒くさ
そう。
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[就職活動]
職安に行ってもほとんど仕事はない。免許も
ないから家の近所でないと通えないし、昼間、
定時で働ける正社員がいいんだけれど、うち
の近所にはない。年齢も年齢だからアルバイト
では嫌だ。

[就職活動]
僕の場合、長い電車通勤は難しいし、全国的
な転勤や転居の多い仕事、たとえば国家公務
員とか、銀行員なんかは無理かなと対象外と
しました。また現場中心や外回り仕事も難しい
ので、一応、避けることにしました。

[就職活動]
専門学校に長く通学していて足を悪くしたこと
があったので、地元で探そうとしたが、地方に
は希望する仕事はない。簿記試験を受けて簿
記一級がとれたら、何かあるだろうと思って勉
強しているが、これもなかなか先に進めない。

[就職活動]
アルバイトは不安定だし、将来性もないから絶
対に正社員がいい。しかし仕事はなかなかな
い。探しているうちに何年もたってしまった。
太ったのでやせて出血を減らしてから、もう一
度探したい。

[就職活動]
身障者の就職相談会に行ってみたが、30社で
話をして、4社で返事保留されただけで内定は
出ていない。今は厳しい。

[就職活動]
病気のことを言って入社試験を受けたら、二社
で落とされた。三社目に黙っていたら合格し
た。だから仕事場では健康だと思われている。
せいぜい足が少し悪いぐらい。もちろん医療
券の関係で健康保険組合は知っているけど、
現場に何か情報が漏れたこともない。

[就職活動]
就職の時は言う必要もなかったから、言わなか
ったし、入社後も健康保険組合との医療券申
請のやり取りだけで、問題はなかった。自分が
入院した時には、同僚や上司がお見舞いに来る
ので、別な疾患名や症状を言ってすませた。

[就職活動]
元々病気のことは言って就職していますし、人
事の方は当時通っていた病院の先生のところ
にも最終的にはヒアリングに行ってくれまし
た。今は上司にも全て真実を話しており、理解
してもらっています。多少のハンデがあっても
頑張っていればやれば見ている人は見てくれ
ており、やる気を買ってくれる会社であれば採
用されるのではないかと思います。ただ、老舗
の会社、金融系ではバブル期であっても病気
のことを言ったとたんに急にハードルが高くな
った印象です。

[就職活動]
情報関係の資格を大学にいるうちに取得して
いる。血友病がどうとかいう以前に就職戦線
が厳しいから。

[就職活動]
大学の保健センターに病気のことを言ってあ
るので、学校で就職用の健康診断書を発行し
てもらおうとすると、そのことを書かざるを得
ないと言われた。病院で相談して「関節炎」と
いう症状を記載した診断書を作ってもらった。

[就職活動]
病気には関係なくリストラにあって、求職中。デ
スクワークがいいんだけど、なかなかない。ハ
ローワークで身障者枠も見たけど、地元には
ない。手帳を持っている人向けの説明会に行っ
たが、交代制勤務やサービス業ばかりだった。

[就職活動]
面接のとき、“何か質問は”と訊かれて「難病の
ボランティアをしたことがあるのですが、御社で
は難病があった場合には入社できるのですか
?」と尋ねてみた。2社は障害枠で入社して欲し
いと返事、5～6社は難病は関係ないとの返事
だった。ごまかそうという顔つきではなかったの
で、本当だと信じたいが、自分の病気を告白し
て受けたわけではないので、分からない。

[就職活動]
歩き方をみれば、膝が悪いのはすぐに分かってし
まうので、その説明に苦労した。だいたい若い頃
に骨折して、変形してしまったと説明していた。

[研修]
三月半ばから合宿研修、続いて集合研修が入
社式まで続く、そこが心配。一応、仮採用期間
の間は病院から製剤をもらわなくても済むよ
うに、自宅に在庫は作ってあるが、今は卒業試
験に合格することと研修が無事に済むことを
祈るのみ。

[就職活動]
最初に自分のやりたいことありきです。迷った
ときの判断基準として会社がどれだけ寛容そ
うかというイメージを従業員の雰囲気、会社の
規模などから客観的に判断してみるのも重要
かもしれません。これは難しいんですけどね。
なお、私の勤務先は規模が大きく、相当恵まれ
ている方だと思います。そういう勤務先会社の
規模・上場の有無・業種なども基準になるでし
ょう。一般的には会社の規模が大きいほど病
気のことなどわかりにくくなります。但し、アッ
トホームさに欠ける傾向がありますが（笑）。

[就職活動]
CG(コンピュータグラフィックス)の勉強をし
たが、その関係の仕事はなかった。長く歩くと
すぐに足が痛くなるので、毎日、働くことに自
信が持てない。何とかしなくてはと思っている
が、なかなか良い仕事が見つからない。
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定時で働ける正社員がいいんだけれど、うち
の近所にはない。年齢も年齢だからアルバイト
では嫌だ。

[就職活動]
僕の場合、長い電車通勤は難しいし、全国的
な転勤や転居の多い仕事、たとえば国家公務
員とか、銀行員なんかは無理かなと対象外と
しました。また現場中心や外回り仕事も難しい
ので、一応、避けることにしました。

[就職活動]
専門学校に長く通学していて足を悪くしたこと
があったので、地元で探そうとしたが、地方に
は希望する仕事はない。簿記試験を受けて簿
記一級がとれたら、何かあるだろうと思って勉
強しているが、これもなかなか先に進めない。

[就職活動]
アルバイトは不安定だし、将来性もないから絶
対に正社員がいい。しかし仕事はなかなかな
い。探しているうちに何年もたってしまった。
太ったのでやせて出血を減らしてから、もう一
度探したい。

[就職活動]
身障者の就職相談会に行ってみたが、30社で
話をして、4社で返事保留されただけで内定は
出ていない。今は厳しい。

[就職活動]
病気のことを言って入社試験を受けたら、二社
で落とされた。三社目に黙っていたら合格し
た。だから仕事場では健康だと思われている。
せいぜい足が少し悪いぐらい。もちろん医療
券の関係で健康保険組合は知っているけど、
現場に何か情報が漏れたこともない。

[就職活動]
就職の時は言う必要もなかったから、言わなか
ったし、入社後も健康保険組合との医療券申
請のやり取りだけで、問題はなかった。自分が
入院した時には、同僚や上司がお見舞いに来る
ので、別な疾患名や症状を言ってすませた。

[就職活動]
元々病気のことは言って就職していますし、人
事の方は当時通っていた病院の先生のところ
にも最終的にはヒアリングに行ってくれまし
た。今は上司にも全て真実を話しており、理解
してもらっています。多少のハンデがあっても
頑張っていればやれば見ている人は見てくれ
ており、やる気を買ってくれる会社であれば採
用されるのではないかと思います。ただ、老舗
の会社、金融系ではバブル期であっても病気
のことを言ったとたんに急にハードルが高くな
った印象です。

[就職活動]
情報関係の資格を大学にいるうちに取得して
いる。血友病がどうとかいう以前に就職戦線
が厳しいから。

[就職活動]
大学の保健センターに病気のことを言ってあ
るので、学校で就職用の健康診断書を発行し
てもらおうとすると、そのことを書かざるを得
ないと言われた。病院で相談して「関節炎」と
いう症状を記載した診断書を作ってもらった。

[就職活動]
病気には関係なくリストラにあって、求職中。デ
スクワークがいいんだけど、なかなかない。ハ
ローワークで身障者枠も見たけど、地元には
ない。手帳を持っている人向けの説明会に行っ
たが、交代制勤務やサービス業ばかりだった。

[就職活動]
面接のとき、“何か質問は”と訊かれて「難病の
ボランティアをしたことがあるのですが、御社で
は難病があった場合には入社できるのですか
?」と尋ねてみた。2社は障害枠で入社して欲し
いと返事、5～6社は難病は関係ないとの返事
だった。ごまかそうという顔つきではなかったの
で、本当だと信じたいが、自分の病気を告白し
て受けたわけではないので、分からない。

[就職活動]
歩き方をみれば、膝が悪いのはすぐに分かってし
まうので、その説明に苦労した。だいたい若い頃
に骨折して、変形してしまったと説明していた。

[研修]
三月半ばから合宿研修、続いて集合研修が入
社式まで続く、そこが心配。一応、仮採用期間
の間は病院から製剤をもらわなくても済むよ
うに、自宅に在庫は作ってあるが、今は卒業試
験に合格することと研修が無事に済むことを
祈るのみ。

[就職活動]
最初に自分のやりたいことありきです。迷った
ときの判断基準として会社がどれだけ寛容そ
うかというイメージを従業員の雰囲気、会社の
規模などから客観的に判断してみるのも重要
かもしれません。これは難しいんですけどね。
なお、私の勤務先は規模が大きく、相当恵まれ
ている方だと思います。そういう勤務先会社の
規模・上場の有無・業種なども基準になるでし
ょう。一般的には会社の規模が大きいほど病
気のことなどわかりにくくなります。但し、アッ
トホームさに欠ける傾向がありますが（笑）。

[就職活動]
CG(コンピュータグラフィックス)の勉強をし
たが、その関係の仕事はなかった。長く歩くと
すぐに足が痛くなるので、毎日、働くことに自
信が持てない。何とかしなくてはと思っている
が、なかなか良い仕事が見つからない。
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Column 1
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血液凝固異常症のQOLに関する研究とは？

8 9

やっぱり多いぞ、コンピュータ関連

[SE-営業]
SEといっても営業と紙一重。顧客との間に立
って仕様を決めて、見積もり出すことがほとん
ど。現場に出たり、イベント協力することもあ
る。体的にはOKだから、職場にはもちろん何
も言っていない。銀行関係の仕事は要求が厳
しいですよ。

[システム開発]
駅まで車通勤しているので、出血は月に一回
程度。仕事は忙しい時と閑な時の落差が大き
い。季節の変わり目や睡眠不足だと出血は増
える気がする。

[ソフトウエアサポート]
関節障害の障害者枠で入社。外資系でもある
せいか、特に差別なども感じない。電話でのソ
フトウエアサポートの仕事をしている。関節の
具合はいいけど、ストレスが増えたせいか、最
近、タバコ吸い過ぎ。

[SE-企画開発]
現場によって土日の出勤もあり、残業も実質
100時間越えたことも珍しくない。今は「組込
み作業」から「企画開発」に部署が変わったの
で身体は楽になっているが、出血にはあんまり
関係ないみたい。

[CGデサイナー ]
自営でやっているので、どうしても顧客との打
ち合わせで出歩くことが多く、都心では車も使
えないことがほとんど。重い荷物を持っていく
ので、足の出血は多く、徐々に悪くなった感
じ。機会をみて、徹底的に治して、リハビリし直
すつもり。

[SE-派遣社員]
出張が多いので、足が不調のときはたいへん。
また銀行関係の仕事で24時間スタンバイ状
態で何日も帰れないこともあった。ほとんど連
日輸注しないといけないこともある。通勤は車
かバイクでないと無理だと思う。

[システム販売]
今は特に厳しい時代であり、健康な人でも偏
差値の高い大学をでた人でもやる気の見られ
ない人、精神的に弱い人は絶対にやっていけ
ません。実際にやめていく人も非常に多いで
す。逆にやる気があり、実績がだせれば学歴が
なくても持病があってもやっていけるというと
ころでしょうか。むしろ病気を体験してつらい
思いをしてきたような人間の方がよいのかもし
れません。

[SE-開発部]
出勤直後に足などに違和感を覚えた時は、職
場に薬を置いていないので困った。だましだま
し、購買で湿布を買って貼ったり、午前中から
今日は体調が悪いと宣言して具合の悪そうな
顔をしてみせたり・・・。できれば早退しても不
審がられないように、定時に帰っても不審がら
れないように、悪くても超過勤務が短くて済む
ようにして準備することが肝心。

[プログラマー ]
一週間の泊り込みの新人研修が苦労した。最
初に予防だけして製剤を打たずに一週間すご
したけどきつかった。あとは泊まりの出張で二
人部屋になったときに製剤の保管や輸注に苦
労した。

血友病患者さんと家族の生活の質の向上を
図る目的で、数年に一度調査が行われていま
す。これは厚生労働省の科学エイズ対策研究
事業「血友病の治療とその合併症の克服に
関する研究」の分担研究として、血液凝固異
常症QOL調査委員会が担当して実施し、報
告書にまとめられています。
平成23年2月に発行された「血液凝固異常
症のQOLに関する研究」調査報告書が最新
のものです(平成23年7月現在)。

報告書では、なかなか知り得ない他の患者さ
んの生活の一端が見られ、多くの患者さんと
家族が参考にしています。それだけでなく、
血友病専門医らが、国に対策を求めたり、医
療体制を考えたりする際の出発点にもなって
います。ここでは最近の報告書の中から、仕
事について皆さんの疑問に答えられるところ
を見てみましょう。

Column 1
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血液凝固異常症のQOLに関する研究とは？

8 9

やっぱり多いぞ、コンピュータ関連

[SE-営業]
SEといっても営業と紙一重。顧客との間に立
って仕様を決めて、見積もり出すことがほとん
ど。現場に出たり、イベント協力することもあ
る。体的にはOKだから、職場にはもちろん何
も言っていない。銀行関係の仕事は要求が厳
しいですよ。

[システム開発]
駅まで車通勤しているので、出血は月に一回
程度。仕事は忙しい時と閑な時の落差が大き
い。季節の変わり目や睡眠不足だと出血は増
える気がする。

[ソフトウエアサポート]
関節障害の障害者枠で入社。外資系でもある
せいか、特に差別なども感じない。電話でのソ
フトウエアサポートの仕事をしている。関節の
具合はいいけど、ストレスが増えたせいか、最
近、タバコ吸い過ぎ。

[SE-企画開発]
現場によって土日の出勤もあり、残業も実質
100時間越えたことも珍しくない。今は「組込
み作業」から「企画開発」に部署が変わったの
で身体は楽になっているが、出血にはあんまり
関係ないみたい。

[CGデサイナー ]
自営でやっているので、どうしても顧客との打
ち合わせで出歩くことが多く、都心では車も使
えないことがほとんど。重い荷物を持っていく
ので、足の出血は多く、徐々に悪くなった感
じ。機会をみて、徹底的に治して、リハビリし直
すつもり。

[SE-派遣社員]
出張が多いので、足が不調のときはたいへん。
また銀行関係の仕事で24時間スタンバイ状
態で何日も帰れないこともあった。ほとんど連
日輸注しないといけないこともある。通勤は車
かバイクでないと無理だと思う。

[システム販売]
今は特に厳しい時代であり、健康な人でも偏
差値の高い大学をでた人でもやる気の見られ
ない人、精神的に弱い人は絶対にやっていけ
ません。実際にやめていく人も非常に多いで
す。逆にやる気があり、実績がだせれば学歴が
なくても持病があってもやっていけるというと
ころでしょうか。むしろ病気を体験してつらい
思いをしてきたような人間の方がよいのかもし
れません。

[SE-開発部]
出勤直後に足などに違和感を覚えた時は、職
場に薬を置いていないので困った。だましだま
し、購買で湿布を買って貼ったり、午前中から
今日は体調が悪いと宣言して具合の悪そうな
顔をしてみせたり・・・。できれば早退しても不
審がられないように、定時に帰っても不審がら
れないように、悪くても超過勤務が短くて済む
ようにして準備することが肝心。

[プログラマー ]
一週間の泊り込みの新人研修が苦労した。最
初に予防だけして製剤を打たずに一週間すご
したけどきつかった。あとは泊まりの出張で二
人部屋になったときに製剤の保管や輸注に苦
労した。

血友病患者さんと家族の生活の質の向上を
図る目的で、数年に一度調査が行われていま
す。これは厚生労働省の科学エイズ対策研究
事業「血友病の治療とその合併症の克服に
関する研究」の分担研究として、血液凝固異
常症QOL調査委員会が担当して実施し、報
告書にまとめられています。
平成23年2月に発行された「血液凝固異常
症のQOLに関する研究」調査報告書が最新
のものです(平成23年7月現在)。

報告書では、なかなか知り得ない他の患者さ
んの生活の一端が見られ、多くの患者さんと
家族が参考にしています。それだけでなく、
血友病専門医らが、国に対策を求めたり、医
療体制を考えたりする際の出発点にもなって
います。ここでは最近の報告書の中から、仕
事について皆さんの疑問に答えられるところ
を見てみましょう。



Column 1
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

血液凝固異常症のQOLに関する研究とは？

8 9

やっぱり多いぞ、コンピュータ関連

[SE-営業]
SEといっても営業と紙一重。顧客との間に立
って仕様を決めて、見積もり出すことがほとん
ど。現場に出たり、イベント協力することもあ
る。体的にはOKだから、職場にはもちろん何
も言っていない。銀行関係の仕事は要求が厳
しいですよ。

[システム開発]
駅まで車通勤しているので、出血は月に一回
程度。仕事は忙しい時と閑な時の落差が大き
い。季節の変わり目や睡眠不足だと出血は増
える気がする。

[ソフトウエアサポート]
関節障害の障害者枠で入社。外資系でもある
せいか、特に差別なども感じない。電話でのソ
フトウエアサポートの仕事をしている。関節の
具合はいいけど、ストレスが増えたせいか、最
近、タバコ吸い過ぎ。

[SE-企画開発]
現場によって土日の出勤もあり、残業も実質
100時間越えたことも珍しくない。今は「組込
み作業」から「企画開発」に部署が変わったの
で身体は楽になっているが、出血にはあんまり
関係ないみたい。

[CGデサイナー ]
自営でやっているので、どうしても顧客との打
ち合わせで出歩くことが多く、都心では車も使
えないことがほとんど。重い荷物を持っていく
ので、足の出血は多く、徐々に悪くなった感
じ。機会をみて、徹底的に治して、リハビリし直
すつもり。

[SE-派遣社員]
出張が多いので、足が不調のときはたいへん。
また銀行関係の仕事で24時間スタンバイ状
態で何日も帰れないこともあった。ほとんど連
日輸注しないといけないこともある。通勤は車
かバイクでないと無理だと思う。

[システム販売]
今は特に厳しい時代であり、健康な人でも偏
差値の高い大学をでた人でもやる気の見られ
ない人、精神的に弱い人は絶対にやっていけ
ません。実際にやめていく人も非常に多いで
す。逆にやる気があり、実績がだせれば学歴が
なくても持病があってもやっていけるというと
ころでしょうか。むしろ病気を体験してつらい
思いをしてきたような人間の方がよいのかもし
れません。

[SE-開発部]
出勤直後に足などに違和感を覚えた時は、職
場に薬を置いていないので困った。だましだま
し、購買で湿布を買って貼ったり、午前中から
今日は体調が悪いと宣言して具合の悪そうな
顔をしてみせたり・・・。できれば早退しても不
審がられないように、定時に帰っても不審がら
れないように、悪くても超過勤務が短くて済む
ようにして準備することが肝心。

[プログラマー ]
一週間の泊り込みの新人研修が苦労した。最
初に予防だけして製剤を打たずに一週間すご
したけどきつかった。あとは泊まりの出張で二
人部屋になったときに製剤の保管や輸注に苦
労した。

血友病患者さんと家族の生活の質の向上を
図る目的で、数年に一度調査が行われていま
す。これは厚生労働省の科学エイズ対策研究
事業「血友病の治療とその合併症の克服に
関する研究」の分担研究として、血液凝固異
常症QOL調査委員会が担当して実施し、報
告書にまとめられています。
平成23年2月に発行された「血液凝固異常
症のQOLに関する研究」調査報告書が最新
のものです(平成23年7月現在)。

報告書では、なかなか知り得ない他の患者さ
んの生活の一端が見られ、多くの患者さんと
家族が参考にしています。それだけでなく、
血友病専門医らが、国に対策を求めたり、医
療体制を考えたりする際の出発点にもなって
います。ここでは最近の報告書の中から、仕
事について皆さんの疑問に答えられるところ
を見てみましょう。
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Column 2
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

皆、血友病のことを打ち明けている？

学校では9割の方が周囲に病気を明かしているのに比べ、職場には2/3の方しか知らせていないことがわか

ります。この程度の数字でも、昔を知っている方なら、「今はこんなに明かすようになったのか」と感心するで

しょう。それほど職場で血友病を明かすということは大変なことでした。もっとも大きいのは偏見による差別・

排斥の危険性です。患者さんも仕事上、かばわれるのを嫌がる人も少なくありません。本来、あってはならな

いことですが、高額な医療費が健康保険組合を圧迫すると言われた方もおります。自営業、家族会社などに

勤めている方もいますので、実際には過半数程度の方が一般的な会社員として伝えているものと思われます

ひとつ注意していただきたいのは、これは調査時現在、通知しているかを尋ねたものですので、就職試験時に

伝えている場合を含んでいません。この就職難の時代の中、打ち明けて就職している方はさらに少ないかも

しれません。

実際に就職している方269人の内訳です。会社員の詳細がわかりませんので、はっきりとは言えませんが、これ

を見る限りあまり身体的に負担の大きい仕事には就いていないようです。確かに多くの患者さんは業務が原因

で慢性的に出血する不安を訴え、志望よりも安全な職業選択を考えます。これもその表れかもしれません。しか

し編者の勤務する病院で、22-60歳の無職を含む患者さんを調査したところ、2割を超える人が営業、販売、運

輸、職人や現場作業員に従事していました。適切な出血時の管理と本人の意志があれば、身体的に負担の大き

い仕事も一概に無理だとは言えないようです。学生の方にはいろいろなアルバイトを経験して、自分の体調と仕

事の負担について知っておくことをお勧めします。

職業の種類

どのような仕事に就いている？
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

※「血液凝固異常症のQOLに関する研究」 平成22年度調査報告書 26ページより
※「血液凝固異常症のQOLに関する研究」 平成20年度調査報告書 14ページより

病気を知らせていない病気を知らせている

35％

学　校 職　場 

65％
35％

91％

9％

周囲への病気の通知
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安心だけど楽じゃない、公務員関連

[地方公務員-福祉関係]
出血してなければ全く平気です。でも公民
館・出張所の勤務の時は土日の出勤も多く、う
まく体を休められないこともありました。出血
さえしてなきゃなんでもないんですけどね。特
に周りには足が悪いぐらいしか言ってません
が、万一、長く休むことになっても身分保障は
ありますから、ちょっとは安心しています。でも
インターフェロンやっていた頃は製剤の注射も
増えてしんどかったです。

[地方公務員-税務関係]
特に忙しい最中に、通勤途中、歩道の段差で
ひねってしまって厳しかったことがあった。普段
はあまり製剤を打たないので、製剤の期限を
気にしないといけないことがある。困ることは
それぐらいで他にはない。

[地方公務員-電算関係]
いいですよ、公務員は。とても忙しいけど、私は
それほど出血もしないし、出血しても民間とく
らべれば公務員は休みが取りやすいと思いま
す。多分ほとんどの自治体は年20日（年20日
を上限に繰越せるので最大40日）の年次有給
休暇（年休）があります。自分の仕事さえちゃん
とやって、部署内の仕事に支障がなければ、
「年休はなるべく消化しましょう」と言う風潮が
あります。事実、以前の上司は毎年しっかり年
休を消化していました。事前に届け出れば理由
も聞かれないです。いきなりでも「体調が思わ
しくない」とか「私用」で済みます。民間ではそ
うは簡単に休めないですよね。私の場合、健康
診断で肝機能がひっかかったんで、肝臓が悪い
といって病院へ通っています。それで年10日ぐ
らい年休を無駄にしてしまいます。（通院に6日
分使うので実質4日程度。）こんなこと書くと
「全く公務員は！」って反感を買いそうですが、で
も、この病気にとっては、休暇を取りやすいとい
うのは、重要ですし、とてもありがたいことだと
思っています。

[地方公務員-保健医療関係]
いいですよ。公務員は身分も安定しているし、
勧めますね。ただし私の場合は仕事柄、医療
関係者とも接触する機会があるので、その
点、気をつけていますし、かかりつけの病院の
スタッフにも気をつけてもらっています。何し
ろ職場には言ってませんから、どっかから漏れ
ても嫌ですしね。

[地方公務員-教育関係]
足が悪いということで配慮してもらっている。
具体的にはエレベータのない職場には配置換
えしないとか、車で行けないような場所には出
張を控えてもらうとか。本当によくしてもらっ
ている。病休も民間よりは長いし、入院もさせ
てもらえる。

[地方公務員-総務関係]
障害者枠で入った。仕事上、配慮してもらって
おり、やり甲斐は別にして負担はない。ただ足
の関係で入退院を繰り返すうちに徐々に閑職
に回されている気もする。

[郵便局勤務]
公務員的な仕事がいいと思って、就職活動を
した。でも病気のことは別に言わなかった。健
康診断で、ばれるかなと思ったけど、大丈夫だ
った。今の仕事は内勤なので、体への負担も
ないし、転勤もないし、いいと思う。時期的に
忙しいときもあるけど、決まった時間に帰れる
ことが多い。でも働きやすさは局長次第。

[地方公務員-母親]
思うことができずに、思春期に一時荒れ、大学
中退もしたが、今は役所の戸籍係として落ち着
いて働いている。知っている限り、2年間で出血
では2～3回休んだぐらいだと思う。親としては
あと結婚してくれれば、ひと安心だと思う。

[元地方公務員]
こういう病気はやはり公務員がいいんじゃない
ですか。入職時には話しましたけど、当時の上
司はどんどん定年で辞めてしまって、最後に病
気を知っている人は残っていなかったと思う。
出血した時は困りましたけど、そんなにはなか
った。

[元政府系外郭団体勤務]
病気のことも職場の一部の人には話していた
し、仕事としてはきつくなかったし、身分も公
務員並みで良かった。私の場合は、そもそも
働くのが好きではなかったという問題があった
から、辞めてしまいましたけど。
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けっこういます、医療・保健関係者

[臨床検査技師]
勉強中も含めて、薬品も扱ったりするけど、あ
まり困るようなことはなかった。採血の実習は
適当に理由をつけてやりませんでしたね。教務
もいやがりましたし。実は実習受入先もなかっ
たのですが通院していた病院が引き受けてく
れたので助かりました。就職に関しては、隠し
て就職しましたね。入ってしまえば関係ないの
で、後は健保組合にプライバシー保護について
確認するだけですかね。自分で会社をやるよう
になってからは付き合いとか、営業とか、その
面での苦労はあるけど、スキーやゴルフもして
いるし、楽しんではいますね。

[医師]
職場には専門職なので矛盾のない言い訳はで
きる。ただ痛い時でも病棟の中で杖や車椅子
を使うわけにも行かず、一旦悪くしてしまうと
休みもとれないので辛い。常に早めの治療を
心掛けている。医学生の時は、採血練習があっ
て、普段、自分が輸注していないところに打っ
てもらうのに苦労した。研修医時代は何日も
家に帰れないことがあるので、常に製剤は持
参し、当直室で打ったこともある。

[水質検査技師]
白衣に着替えるときに腕のアザや輸注の絆創
膏を見られて何って訊かれたことはありまし
た。職場では足が悪いってことになっていま
す。他で困ることはありません。実は健康のこ
ともあって、運動はじめ、確かにウエイトは減っ
たのですが、出血は残念ながら増えていまし
た。ただ、階段を1段踏み外す、段差で足首を
ひねる程度の衝撃では製剤のお世話にならな
くなりました。

[保健所勤務]
普段は何も困りません。でもビルの給水タンク
や飲食店の調理場などは、足場が悪かったり、
狭くて無理な姿勢をしたりして、検査や調査に
行かなくてはならない時はちょっとつらい。

[置き薬販売]
自営なので、サラリーマンよりは自由が利くし、
車移動なので、人に気を遣わずに休めて調整
がきく。ただし長期間休むことはできない。

[臨床検査技師]
急な出血だと休みにくいし、院内を歩くのが大
変。身障も取れているし、住民税の減免もある
けど、職場に言っていないから支払い続けてい
る。ただ膝が弱い○○さんという評判をとって
以後は楽かな。なお、技師の訓練の中で相互
に採血の練習もあったけど、皮膚が弱いといっ
てあざができてもごまかしていた。

[臨床心理士]
プレイセラピィといって子どもと遊びながら行う
心理療法があるのですが、足の具合が悪い時
は動きの多い子どもと行動するのが、きついこ
とがありました。他には困ることはありません。
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16 17

手に職があれば恐くない? しんどいけれど、運輸・流通・販売

[バーテン]
仕事をはじめたら、かえって出血は減っている。
一年に一回ぐらい、立てないぐらいの足首出血
があって一日休んだけど、それぐらい。予防も必
要ならするし、0:30頃までの営業時間だけど、
毎日、ほぼ定時なので、そんなに負担はない。

[洋食店自営]
自営しているから気まま。足が悪くなって長い
から人との付き合い方は分かっているし、調理
場にいた方が僕は調子いいんだ。退院しても
すぐに店に出てしまう。

[植木職人]
何も問題ありませんよ。10年以上やってて病
院に行かなければならないほど切ったのは一
回だけで、こんなのは誰でもあることでしょう。
高いところに上がっての仕事ですが、僕の場合
は平気です。

[すし職人]
幸い出血もほとんどなく、お店も地元では老舗
となり、順調にやれています。ただ、こういう商
売は気を遣いますし、店も休めません。知られ
るのは困りますね。

[住宅機器販売]
足が悪いと配慮してもらっているので平気。特
に職場から数分のところに転居してからは、や
ばそうだったら帰宅して注射できるし、OK。

[調理師]
コックになって、病気だから困ったことは、修行
中も含めてなかった。自己注射できるように
なってからは予防投与することでうまくやって
いる。指を切ったりすることもあるが、それもあ
まり困ったことにはならない。意外かもしれな
いが、太ももの皮下出血が多い。忙しいときに
調理台や配膳の角についぶつけてしまうから。
職場には製剤を置いていないので帰るまでが
んばって仕事をしています。土日は忙しいから
大変ですよ。

[美容師]
シャンプーの手荒れなどで指先から少し出血
するけど・・・。まあ鋏で指先の皮を切ったとき
は困ったかな。そうそう、血豆ができても辛い
かな。立ち仕事だけど出血もあまりない。職場
を換えながら技術を身に付けるところもある
し、今後はヘアメイクに力を入れたい。でも、こ
れからも職場には何も言わないつもり。

[プラスティック加工]
ドリルを細かく動かす関係で肘もあるけど、僕の
場合は足とか肩が悪いかな。足は仕事と関係な
くて、昔から悪い。何でもそうだけど調子が悪く
なければ、仕事にはぜんぜん関係ないですよ。

[元家電販売店店員]
じっと立っているのがいけない。忙しいシーズ
ンなどは一日中立ちっぱなしでかなり注射が増
えたこともあった。

[流通仕分業派遣社員]
出血はするが、普段は他の人並みにやってい
る。頼まれると古株なのでついやってしまうし、
無理しがち。最近は年に一回ぐらい大きい出血
をどかんとやって入院することになってしまって
いた。そんな状態を見て、会社の方で分かって
くれて配慮もしてくれるが、実際に現場へ出れ
ば忙しいので、つい無理をするのは同じ。

[不動産販売]
お客様を乗せて物件を紹介するだけですから、
ほとんど困ることはありません。躓いて足先に
出血した時に、内緒で自宅に戻って打ったこと
はありましたけど、それぐらいかな。

[元トラック運転手]
ほとんど休みなしに働いた。というか働かされ
た。出血は多くて、無理を重ねるうちに結局、
続かなくて辞めることになった。休みが定期的
にとれる仕事でないとできないと思う。

[トラック運転手]
覚えがないのに、あるいは予兆なしに出血する
ことがあるので不安です。仕事はトラック自体
を運送するのですが、一度だけ納入後、出先で
出血して、電車で地元に帰った頃には歩けなく
なり、妻に迎えに来てもらったことがありまし
た。以来、製剤を持ち歩くようになりましたが、
車内でやれるので、楽ですね。

[元スーパー店員]
雑貨や生鮮食料品は地獄。一人で米600kg
分を積み替えたりした。20代の人でももたず
に辞めていく。年末・年始は特に数時間の睡眠
で休みもなかった。店内で魚や肉をさばくこと
もあって切り傷も多かった。製剤量はすごく増
えたし、関節は痛めたし、もうこりごり。

[清涼飲料配送]
担当区域内の200以上の自販機に飲み物を
補充する仕事。ビル内に設置されている機械
にジュースを持ち上げて、補充するのが一番辛
い。どうしても腰や足首に負担がかかる。痛い
ときもかばいながら何とか仕事をしているが、
製剤を打って効かないときもあって、どこまで
続けられるか分からない。夏場は飲み物の補
充量や回数も多いから大変です。
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えたし、関節は痛めたし、もうこりごり。

[清涼飲料配送]
担当区域内の200以上の自販機に飲み物を
補充する仕事。ビル内に設置されている機械
にジュースを持ち上げて、補充するのが一番辛
い。どうしても腰や足首に負担がかかる。痛い
ときもかばいながら何とか仕事をしているが、
製剤を打って効かないときもあって、どこまで
続けられるか分からない。夏場は飲み物の補
充量や回数も多いから大変です。



16 17

手に職があれば恐くない? しんどいけれど、運輸・流通・販売

[バーテン]
仕事をはじめたら、かえって出血は減っている。
一年に一回ぐらい、立てないぐらいの足首出血
があって一日休んだけど、それぐらい。予防も必
要ならするし、0:30頃までの営業時間だけど、
毎日、ほぼ定時なので、そんなに負担はない。

[洋食店自営]
自営しているから気まま。足が悪くなって長い
から人との付き合い方は分かっているし、調理
場にいた方が僕は調子いいんだ。退院しても
すぐに店に出てしまう。

[植木職人]
何も問題ありませんよ。10年以上やってて病
院に行かなければならないほど切ったのは一
回だけで、こんなのは誰でもあることでしょう。
高いところに上がっての仕事ですが、僕の場合
は平気です。

[すし職人]
幸い出血もほとんどなく、お店も地元では老舗
となり、順調にやれています。ただ、こういう商
売は気を遣いますし、店も休めません。知られ
るのは困りますね。

[住宅機器販売]
足が悪いと配慮してもらっているので平気。特
に職場から数分のところに転居してからは、や
ばそうだったら帰宅して注射できるし、OK。

[調理師]
コックになって、病気だから困ったことは、修行
中も含めてなかった。自己注射できるように
なってからは予防投与することでうまくやって
いる。指を切ったりすることもあるが、それもあ
まり困ったことにはならない。意外かもしれな
いが、太ももの皮下出血が多い。忙しいときに
調理台や配膳の角についぶつけてしまうから。
職場には製剤を置いていないので帰るまでが
んばって仕事をしています。土日は忙しいから
大変ですよ。

[美容師]
シャンプーの手荒れなどで指先から少し出血
するけど・・・。まあ鋏で指先の皮を切ったとき
は困ったかな。そうそう、血豆ができても辛い
かな。立ち仕事だけど出血もあまりない。職場
を換えながら技術を身に付けるところもある
し、今後はヘアメイクに力を入れたい。でも、こ
れからも職場には何も言わないつもり。

[プラスティック加工]
ドリルを細かく動かす関係で肘もあるけど、僕の
場合は足とか肩が悪いかな。足は仕事と関係な
くて、昔から悪い。何でもそうだけど調子が悪く
なければ、仕事にはぜんぜん関係ないですよ。

[元家電販売店店員]
じっと立っているのがいけない。忙しいシーズ
ンなどは一日中立ちっぱなしでかなり注射が増
えたこともあった。

[流通仕分業派遣社員]
出血はするが、普段は他の人並みにやってい
る。頼まれると古株なのでついやってしまうし、
無理しがち。最近は年に一回ぐらい大きい出血
をどかんとやって入院することになってしまって
いた。そんな状態を見て、会社の方で分かって
くれて配慮もしてくれるが、実際に現場へ出れ
ば忙しいので、つい無理をするのは同じ。

[不動産販売]
お客様を乗せて物件を紹介するだけですから、
ほとんど困ることはありません。躓いて足先に
出血した時に、内緒で自宅に戻って打ったこと
はありましたけど、それぐらいかな。

[元トラック運転手]
ほとんど休みなしに働いた。というか働かされ
た。出血は多くて、無理を重ねるうちに結局、
続かなくて辞めることになった。休みが定期的
にとれる仕事でないとできないと思う。

[トラック運転手]
覚えがないのに、あるいは予兆なしに出血する
ことがあるので不安です。仕事はトラック自体
を運送するのですが、一度だけ納入後、出先で
出血して、電車で地元に帰った頃には歩けなく
なり、妻に迎えに来てもらったことがありまし
た。以来、製剤を持ち歩くようになりましたが、
車内でやれるので、楽ですね。

[元スーパー店員]
雑貨や生鮮食料品は地獄。一人で米600kg
分を積み替えたりした。20代の人でももたず
に辞めていく。年末・年始は特に数時間の睡眠
で休みもなかった。店内で魚や肉をさばくこと
もあって切り傷も多かった。製剤量はすごく増
えたし、関節は痛めたし、もうこりごり。
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担当区域内の200以上の自販機に飲み物を
補充する仕事。ビル内に設置されている機械
にジュースを持ち上げて、補充するのが一番辛
い。どうしても腰や足首に負担がかかる。痛い
ときもかばいながら何とか仕事をしているが、
製剤を打って効かないときもあって、どこまで
続けられるか分からない。夏場は飲み物の補
充量や回数も多いから大変です。
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Column 4
「血液凝固異常症のQOLに関する研究」の結果からみえてきたこと

会社で出血した時はどうしている？

Column 5

老後の暮らしと医療について

半世紀前までは、10歳まで生きられない、成人になるの
は稀、と言われていた血友病も、今ではほとんどの方が
平均余命に近いところまで生きられるようなりました。
このままいけば「普通と同じく」天寿を全うする時代に
なっていくことでしょう。
しかし、その分「普通の人と同じく」がん、高血圧、糖尿
病の心配もしなくてはならなくなりました。加えて、目が
悪くなったら製剤の自己注射はできるのだろうか、認知
症になると出血時の管理ができなくなるのでないか、人
一倍関節を傷めているので、足が不自由になったら独
身で通した老後の面倒はだれがみてくれるのか、といっ
た不安も大きくなってきました。
おそらく皆さんが現在通っている病院は、急性期型の
病院といわれているところです。ご存じかとは思います
が、そこは数週間から数か月程度で回復する見込みの
ある人のための医療機関です。寝たきりなどの状態に
なると、療養型の病院に入院することになります。過去、

療養型病院での医療費は定額となっていたため、血友
病患者さんのように高額な薬剤を使う方は入院できな
い状況もありましたが、多くの人のご尽力で、現在は血
友病に関しては高額な薬剤を使っても病院に負担がか
かる状況は解消されました。
しかし問題は残っています。それは血友病と関係なく、
そもそも療養型病院はすぐに入院できないことが多い
こと、加えて血友病医療に関しては全く経験がないとい
うことです。この点については医療者と患者さんが一
緒に訴えていかないと、事態は改善されないでしょう。
病院ではない施設はどうでしょう。医療者が常駐して
いなくてもよく、必要に応じ医療機関に通えばよい程
度であれば①養護老人ホーム②ケアハウスや軽費老
人ホームなどが選択肢に入ってきます。①は所得制限(
所得の高い人は入れない)があること、入所待ちが長
いことが欠点ですが、生活の面倒はみてもらえます。②
については介護保険が適応になるかどうかの違いはあ
りますが、月13万円からその倍程度の費用で入所がで
き、やはり生活の面倒をみてもらえます。
社会の流れとして、こうした施設への入所よりも在宅
でのケアを優先する動きがあり、ご本人も、一人で何と
かやりたい、自宅で生活したい、などの希望をお持ちの
方も少なくありません。その場合は訪問看護、訪問リハ
ビリテーションなどを利用して、輸注を助けてもらった
り、関節状態の維持を図ったりしながら生活し、一部の
家事はヘルパーさんにお願いして手伝ってもらう、とい
ったことが考えられます。在宅ケアに関しては利用する
方も徐々に増えてきています。
心身状況、家族などの環境、収入や資産、そして何よ
り本人の希望などによって、選択は大きく違ってきま
す。なかなか入りにくい施設もあります。すぐに利用す
るつもりはない方でも、早めにソーシャルワーカー、ケ
アマネジャーや福祉担当者に話を聞いておいてはいか
がでしょうか。

18 19

過半数の人が直ちに注射を行っている反面、4割近い人は会社が終わるまで我慢すると回答していま

す。その人毎の我慢強さや出血量が違うせいもあるかもしれません。

しかし、以下を見ると、周囲に病気を知らせているか否かによっても、迅速な対応の可否が決まることが

わかります。当然ですが、周囲に知らせている人の方が止血の処置は早くできています。

※「血液凝固異常症のQOLに関する研究」 平成20年度調査報告書 12ページより

※「血液凝固異常症のQOLに関する研究」 平成20年度調査報告書 15ページより
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会社で出血した時はどうしている？

Column 5

老後の暮らしと医療について

半世紀前までは、10歳まで生きられない、成人になるの
は稀、と言われていた血友病も、今ではほとんどの方が
平均余命に近いところまで生きられるようなりました。
このままいけば「普通と同じく」天寿を全うする時代に
なっていくことでしょう。
しかし、その分「普通の人と同じく」がん、高血圧、糖尿
病の心配もしなくてはならなくなりました。加えて、目が
悪くなったら製剤の自己注射はできるのだろうか、認知
症になると出血時の管理ができなくなるのでないか、人
一倍関節を傷めているので、足が不自由になったら独
身で通した老後の面倒はだれがみてくれるのか、といっ
た不安も大きくなってきました。
おそらく皆さんが現在通っている病院は、急性期型の
病院といわれているところです。ご存じかとは思います
が、そこは数週間から数か月程度で回復する見込みの
ある人のための医療機関です。寝たきりなどの状態に
なると、療養型の病院に入院することになります。過去、

療養型病院での医療費は定額となっていたため、血友
病患者さんのように高額な薬剤を使う方は入院できな
い状況もありましたが、多くの人のご尽力で、現在は血
友病に関しては高額な薬剤を使っても病院に負担がか
かる状況は解消されました。
しかし問題は残っています。それは血友病と関係なく、
そもそも療養型病院はすぐに入院できないことが多い
こと、加えて血友病医療に関しては全く経験がないとい
うことです。この点については医療者と患者さんが一
緒に訴えていかないと、事態は改善されないでしょう。
病院ではない施設はどうでしょう。医療者が常駐して
いなくてもよく、必要に応じ医療機関に通えばよい程
度であれば①養護老人ホーム②ケアハウスや軽費老
人ホームなどが選択肢に入ってきます。①は所得制限(
所得の高い人は入れない)があること、入所待ちが長
いことが欠点ですが、生活の面倒はみてもらえます。②
については介護保険が適応になるかどうかの違いはあ
りますが、月13万円からその倍程度の費用で入所がで
き、やはり生活の面倒をみてもらえます。
社会の流れとして、こうした施設への入所よりも在宅
でのケアを優先する動きがあり、ご本人も、一人で何と
かやりたい、自宅で生活したい、などの希望をお持ちの
方も少なくありません。その場合は訪問看護、訪問リハ
ビリテーションなどを利用して、輸注を助けてもらった
り、関節状態の維持を図ったりしながら生活し、一部の
家事はヘルパーさんにお願いして手伝ってもらう、とい
ったことが考えられます。在宅ケアに関しては利用する
方も徐々に増えてきています。
心身状況、家族などの環境、収入や資産、そして何よ
り本人の希望などによって、選択は大きく違ってきま
す。なかなか入りにくい施設もあります。すぐに利用す
るつもりはない方でも、早めにソーシャルワーカー、ケ
アマネジャーや福祉担当者に話を聞いておいてはいか
がでしょうか。
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過半数の人が直ちに注射を行っている反面、4割近い人は会社が終わるまで我慢すると回答していま

す。その人毎の我慢強さや出血量が違うせいもあるかもしれません。

しかし、以下を見ると、周囲に病気を知らせているか否かによっても、迅速な対応の可否が決まることが

わかります。当然ですが、周囲に知らせている人の方が止血の処置は早くできています。
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[本編集]
週刊誌・月刊誌をしていた頃はとにかく大変。
時間に追われて、出血してもおちおち処置・安
静にしていられなかった。ただ、自分が出来る
こと以上に体を無理させた面もあって、正直後
悔しています。きっとその当時は自分も人並み
に動き回れると虚勢を張っていた面があると思
います。その悪しき例が階段の昇り降りで、一
段一段辿ればいいのに調子に乗って勢いでの
両足降り、右膝が曲がらない形でのこんな無
理な動作は自分には自滅行為でした。当時の
命懸けの仕事の為でしたら諦めもつくでしょう
が、現在抱えている足の関節の不具合は、そ
の虚勢のつけが溜まったのでしょう。今の若い
血友病の人たちにはくれぐれも関節を大切に
して欲しいです。自制の勧めではなく、果たし
て自分がそこまで無理をするべき行為なのかを
少しでも考えてから行動に移して欲しいと思い
ます。勿論そんなの無理だよ、という時期もあ
るのも嫌というほど思い出しますが…。そんな

[放送番組監視員]
僕の場合は肘の出血だけど仕事には支障な
い。週に一回程度の輸注で悪化もしないか
な。季節の変わり目は用心しないと出血が増
える。夜勤シフトもある仕事だけれど、個人的
には辛くはないし、通院などの時間の自由もあ
るのでむしろ良い。

[雑誌編集]
取材の時に出血していなければ大丈夫。あと
はデスクワーク中心だから。締め切り間際は、
食事はパンかじりながらとか、長椅子で寝ると
か、昼夜逆転とか、きついのは皆と一緒。でも
お勧めは公務員かな。なれるなら役所に勤め
るのがいいんじゃない。

[ファーストフード店店長]
複数店舗を任されているので、実際にはなか
なか休みがとれないのが辛い。月に2～3回くら
い出血するかな。休みの日は買い物に行くぐら
いで、体を休ませるようにしているが、疲れる。

[老人介護施設職員]
オムツ替え、入浴介助、当直もしているけど、
以前に比べて出血が特に増えた感じはない。
職場には話していないので、最悪な時はトイレ
で製剤を打ったこともあるけど。普段はドライ
ブしたり、スノーボードしたりしてストレス発散
してます。

[特許事務所勤務]
周りの人にもいっさい病気のことは話しておら
ず、肉離れで休むとだけ連絡して長期にわたっ
て休み、いつの間にか有給休暇を使い切ってし
まった。ピンチ！でも親も心配するので、周りに
も絶対に言いたくない。

[ゴルフ場]
ゴルフ好きだからと思って事務職員で入ったも
のの、事務でない仕事も多い。雪かき作業はと
ても辛いし、お客様のゴルフバックの受け渡し
の係に配置されると半分は野外作業。重い
し、腰痛や膝の出血に悩まされる。周りに言っ
てないから同じにやらないとならないし、注射
もできない。病院には土日出勤の振り替え休日
使って通えるからいいけど。

[元ビル清掃]
出血した時は困りましたけど、そうでなければ
何でもありませんよ。人には言ってませんでし
た。そうですね。それより肝臓の具合が悪くな
って、だるさや湿疹もひどくなって続けられな
くなったんです。肝臓が治って、雇ってくれるな
ら、またやります。

[税理士]
仕事上は差し支えたことはありませんが、混ん
だ電車での通勤でよく出血してしまいます。あ
とは業務が忙しい時期に字の書きすぎで手首
や肘に出血することもあります。就職について
は私の場合、営業や接待関係は無理だと思っ
たので、資格取得してデスクワークをやる方が
よいと考えていました。

なかなか大変、サービス業少ないけれど、出版・放送関連
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皆、どれくらい病院に通っている？
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[本編集]
週刊誌・月刊誌をしていた頃はとにかく大変。
時間に追われて、出血してもおちおち処置・安
静にしていられなかった。ただ、自分が出来る
こと以上に体を無理させた面もあって、正直後
悔しています。きっとその当時は自分も人並み
に動き回れると虚勢を張っていた面があると思
います。その悪しき例が階段の昇り降りで、一
段一段辿ればいいのに調子に乗って勢いでの
両足降り、右膝が曲がらない形でのこんな無
理な動作は自分には自滅行為でした。当時の
命懸けの仕事の為でしたら諦めもつくでしょう
が、現在抱えている足の関節の不具合は、そ
の虚勢のつけが溜まったのでしょう。今の若い
血友病の人たちにはくれぐれも関節を大切に
して欲しいです。自制の勧めではなく、果たし
て自分がそこまで無理をするべき行為なのかを
少しでも考えてから行動に移して欲しいと思い
ます。勿論そんなの無理だよ、という時期もあ
るのも嫌というほど思い出しますが…。そんな

[放送番組監視員]
僕の場合は肘の出血だけど仕事には支障な
い。週に一回程度の輸注で悪化もしないか
な。季節の変わり目は用心しないと出血が増
える。夜勤シフトもある仕事だけれど、個人的
には辛くはないし、通院などの時間の自由もあ
るのでむしろ良い。

[雑誌編集]
取材の時に出血していなければ大丈夫。あと
はデスクワーク中心だから。締め切り間際は、
食事はパンかじりながらとか、長椅子で寝ると
か、昼夜逆転とか、きついのは皆と一緒。でも
お勧めは公務員かな。なれるなら役所に勤め
るのがいいんじゃない。

[ファーストフード店店長]
複数店舗を任されているので、実際にはなか
なか休みがとれないのが辛い。月に2～3回くら
い出血するかな。休みの日は買い物に行くぐら
いで、体を休ませるようにしているが、疲れる。

[老人介護施設職員]
オムツ替え、入浴介助、当直もしているけど、
以前に比べて出血が特に増えた感じはない。
職場には話していないので、最悪な時はトイレ
で製剤を打ったこともあるけど。普段はドライ
ブしたり、スノーボードしたりしてストレス発散
してます。

[特許事務所勤務]
周りの人にもいっさい病気のことは話しておら
ず、肉離れで休むとだけ連絡して長期にわたっ
て休み、いつの間にか有給休暇を使い切ってし
まった。ピンチ！でも親も心配するので、周りに
も絶対に言いたくない。

[ゴルフ場]
ゴルフ好きだからと思って事務職員で入ったも
のの、事務でない仕事も多い。雪かき作業はと
ても辛いし、お客様のゴルフバックの受け渡し
の係に配置されると半分は野外作業。重い
し、腰痛や膝の出血に悩まされる。周りに言っ
てないから同じにやらないとならないし、注射
もできない。病院には土日出勤の振り替え休日
使って通えるからいいけど。

[元ビル清掃]
出血した時は困りましたけど、そうでなければ
何でもありませんよ。人には言ってませんでし
た。そうですね。それより肝臓の具合が悪くな
って、だるさや湿疹もひどくなって続けられな
くなったんです。肝臓が治って、雇ってくれるな
ら、またやります。

[税理士]
仕事上は差し支えたことはありませんが、混ん
だ電車での通勤でよく出血してしまいます。あ
とは業務が忙しい時期に字の書きすぎで手首
や肘に出血することもあります。就職について
は私の場合、営業や接待関係は無理だと思っ
たので、資格取得してデスクワークをやる方が
よいと考えていました。

なかなか大変、サービス業少ないけれど、出版・放送関連
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[自動車車体設計・販売]
会社では総務の人ぐらいしか知らない。重い自
動車部品を運ぶときに関節の不調が重なると、
しばらく不調が続きますが、これまではなんとか
こなせました。しかし、職場には製剤は置いてい
ませんから不安がないといえば嘘になります。

[機械設計]
近年はどこの会社もＣＡＤ、ＰＣの取り扱いが必
須となってきており、いつもキーボードを打つ
ので、どうしても小手先の筋肉が疲労ぎみにな
り、肘の出血も多いのは確かです。自分の場合
は足よりもそっち。一時は腕に血腫ができて神
経を圧迫してしびれ、手術もしました。また、最
近はどこの企業も余裕が無く、個人の健康に
気を使ってくれる所はめずらしく、年々私の筋
肉は衰退の一途をたどっています（笑）。後にな
ってもっと体(筋肉）を鍛えておくべきであった
と悔やまないよう健康管理をしたいものです。
是非今度手軽に実践できるトレーニングを病
院で尋ねてみたいと思っています。

[工員]
トラックの荷下ろし中に荷台から落ちて、捻挫
してしまったけど、別に病気でなくてもありがち
ですよね。

[工場保守]
高圧ガスやボイラー関係もあって、結構、怖い
し、重い物も持つので体への負担もある。一年
間で足首の出血が1～2回なのはかえって鍛え
られたせいかな。上司には言っていないが、保
険を使ってもプライバシーは守られている。

[建築設計]
肘は悪いが、普段は全く問題ない。独立してや
っているので出血してもペースを調整してやれ
る。困ったのは予定外の入院で抱えていた仕
事ができなくなった時。取引先への信用を回復
して、また受注できるようになるまでは時間が
かかった。今、若ければ公務員を目指すかもし
れない。

[化学製品製造]
私は就職後に病気が分かったんですが、会社
にも病名は言ってあります。別に不自由はあり
ませんし、一度入院したら、酒の誘いなどはか
えって断りやすくなって楽になりました。具合
の悪いときは断りたいですからね。

[家具製作]
家業なので、周囲は知っている。足が痛いとき
はアイシングしたり、休んだりもするが、他の
社員の手前、あまりわがままも言えない。木材
加工したり、営業で外回りしていると足だけで
なく、腰が痛くなることもあり、製剤がきくこと
もあるし、きかないこともある。仕事柄、仕方が
ないのかな。

[電機メーカー企画部]
普段は特に苦労は無い。忙しいため普段はな
かなか休めないが、年に1～2回はまとまった
休みを取れる。但し、プロジェクトが押し詰まり
徹夜・土日出勤が続くと出血しやすくなる。そ
んな時は時間を見つけて、製剤を打つのも大
変かな。

[蒸留精製販売業事務]
父親の会社なので事務所・工場スタッフも皆知
っているし、自由も利く。恵まれていると思う。
若い頃から肘は悪いけど、困ることはない。本
当ならみんなと一緒にドラム缶なんか動かした
いけど、そのへんが何となく、気がひける。
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り、肘の出血も多いのは確かです。自分の場合
は足よりもそっち。一時は腕に血腫ができて神
経を圧迫してしびれ、手術もしました。また、最
近はどこの企業も余裕が無く、個人の健康に
気を使ってくれる所はめずらしく、年々私の筋
肉は衰退の一途をたどっています（笑）。後にな
ってもっと体(筋肉）を鍛えておくべきであった
と悔やまないよう健康管理をしたいものです。
是非今度手軽に実践できるトレーニングを病
院で尋ねてみたいと思っています。

[工員]
トラックの荷下ろし中に荷台から落ちて、捻挫
してしまったけど、別に病気でなくてもありがち
ですよね。

[工場保守]
高圧ガスやボイラー関係もあって、結構、怖い
し、重い物も持つので体への負担もある。一年
間で足首の出血が1～2回なのはかえって鍛え
られたせいかな。上司には言っていないが、保
険を使ってもプライバシーは守られている。

[建築設計]
肘は悪いが、普段は全く問題ない。独立してや
っているので出血してもペースを調整してやれ
る。困ったのは予定外の入院で抱えていた仕
事ができなくなった時。取引先への信用を回復
して、また受注できるようになるまでは時間が
かかった。今、若ければ公務員を目指すかもし
れない。

[化学製品製造]
私は就職後に病気が分かったんですが、会社
にも病名は言ってあります。別に不自由はあり
ませんし、一度入院したら、酒の誘いなどはか
えって断りやすくなって楽になりました。具合
の悪いときは断りたいですからね。

[家具製作]
家業なので、周囲は知っている。足が痛いとき
はアイシングしたり、休んだりもするが、他の
社員の手前、あまりわがままも言えない。木材
加工したり、営業で外回りしていると足だけで
なく、腰が痛くなることもあり、製剤がきくこと
もあるし、きかないこともある。仕事柄、仕方が
ないのかな。

[電機メーカー企画部]
普段は特に苦労は無い。忙しいため普段はな
かなか休めないが、年に1～2回はまとまった
休みを取れる。但し、プロジェクトが押し詰まり
徹夜・土日出勤が続くと出血しやすくなる。そ
んな時は時間を見つけて、製剤を打つのも大
変かな。

[蒸留精製販売業事務]
父親の会社なので事務所・工場スタッフも皆知
っているし、自由も利く。恵まれていると思う。
若い頃から肘は悪いけど、困ることはない。本
当ならみんなと一緒にドラム缶なんか動かした
いけど、そのへんが何となく、気がひける。
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勤務外でも苦労しました
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こんなお仕事も

[社員旅行-エステ]
社員で海外旅行に行って、マッサージをやるこ
とになったが、なんと棒でゴリゴリするようなマ
ッサージ！ その晩から背中が真っ赤に腫れて、
寝られないし、えらい思いをした。みなさまご
用心。

[付き合い]
誘われてついつい調子に乗って酒を飲みすぎ
てしまいます。そのため、2次会・3次会へと行
ってしまい、終わる頃にはどうしようもない状態
になっています。僕は肝機能もあまり良くない
から、そっちの問題もあるのですが、でも足が
痛いときとか、宴会の付き合いなんかも本当は
避けたいこともあります。もし幹事なんかで欠
席もできないとなると困ってしまうでしょうね。

[引越し手伝い]
春先の転出・転入シーズン。若いうちは結構、
引越しの手伝いに駆り出される。肘が悪いの
で、如何に重い物を持たずにごまかすかが大
変。コンピュータディスプレイなどはもう・・・。
ごまかすのはうまくなりました。

[社員旅行]
社員旅行で海外へ行くことになりました。製剤
の持って行き方、税関対策…。何しろ、皆には
言ってないし、鞄開けられて見られても嫌でし
た。病院にも相談して、他にも海外旅行してい
る方がたくさんいるのは知りましたが、結局、
不安なのでドタキャンしてしまいました。

[歯科治療]
普段は何も困らないのですが、抜歯のことを
考えると、どうしても歯医者さんも病院の歯科
になってしまいます。仕事帰りにちょこっと行っ
て治すというわけには行かず、その点が面倒で
す。同僚に言って「近所の名医」を紹介されて
もかえってややこしいことになりますから、
延々と遠くに通うことになります。

[ギタリスト]
ある時にステージで派手なギターパフォーマン
スをしたら、足首をひどく捻ってしまった。なか
なか直らなくて、入院中に再出血をしたり、
CDの営業ができなかったりして、すごく苦労
した。結局、自信持ってステージに上がれるま
で一年半以上かかった。もっとも今でも控えめ
にはしていますが・・・。

[塾経営]
50分間は立っているけど、休みは必ず入る
し、出血もないし、力仕事もない。いろんな仕
事に就きましたが、こういう仕事がいいです
ね。コンピュータが故障して、一年間分の自作
教材のデータがとんだ時が一番まいった。

[農協職員]
職場には何も言っていない。最近は土曜日出
勤も多いので、有給使って定期通院するときだ
けが、ちょっと気を遣う。仕事は事務中心なの
で出血の点では問題がない。

[軽作業]
紙袋への袋詰め作業などでは、紙で指を切って
しまうことが多い。怪我が小さくてもなかなか
血が止まらないので、製品に付かないようにと
ても気を遣う。仕事のところには薬をおいてい
ないので、ひどいときは家に帰って注射する。

[警備員]
不規則な業務だけれど、大きな出血もない。朝
など入り口で長く立っていたりする時間が辛い
こともある。別に職場に言わなくても平気だ。

[外国政府機関勤務]
フリーで翻訳をした後、縁があって現職。病気
のことはある程度分かってもらっていて働きや
すい、海外出張も多く、分かっていれば体調を
整えるなど不自由はないが、急に言われること
もあって、体調が悪い時は困る。

[プロモーター ]
外出することが多く、どうしても足首などの出血
は多い。いきおい休日はほとんど家にいて休息
することに。股関節と膝の人工関節手術をした
ら、相当楽に歩けるようになった。結果的に歩い
てしまうので、足首の出血は変わらないが…。

[映画カメラマン]
カメラ操作は結構、重労働ですが、それほど出
血はありません。仕事によっては待ち時間がか
なり長いのに閉口します。修行がてら海外で仕
事をしていた時は、職業組合の保険に入ってや
っていました。特に問題はありませんでした。

[葬儀屋勤務]
市役所職員になりたかったが、募集がほとんど
なかった。今の仕事は週一回程度の予防で何
とかやれている。出血よりも「笑えない」のが
辛いから、他の仕事も探してみたい。
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みなさんはどんな健康保険に加入していますか？
一般的に「健康保険」と呼ばれていますが、正しくは「医療保険」といいます。
医療保険には、会社勤めの方やその家族を対象とした被用者保険と、
それ以外の方を対象とした国民健康保険があります。
それらは、運営主体によって、下図のようにさらに細かく分けられています。
　

政府 管掌 健康 保険

組合 管掌 健康 保険

共 済 保 険
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長 寿 医 療 制 度

医 療 保 険

被 用 者 保 険

小児慢性特定疾患治療研究事業や先天性血液凝固因子障害等治療研究助成が負担する部分

血友病A／Bの場合
治療に必要な医療費の総額

医療保険が負担する部分特定疾病療養費が負担する部分

本来の自己負担部分

国民健康保険

健 康 保 険

加入している保険によって違います。
医療費はレセプトと呼ばれる診療報酬
明細書によって、それぞれの健康保険
に請求されます。その明細書には病名

が記載されますので、それが届く先には病名が
わかることになります。
ゆえに、加入している保険が国や市町村が運営
しているものであれば、病名が職場にわかるこ
とはありませんが、組合管掌（運営）の健康保険
や一部の共済保険は、それ自体が企業等の一
組織なので、広い意味では「職場にわかる」こと
になります。
ただし、あくまで「健康保険組合」にわかるので
あって、あなたの部署や直属の上司に通知され
るわけではありません。最近ではプライバシーに
十分な配慮をしているところが多いので、ほと
んど心配はいらないでしょう

必要です。
医療費助成制度は保険診療医療費の自
己負担部分をカバーするものですので、
健康保険があることが前提になります。

健康保険についてのよくある質問

保険を使ったら、
病名が職場に
わかってしまいますか？

医療費助成が
あったら、健康保険は
いらないの？

健康保険の
仕組み

皆さんが病院にかかると、治療内容によって点数がつけられ、その総額が１点１０円で計算されます。皆さ

んはそのうち保険で決められた何割かを自己負担として病院の窓口で支払うことになります。血友病の

方は、様々な医療費助成を利用しておられるので、医療費の負担がない方が多いと思いますが、それらの

助成制度は健康保険の自己負担部分をカバーしていることになります。
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なります。
している保険が国や市町村が運営
のであれば、病名が職場にわかるこ
んが、組合管掌（運営）の健康保険
済保険は、それ自体が企業等の一
広い意味では「職場にわかる」こと

まで「健康保険組合」にわかるので
たの部署や直属の上司に通知されれ
ありません。最近ではプライプライバシーにに
をしているところがが多いのでいのででので、ほと、ほと、ほと、ほとほとと
いらないでしょうう
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