
  ３，職業生活の変容とその要因 

  透析患者となることが，職業生活にどのようなインパクトを与えたのであろうか．それを検討する

ため，まず，就業形態を目安にして，変容のプロセスを明らかにしたのち，その要因を分析した 31)． 

 

  １）職業の変化 

  まず，透析導入前１年以内と調査時の就業形態の変化について検討した．導入前に常勤被雇用者で

あった者の場合，調査時も同じであった者が 72.0％，そして 10.7％が自営業主になり，14.7％の者が

無職となっていた（表３１）．また，自営業主の場合は，調査時も自営業主であった者は 70.0％で，

26.7％は無職になっていた．被雇用者になったのはわずか 3.3％でしかない． 

 そして，導入前無職であった者は，７人とサンプルは少ないが，５人はそのまま無職で，２人は導

入後に就労を開始していた． 

  臨時・日雇いであった者（４人）は，２人が臨時・日雇いで働いており，２人は失業していた．そ

して，学生の場合（４人）は，３人は透析導入後，卒業して就職していた．このうち２人は公務員で，

１人は薬剤師として働いていた． 

 要するに，常勤被雇用者の場合は，企業で働けなくなった場合，自営業主として働けていたが，自

営業主で仕事ができなくなった場合は，失業してしまうのであった． 

  さらに，日本標準職業分類 32)に従って，職業間の移動を観察した（表３２）．ある程度のサンプル

数があり検討可能な専門的・技術的職業，管理的職業，事務従事者，技能・生産工程作業者について

検討する． 

 まず，専門的・技術的職業と管理的職業では，導入前と調査時で，同じ職業に就いている者の割合

が，72～75%と高いことが分かる．事務従事者の場合は，昇進したとみなせる管理的職業に移動した

者を含めても 56%程度と，先の職業に比べると移動が大きい．移動した者では，無職（22.2%），技能・

生産工程作業者（16.7%）に移動した者が多かった．技能・生産工程作業者の場合も，事務従事者と

同様で，職業移動しなかった者は 54%程度と低い．移動した者では，無職（26.9%）が最も多く，次

いで事務従事者（11.5%）であった．販売従事者も，サンプルは少ないが，以上の２者と類似の傾向

にあった． 

 

  ２）主な職業生活の変容 

  （１）常勤被雇用者の場合 

  導入前が常勤被雇用者（75 人）の場合，透析導入後，元の会社に復職した者は 59 人（78.6%），被

雇用者中の割合；以下同じ）であった．そのうち配置転換によって職場や仕事内容が変わった者が 26

人（34.6%），変わらなかった者は 33 人（44.0%）である（図６）．配置転換を経験した者の中には，

同時に降格された者が５人おり，その割合は導入前役職についていた者が 17 人なので 29%である． 

  また，元の職場には復帰せず，転社・転職した者は 12 人（16.0%）で，そのうち常勤として勤めた

者が５人（6.7%），臨時雇いになった者３人（4.0%），そして自営業主となったのは４人（5.3%）で

あった． 

  さらに，透析導入をきっかけにして失業した者は４人（5.3%）である．さらに，調査時には，それ

が１１人となり，導入前に被雇用者であった者の 14.7%を占めていた． 

 導入後，職業復帰する際に，配置転換が行われるか否か，また元の職場には復帰せず転社・転職し

たことに関わる要因は何であろうか．それには，健康や体力のような個人の側の要因ももちろん関係



あるが，受け入れる企業側の要因も関与していた．例えば，元の企業に復帰した者でも，配置転換を

経験した群と経験しない群ではその後の定着率に差がみられる．前者が 73.1%であるのに対し，後者

は 84.8%であった．しかも，前者では現在までにさらに１人降格されていたが，後者では４人が昇格

していたのである． 

 このような違いは何に由来するのであろうか．企業規模や導入前の役職を，配置転換経験者，配置

転換非経験者，転社・転職者の３群間で比較してみた．その結果，転社・転職した者では，勤め先の

規模が 100 人未満であった者が 52.9%であり，相対的に小さい企業の従業員が多かった．また，役職

は，ないかあっても地位の低い役職の者が 88.2%と多い．すなわち，企業がどの程度透析患者を抱え

られるかは，ひとつは企業規模によっていた．いまひとつは役職に示されているように，透析導入に

なるまでに仕事で実績を積み，会社にとって必要な人材となっているか否かであった．これは，専門

的職業従事者や，管理的職業従事者の職業移動率が低かったことと一致している． 

  また，同じ職場に戻りながら配置転換を経験するか否かは，経験した群では相対的に企業規模が 300

～999 人，1000 人以上の割合が大きく，経験しない群では公務員が多かった． 

 

  （２）自営業主の場合 

  次に，透析導入前，自営業主であった者の職業生活の変容を検討した（図７）． 

  導入後，転職や転業せず，導入前と同じ自営業を営んでいた者は 20 人（66.7%）であった．そのう

ち，透析を導入したことで営業規模が縮小した者が２人（6.7%）いた． 

  導入をきっかけに転職・転業した者が５人（16.7%）で，そのうち別の自営業を営むようになった

者は４人（13.3%）で，１人（3.3%）は常勤被雇用者となっていた． 

  そして，導入をきっかけにして無職となった者は５人（16.7%）であり，さらに調査時までには，

無職になった者が 11 人（26.7%）となっていた． 

  すなわち，常勤被雇用者と比べれば，自営業主は，元の職業に復職する割合が１割程度低く，逆に

無職になる者の割合が１割程度高かった． 

 

  ３）職業生活の変容の要因 

  以上のように職業生活の変容を明らかにしてくると，いくつかの疑問が湧いてくる．配置転換とな

ったのはなぜか，なぜ転社・転業したのか，無職となったのはなぜか，といった疑問である．また，

既に触れたが，導入まで無職でありながら導入後に就労を開始できたのはどのような要因によるのか，

他方ある者はどうして無職のままなのか，という疑問である．これらの点について検討した． 

  まず，配置転換の理由として最も多くあげられたのは，健康・体力上の理由であった（表３３）．す

なわち，透析導入によって体力が低下し，これまでの仕事を遂行するのが困難と自覚されていた．な

かには，そのため配置転換を自ら希望した者もいた．次いで，多くあげられたのは透析による時間的，

空間的な制限で，営業など相手の時間と場所に合わせなければならない仕事や建築・土木の現場の仕

事などは，決まった時間に透析せねばならない者にとって，困難は大きいことが分かる．この２つの

理由が重なり合って，配置転換は生じていた． 

  次に，転社・転業した理由は，被雇用者の場合，配置転換と同じ２つの理由が大きい．しかし，そ

の他に仕事のやりがいの問題，会社に居づらくなったことなどがあげられ，理由は多様であった．こ

れに比べて，自営業主の場合は，健康・体力上の理由と，時間・空間的制限がほぼ全てであった．被

雇用者の方が，雇う側との関係で，様々な問題状況に直面しているといえよう． 



  これを，いつ転社・転業したかで分けると，導入後の復職時では，健康と透析による制限が大きな

要因となっていた．そして，いったん元の職場に復帰したのち転社・転業した場合の理由では，少数

ながら，仕事のやりがいに問題を感じた者が多かった．しかもこれは全て，被雇用者であった． 

  最後に，離職し，そのまま失業してしまった者の離職理由をみると，被雇用者，業主共に健康・体

力が，復職にとって最も大きな阻害要因となっていた．これは，離職時期で分けてみても，ほぼ同じ

ようであった． 

 

  ４）仕事のやりがいについて 

  まず，調査時に就労していた者について，職業生活の変容パターン別に仕事のおもしろさ・やりが

い感の変化を比較検討した（表３４）． 

 透析導入前後とも，高い割合でやりがい感を持ち続けていたのは，配置転換・転社を経験しない被

雇用者（図６のＡ）と転業しない自営業主（図７のＤ）であった．また，配置転換や転社・転業を経

験した被雇用者（図６のＣ）では，やりがいを持ち続けていた者の割合は相対的に低いが，導入後や

りがいを取り戻した者が１～２割弱とやや多く，現在やりがいを持っている者は，先にあげた群とほ

ぼ同程度７割前後になっている． 

  ここで注目されたのは，導入前は仕事におもしろさややりがいを感じていた者で，それを喪失した

者が，全てのパターンで 20～32%いたことである． 

  そこで，なぜ仕事におもしろさ・やりがいを感じられないのか検討した．ここでは，自由回答から

要因を抽出するため，彼らの説明する文脈に従って理由を整理した．その結果，透析による時間と空

間的な制約，体力の低下が原因となって，「配置転換となったが，その先の仕事が自分に合わない」と

か，「仕事が質的に変化し責任のある仕事からはずされた」，あるいは「思うように仕事ができない，

そのため業績や売上が伸びない」などのことが，仕事からおもしろさ・やりがい感を失わせる要因で

あった． 

 

  ５）今後の就業希望 

  今後の就業希望について，現在職業がある者には，働き続けたいか否かを尋ね，無職であった者に

は，就労するつもりがあるかを聞いた． 

 その結果，調査時に有職者（93 人）で「働き続けたい」と答えた者は 71 人（76.3%）であった．

そして，「しばらくは働きたい」者が 18 人（19.4%），そしてできれば「辞めたい」と回答したのは４

人（4.3%）であった．ほとんどの者が働くことを希望していた． 

  また，無職の者（26 人）では，「再び働きたい」という者が８人（30.8%），「どちらともいえない」

と迷っている者が 11 人（42.3%），そして「働くつもりはない」者が７人（26.9%）であった． 

  さらに，慢性疾患，それによる障害を抱えた者にとって，職業とは，働くとはどのような意味を持

っているのか，知るために，働きたいと考えている者（97 人）に対しては，経済的な理由以外でその

ように考える理由を尋ね，働きたくないと考えている者およびためらっている者（22 人）に，その理

由を尋ねた． 

  （１）経済面以外での働き続けたい・働きたい理由 

  まず，働くことの経済的な意味以外の理由をあげた者は 84 人（86.6%）いた．すなわち，これから

も働き続けたい，または働きたいと考えていた者の９割弱は，経済的な面以外の価値・意味を「働く」

ということに見いだしていたのである． 



  では，経済面以外のどのような理由で働き続けたい，あるいは仕事に就きたいと考えているのかを

検討した．最も多くあげられた理由は，体調維持や健康のために良いという理由であった（26 人；

26.8%）．すなわち，労働は健康を損なう面もあるが，適正な労働は生活を規則正しくするし，体を動

かすため運動にもなり，健康に良いとするのであった．労働が生活全体を律するかたちになっており，

そのバランスが良ければ健康的な生活であると考えられていた． 

  次いで多かったのは，気持ちのハリ，生きがいになるという意味づけであった（22 人；22.7%）．

働くということが精神的健康に良い効果をもたらしているというのである．． 

  その次も，ある意味では精神的健康なのだが，働かないと人間がボケて，ダメな人間になってしま

うという理由であった（12；12.4%）．この中には，物忘れがひどくなるといった老化に対する恐れと，

社会性を失ってしまうことへの恐れがあった．同時にこう考える背景に，「人間とは働くものである」

といった社会的な規範や通念が内面化されていた． 

  その他には，「家でゴロゴロしているよりはいい」といった理由や，「子供に対して父親が働いてい

ないのは良くない」，「透析を忘れられる」などの理由があげられていた． 

 

  （２）働きたくない理由 

  他方，働きたくない理由は，体調や体力上の問題が最も多かった（17 人；77.3%）．彼らは，働け

るほど回復していなかったり，腎臓以外にも障害がある者であった．正確に言えば，働きたくないの

ではなくて，働きたくとも，働けないのである．やはり，健康回復が最も大きな要因であった． 

  次いで，「透析のような時間に制約があり，健康保険の問題もある者は雇ってくれる職場がない，と

いうのである」（７人；31.8%）．すなわち，働きたいが，働く職場が無いのであった．職業安定所に

何度足を運んでも，透析患者には仕事は無いと断わられていた． 

  また，３人（13.6%）は無理してまで働きたくないと，理由を述べていた．彼らは，もう高齢で，

経済的な不安のない者であった．このような者は，中壮年期の男子患者では少ない． 

 

  ６）透析患者がおかれている労働環境 

 ここでは，慢性の病気やそれによる障害といった健康上のハンディを背負った者が，職場において

どのような経験をしているかについて，職場や仕事上で理解や協力が得られ気持ち良く働けた経験，

腎臓病・透析になったことで経験したマイナス面から明らかにする． 

  （１）理解・協力面 

  気持ち良く働けた経験があると答えたのは 73 人で，これは透析導入後働いた経験がある者の 70.9%

に相当する． 

  最も多かった内容は，職場や仕事上の人間関係における精神的な側面である（49.3%）．すなわち，

被雇用者の場合は，理解してくれる人が職場にいる，仲間・上司から差別を受けないといったことで，

自営業主の場合だと，従業員の態度が変わらない，などであった． 

 次いで，時間の都合への配慮（32.9%），負担が大きな仕事の手助けや代行（32.9%）が多い．前者

は，主に被雇用者の場合で，透析日は早く帰らせてくれるとか欠勤扱いにならない，体調が悪いとき

は休養が取れる，残業させられないといったことであった．後者は，人間関係におけるより実務的な

面で，ひとつは重たい者を持ってくれるとか，からだに負担がかかる仕事は変わってくれるというこ

とである．そして，もうひとつは自営業主の場合で，下請けの仕事を回してくれるというものであっ

た． 



  その他には，会議や行事などの日程を調整してくれる（５人），配置転換をしてくれた（６人），給

与をカットされない（６人），自分のペースで仕事ができる（３人）などがあげられていた． 

 

  （２）マイナス面 

  透析・腎臓病になったために，ﾏｲﾅｽ面を体験をした者は 80 人で，腎臓病療養中，あるいは透析を

受けながら就労した経験がある者 111 人のうち，72.1%を占めていた． 

  さまざまなﾏｲﾅｽ面を生み出している主要因として認識されていたのは，透析による時間・空間的な

制約と，食事の自己管理をせねばならないため自由に水分・食事が取れない，ということであった（図

９）． 

  先に後者について，それがどのようなマイナスとなっていくのかをみる．そこからは，人付き合い

の問題が起きてきていた．日本の，特に被雇用者の場合，仕事後における同僚や上司との付き合いは，

コミュニケーションをよくするという意味などから仕事の一部という側面を持っている．また，取引

先などの商談をまとめたりする際にも，接待は欠かせない仕事の一部である．これが，できないこと

で，一方では職場で浮き上がってしまう感じになり，他方では，一人前に仕事をやり遂げられないと

いう評価を下され，重要な仕事や責任ある仕事から外されることにつながっていた． 

  前者の要因は，より直接的に仕事の遂行に係わっているため，現代社会において透析患者が職業生

活を再建するうえで，最も大きな障害と認識されている． 

  この制約によって，仕事が十分行えず，被雇用者の場合は，その分同僚に負担がかる．したがって，

すでに述べたように理解や協力が得られていることになる反面，病人扱いされているという意識，迷

惑をかけているというひけめや心理的負担が生じていた． 

 さらに，仕事が十分にできないことは，被雇用者の場合，実質的な仕事から外されることであり，

あるいは業績やノルマの達成ができないことになり，昇進や昇給がストップすることにも結び付いて

いた． 

 自営業者の場合には，１日おきにしか仕事ができなかったり，急ぎの仕事をぶっとおしてできない

ことから，信用を無くし，大きな仕事を回してもらえなくなったり，お客がよそへ逃げてしまうこと

につながっていた． 

 また，被雇用者のある者は配置転換によって，ある者は配置転換がなくとも，責任ある仕事ややり

たい仕事から外されたり，あるいは完成の途中で仕事を持っていかれるなどするのであった．これは，

４）で述べた働きがいのなさに結び付いており，病気や障害をもった者が働く際に経験する労働から

の疎外の問題である． 

  あるいは，透析になることは，被雇用者の昇進の機会を奪ってしまうことでもあった． 

  以上のようなことが，経済生活を変容させた場合には，必然的に家族へ負担がかかるのであった． 

  さらには，透析を理由に解雇されたり，辞めてしまって，その後職業を得られない場合がある． 

 

 ７）労働日数と労働時間及び基本的属性，健康指標，自己管理の良好度との関連 

  １週間の平均的な労働日数と労働時間（始業から終業まで）の関連をみると，「１～３日」「４日」

の者は，透析日はほとんど働かず，主に非透析日に働いていた（表３５）．そして「５日」以上働いて

いた者の平均では，透析日も７時間は働き，非透析日は９時間弱と，健常者並に働いている． 

  また，被雇用者と自営業主を比べてみると，被雇用者の方が全体の傾向としては労働日数や労働時

間が長いほうに偏っていた．とりわけ，非透析日の労働時間に顕著である．被雇用者は全て他の社員



が働いている最低限の時間は働いているし，むしろこの時に透析日のツケを取り戻そうとするかのよ

うに長く働いている． 

 他方，自営業主は，自分の状態に合わせて時間の融通をつけやすいためか，非透析日でも６時間以

内と労働時間の短い者が 25%程度いた． 

  基本的属性別には，年齢層，家族形態，透析形態，透析歴の全てと労働日数には統計的に密接な関

連があった． 

  年齢層別では，年齢が若い者ほど労働日数が多い傾向にあった．すなわち 28～39 歳の若い層が最

も多く働いており，次いで 40 歳代で，50～69 歳が最も少なく，「０日」が 32.7%を占めていた． 

  家族形態別では，相対的に，「＋他の家族」が最も労働日数の多い群で，次いで「＋妻＋他の家族」

であった．そして「＋妻」が最も労働日数が少ない． 

 透析形態別には，「５日」以上の割合は家庭透析が最も大きく，次いで夜間透析，施設昼間で大きか

った．健常者並に働くためには，やはり家庭透析が有利である． 

  また，透析歴別では，「３年未満」で労働日数が落ち込んでいた．それを除けば，週に「５日」以上

働いている者は，64～85％と大きな割合であった．とりわけ，透析歴 10 年以上の者でも，７割以上

が「５日」以上働いていたことは注目される． 

  また，労働日数と４つの健康指標，自己管理の良好度との関連を検討した．その結果，これまでの

実態調査報告では，Ht 値の高さと労働日数の多さには密接な関連があるとされているが 33)，本対象

者の場合には，いずれの指標とも統計的に有意な関連を認めることはできなかった（表３６）． 

 ちなみに，健康像が「不良好」でも，週に「５日」以上働いている者が 13 人（50.0%）おり，また

Ht 値が 25 未満の者でも，それが 57～60%を占めていた． 

 

  ８）職業・社会的活動に関する意識と活動指標との関    連 

  まず，仕事のおもしろさ・やりがい感と関連がみられたのは，調査時の職業，労働日数，職業にお

けるマイナスの経験であった（表３７）．すなわち職業別には，自営業主のやりがい感が強く，被雇用

者では相対的に弱かった．そして，労働日数別では，「１～３日」のやりがい感は弱く，それに比して

「４日」以上ではやりがい感が強く感じられていた．特に「おおいに感じる」と回答した者の割合は，

「６日」以上で大きな割合を占めていた．さらに，腎臓病・透析による仕事上の不利益を経験しなか

った者の方が，やりがい感を強く感じる傾向にあった． 

  次に，職業生活・社会的活動に対する満足感，いわばそれらの活動を通して得られる社会的な欲求

の充足感，と強い関連が認められたのは，労働日数，職場における理解・協力の経験であった． 

 一般に仕事のやりがい感と満足感とは密接な関連にあると思われるが，成人男子の透析患者の場合，

確かに正の相関関係（τ=.150）にはあったが，強い関連とはいえなかった．よって，満足感と労働

日数の関連では，仕事のやりがい感の場合と異なり，労働日数が「５日」であった者の満足感が，他

と比べて強かった．「まあ満足」以上の者の割合は，ここをピークにして，およそ山型の分布となって

いる．すなわち，「６日」の者はやりがい感は最も強かったが，満足感は期待されるより低かった． 

 また，職場における理解・協力が得られた経験がある者のほうが，経験しない者に比べ，社会的な

欲求面での満足感を強く抱いていた． 


