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　「栃木県がん療養ハンドブック」は、がんと診断されたり、治療
を受けたりするときに役立つ情報をまとめたものです。
　県内には、不安になったときや困ったときに誰もが利用できる
身近な相談窓口や支援制度などがあります。
　一人で悩まず、一緒にがんに向き合っていきましょう。
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□

がんのことについて相談したい・・・。
どうしたらいいの？

がんと言われ頭が
真っ白です。これから
のことを考えると不
安でいっぱいです。

がんの治療や療養
についての情報が
ほしい。

職場復帰はどのよ
うにしたらいい？

医療費のことが
心配で・・・

退院後の生活は？

受診するにはどう
したらいい？主治医以外の意見

がききたい・・・

がん相談支援センター

がん相談支援センター

　がん診
しんりょうれんけいきょてん

療連携拠点病院等（２ページ参照）には、患者さんや家族の
不安や疑問にこたえる相談窓口として｢がん相談支援センター｣があ
ります。
　がん相談支援センターでは、がん専門相談員（看護師や医療ソー
シャルワーカーなど）が、病気や治療方法の一般的な説明から、専
門医療機関や助成制度の紹介、不安や悩みへのアドバイスといった
療養生活全般に至るまで、さまざまな相談に対応しています。
　相談は無料で、相談内容は厳守します。また、他の病院にかかっ
ている方でもご利用いただけますので、お気軽にご相談ください。
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□

がん相談支援センター
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●…都道府県がん診療連携拠点病院
●…地域がん診療連携拠点病院
●…地域がん診療病院
●…栃木県がん診療連携拠点指定病院
●…栃木県がん治療中核病院

佐野厚生総合病院9

芳賀赤十字病院8

足利赤十字病院7

上都賀総合病院5

獨協医科大学病院4

那須赤十字病院6

自治医科大学附属病院3

栃木県立がんセンター1

栃木県済生会宇都宮病院2

菅間記念病院18

国際医療福祉大学病院17

小金井中央病院14

新小山市民病院13

獨協医科大学日光医療センター15

とちぎメディカルセンターしもつが12

国立病院機構宇都宮病院11

国立病院機構栃木医療センター10

国際医療福祉大学塩谷病院16

　栃木県にはがんの専門的な診療を行う医療機関として、厚生労働大臣が
指定するがん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院、県知事が指定する
栃木県がん診療連携拠点指定病院及び栃木県がん治療中核病院があります。
　これらの病院は、手術療法、薬物療法、放射線治療や緩和ケアを提供す
るほか、がん医療に従事する医師等の育成や地域の医療機関に対する診療
支援、患者さんや家族への相談支援など、地域におけるがん診療の中核と
しての役割を担っています。

がん診療連携拠点病院等とは
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〈がん相談支援センターを設置している医療機関の連絡先〉
病　院　名（所在地） 対応曜日・時間 問い合わせ先

❶ 栃木県立がんセンター
（宇都宮市陽南4-9-13） 月～金曜日  8：30～17：00 028-658-6484（直通）

❷ 栃木県済生会宇都宮病院
（宇都宮市竹林町911-1） 月～金曜日  8：30～17：30 028-626-5500（代表）

❸ 自治医科大学附属病院
（下野市薬師寺3311-1） 月～金曜日  8：30～17：15 0285-58-7107（直通）

（患者サポートセンター内）

❹ 獨協医科大学病院
（壬生町北小林880）

月～金曜日  9：00～12：00
　　　　　13：00～16：00

0282-87-2383（直通）
（地域連携・患者サポートセンター内）

❺ 上都賀総合病院
（鹿沼市下田町1-1033）

月～金曜日  9：00～16：00
第１・３・５土曜日
　　　　　  9：00～11：30

0289-64-2161（代表）

❻ 那須赤十字病院
（大田原市中田原1081-4）

月～金曜日  9：30～16：30
第１・３土曜日
　　　　　  9：30～11：30

080-7576-2655（直通）
0287-23-1122（代表）

❼ 足利赤十字病院
（足利市五十部町284-1）

月～金曜日  8：45～12：00
　　　　　13：00～17：00
第１・３・５土曜日
　　　　　  8：45～12：30

0284-20-1307（直通）
（入退院センター内）

❽ 芳賀赤十字病院
（真岡市中郷271） 月～金曜日  9：00～16：00 0285-82-2195（代表）

❾ 佐野厚生総合病院
（佐野市堀米町1728）

月～金曜日  9：00～16：30
第１・３・５土曜日
　　　　　  9：00～12：30

0283-22-5222（代表）
（患者支援センター内）

〈相談窓口を設置している医療機関の連絡先〉
病　院　名（所在地） 対応曜日・時間 問い合わせ先

❿ 国立病院機構栃木医療センター
（宇都宮市中戸祭1-10-37） 月～金曜日  8：30～17：00 028-622-5241（代表）

（総合相談室）

⓫ 国立病院機構宇都宮病院
（宇都宮市下岡本町2160） 月～金曜日  8：30～17：00 028-673-2374（直通）

（医療相談室）

⓬ とちぎメディカルセンターしもつが
（栃木市大平町川連420-1） 月～金曜日  9：00～16：00 0282-22-2551（代表）

⓭ 新小山市民病院
（小山市神鳥谷2251-1） 月～金曜日  8：45～16：30 0285-36-0256（直通）

⓮ 小金井中央病院
（下野市小金井2-4-3） 月～土曜日  8：30～17：30 0285-44-7000（代表）

⓯ 獨協医科大学日光医療センター
（日光市高徳632）

月～金曜日  9：00～17：00
土曜日（第３を除く）
　　　　　  9：00～13：00

0288-76-1717（直通）
（地域連携部門）

⓰ 国際医療福祉大学塩谷病院
（矢板市富田77） 月～土曜日  9：00～17：00 0287-44-2722（直通）

⓱ 国際医療福祉大学病院
（那須塩原市井口537-3） 月～土曜日  9：00～17：00 0287-37-2221（代表）

⓲ 菅間記念病院
（那須塩原市大黒町2-5） 月～土曜日  8：30～17：30 0287-62-1567（直通）
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相　談

各施設からのご案内

セカンドオピニオン

患者図書室 「こやま文庫」

患 者 会
たんぽぽの会（全がん患者・家族の会）
ぱぱりな（女性のがん患者）

患者サロン がん患者・家族等

日 時 平日の午後、土曜日の午前完全予約制（各診療科により曜日・時間が異なります）

費 用 １時間20,000円（消費税別）
相談時間は、原則１時間以内とさせていただきます。

予 約 方 法 電話予約：予約センター　028-658-5012　（直通）
受付時間：8：30～16：30

電 話 番 号 028-658-6484（直通）
日 時 月～金曜日　８：30～17：00

担 当 がん専門相談員（保健師・看護師・医療ソー
シャルワーカー）・医師

栃木県立がんセンター
がん相談支援センター

　当院では、医師や専門的な知識を持つがん専門相談員が、電話や面談での療養生活に関す
る相談や医療相談、就労相談などをお受けします。予約不要・無料です。

がんについて相談したい

○禁煙サポート外来（緑の外来）　○がん予防・遺伝カウンセリング外来
○肝がん予防外来　　　○リンパ浮腫外来
○病理外来　　　　　　○がん看護外来（ストーマケア・がん看護全般）
○ゲノムセンター外来　○乳がん特殊外来

当院での特殊外来

　患者サロンは、同じ病気の人と気持ちを共有したい、情報交換をしたいなど、患者さんや
ご家族の方同士が、気軽に語り合い交流できる場です。
　参加費は無料、どなたでもご利用できます。お気軽にご参加ください。

患者サロン

　がん医療に携わる専門スタッフが、
がんやその療養に関する具体的な知
識や情報の提供を行っています。ミ
ニレクチャー、ウィッグ・補正下着等
の展示・相談会やアピアランスケア

（治療に伴う外見の変化に対するケ
アなど）研修会等を開催しています。◇ミニレクチャー ◇アピアランスケア研修会

詳しくは、がん相
談支援センターに
お問い合わせいた
だくか、ホームペー
ジをご覧ください。
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相　談

各施設からのご案内

セカンドオピニオン

ご相談は予約不要・無料です。
お気軽にご相談ください。

インターネットもご利用
いただけます

図書コーナー
本館２階　外来受付Ｃ前
月～金　８：30～17：30
　土　　８：30～12：30

患者図書室 「さいみや文庫」

患 者 会 さくらんぼの会　（乳がん女性患者の会）

日 時 担当する医師と患者さんの予定を調整し実施します。

費 用 1時間10,000円（消費税別）

予 約 方 法 電話予約：がん相談支援センター／医療相談・看護相談室　028-626-5500（代表）
受付・相談時間：14：00～17：00（平日のみ）

電 話 番 号 028-626-5500（代表）

日 時 月～金曜日　８：30～17：30

担 当 がん専門相談員（看護師・医療ソーシャル
ワーカー）

栃木県済生会宇都宮病院
がん相談支援センター／医療相談・看護相談室

がんに関する相談のご案内
　当院では、自施設や他施設入院・
通院中の患者さん・ご家族が安心
して療養生活を送れるよう、専門
職員（看護師、医療ソーシャルワー
カー）が様々な相談を受けていま
す。
　電話・面談によるがん患者さん
の療養上の相談、地域医療機関へ
の紹介、セカンドオピニオンの紹
介・受け入れ、がん患者さんの在
宅療養支援、医療相談、就労支援
などを行っています。どうぞお気
軽にお声をかけてください。

がんに関する書籍や冊子
を用意しております
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相　談

病気の状態に関係なく、病気によって生じるさまざまな生活上の問題（経済的・社会的・心理的等）
に関する相談をお受けしております。ご相談は無料です。ご相談の秘密は厳守します。

各施設からのご案内

セカンドオピニオン

患者図書室 情報コーナー

患 者 会

がんの親を持つ子どもへのサポー
トグループ（ＣLＩＭＢ®プログラム） がんの親を持つ子ども

ピンクリボン桜の会 乳がんの患者・家族、その他医療関係者、
患者の友人等（院外の方も含む）

がん患者と家族のサロン　虹 がん患者・家族（院外の方も含む）
自治っ子 小児がんの子どもと家族の会

遺 族 の 会 緩和ケア病棟　家族会 当院緩和ケア病棟で亡くなった患者の家族

日 時 担当する医師と患者の都合を調整した上で決定します。
費 用 １診療科20,000円（消費税別）

１診療科増えるごとに10,000円（消費税別）追加
予 約 方 法 電話予約：医事課セカンドオピニオン担当　0285-58-7110

受付時間：平日９：00～17：00

電 話 番 号 0285-58-7107（患者サポートセンター内）
日 時 月～金曜日　８：30～17：15
担 当 がん専門相談員（医療ソーシャルワーカー・看護職）

自治医科大学附属病院
がん相談支援センター・患者サポートセンター

相談内容

現在求職中、在職中・休職中の方が対象となっております。
●毎月第２水曜　　10:00～13:00
　　　　　　　　　（栃木産業保健総合支援センターの出張相談会）
　（要予約）　　　　13:30～15:30
　　　　　　　　　（ハローワーク宇都宮の出張相談会）
●平日（月～金曜）　  8:30～17:15（就労含む医療福祉相談）
　（予約不要/事前予約可能）

治療と仕事の両立に関する相談会

ミニレクチャー・リラクセーション体験・自由な語り合いを行っております。
●毎月第２木曜　14:00～16:00
＊開催日は変更となる場合もあるため、直接お問合せください。

がん患者と家族のサロン　虹
にじ

◇腫瘍センター　　◇緩和ケア外来・病棟　　◇がんゲノム医療部
◇血液外来（小児）　◇血液フォローアップ外来（小児）

がんに関する専門診療

情報コーナー
（本館正面玄関左側）



がん相談支援センター 7

相　談

情報・図書コーナー
病院２階PETセンター入口横
月～金　11時～14時

病院正面ロビーにもがん関連冊子を設置し
ご自由にお持ち帰りいただけます

どなたでもご自由にご利用できます

病気についてお一人で悩んでいませんか？
医療は、患者さんご家族、医療者が一緒に行うものです
私たちは皆様のお力になれるよう準備させていただいております
どうぞご利用ください

ご相談は無料です　ご相談の秘密は厳守いたします
お待たせすることがないよう、事前にお電話ください
院内からのご連絡は、外来または病棟窓口にてお声かけくださっても結構です

がん関連DVD視聴可
インターネット利用可

各施設からのご案内

セカンドオピニオン

患者図書室 情報・図書コーナー

患 者 会

リボンの輪 乳がんの患者・家族
患者サロン（看護専門外来） がんの患者・家族・付添者

栃木県銀鈴会 咽頭がん、食道がん、舌がん等により声帯切除や食道
再建等の手術で音声機能障害になった者・その家族

結～ガーベラの会～ 肺がん患者・家族・付添者

日 時 平日の9:00～16:00　完全予約制
担当医師と患者さんの予定を調整し実施します。

費 用 １時間20,000円（消費税別）
１時間以降は、15分毎に5,000円（消費税別）を加算

予 約 方 法 電話・FAX予約：がんセカンドオピニオン外来受付　0282-87-2053（電話・FAX）
受付時間　電話：平日　８：30～16：00　　FAX：24時間対応

電 話 番 号 0282-87-2383(直通)(地域連携・患者サポートセンター内）
※「がん相談」とお伝えください。がん専門相談員におつなぎいたします。

日 時 月～金曜日　９：00～12：00、13：00～16：00
担 当 がん専門相談員（がん看護専門看護師・医療ソーシャルワーカー）

獨協医科大学病院
がん相談支援センター

面談室
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相　談

各施設からのご案内

当院にはがん専門相談員（看護師・医療ソーシャルワーカー）がおり
ます。みなさんが安心して治療や療養生活を送っていただけるよう、
ご相談をお受けしています。

患者図書室 図書コーナー

患 者 会 がんサロン「よつば」　　がん患者本人または家族が対象
毎月第３火曜日　14：00～16：00　患者相談室２（１階）

セカンドオピニオン
日 時 要予約

費 用 10,000円（消費税別）

予 約 方 法 電話予約：患者支援センター　　0289-64-2161（代表）

電 話 番 号 0289-64-2161（代表）

日 時
当院診療日
月～金曜日　　　　　９：00～16：00
第１・３・５土曜日　９：00～11：30

担 当 がん専門相談員（看護師・医療ソーシャル
ワーカー）

上都賀総合病院
がん相談支援センター（患者支援センター）

がん患者さんやご家族だけでなく、どなたもご利用になれます。
相談は無料で、秘密は厳守致します。  ご遠慮なく、ご相談ください。 

上都賀総合病院の緩和ケアチーム
キャラクターのかん和ンです！

・検査の結果、がんだと言われた、どうしよう
・手術を勧められたけど、ほかに治療法は？
・話を聞いてほしい
・治療に関する情報が欲しい
・退院することになったけど、不安
・介護保険について知りたい
・緩和ケアについて知りたい
・医療費の負担を軽減する制度を知りたい
・外来化学療法等の治療費支払いについて

など

相談内容

がんに関する情報冊子などを配
布しております
インターネットも利用できます
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相談内容
●がんに関連するあらゆる悩みや困り

事に対応しております。
●就労支援として、ハローワークとの

連携、社会保険労務士との連携を図っ
ております。

利用者からの感想として･･･
●患者さん・ご家族より「ここに来て良

かった」「もっと早くに利用すれば良かっ
た」などの感想をいただいております。

がんに関する専門診療のご案内
お気軽にご相談ください。

●緩和ケア外来　（完全予約制）
　毎週木曜日　14：00～16：00
●外来化学療法センター
　（専任の薬剤師・認定看護師がおります）
●ストーマ外来
　（認定看護師が対応しております）
●禁煙外来（完全予約制）
　毎月　第１・３土曜日（完全予約制）

当院には次のようながんに関する専門診療などもあります。
禁煙外来　　　　ストーマ外来　　　　化学療法センター

各施設からのご案内
患者図書室 患者図書情報センター

患者会など
がんのつどい 毎月　第１土曜日10：00～11：00
ピアサポート那須 毎月　第１土曜日11：00～12：00
マンマぴあルーチェ 治療中の乳がん　第２金曜日　10：00～11：00

遺 族 会 茶話会 （緩和ケア病棟で遺族となった方）　奇数月　第４木曜日
近隣で行われている遺族会にご紹介致します。

セカンドオピニオン
日 時 外来診療時間内（予約制）
費 用 30分未満10,000円（消費税別）　30分以上60分以内20,000円（消費税別）
予 約 方 法 がん相談支援センターで電話予約

電 話 番 号 080-7576-2655（直通）
0287-23-1122（代表）

日 時
月～金曜日	 ９：30～16：30
第１・３土曜日	 ９：30～11：30
その他要相談

担 当 がん専門相談員（がん看護専門看護師・医
療ソーシャルワーカー）

那須赤十字病院
がん相談支援センター（相談支援室）
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相　談

セカンドオピニオン

各施設からのご案内
患 者 向 け
情 報 室

足利赤十字病院リボンズハウス
（ケアグッズの展示・各書籍・インターネット・ＤＶＤ放映等）

患 者 会 足利ホスピスの会 全がん患者・家族（院外の方も含む）

日 時 外来診療時間内（予約制）
相談可能な
が ん

外科・耳鼻咽喉頭頸部外科・呼吸器外科・泌尿器科領域のがん
＊詳細はHPもしくは直接お尋ねください。

費 用 １時間20,000円（消費税別）

予 約 方 法 電話予約：入退院センター地域連携室　0284-20-1374（直通）
受付時間：月～金曜日９：00～17：00／第１・３・５土曜日9：00～12：30

電 話 番 号 0284-20-1307（入退院センター内）

日 時
月曜日～金曜日	 ８：45～12：00
	 13：00～17：00
第１・３・５土曜日	 ８：45～12：30

担 当 がん専門相談員（医療ソーシャルワーカー・看護師）

足利赤十字病院
がん相談支援センター（相談支援室）

ケアグッズの展示 各書籍

インターネット DVD放映

どなたでもご自由にご利用いただけます

足利赤十字病院リボンズハウス
１階イベントルーム
第１・３月曜日　10：00～14：00

患者向け情報室
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相　談

　がん相談支援センターでは、当院の患者さんやご家族だけでなく、どなたでもご利用
いただけます。治療を受ける上での不安や悩み、がんに伴う症状や副作用、日常生活の
中でのお困りごとなど、がん専門相談員（看護師・医療ソーシャルワーカー）が皆さまの
お話を伺い解決にむけてサポートさせていただきます。

【相談内容】
・治療や検査について　　　　　　・病気の症状や後遺症、副作用について
・病状の不安や悩みについて　　　・退院後の療養生活について
・セカンドオピニオンについて　　・医療費について
・就労について　　　　　　　　　・緩和ケアについて　など
お待たせすることのないよう事前に連絡していただくことをお勧めします。

各施設からのご案内
患者サロン ひまわりの会 がん患者・家族の方対象　※詳細は、お問合せください。

セカンドオピニオン
日 時 ・消化器がん　木曜日10：00～　　・血液内科　火曜日16：00

※完全予約制　詳細は、ホームページまたはお問い合わせください。

費 用 １時間：10,000円（消費税別）
※相談時間は、原則１時間以内とさせていただきます。

相談可能な
が ん

消化器がん（胃・大腸・肝臓など）
血液系がん（白血病・リンパ腫など）

予 約 方 法 電話予約：地域医療連携室（地域医療連携係）　0285-82-2195（代表）
受付時間：８：30～16：50

電 話 番 号 0285-82-2195（代表）

日 時 月～金曜日　9:00～16:00

担 当 がん専門相談員（看護師・医療ソーシャルワーカー）

芳賀赤十字病院
がん相談支援センター（地域医療連携室）

病気になると体のことだけでなく、様々な心配ごとが出てきます。
ひとりで悩まず、お気軽に相談室にお声かけください。

《がんに関する専門外来のご案内》
・緩和ケア外来　・化学療法外来　・がん看護外来　・禁煙外来　・ストーマ外来
・リンパ浮腫外来
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相　談

がん相談支援センター

セカンドオピニオン

各施設からのご案内

○健康なときには思いもしなかったような
困った問題が、病気をきっかけに生じる
ことが多くあります。がんに関する諸問
題に対し、ソーシャルワーカーとがん（緩
和ケア）専従看護師が、解決へのサポート

（お手伝い）をさせて頂きます。
○当院では緩和ケアチームが痛みやつ

らさを和らげるお手伝いをしており
ます。当支援室も緩和ケアチームの一
員となっております。

がん相談支援センターにご相談ください

患者図書室 外来患者図書コーナーあり

患 者 会 かもみーる がんの患者・家族（院外の方も含む）

日 時 原則として外来診療時間内

費 用 10,000円（消費税別）

予 約 方 法 窓口：患者支援センター内　医療福祉支援室
電話：0283-22-5222

電 話 番 号 0283-22-5222（患者支援センター内）

日 時 月～金曜日　　　　　９：00～16：30
第１・３・５土曜日　９：00～12：30

担 当 がん専門相談員（医療ソーシャルワーカー・
看護師）

佐野厚生総合病院
がん相談支援センター（医療福祉支援室）

がんサロン「かもみーる」
☆偶数月第４月曜14：00～16：00☆

当事者同士の語り合いが主な活動内容です。
ご興味のある方は医療福祉支援室へお気軽
にお尋ねください。

☆国立がん研究センターがん情報サービス
からの冊子・パンフレットや患者必携な
ど、がんに関する情報の提供や配布等を
行っております。

ご相談等にかかる費用は無料となっております。
ご利用される方のプライバシー、またご相談についての秘密は厳守致します。

当院では、以下のようながんに関する専門診療な
どを行っております。

○緩和ケア外来
○禁煙外来
○外来化学療法室
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□

よくある相談と利用できる制度

よくある相談と利用できる制度
　がんの治療では自己負担の額だけでもかなり高額にな
ることがあります。こうした医療費の負担軽減のために、
さまざまな支援制度があります。ここでは、その一部を
紹介します。

 医療費のこと
①医療費の負担を軽くする制度
　高額療養費制度

　治療にかかる費用のうち、公的医療保険が適用される費用につ
いては、高額療養費制度を利用することができます。
　医療機関や薬局の窓口で支払った医療費（入院時の食費や差額
ベッド代等は含みません）が、ひと月（月の初めから終わりまで）
で上限額を超えた場合に、その超えた金額の払い戻しを受けるこ
とができます。
　69歳以下の方で、医療費が高額になることが事前にわかってい
る場合には、ご自身が加入している公的医療保険者から「限度額
適用認定証」の交付を受けましょう。医療機関等の窓口での支払
を自己負担限度額にとどめることができます。
　毎月の上限額（自己負担限度額）は、加入者の年齢や加入者の所
得水準、加入している公的医療保険等によって異なりますのでご
注意ください。

問合せ先 加入する公的医療保険者
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②小児がんの医療助成を受けたい
　小児慢性特定疾病医療費助成制度

　小児がんと診断された場合、治療に要する費用を助成する制度です。

③ひとり親家庭の方
　ひとり親家庭医療費助成制度

　ひとり親家庭の親と子が病気などのため医療機関を受診した場
合、窓口で支払う自己負担額を助成する制度です。
　この助成を受けるには所得制限があり、満18歳に達した日の属
する年度末までの間にある児童を扶養している方が対象になりま
す。

④心身に重度の障害がある方
　重度心身障害者（児）医療費助成制度

　医療保険に加入している心身に重度の障害がある方（概ね身体障害
者手帳１・２級）が医療機関を受診した場合、窓口で支払う自己負担
を助成する制度です。

⑤その他の制度
　医療費控除

　１年間に一定額以上の医療費の自己負担があった場合に、税金
を軽減します。医療費控除を受けるには、会社などの年末調整と
は別に自分で確定申告をする必要があります。

　お子さんの治療や成長
を支えるために、「小児
がん療養ハンドブック」
がありますので、相談窓
口におたずねください。 小児がんハンドブック掲載ページ

http://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/syounigan.html

問合せ先 各市町の児童福祉担当課

問合せ先 各市町の障害福祉担当課

問合せ先 現住所を置く地域の税務署

問合せ先 お住まいの市町を管轄する健康福祉センター
※宇都宮市の方は宇都宮市役所子ども家庭課
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 生活費のこと
　治療中や療養中の生活費等について、一定の条件に当てはまる
場合は、次のような制度を利用することができます。

①会社を休んで療養する場合の保障を得たい
　傷病手当金

　会社員や公務員などが、病気やけがなどで仕事を休んだために、
給与（報酬）が減るか、もらえなかった場合に所得を保障する仕組
みです。休業１日につき、給料（標準報酬）の日割り額の３分の２
相当が、最長で１年６ヵ月まで支給されます。
　この仕組みを利用できるのは、健康保険や船員保険、共済組合
の被保険者本人に限られます。

加入する公的医療保険者
②障害のため十分に働けないときの保障を得たい
　障害年金

　病気やけがが原因で生活や仕事に支障をきたした時に支給さ
れる年金です。障害年金を受けるためには、初診日から１年半
以上が経過し、初診日に年金に加入していること、一定の保険
料の納付があること、一定の障害の状態にあることなどの要件
があります。　　　　　　各市町の国民年金担当課　　　　

各共済組合、お近くの年金事務所
③経済的援助を受けたい
　生活保護

　病気で仕事ができない、収入が乏しいといった理由で生活が苦
しい場合に、経済的援助を行う制度です。あらゆる手段を尽くし
ても、最低限度の生活を維持できないときに、初めて適用されます。
　生活保護の給付には、日常的に必要な費用については生活扶助、
必要な医療は医療扶助、必要な介護サービスは介護扶助というよ
うに種類があります。　　　　　　　　　　　　　福祉事務所

問合せ先

問合せ先

問合せ先
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 セカンドオピニオンのこと
　セカンドオピニオンとは、患者さんが納得のいく治療法を選択
することができるように、治療の進行状況、次の段階の治療選択
などについて、現在診療を受けている主治医とは別に、違う医療
機関の医師に「第2の意見」を求めることです。
　セカンドオピニオンは、担当医を替えたり、転院したり、治療
を受けたりすることだと思っている方もいらっしゃいますが、そ
うではありません。まず、ほかの医師に意見を聞くことがセカン
ドオピニオンです。
　「セカンドオピニオン」を聞いた後は、その意見を参考に、主治医
と治療法について十分に話し合い、納得して治療を受けましょう。
　セカンドオピニオンは保険適用外です。

 緩和ケアのこと
　緩和ケアは、患者さんの症状を和らげ、自分らしい生活を送っ
ていただくための医療です。
　治療が難しくなった段階で初めて考えるものではなく、がんの
進行具合に関わらず治療中から並行して考えていくことで、その
人らしく過ごせることを大切にします。
　入院、外来、在宅療養を問わず受けることができるほか、家族
も対象となります。
　がん診療連携拠点病院等には、緩和ケアを担当する医師、看護
師、薬剤師、臨床心理士、医療ソーシャルワーカーなどで構成す
る「緩和ケアチーム」があります。

☞　緩和ケアは、終末期に限らず、がんと診断された時から受
けられます。

複数の医師の意見を聞き、どれを選んでよいか
わからなくなってしまうことのないように、主
治医の意見（診断と治療方針等）ファーストオピ
ニオンを十分に理解しておくことが大切です。
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 在宅療養のこと
　体に障害が残ったり、介護が必要になったりした場合など、在
宅療養を支え、安心して日常生活が過ごせるような支援制度や
サービスがあります。

①体に障害が残ったのでサポートを受けたい
　身体障害者手帳の相談・申請

　身体障害者手帳は、身体に障害が残った方の日常生活の不自由
を補うために、さまざまな助成や支援を受けられるようにするも
のです。利用できる助成・支援には、補装具や日常生活用具の支給、
税金等の減免などがあります。
　申請には、都道府県知事に指定された医師に診断書を作成して
もらう必要があり、障害程度によって１～６級に区分され、級に
よって受けられる助成や支援内容が異なります。

各市町の障害福祉担当課

②介護の相談や介護サービスを受けたい
　介護保険制度

　65歳以上の方や40歳から64歳までで医師に末期がん等と診断
され要介護・要支援認定を受けた方は、介護度によって決められ
た支給額の範囲で、訪問介護や訪問入浴、訪問看護、福祉用具貸与、
住宅改修などのサービスを使うことができます。
　決められた支給額内であれば、利用サービスの１割から３割が
自己負担になります。
　また、高齢者の生活支援に関する総合相談窓口として、お住ま
いの地域に｢地域包括支援センター｣があります。

各市町の介護保険担当課
地域包括支援センター　

問合せ先

問合せ先
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 がん治療と生殖医療のこと

「栃木県がん・生殖医療ネットワーク」について
　がん治療では、妊娠に関わる臓器にがんができた場合だけでなく、
妊娠と関係のないような臓器にがんができた場合でも、治療等によ
り生殖機能に影響してしまい、妊娠するための力（妊

にん
孕
よう

性
せい

）が弱まっ
たり、失われたりすることがあります。
　しかし、がんの治療の進歩によって、多くの若い患者さんもがん
を克服できるようになってきています。そして近年では、将来自分
の子どもをもつ可能性を残すために、卵子や精子、受精卵を凍結保
存する「妊孕性温存」という選択肢も加わってきました。
　まずは、がんの治療を受けることが大前提ですので、必ずしも希
望どおりにならない場合もありますが、将来子どもをもつことを望
むのか、治療前に考えてみることも大切です。
　まず、主治医にご自身の気持ちを伝え、「がん治療によって妊孕
性にどのような影響が出るのか」や「がん治療後の見通し」につい
て確認してみましょう。
　また、栃木県内において、がん患者の妊孕性の温存に関する情報
提供等やがん治療医と生殖医療専門医の連携を促進することを目的
として、令和元（2019）年12月７日に「栃木県がん・生殖医療ネッ
トワーク」が設立されました。
　このネットワークには、栃木県内のがん治療実施医療機関と生殖
補助医療実施医療機関の17医療機関が参加しています。栃木県がん
生殖医療ネットワークに関するご質問やご相談は、事務局の「栃木
県立がんセンター」TEL028-658-6484（直通）にお問い合わせく
ださい。
　相談はＰ３に掲載されている「がん相談支援センター」でもお受
けしています。
　なお、妊孕性に関する情報については、下記の国立がん研究セン
ターのホームページに、男女別のがん治療と生殖機能への影響等に
ついて解説していますので、併せてご参照ください。
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令和元（2019）年12月７日現在

栃木県がん・生殖医療ネットワーク会員数（17医療機関）

がん治療施設 11 妊孕性温存
実施施設 7 協力施設等

（情報提供等） 4

※がん治療施設と妊孕性温存施設の両方に参加している施設が５
施設あります。また、妊孕性温存施設のうち、未受精卵子凍結
を実施しているのは５施設、胚（受精卵）凍結を実施している
のは７施設、精子凍結を実施しているのは５施設になります。

▶国立がん研究センターがん情報サービス「妊よう性　はじめに」
　～がんの治療と生殖機能への影響について～
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/diagnosis/
fertility/fertility_01.html

 小児・ＡＹＡ世代のがんのこと
　小児AYA世代で新たにがんと診断される方は、県内で年間約400
人います。
　AYA世代とは、Adolescent and Young Adult（思春期・若年
成人）のことをいい、15～39歳の方が当てはまります。
　この世代は進学・就職・結婚・出産など様々なライフイベントを
経験する時期です。
　栃木県では、周囲に同年代のがん経験者がいない、家族や医療者以外
の人とも病気や生活の話をしたいという方が、互いに交流し気持ちを共有
する機会として、小児AYA世代のがん経験者交流会を開催しています。
　詳しくは、「栃木県保健福祉部健康増進課」TEL028-623-3096
にお問い合わせください。

▶栃木県「栃木県のがん対策」
http://www.pref .tochigi . lg . jp/e04/welfare/
gantaisaku/tochigikennogantaisaku.html

▶国立がん研究センター「AYA世代のがんとくらしサポート」
https://plaza.umin.ac.jp/~aya-support/
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 仕事のこと
　医療の進歩によって、がんの治療をしながら働き続けることが
可能になってきています。がんと診断されるとさまざまな理由か
ら退職を考えることがあるかもしれませんが、あわてて仕事を辞
めないようにしましょう。
　一人で結論を急がず、まずは主治医やがん相談支援センターに
ご相談ください。

１　治療と仕事の両立支援について
　円滑な職場復帰や仕事の継続ができるよう、主治医や職場の人
事担当者、産業医等の専門家等に相談することが大切です。

【栃木産業保健総合支援センターによる両立支援相談】
　下記の３か所の病院では、栃木産業保健総合支援センターと連
携し、両立支援相談員による相談を実施しています。現在の職場
で働きながら治療を受けていたり、休職後の職場復帰に不安を感
じていたりする方など、お気軽にご相談ください。

病院名 電話番号 開催日

栃木県立がんセンター 028-658-6484
（直通） 毎月第２水曜日

自治医科大学附属病院 0285-58-7107
（直通） 毎月第２水曜日

獨協医科大学病院 0282-87-2383
（直通） 毎月第３水曜日
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【社会保険労務士による両立支援相談】
　下記の６か所の病院では、栃木県及び栃木県社会保険労務士会
の共同事業として、がん患者の円滑な職場復帰や仕事の継続、治
療との両立を支援するため、社会保険労務士が仕事に関する相談
を実施しています。

病院名 電話番号 開催日

栃木県済生会宇都宮病院 028-626-5500
（代表） 毎月第４水曜日

上都賀総合病院 0289-64-2161
（代表）

奇数月第４木曜日

那須赤十字病院
080-7576-2655

（直通）
毎月第２火曜日

足利赤十字病院 0284-20-1307
（直通） 毎月第３木曜日

芳賀赤十字病院 0285-82-2195
（代表） 偶数月第２月曜日

佐野厚生総合病院 0283-22-5222
（代表） 毎月第２火曜日

「がんと仕事のＱ＆Ａ（第２版）」
多くの患者さんが直面する、職場復帰や経済問題など
の悩みに関するＱ＆Ａ、体験者からのアドバイスなど
が掲載されています。

発行：国立がん研究センター
　　　がん対策情報センター
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２　就職相談について
　下記の４か所の病院では、ハローワーク宇都宮と連携して、が
んなど長期にわたる治療が必要な疾患を持つ方に、就職支援ナビ
ゲーターによる就職支援を行っています。療養しながら就職を目
指す方に対して相談を実施しています。

病院名 電話番号 開催日

栃木県立がんセンター 028-658-6484
（直通） 毎月第１木曜日

栃木県済生会宇都宮病院 028-626-5500
（代表） 毎月第４水曜日

自治医科大学附属病院 0285-58-7107
（直通） 毎月第２水曜日

那須赤十字病院 080-7576-2655
（直通） 毎月第３金曜日

※１・２ともに相談は、無料です。他の医療機関を受診している患
者さんでも相談は可能です。予約制のため相談を希望される方は、
希望する病院のがん相談支援センターまたは、お近くのがん相談
支援センター（Ｐ３参照）にお問い合わせください。

就職支援の例
・自分の症状や体力にあった仕事を見つけたい。
・治療と仕事の両立の仕方について相談したい。
・応募書類の作成や面接の受け方についてのアドバイスを受けたい。
・職業訓練や就職支援セミナーなどの紹介や情報提供を受けたい。
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 アピアランスケアのこと
　アピアランスは、広く「外見」を示す言葉です。治療による副作
用（髪やまゆ毛等の脱毛、皮膚の変色、爪の変形、手術の傷あと）
など、治療によって起こる外見の変化は、身体的な痛みよりも心
理的、社会的な苦痛をもたらす場合があります。安心して治療に
向き合い、がん治療をしながら社会と関わりを持った生活を送る
ために、外見のケアが役立つこともあります。
　これらの外見のケアに対する支援を「アピアランスケア」と呼び
ます。メイクで工夫したり、ウィッグや補正下着などを活用した
りする等の対処法を紹介することもできます。市町によっては、
助成制度が設けられているところもあります。まずは、がん相談
支援センターへご相談ください。

 口腔ケアのこと
　治療前に歯科治療やクリーニングを受け、口の中の衛生状態を
良くしておくことで、手術や治療によるさまざまな合併症（肺炎
や重症の口内炎など）のリスクを減らすことができます。定期的
に歯科を受診されている方も、しばらく歯科を受診されていない
方も、お口の中の環境を整えるため、
がん治療を始める前に歯科医院への
受診をお勧めします。治療中や治療
後も、必要に応じて歯科を受診しお
口の健康を保ち、しっかり栄養をと
りましょう。
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□

その他の参考資料

その他の参考情報

がんに関するホームページの紹介
『がん情報とちぎ』

　「がん情報とちぎ」は、がんに関する栃木県内の情報を紹介してい
ます。地域の医療情報としてご活用ください。

『がん情報サービス』

　国立がん研究センターがん対策情報センター「がん情報サービス」
は、患者さんやご家族の方をはじめ、一般の方や医療専門家、がん
診療連携拠点病院の方々に対して、がんについて信頼できる最新の
正しい情報をわかりやすく紹介しているウェブサイトです。

http://www.ganjoho-tochigi.jp/

http://ganjoho.jp
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がんに関する書籍・冊子の紹介
□「患者必携　がんになったら手にとるガイド　普及新版」
　　がん患者さんを取り巻く情報をまとめた書籍

　編著：国立がん研究センターがん対策情報センター

□「別冊　わたしの療養手帳」
　　患者さんが理解したいことや知りたいことなどを書
　きとめて整理できる手帳
　※上記の書籍に付いています。

□「もしも、がんが再発したら」
　がんの再発に対する不安や再発に直面したときの支
えとなる情報をまとめた書籍

　編著：国立がん研究センターがん対策情報センター

□がんに関する情報冊子
　○各種がんシリーズ
　○小児がんシリーズ
　○がんと療養シリーズ
　○社会とがんシリーズ
　○がんを知るシリーズ
　○がんと仕事のＱ＆Ａ

　上記の書籍や冊子は、国立がん研究センターがん対策情報センターの「が
ん情報サービス」のホームページから無料で閲覧・印刷することができます。
　また、「がん診療連携拠点病院等」の病院に設置されている「がん相談
支援センター」でも閲覧することができます。
　
　□国立がん研究センター「がん情報サービス」のホームページ
　　「資料室」
　　https://ganjoho.jp/public/qa_links/index.html
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