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熊本県版がん情報冊子のご利用にあたって

　この冊子の情報は、がんの治療を受けられる患者さ

んやご家族の療養上のこと、生活の支援に関する熊本

県の情報についてご紹介しています。

　本冊子の詳細な情報は、お近くのがん相談支援セン

ター、かかりつけの医療機関の看護師や医療ソーシャ

ルワーカー、又は各市町村の窓口までお尋ね下さい。

注）医療保険や介護保険など社会福祉制度や相談の窓

口は、平成２７年４月１日現在のものを記載して

います。
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発刊のごあいさつ

　熊本県が組織する『熊本県がん診療連携協議会幹事会』の６つ

目の部会として、2009年(平成21年)に『相談支援・情報連携部

会(以下、部会)』が設置されました。この部会は、熊本県にお

けるがんの患者さんとそのご家族へのがん相談の支援、そして社

会に広くがんに関する情報を提供する体制の構築を主な目的に活

動を行っております。

　今、「がんとともに生きる」人が増えています。

　1981年(昭和56年)を境に、日本人の死因のトップが脳血管疾

患や心疾患を抜いて悪性新生物、いわゆる「がん」になりました。

そして、この30年間で、がんにかかる日本人の数が約3.5倍の85

万人になり、2人に1人がかかる病気になりました。しかし、こ

の間、がん検診事業の推進と予防教育の普及、がんの診断と治療

の著しい進歩によって、亡くなる患者さんの数は、約2.3倍の36

万人に留まり、６割の患者さんががんを克服され、また「がん」

とともに、働きながら、あるいは自宅で療養しながら日々の生活

をしておられます。

　熊本県では年間約1万2千人もの方々が新たにがんと診断され

ています。この患者さんの中には「がん」を知り「がん」と向か

い合って生活されている多くの方々がいらっしゃる一方で、患者

さんやそのご家族から、困っていても “ どこに相談したらよいの

かわからない ”、“ 相談できることを知らなかった ” などの声を
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お聞きすることも少なくありません。

　そこで、本部会では患者さんやご家族、支援される方々の視点

に立ち、患者さんががんを理解し将来の展望をもって治療に臨ん

でいただくための一助にして頂ければという思いで、療養上のさ

まざまな情報をまとめた『熊本県版がん情報冊子』を作成いたし

ました。本書を通してがんで苦しまれている患者さんやご家族の

悩みの軽減、そして療養生活の質の維持向上に貢献できることを

願って、発刊のご挨拶といたします。

平成28年1月

熊本県がん診療連携協議会幹事会相談支援・情報連携部会　部会長
熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学　教授

片渕　秀隆
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１．告知を受けるときのポイント

　　（医師に聞いておきたいことの例など）

　『がん』と告げられるのは衝撃的なことです。『がん
の疑いがある』と言われてから『がん』と告げられる
までの間も不安だったと思います。
　がんの告知を受けたとき、大きな衝撃を受け、動揺
するのは当然のことです。「頭が真っ白になった」

「ショックで涙が出た」「告知を受けた後、どうやって
家に帰ったのか思い出せない」という人もたくさんい
ます。また怒りが込み上げてきたり、気持ちが不安定
になったりする人もいます。食欲がない、不安で眠れ
ない、前向きな気持ちになれないなど、こうした心の
動きは、誰にでも起こります。がんと診断された直後
は、詳しい病状や、具体的な治療の予定について、落
ち着いて聞くのは難しいものです。日をあらためて受
診する、あるいは家族や親しい人と一緒に話しを聞く
様にすると、少し落ち着いて受け止めることができる
かもしれません。
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がんについて聞いてみましょう
　告知のときは、まず担当医から “ どのようにがんと
診断したのか ”、これまでの検査結果について説明が
あります。説明内容のメモを取って残しておくと、
あとで役立ちます。可能であれば、説明を聞くとき
に家族や親しい人に一緒に来てもらうと良いでしょ
う。傍にいてもらえるだけで、気持ちも少し落ち着
くはずです。
　このとき、がんが疑われている状態なのか、それと
も確定しているのかを確認しておくことが重要です。
これまでの検査結果はどうか、追加の検査があるか、
病気はどの場所にあってどの程度広がっているか、に
ついて聞いてみましょう。今の時点で考えられる治療
にはどういったものがあるのか、担当医はどの治療法
を勧めるのか、その理由についても聞くとよいでしょ
う。こうしたことは必ずしも1回の診察で全部まとめ
て聞く必要はありません。何回かに分けて聞く、聞け
るところまで聞いてみて改めて聞く、ということでも
大丈夫です。
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担当医に聞いておきたいことの例
●何というがんですか。
●がんと診断した検査の結果を教えて下さい。
●診断は確定しているのでしょうか、それとも疑いが

あるという段階なのでしょうか。
●がんはどこにあって、どの程度広がっていますか。
●他にどんな検査が必要ですか。その検査は痛い、つ

らいですか。
●今後どんな症状が起こる可能性がありますか。
●どのような治療を受けることができますか。
●どのような治療を勧めますか､ 他の治療法はありま

すか。その治療を勧める理由を教えて下さい。
●その治療を選んだときに起こりうる合併症、副作用、

後遺症はどのようなものがありますか。それに対す
る治療や対処法はありますか。

●治療方法を教えて下さい(回数、頻度、期間、場所、
費用など)。治療前に準備しておくことはありますか。

●今まで通りの生活を続けることはできますか(食事、
仕事、家事、運動、性生活などへの影響はあります
か)。普段の生活や食事で気を付けておくことはあ
りますか。

●こころの悩みや不安のことを相談したいときはどう
すればよいですか。

●家族の心配ごとや悩みを相談するときはどうすれば
よいですか。 など
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【本のご紹介】

　患者必携「がんになったら手にとるガイド」は、国
立がん研究センターがん対策情報センター(発行：学
研メディカル秀潤社)が出版している、がんの診断か
ら治療、療養生活において困ったこと、不安に感じる
ことが出てきたときに、必要な情報にたどりつくため
の “ ガイドマップ ” です。がんの説明からその治療法、
生活や療養に関することなどが分かりやすく記載され
ています。
　本書は書店やインターネットで購入することができ
ます。また、国立がん研究センターがん情報センター
のホームページでは無料で PDF ファイルをダウン
ロードして閲覧することができます。
　この情報冊子と合わせてご覧頂くとよいかもしれま
せん。
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●セカンドオピニオン

※がんになったら手にとるガイドより抜粋
　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
いる担当医とは別に、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。
　担当医から説明された診断や治療方針について、納
得のいかないこともあるかもしれません。「別の治療
法はないのか」と思う場合もあるでしょう。セカンド
オピニオンを受けることで、担当医の意見を別の角度
からも検討することができ、もし同じ診断や治療方針
が説明された場合でも、病気に対する理解が深まるこ
ともあります。また、別の治療法が提案された場合に
は選択の幅が広がることで、より納得して治療に臨む
ことができます。
　病状や進行度によっては時間的な余裕がなく、なる
べく早期に治療を開始した方がよい場合もあるので、
セカンドオピニオンの準備は現在の担当医に現在の病
状と治療の必要性について確認するところから始まり
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ます。

●はじめの意見(ファーストオピニオン)を大切に　
　複数の医師の意見を聞き、どれを選んでよいか分か
らなくなってしまわないように、最初の担当医の意見

(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。ご自身の病状、進行度、治療法など理解
しないままセカンドオピニオンを受けても混乱してし
まいます。セカンドオピニオンを受けるためには、現
在の担当医に、セカンドオピニオンを受けたいと考え
ていることを伝え、紹介状(診療情報提供書)や、血
液検査や病理検査・病理診断などの記録、CT や MRI
などの画像検査結果やフィルムを準備してもらう必要
があります。現在かかっている医療機関からの資料は、
セカンドオピニオンを求められる側の医師にとって、 
患者さんの状態を客観的に評価し、適切な助言を伝え
るために非常に重要な情報です。

●セカンドオピニオンを受ける医師や病院の選び方
　セカンドオピニオンをどこで受けるか迷う場合には、
がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターに問い
合わせると、その地域のセカンドオピニオン外来を
行っている病院や、専門領域などの情報を得ることが
できます。そのようなところを積極的に活用するのも
よいでしょう。このほか、例えば「手術を勧められて
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いるけれども、放射線治療を検討したい」といった、
具体的な治療方法に関する希望がある場合には、がん
の放射線治療を専門とする医師にセカンドオピニオン
を受けるという方法もあります。 どの医療機関でセ
カンドオピニオンを受けるのかが決まったら、その医
療機関の窓口に連絡して、セカンドオピニオンを受け
るために必要な手続き(受診方法、予約、費用、診察
時間、必要な書類など)を確認しましょう。 セカン
ドオピニオン外来は、基本的に公的医療保険が適用さ
れない自費診療で、病院によって費用が異なっていま
す。 また、セカンドオピニオンを受けるときに伝え
たいこと、聞きたいことを整理し、自分の病気の経過
と質問事項をメモしてから行くと、限られた時間を有
効に使えます。できるだけひとりではなく信頼できる
人に同行してもらうとよいでしょう。その際に、セカ
ンドオピニオンの目的やこれまでの担当医の説明内容
について、もう一度確認しておきましょう。

●セカンドオピニオンを受けた後
　セカンドオピニオンを受けたら、別の医師の意見を
聞くことによって、あなたの病気や治療方針について
の考えが変化したかどうか、もう一度現在の担当医に
報告した上で、これからの治療法について再度相談し
ましょう。 セカンドオピニオンに対する担当医の意
見を聞くことで、治療への理解がより深まり、納得す
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る治療を選択することができるようになります。 ま
た、セカンドオピニオンの結果、セカンドオピニオン
先の病院で治療を受けることになった場合には、あら
ためてこれまでの治療内容や経過などを紹介状などで
引き継ぐのが一般的です。治療はセカンドオピニオン
先の病院で行い、紹介元医療機関では治療後の経過観
察を行う場合もあります。そのため、紹介元の担当医
はあなたの治療を支援してくれる、身近な医療者の1
人であることに変わりありません。セカンドオピニオ
ンは自分らしく納得できる選択をするために大変有用
な仕組みです。
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２．がんとこころ

　がんと初めて告げられたとき、ほとんどの方が大き
な衝撃を受け、なぜ自分が…、何が原因なのか、何が
悪かったのか、と自分を責めたり、周囲を責めたり、
心の中に大きな葛藤が生じます。これは、誰にでも起
こりうる自然なこころの動きです。
　やがて時間の経過とともに少しずつ冷静に考えるこ
とができるようになり、治療に向かい合うことができ
るようになります。これも自然なこころの流れです。
　このこころのことについて考えてみましょう。

（１）がんとこころと身体の反応
　がんと告げられたとき、こころと身体はどのように
反応するのでしょうか。

 

 
 がんと て られた 、ほとんどの方が な

を け、な が 、 が なのか 、

が かったのか 、と を たり、周 を

たり、 の中に な が生 ます。これは、

にでも こり る なここ の です。 
 やがて の とともに し に るこ

とがで るよ になり、治療に かい ことがで

るよ になります。これも なここ の れです。 
 このここ のことに いて て まし 。 
 

（ ）  
 がんと られた 、ここ と はどのよ に

するでし か。 

 
生  e - ルス ト情報 より 出典：厚生労働省　e-ヘルスネット情報提供より
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　病院を受診し、検査を受け、がんと診断を受けられ
たとき、大きな衝撃と動揺、混乱が生じます。気持が
不安定になり、これは何かの間違いであると否認した
り、集中力の低下などこころの症状が現れてきます。
身体の症状としては、食欲がない、夜眠れないなどの
症状が現れ、この状態が1～2週間程度続く方が多い
という報告があります。その時期を過ぎると、少しず
つ日常を取り戻していきます。

出典：日本サイコオンコロジー学会ホームページより

 
 病院を し、 を け、がんと を けられ

た 、 な と 、 が生 ます。 が

になり、これは かの いであると したり、

中 の などここ の が れて ます。

の としては、 がない、 れないなどの

が れ、この が ～ 程度 く方が いとい

報 があります。その を ると、 し

を り してい ます。 
 

 
 サ ン ジー ホームページより 

 

 
 病院を し、 を け、がんと を けられ

た 、 な と 、 が生 ます。 が

になり、これは かの いであると したり、

中 の などここ の が れて ます。

の としては、 がない、 れないなどの

が れ、この が ～ 程度 く方が いとい

報 があります。その を ると、 し

を り してい ます。 
 

 
 サ ン ジー ホームページより 

 

p04-67.indd   13 2016/01/26   10:59:26



─ 14 ─

　この図は、日本サイコオンコロジー学会がまとめた、
こころと身体の症状に関するチェック表です。該当す
るものが多い方は一度こころの治療について考えてみ
ましょう。

（２）主なこころの疾患
　がんと告げられ、なかなかこころと身体の症状が回
復してこない場合、こころの疾患の治療が必要なこと
があります。主な疾患についてご紹介します。

●適応障害

　がんの治療を受けながらの生活は、これまで経験し
たことがなく、想像もしたことがない生活です。この
ような新しい環境に慣れることができず、頭痛、動悸、

出典：日本サイコオンコロジー学会ホームページより

 この は、 サ ン ジー がまと た、

ここ と の に関する です。 す

るものが い方は 度ここ の治療に いて て

まし 。 
 

（ ）  

がんと られ、なかなかここ と の が

してこない場 、ここ の の治療が な方が

おられます。 な に いてご します。 

 

 

 

サ ン ジー ホームページより 

 

 がんの治療を ける。治療を けながらの生 は

これまで したこともなく、 もしたことのな

い生 です。このよ な しい に れることが
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身体のだるさ、不眠など身体の症状に、落ち込み、不
安、意欲の低下などこころの症状が現れ、これらの症
状のために仕事ができないなど、日常生活の送りづら
さを感じた状態を、適応障害といいます。

●うつ状態

　適応障害よりこころの苦痛がひどく、身のおきどこ
ろがない、何も手につかないなどの落ち込みが2週間
以上持続し、日常生活を送ることが困難な状態です。
エネルギーが枯渇する、よく例えで使われるのが、車
のガス欠状態のようなものと言われます。

心の症状
気分の落ち込み
 ・ 気分が落ち込み、ゆううつな気分になる
 ・ 悲しい気持ちになる
 ・ 何の希望もなくなる

興味関心
 ・ これまで好きだったことへの興味や喜びがなくなる
 ・ 笑わなくなった
 ・ 身だしなみに関心を払わなくなる

意欲の低下
 ・ 気力が低下して、何をするにも億劫になる
 ・ 人付き合いも嫌になる
 ・ 仕事をしたくなくなる
 ・ テレビや新聞を見なくなる

あせり・罪悪感
 ・ あせってイライラする
 ・ 根拠もなく自分の責任だと思う
 ・ 過去の小さなことを思い出しては悩む

思考力の低下
 ・ 集中力がなくなり能率が下がる
 ・ 物事の判断ができなくなる

体の症状
睡眠
 ・ 眠れない
 ・ 眠りが浅かったり、朝早く目が覚める
 ・ 朝、目が覚めたときが一番ゆううつ
 ・ 睡眠不足から頭痛や肩こりに悩まされる

食欲
 ・ 食欲がなくなる
 ・ 何を食べても美味しいとは思えず、砂をかんでいるようだ
 ・ 体重が減った（または増えた）
 ・ 胃がもたれる
 ・ むかつきがある

その他
 ・ 微熱が続く
 ・ めまいがする
 ・ 息切れがする
 ・ 体がだるい
 ・ 動いていないのに、疲れやすい
 ・ 体の動きが遅い
 ・ トイレが近くなる
 ・ 便秘や下痢に悩まされる
 ・ 性欲が落ちる

出典：日本サイコオンコロジー学会ホームページより
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（３）こころの変化とのつきあい方
　こころの変化は大なり小なり誰にでも起こりうるこ
とです。

　このグラフは2００3年に厚生労働省の研究班が、が
ん患者さんが体験した悩みの実態についてアンケー
ト調査された結果です。がんと告げられた方の半数
が不安など心の問題を抱えています。その内容につ
いては、再発・転移の心配、将来に対する漠然とし
た不安、治療効果・治療機関に対する不安などが挙
げられています。

 

（ ）  

 

 これまで て ましたよ にこのここ の は

なり なり にでも こり ることです。 

 

 
この は 年に 生 の研究 が、

がん さんが した の に いてアン ー

ト された です。ご けれ かるよ に、

がんと られた方の が など の を

ておられるとい でした。その に いては、

発 が 、 に する とした 、治

療 治療機関に する などを られていま

した。 
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●こころの変化とのつきあい方
①自分で取り組むこころのケア
　（ⅰ）人に相談する
　・身近な信頼できる方にお話しや愚痴を聞いてもら

いましょう。
　・患者会やサポートグループに参加して経験者のお

話を聞いてみましょう。
　・主治医や看護師、相談員に相談してみましょう。
　・心療内科や精神科に相談してみましょう。
　（ⅱ）こころの中を整理する
　・疑問や心配事、不安に思っていることを紙などに

書き出し、今考えるべきこと、あとで考えてもよ
いことの仕分けをしてみましょう。

　・がん相談支援センターの相談員、本、インター
ネットなどから正しい情報を集めましょう。がん
情報センターのホームページでは多くの情報を得
ることができます。

　　注)インターネットにはいろいろな情報が掲載されて
います。正しいものかどうかを吟味して利用しましょう。

　（ⅲ）病気を忘れる時間を作る
　・趣味のある方は、趣味に打ち込んでみましょう。
　・散歩をしてみましょう。足早に歩くのではなく、

周囲の景色などに目をやりながら、楽しみながら
歩いてみましょう。

　・身体に負担にならない程度、身体を動かしてみま
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しょう。
　・好きな映画やテレビを観ましょう。
　　など、病気の事以外のことに打ち込める時間を持

ちましょう。
　（ⅳ）いつもとは違う考え方や対処法を試してみま
しょう

　・自分が心配していることが起こる可能性はどれく
らいあるのかを冷静に考えてみましょう。

　・過去のつらかった状況を乗り越えるのに役立った
考え方などを思い出して、応用できるかを考えて
みましょう。

　・経験者の方や他の患者さんが行っている取り組み
を試してみましょう。

　（ⅴ）受け入れる
　・病気になると誰でも不安を感じます。不安を抱く

のは当然のことと考えてみましょう。
　・落ち込んでいる自分、不安を持っている自分を責

めないようにしましょう。自然なこころの動きで
す。
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●アメリカで推奨されているこころのケアガイド
　これは、ニューヨークのがん専門病院であるメ
モリアル・スローン・ケタリング・キャンサー・
セ ン タ ー(Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center)のホランド医師により作成された心の
ケアのガイドラインです。このガイドラインは、
こうしなければならない、といったものではあり
ません。しかし、示唆に富む部分も多いので、療
養する上での参考にしてみてはいかがでしょうか。

① ｢がん＝死｣ と思い込まないようにしましょう。
現在では、がんの多くは治療可能です。また、が
んによっては、新しい治療法が実用化されるまで、
長期間コントロールできるものもあります。
②自分のせいでがんになった、と思い込まないよ
うにしましょう。がんになりやすい性格や、がん
を進行させてしまうような性格の存在は証明され
ていません。
③気持ちが動揺したときは、気持ちを落ち着かせ
るために過去に助けになった方法を行ってみま
しょう。また情報を集めたり、人に話すことがよ
いこともあります。それでも気持ちの動揺が十分
におさまらない場合には、まわりの人に援助を求
めましょう。
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④いつも前向きな考え方ができないからといって、
自分を責める必要はありません。どんなに適応能
力がある人でも、いつも前向きというわけにはい
かないものです。もし自分を責める気持ちがひど
くなるようであれば、心のケアの専門家に援助を
求める方がよいでしょう。
⑤自分にとって助けになるなら、支援団体や自助
グループのサポートを得るのもよいでしょう。
⑥心のケアの専門家に相談することをためらう必
要はありません。それは精神的に弱いということ
ではなく、むしろ強さなのです。
⑦リラックス法や音楽といった、気持ちをうまく
コントロールできるようになる方法を積極的に利
用しましょう。
⑧何でも質問できてお互いに尊重し、信頼し合え
るような関係を医師との間に築いていきましょう。
そして、治療上の「パートナー」になってもらう
ことが重要です。
⑨病気に関しての悩みを、最も親しい身近な人に
まで秘密にしないようにしましょう。医師と治療
などについて話し合うときには、その方に一緒に
居てもらうとよいでしょう。心の支えにもなりま
すし、不安が強いときには、しばしば医師の説明
を聞き漏らしたり、理解しにくかったりすること
もあるからです。
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⑩あなた自身の精神的なよりどころを考えてみま
しょう。そして、過去にあなたをつらい状況から
救ってくれたことがあれば、それを行ってみま
しょう。それが、あなたを癒やし、さらに病気を
経験することの意味を見いださせてくれるかもし
れません。
⑪治療を投げ出して、代替療法に走らないように
しましょう。代替療法に気持ちがひかれたら、不
安のサインかもしれません。まず、信頼できて、
客観的に判断のできる人と、その治療のよい面と
悪い面について話し合ってみましょう。

（４）家族が病気になった時の対応
　家族ががんと告げられることは、家族にとっても大
きな衝撃です。生活のこと、経済的なこと、いろいろ
なことが心配になると思います。
　一方で、患者さんが苦しんでいるのに、自分がしっ
かりしなければならないと頑張りすぎる方がいます。
また、患者さんにどのように接したらよいかわからな
いという方もいます。
　家族の対応の仕方についてご紹介します。

①患者さんの話に黙って耳を傾ける
　患者さんが話をしていると、ついつい口をはさみ
たくなりますが、そこは少しこらえて、患者さんの
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話に耳を傾けてはいかがでしょうか。患者さんの話
を黙って聞くことが患者さんの気持ちの理解や共感
につながります。
　患者さんから「つらい」という言葉が聞かれると
家族が元気づけようと「そんなこと言わずに頑張ろ
うよ」と口をはさむことがよくあります。そうする
と、患者さんは本当の気持ちを話せなくなります。
このような場合には、何がつらいのか患者さんから
聞き、つらさを共有してあげることが患者さんの支
えにつながることがあります。
②病気や死に関する話題について率直に話し合う

　患者さんがご自分の病気や死に関する心配を口に
したときには、何が心配なのか、将来の計画をどう
したいと考えているのかなどを率直に話し合い、患
者さんの意思を尊重して家族に何ができるかを考え
てみてはいかがでしょうか。患者さんの心配を一緒
に考えてあげることは、患者さんの安心感につなが
ります。
③これまでどおりに接する

　病気をきっかけに特別扱いされることで患者さん
にとっては家族の中での孤立感を強める場合があり
ます。担当医に、現在の身体状況で何ができて何が
できないかを確認したうえで、患者さんができるこ
と、やりたいことを一緒に相談していきましょう。
時には、家族の手助けも必要となることもあるかも
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しれませんが、ご家族のこれまで通りの対応が患者
さんの生きがいにつながります。

（５）がんサロン・ピアカウンセリング
　患者さん同士やご家族が自由に語れる場として、が
んサロンがあります。
　また、がんを経験している相談員による、傾聴を主
体としたピアカウンセリングを受けることができる

「おしゃべり相談室」があります。がんを経験されて
いるからこそ理解してもらえるお話ができる場所です。
　問い合わせ先については、患者団体・当事者団体を
ご覧ください。(Ｐ73～74，90～91)

　一人で悩まず、かかりつけの医療機関や専門の診療
科の医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、がんを
経験された相談員などに相談されることをお勧めしま
す。今ある苦しみについて一緒に考えていきます。
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３．医療費など社会保障制度や就労について

3‒1．医療費に困ったら

　日本では、公的医療保険制度があり、保険と年齢に
応じて診療費の自己負担は1割～３割となっています。

（１）高額療養費制度
　入院・手術・抗がん剤治療などで高額な医療費がか
かりそうなときは、治療を受ける前に、加入している
公的医療保険で「限度額適用認定証」をもらい、病院
に提出すると支払い額を限度額までに抑えることがで
きます。限度額適用認定証をもらわずに治療を受けた
場合には、医療機関から請求される医療費を一度支
払った後、保険者に申請することで自己負担限度額を
超えた分が2～３ヶ月後に戻ってきます。

総医療費
１００万円
（１０割）

自己負担
３０万円
（３割）

限度額までの
支払い（５区分）
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●7０歳未満の場合
区分 所得状況 月単位の上限額

12ヶ月の間で
4回目の月以降

ア
年収約1,160万円以上
健保：標準報酬月額83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

252,600円＋
（医療費－842,000円）×1％

140,100円

イ
年収約770～1,160万円
健保：標準報酬月額53～79万円
国保：旧ただし書き所得600～901万円

167,400円＋
（医療費－558,000円）×1％

93,000円

ウ
年収約370～770万円
健保：標準報酬月額28～50万円
国保：旧ただし書き所得210～600万円

80,100円＋
（医療費－267,000円）×1％

44,400円

エ
年収約370万円以下
健保：標準報酬月額26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

57,600円 44,400円

オ 低所者（住民税非課税） 35,400円 24,600円

●高齢受給者(70歳～74歳)・後期高齢者(75歳以上)

区分
外来

（個人ごと）
外来+入院
（世帯）

12ヶ月の間で
4回目の月以降

１食あたりの
標準負担額

上位所得者 44,400円
80,100円＋

［医療費－267,000円］
×１％

44,400円 260円

一般 12,000円 44,400円 260円

低所得
低所得Ⅱ 8,000円 24,600円

210円
（90日まで）
160円

（過去12ヶ月で
91日以上）

低所得Ⅰ 8,000円 15,000円 100円

※低所得Ⅰ・Ⅱの方は限度額認定証作成必要
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●70歳未満の方、70歳以上の非課税世帯の方へ
　限度額適用認定証の手続きが必要です。ご加入の公
的医療保険で申請して下さい。(P46～47)

医療費制度のポイント
・限度額適用認定証は申請した日の月初めの1日から

有効です。
・1日～月末の月ごとの計算です(食事や部屋代など

は含みません)
・同じ医療機関ごとで計算します。
・同じ病院でもひと月に外来通院と入院があった場合

は別々に計算します。
・違う医療機関でも同じ月に21,000円以上の診療費を

被保険者
または
被扶養者

公的医療
保険者

医療機関

限度額適用認定証申請の流れ

① 事前に申請

② 所得区分に応じて
　「限度額適用認定証」を交付

③ 「限度額適用認定証」
 と「保険証」を提示
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2件以上支払ったら、足し合わせることができます。
足した金額が限度額を超えていたら、払い戻しを受
けることができます。

（２）高額医療・高額介護合算療養費制度
　医療の「高額療養費制度」と介護の「高額介護・高
額介護予防サービス費」の両方を利用した方で、2つ
を合わせた総額が、８月1日からの一年間で一定額

(下記表を参考)を超えた場合、払戻しを受けること
ができます。

●70歳未満の場合

区分 所得状況 医療保険＋介護保険
（70歳未満）

ア
年収約1,160万円以上
健保：標準報酬月額83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

212万円

イ
年収約770～1,160万円
健保：標準報酬月額53～79万円
国保：旧ただし書き所得600～901万円

141万円

ウ
年収約370～770万円
健保：標準報酬月額28～50万円
国保：旧ただし書き所得210～600万円

67万円

エ
年収約370万円以下
健保：標準報酬月額26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

60万円

オ 低所得者（住民税非課税） 34万円
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●後期高齢者(75歳以上)・高齢受給者(70歳～74歳)

※7０歳以上の低所得Ⅰの世帯で介護(予防)サービス
の利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は、自
己負担限度額１9万円、介護保険からの支給は3１万円で
計算されます。

（３）高額療養費貸付制度
　高額療養費貸付制度は、窓口で事前に請求額を支払
うのが困難な人に対し、高額療養費として償還される
金額の一部を無利子で貸付を受けることができる制度
です。1ヶ月の医療費の自己負担限度を差し引いた額
について８割～１０割が貸付額となります。

全国健康保険協会：償還される金額の８割
国民健康保険：償還される金額の9割

※ご加入の医療保険によっては利用ができないものが
あります。（P46～47）

区分 後期高齢者医療＋
介護保険

医療保険＋介護保険
（70歳以上）

現役並み所得 67万円 67万円

一般 56万円 56万円

低所得
Ⅱ 31万円 31万円

Ⅰ 19万円
※31万円

19万円
※31万円

1年間での上限額(８月1日から翌７月末まで)
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（４）確定申告による医療費等の控除
　1月1日～１2月3１日までの1年間に一定以上の医療
費や介護費用などの自己負担があった場合には、税金
が軽減されます。一定の収入がある人が対象となりま
す。(P48)

（５）水俣病補償・救済制度

　昭和43年１2月3１日以前に、相当期間、対象地域に居
住し水俣湾周辺の魚介類を多食したと認められる方で、
一定の神経症状や四肢末梢優位の感覚障害を有すると
認められる方等が対象者になります。
　給付内容は、医療費(歯科・産科・第三者行為によ

＜対象となる費用＞

医師や歯科医師による診療費

駐車場代やガソリン代などを除く、通院にかかった交通費

必要性のあった入院時の部屋代や食事代

医療器具の購入やレンタルの費用

おむつ代（医師の証明が必要）

治療目的でのマッサージなどの施術代

お薬代（市販薬も含む）

レシートや領収書で手続きできます。

高額療養費制度では対象とならないものも該当します。
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る医療行為を除く自己負担分)や介護サービス費(医
療系介護サービスに係る自己負担分)、療養手当等が
あります。各種手帳の種類で給付内容が異なりますの
で、詳しくは、県庁水俣病保健課、医療機関のがん相
談支援センター、医療ソーシャルワーカーへお尋ね下
さい。

（６）無料低額診療事業
　低所得者、要保護者、ホームレス、DV 被害者、人
身取引被害者などの生計困難者が対象で、特定の医
療機関が無料又は低額な料金によって診療を行う事
業です。
　詳しくは、市町村役場、医療機関のがん相談支援セ
ンター、医療ソーシャルワーカーへお尋ね下さい。

（７）その他の制度
・小児慢性特定疾患治療研究事業
　子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患
が対象となります。児童の健全育成を目的として、疾
患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担
軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助する
ものです。
　詳しくは、保健所、医療機関のがん相談支援セン
ター、医療ソーシャルワーカーへお尋ね下さい。
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・自立支援医療制度（育成医療・更生医療）
　心身の障害を除去・軽減するための医療について、
医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
　詳しくは、福祉事務所、医療機関のがん相談支援セ
ンター、医療ソーシャルワーカーへお尋ね下さい。

・ひとり親家庭等医療費助成制度
　ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るこ
とを目的とし、ひとり親家庭等の医療費の一部を助成
する制度です。
　詳しくは、市町村役場担当課、医療機関のがん相談
支援センター、医療ソーシャルワーカーへお尋ね下さい。

・重度心身障害者医療費助成制度
　重度の障害をお持ちの方に対して入院や通院、調剤
でかかった医療費を助成することで、本人の生活の安
定と福祉の充実を図ることを目的とした制度です。
　詳しくは、福祉事務所、医療機関のがん相談支援セ
ンター、医療ソーシャルワーカーへお尋ね下さい。
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引用参考 URL

1)全国健康保険協会―高額な医療費を支払ったとき

　　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150

2)全国健康保険協会―医療費が高額になりそうなとき

　　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151

３)全国健康保険協会―高額療養費・高額介護合算療養費

　　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31709/1945-

268

４)全国健康保険協会―高額医療費貸付制度

　　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31716/1944-

2531

5)国税庁―医療費を支払ったとき(医療費控除)

　　https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

６)熊本県環境生活部水俣病保健課―水俣病被害者手帳のしおり

７)全日本民医連―無料低額診療事業制度の説明

　　http://www.min-iren.gr.jp/?p=20135

８)厚生労働省―小児慢性特定疾患治療研究事業の概要

　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken05/

9)厚生労働省―自立支援医療制度の概要

　　http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/gaiyo.html

10)熊本市ホームページ―ひとり親家庭等医療費助成制度

　　http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=41

11)熊本市ホームページ―重度心身障害者医療費助成

　　http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=55

p04-67.indd   32 2016/01/26   10:59:28



─ 33 ─

3‒2．生活に困ったら

（１）身体障害者手帳
　身体障害者手帳は、病気の発症や手術などの治療で、
身体に障害が残った場合に申請することができます。
利用できる助成・支援には、補装具や日常生活用具な
どの支給、税金の減額免除、公共交通機関運賃の免
除・割引などがあります。
　申請時期は、障害の状態が固定してからの申請とな
りますが、障害の内容によってはすぐに申請が可能な
ものもあります。申請をされる際には、身体障害者福
祉法に定められた指定医に、診断書を作成してもらう
必要があります。

●手続きの流れ

3-2  

（ ）  

は、病 を発 したことまたは

などの治療をされたことで、 に が った場

に を ことが ます。 用で る助 支援

には、補 や 生 用 などの支 、 の

、公 機関 の 引などがあります。 

 としては、 の が してからの

となりますが、 の によってはす に が

なものもあります。 をされる には、

に られた 医に、 を して

もら があります。 
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手続きの流れは、
①医療機関で対象者であるかどうかを尋ねます。
②市町村役場福祉課(医療機関においていることもあ

ります)で身体障害者手帳診断書を請求します。
③医療機関の指定医に診断書作成を依頼します。
④診断書・印鑑・写真を用意して申請します。
　詳しくは、市町村の窓口、福祉事務所、医療機関の
がん相談支援センター、医療ソーシャルワーカーへお
尋ね下さい。(P44～45，P49)
※熊本県では、さまざまな障害の特性や配慮の仕方な

どを説明しているパンフレットを作成しています。
＜参考資料＞

身体障がい者のための　ふくしのしおり

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/29/panfu.html

（２）傷病手当金
　傷病手当金は、被用者保険(健康保険、共済、船員
保険)独自のもので、病気休業中に被保険者とその家
族の生活を保障するために設けられた制度です。
　被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主
から十分な報酬が受けることができない場合に、ある
程度の収入を保障しています。支給期間は支給開始か
ら最長1年６カ月です。

　傷病手当金は、次の⑴から⑷の条件をすべて満たし
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たときに支給されます。
⑴業務外の事由による病気やケガの療養のための休業

であること
⑵仕事に就くことができないこと
⑶連続する３日間を含み４日以上仕事に就けなかった

こと
⑷休業した期間について給与の支払いがないこと

　手続きの流れは、
①各加入中の保険者又は勤務先の事務担当に傷病手当

金申請書を請求します。
②医療機関と事業主に申請書の証明を依頼します。
③申請書・出勤簿のコピー・賃金台帳のコピーを用意

して申請します。
　詳しくは、保険者又は勤務先事務担当、医療機関の
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がん相談支援センター、医療ソーシャルワーカーへお
尋ね下さい。(P46)

（３）障害年金
　障害年金は、病気の発症や手術などの治療で身体に
障害が残った方が、早い時期から年金を受給するため
の制度です。65歳未満で、日常生活に支障が生じたり、
仕事に著しい制限を受ける状態になった方が受給対象
です。ご加入の年金保険によって等級の違いがあり、
障害基礎年金は、障害等級1、2級、障害厚生年金

(旧共済年金を含む)は1～３級までとなっています。
また、厚生年金(旧共済年金を含む)には、障害年金
の対象とならない軽度の障害を負った方に一度だけ支
給される、障害手当金もあります。

（ ）  

年 は、病 の発 や などの治療で に

が った方が、 い から年 を するた

の制度です。65 で、 生 に支 が生 たり、

仕事に しい制 を ける になった方が

です。ご の年 保 によって の いがあり、

年 は、 1、2 、 生年 （

年 を ）は 1～3 までとなっています。また、

生年 （ 年 を ）には、 年 の

とならない 度の を った方に 度だけ支 され

る、 もあります。 
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手続きの流れは、
①市町村役場年金係又は管轄の年金事務所へ資格要件

を確認します。対象者である場合は、障害年金申請
用の診断書が渡されます。

②医療機関に診断書作成を依頼します。
③必要書類を添付して申請します。
　詳しくは、市町村役場年金係、管轄の年金事務所、
医療機関のがん相談支援センター、医療ソーシャル
ワーカーへお尋ね下さい。(P44～45，P51)

（４）生活福祉資金貸付制度
　生活福祉資金貸付制度は、低所得者や高齢者、障害
者の生活を経済的に支えるとともに、在宅福祉及び社
会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市
区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。
　生活福祉資金の借入れを希望される場合は、お住ま
いの市区町村社会福祉協議会にご相談いただき、申し
込むことができます。(P47)

（５）生活保護制度
　生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて
必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を
保障するとともに、自立を助長することを目的とした
制度です。生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、
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その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、そ
の最低限度の生活の維持のために活用することが前提
であり、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護
に優先します。
　生活保護のご相談・申請窓口は、現在お住まいの地
域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。(P44
～45，P49)

引用参考 URL

1)厚生労働省――身体障害者手帳

　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_

kaigo/shougaishahukushi/shougaishatechou/

2)全国健康保険協会――病気やケガで会社を休んだとき

　　https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

３)日本年金機構――障害年金

　　https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-

yoken/20150401-01.html

４)社会福祉法人全国社会福祉協議会――生活福祉資金について

　　http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html

5)厚生労働省――生活保護制度

　　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_

kaigo/seikatsuhogo/seikatuhogo/
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3‒3．仕事に困ったら

　第2期がん対策推進基本計画に「働く世代や小児へ
のがん対策の充実」が追加され、がん相談支援セン
ターと社会保険労務士・ハローワークなどが連携して
就労支援を行う取組みが進められています。がん患者
に特化した就職制度や休職制度はありませんが、それ
ぞれの職場で就業規則が定められていますので、まず
は職場の就業規則を確認しましょう。
　また、治療計画については、できる限り詳しく医師
に相談し、意見を聞くことも大切です。今後の体調な
ど、職場側が確認したいこともあると思われますので
主治医をはじめとした医療関係者の協力を得て相談し
ていきましょう。

（１）雇用保険（基本手当）
　雇用保険は、定年、倒産、契約期間の満了などで離
職した方が、再就職するための生活資金として支給さ
れる手当です。基本手当の所定給付日数は、受給資格
に係る離職日における年齢、雇用保険の被保険者で
あった期間及び離職の理由などによって決定されます。
疾病又は負傷のために職業に就くことができない場合
には、基本手当の代わりに傷病手当として支給される
こともあります。申請窓口は公共職業安定所です。

(P52)
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（２）求職者支援制度
　求職者支援制度は、雇用保険を受給できない求職者
の方(ただし世帯収入や世帯資産が一定額を超える者
を除く)が、「職業訓練受講給付金」を受給しながら、
職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を目指
す制度です。申請窓口は公共職業安定所です。(P52)

（３）フレックスタイム制度
　フレックスタイム制度は、一人ひとりの1ヶ月の労
働時間を一定にしながら始業及び就業時間は各自の自
由裁量に委ねられる制度です。コアタイム(必ず全員
が就業しなければならない時間帯)が設定されること
が一般的です。コアタイムを満たす働き方で自由に
出・退勤ができます。

（４）産業医・産業看護師
　産業医とは、企業などにおいて健康管理を担う医師
です。労働者を常時5０名以上使用する事業場では産業
医を選任しなければなりません。労働者が常時１,０００
名以上いる大企業には専属(常勤)の産業医がいます。
産業医は、基本的に治療行為は行わず、健康診断の結
果を基にした働き方に関するアドバイスや保健指導、
職場巡視による作業環境や作業方法の改善指導、長時
間残業者への面接、長期間病気休業していた労働者の
職場復帰支援、さらには健康教育など、仕事と健康に
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関わる様々な職務を担当します。
　産業看護師とは、企業などに勤務する看護師で、産
業医と同様に従業員の健康管理に従事します。産業医
と協働で働くこともあれば、産業医がいない職場で独
立していることもあります。
　治療と仕事の両立を目指すときに、産業医や産業看
護職は、職場の事情を理解し医学知識もある専門家と
して、頼りになる相談相手になります。

（５）地域産業保健センター
　地域産業保健センターは、小規模の事業所で働く労
働者のために厚生労働省が全国に設置しています。健
康診断結果に基づいた健康管理やメンタルヘルスなど、
医師や保健師が個別相談に応じます。熊本県には、熊
本産業保健総合支援センターと県内各地域に地域産業
保健センターが７ヶ所設置されています。

センター名 所在地 電話番号

熊本産業保健
総合支援センター

熊本市中央区花畑町9‒24
住友生命熊本ビル3階 096‒353‒5480

熊本県熊本地域
産業保健センター

熊本市中央区本荘5‒15‒12
熊本市医師会ヘルスケアセンター内 096‒366‒2711

熊本県八代水俣地域
産業保健センター

八代市平山新町中道4453‒2
八代市医師会内 0965‒39‒9531

熊本県有明地域
産業保健センター

玉名市玉名2186
玉名郡市医師会内 0968‒72‒3050

熊本県人吉球磨地域
産業保健センター

人吉市南泉田町72‒2
人吉市医師会内 0966‒22‒3059

熊本県天草地域
産業保健センター

天草市亀場町大字食場1181‒1
天草地域健診センター内 0969‒25‒1236

熊本県菊池鹿本地域
産業保健センター

菊池市亘366
菊池郡市医師会立病院内 0968‒23‒1210

熊本県阿蘇地域
産業保健センター

阿蘇市黒川1178
阿蘇郡市医師会内 0967‒34‒1177
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（６）総合支援資金貸付制度
　総合支援資金貸付制度は、失業等で日常生活全般に困
難を抱えている方を対象に、生活の立て直しや経済的自
立等を図る貸付制度です。社会福祉協議会と公共職業安
定所による支援を受けながら、社会福祉協議会から、賃
貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金や、生活を支
援するための資金などの貸付を受けることができます。
申請窓口は市町村の社会福祉協議会です。(P47)

（７）臨時特例つなぎ資金貸付制度
　臨時特例つなぎ資金貸付制度は、離職などに伴って
住居を喪失し、その後の生活維持が困難である方が、
総合生活資金貸付・住宅手当・生活保護等を申請して
から支給されるまでの間の、当座の生活費の貸付を受
けることができる制度です。申請窓口は市町村の社会
福祉協議会です。(P47)

（８）熊本県社会保険労務士会
　熊本県社会保険労務士会には、労働問題全般の相談
窓口として総合労働相談所が設置されており、労働者
や経営者が無料で相談することができます。また、各
地で無料相談が開催されており、派遣された社会保険
労務士が相談を担当しています。社会保険労務士は、
労働問題や年金問題などの社会保険の専門家として位
置付けられています。
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●総合労働相談所
日時：毎月第1・第3木曜日13：30～16：30（祝祭日
除く）
熊本市中央区安政町8-16村瀬海運ビル7F
TEL：096-324-1365

●無料相談会
名称 所在地 電話番号 期日・時間

熊本市役所
労働相談

熊本市中央区手取本町1‒1
熊本市役所8階市民相談室

096‒328‒2424
毎週水曜日
13：00～16：00

八代市役所
労働相談

八代市松江城町1‒25
八代市役所1階市民相談室

0965‒33‒4452
毎月第2水・第3火
10：00～12：00

大麻文化会館
年金・労働無料相談

玉名市繁根木94‒11
大麻文化会館

0968‒73‒5811
毎月第2水曜日
13：30～15：30

天草市
年金・労働無料相談

天草市東町13‒1 天草市男女
共同参画センターぽぽらす

0969‒32‒7885
毎月第3木又は第4木
13：30～16：30

引用参考 URL

1)がん情報サービス――がんと仕事の Q&A

　　http://ganjoho.jp/public/qa_links/brochure/cancer-work.html

2)地域産業保健センター [ 熊本市医師会ヘルスケアセンター ]

　　http://www2.city.kumamoto.med.or.jp/healthcare_center/b_

area.html

３)熊本県社会保険労務士会――総合労働相談所

　　http://www.sr-kumamoto.or.jp/advisory-office
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3‒4．問い合わせ先一覧

（１）市区町村
　制度等のご相談はそれぞれの担当課へお尋ね下さい。
市区町村名 所在地 電話番号

熊本市役所 熊本市中央区手取本町1－1 096－328－2111
中央区役所 熊本市中央区手取本町1－1 096－328－2555
北区役所 熊本市北区植木町岩野238－1 096－272－1111
西区役所 熊本市西区小島2丁目7－1 096－329－1111
東区役所 熊本市東区東本町16－30 096－367－9111
南区役所 熊本市南区富合町清藤405－3 096－357－4111

北部総合出張所 熊本市北区鹿子木町66 096－245－2111
河内総合出張所 熊本市西区河内町船津2069－5 096－276－1111
飽田総合出張所 熊本市南区会富町1333－1 096－227－1111
天明総合出張所 熊本市南区奥古閑町2035 096－223－1111
城南総合出張所 熊本市南区城南町宮地1050 0964-28－3111
清水総合出張所 熊本市北区清水亀井町14－7 096－343－9161
花園総合出張所 熊本市西区花園5丁目8－3 096－359－1122
託麻総合出張所 熊本市東区長嶺東7丁目11－15 096－380－3111
幸田総合出張所 熊本市南区幸田2丁目4－1 096－378－0172
八代市役所 八代市松江城町1－25 0965－33－4111
人吉市役所 人吉市麓町16 0966－22－2111
荒尾市役所 荒尾市宮内出目390 0968－63－1204
水俣市役所 水俣市陣内1－1－1 0966－61－1603
玉名市役所 玉名市繁根木163 0968－75－1111
山鹿市役所 山鹿市山鹿978 0968－43－1117
菊池市役所 菊池市隈府888 0968－25－7111
宇土市役所 宇土市浦田町51 0964－22－1111
上天草市役所 上天草市大矢野町上1514 0964－56－1111
宇城市役所 宇城市松橋町大野85 0964－32－1111
阿蘇市役所 阿蘇市一の宮町宮地504－1 0967－22－3111
天草市役所 天草市東浜町8－1 0969－23－1111
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市区町村名 所在地 電話番号

合志市役所 合志市竹迫2140 096－248－1111
美里町役場 下益城郡美里町馬場1100 0964－46－2111
玉東町役場 玉名郡玉東町大字木葉759 0968－85－3111
南関町役場 玉名郡南関町大字関町1316 0968－53－1111
長洲町役場 玉名郡長洲町大字長洲2766 0968－78－3111
和水町役場 玉名郡和水町江田3886 0968－86－3111
大津町役場 菊池郡大津町大字大津1233 096－293－3111
菊陽町役場 菊池郡菊陽町大字久保田2800 096－232－2111
南小国町役場 阿蘇郡南小国町大字赤馬場143 0967－42－1111
小国町役場 阿蘇郡小国町大字宮原1567－1 0967－46－2111
産山村役場 阿蘇郡産山村大字山鹿488－3 0967－25－2211
高森町役場 阿蘇郡高森町大字高森2168 0967－62－1111
西原村役場 阿蘇郡西原村大字小森3259 096－279－3111
南阿蘇村役場 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰145－3 0967－67－1111
御船町役場 上益城郡御船町大字御船995－1 096－282－1111
嘉島町役場 上益城郡嘉島町大字上島530 096－237－1111
益城町役場 上益城郡益城町大字宮園702 096－286－3111
甲佐町役場 上益城郡甲佐町大字豊内719－4 096－234－1111
山都町役場 上益城郡山都町浜町6 0967－72－1111
氷川町役場 八代郡氷川町島地642 0965－52－7111
芦北町役場 葦北郡芦北町大字芦北2015 0966－82－2511
津奈木町役場 葦北郡津奈木町大字小津奈木2123 0966－78－3111
錦町役場 球磨郡錦町大字一武1587 0966－38－1111
多良木町役場 球磨郡多良木町大字多良木1648 0966－42－6111
湯前町役場 球磨郡湯前町1989－1 0966－43－4111
水上村役場 球磨郡水上村大字岩野90 0966－44－0311
相良村役場 球磨郡相良村大字深水2500－1 0966－35－0211
五木村役場 球磨郡五木村甲字下手2672－7 0966－37－2211
山江村役場 球磨郡山江村大字山田甲1356－1 0966－23－3111
球磨村役場 球磨郡球磨村大字渡丙1730 0966－32－1111
あさぎり町役場 球磨郡あさぎり町免田東1199 0966－45－1111
苓北町役場 天草郡苓北町志岐660 0969－35－1111

※電話番号は、代表を記載。
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（２）医療保険の相談窓口
●組合管掌健康保険
健康保険組合を設立した会社に所属する社員及びその
扶養家族が対象
相談窓口：各健康保険組合

●全国健康保険協会管掌健康保険協会
健康保険組合を設立していない会社に所属する社員及
びその扶養家族が対象
相談窓口：全国健康保険協会熊本支部　
熊本市中央区水前寺1‒20‒22　TEL：096‒340‒0260

●船員保険
船舶所有者に使用される船員及びその扶養家族が対象
相談窓口：全国健康保険協会船員保険部
東京都千代田区富士見2‒7‒2　ステージビルディング
14階　TEL：0570‒300‒800

●共済組合
公務員、独立行政法人職員、日本郵政株式会社等職員、
私立学校職員、及びその扶養家族が対象
相談窓口：各共済組合

●国民健康保険
農業漁業者・自営業者・自由業者・職場の健康保険に
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加入していない方が対象
相談窓口：市区町村の国民健康保険

●後期高齢者医療制度
75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障害がある
方が対象
相談窓口：熊本県後期高齢者医療広域連合　
熊本市東区健軍2丁目4‒10
熊本県市町村自治会館2階　TEL：096‒368‒6511

（３）社会福祉協議会
　県と各市町村に社会福祉協議会が設置されており、
生活福祉資金貸付制度の窓口になっています。市町村
役場や福祉施設に併設されている場合が多く、所在地
の一覧は熊本県社会福祉協議会ホームページでも確認
することができます。
http://www.fukushi-kumamoto.or.jp/
熊本県社会福祉協議会　TEL：096‒324‒5475
熊本市中央区南千反畑町3‒7
熊本県総合福祉センター内
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（４）税務署

（５）保健所（がん対策担当課）

税務署名 所在地 電話番号 管轄地域

阿蘇税務署 阿蘇市一の宮町宮地1944 0967‒22‒0551 阿蘇市、阿蘇郡

天草税務署 天草市古川町4‒2 0969‒22‒2510 上天草市、天草市、
天草郡

宇土税務署 宇土市北段原町15
宇土合同庁舎 0964‒22‒0410 宇土市、宇城市、

下益城郡

菊池税務署 菊池市隈府874‒1 0968‒25‒2121 菊池市、合志市、
菊池郡

熊本西税務署 熊本市西区春日2丁目10‒1
熊本地方合同庁舎B棟 096‒355‒1181 熊本市（中央区、

西区、南区、北区）

熊本東税務署 熊本市東区東町3丁目2‒53 096‒369‒5566 熊本市（東区）、
上益城郡

玉名税務署 玉名市岩崎273
玉名合同庁舎 0968‒72‒2125 荒尾市、玉名市、

玉名郡

人吉税務署 人吉市寺町20‒1 0966‒23‒2311 人吉市、球磨郡

八代税務署 八代市花園町16‒2 0965‒32‒3141 八代市、水俣市、
八代郡、葦北郡

山鹿税務署 山鹿市山鹿970
山鹿合同庁舎 0968‒44‒2181 山鹿市

保健所名 所在地 電話番号 管轄地域

熊本市保健所 熊本市中央区大江5‒1‒1 096‒364‒3186 熊本市

山鹿保健所 山鹿市山鹿465‒2 0968‒44‒4121 山鹿市

菊池保健所 菊池市隈府1272‒10 0968‒25‒4138 菊池市、菊池郡、
合志市

阿蘇保健所 阿蘇市内牧1204 0967‒32‒0535 阿蘇市、阿蘇郡

御船保健所 上益城郡御船町辺田見400 096‒282‒0016 上益城郡

八代保健所 八代市西片町1660 0965‒32‒3229 八代市、八代郡

水俣保健所 水俣市八幡町2‒2‒13 0966‒63‒4104 水俣市、葦北郡

人吉保健所 人吉市寺町12‒1 0966‒22‒5289 人吉市、球磨郡

有明保健所 玉名市岩崎1004‒1 0968‒72‒2184 荒尾市、玉名市、
玉名郡

宇城保健所 宇城市松橋町久具400‒1 0964‒32‒1165 宇土市、宇城市、
下益城郡

天草保健所 天草市今釜新町3530 0969‒23‒0172 上天草市、天草郡、
天草市
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（６）福祉事務所（市区福祉事務所）(管轄区域は同市区内)

事務所名 所在地 電話番号

熊本市中央
福祉事務所

熊本市中央区手取本町1‒1
中央区役所内 096‒328‒2311

熊本市東
福祉事務所

熊本市東区東本町16‒30
東区役所内 096‒367‒9127

熊本市西
福祉事務所

熊本市西区小島2‒7‒1
西区役所内 096‒329‒5403

熊本市南
福祉事務所

熊本市南区富合町清藤405‒3
南区役所内 096‒357‒4129

熊本市北
福祉事務所

熊本市北区植木町岩野238‒1
北区役所内 096‒272‒1118

八代市福祉事務所 八代市松江城町1‒25
八代市役所内 0965‒33‒4111

人吉市福祉事務所 人吉市麓町16
人吉市役所内 0966‒22‒2111

荒尾市福祉事務所 荒尾市宮内出目390
荒尾市役所内 0968‒63‒1111

水俣市福祉事務所 水俣市陣内1丁目1‒1
水俣市役所内 0966‒63‒1111

玉名市福祉事務所 玉名市繁根木163
玉名市役所内 0968‒75‒1111

天草市福祉事務所 天草市東浜町8‒1
天草市役所内 0969‒23‒1111

山鹿市福祉事務所 山鹿市山鹿978
山鹿市役所内 0968‒43‒0052

菊池市福祉事務所 菊池市隈府888
菊池市役所内 0968‒25‒1111

宇土市福祉事務所 宇土市浦田町51
宇土市役所内 0964‒22‒1111

上天草市福祉事務所 上天草市松島町合津3538‒3
上天草市役所松島庁舎内 0969‒56‒1111

宇城市福祉事務所 宇城市松橋町大野85
宇城市役所内 0964‒32‒1111

阿蘇市福祉事務所 阿蘇市一の宮町宮地504‒1
阿蘇市役所内 0967‒22‒3111

合志市福祉事務所 合志市御代志1661‒1
合志市役所西合志庁舎内 096‒242‒1111
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福祉事務所（県福祉事務所）
事務所名 住所 電話番号 管轄区域

宇城福祉事務所 宇城市松橋町久具400‒1
宇城総合庁舎内

0964‒
32‒0517 美里町

玉名福祉事務所 玉名市岩崎1004‒1
玉名総合庁舎内

0968‒
74‒2117

玉東町､ 南関町､
長洲町､ 和水町

菊池福祉事務所 菊池市隈府1272‒10
菊池保健所内

0968‒
25‒0689 大津町､ 菊陽町

阿蘇福祉事務所 阿蘇市内牧1204
阿蘇保健所内

0967‒
32‒0535

南小国町､ 小国町、
産山村､ 高森町､
南阿蘇村､ 西原村

上益城福祉事務所
上益城郡御船町辺田見
396‒1
上益城総合庁舎内

096‒
282‒0215

御船町､ 嘉島町､
益城町､ 甲佐町､
山都町

八代福祉事務所 八代市西片町1660
八代総合庁舎内

0965‒
33‒8756 氷川町

芦北福祉事務所 葦北郡芦北町芦北2670
芦北総合庁舎内

0966‒
82‒2128 芦北町､ 津奈木町

球磨福祉事務所 人吉市寺町12‒1
人吉保健所内

0966‒
22‒1040

錦町、あさぎり町、
多良木町、湯前町、
水上村、相良村、
五木村、山江村、
球磨村

天草福祉事務所 天草市今釜新町3530
天草総合庁舎内

0969‒
22‒4241 苓北町
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（７）年金事務所
　個人のお客様の年金相談は、全国年金事務所で受け
付けています。なお、年金相談を行う際は、年金証書、
振込通知書、年金手帳や被保険者証といった、本人で
あることを確認できるものが必要です。

事務所名 所在地 電話番号

街角の年金
相談センター熊本

熊本市中央区花畑町4‒1
太陽生命熊本第2ビル3階 096‒206‒2444

熊本西年金事務所 熊本市中央区千葉城町2‒37 096‒353‒0142

熊本東年金事務所 熊本市東区東町4‒6‒41 096‒367‒2503

玉名年金事務所 玉名市松木11‒4 0968‒74‒1612

本渡年金事務所 天草市東町2‒21 0969‒24‒2112

八代年金事務所 八代市萩原町2‒11‒41 0965‒35‒6123
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（８）公共職業安定所

相談室名 所在地 電話番号

山鹿市地域
職業相談室

山鹿市山鹿1328‒1
山鹿市老人福祉センター2F 0968‒43‒1724

荒尾市地域
職業相談室

荒尾市宮内出目390
荒尾市役所内 0968‒63‒1689

宇土市地域
職業相談室

宇土市浦田町51
勤労青少年ホーム2F 0964‒26‒1003

上天草ふるさと
ハローワーク

上天草市大矢野町上1514
上天草市役所大矢野庁舎内 0964‒57‒4510

安定所 所在地 電話番号 管轄地域

熊本公共職業安定所 熊本市中央区大江
6‒1‒38 096‒371‒8609 熊本市

上益城公共職業
安定所（出張所）

上益城郡御船町
辺田見395 096‒282‒0077 上益城郡、阿蘇郡西原村

八代公共職業安定所 八代市清水町1‒34 0965‒31‒8609 八代市、八代郡

菊池公共職業安定所 菊池市隈府字南田
771‒1 0968‒24‒8609 菊池市、山鹿市合志市、菊池郡

玉名公共職業安定所 玉名市中1334‒2 0968‒72‒8609 玉名市、荒尾市玉名郡

天草公共職業安定所 天草市丸尾町16‒48 0969‒22‒8609 天草市、上天草市、天草郡

球磨公共職業安定所 人吉市下薩摩瀬町
1602‒1 0966‒24‒8609 人吉市、球磨郡

宇城公共職業安定所 宇城市松橋町松橋
266 0964‒32‒8609 宇土市、宇城市下益城郡

阿蘇公共職業安定所 阿蘇市一の宮町宮地
2318‒3 0967‒22‒8609 阿蘇市、阿蘇郡

水俣公共職業安定所 水俣市八幡町3‒2‒1 0966‒62‒8609 水俣市、葦北郡
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４．在宅療養支援について

（１）在宅医療
　医療を受ける場所により、外来診療・入院医療・在
宅医療に分かれます。在宅医療では、住み慣れた環境
で過ごしたいと希望される方が、自宅等に居ながら医
療を受けることができます。在宅医療は「訪問診療」
と「往診」に分かれます。
　訪問診療では、あらかじめ医師が診療計画を立て、
患者さんの同意を得て定期的に自宅等を訪問し、診療
を行います。
　往診では、突発的な病状の変化などに対して医師が
患者さんの求めに応じ、その都度自宅等を訪問し診療
を行います。

●対象となる方
　「自宅での療養を希望される方」、「通院が困難な方」、

「医療的処置が必要な方」等です。

●相談窓口
　在宅医療を希望される方はかかりつけの医療機関の
医師や医療ソーシャルワーカー、がん相談支援セン
ター、医師会、地域包括支援センターにご相談くださ
い。
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（２）訪問看護
　訪問看護とは、病気や障害を持った方が、住み慣れ
た地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるよ
うに、看護師等が自宅等へ訪問し看護ケアを提供し、
療養生活を支援するサービスです。医療保険と介護保
険によるサービス提供があります。

介護保険 医療保険

対
象
者

要支援又は要介
護認定を受けた
方

医療保険加入者で介護保険対象
外の方
※介護保険対象者でも以下の場

合は医療保険となります。
①急性増悪期の方(病状の急な

悪化で主治医から特別指示書
が交付された場合14日間に限
る)

②厚生労働大臣が定める疾病等
の方

 (１5疾病※1)

料
金

利用者負担
原則1割負担 利用者負担　1～３割負担
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●看護の内容
かかりつけ医師と連絡をとり、心身の状態に応じて
・健康状態の観察と助言：血圧・体温・呼吸・脈拍な

どを測定し健康のチェックや病状の観察と助言等
・日常生活の看護：清潔のケアや排泄のケア、療養環

境の整備、寝たきり予防のためのケア等
・療養環境改善のアドバイス
・在宅リハビリテーション看護：体位交換、関節など

の運動や動かし方の指導や食事・排泄・移動・入

訪
問
回
数

希望に応じて
訪問可能

(利用限度額を
超えた場合は全
額自己負担)

週３回まで
但し上記①②に定める疾患の対
象者及び気管カニューレ若しく
は留置カテーテルを使用してい
る方や人工肛門又は人工膀胱を
設置している状態の方、在宅酸
素療法をされている方等(※2)
は毎日複数回訪問が可能

時
間

時間に応じて
料金設定あり

1回の訪問時間は
30分～9０分程度

※1　厚生労働大臣が定める15疾病は下記窓口まで
お問い合わせ下さい。

※2　医療保険利用の方である一定の状態に該当す
る方は訪問回数が拡大されます。詳しくは下記
窓口までお問い合わせ下さい。
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浴・歩行など日常生活動作の訓練等
・終末期の看護：痛みのコントロールや療養生活の援

助、在宅看取りを希望される方に看取りの体制の相
談・アドバイス等の提供、入退院の相談、必要に応
じたサービスの紹介など、関連機関と綿密に連携し、
患者さんとそのご家族が安心して療養生活を送るた
めの様々な支援や調整を行います。

●相談窓口
　かかりつけ医療機関の医師や医療ソーシャルワー
カー、がん相談支援センター、訪問看護ステーション、
医師会、地域包括支援センター、ケアマネージャーへ
ご相談下さい。

（３）介護保険
　在宅の療養時には、介護が必要になったり、ベッド
や車いすなどの福祉用具が必要になることがあります。
病気や加齢などで介護を必要とする状態となっても尊
厳を保持し、できる限り自立した日常生活を過ごして
いただけるよう必要なサービスを提供する制度です。

●サービス利用の手続き
　介護保険サービスを利用する場合は、お住まいの市
町村の介護保険担当課へ要介護・要支援認定を申請し
ます。認定を受けた後、ケアマネージャー等と相談し
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て作成するケアプランに基づきサービスを利用します。

① 申請
　　　・本人やご家族がお住いの市町村へ申請します。
　　　【65歳以上の方】
　　　　介護が必要となった原因を問わず、給付対象

です。
　　　【40歳～65歳未満の方】
　　　　１6の特定疾患に該当し、介護を必要とする場

合に給付対象です。
　　　　＊がんと診断された患者は状態により介護保

険の利用が可能です。

② 要介護（要支援）認定(申請から認定まで約1カ月程度かかります)

　　　・介護や支援の必要性を判断します。
　　　　訪問調査：申請後、認定調査員が訪問し、心

身の状態や日常生活の状況等の聞
き取り調査を行います。

　　　　一次判定：訪問調査と主治医意見書の内容の
一部をコンピューターにて処理し、
一次判定を確定します。

　　　　二次判定：一次判定の結果と主治医意見書を
もとに、介護認定審査会が総合的
に判断して二次判定を行います。

　　　　結果の通知：二次判定の結果にもとづき市町
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村が要介護(要支援)認定区分を
決定し申請者に通知します。

③ ケアプランの作成
　　　・介護サービスを利用するときは、必要性に応

じたケアプランを作成します。
　　　【要介護1～5と認定された方】

ケアプランは居宅介護支援事業所のケアマ
ネージャーに作成を依頼することができます。
＊自分で作成することも可能です。

　　　【要支援1・2と認定された方】
ケアプランは地域包括支援センターに作成を
依頼することができます。
＊自分で作成することも可能です。

　　　・要介護・要支援の認定区分により、利用でき
るサービス費用の上限(支給限度基準額)は
異なります。

④ サービスの利用
　　　・ケアプランに基づき、サービス提供事業者と

契約し、サービスを利用します。

　　　・契約時にサービス提供の時間、料金、内容、
キャンセル時の取扱い、苦情等の窓口などを
確認しましょう。
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　　　・居宅サービスを利用する場合は、利用できる
サービスの量(支給限度額)が要介護度別に
定められています。限度額の範囲内でサービ
スを利用した場合は、サービスにかかる費用
の1割もしくは2割が自己負担となります。
限度額を超えてサービスを利用した場合は、
超えた分が全額自己負担となります。

　　　・利用者負担が過重にならないよう、月々の
サービス費の世帯合計額が所得に応じて決め
られた上限額を超えた場合、その超えた金額
が介護保険から支給される制度(高額介護
サービス費)があります。支給を受けるため
には市町村への申請が必要です。

　　　・認定結果が非該当と認定された方でも地域支
援事業で生活機能を維持するためのサービス
を利用できる場合があります。地域包括支援
センターへご相談ください。

●介護サービス一覧
【自宅で利用するサービス】

訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、
訪問入浴、訪問リハビリテーション等
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【自宅から出かけて利用するサービス】
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所生活介護(ショートステイ)等

【生活環境を整えるためのサービス】
・福祉用具貸与
　　介護用ベッド、車いす、床ずれ防止用具、歩行器

等を借りることができます。認定区分に利用できる
ものとできないものがあります。

・住宅改修
　　手すりの取付けや段差の解消など小規模な住宅改

修に要する費用が支給されます。
・特定福祉用具販売
　　腰掛便座や入浴用のいすなど貸与になじまない福

祉用具を指定された事業者から購入した場合、その
費用が支給されます。

【生活の場を自宅から移して利用するサービス】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・地域密着型介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループ

ホーム)
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・特定施設入居者生活介護(指定を受けた有料老人
ホームや軽費老人ホーム等)

・地域密着型特定施設入居者介護(入居定員が29名以
下の指定を受けた有料老人ホーム等)

・養護老人ホーム

●相談窓口
＊各々の施設で入所基準は異なりますので、お住まい

の自治体の介護保険担当課、がん相談支援センター、
かかりつけ医療機関の医療ソーシャルワーカー、ケ
アマネージャー等へご相談ください。

（４）介護タクシー・福祉タクシー
　介護タクシー・福祉タクシーは、乗務員が2種免許
及びホームヘルパー2級以上の資格を有し、介護や補
助の必要な高齢者や自立支援法による障害者の方々が
利用される際に自宅のベッドや車椅子からの乗降など
の介助を行うタクシーです。
　介護保険で通院等乗降介助及び身体介護として利用
できる介護タクシーと介護保険を利用せずに対応をす
る福祉タクシー等の二つに分かれます。
　介護タクシーを利用される際は担当のケアマネー
ジャーにご相談ください。
　福祉タクシーを利用される際は各福祉タクシーの事
業所への連絡が必要です。
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●相談窓口
　がん相談支援センター、ケアマネージャー、かかり
つけ医療機関の医療ソーシャルワーカー、お住まいの
自治体の介護保険担当課、地域包括支援センターへご
相談ください。

（５）障害者総合支援法
●身体障害者手帳

　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、様々な助成や支援を受けることができる制
度です。がんの治療により身体障害者手帳の交付対
象となる場合があります。
●身体障害者手帳の交付対象疾患等

疾患 状態

頭頸部がん
(鼻、口、のど、
あご、耳などの部
分にできるがん)

喉頭部摘出により声を出すことが
できなくなった場合、
腫瘍切除等による顎、口腔、咽頭
喉頭の欠損により経口摂取ができ
ない場合など

肺がん 呼吸機能が低下し、在宅酸素療法
が必要となった場合など

直腸がん 人工肛門(ストーマ)を造設され
た場合など

膀胱がん 回腸導管造設術などストーマ造設
された場合など

骨肉腫 四肢の切断を行った場合など
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●提供される福祉サービスの内容
【自立支援給付】
・介護給付
　居宅介護や重度訪問介護、短期入所など

・訓練等給付
　自立訓練(身体障害を有する障がい者に対して理学

療法・作業療法その他必要なリハビリテーション、
生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援)
や共同生活援助(グループホームなど)

・自立支援医療
　更生医療、育成医療、精神通院医療

・補装具
　骨肉腫による四肢切断等を行った場合、義肢や車い

すなどが支給されることがあります。

【地域生活支援事業】
・日常生活用具の給付または貸与
　身体障害者手帳の受取り時に日常生活用具の給付申

請を行うことで、喉頭摘出された場合人工喉頭、ス
トーマ造設された場合ストーマ用品等の給付が受け
ることができます。
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●相談窓口
　がん相談支援センター、かかりつけ医療機関の医療
ソーシャルワーカー、お住まいの自治体の障がい福祉
担当課へご相談ください。

（６）ファミリーサポートセンター
　ファミリーサポートセンターとは、保育所・幼稚園
などの送迎や、保護者が病気や自分の都合などでお子
さんの育児ができないときに育児の支援を行う「提供
会員」と育児の支援を受けたい「依頼会員」で構成し、
子育てを地域で相互援助する会員制の活動です。
　事前登録が必要となりますので、お住まいの市町村
の各センターへお問い合わせ下さい。
市町村名 名称 場所 電話番号

熊本市 ファミリー・サポート・センター〈熊本〉 男女共同参画センターはあもにい内 096‒345‒3011

八代市 八代市ファミリー・サポート・センター 八代ショッピングセンター　2F 0965‒32‒0404

人吉市 ファミリーサポートセンターひとよし 人吉市社会福祉協議会 0966‒24‒9192

荒尾市
荒尾市ファミリー・サポート・センター
「さくらんぼ」

桜山保育園内 0968‒68‒0055

水俣市 水俣市ファミリーサポートセンター 社会福祉法人光明童園内 0966‒63‒2074

玉名市 たまなファミリー・サポート・センター 玉名市福祉センター内 0968‒73‒1151

天草市 天草市ファミリーサポートセンター 天草市社会福祉協議会 0969‒32‒2552

山鹿市 やまがファミリー・サポート・センター 山鹿健康福祉センター内 0968‒44‒8800

菊池市 菊池市子育てサポートセンター 菊池市福祉会館内 0968‒25‒5000

宇土市 宇土市ファミリーサポートセンター 宇土市児童センター内 0964‒23‒3303

上天草市 上天草市ファミリーサポートセンター 上天草市社会福祉協議会（本所） 0969‒56‒2455

宇城市 宇城市ファミリーサポートセンター
宇城市社会福祉協議会
（不知火支所３階）

0964‒32‒1316

合志市 合志市ファミリー・サポート・センター ふれあい館内 0962‒42‒7008

玉東町 玉東子育て支援の会たんぽぽ 玉東町社会福祉協議会 0968‒85‒3150

和水町 和水町ファミリー・サポート・センター 和水町三加和総合支所内 0968‒34‒3111

長洲町 長洲町ファミリー・サポート・センター 長洲町ふれあいセンター内 0968‒78‒4100
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（７）自治体の任意事業
　介護保険や障害者自立支援法によるサービスは年齢
や身体の状態など、利用する場合には制限があります

(主に65歳以上の高齢者を対象とした事業となってい
ます)。
　自治体によってはヘルパー派遣事業、ショートステ
イ事業、緊急通報システム等の提供を任意で取り組ん
でいる自治体があります。実施している事業内容は各
自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの
各自治体へお問い合わせ下さい。

市町村名 名称 場所 電話番号

大津町 大津町子育てサポートセンター「ほほえみ」 大津町子育て・健診センター内 096‒294‒9511

菊陽町 菊陽キャロットサービス 福祉支援センター内 096‒232‒4824

南小国町 子育て応援団ぽっかぽ家 南小国町社会福祉協議会 0967‒42‒1501

西原村 西原村子育てサポートセンター・のぎく 西原村地域福祉センターのぎく荘内 096‒279‒4141

御船町 御船町子育てサポートセンター 御船町公民館御船分館 096‒282‒6009

嘉島町 嘉島町ファミリーサポートセンター 嘉島西小学校敷地内 096‒237‒5559

益城町 益城町ファミリー・サポート・センター 益城町地域ふれあい交流館内 096‒289‒1631

山都町 山都町ファミリーサポートセンター 山都町地域子育て支援センター内 0967‒72‒1928

あさぎり町 あさぎり町ファミリー・サポート・センター あさぎり町社会福祉協議会 0966‒49‒4505

多良木町 多良木町ファミリーサポートセンター 多良木町役場　子ども対策課内 0966‒42‒1262

甲佐町 甲佐町ファミリー・サポート・センター 甲佐町中早川児童館 096‒234‒5185

自治体一覧 介護保険担当課 地域包括支援センター

1 熊本市 高齢介護福祉課 096‒328‒2347 統括：096‒328‒2347

2 八代市 長寿支援課 0965‒32‒1175

鏡・東陽・泉：0965‒53‒2601

大田郷・昭和・龍峯・千丁：0965‒30‒8071

松高・八千把：0965‒33‒9880

代陽・八代・麦島・郡築：0965‒37‒3337

植柳・高田・金剛・宮地：0965‒35‒1111

日奈久・二見・坂本：0965‒38‒3373
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自治体一覧 介護保険担当課 地域包括支援センター

3 人吉市 高齢者支援課 0966‒22‒2111 0966‒22‒2111

4 荒尾市 健康生活課 0968‒63‒1418 0968‒63‒1177

5 水俣市 健康高齢課 0966‒63‒3051 0966‒62‒3030

6 玉名市 高齢介護課 0968‒75‒1339

本所：0968‒71‒0285

岱明支所：0968‒57‒4545

横島支所：0968‒84‒2200

天水支所：0968‒71‒5770

7 山鹿市 長寿支援課 0968‒43‒1180 0968‒43‒1077

8 菊池市 高齢支援課 0968‒25‒7215 0968‒25‒7216

9 宇土市 高齢者支援課 0964‒22‒1111 0964‒24‒1555

10 上天草市 高齢者ふれあい課 0969‒28‒3377 0969‒28‒3378

11 宇城市 高齢介護課 0964‒32‒1406 0964‒25‒2015

12 阿蘇市 ほけん課 0967‒22‒3145 0967‒32‒5122

13 天草市 高齢者支援課 0969‒23‒1111

中央（今釜新町）：0969‒66‒9300

北（五和町）：0969‒32‒2115

南（亀場町）：0969‒24‒4115

西（河浦町）：0969‒76‒1611

東（栖本町）：0969‒66‒2266

牛深：0969‒72‒1133

御所浦サブセンター：0969‒67‒1777

14 合志市 高齢者支援課 096‒242‒1109 096‒242‒1124

15 美里町 福祉課 0964‒47‒1111 0964‒47‒7005

16 玉東町 保健介護課 0968‒85‒6557 0968‒85‒6242

17 南関町 福祉課 0968‒53‒1111 0968‒69‒9760

18 長洲町 福祉保健介護課 0968‒78‒3144 0968‒78‒3114

19 和水町 健康福祉課 0968‒86‒5724 0968‒86‒5724

20 大津町 福祉課 096‒293‒3510 096‒292‒0770

21 菊陽町 介護保険課 096‒232‒2508 096‒232‒2366

22 南小国町 福祉課 0967‒42‒1111 0967‒25‒6877

23 小国町 福祉課 0967‒46‒2116 0967‒46‒2116

24 産山村 住民課 0967‒25‒2212 0967‒25‒2212

25 高森町 住民福祉課 0967‒62‒1111 0967‒62‒1111

26 西原村 地域包括支援センター 096‒279‒4397 096‒279‒4111

27 南阿蘇村 健康推進課 0967‒62‒9180 0967‒62‒8222

28 御船町 福祉課 096‒282‒1349 096‒282‒2911

29 嘉島町 町民課 096‒237‒2576 096‒237‒2981
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（８）ひとり親家庭等の日常生活支援事業

　ひとり親家庭等の方々が、一時的な用件で子育て等
ができない時に、家庭支援相談員を派遣し、家事、子
育てのお手伝いを受けることができる事業です。
　詳しくは、お住まいの各市町村にお問い合わせ下
さい。

自治体一覧 介護保険担当課 地域包括支援センター

30 益城町 地域包括支援センター 096‒286‒3114 096‒214‒5566

31 甲佐町 福祉課 096‒234‒1114 096‒235‒8711

32 山都町 健康福祉課 0967‒72‒1229 0967‒72‒4011

33 氷川町 健康福祉課 0965‒52‒5852 0965‒52‒5335

34 芦北町 住民生活課 0966‒82‒2511 0966‒86‒2270

35 津奈木町 住民課 0966‒78‒3113 0966‒61‒2940

36 錦町 健康保険課 0966‒38‒1113 0966‒38‒1113

37 多良木町 健康・保険課 0966‒42‒1255 0966‒42‒6006

38 湯前町 保健福祉課 0966‒43‒4112 0966‒42‒6006

39 水上村 住民福祉課 0966‒44‒0313 0966‒42‒6006

40 相良村 保健福祉課 0966‒35‒1032 0966‒35‒1144

41 五木村 保健福祉課 0966‒37‒2214 0966‒37‒2214

42 山江村 健康福祉課 0966‒23‒3978 0966‒23‒2232

43 球磨村 住民福祉課 0966‒32‒1112 0966‒32‒1112

44 あさぎり町 福祉課 0966‒45‒7215 0966‒45‒7231

45 苓北町 福祉保健課 0969‒35‒1111 0969‒35‒1289
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５．県内のがんに関する医療体制

（１）がん診療連携拠点病院
　県内のどこに住んでいても、質の高いがん医療が受
けられるよう、県内には、国指定の都道府県がん診療
連携拠点病院(県に1か所)と地域がん診療連携拠点
病院(７か所)、県指定の熊本県指定がん診療連携拠
点病院(１１か所)があり、専門的ながん医療・相談・
情報を提供しています。

●がん診療連携拠点病院一覧
二次保健
医療圏 病院名 住所・電話番号

熊本
（全域）

国立大学法人熊本大学
熊本大学医学部附属病院★

熊本市中央区本荘1－1－1
096－373－5676

熊本・
鹿本

独立行政法人国立病院機構
熊本医療センター◆

熊本市中央区二の丸1－5
096－353－6501

熊本・
上益城 熊本市立熊本市民病院◆ 熊本市東区湖東1－1－60

096－365－1864
熊本・
菊池・
阿蘇

日本赤十字社
熊本赤十字病院◆

熊本市東区長嶺南2－1－1
096－384－2111

熊本・
宇城

社会福祉法人恩賜財団
済生会熊本病院◆

熊本市南区近見5－3－1
096－351－8524

熊本 医療法人創起会
くまもと森都総合病院

熊本市中央区新屋敷1－17－27
096－364－6000（内線2130）

熊本 一般社団法人熊本市医師会
熊本地域医療センター

熊本市中央区本荘5－16－10
096－363－3311
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二次保健
医療圏 病院名 住所・電話番号

熊本 社会医療法人社団高野会
高野病院

熊本市中央区帯山4－2－88
096－384－1011

熊本 国家公務員共済組合連合会
熊本中央病院

熊本市南区田井島1－5－1
096－370－3111

有明 荒尾市民病院◆ 荒尾市荒尾2600
0968－63－1115

鹿本 山鹿市民医療センター 山鹿市山鹿511
0968－44－2185

菊池 独立行政法人国立病院機
構　熊本再春荘病院

合志市須屋2659
096－242－1000

八代 独立行政法人労働者健康福祉機構
熊本労災病院◆

八代市竹原町1670
0965－33－4151

八代 独立行政法人地域医療機能推進機構
熊本総合病院

八代市通町10－10
0965－32－7111

天草 一般社団法人天草郡市医師会立
天草地域医療センター

天草市亀場町食場854－1
0969－24－4111

天草 独立行政法人地域医療機能推進機構
天草中央総合病院

天草市東町101
0969－22－0011

球磨 独立行政法人地域医療機能推進機構
人吉医療センター◆

人吉市老神町35
0966－22－2191

芦北 国保水俣市立総合医療セ
ンター

水俣市天神町1－2－1
0966－63－2101

宇城 独立行政法人国立病院機構
熊本南病院

宇城市松橋町豊福2338
0964－32－0826

★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、無印：熊本県指定がん診療連携拠点病院
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＜熊本県がん診療連携拠点病院の配置＞ 

   

27 4  

 

 

  

熊本圏域

有明圏域
菊池圏域

上益城圏域
宇城圏域

八代圏域

芦北圏域

水上村

鹿本圏域

阿蘇圏域

球磨圏域

天草圏域

★熊本大学医学部附属病院 ◆熊本市立熊本市民病院

◆熊本赤十字病院

◆荒尾市民病院

◆熊本労災病院

◆人吉医療センター

熊本中央病院

天草地域医療センター

天草中央総合病院

水俣市立総合医療センター

熊本総合病院

再春荘病院

熊本地域医療センター

くまもと森都総合病院

高野病院

山鹿市民医療センター

芦北圏域

◆済生会熊本病院

熊本南病院

◆
熊
本
医
療
セ
ン
タ
ー

平成27年4月時点
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（２）私のカルテ・私のノートについて
　熊本県では、いつでもどこでも質の高いがん治療を
安心して受けていただくために、県下共通の熊本県が
ん診療連携クリティカルパス「私のカルテ」はじめ、
患者・家族の治療や療養を手助けするための「私の
ノート」を新たに策定し、運用を開始しています。

●「私のカルテ」とは
　地域のかかりつけ医と専門医の2人の主治医を持ち、
複数の主治医が情報を共有し、診療計画に基づき、共
同して診療を行うための道具で、地域で生活する患者
自身が持ち歩きます。患者の診療経過を共有できるよ
う作成された共同診療計画表「地域連携パス」に、患
者さん自身が記入する「私のプロフィール」等のペー
ジがある他、お薬手帳も一緒に中に挟んで利用するこ
とができます。患者さんが医療機関を受診する際に、
この「私のカルテ」を持参することで、専門病院(＝
がん診療連携拠点病院)の医師、かかりつけ医、その
他の医療機関などが、患者の治療経過などの情報を共
有でき、より適切な診療が可能になります。

●「私のノート」とは
　平成27年３月に患者さん・ご家族と医療者間の良好
な意思疎通をサポートする道具として「私のノート」
を作成しました。療養の場を特定せず患者さんとご家
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族の視点で医療者との意思疎通を促すことを目的とし
ました。患者さん・ご家族にも負担なく記入出来るよ
うに配慮し、身体症状の記載内容を減らし日常生活支
援に関する情報提供を充実させ、患者さん・ご家族の
価値観や想いを医療者や他職種で共有することを最優
先としました。在宅療養中に使用した患者さん・ご家
族からは「記録することで介護の大変さの中に充実感
と満足感が得られた」との声も聞かれています。｢私
のノート｣ は患者とその家族の幸せや生き甲斐を医療
者が共有する手助けとなるものと思われます。今後、
更なる改善を期し、それが患者さん・ご家族の支えと
なればトータルケアに一歩近づけるものと考えていま
す。

　詳しくは、がん診療拠点病院のがん相談支援セン
ターにお尋ねください。
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（３）がん経験者によるピアサポート
　　「おしゃべり相談室」

　熊本県では、がんを経験された方とお話しができる
場として「おしゃべり相談室」を設置しています。戸
惑いや不安な気持ちを､ ありのままお話しすることで、
気持ちの整理ができるかもしれません。

＊相談に対応する方は、県が実施している「がんピ
ア・サポートセミナー」を受講し、がんサロンネッ
トワーク熊本から推薦を受けた方等です。

実施医療機関・日時等（個別面談・無料・予約不要）
医療機関名 日時 住所・電話番号

熊本赤十字病院
毎週水曜日､ 金曜日
13時～15時半

熊本市東区長嶺南2－1－1
096－384－2111

（独）国立病院
機構　熊本医療
センター

第１火曜日
11時～12時半

熊本市中央区二の丸1－5
096－353－6501

熊本市民病院
第４火曜日
11時～12時半

熊本市東区湖東1－1－60
096－365－1864

＊場所は、いずれも「がん相談支援センター内」。事
前にお電話いただくとスムーズです。

＊医療に関する総合的な相談等は、がん
相談支援センターで受け付けています。
また、医療相談ではありませんので、
セカンドオピニオンの提供、医師・病
院等の紹介は行いません。

 

 

る 合  

-333-2208 

 

がんサ ートセンター 
がん相談ホ ト ン 
がんに関する な や に関する相談 に

、 、がん がお しています。 

※がんの治療 などに関する医療相談ではありま ん。 
がん情報センター 

 がんに関する ベントの や のがん

療連 拠点病院の 療情 などを しています。 
h t t p : / / w w w . k u m a m o t o . i r y o u t o s h i . h i n o k u n i - n e t . j p / h t m l / g u n . h t m l  
くまもと医療 トワー 情報センター  
 がん情報センター  

 相談方                住所  

や 所 
(

)  

 
9 3 0 ～ 1 2  

1 3 ～ 1 5 3 0  

中 区

5- 1 - 1 ル ルく

まもと  医療

 
09 6 - 3 6 4 - 3 3 55( )  
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【事業に関するお問い合わせ先】
熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課企画・がん
対策班　☎096－333－2208

（４）熊本市がんサポートセンター
　　がん相談ホットライン

　がんに関する様々な不安や疑問に関する相談等に看
護師、社会福祉士、がん経験者がお答えしています。

相談方法 日　時 住所・電話番号
電話や来所

(無料・予約不
要)

月曜日・木曜日
9時30分～12時
13時～15時30分

熊本市中央区大江
5－1－1ウェルパ
ル く ま も と ４ 階　
医療政策課内
096－364－3355(直通)

※がんの治療法などに関する医療相談ではありません。

●熊本市がん情報センター
　がんに関するイベントの開催案内や熊本市内のがん
診療連携拠点病院の診療情況などを掲載しています。
http://www.kumamoto.iryoutoshi.hinokuni-net.jp/html/gun.html
くまもと医療都市ネットワーク情報センター＋検索
　⇒熊本市がん情報センター
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（５）がんの治療における歯科医院との連携
　がんの治療では抗がん剤の使用や頭頸部への放射線
治療によって、口内炎や口腔乾燥、味覚障害などの副
作用がでたり、手術にともなってお口の汚れが原因で
術後肺炎をおこしたりすることがあります。その他お
口の中にトラブルがあると食事がうまくとれずに、栄
養不足となって体力が低下してしまうこともあります。
　県内のがん診療連携拠点病院は熊本県歯科医師会と
連携をとり、患者さんに歯や口の問題がある場合、登
録している歯科医院を紹介する体制が整っています。
　お困りのことがありましたら、担当医師または、熊
本県歯科医師会　医療連携室(096-343-8020)までご
相談ください。
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（６）市町村がん検診担当一覧
（平成27年４月現在）

地域名 市町村名 担当課等 電話番号

熊本市 熊本市 健康づくり推進課 096－328－2145

宇城地域

宇土市 健康づくり課 0964－22－2300

宇城市 健康づくり推進課 0964－32－7100

美里町 健康窓口課 0964－47－1111

玉名地域

荒尾市 健康生活課（保健センター） 0968－63－1133

玉名市 保健予防課 0968－72－4188

玉東町 保健介護課（保健センター） 0968－85－6557

和水町 健康福祉課 0968－86－5724

南関町 福祉課（保健センター） 0968－53－3298

長洲町 福祉保健介護課（保健センター） 0968－65－7515

鹿本地域 山鹿市 健康増進課（山鹿健康福祉センター内） 0968－43－0050

菊池地域

菊池市 健康推進課 0968－25－7219

合志市 健康づくり推進課 096－242－1183

大津町 健康保険課 096－294－1075

菊陽町 健康・保険課 096－232－4912

阿蘇地域

阿蘇市 ほけん課 0967－22－5088

南小国町 町民課 0967－42－1113

小国町 福祉課 0967－46－2116

産山村 住民課 0967－25－2212

高森町 健康推進課 0967－62－1111

南阿蘇村 健康推進課 0967－62－9180

西原村 住民課 096－279－4397

上益城地域

御船町 健康いきいき推進課 096－282－1602

嘉島町 町民課 096－237－1111

益城町 健康づくり推進課 096－234－6123

甲佐町 総合保健福祉センター 096－235－8711

山都町 健康福祉課 0967－72－1229
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地域名 市町村名 担当課等 電話番号

八代地域
八代市 健康推進課 0965－32－7200

氷川町 健康福祉課 0965－52－5852

芦北地域

水俣市 健康高齢課(水俣市保健センター） 0966－62－3028

芦北町 住民生活課(健康づくり推進室保健センター） 0966－86－0200

津奈木町 住民課福祉班 0966－78－3113

球磨地域

人吉市 保健センター 0966－24－8010

錦町 健康保険課(保健センター) 0966－38－2048

多良木町 健康・保険課 0966－42－1100

湯前町 保健福祉課 0966－43－4112

水上村 住民福祉課 0966－44－0313

相良村 保健福祉課 0966－35－1032

五木村 保健福祉課 0966－37－2214

山江村 健康福祉課 0966－24－1700

球磨村 健康衛生課 0966－32－1139

あさぎり町 保健環境課 0966－45－7216

天草地域

天草市 健康増進課 0969－24－0620

上天草市 健康づくり推進課 0969－28－3356

苓北町 福祉保健課 0969－35－1111

がん検診は、市町村で実施期間や料金等が異なりますので、担当等
窓口にお尋ねください。

熊本県健康福祉部健康局　健康づくり推進課　☎096‒333‒2208
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６．緩和ケアについて

（１）緩和ケアとは
　がん患者さんは、がん自体の症状の他に痛み、倦怠
感などさまざまな身体的な症状や、落ち込み、悲しみ
など精神的な苦痛を経験します。緩和ケアは、がんが
進行した時期だけでなく、がんと診断された時から治
療中も必要に応じて身体的・精神的な苦痛を和らげる
ためのケアです。
　がんと診断された時には、気分が落ち込んだり、不
安で眠れないこともあるかもしれません。また、治
療・療養中は食欲がなくなったり、強い痛みが出現し
たり、吐き気、息苦しさ、だるさ(倦怠感)などの身
体の不調がでるかもしれません。このような「つらさ」
は程度の差はあっても多くの患者さんが経験します。
　「症状を和らげる」という緩和ケアの考え方を、診
断されて間もない時期から取り入れることで、身体
的・精神的・社会的・スピリチュアル(霊的)な苦痛
症状を緩和しながら日々の生活の質をより良いものに
していくことができます。
　「がんの治療のことではないから」「痛みやつらいこ
とは仕方がないこと」「気持ちの持ちようだから」と
あきらめる必要はありません。つらい気持ちを教えて
下さい。「人に伝えること」が、あなたの苦痛を和ら
げるきっかけとなります。
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（２）緩和ケアを受ける時期は？
　緩和ケアを、がんの進行した患者さんに対するケア
と誤解し、「まだ緩和ケアを受ける時期ではない」「緩
和ケアを受けたくない」と考えてしまう患者さんやご
家族は少なくありません。
　しかし、本来緩和ケアは患者さんの身体や心のつら
さを和らげることです。生活の質を上げ、その人らし
さを大切にする考え方ですので、診断されてからの期

スピリチュアルペイン

社会的苦痛

身体的苦痛

痛み
息苦しさ
だるさ
動けないこと

精神的苦痛

不安　うつ状態
恐れ　いらだち
怒り　孤独感

仕事上の問題
人間関係
経済的な問題
家庭内の問題
相続問題

人生の意味　　罪の意識
苦しみの意味　死の恐怖
価値観の変化
死生観に対する悩み

全人的苦痛
（トータルペイン）

出典：がん情報サービス『がんの療養と緩和ケア』
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間やがんの種類や強弱によって緩和ケアを受ける・受
けないを決めるというものではありません。
　多くの患者さんは治療に伴う副作用や、これからの
ことへの不安、疼痛などのつらい症状をできる限りな
くしたい・軽減させたいとお考えではないでしょうか。
　痛みはがんの早い時期にも、進行した時期にもみら
れる症状です。痛みが強いままでは、治療もつらく、
生活への影響も大きくなってしまいます。他にも吐き
気、食欲不振、だるさ、気分の落ち込み、孤独感など
に対して適切な治療やケアを受けることは生活の質を
改善させ、自分らしさを守ることとなります。
　緩和ケアは患者さんのどのような病状であっても、
どのような時期でも受けることができます。

がんの治療と緩和ケアの関係
（Ａ：これまでの考え方　Ｂ：新しい考え方）

がんの経過

A がんに対する治療 緩和ケア

がんに対する治療が終了するまで苦痛緩和治療は制限し、治療終了後に緩和ケアを行う

B 緩和ケア

がんに対する治療と並行して緩和ケアを行い、状況に合わせて割合を変えていく

つらさや症状の緩和ケア

がんに対する治療

出典：がん情報サービス『がんの療養と緩和ケア』
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（３）がんの痛みと緩和ケア
　がんに伴う身体の痛みの多くは鎮痛剤を適切に使用
することで症状を和らげることができます。痛みがあ
ることで必要な検査や治療が出来なくなることもあり
ます。また、在宅療養中の患者さんは自宅での生活が
つらいものになってしまいます。痛みをしっかり抑え
ることは、自分らしく過ごすための大切な要素です。
　痛みを和らげるために必要な量は痛みの原因や強さ、
鎮痛剤に対する反応など個人差があります。医師は専
門的な知識と技術に基づいて、それぞれの患者さんに
とって十分に痛みを止めることができる量を、患者さ
んに効果を尋ねながら調節していきます。
　痛みの治療に早すぎるということはありませんので、
なるべく早いうちに相談し、十分な痛みの治療を受け
られるようにしていくことが大切です。
　なお、モルヒネなどの医療用麻薬に対して、「中毒」

「命が縮む」「最後の手段」といった誤ったイメージを
持たれているかもしれません。しかし、がんの痛みの
治療のために医師から適切な指導を受けて使う限り、
医療用麻薬による薬物中毒などの副作用は、認められ
ないことが明らかになっています。
　医療用麻薬の一般的な副作用は、吐き気・嘔吐(お
うと)、眠気や便秘などがありますが、多くの副作用
は予防や治療ができます。医師と相談しながら予防の
ための薬を使うなど、きめ細かく対応すれば安心して
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痛みの治療を受けていただくことができます。

（４）緩和ケアを受ける場合
●緩和ケアチーム
　がん治療と並行して受ける緩和ケアは、主に「緩
和ケアチーム」が担当します。緩和ケアチームは、
担当医や病棟の看護師などと協力して緩和ケアを提

時　期
痛みは１日中あるか、どんなときに痛いのか、たい
ていはよいけれど、時々急に痛くなるのか、など。

場　所
どこが痛いのか、１ヵ所か広い範囲なのか、痛む場
所はいつも同じなのか、など。

感じ方
鋭い痛みか鈍い痛みか、ビリビリ、ジンジン、ズキ
ズキ、しびれた感じ、ヒリヒリ、キリキリ、しめ付
けられる感じ、など。

日常生活への
影響

トイレやお風呂のときつらい、眠れない、食べられ
ない、体が動かせないのが困る、座っているのもつ
らい、何も手につかない、など。

痛みの程度

イメージできる最も強い痛みを「10点」、まったく
痛みのない状態を「０点」とすると、今回の痛みは
何点ぐらいか、など。

●痛みを顔で表すときの例
　痛みの治療を受けるとき、日々「痛み」の変化を
記録しておくと役に立つことがあります。

痛み止めの効果
「途中で切れる」「全体に少し和らいだ」「ほとんど
効果を感じない」など。

して の治療を けていただくことがで ます。 
          

 

がん情報サービス がんの療 と ア  

 

（４）緩和ケアを受ける場合 

ア ーム 
  がん治療と して ける アは、 に

ア ーム が します。 ア ーム

は、 医や病 の などと して

出典：がん情報サービス『がんの療養と緩和ケア』
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供します。
　全国のがん診療連携拠点病院には、すべての医療機
関に緩和ケアチームがあります。これらの医療機関で
は、入院、通院治療を通じて緩和ケアを受けることが
できます。がん診療連携拠点病院以外の医療機関でも、
緩和ケアチームが活動しているところがありますので、
最寄りのがん相談支援センターにご相談ください。
　緩和ケアチームは体と心のつらさなどの治療のほか、
患者さんの社会生活や家族を含めたサポートを行うた
めに、さまざまな職種のメンバーが関与しています。
緩和ケアチームの診療を受けることで、担当医が変わ
ることはありません。緩和ケアチームの診療は、担当
医から勧められることもありますが、患者さんや家族
から希望することもできます。つらい症状が続いてい
る場合には、我慢しないで緩和ケアを受けましょう。
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●緩和ケア外来
　緩和ケア外来は、通院中の患者さんに対して、院内
の緩和ケアチームが行う外来です。入院中に緩和ケア
チームの診療を受けていた患者さんも、退院後引き続
き緩和ケア外来で診療を継続することができます。
　がんの治療が一段落しても、痛みやだるさが残った
り、病状の変化や生活に不安が生じることもあります。
緩和ケア外来を定期的に、あるいは必要に応じて受診
することで、こうした苦痛を軽減できることがありま
す。また緩和ケア外来を行う医療スタッフが、地域の

出典：がん情報サービス『がんの療養と緩和ケア』

緩和ケアチームにかかわるさまざまな職種と役割

医　師
痛みなどの体の症状の緩和を担当する医師と、精神症状
の治療を担当する医師が、担当医と協力して治療を行い
ます。

看護師 患者さんや家族のケア全般についてのアドバイスを行い
ます。転院や退院後の療養についての調整も行います。

薬剤師
患者さんや家族の薬物療法のアドバイスや指導を行いま
す。また、医療者に対して専門的なアドバイスを行いま
す。

ソーシャルワーカー
療養にかかわる助成制度や経済的問題、仕事や家族など
の社会生活、療養先に関するアドバイスなどを担当しま
す。

心理士 気持ちの問題などについてカウンセリングを行ったり、
心理検査などを行います。家族のケアも担当します。

栄養士
食べたりのんだりすることにかかわる問題に対応して食
事の内容や食材、調理法についてのアドバイスを行いま
す。

リハビリテーション 患者さんの自立を助け、日常生活の維持のためのアドバイスや治療を行います。
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診療所や訪問看護ステーションと連携して、自宅での
緩和ケアを支援する場合もあります。
　緩和ケア外来についてはかかりつけの医療機関や最
寄りのがん相談支援センターにご相談ください。

●在宅緩和ケア
　多くの患者さんにとって、自宅は安心できる療養環
境ではないでしょうか。体の状態が安定していれば、
自宅での療養は難しいことではありません。病院で受
けている治療を自宅で継続することは難しいと思うか
もしれませんが、緩和ケアで行われる治療のほとんど
は、病院でも自宅でも同じように行うことができます。
飲み薬による治療ばかりでなく、注射による治療のた
めのポンプや、点滴などの処置も、自宅でできるよう
になってきています。
　自宅での緩和ケアでは、在宅療養についての専門的
な知識を持った訪問診療医(かかりつけ医)や訪問看
護師、リハビリ技師、薬剤師、ホームヘルパー等が協
力してサポート態勢を整えます。
　自宅に戻れば生活のペースは患者さんや家族に合わ
せたものになります。訪問診療医や訪問看護師は、患
者さんの生活のペースを守りながら緩和ケアを提供し
ます。自宅だけでなく、介護施設やグループホームな
ど、さまざまな場所で在宅緩和ケアを受けられること
もあります。
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　自宅での緩和ケアを選択したからといって、病院と
のつながりが完全になくなるわけではありません。訪
問診療医を通じて病院の担当医や緩和ケアチームとの
連携を継続し、必要に応じて治療やアドバイスを受け
ることもできます。
　安心して自宅で緩和ケアを受けるためには、訪問診
療医や訪問看護師などと、療養の目的や希望について
十分に話し合い、患者さんと家族の不安を少なくして
おくことが大切です。

●緩和ケア病棟
　緩和ケア病棟に入院できる患者さんは、がんの進行
に伴う体や精神的な症状があり、がんを治すことを目
標にした治療(抗がん剤治療やホルモン療法、放射線
治療や手術など)を行っていない方が対象となってい
ます。
　また、在宅緩和ケアを受けている患者さん・家族の
肉体的、精神的疲労を軽減することを目的とした短期
入院(レスパイト)など入院形態は多様化しています。
医療機関によって患者さんの受入れの基準や入院まで
の手順(流れ)が異なる場合がありますので、詳しく
は下記の医療機関にお尋ね下さい。
　多くの職種がかかわることは緩和ケアチームと変わ
りませんが、宗教家やボランティアなどがチームの一
員として参加している施設もあります。
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医療機関 病床数 相談窓口 住所 電話番号

人吉医療センター 30床 がん相談センター 人吉市老神町35 0966‒22‒2191

阿蘇温泉病院 15床 医療福祉相談室 阿蘇市内牧1153‒1 0967‒32‒5250

山鹿市民医療センター 13床 がん相談支援センター 山鹿市山鹿511 0968‒44‒2185

合志第一病院 22床 地域連携室 合志市御代志812‒2 096‒242‒2745

熊本地域医療センター 14床 地域医療連携室 熊本市中央区本荘5‒16‒10 096‒363‒3311

メディカルケアセンターファイン 21床 地域連携室 熊本市東区三郎1‒12‒24 096‒383‒5555

鶴田病院 20床 地域連携 熊本市東区保田窪本町10‒112 096‒382‒0500

イエズスの聖心病院 22床 地域連携室 熊本市西区上熊本2‒11‒24 096‒352‒7181

朝日野総合病院 21床 地域医療連携室 熊本市北区室園町12‒10 096‒344‒3000

御幸病院 20床 地域医療連携室 熊本市南区御幸笛田6‒7‒40 096‒378‒1166

桜十字病院 21床 地域連携室 熊本市南区御幸木部1‒1‒1 096‒378‒1111

参考資料：がんになったら手にとるガイド
　　　　　がん情報サービス『がんの療養と緩和ケア』
　　　　　日本ホスピス緩和ケア協会 HP
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７．がんに関する相談窓口のご紹介

No. 医療機関名 連絡先

1 熊本大学医学部附属病院　＊
熊本市中央区本荘1－1－1
096－373－5676

2 国立病院機構熊本医療センター　＊
熊本市中央区二の丸1－5
096－353－6501（代表）

3 くまもと森都総合病院
熊本市中央区新屋敷1－17－27
096－364－6000（代表）

4 熊本地域医療センター
熊本市中央区本荘5－16－10
096－363－3311（代表）

5 高野病院
熊本市中央区帯山4－2－88
096－384－1011（代表）

6 熊本市立熊本市民病院　＊
熊本市東区湖東1－1－60
096－365－1864

7 熊本赤十字病院　＊
熊本市東区長嶺南2－1－1
096－384－2111（代表）

8 済生会熊本病院　＊
熊本市南区近見5－3－1
096－351－8524

9 熊本中央病院
熊本市南区田井島1－5－1
096－370－3111（内線：2232）

10 荒尾市民病院　＊
荒尾市荒尾2600
0968－63－1115（内線：536）

11 山鹿市民医療センター
山鹿市山鹿511
0968－44－2185（代表）

12 国立病院機構熊本再春荘病院
合志市須屋2659
096－242－1000（代表）

13 熊本労災病院　＊
八代市竹原町1670
0965－33－4151（内線：292）

14 熊本総合病院
八代市通町10-10
0965－32－7111（代表）

15 天草地域医療センター
天草市亀場町食場854－1
0969－24－4111（代表）

16 天草中央総合病院
天草市東町101
0969－22－0011（代表）

がん診療連携拠点病院「がん相談支援センター」
　患者さんやご家族あるいは地域の方々にがんに関する情報を提供しています。
お気軽にご相談ください。
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No. 医療機関名 連絡先

17 人吉医療センター　＊
人吉市老神町35
0966－22－2191（内線：240）

18 水俣市立総合医療センター
水俣市天神町1－2－1
0966－63－2101（代表）

19 国立病院機構熊本南病院
宇城市松橋町豊福2338
0964－32－0826（代表）

「＊」は国指定がん診療連携拠点病院
他は熊本県指定がん診療連携拠点病院です
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８．がんサロンのご紹介

●がんサロンはこんな場所…
・患者仲間で安らぐための空間
・対話をとおして患者・家族の不安や孤独化を緩和す

る場所
・よりよく過ごすきっかけを自分のペースでみつける
　場所
・がん医療に対する情報交換をする場所

●がんサロン一覧
サロン名 開催日時 場所 会費 連絡先

①
菊池がんサロン
しいの木

毎月5日
10時～12時

菊池市七城町
300円
茶菓子代込み

090‒7269‒4173

②
済生会がんサロン
なでしこ

毎月第1水曜日
13時半～15時

済生会熊本病院
医療談話室

無料
済生会医療相談室
096‒351‒1022

③
国立病院機構熊本医
療センター
二の丸がんサロン

毎月第1金曜日
13時～15時

熊本医療センター
2階研修室

無料
熊本医療センター
096‒353‒6501（代）

④
荒尾がんサロン
ひまわり

毎月第2火曜日
13時～14時

荒尾市民病院
正面玄関右横
（患者図書室けやき）

200円
お茶代通信費

荒尾市民病院
相談支援センター
0968‒63‒1115（内線508）

⑤
新屋敷がんサロン
ほほえみ

毎月第2火曜日
14時半～15時半

くまもと森都総合病院
循環器外来前

無料
くまもと森都総合病院
地域医療連携室
096‒364‒6000（代）

⑥
金峰山がんサロン
できたしこボチボチ
いこう楽遊彩

3月～12月
第2水曜日
11時～14時

熊本市西区
500円
食事代

090‒4474‒5368

⑦
八代がんサロン
秋桜 cosmos

毎月第2水曜日
13時～15時

熊本労災病院 無料
熊本労災病院　がん相談支援室
0965‒33‒4151（内線292）

⑧ 出水南がんサロン
毎月第3木曜日
19時～21時

熊本市中央区
300円
茶菓子代込み 096‒379‒3791

⑨
くまちゅうがんサロン
クローバー

毎月第2金曜日
13時～15時

熊本中央病院 無料
熊本中央病院　相談支援室
096‒370‒3111（代）

⑩ 帯山がんサロン
毎月第2土曜日
13時半～15時半

高野病院 無料
高野病院
096‒384‒1011（代）

⑪ 熊本がんサロン
毎月第3火曜日
10時～12時

熊本大学医学部附属病院
西病棟3Fカンファレンス室

無料
熊本大学医学部附属病院
がん相談支援センター
096‒373‒5676

⑫
有明がんサロン
樹の家

毎月第3火曜日
13時～15時

複合介護施設風の杜
ふれあいホール

300円
茶菓子代込み

西原クリニック
0968‒62‒0622（代）
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サロン名 開催日時 場所 会費 連絡先

⑬ くま川がんサロン
毎月第3水曜日
13時～15時

人吉医療センター
多目的室

無料
人吉医療センター
相談支援センター
0966‒22‒2191（代）

⑭
がんサロン天草
たんぽぽの会

毎月第3水曜日
13時～15時

天草中央総合病院 無料
天草中央総合病院
0969‒22‒0011（代）

⑮ 玉名がんサロン 現在休止中

⑯ がんサロン再春
毎月第3木曜日
13時半～15時半

熊本再春荘病院
研修センター1階

無料
熊本再春荘病院　地域連携室
096‒242‒1000（代）

⑰ がんサロン宇城
毎月第3金曜日
14時半～16時

熊本南病院
1病棟面談室

無料
熊本南病院　地域医療連携室
0964‒32‒0826（代）

⑱
働き＆子育て世代の
ためのがんサロン

毎月第3土曜日
14時～16時

ウェルパルくまもと 無料
熊本市保健所　医療政策課
096-364-3186

⑲
湖東がんサロン
もくせい

毎月第4火曜日
14時～16時

熊本市立熊本市民病院
新館4階会議室

無料
熊本市民病院　がん相談支援センター
096‒365‒1864（内線3200）

⑳
長嶺がんサロン
CROSS（クロス）

毎月第4水曜日
10時～12時

熊本赤十字病院 無料
熊本赤十字病院
がん相談支援センター
096‒384‒2111（内線6892）

㉑
みふねがんサロン
いきいき茶論

毎月第4金曜日
10時～12時

御船町保健センター
2階研修室

無料
御船がんサロン世話人会
050‒3453‒0918

㉒
上天草がんサロン
アクアマリン

毎月第4金曜日
13時30分～
15時30分

上天草総合病院 無料
上天草総合病院
0969‒62‒1122（代）

㉓ 産山がんサロン 不定期 産山村診療所和室 無料
産山村役場住民課保健師
0967‒25‒2211（代）

㉔ 山鹿がんサロン
偶数月第1土曜日
10時～11時30分

山鹿市民医療センター
1階 医療研修センター

無料
山鹿市民医療センター
0968‒44‒2185（代）

㉕
グリーフケアサロン
縁（まる）カフェ

奇数月第3土曜日
10時～12時

ウェルパルくまもと 無料
熊本大学医学部附属病院
がん相談支援センター
096‒373‒5676

㉖
水俣市立総合医療セ
ンター
がんサロン　未来へ

毎月第3金曜日
14時～
2時間程度

水俣市立総合医療セン
ター
西館6階会議室

無料
水俣市立総合医療センター
地域医療支援室
0966‒63‒8833

※一覧に記載してあるサロンは、がんサロンネットワーク熊本に加
入しているサロンです。
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９.小児がん・希少がん・中皮腫について

（１）小児がんについて
　小児がんは、小児がかかるさまざまながんの総称で
す。血液のがんである白血病や悪性リンパ腫を除き、
大人では稀なものばかりです。胃がんや肺がんなどは、
子どもには見られません。

＜主な小児がん＞

白血病 血液のがんです。小児がんのうち約40％
を占めます。

脳腫瘍 頭蓋骨（ずがいこつ）の中にできた腫瘍
です。白血病に次いで多く、小児がんの
約20％を占めます。子どもに多い脳腫瘍
はグリオーマ（神経膠腫（しんけいこう
しゅ））、胚（はい）細胞腫瘍、髄芽腫（ず
いがしゅ）などです。

神経芽腫 交感神経のもとになる細胞から発生する
腫瘍です。腎臓の上にある副腎や交感神
経節（背骨のわき）などから発生します。

悪性リンパ腫 リンパ節、脾臓（ひぞう）、骨髄（こつず
い）など、細菌やウイルスの排除などの
免疫機能をつかさどるリンパ組織から発
生するがんです。リンパ組織は全身に及
んでいることから、全身のあらゆる部位
に発生する可能性があります。

ウィルムス腫瘍
（腎芽腫）

子どもの腎臓にできる腫瘍です。胎児期
にある程度大きくなり、ほとんどが乳幼
児期に発症します。

出典：国立がん研究センター小児がん情報サービスより
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　専門の医療機関や治療など小児がんに関する情報は、
診断された医療機関やがん診療拠点病院のがん相談支
援センター、国立がん研究センター小児がん情報サー
ビスなどをご利用ください。

●医療費の助成
　子どもの病気に関する医療費の助成があります。対
象年齢やご負担額などは、お住まいの市町村で異なり
ますので、詳しくは市町村窓口にお尋ね下さい。
　また、小児のがんは、１８歳まで利用が可能な「小児特
定疾病医療費助成制度」が利用できます。負担金は、
所得により負担上限額が決められます。管轄の保健所

(熊本市は各区役所の福祉課)において手続きが必要です。

●病児・病後児保育事業
　子どもが病気の際に、保護者の勤務等の都合により
家庭で保育を行うことができない間、病院・保育所等
で病気の児童を一時的に保育する制度です。
　病児とは、回復期に至らないが、入院治療を必要と
せず、当面の症状の急変が認められない子どものこと
です。病後児とは、病気の回復期であるが、集団保育
が困難な子どものことをいいます。
　お預かりする施設には、保育士、看護師等が配置さ
れています。開設日・開館時間・利用料金・対応可能
な症状は、施設によって異なります。また、施設の利
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用には、事前の登録が必要な場合もあります。
　詳しくは、各施設・各実施市町村役場へお問い合わ
せ下さい。
市町村名 施設名 住所 電話番号
熊本市 エーネホーム（慈愛園乳児ホーム）熊本市中央区神水1‒14‒1（慈愛園） 096‒383‒7553
熊本市 みるく病児保育室 熊本市西区新土河原2‒8‒34 096‒351‒8825

熊本市 グリム病児保育室（おがた小児科内）熊本市西区花園5‒24‒89（おがた小児科） 096‒326‒5411

熊本市 キンダーハウス杉村病院付属病児保育室 熊本市中央区本荘3‒2‒13 096‒371‒9395

熊本市 病児保育みらい
（にのみやクリニック内）

熊本市中央区帯山2‒12‒10
（にのみやクリニック内） 096‒381‒8766

熊本市 病児保育エミー（えがみ小児科内）熊本市北区楠8‒16‒63（えがみ小児科）096‒339‒0331

熊本市 病児保育室いちご
（雁回まこと保育園内） 熊本市南区富合町木原1410‒1 096‒358‒1500

熊本市 病児・病後児保育ふわっと
（ふわわ保育園内） 熊本市東区桜木1丁目11‒7 096‒367‒8030

八代市 病児・病後児預かり「キッズルーム」
（八代乳児院）

八代市郡築十二番町71‒2
（八代乳児院） 0965‒37‒2227

八代市 病児・病後児預かり「キッズケアホーム」八代市横手新町7-18　谷口ハイツ201 0965‒32‒0544

人吉市 病児・病後児保育施設あひるハウス
（増田クリニック内） 人吉市五日町44（増田クリニック内）0966‒22‒3570

荒尾市 病児保育施設キューピット
（こどもクリニック友枝内） 荒尾市荒尾4160‒256 0968‒65‒8181

玉名市 ひだまりキッズ（公立玉名中央病院）玉名市中1950番地 0968‒72‒9001
山鹿市 病後児保育室あすなろ（山鹿保育園内）山鹿市川端町402（山鹿保育園） 0968‒43‒1281

菊池市 菊池みゆき保育園
病後児保育施設「カンガルーのポケット」菊池市北宮308番地1 0968‒25‒3602

宇土市 一般社団法人宇土地区医師会　病児・病後児
保育施設「パンダ」

宇土市三拾町264
（宇土地区医師会館） 080‒1795‒9595

宇城市 豊福保育園子育て総合支援センター 宇城市松橋町両仲間718‒1 0964‒33‒4500
宇城市 頌和保育園病後児保育室 宇城市三角町三角浦1193‒2 0964‒52‒2106

合志市 病児・病後児保育室「すこやか」合志市須屋2251‒1（合志市保健福祉センターふれあい館内） 096‒242‒7008

合志市 病児・病後児保育室「陽（ひかり）」 合志市幾久富1909‒827（南ヶ丘福祉支援センター輝き館内） 096‒288‒2240

大津町 病後児保育施設「ひだまり」 菊池郡大津町大字大津1156‒3
（大津町子育て・検診センター内）096‒294‒9511

菊陽町 病後児保育室こあら 菊池郡菊陽町武蔵ヶ丘北1‒6‒34
（ふれあい交流福祉支援センター内） 096‒337‒6876

御船町 御船みるく病児保育室
※甲佐町・嘉島町・甲佐町と共同設置 上益城郡御船町大字木倉554‒2 096‒282‒2668

益城町 病児・病後児保育室 たんぽぽルーム
（はがこどもクリニック内） 上益城郡益城町大字宮園408 096‒289‒7020

多良木町 病児・病後児保育「ホッと館」※あさぎり町・湯前町・水上村との共同設置
球磨郡多良木町大字多良木4210
（球磨郡公立多良木病院） 0966‒42‒2560

球磨村 渡保育園「エンジェルハウス」 球磨郡球磨村大字渡乙763 0966‒33‒0125

山江村 山江村病児・病後児保育事業
『あひるハウス』 人吉市五日町44（増田クリニック内）0966‒22‒3570
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（２）希少がん
　希少がんとは、年間の発生率が人口１０万人当たり６
例未満のがんのことです。(2014.2.16希少がん対策
WS より)種類は大きくは４つに分類されます。

①肉腫（サルコーマ）
　肉腫は、全身の骨や軟部組織(脂肪、筋肉、神経な
ど)から発生する悪性腫瘍の総称です。悪性腫瘍全体
の中で肉腫の割合は約1％です。肉腫には骨の肉腫、
子宮肉腫、軟部肉腫、小児の肉腫、体幹の肉腫、小児
の固形悪性腫瘍、後腹膜の肉腫、GIST(ジスト)など
があります。

②脳腫瘍
　脳腫瘍は、脳の細胞や神経・脳を包む膜から発生す
る原発性脳腫瘍と、他のがんなどが脳に転移した転移
性脳腫瘍と大きく2つの種類があります。

③皮膚腫瘍
　皮膚は表皮、真皮、皮下組織、皮膚付属器に分ける
ことができ、皮膚腫瘍は、それらをつくっている細胞
から生まれたがんのことです。悪性黒色腫、血管肉腫、
有棘細胞がん、乳房外パジェット病、汗腺がん、メル
ケル細胞がん、脂腺がん、毛包がんなどがあります。

④眼腫瘍
　眼は、眼球と眼付属器(眼瞼、結膜、眼窩、涙腺な
ど)に分けられ、それぞれの部位で異なった多種多様
の腫瘍が生じます。網膜芽細胞腫、涙腺がん、脈絡膜
悪性黒色腫、眼付属器リンパ腫、眼内リンパ腫、眼窩
肉腫、眼瞼腫瘍、視神経腫瘍などがあります。
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　いずれも数が少ないことから、まだ治療法が確立し
ていないものもあります。また、種類が少ないため、
きちんとした診断がつかないこともあるようです。
　国立がん研究センターなど経験豊富な医療機関にご
相談されるとよいでしょう。
※国立がん研究センター希少がんセンターのホームページより引用

（３）中皮腫がんについて
　肺や心臓などの胸部の臓器や胃腸・肝臓などの腹部
の臓器は、胸膜、心膜、腹膜に包まれ、この薄い膜に
は中皮細胞が並んでいます。この中皮細胞から派生す
るがんを中皮腫といいます。発生する場所によって、
胸膜中皮腫、心膜中皮腫、腹膜中皮腫などがあります。

 
※国立がん研究センター情報がん情報サービスホームページより引用 

 
中皮腫は、そのほとんどがアスベスト（石綿）を吸

ったことにより発生し、仕事でアスベストを扱った人

だけでなく、家族やアスベスト関連の工場周辺のお住

まいの方にも発生しています。アスベストを吸ってか

ら中皮腫が発生するまでには 25 年～50 年程度かかる

とされています。 
全ての中皮腫の治療には公的な補助制度があります

ので、お住まいの地区の保健所やがん拠点病院の相談

支援センターやおかかりの医療機関の医療ソーシャル

ワーカーなどにご相談ください。 
 
 

  

※国立がん研究センター情報がん情報サービスホームページより引用
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　中皮腫は、そのほとんどがアスベスト(石綿)を
吸ったことにより発生し、仕事でアスベストを扱った
人だけでなく、家族やアスベスト関連の工場周辺のお
住まいの方にも発生しています。アスベストを吸って
から中皮腫が発生するまでには25年～50年程度かかる
とされています。
　全ての中皮腫の治療には公的な補助制度があります
ので、お住まいの地区の保健所やがん拠点病院の相談
支援センターやおかかりの医療機関の医療ソーシャル
ワーカーなどにご相談ください。
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10．災害時の窓口や備えについて

　近年自然災害が増えており、避難生活を余儀なくさ
れることもあるかもしれません。日頃から災害時への
備えについて考えておきましょう。

●一般的な非常持ち出し物品のリスト中に、病気の療
養上必要な物品、お薬手帳、「私のカルテ」などを入
れておきましょう。物品によっては避難所にないもの
やすぐに手に入らないものもあります。準備すること
が可能なものは1週間程度の物品を備えておくとよい
でしょう。
●災害の規模や場所によっては、治療を受けている医
療機関と連絡が取れない場合もあります。治療してい
る医療機関名と電話番号、現在服用中のお薬の名前な
どは、きちんとメモしておきましょう。
※お薬手帳や「私のカルテ」も利用できます。
●避難所は大勢の方がおり、災害発生直後は混乱する
ことが予測されます。医療的な配慮が必要な場合は、
遠慮なく、避難所の医療関係者に申し出ましょう。
●避難所で特別な配慮が必要な場合は、事前にお住ま
いの地区の市町村役場の担当課でご相談しておくとよ
いでしょう。また、市町村によっては福祉避難所を設
けることもありますので、事前に確認しておくとよい
でしょう。
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11．旅行時のポイント

　旅行は気分転換にもなります。楽しい旅行とするた
め、事前に次のことをチェックしておきましょう。

●旅行について主治医の先生とよく相談し、旅行先で
の注意事項など確認しておきましょう。また、旅行先
でもし具合が悪くなった場合に相談できる医療機関等
についても、相談しておくとよいでしょう。
●移動手段などで医療的な配慮が必要な場合は利用
する交通機関、また宿泊先で食事やお風呂など配慮
が必要な場合は宿泊予定の施設と、事前に相談して
おきましょう。旅行会社を利用される場合は、事前
に旅行会社に相談しておくと、関係先へ連絡してく
れるでしょう。
●旅行の時はお薬手帳や「私のカルテ」なども持って
いくとよいでしょう。
●海外旅行の場合は主治医の先生へ相談し、英語で作
成した診療情報提供書や処方内容を作成してもらいま
しょう。
●海外へ旅行する方で痛みのコントロールのために医
療用麻薬を使用されている場合は、利用する航空会社
で取り決めが異なりますので、事前に航空会社へ連絡
し相談しておきましょう。
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12．備忘録

ご自身の病気等を記録しておきましょう。
ご氏名：　　　　　　　　　　　　　　　

生年月日：大・昭・平　　年　　月　　日
性別：男性・女性　　血液型：Ａ・Ｂ・Ｏ・ＡＢ　型
保険証　種別　　　　記号・番号 
病名 

手術日：平成　　　年　　月　　日
　　　　平成　　　年　　月　　日
連絡先
●医療機関①　　　　　　　　病院・医院　　
　診療科：　　　　　　科　担当医：　　　　先生
　℡(　　　)　　－　　　　　　　
●医療機関②　　　　　　　　病院・医院　　
　診療科：　　　　　　科　担当医：　　　　先生
　℡(　　　)　　－　　　　　　　
●家族の連絡先①
　　　　　　　　　様　続柄　　　　℡ 
●家族の連絡先①
　　　　　　　　　様　続柄　　　　℡ 
アレルギー　　無・有(　　　　　　　　　　　)
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13．がんの情報について

　インターネットをご利用できる方は、がんの情報を
提供している「がん情報サービス http://ganjoho.jp」
をホームページで閲覧することができます。
　インターネットをご利用できない場合も各種がん
に関する情報冊子や「がんになったら手にとるガイ
ド」などの書籍もございますのでご利用下さい。

●各種がんに関する情報冊子
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≪発行≫

　熊本県

　熊本県がん診療連携協議会

　相談支援・情報連携部会

　（がん専門相談員ワーキンググループ）
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