
　　　　　　＊裏面にも情報を掲載しています。ご覧ください。

子どもにどう

説明したら？

１．利用できる公的制度について
○高額療養費 ○傷病手当金など

２．就業規則など社内制度に関すること
休職期間、休職期間中の給与の条件等が明確

化されることで治療や復職スケジュールなど

具体化できます。辞めると失ってしまう権利

がないかも確認をしましょう。

３．治療内容や今後の見通しについて
治療のスケジュール、治療内容、治療による

副作用や後遺症、その対処や注意点等を担当

医に確認してみましょう。

○がんと仕事
（国立がん研究センターがん対策情報センター）
今や、国民の2人に1人は一生のうちに1回はがんにな
ると言われています。しかし、がんになっても、治療

をしながら、仕事を続けていく人も増えてきています。

体験者からのアドバイスやコラム、そして役立つ資料

も紹介しています。

～はたらく世代の人へ～

☆現在の状態、当面のスケジュール（必要時、勤務先と医療機関の連携も可能です）

☆仕事に関する希望（配慮してほしいことなど）

☆辛いことや何か困ったことがあればひとりで悩まずご相談ください。
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同じような気持ちを

抱えている人たちの

話もきいてみたい。

仕事を辞めなきゃ

いけないのか？

困ったときに相談

できるところはあるの？

医療費や生活のこと、

育児のことも心配・・・。



NTT東日本関東病院

 品川区東五反田5-9-22

電話０３−３４４８−６２８０

平日（月～金曜）9:00～17：00

（対面相談は要予約）

施設・検索名称 連絡先等

国立がん研究センター

がん情報サービスセンター

東京都がんポータルサイト

がんと共に働く「知る・伝える・動き出

す」 信頼できる正しいがんの様々な情

報を掲載しています。

東京都福祉保健局ホームページにて、が

んに関する様々な情報を掲載していま

す。

がん診療連携拠点病院

がん相談支援センター

        （＊1）
昭和大学病院
（総合サポートセンター）

 品川区旗の台１−５−８

電話０３−３７８４−８７７５

月～土曜  8：30～17：00

（土曜は受付のみ）

・病気や治療に関する情報、症状について、

精神的な事、経済的なご心配事等療養に関す

る不安や悩みについて相談できます。他の病

院にかかっている方でもご利用できます。

（NTT東日本関東病院では、月に１回社会保

険労務士によるお仕事相談会を開催していま

す。詳しくはNTT東日本関東病院のホーム

ページをご覧下さい。）

・品川区以外にあるがん診療連携拠点病院が

ん相談支援センターについては、下記の名称

で検索してご確認ください。

「東京都のがん相談支援センター」

AYA(あや)世代（思春期

や若年成人）のがん患者

の方へ（国立がん研究セ

ンター監修）

「がん相談ホットライン」がんに関する心配

や悩みについて、看護師・社会福祉士がご相

談をお受けしています。

一人概ね２０分、予約不要。

AYA(あや)とは「Adolescent and Young

Adult」（思春期や若年成人）の略で、一般

的に15歳から39歳位までの年齢層をさしま

す。学業、就職、恋愛など様々なライフイベ

ントの中での患者さんの想いや現状を知るこ

とができます。

公益財団法人

日本対がん協会
電話による「がん相談」

「専門医師による無料相談」は、2021年4月以降休止しています。

０３−３５４１−７８３０
毎日（年末年始を除く）

10：00～13：00

15：00～18：00

がんに関する情報・相談

−２−

検索

検索

検索

検索

検索

検索



公益財団法人

日本対がん協会

就労相談

・社会保険労務士による「がんと就労」電話相談

一人４０分 予約制 無料

・がんサバイバークラブ（がん患者さんの「治り

たい」「普通の生活がしたい」「支えたい」を実

現する情報を提供しています。）

０３−３５４１−７８３５

平日（月～金曜）

10：00～17：00

小児がん医療相談

ホットライン

がん患者団体・

支援団体

がん患者団体・支援団体の情報

掲載団体一覧（東京都福祉保健局）

施設・検索名称 相談内容・検索ワード等 連絡先等

認定NPO法人

マギーズ東京

看護師や心理士が、話をよくお聴きし、ご

一緒に考えるお手伝いをしています。活用

できる社会資源は？治療をしながらの食事

や暮らしは？リラックスする工夫など、必

要としている実用的・心理的・社会的なサ

ポートを探すお手伝いをしています。お茶

を飲んだり、本を読んだり、静かに時を過

ごすこともできます。チャリティで運営さ

れており、利用は無料です。

 

江東区豊洲6-4-18
電話０３−３５２０−９９１３

Fax ０３−３５２０−９９１４

開館時間 月～金曜の平日

   10：00～16：00

東京都

がん経験者による

ピアサポート窓口

東京都では、がん患者さんやその家族が抱いてい

る不安や悩みについて心のケアをするため、がん

の経験者が親身になって受け止め、自らの体験を

生かした相談を行っています。下記のがん診療連

携拠点病院２か所で相談支援事業を実施していま

す。（相談無料）東京都立駒込病院・武蔵野赤十

字病院

毎月第３金曜日

受付時間 18時～20時 詳しくは

がんと仕事に関する相談
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品川区「がんの夜間相談窓口」

小児がんは発生数が大人のがんにくらべて少なく、診断や治療

には高度な専門知識と技術が必要です。国立成育医療研究セン

ター小児がんセンターでは、小児がんの患者さんやご家族から

の医療内容に関する相談を随時お受けしています。

（相談無料） ０３−５４９４−８１５９ 平日10時～16時



施設・検索名称 相談内容・検索ワード等 連絡先等

一般社団法人

ＣＳＲプロジェクト

がん治療に伴う就労や再就職に関する不安などを相談できます。

（採用の相談はできません。）がんを経験した社会保険労務士、

産業カウンセラー、キャリアカウンセラー等が相談に対応して

います。ホームページ内専用フォームより受け付けています。

就労セカンドオピニオン「電話で相談・ほっとコール」

ハローワーク

「⾧期療養者

（がん患者等）

就職支援事業」

東京都社会保険労務士会

東京労働局総合労働相談

コーナー

労働条件、解雇、採用等を含めた労働問題に関するあら

ゆる分野の相談を、専門の相談員が電話あるいは面談で

受けています。勤務先所在地を管轄する労働局もしくは

労働基準監督署に設置された総合労働相談コーナーが相

談先となります。都内の総合労働相談コーナーは、下記

にて確認ができます。厚生労働省ホームページからの

検索；「厚生労働省 総合労働相談コーナー東京」

解雇、賃金、人事、配置転換、労働契約等の相談窓口です。

面談による相談（予約制）は下記の通りです。

  千代田区神田駿河台4-6

   御茶ノ水ソラシティ アカデミア４F

   電話 ０３−５２８９−８８３３

   予約受付 平日10：00～16：00

・がん、肝炎等により⾧期療養（経過観察・通院

等）が必要な方へ就職支援相談員を配置。がん診

療拠点病院等と連携し、個々の希望や治療状況を

踏まえた職業相談、職業紹介を実施しています。

＊障害がある方の窓口は、各ハローワークにあり

ます。

ハローワーク品川：港区芝５−３５−３

電話０３−５４１９−８６０９

ハローワーク飯田橋

専門援助第１部門（⾧期療養者担当）

文京区後楽１−９−２０

電話０３−３８１２−８６０９

  部門コード（４３♯）

Fax ０３−３８１１−９０７７

東京産業保健総合支援センター

東京労災病院

両立支援に関するご相談や支援内容につい

て、お気軽にお問合せください。

[東京産業保健総合支援センター ］

電話０３−５２１１−４４８０

月～金曜（祝日を除く）13：30～16：30

[東京労災病院] （両立支援相談窓口）

 電話０３−６４２３−２２７７

 月～金曜（祝日を除く）8：15～12：00

[東京産業保健総合支援センター ］

[東京労災病院]

−４−

がんと仕事に関する相談



高額療養費の貸付け

身体障害者手帳

手足や目・言語・耳・心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・

膀胱・直腸などに障害のある方が、様々な制度・援

助を利用するために必要な手帳です。障害の程度に

よって１～６の等級に分かれています。申請等につ

いては右記へご相談下さい。

品川区障害者支援課障害認定事務係

電話 ０３−５７４２−６７１０

Fax  ０３−３７７５−２０００

 平日（月～金）8：30～17：00

医療機関で支払った額が一定額を超えた方に、資金

を無利子、無保証人でお貸しします。

[貸付条件]①品川区の国民健康保険に加入してお

り、区内に3か月以上居住していること。②前年度所

得金額が500万円以下。

[貸付額]支払った医療費のうち、高額療養費の9割を

お貸しします。

[返済方法]高額療養費を貸付金の返済にあて清算し

ます。詳しくは右記へお問合せ下さい。

●品川区生活福祉課保護事務係

電話 ０３−５７４２−６７１３

Fax  ０３−５７４２−６７９８

 平日（月～金）8：30～17：00

「限度額適用認定証」

「限度額適用・標準負担

額減額認定証」の交付

医療費が高額になることが事前にわかった場合は、

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減

額認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示

するか、その窓口で電子的確認を受けると、医療費

が自己負担限度額までとなります。また、適用区分

が「オ」、「Ⅱ」、「Ⅰ」の方は、入院時の食事負

担額が減額されます。70歳以上の方で、適用区分が

「一般」および「現役並み所得Ⅲ」の方は、「高齢

受給者証」が限度額適用認定証の役割を果たします

ので、認定証は必要ありません。詳しくは右記へお

問合せ下さい。

後期高齢者医療制度

に加入の方
「限度額適用・標準負担

額減額認定証」「限度額

適用認定証」の交付

[自己負担割合が1割の方] 世帯全員が住民税非課税

の場合は、申請により「限度額適用・標準負担額減

額認定証」の交付を受けることができます。医療機

関等の窓口に提示すると、保険適用の医療費の自己

負担限度額の区分Ⅰ・Ⅱが適用され、入院時の食費

が減額されます。

[自己負担割合が3割の方] 同じ世帯の後期高齢者医

療被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万

円未満の場合は、申請により「限度額適用認定証」

の交付を受けることができます。医療機関等の窓口

に提示すると保険適用の医療費の自己負担限度額の

現役並み所得Ⅰ・Ⅱが適用されます。

詳しくは右記へお問合せ下さい。

●後期高齢者医療制度に加入の方

国保医療年金課高齢者医療係

電話 ０３−５７４２−６７３６

Fax  ０３−５７４２−６７４１

平日（月～金）8：30～17：00

火曜日のみ  8：30～19：00

●品川区の国民健康保険に加入の方

品川区国保医療年金課給付係

品川区広町２−１−３６

電話０３−５７４２−６６７７

Fax ０３−５７４２−６８７６

平日（月～金）8：30～17：00

火曜日のみ  8：30～19：00

※健康保険協会・組合、国民健

康保険組合、共済組合、船員保

険に加入の方は、各保険者へご

確認下さい。

施設・検索名称 相談内容・検索ワード等 連絡先等

高額療養費の支給等

病気やけがで医療機関にかかり、医療費が高額に

なった場合、申請により高額療養費が支給されま

す。該当された場合は、世帯主あてに申請書を送付

します。
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医療費・生活費など



生活保護

病気で仕事ができない、収入が途絶えたり、減少し

たなど様々な理由で生活が苦しい場合に、経済的援

助を行う制度です。生活保護を受けるにはいくつか

の要件があります。詳しくは、右記へお問い合わせ

下さい。

●品川区生活福祉課相談係

電話 ０３−５７４２−６７１４

Fax  ０３−５７４２−６７９８

 平日（月～金）8：30～17：00

各種資金の貸付

生活福祉資金等の資金の貸付を行っています。対象

世帯、貸付上限額、条件、利子、返済期間が対象資

金、状況により異なります。詳しくは右記へお問い

合わせ下さい。

●品川区社会福祉協議会

大井1-14-1大井１丁目共同ビル内

電話 ０３−５７１８−７１７１

Fax  ０３−５７１８−７１７０

平日（月～金）9：00～12：00、

        13：00～17：00

生活困窮者
仕事や健康などで生活にお困りのときは、ご相談く

ださい。状況に応じた相談支援を行います。詳しく

は、右記までお問合せください。

●品川区暮らし・しごと応援センター

電話 ０３−５７４２−９１１７

Fax  ０３−５７４２−６７９８

平日（月～金）9：00～12：00、

          13：00～17：00

傷病手当金

会社員や公務員などが、病気やけがで仕事を休んだ

ために、給料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

か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。

●勤務先へご確認下さい。

障害年金

病気やけがが原因で障害が残り、生活や仕事に支障

をきたした時に支給される場合があります。障害年

金を受けるためには、一定の保険料の納付要件があ

り、また初診日から１年半経過した時に一定の障害

の状態にあることなどの要件があります。

初診日に加入していた年金制度によって問合せ先が

異なります。

●国民年金加入中に初診日がある方

品川区国保医療年金課国民年金係

電話 ０３−５７４２−６６８3

Fax  ０３−５７４２−６８７６

 平日（月～金）8：30～17：00

●厚生年金加入中に初診日がある方

品川年金事務所

品川区大崎5-1-5高徳ビル２階

電話 ０３−３４９４−７８３１

Fax  ０３−３７７９−３４４９

 平日（月～金）8：30～17：15
時間延⾧ 週初開所日 17：15～19：00

週末相談 第２土曜 9：30～16：00

施設・検索名称 相談内容・検索ワード等 連絡先等

国民健康保険料の支払い

天災、失業などで保険料を納めることが困難になっ

たときは納期を延したり、減額や免除をすることが

できる場合があります。詳しくは右記へお問合せ下

さい。

品川区国保医療年金課資格係

電話 ０３−５７４２−６６７６

Fax  ０３−５７４２−６８７６

 平日（月～金）8：30～17：00

 火曜日のみ  8：30～19：00

 日曜開庁対応 8：30～17：00

（但し、納期の延⾧に関しては,日

曜開庁時にはお取扱いできませ

ん。）

非自発的失業者に係る

国民健康保険料軽減について

雇用保険の一般被保険者が非自発的に失業（失業時に64歳

までの方）した場合に、「雇用保険受給資格者証」で要件

を確認し、保険料を軽減できる場合があります。対象期間

など、詳しくは右記へお問合せ下さい。
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アピアランスケア

・緩和ケアの情報

①がんの療養と緩和ケア（国立がん研究センターがん情報サービス）

②緩和ケア.net

③緩和ケア病棟のある病院を探す(緩和ケア.net)

④国立がん研究センター中央病院アピアランス支援センター

①

②

③

④

かかりつけ医について

訪問診療（往診）の対応医療機関のご相談などをお受けします。

●品川区医師会かかりつけ医紹介窓口

 電話／Fax０３−３４５０−６６７６

 担当地区：大崎・五反田・品川・大井・広町・勝島・八潮）

●荏原医師会かかりつけ医紹介窓口

 電話／Fax０３−５７４９−３０８８

 担当地区：戸越・豊町・二葉・平塚・中延・小山台・小山・荏原・旗の台）

※両窓口共に 平日（月～金）9：00～17：00

訪問看護

ステーション

在宅で自分らしく生きることをサポートさせていただくために、主治医の指示に基づき、

看護師がご自宅に訪問して病状の観察、医療処置・医療機器の管理や操作の援助、療養生

活の援助等を実施します。品川区内の訪問看護ステーションの情報は下記にてご確認下さ

い。

・品川区ホームページ＞トップページ＞健康・福祉＞在宅医療＞在宅療養に関すること＞

品川区在宅医療検索(医療機関等名簿デジタル版)をクリックして検索できます。

・「ハートページ～介護サービス事業者ガイドブック」

品川区高齢者福祉課・在宅介護支援センターでご覧になれます。

在宅療養全 般の相談

地域の保健センター保健師がご相談に応じています。

●品川保健センター電話０３−３４７４−２９０４

●大井保健センター電話０３−３７７２−２６６６

●荏原保健センター電話０３−３７８８−７０１６

  ３保健センター共に  平日（月～金）8：30～17：00

連絡先等施設・検索名称 相談内容・検索ワード等

介護保険サービス

40歳から64歳までの方で、特定疾病の中のがん（医師が一般に認めている医学的知見に基づき回復の見込

みがない状態に至ったと判断したものに限る）が原因となって介護や支援が必要であると認定された方、

および65歳以上の方で、介護や支援が必要と認定された方（どんな病気やけがが原因で介護が必要になっ

たかは問われません）は、ケアプランを作成することで介護保険サービスを利用することができます。介

護保険サービスを利用した場合の自己負担額は、所得に応じて１～３割負担となります。

●品川区在宅介護支援センター

 区ホームページ>トップページ＞施設案内＞健康・福祉＞介護＞高齢者の総合相談窓口

●品川区高齢者福祉課高齢者支援第1～2係 電話０３−５７４２−６７２９・３０

 平日（月～金）8：30～17：00
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アピアランス（外見）ケアとは?

「医学的・整容的・心理社会的支援を用いて、外見の変化を補完し、外見の変化に起因するが

ん患者の苦痛を軽減するケア」と定義されています。治療を継しながら、自分らしく社会生活を送

るため、治療に伴う外見変化に対する支援の重要性が高まっています。ウイッグ、メイク、ネイ

ル・スキンケア、胸部補装具（ノンワイヤーブラジャー、シリコンパッド等）等があります。

検索

👉

検索

検索

検索

在宅療養・緩和ケアのこと



品川区広町２-１-３６ 品川区役所本庁舎7階

電話 03-5742-7655

FAX 03-5742-6883

   品川区のがんに関する総合情報サイト

品川区健康課

～がんからあなたを守りたい～

がんにならない、

がんとともに自分らしく暮らせるまち品川

令和2年4月策定「品川区がん対策推進計画」基本理念

品川区がん情報


