北海道がんサポート
ハンドブック 札幌市版
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はじめに
●「北海道がんサポートハンドブック
（札幌市
版）」は、がん患者さんの抱えるさまざまな
不安や悩みに寄り添い、支える手助けとな
ることを目指し、既につくられている
「北海
道がんサポートハンドブック※」
をもとに、
よ
り札幌市民に使いやすい内容とすることを目的としてつくら
れました。
※
「北海道がん診療連携協議会相談・情報部会、北海道がんセンター」
編著

● このハンドブックは、“がん”と診断された患者さんが活用でき
る札幌市内の相談窓口について、市内のがん診療連携拠点病
院等を中心に掲載しております。
また、地域の支え合いの場の
情報、経済的・社会的な支援制度などについてもまとめており
ます。
是非、
お手にとってご覧ください。

2019年3月 札幌市保健福祉局保健所健康企画課
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1. がんに関する相談窓口
●がん相談支援センターをご活用ください
「がんと診断されたけれど、心の整理がつかない」
「がんの治療や療養
１ がんに関する相談窓口

についての情報がほしい」
「 医療費のことが心配」
「 退院後の生活は？」
「職場復帰はどのように？」など、がんという病気にはさまざまな不安や
心配がつきまといます。
そんな患者さんや家族のお話にじっくり耳を傾
け、一人一人に合った解決方法をともに探していくのが
「がん相談支援セ
ンター」
です。
ご相談は、看護師や医療ソーシャルワーカーなどの専門のがん相談員
がお受けしています。相談方法は、電話または直接お越しいただき面談
でお話を伺うことができます。相談は無料で、
ご相談いただいた内容が、
ご本人の了解なしに、担当医をはじめ、
ほかの方に伝わることはありませ
ん。
どうぞ安心してご相談ください。
がん相談支援センターはこんなところです

あなたの理解を助けます

あなたの心を支えます

あなたと一緒に探します

あなたの生活を支援します

あなたにあった情報を
提供します

あなたの家族も支えます
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●こんな時、
お気軽にご相談ください。一緒に情報をお探しいたします。
がんと言われて頭が真っ白になった。

●

どの治療を受けるか迷っている。

●

自分のがんについて知りたい。

●

治療と仕事の両立の仕方について知りたい。

●

今後の生活が不安だが、誰に相談すればいいか分からない。

●

治療をすることで今まで通り仕事を継続できるか心配。

●

治療による外見の変化や脱毛、爪や皮膚の変形・変色が心配。

●

治療経験者と情報交換する場を知りたい。

がんと診断されて
頭が真っ白…
どうしたらいい？
自宅療養には
どんな準備をしたら
いいのかしら？

体も心もつらくて
眠れなくなっちゃった。
誰かに相談したい…
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１ がんに関する相談窓口

●

●がん診療連携拠点病院のがん相談支援センター
１ がんに関する相談窓口

病院名および相談窓口

電話番号

対応曜日・時間

北海道がんセンター
がん相談支援センター

011-811-9118
（直通）

月〜金
9：00-17：00

札幌医科大学附属病院
がん診療相談室

011-611-2111
（代表）

月〜金
8：45-17：15

北海道大学病院
がん相談支援センター

011-706-7040
（直通）

月〜金
9：00-17：00

市立札幌病院
がん相談支援センター

011-726-8101
（直通）

月〜金
9：00-12：00
13：00-17：00

手稲渓仁会病院
がん相談支援センター

011-685-2976
（直通）

月〜金
9：00-16：00

札幌厚生病院
がん相談支援センター

011-261-5331
（代表）

月〜金
8：30-17：00

KKR札幌医療センター
患者サポートセンター

011-832-3260
（直通）

月〜金
9：00-17：00

恵佑会札幌病院
がん相談室

011-863-2101
（代表）

月〜金
9：00-17：00
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●北海道がん診療連携指定病院の相談窓口
電話番号

対応曜日・時間

011-231-2121
（代表）

月〜金
8：30-17：15

勤医協中央病院
医療福祉相談室

011-782-4660
（直通）

月〜金
9：00-12：30
13：30-17：00
第1・3・5土
9：00-12：30

札幌北楡病院
医療連携室

011-865-0111
（代表）

月〜金
9：30-16：30

JCHO北海道病院
地域連携相談室

011-831-5151
（代表）

月〜金
9：00-17：00

北海道消化器科病院
医療連携相談室

011-784-1811
（代表）

月〜金
8：45-17：00
土
8：45-12：00

NTT東日本札幌病院
がん相談支援センター

011-623-7215
（直通）

月〜金
13：00-16：00

札幌共立五輪橋病院
がん相談支援室

011-571-8221
（代表）

月〜金
9：00-17：00

札幌徳洲会病院
医療福祉連携室

011-890-1634
（直通）

月〜金
9：00-17：00

北海道医療センター
がん相談支援室

011-611-8111
（代表）

月〜金
9：00-17：00

札幌清田病院
緩和支援医療センター

011-883-6114
（直通）

月〜金
9：00-17：00

JR札幌病院
地域医療連携センター

011-208-7174
（直通）

月〜金
9：00-16：00

札幌東徳州会病院
退院支援室

011-752-1415
（直通）

月〜金
9：00-17：00
土
9：00-12：00

JCHO札幌北辰病院
がん相談窓口

011-893-3000
（代表）

月〜金
9：00-15：00

斗南病院
患者支援センター
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１ がんに関する相談窓口

病院名および相談窓口

● その他の相談窓口
１ がんに関する相談窓口

北海道がん総合相談支援センター

（北海道地域統括相談支援センター）

がん体験者・認定がんネットワークナビゲーターが
北海道がんセンターのがん相談支援センターと協働し、

話を聴いて
ほしいけど身近な人
には話しづらい。
私と同じ思いの人は
いるの？

相談業務の支援をしています。
また、
ピアサポーター養成研修の開催や派遣などの
業務を行っています。

体験者だから
分かる気持ちが
あります

「ピア」は「仲間」、
「サポート」は「支える」ことを言います。
「がんのピアサポート」とは
がんという同じ病を経験したもの同士が支え合うことです。
体験者だから
知っている知識が
あります

【 活動内容 】
◆ ピアサポーター
（がん体験者）
による相談業務
◆

がんピアサロンに関すること

◆

がんピアサポーターの人材育成に関すること

◆

がん患者会・関係機関への支援に関すること

◆

がん患者の交流支援に関すること

1人で悩まず
私たちとお話しして
みませんか？

※診断や治療について判断するところではありません

北海道がん総合相談支援センター

問い合わせ先

（北海道がんセンター がん相談支援情報室内）

☎011-811-9111 内線628（平日9：30〜16：30）
メール：peersupport@sap-cc.go.jp
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2. 病院を探す
●がん診療連携拠点病院とは
国は、専門の医師やスタッフが、手術・薬物療法・放射線治療・緩和ケアなど診
定しています。地域の中核的な医療機関として、他の病院やかかりつけ医と連携
しながら、最適ながん治療を受けられるように支援しています。
また、様々な悩みや相談に、専門の相談員が対応しています。札幌市内には８
病院が指定されています。

●北海道がん診療連携指定病院とは
北海道では、独自の要件により
「北海道がん診療連携指定病院」
を指定してい
ます。
がん診療連携拠点病院が、我が国に多いがん
（肺がん、
胃がん、肝がん、大
腸がん及び乳がん）
に対応しているのに対して、北海道がん診療連携指定病院
は、我が国に多いがんのうち、主に診療するがんについて、最適ながん治療を受
けられるように支援しています。
札幌市内には13病院が指定されています。
【各病院の所在地一覧】

◎北海道大学病院

○札幌東徳洲会病院

○北海道消化器科病院

◎手稲渓仁会病院

◎市立札幌病院

○北海道医療センター

●北海道がんセンター
○札幌北楡病院
○JCHO札幌北辰病院
白石区
○札幌徳州会病院
厚別区
豊平区

西区

◎札幌医科大学附属病院

◎札幌厚生病院

東区

手稲区

○JR札幌病院
○斗南病院

○勤医協中央病院

北区

中央区

◎恵佑会札幌病院

○札幌共立五輪橋病院

清田区

○札幌清田病院

南区

◎KKR札幌医療センター
○JCHO北海道病院
○NTT東日本札幌病院

●：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
○：北海道がん診療連携指定病院
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２ 病院を探す

療機能等一定の要件を満たした医療機関を
「がん診療連携拠点病院」
として指

●納得して治療を受ける
（セカンドオピニオン）
セカンドオピニオンとは、診断や治療方法について、現在診療を受けている担
２ 病院を探す

当医とは別に、違う医療機関の医師に意見を聞くことです。病院を替えることで
はありません。
①セカンドオピニオンの受診方法
現在診療を受けている担当医にセカンドオピニオンを受けたいことを相談し
ます。次に、
セカンドオピニオンを受けたい医療機関に予約をし、紹介状や画像、
検査データなど担当医から受け取り、希望医療機関でセカンドオピニオンを受
診します。
セカンドオピニオンを聞いた後は、
その意見を参考に担当医と再度、治療法に
ついて話し合うことが大切です。
②セカンドオピニオンの費用
セカンドオピニオンは医療保険が適用されません。医療機関によって費用が
異なります。30分から60分で7,000円から30,000円程度となっていますので、
各医療機関のホームページをご参照ください。
●

セカンドオピニオン実施施設（がん診療連携拠点病院）
施設名

問い合わせ窓口

2019年2月1日現在

電話番号

北海道がんセンター

地域医療連携室

011-811-9117

札幌医科大学付属病院

医療連携福祉センター

011-611-2111

北海道大学病院

医事課新来予約受付

011-706-6027

市立札幌病院

がん相談支援センター

011-726-8101

手稲渓仁会病院

患者サポートセンター

011-685-2904

札幌厚生病院

地域医療連携室

011-261-0515

ＫＫＲ札幌医療センター

地域連携室

0120-522-303

恵佑会札幌病院

がん相談室

011-863-2101
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●身体の痛みや心のつらさを和らげる
（緩和ケア）
①緩和ケア
目的としています。
札幌市内には、
「緩和ケア外来」
と
「緩和ケア病棟」
を有する病院があり、専門的
な知識と技術に基づいた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の多くが、現在では「緩和ケア外来」に対応していま
す。
まずは、最寄りの
「がん相談支援センター」
にお問い合わせいただき、希望の
病院の緩和ケア外来の状況についてご相談ください。
②緩和ケア病棟を開設している病院
入院を御希望される場合は、主治医と相談し、診療情報提供書（紹介状）
の作
成をお願いし、受診する際は、事前予約が必要ですので、各医療機関へお問い合
わせください。
まずは、最寄りの
「がん相談支援センター」
にお問い合わせいただき、希望の
病院の緩和ケア病棟の状況についてご相談ください。

●

札幌市内の緩和ケア病棟を開設している病院
病

院

名

住

所

電話番号

恵佑会札幌病院

札幌市白石区本通14丁目北1-1

011-863-2101

東札幌病院

札幌市白石区東札幌3条3-7-35

011-812-2311

KKR札幌医療センター

札幌市豊平区平岸1条6-3-40

011-822-1811

札幌ひばりが丘病院

札幌市厚別区厚別中央3条2-12-1

011-894-7070

札幌南徳洲会病院

札幌市清田区里塚1条2-20-1

011-883-0602

札幌清田病院

札幌市清田区真栄1条1-1-1

011-883-6111

勤医協中央病院

札幌市東区東苗穂5条1-9-1

011-782-9111

北海道消化器科病院

札幌市東区本町1条1丁目2-10

011-784-1811

札幌厚生病院

札幌市中央区北3条東8-5

011-261-5331

札幌共立五輪橋病院

札幌市南区川沿2条1-2-54

011-571-8221

札幌北楡病院

札幌市白石区東札幌6条6丁目5-1

011-865-0111
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２ 病院を探す

がん医療における緩和ケアとは、
がんに伴う身体と心の痛みを和らげることを

3. 支え合いの場
●患者会と患者支援団体
患者会とは、同じ病気や症状、障害など何らかの共通する患者体験を持つ人
３ 支え合いの場

たちが集まり自主的に運営する会のことです。
お互いの悩みや不安を共有した
り、情報交換をしたり、
がん患者さんをサポートするための様々なプログラムを
実施しています。
がんサポート団体（患者支援団体）
も、皆さんをサポートするた
めの様々な活動を行っています。
●

北海道がん患者連絡会に加盟し、
札幌を活動地域にしている患者会・患者支援団体
団体名／連絡先

対象疾患

Luxia（ラクシア）

2018年11月現在

主な活動地域

がん種は問いません
札幌市内
（女性限定）

メール luxia.hmni@gmail.com

ベニバナの会

札幌医科大学保健医療学部看護学科成人看護学領域
電話 011-611-2111（内線28590）
メール mnakada@sapmed.ac.jp

BEC北海道

メール mcebec@yahoo.co.jp

ピンクリボン・ディスカバ

電話 0125-24-2276
メール pr̲discove@yahoo.co.jp

一般社団法人 グループ・ネクサス・ジャパン 北海道支部

電話 090-1306-1853
メール ofﬁce@group-nexus.jp

婦人科がん・乳がん

札幌市内

乳がん

北海道全域

乳がん

北海道全域

リンパ腫

北海道全域

NPO法人ジスターズ 北海道

ジスト
電話 050-3698-9118
FAX 045-345-4346
（消化管間質腫瘍）
メール mint-0418-mone@aroma.ocn.ne.jp
市民のためのがん治療の会 北海道支部
電話

全種

090-3396-7406
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札幌を中心とする
北海道全域
北海道全域

団体名／連絡先

対象疾患

電話 050-5438-6643
メール uchiyama.gansalon@gmail.com

婦人科がんの患者会すずらん

電話 080-9329−3643
メール tmukko@gmail.com

認定NPO法人

希望の会（患者会）

電話 090-5228-3554
メール sunataka1029@yahoo.co.jp

深川
「すまいるサロン」
ピアサポーターの会

電話 090-6697-3803
メール fsmile.cps@gmail.com

特定非営利活動法人パンキャンジャパン
北海道アフィリエート
（支部）

電話 080-9329-3643
メール mtanabe.volunteer@pancan.jp

NPO法人 市民と共に創るホスピスケアの会

電話 011-615-6060
メール shimin-hospice@nifty.com

特定非営利活動法人キャンサーサポート北海道

電話 070-5286-2731
メール info@cancersupport.jp

がんカフェ のあろん

メール noaronknt@gmail.com
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肺がん

札幌市内

婦人科がん

札幌市内

スキルス胃癌、
胃癌

全国

がん種問わず

北海道全域

すい臓がん

札幌を中心とした
北海道全域

全がん

札幌を中心とした
北海道全域

全般

札幌を中心とした
北海道全域

がん腫は問いません

札幌市内

３ 支え合いの場

北海道肺がん患者と家族の会

主な活動地域

●患者サロン
患者サロンとは、患者さんやそのご家族など、同じ立場の人が、
がんのことを
３ 支え合いの場

気軽に語りあう交流の場です。患者会主催のほかにも、
がん診療連携拠点病院
においても主催しています。
詳しくは、開催日が変更することや祝日がお休みになることもありますので、
各医療機関のホームページなどでご確認ください。
施設名

北海道がんセンター

札幌医科大学付属病院

北海道大学病院

市立札幌病院

サロン名
ひだまりサロン

毎月第2水曜
10：00〜12：00
毎月第4金曜
13：30〜15：30

乳がんサロン

毎月第3木曜
13：30〜15：30

子育て世代のがんサロン

毎月第2金曜
10：00〜12：00

がん相談サロン

毎月開催

なないろ

毎月第1・第3金曜
13：30〜15：00

ゆるりサロン
※小児がん患者の方対象

不定期
13：30〜15：00

やさしさサロンかたろーね

毎月第3木曜日
13：30〜15時まで

がん患者サロン
「さくら会」

毎月第2・4水曜日
14：00〜16：00

がん患者サロン
「さくらんぼ会」

毎月第2水曜日
10：00〜12：00

患者サロン
「ボエーナ」

平日9：00〜15：00

がん患者サロン
「こもれび」

毎週火曜日
11：00〜12：00

サロン・ド・ポム

年1回

キャンサーリボンズサルビア

年に数回開催

手稲渓仁会病院

札幌厚生病院
ＫＫＲ札幌医療センター
恵佑会札幌病院

開催日時
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4．あなたを支える制度
●医療費の負担を軽くする制度
医療費が高額になる場合や、一定条件に当てはまる場合は、様々な制度や仕

○高額な医療費の負担を減らしたい
①高額療養費制度
医療機関や薬局の窓口で支払った額（入院時の食事負担や差額ベット等は
含みません）
が、暦月
（月の初めから終わりまで）
で一定額を超えた場合に、窓口
での支払いを自己負担限度額までにとどめることができる制度です。
事前に加入している公的医療保険の窓口で「限度額適用認定証」を申請し、
病院等に提示しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる
ことができます。
②付加給付制度
一部の健康保険組合や共済組合による独自の制度で、1ヶ月間にかかった医
療費の自己負担限度額を決めておき、限度額を超えた金額を付加給付として支
給される制度です。
高額療養費制度の自己負担限度額を超えない場合でも支給されることもありま
す。
各組合が独自に、任意で定める制度のため、限度額の金額や手続き方法など
詳細については、制度利用の可否を含めて、
ご加入の健康保険組合の窓口にお
問い合わせください。
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４ あなたを支える制度

組みがあります。
まず各窓口や
「がん相談支援センター」
に相談してみましょう。

○高額な医療費を支払ったとき
（高額療養費）
の相談について
お問い合わせはお住まいの区の区役所保険年金課が窓口となります。
なお、下記の窓口は国民健康保険及び後期高齢者医療制度の加入者の方の
４ あなたを支える制度

窓口となります。
その他の健康保険にご加入の方は、
ご加入の保険者にお問い合わせください。
電話番号

区

住

中 央

札幌市中央区南3条西11丁目

011-205-3342

011-205-3341

北

札幌市北区北24条西6丁目

011-757-2492

011-757-2491

東

札幌市東区北11条東7丁目

011-741-2532

011-741-2529

白 石

札幌市白石区南郷通1丁目南

011-861-2493

011-861-2491

厚

別

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

※011-895-2594

011-895-2594

豊

平

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2506

011-822-2505

清 田

札幌市清田区平岡1条1丁目

※011-889-2061

011-889-2061

南

札幌市南区真駒内幸町2丁目

011-582-4772

011-582-4770

西

札幌市西区琴似2条7丁目

011-641-6974

011-641-6973

札幌市手稲区前田1条11丁目

※011-681-2568

011-681-2568

手

稲

所

加入・脱退・保険料
計算のこと
（保険係）

※厚別区・清田区・手稲区の保険給付の申請・相談は保険係です。
ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/kogaku.html
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保険給付のこと
（給付係）

○自己負担限度額
長期入院や治療により、
ひと月あたりの医療費の自己負担額が高額になった
場合、
申請により一定の金額（自己負担限度額）
を越えて支払った医療費につい
●

70歳未満の方
ひと月あたりの
自己負担限度額

４回目以降の
自己負担限度額

年収約1,160万円〜
健保：標準報酬月額83万円以上
国保：年間所得901万円超

252,600円
+（医療費−842,000円） 1％

140,100円

年収約770万円〜約1,160万円
健保：標準報酬月額53万円〜79万円
国保：年間所得600万円超〜901万円

167,400円
+（医療費−558,000円） 1％

93,000円

年収約370万円〜約770万円
健保：標準報酬月額28万円〜50万円
国保：年間所得210万円超〜600万円

80,100円
+（医療費−267,000円） 1％

44,400円

〜年収約370万円
健保：標準報酬月額26万円以下
国保：年間所得210万円以下

57,600円

44,400円

住民税非課税者

35,400円

24,600円

所得区分

●

【2018年1月現在】

70歳以上の方
所得区分

外来
（個人ごと）

ひと月あたりの自己負担
限度額（世帯ごと）

4回目以降の
自己負担限度額

年収約1,160万円〜

252,600円+（医療費−842,000円） 1％

140,100円

年収約770万円〜約1,160万円

167,400円+（医療費−558,000円） 1％

93,000円

年収約370万円〜約770万円

80,100円+（医療費−267,000円） 1％

44,400円

年収約156万円〜約370万円
Ⅱ 住民税非課税世帯
Ⅰ 住民性非課税世帯

18,000円
（年間上限14.4万円）
8,000円

57,600円

44,400円

24,600円
15,000円
【2018年8月現在】
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４ あなたを支える制度

て給付を受けることができます。

○医療費助成制度について
①子ども医療費助成
中学生（15歳に達する日以後の最初の3月31日）
までのお子さんが対象です
４ あなたを支える制度

（所得制限あり）。
＊小学２年生までのお子さんの場合（2019年4月診療分から）
入院・通院医療費について保険診療の自己負担額から初診時一部負担金（医
科580円、歯科510円）
を除いた金額を助成します。
ただし、食事代及びその他保険外診療の費用は対象となりません。
＊小学3年生から中学生のお子さんの場合（2019年4月診療分から）
入院医療費について保険診療の自己負担額から初診時一部負担金（医科
580円、歯科510円）
または、医療費1割（負担の上限あり）
を除いた金額を助
成します。
ただし、食事代及びその他保険外診療の費用は対象となりません。
ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/nyuyoji.html

②ひとり親家庭等医療費助成
ひとり親家庭（配偶者に重度障がいがある場合を含む）
または両親のいない
家庭の20歳未満のお子さんと、
そのお子さんを扶養している母親または父親が
対象です
（所得制限あり）。
お子さんの入院・通院医療費と母親または父親の入院医療費については、保
険診療の自己負担額から初診時一部負担金（医科580円、歯科510円、柔道整
復270円）
または、医療費1割（負担の上限あり）
を除いた金額を助成します。
ただし、食事代及びその他保険外診療の費用は対象となりません。
ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/hitorioya.html
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③重度心身障がい者医療費助成
心身に重度障がいがある ①身体障害者手帳1〜3級（ただし、3級にあって
は、心臓、
じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウイルスによる免
「A」
と判定された療育手帳をお持ちの方、
または「重度」
と判定（診断）
された
方、③精神障がいのある方で、1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
（③は、入院に係るものを除く。）
のうち①から③のいずれかに該当する方が対象
です
（所得制限あり）。入院・通院医療費について保険診療の自己負担額から初
診時一部負担金（医科580円、歯科510円、柔道整復270円）
または、医療費1割
（負担の上限あり）
を除いた金額を助成します。
ただし、食事代及びその他保険外診療の費用は対象となりません。
ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/iryojosei/judo.html

★医療費助成制度は、事前にお住まいの区の窓口で申請し、
「医療費受給者証」
を医療機関等に提示しておくことで、窓口での支払いを自己負担限度額まで
にとどめることができます。
※最新の内容については、札幌市ホームページ等でご確認下さい。
●

医療費助成の申請・お問い合わせ窓口

お住まいの区の区役所 保健福祉課 福祉助成係が窓口となります。

区
中 央

住

所

電話番号

札幌市中央区南3条西11丁目

011-205-3302

北

札幌市北区北24条西6丁目

011-757-2462

東

札幌市東区北11条東7丁目

011-741-2461

白 石

札幌市白石区南郷通1丁目南

011-861-2446

厚

別

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-2474

豊

平

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2453

清 田

札幌市清田区平岡1条1丁目

011-889-2037

南

札幌市南区真駒内幸町2丁目

011-582-4741

西

札幌市西区琴似2条7丁目

011-641-6943

札幌市手稲区前田1条11丁目

011-681-2487

手

稲
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４ あなたを支える制度

疫、
または肝臓の機能障がいに限る）
をお持ちの方、②知的障がいのある方で、

○小児がんの治療を受ける予定の方
子ども
（18歳未満/引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未
満）の慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、
４ あなたを支える制度

医療費負担が高額となります。患者さん家族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。
下記問い合わせ窓口で
「小児慢性特定疾病医療費支給認定」
を申請し、一定
の審査後、認定された場合は
「医療受給者証」
を交付します。所得に応じた自己
負担があります。
●

小児慢性特定疾病医療費の申請・お問い合わせ窓口

お住まいの区の区役所健康・子ども課（保健センター）
が窓口となります。

区
中 央

住

所

電話番号

札幌市中央区南3条西11丁目

011-511-7223

北

札幌市北区北25条西6丁目

011-757-1181

東

札幌市東区北10条東7丁目

011-711-3211

白 石

札幌市白石区南郷通1丁目南8

011-862-1881

厚

別

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-1881

豊

平

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2472

清 田

札幌市清田区平岡1条1丁目

011-889-2049

南

札幌市南区真駒内幸町1丁目

011-581-5211

西

札幌市西区琴似2条7丁目

011-621-4241

札幌市手稲区前田1条11丁目

011-681-1211

手

稲

ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/eisei/shoni/syouni/shouman.html
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●生活費を支援する制度
療養のために経済的な不安がある場合、一定条件に当てはまる場合は、様々
な制度や仕組みがあります。
まずは、各窓口や
「がん相談支援センター」
に相談し

○会社員や公務員の方
会社員や公務員などが、病気などで働けなくなった時に、生活を支えるための
制度です。
「傷病手当金」
を加入している公的医療保険の窓口に申請することで、給料が
もらえない場合などに、
ある程度の収入が保障されます。

○病気などで重度の障害が残っている方
①障害年金
がんで人工膀胱や人工肛門造設などを受けた方など、
日常生活や仕事に著し
い制限のある方が受給できることがあります。

問合せ先

障害基礎年金
（1級・2級）

障害厚生年金
（1級・２級・３級）

障害共済年金
（1級・２級・３級）

市町村の国民年金窓口

年金事務所

職場の共済組合窓口

②障害手当金・障害一時金
障害手当金は厚生年金、障害一時金は共済年金の加入者が対象で、障害年
金3級より障害が軽い場合に、一度だけ支給されるものです。
③身体障害者手帳
身体に障がいがある方の障がいの程度など、障がいの状況を記載した手帳
で、交付を受けることにより、補装具・日常生活用具の給付や各交通機関の運賃
割引をはじめ、各種サービスが受けやすくなります。
交付を希望される方は、指定医師が記載した身体障害者診断書・意見書をお
持ちの上、
お住まいの区役所保健福祉課にご申請ください。
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４ あなたを支える制度

てみましょう。

●

障害者手帳の相談について

お住まいの区の区役所保健福祉課が窓口となります。

４ あなたを支える制度

区

住

中 央

札幌市中央区南3条西11丁目

（代）011-231-2400

北

札幌市北区北24条西6丁目

（代）011-757-2400

東

札幌市東区北11条東7丁目

（代）011-741-2400

白 石

札幌市白石区南郷通1丁目南

（代）011-861-2400

厚

別

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

（代）011-895-2400

豊

平

札幌市豊平区平岸6条10丁目

（代）011-822-2400

清 田

札幌市清田区平岡1条1丁目

（代）011-889-2400

南

札幌市南区真駒内幸町2丁目

（代）011-582-2400

西

札幌市西区琴似2条7丁目

（代）011-641-2400

札幌市手稲区前田1条11丁目

（代）011-681-2400

手

稲

所

電話番号

ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/title1/kakusyutetyou.html

○治療費や療養中の生活費を借りたい
収入が少ない世帯に、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となったとき
に、生活福祉資金の貸付を受けられます。
お住まいの区の社会福祉協議会で
「生活福祉資金貸付制度」
の申請が必要と
なります。

○税金控除（医療費控除）
を受けたい
1年間（1月1日から12月31日まで）
に支払った同じ世帯内の医療費の負担額
が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得税の控除が受けられる制度
です。
通院のための交通費、入院時の食事負担や差額ベット代、通院費など、高額療
養費制度の対象とならない費用も、医療費控除では医療費として合算され、税
金が軽減されます。手続きなど、制度の詳細については、
お住まいの地域所管の
税務署にお問い合わせください。

20

●療養生活を支援する制度
○介護保険サービスを利用したい
40歳以上のがん患者さんは、介護保険サービス
（訪問介護、通所介護など）
介護保険サービスの利用を希望される方は、
「 介護認定申請」が必要になり
ますので、お住まいの区の各区保健福祉課や地域包括支援センター等にご相
談ください。
●

介護認定の申請、
サービス利用の相談について

お住まいの区の区役所保健福祉課が窓口となります。

区
中 央

住

所

電話番号

札幌市中央区南3条西11丁目

011-205-3306

北

札幌市北区北24条西6丁目

011-757-2509

東

札幌市東区北11条東7丁目

011-741-2466

白 石

札幌市白石区南郷通1丁目南

011-861-2451

厚

別

札幌市厚別区厚別中央1条5丁目

011-895-2481

豊

平

札幌市豊平区平岸6条10丁目

011-822-2462

清 田

札幌市清田区平岡1条1丁目

011-889-2043

南

札幌市南区真駒内幸町2丁目

011-582-4747

西

札幌市西区琴似2条7丁目

011-641-6948

札幌市手稲区前田1条11丁目

011-681-2504

手

稲

ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k141sinse.html
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４ あなたを支える制度

を利用できる場合があります。

○自宅での療養生活を支える施設
住み慣れた自宅で療養生活を送る場合、療養や日常生活を支えるために必要
な施設が近くにあります。必要とする施設、利用できるサービスなどについて、
ま
４ あなたを支える制度

ず、
がん相談支援センターに相談して一緒に探しましょう。
①在宅療養支援診療所
在宅療養診療所とは、患者さんの在宅療養を支える診療所です。患者さんや
ご家族からの連絡に365日24時間体制で応じ、必要な場合には、訪問診療（往
診）
や訪問看護やケアマネジャー（介護支援専門員）
と連携をとりながら患者さ
んが安心して療養生活を送ることができる体制を整えます。
②訪問看護ステーション
訪問看護とは、看護師などが自宅を訪問し、病院の担当医や在宅医などと連
携を取りながら、医師の指示に基づく診療の補助や療養生活を送っている方の
看護を行うサービスです。
③地域包括支援センター
専門職員が介護や福祉などのさまざまな制度やサービスについての相談に応
じ、必要な調整を行います。
市内27カ所に設置しており、
お住まいの地域ごとに担当するセンターが異な
りますので、札幌市ホームページ等でご確認ください。
ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k100citizen/k170houkatuyobou.html
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5. 仕事に関する相談窓口
●ハローワークにおける就職支援について
ハローワークでは、がんなど長期にわたる治療が必要な疾病をもつ方に、就
患者さんの病状や体力に合った仕事を探し、治療と仕事の両立、職場・仕事
復帰などの悩み、課題を解消し、治療と職場生活の両立を支援いたします。
（就職支援の例）
○症状・通院状況に配慮した求人の提案
○職場・仕事復帰の不安解消のための相談
○応募書類の作成、面接の受け方のアドバイス
○ハロートレーニング
（職業訓練）、就職支援セミナーの案内
○雇用保険制度（失業等給付、介護休業給付）
の相談 など
また、札幌市内のがん診療連携拠点病院のがん相談支援センター（P.4）
と連
携した就職支援を行なっておりますのでご利用ください。
名
★札

称
幌

★札幌東
札幌北

所

在

地

電話番号

札幌市中央区南10条西14丁目

011（562）0101

札幌市豊平区月寒東１条3丁目2-10

011（853）0101

札幌市東区北16条東4丁目3-1

011（743）8609

★：医療機関へ出張相談を行っているハローワーク

「治療と仕事の両立支援」
イメージキャラクター
“ちりょうさ”
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５ 仕事に関する相談窓口

職支援を行なっております。

●治療と職業生活の両立支援について
社員が病気（がん・糖尿・脳卒中等）
になっても安心して働けるよう事業主や人
事労務の方々を対象に以下の支援を無料で行っています。
５ 仕事に関する相談窓口

○事業主啓発セミナー
厚生労働省の「事業場における職業生活の両立支援のためのガイドライ
ン」
の普及・啓発を目的としたセミナーを行っています。
○個別訪問支援
両立支援促進員※が事業場を訪問し、両立支援の説明や導入方法をご説
明します。
○個別調整支援
患者（社員）
の就業上の措置・治療に対する配慮の決定と実施の方法等、具
体的な支援を行います。
（患者本人からの同意書が必要となります）
※両立支援促進員・・社会保険労務士、保健師、MSW等の資格を有した専門員
詳細についてのお問合せ先

北海道産業保健総合支援センター
〒060-0011
札幌市中央区北1条西7丁目1番地 プレストセンター1・7ビル２階
TEL：011-242-7701 FAX：011-242-7702

「治療と仕事の両立支援」
イメージキャラクター
“ちりょうさ”
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●札幌市「働く世代のがん患者への支援事業」
について

〇申し込み等の流れ

①働く世代のがん患者への支援事業参加申請書に必要事項を記載のうえ、証
明写真を同封して、北海道がんセンター がん相談支援センター（以下「相談
支援センター」）
にご提出ください。
②相談支援センターより現在の治療の状況について電話等で聞き取り調査を
させていただきます。相談支援センターは、調査結果を基に病状・就労可否等
について意見を付けた履歴書を作成し、札幌市に履歴書を送付いたします。
③札幌市にて臨時職員を募集している部署が履歴書を確認のうえ、直接申請さ
れた方にご連絡させていただきますので、業務内容・勤務場所等をご確認くだ
さい。募集は例年4月〜9月又は10月〜翌年3月までの勤務期間の求人が多
い状況です。他の企業等への就労が決まった場合など、申請を取り下げる場
合は、相談支援センターへご連絡ください。
※申請時点での求人が確定していないため、連絡がない場合もあります。
また
必ず札幌市の臨時職員として採用されるわけではありません。
④勤務最終日には、札幌市より勤務実態調書を発行いたしますので、
その後の
就職活動にお役立てください。

○参加対象要件

がん治療経験者で就労を希望され、相談支援センターの聞き取り調査に協力
し、就労可能と判断された方

○問い合わせ先 ： 参加申請送付先

北海道がんセンター がん相談支援センター
住所 〒003‒0804 白石区菊水4条2丁目3‒54
電話 011‒811‒9118（直通）
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５ 仕事に関する相談窓口

札幌市では、北海道がんセンターなどの相談窓口を通じて、市内の就労を希
望するがん患者（がん治療経験者）
からの本市の臨時職員の申し込みを受け付
けております。
本事業を通じて、臨時職員として採用され、雇用期間を満了された方には、勤
務実態を証明する書類を発行することとしており、民間企業等の採用面接で利
用していただくなど、次の就労につながるきっかけとしていただくことを目的とし
ております。

この冊子に関する
お問い合わせは

北 海 道 が んセンター
がん相談支援センター
〒003-0804
札幌市白石区菊水4条2丁目3番54号
電話：011-811-9118
FAX：011-824-2706

札幌市検診受診促進キャラクター
「けんしんけん」
「あんしんけん」
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