
東京慈恵会医科大学附属病院

腫瘍センター



　がんサポートブックは、がんと診断されたり、治療を受ける

時に役立つ情報や当院の窓口をわかりやすくまとめたものです。

はじめに

がん情報さがしの１０カ条

１． 	情報は"力"。 あなたの療養を左右することがあります。 活用しましょう。

　　	いのち、生活の質、費用などに違いが生じることもあります。

２． 	あなたにとって、 いま必要な情報は何か、 考えてみましょう。

　　	解決したいことは？知りたいことは？悩みは？メモに書き出して。

３． 	あなたの情報を一番多く持つのは主治医。 よく話してみましょう。

　　	質問とメモの準備をして。何度かに分けて相談するのもよいでしょう。

４． 	別の医師の意見を聞く 「セカンドオピニオン」 を活用しましょう。

　　	他の治療法が選択肢となったり、今の治療に納得することも。

５． 	医師以外の医療スタッフにも相談してみましょう。

　　	看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師なども貴重な情報源です。

６． 	がん拠点病院の相談支援センターなど、 質問できる窓口を利用しましょう。

　　	がん病院、患者団体などに、あなたを助ける相談窓口があります。

７． 	インターネットを活用しましょう。

　　わからないときは、家族や友人、相談支援センターに頼みましょう。

８． 	手に入れた情報が本当に正しいかどうか、 考えてみましょう。

　　信頼できる情報源か、商品の売り込みでないか、チェックして。

９． 	健康食品や補完代替医療は、 利用する前によく考えましょう。

　　	がんへの効果が証明されたものは、ほぼ皆無。有害なものもあり要注意。

10． 	得られた情報をもとに行動する前に、 周囲の意見を聞きましょう。

　　	主治医は？家族は？患者仲間は？あなたの判断の助けになります。
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　当院は平成20年４月に東京都認定がん診療連携病院に認定さ

れ、平成24年４月１日付で厚生労働大臣より「地域がん診療連

携拠点病院」の指定を受けました。地域がん診療連携拠点病院

とは、高度かつ専門的ながん医療の提供をはじめ、がん医療に

従事する医師、看護師、コメディカルに対する研修、がん患者

さんやそのご家族への相談支援、がんに関する情報の収集と提

供、かかりつけ医や市中病院との連携協力体制の整備などを行

う地域の基幹病院です。

　このため、腫瘍センターは、外来化学療法室、緩和ケア室、

がん相談支援センター、がん登録室などの部署を結集し、がん

医療における院内の主導的役割を担っております。

　今後も、当院はがん医療水準の向上を図るとともに、皆様に

安心かつ適切ながん医療を提供するため腫瘍センターを中核に

病院全体で取り組んでまいります。

・外来化学療法室

　年々増加するがん患者さんに対し、更なるがん治療の充実を

図るために、外来で抗がん剤治療が行える外来化学療法室を開

設しています。近年の抗がん剤による治療成績は向上の一途で

すが、治療が長期間に及ぶことも稀ではありません。このよう

な治療を通院で行うことができれば患者さんとご家族の苦痛の

軽減が図れます。外来化学療法室には、リクライニングシート

18客、個室５室を設置、TVやビデオを用意し長時間に及ぶ治

療時間を少しでも快適に過ごせるようにしています。医師の指

腫瘍センター

１.腫瘍センター
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導の下、専任の薬剤師が内容

を監査のうえ調製し、専任看

護師が確認を行うことで、安

全で効果的な化学療法を行う

体制を取っています。

・緩和ケア室（緩和ケアチーム）

　緩和ケアチームは、緩和ケア専従医、がん専門看護師（専従）、

精神科医、薬剤師を中心とした医療者が全人的な医療を行って

います。本チームは、担当医からの依頼によって、がんと診断

され治療が開始される時点から症状緩和に関わっていくことを

目標にしています。

　現在は入院患者さんが中心ですが、外来通院中の患者さんの

苦痛緩和に対しても、緩和ケア外来において診療を開始してい

ます。がんの痛み、苦痛の苦しみ、がん治療による副作用、便秘、

吐き気などの消化器症状を薬物療法によって和らげています。

　がん治療と緩和ケアは車の車輪と言われ、化学療法の副作用

を含めた身体的苦痛、長期療養の質の向上を図ることができます。

また、在宅医療の医療者との連携により、切れ目のない緩和ケ

アの推進も行っています。どうぞ気兼ねなくご相談ください。

　緩和ケア外来　（完全予約制）

腫瘍センター
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・がん相談支援センター

　院内外のがん患者さん及びそのご家族の不安や疑問に適切に

対応するため、がん相談支援センターを設置し、電話、面談に

よる、がんに関する情報の提供や療養上の相談などを実施して

います。

　場　所：がん相談支援センター（外来棟4階）

　時　間：月～土　９時～16時

　対応者：ソーシャルワーカー、看護師、事務員

また、患者さんやご家族が語り合える場として、定期的に腫瘍

センターサロンで美容セミナーや学習会、交流会を開催してお

ります。お気軽にご利用ください。

・がん登録室

　当院でがんの診断や治療を受けられたすべての患者さんを対

象に、「がん診療連携拠点病院院内がん登録　標準登録様式」

に基づき、診療情報・腫瘍情報・初回治療情報などに関する項

目の登録・管理を専門に研修を受けたスタッフが行っております。

　これらの情報は、当院のがん診療の実態を把握し、がん診療

の質の向上、がん患者さん・ご家族への支援に役立てるととも

に、匿名化された後、がん対策情報センター（国立がん研究セ

ンター）が行う『全国集計』に提出し、国のがん対策の基礎資

料として活用されております。また平成24年度から開始されま

した『東京都地域がん登録事業』への届け出も行っております。

この院内がん登録により得られた情報は個人情報保護法および

当院の個人情報保護に関する規定に従い、個人情報に十分配慮

し適切に管理されております。

がん相談支援センターをご利用ください
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　がんに関する情報の提供や、

療養生活の心配など、がんの医

療に関わる様々な質問や相談を

お受けしています。患者さんや

ご家族のほか、病院にかかって

いない方でも、どなたでもご利

用いただけます。

　たとえば・・・

　　どんな診療科を受診すればいいのかわからない

　　がんについて知りたい

　　がんと言われて不安　誰かに話を聞いて欲しい

　　介護や自宅での療養生活について聞きたい

　　生活や医療費についての心配がある

　　仕事を続けていけるのか不安

　　緩和ケアやホスピスについて知りたい　　　など

　このような時には、相談員（ソーシャルワーカー、看護師、

事務員）がご相談をお受けいたします。内容により院内の専門

家と協力して情報提供や自己決定のお手伝いをいたします。

　なお、「がん相談支援センター」は、相談をお受けするところで、

診断や治療の判断をするところではありませんので、ご了解く

ださい。

がん相談支援センターをご利用ください

２.がん相談支援センターをご利用ください２.がん相談支援センターをご利用ください
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申込方法

原則として対面相談は予約制ですので、

あらかじめお申し込みをお願い致しま

す。なお、場合によっては、後日、がん

相談支援センター担当者よりお電話をさ

せて頂くことがあります。 

受付日時

月曜日～土曜日　9：00 ～ 16：00

* 日、祝祭日、年末年始（12/30 ～ 1/4） 

　当院の休診日（5/1、10/15）を除く

相談時間 原則として 30 分以内（無料）

対応窓口

がん相談支援センター

（外来棟４階　患者支援・医療連携セン

ター内）

ご相談、ご質問の内容に応じて、ソーシャ

ルワーカー、看護師および事務員が対応

させて頂きます。

電話番号 03-5400-1232（直通）
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がん相談支援センターをご利用ください

・医療者に確認すべきこと

　がんであると診断された時はショックや不安を覚え、落ち着

いて医師の話を聞いたりこれから先のことを考えるのは難しい

ものです。病気のことを知り納得して治療を受けるために情報

を集めることから始めましょう。

主治医に確認すること （例）

　□ 診断名は何ですか。

　□ 診断は確定していますか、疑いのある段階ですか。

　□ がんがどこにあってどの程度進行していますか。

　□ 他に検査をする必要はありますか。

　□  どのような治療方法を勧めますか。他に治療方法は

ありますか。

　□  それらの治療で期待できる効果、治癒の見込みはど

うですか。

　□ 起こり得る合併症、副作用、後遺症はありますか。

　□ 治療の期間はどのくらいかかりますか。

　□ 健康保険は適応になりますか。

　□ 治療にかかる費用はどのくらいになりますか。

　□  日常生活で気を付けることはありますか（食事、仕事、

運動など）。

　□ 仕事ヘの復帰はいつごろになりますか。
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　がん相談支援センターは、患者さんやご家族の他、どなたで

もご利用いただけます。個々の治療方針や詳しい病状の説明や

医師の判断が必要な相談には対応致しかねますので、ご了承く

ださい。

１．主治医に治療方針を説明されたが、迷っている。他に治療

方法はないのか。

　治療方針について疑問が生じた時にはまず、あなたの身体や

病気について最も詳しく知っている主治医や看護師に質問して

みましょう。一度の説明ですべてを理解することはむずかしい

ことも多いです。説明を聞くときには、一人よりは二人で、患

者さんとご家族とがご一緒されることをお勧めします。

　その上で、自分の病状や治療内容、今後の治療方針について、

治療を受けている医師以外の他の医師に意見を聞く、セカンド

オピニオンという制度があります。治療方法や治療方針を選択

する際に、客観的な意見を参考にすることで、最適な医療を自

分で決定するための判断材料になります。診療情報提供書や検

査データが必要になりますので、担当医師または看護師にご相

談ください。

　がん情報サービスのホームページに全国のがん診療連携拠点

病院のセカンドオピニオンの情報が掲載されています。がん相

談支援センターにお越しいただければ、ご希望の地域の病院な

どの情報をご案内します。　

→セカンドオピニオンについて　ｐ 12をご覧ください

３.Ｑ＆Ａ３.Ｑ＆Ａ
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Ｑ＆Ａ

２．がんと診断されたが、治療費が高額になるのではないかと

不安。

　がんの治療は、病状によって検査、手術、化学療法、放射線

治療などを組み合わせて行われることが多く、費用も異なりま

す。健康保険の制度として所得に応じた自己負担上限額が設定

されている高額療養費制度があります。事前に「限度額認定証」

の交付を受け、病院に提出していただくと、窓口での医療費の

支払が自己負担限度額までになります。詳しくは、保険者（保

険証に書かれている連絡先）にお問い合わせください。

　患者さんの加入されている健康保険や病名等により利用でき

る制度が異なるため、患者支援・医療連携センターへご相談い

ただければ、ソーシャルワーカーが個別に相談対応いたします。

　また、本人または家族が、年間 10 万円を超える医療費を支

払った場合に、確定申告すれば税金が戻る医療費控除の制度も

あります。詳しくは、お住まいの地域（所管）の税務署にお問

い合わせください。

→医療費・生活費について　ｐ 20をご覧ください

　
３．仕事を休むことになるため収入が減ってしまいます。

　病気のために仕事を休み、給料の支払いが受けられなくなっ

た場合に、健康保険加入者本人（勤労者）は、「傷病手当金」

の支給を受けることができます。連続４日以上休業した場合に

は 4 日目から支給が開始され、上限は１年６ヶ月、支給額は標

準報酬月額の３分の２です。

→医療費・生活費について　ｐ 20をご覧ください
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４．自宅から病院が遠いので退院後が不安です。

　ご自宅の周辺地域にかかりつけ医を持ち、定期的な検査や処

置を受けることは可能です。慈恵医大病院と診療情報提供書や

医療連携手帳などを用いて、連携を図ります。状況によって異

なりますので、まずは主治医にご相談ください。医療機関を探

すお手伝いは「患者支援・医療連携センター」で行わせていた

だきます。

　→かかりつけ医との連携について　ｐ 29をご覧ください

５．退院することになったが、入院前より動けなくなり自宅で

過ごすことが不安。どうしたらよいか ?

　退院にあたり不安なことがありましたら、まずは担当医また

は病棟の看護師にご相談ください。地域での医療サービスや社

会資源の必要に応じて、患者支援・医療連携センターの退院調

整を行う看護師や医療ソーシャルワーカーと協働して、情報提

供や地域との調整を行います。

　→療養生活について　ｐ 24をご覧ください

６．介護保険でどのようなサービスを受けられるのですか？

　自宅で生活しているとベッドや車イスなどの介護用品や人の

助けなどが必要になることがあります。そのような時に介護保

険が役立ちます。65歳以上の方と40～64歳の方とでは、保険料

の支払方法や介護サービスを受けられる条件などが異なります。

介護度に応じて、電動ベッド、車イスのレンタル、ホームヘル

パー、入浴サービス等にかかる費用の1割負担で利用できます。
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Ｑ＆Ａ

住民票のある市区町村の介護保険課または地域包括支援センター

にご相談ください。

　→療養生活について　ｐ 24をご覧ください

７．医師より緩和ケア病棟をすすめられた。緩和ケア病棟があ

る病院やホスピスを知りたい。

　がん情報サービスのホームページに全国の緩和ケア病棟のあ

る病院の情報が記載されています。また、がん相談支援センター

で、ご自宅近くの病院やかかり方などをご案内します。

８．がんを体験した方と話せる場はありますか？

　当院に入院中、または通院中の患者さんやそのご家族が語り

合える場として、定期的に腫瘍センターサロンで美容セミナー

や学習会、交流会を開催しております。お気軽にご利用ください。

　また、がん相談支援センターでは、地域の患者会やサポート

グループなどの情報を探すお手伝いをいたします。
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　セカンドオピニオンとは、患者さんがご自身の病気や医療の

理解を深めるために主治医以外に異なる医療機関の医師に「第

２の意見」を求めることです。

どういうときに受けるのでしょうか。

・主治医に診断や治療方針の説明を受けたが、どうしたらいい

か悩んでいるとき。

・いくつかの治療方針を提示されているが、迷っているとき。

・他に治療法はないかと考えているとき。

受ける効果は何でしょうか。

・主治医の診断や治療方針に対する確認ができる。

・診断や治療の妥当性を確認できる。

・主治医の示す治療法以外の治療法が得られる可能性がある。

　このようにセカンドオピニオンは、客観的な「第 2 の意見」

を参考にすることで、最適な医療を自分で決定するための判断

材料となります。これは患者さんの自己決定権を支えるととも

に、患者さんやご家族と主治医との信頼関係をより強固にする

ために実施すべきものであるといえます。

　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

ンの準備は現在の主治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ます。

　がん診療を行っている病院では「セカンドオピニオン外来」

４.セカンドオピニオンについて４.セカンドオピニオンについて
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セカンドオピニオンについて

を設置しているところがあります。セカンドオピニオンをどこ

で受けるか迷う場合には、がん相談支援センターにお問い合わ

せください。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提供ができます。このほか、例えば「手

術を勧められているけれども、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。

　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。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を受けたら、現在の主治医に報告した上

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主治医の意見を聞くことで、治療への理解

がより深まり、納得する治療を選択することができるようにな

ります。

　がん相談支援室は、患者さんやご家族の他、どなたでもご利

用いただけます。個々の治療方針や詳しい病状の説明や医師の

判断が必要な相談には対応致しかねますので、ご了承ください。

１．主治医に治療方針を説明されたが、迷っている。他に治療

方法はないのか。

　治療方針について疑問が生じた時にはまず、あなたの身体や

セカンドオピニオンを受けるときの流れと心がけておきたいこと
まず、主治医の診断と治療方針（ファーストオピニオン）を聞きましょう。

セカンドオピニオンを受けたいという希望を主治医に伝えて、紹介状を受け取りましょう。

希望先の医療機関のセカンドオピニオン外来に申し込みをしましょう。

あらかじめまとめておいた、聞きたいことや自分の希望を伝えましょう。

セカンドオピニオンを受けたら、主治医に必ず報告して、今後のことを相談しましょう。
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納得して治療を受けることが大事です

　がん患者さん向けの専門家による支援があります。

病気や治療についての理解を深め、納得のいく治療選択ができ

るように、がんと診断された方に対して、がんに精通した医師

と、看護師、または薬剤師がサポートする取り組みです。病状

説明、治療選択の相談時に支援させていただきます。

がん患者さんに対しての面談を受ける方法

１．対象

　　「がん」の患者さん・ご家族など

２．予約制

　　外来受診中の方は外来診療科窓口へご相談下さい。

　　入院中の方は病棟看護師にご相談下さい。

３．時間

　　１人 30分程度

４．内容

　　病状説明や治療内容の補足説明、治療薬の説明

５．説明する人

医師と看護師による共同の面談と、医師、看護師、薬剤師

それぞれの専門家による面談があります。

　なお、当院ではがん患者指導管理料の施設基準の届出を行っ

ており、専門的な資格を有する医師、看護師、薬剤師が、保険

５.がんのカウンセリング（がん患者指導管理料について）
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がんカウンセリング

診療内で対応することもできます。

　その場合には別途費用が発生します。

専門的な資格を有する医師と看護師の共同面談の
具体的な内容

・ 日本緩和医療学会PEACEの緩和ケア研修を修了した医師に

よって、時間をかけ丁寧な説明が行われます。 

・がんに精通した認定看護師が病状説明に同席し、わかりにく

かった内容の補足説明、担当医との橋渡し役、また身体的苦

痛・精神的苦痛（心配ごとなど）を少しでも緩和できるよう

お手伝いさせていただきます。 

・料金は医療保険を適用し、1回500点です。

　（診察料・検査料等は別料金です）

　３割負担の方：1,500円 　１割負担の方：500円

　（外来・入院を通して１人の患者さんに１回のみとなります）

医師または看護師、薬剤師による面談の具体的な内容

・精神的な不安を軽減するために、医師または看護師との面談

を希望することもできます。 もしくは、がんの治療に使う

薬の必要性について医師や薬剤師から説明を受けることを希

望することもできます。

・医師や看護師、薬剤師がそれぞれ面談した場合は医療保険を

適応し1回200点です。

　３割負担の方：600円　１割負担の方：200円

　（外来・入院を通して１人の患者さんに６回まで利用できます）
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　緩和ケアは、がんの治療と並行して、がんが原因で起こる痛

みや、悩み、つらさにさまざまな方法で対応していきます。ま

た、患者さんが社会生活を送る上で抱える悩み、家族の悩みな

ど、がん患者さんの生活全体の悩みを含めて対応します。

緩和ケアは治療の初期から取り入れられます

　緩和ケアはがんが進行してから受けるもの、というイメージ

はありませんか？緩和ケアはがんの状態や時期を選びません。

がんと診断されたときのショック、手術や抗がん剤治療、放射

線治療に伴う痛み、体のつらさ、がんという病気を抱えている

ことによる心理的な不安、不眠など、治療中のあらゆる時期の

つらさや悩みに緩和ケアは対応し、患者さんの生きる力を支え

ます。ぜひ初期から積極的に取り入れていきましょう。

緩和ケアを実際に受けるには？

１．外来通院中の患者さんには、…緩和ケア外来

　外来で患者さんとご家族のさまざまなつらさを緩和します。

主治医やかかりつけ医などと連携をとりながら、がんの治療と

並行して以下のような苦痛をやわらげるお手伝いをいたします。

・痛みや吐き気、呼吸の苦しさ、倦怠感などの身体的な苦痛の

緩和

・心の落ち込みやイライラなどの精神的な苦痛の緩和

・在宅療養（在宅緩和ケア）や緩和ケア病棟などの療養につい

てのご相談（当院には緩和ケア病棟はありません）

６.緩和ケアについて６.緩和ケアについて
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緩和ケアについて

　完全予約制です。主治医または看護師にご相談ください。

２．入院中の患者さんには、…緩和ケアチーム

　主治医あるいは担当医からの紹介をもとに緩和ケアチームの

スタッフが病室を訪問し、身体的な苦痛やこころの悩みを和ら

げるサポートをします。緩和ケアチームは、緩和ケア医師、精

神科医師、がん専門看護師、薬剤師、栄養士、鍼灸師など、さ

まざまな専門家がチームを組んで手当にあたります。治療方針

は病棟の主治医が決定しますが、症状緩和の相談に応じ、助言

させていただきます。
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緩和ケアに関する誤解にご注意ください

〈緩和ケアに関するよくある誤解〉
誤解１　「緩和ケアは終末期になって行うものですよね？」

　緩和ケア＝ターミナルケア（終末期医療）と思いこんでいる

人がいますが、現在では、治療の初期から痛みやつらさをやわ

らげるために導入されています。痛みやつらさをとることは、

初期の治療にもよい影響を与えます。

誤解 2　「緩和ケアにはモルヒネなどの麻薬を使うと聞きまし

た。麻薬を使うと人格が崩壊するのではないかと心配

です。また、だんだん効かなくなる、意識がなくなる

という話も聞いています」

　「麻薬」という言葉に犯罪的なイメージがあるせいか、オピ

オイド（医療用麻薬）は怖いものだと思いこんでいる人がいま

すが、決してそんなことはありません。医療で使う麻薬は、犯

罪で使われるものとはまったく別ものです。医療用麻薬は国の

管理下でつくられた医療目的の薬です。また、利用する場合も、

専門医師が適量をコントロールします。専門医師の管理の下で

痛みの治療に使っている限り、効かなくなったり、意識がなく

なることもありません。安心して使ってください。 

誤解 3　「痛みはがんと体がたたかっている証拠。だからがま

んすべきです、と言われたのですが」

　こうしたまったく根拠のない主張をしている民間療法や代替

療法があるようです。しかし、このような考え方に科学的な裏
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緩和ケアについて

付けはまったくありません。痛みをがまんすることは、患者さ

んの苦しみを増すだけです。治療の助けに ならないどころか、

体調に悪影響を与えるばかりです。 

誤解 4　「たくさんの薬を飲むことに抵抗があります。余分な

薬は飲みたくありません」

　緩和ケアの専門医師の指導があれば、体への負担を最小限に

して適切に痛みを治療することができます。適量の薬を使って

痛みをとることには、薬を遠ざけて痛みをがまんするよりも、

はるかに大きいメリットがあります。 

　　がん患者のための体と心の緩和ケア

　　発行：社会福祉法人ＮＨＫ厚生文化事業団　監修:的場元宏（2010年）より抜粋

　以上、代表的な例をご紹介しましたが、わからないことがあ

れば主治医や看護師、緩和ケアチーム、がん相談支援センター

などにお尋ねください。
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1 ．医療費について

　がんの治療は、病状によって検査、手術、化学療法、放射線

治療などを組み合わせて行われることが多く、費用も異なりま

す。そこで健康保険の制度として所得に応じた自己負担限度額

が設定されている高額療養費制度を利用することができます。

　健康保険の種類により申請窓口が異なります。

【70歳未満の方】

　健康保険を使って診療を受けた時、 1 か月間の医療費の支払

いが一定の額（自己負担限度額）を超えると、超えた分が高額

療養費として、払い戻しが受けられます。

　加入している保険者に事前に申請し、限度額適用認定証の交

付を受けることにより、 1 か月の病院窓口での支払いを、自己

負担限度額までにすることが出来ます。限度額適用認定証を利

用した揚合、払い戻しの手続きをする必要はありません。

◎限度額適用認定証　自己負担限度額のご案内

・同一月かつ同一の医療機関での自己負担限度額（表 1 ）に達

した時、その後の窓口での支払いは不要です。

・入院時の食事代や室料差額（差額ベッド代）等の保険外負担

は対象外となります。

・ 限度額適用認定証は申請月の 1 日から有効になります。

７.医療費・生活費について７.医療費・生活費について
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医療費・生活費について

※直近12か月の間に 3 回以上高額療養費に該当した揚合は、 4

回目からは自己負担が【　】内の金額に引き下げられます。

◎申請窓口

・国民健康保険加入の方⇒お住まいの役所の国民健康保険窓口

・全国健康保険協会の方⇒事業所を管轄する全国健康保険協会

・組合・共済保険等に加入の方⇒今加入している組合の窓口

【70歳以上の方】

　外来、入院別に自己負担限度額が決まっており、同一月かつ

同一の医療機関での自己負担額が限度額に達した時、その後の

窓口でのお支払いは不要です。

■ 〔表１〕70歳未満の方の自己負担限度額

区　分 自己負担限度額

□一般
80,100 円＋（医療費の総額一 267,000 円）×1％

150,000 円＋（医療費の総額一 500,000 円）×1％

【44,400円】※

35,400 円

【83,400円】※

【24,600円】※

□上位所得者

□市町村民税非課税者

（月収 53 万円以上の方）

■ 〔表 2〕70歳以上の方の自己負担限度額

区　分 自己負担限度額
□一般 外来　12,000 円

入院　44,400円

外来　  8,000 円
入院　15,000 円
外来　  8,000 円
入院　24,600 円

□現役並み所得者

□市町村民税非課税者②

□市町村民税非課税者①

（下記のいずれにも該当しない方）
外来　44,400円
入院　80,100 円＋（医療費の総額一 267,000 円）×1％
　　　　　　　　　　　　　　　　  【44,400円】※

■ 〔表１〕70歳未満の方の自己負担限度額

区　分 自己負担限度額

□一般
80,100 円＋（医療費の総額一 267,000 円）×1％

150,000 円＋（医療費の総額一 500,000 円）×1％

【44,400円】※

35,400 円

【83,400円】※

【24,600円】※

□上位所得者

□市町村民税非課税者

（月収 53 万円以上の方）

■ 〔表 2〕70歳以上の方の自己負担限度額

区　分 自己負担限度額
□一般 外来　12,000 円

入院　44,400円

外来　  8,000 円
入院　15,000 円
外来　  8,000 円
入院　24,600 円

□現役並み所得者

□市町村民税非課税者②

□市町村民税非課税者①

（下記のいずれにも該当しない方）
外来　44,400円
入院　80,100 円＋（医療費の総額一 267,000 円）×1％
　　　　　　　　　　　　　　　　  【44,400円】※
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・市町村民税非課税者①・②の方は「限度額適用・標準負担額

減額認定証」が必要になります。下記の窓口にて申請の上、

病院の会計窓口へご提示ください。

・同一月に外来・入院両方おかかりの場合にそれぞれ支払いが

発生しますが、入院限度額を超えた分は申請により還付され

ます。

◎申請窓口

・70歳から74歳までの方⇒加入している健康保険の窓口

・75歳以上の方⇒お住まいの役所の後期高齢者医療担当窓口

2 ．生活費について

【傷病手当金】

　社会保険に加入している方が、療養のため、給料を受け取れ

ないとき、標準報酬日額の 3 分の 2 が支給される所得補償制度

です。（任意継続被保険者の方は支給されません）

◎受給要件・下記の要件をすべて満たすこと

１．病気やけがのため仕事に就けない

２．継続して 4 日以上休んでいる

３．給与が支払われていない、または支払われてもその額が傷

病手当金より少ない

◎支給される期間

　休み始めて 4 日目から最長 1 年 6 か月
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医療費・生活費について

◎申請窓口

　勤め先の会社の窓口あるいは加入している健康保険組合

【障害年金】

　病気やけがが原因で障害が残った揚合、その障害の程度によっ

て経済的な補償が受けられます。障害認定基準に基づいて、障

害の等級が定められ、その等級に該当する方が対象です。

◎受給要件・下記の要件をすべて満たすこと

１．障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生

年金保険の被保険者期間中にある事

２．初診日の前日までに一定の保険料給付要件を満たしている事

３．障害認定日において障害の程度が一定の基準以上の状態に

ある事

※障害認定日とは:初診日より 1 年 6 か月が経過した日、又

は症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日

◎申請窓口

・障害基礎年金⇒お住まいの市区町村役所

・障害厚生年金⇒年金事務所

・障害共済年金⇒共済組合

※障害年金は、加入している年金、病気の経過により手続き

や必要書類が異なります。詳しくは、上記窓口にご相談く

ださい。
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　医療をとりまく状況が変化し、入院期間が短くなり、社会生

活を送りながら外来通院で様々な治療を行うことができるよう

になりました。また、住み慣れた自宅で、できるだけ普段どお

りの生活を送りながら治療を受けたり、療養したり、終末期を

含めて自宅で過ごすことを選ぶ人がふえているなど、様々な状

況での療養生活があります。自宅での生活は入院生活に比べる

と、よいところもたくさんありますが、在宅医療のための体制

や必要な設備、物品について事前に準備が必要です。

療養を支える医療体制

　自宅で過ごす場合、様々な不安な気持ちがあるかもしれませ

ん。あらかじめ必要な医療に関することや予想される体調の変

化への対応など、主治医や看護師に聞いておくと落ち着いて準

備、対処ができます。

　在宅で行える医療的な管理には以下のようなものがあります。

　・栄養や痛みどめの点滴を行う

　・自宅での酸素吸入

　・褥瘡（床ずれ）の処置や傷の処置

　・痰の吸引　　など

　訪問診療を行う病院や診療所、24時間対応してくれる診療所

（在宅療養支援診療所）、訪問看護ステーションなど、在宅療養

を支える仕組みが整備されてきています。必要とする施設、利

用できるサービスなどについて、地域の相談窓口やがん相談支

援センターへ相談してみましょう。

療養生活について

８.療養生活について８.療養生活について
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療養生活について

ホームヘルパー
訪問して、日常生活の介護や

買い物、掃除などの家事の

援助を行います。

担当医（病院）
治療や体の状態のことで、

何か異変などがあったときに

対応します。

在宅医
（在宅療養支援診療所など）
定期的に訪問診療し、緊急時

などに対応します。また専門的な

治療を行った病院の担当医と

連携し、必要に応じて

再入院の手配などもします。

訪問看護師
在宅医との連携のもと、

療養の世話や医療処置や

症状の確認などを行います。

薬剤師
薬の説明をしたり、

使用法・副作用に関する

相談に対応します。

歯科医・歯科衛生士
歯やロのケアなどの

相談に乗ります。

地域包括支援センター
介護予防を含め、在宅療法などに

関するさまざまな制度の利用や

福祉の相談や支援を行っています。

ケアマネジャー
自宅療法でどんな支援を

受けられるか、

一緒に考えて計画を立てます

（介護保険の対象者のみ）。

理学療法士
作業療法士

日常生活を送る上での

基本的な動作の回復や機能低下の

予防を図ります。

【地域包括支媛センター】
在宅療養に関するさまざま
な制度の利用や福祉の相談

に応じます。

【がん相談支媛センター】
あなたの治療と療養における
さまざまな相談に応じます。

【市区町村の窓口】
役所の窓口で、医療や介護
における、さまざまな助成
制度などの申請や相談に

応じます。
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介護保険制度について

　介護保険制度とは、介護を必要としている人が安心して日常

生活を送れるよう、社会全体で支援する制度です。介護認定を

受けられた方は、介護度に応じて、介護サービスを1割の自己

負担で受けることができます。

対象：65歳以上の人が、要介護・要支援認定を受けた場合

40～64歳までの「特定疾病」の人が、介護が必要となり、

要介護・要支援認定を受けた場合

【利用までの流れ】

　申請する▼

・窓口：住民票のある市区町村の介護保険課または

　　　　地域包括支援センター

・必要なもの：介護保険証　お持ちでない方は健康保険証

主治医の名前（フルネーム）と診療科、病

院名、病院住所

　認定調査▼

・調査員が訪問して心身の状況などを調査します。

　主治医意見書▼

・市区町村の依頼で、主治医が病気に関して意見書を作成

します。

　審査・認定▼

・認定調査と主治医の意見書をもとに、要介護度を決定し

ます。

生活を支援する制度について

９.生活を支援する制度について
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・判定結果を本人に通知します。

　ケアプラン作成▼

・介護度によってどんなサービスがどのくらい必要かケア

マネージャーがケアプランを作成します。

　サービスの利用▼

・ケアプランに基づき契約し介護サービスを受けます。

【サービスの種類】

・訪問介護（ヘルパーが訪問し、日常生活の介護や家事の

援助を行います）

・訪問入浴介護（巡回入浴車が訪問し看護師、ヘルパーが

入浴介助を行います）

・訪問看護（主治医の指示に基づいて療養上の世話、機能

訓練などを行います）

・訪問リハビリ（自宅に訪問してリハビリを行います）

・通所介護、通所リハビリテーション（デイサービス、デ

イケア）

・ショートスティ（施設に短期間入所して、生活の援助や

機能訓練を受けます）

・ 福祉用具（車椅子、介護ベッドなどのレンタルまたは購入）

・住宅改修（手すりの取り付け、段差の解消など）

など

※認定された介護度により、利用できるサービスやその

　範囲が異なります。

生活を支援する制度について



28

身体障害者手帳について

　身体障害者福祉法で定める程度の障害がある揚合、申請によっ

て身体障害者手帳が交付されます。国や自治体で行われている

各種福祉サービスを利用するためには、この手帳の交付を受け

ていることが条件となります。

【手帳の交付対象となる障害の種類】

視覚障害　聴覚障害　平衡機能障害　音声・ 言語機能障害　

そしゃく機能障害　肢体不自由　心臓機能障害　

じん臓機能障害　呼吸器機能障害　ぼうこう直腸障害　

小腸機能障害　免疫機能障害　肝臓機能障害

【身体障害者手帳取得希望のある方】

　まずは主治医にご相談ください。申請できるかどうかは病名

だけでなく、病状、状態によって決まります。正式な決定は都

道府県が行います。

【申請窓口】

　お住まいの市区町村役所、保健福祉センター、福祉事務所の

障害福祉担当課

【申請に必要な書類】

・申請書

・診断書

・写真（たて 4 cmXよこ 3 cm) 

・印鑑
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かかりつけ医との連携について

かかりつけ医を持ちましょう

　慈恵医大病院は、特定機能病院・地域がん診療連携拠点病院

として、かかりつけ医との相互協力、連携をさらに密にするこ

とで患者さんにとって最適な医療が受けられるためのシステム

の構築を目指しています。

　「かかりつけ医」と「当院の医師」があなたの主治医です。

　　かかりつけ医はあなたの日常の健康を守ります。

　　慈恵医大病院は高度かつ専門的な医療を提供します。

10. かかりつけ医との連携について10. かかりつけ医との連携について
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東京都医療連携手帳について

　東京都医療連携手帳とは、がん患者さんが、手術など専門的

な治療を行った後に使用するもので、患者さんの 5 年ないし10

年先までの診療の計画を立てたものを、一冊の手帳にまとめた

ものです。

・ 患者さんが医療機関等を受診する際にこの手帳を持参するこ

とにより、専門病院の医師、かかりつけ医、その他の医療機

関等が、患者さんの治療経過を共有でき、より適切な診療が

可能になります。

・ 患者さんが手帳を持つことにより、「いつ」「どこで」「どんな」

診察・検査を受ければよいかが分かります。

手術などの治療を行った主治医が、医療連携が患者さんの診

療に適しているかどうかを吟味し、患者さんやご家族に十分

に説明し同意を得た上で、手帳の利用を開始します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
例）胃がん

　詳しくは、主治医、看護師、患者支援・医療連携センターに

ご相談ください。
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専門外来、院内施設

　院内には以下のような専門外来や支援部門があります。

リンパ浮腫外来

　リンパドレナージュと圧迫療法、圧迫下運動療法、スキンケ

アの４つの治療法を柱としたテーラーメイドのリハ治療を行っ

ています。術後の治療時期と４つの治療法を組み合わせること

によって、より効果的なリハ治療を提供しています。

　ご希望の方は、担当医にご相談ください。

　問い合わせ窓口：リハビリテーション科外来

ストーマ外来

　皮膚排泄ケア認定看護師2名によって行われています。ストー

マを造設された方の社会復帰と生活を支援することを目的とし

た外来です。退院後も安心して快適に生活できるよう、ストー

マや周囲皮膚の評価、装具の相談、セルフケアの確認や日常生

活に関するアドバイスなどを行っています。

　外来日時：木曜日９～11時（予約制）

　問い合わせ窓口：スキンケア外来

11. 専門外来、院内施設11. 専門外来、院内施設
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治験センター

　治験センターは、新しい薬や医療機器の研究・開発をサポー

トする部門です。薬剤師・看護師・臨床検査技師の資格を持つ

臨床研究コーディネーターは、治験に参加する患者さんに治験

内容・検査・スケジュールなどの説明や、医師とのコミュニケー

ションを手助けし、患者さんの立場に立って、より安全に安心

して治験に参加できるよう支援します

　問い合わせ窓口：治験センター

　　　　　　時間：月－土曜日　9：00－17：30

すこやか情報館（院内図書室）

　患者さんやご家族の方々が医療や健康に関する情報を入手す

るためのスペースとして開設しました。ご自身の病気や治療に

ついて理解を深めて治療に臨むことは大切なことです。病気の

事や健康情報について詳しくお知りになりたい方、待ち時間を

有効に活用されたい方、ぜひご利用ください。

　場所：外来棟4階外科外来前

　開館時間：8：00～17：00
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専門外来、院内施設

腫瘍センターサロン

　腫瘍センターサロンでは、患者さんやご家族が語り合える場

として、定期的な交流会や学習会、美容セミナーなどを開催し

ています。がんを体験して辛かったことや困ったことなど一人

で抱え込まず、一緒に話をしたり、聞いたり、考えたりするこ

とで、病気に向き合う力をともに分かち合いましょう。

　場所：外来棟４階　腫瘍センターサロン

【腫瘍センターサロンへようこそ（交流会）】

　対象者：当院へ悪性腫瘍でおかかりの患者さんおよびご家族

お問い合わせ窓口：がん相談支援センター

　　　　　　　　　（患者支援・医療連携センター内）

【愛宕花椿セミナー（美容に関するセミナー）】

　対象者：当院へ悪性腫瘍でおかかりの患者さんおよびご家族

　　　　　（女性限定６名　事前申込制）

　お問い合わせ窓口：腫瘍・血液内科外来

　がん情報サービスの各種冊子をそろえております。ご希望の

方は、がん相談支援センターへお問い合わせください。
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