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令和２年7月29日

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター
患者家族総合支援センター

灘野成人

四国がんセンターの取り組み
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がん患者の就労支援対策
開始年 事業名等 内容

2012年 第2期がん対策推進基本計画 重点的に取り組むべき課題に「働く世代や小児へのがん対策」、分野別
施策では「がん患者の就労を含めた社会的な問題への対応」を追加

2013年
がん患者の就労に関する総合支援
事業

がん患者が抱える就労に関する問題をくみ上げ、就労に関する適切な情
報提供と相談支援を行うことを目的とし、がん相談支援センター等に就
労に関する専門家を配置する相談体制の整備

2013年
長期にわたる治療等が必要な疾病を
持つ求職者に対する就職支援モデル
事業

全国5か所のハローワークが、がん診療連携拠点病院と連携し、長期にわ
たる治療等で離職を余儀なくされた求職者に対し就労支援を実施。
2016年からは全国展開している。

2014年 がん診療連携拠点病院の整備に関
する指針（改正）

がん相談支援センターの業務として就労相談が位置づけられる。

2015年 がん対策加速化プラン 拠点病院における仕事の継続を重視した相談支援の実施

2016年 事業場における治療と職業生活の両
立支援のガイドライン

企業における、環境整備や個別の両立支援実施のためのガイドライン

2017年
両立支援コーディネーター養成研修
開始

主治医と会社の連携の中核となり、患者に寄り添いながら、個々の患者
ごとの治療・仕事の両立に向けた治療と仕事両立プランの作成支援など
を行う両立支援コーディネーターを育成・配置

2018年
第3期がん対策推進基本計画
診療報酬改定/療養・就労両立支
援指導料新設
両立支援コーディネーター養成

尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築のために「がんとの共生」という
施策を作る。
療養・就労両立支援指導料新設に伴い、がん診療連携拠点病院向け
両立支援コーディネーターを育成・配置

2020年
診療報酬改定/療養・就労両立支
援指導料見直し

療養・就労両立支援指導料の対象者の緩和（産業医の専任されてい
る事業所に勤務するもの以外に、統括安全衛生管理者、衛生管理者、
安全衛生推進者または保健師が専任されている事業場も対象となる）2
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四国がんセンター がん相談支援センター

【受付時間】 ８時３０分～１７時１５分
（土曜日・日曜日・祝日除く）

【相談形式】 対面相談・電話相談
【対 象】 がん患者さん、ご家族、地域住民どなたでも
【 相 談員 】・医療ソーシャルワーカー

(がん専門相談員)
・看護師

秘密は守られます
必要に応じて多職種と連携して支援します

がんに関する様々な不安や悩みについて、相談員が話を
お伺いし、解決へのお手伝いをします
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平成27年度
（2015年度）

平成28年度
（2016年度）

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

令和1年度
（2019年度）

就労関連
（件数） 38 42 51 110 226

がん相談支援センターにおける就労相談実績

就労に関する相談件数（延べ件数）

令和１年度は、月１９件程度
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がん相談支援センターにおける就労相談実績

就労に関する相談件数（実件数）
令和１年度 74件
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治療を受けながら働きたい・働き方について

治療中、休職中の働き方について

治療のための休みの取り方

失業の危機

退職後の保険関係

新たに仕事を探したい

診断書作成依頼

職場の上司・同僚との関係

障害年金等の年金について

その他

相談内容

勤務形態

就労状況
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治療と仕事の両立支援に関する診療報酬新設
療養・就労両立支援指導料 1,000点
相談体制充実加算 500点

7

（専任の看護師又は社会福祉士による相談体制がある）

【ポイント】
対象疾患︓がんに限る
対象患者︓産業医が選任されている事業場で就労している労働者
算定要件︓

• 主治医(保険医)が、産業医に対して治療と仕事の両立に関する意
見書を作成した場合が対象 となる。

• 産業医は、主治医(保険医)に対して治療と仕事の両立に関して必
要な配慮等について文書で 助言する。

• 主治医(保険医)は、産業医の助言を踏まえ、治療計画の再評価を
行う。

• ６月に１回に限り算定する。

平成30年度



療養・就労両立支援指導料見直し
療養・就労両立支援指導料 （3月に限る）
１．初回 800点
２．2回目以降 400点
相談支援加算 50点
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【ポイント】
対象疾患︓がんの他に、脳卒中、肝疾患及び指定難病を追加
対象患者︓産業医の専任されている事業場に勤務する者の他に、統括安
全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者または保健師が専任され
ている事業場に勤務する者を追加
企業から提供された勤務情報に基づき、患者に療養上必要な指導を実施
するとともに、企業に対して診療情報を提供した場合について評価。また、
診療情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ療養上必要な指導を
行った場合についても評価

令和2年度



産業医等・企業との連携の流れ
診断書様式の作成
▼主治医から産業医等・企業への情報提供に使用する。
記載内容を主治医から患者本人へ説明し、同意を取得する。

復職時に使用 就業継続時に使用

患者さんの就業状況によって使い分けること
で、個々の状況にあった意見書を作成する。

四国がんセンター

産業医等、労務担当者

○○会社

①勤務状況の提出
（患者と事業者が協働で作成した
「勤務情報提供書」を主治医へ提供）

②主治医意見書の提出
（就業上の配慮）
患者の同意のもと作成

④産業医等に報告
（治療計画）

③両立支援プランの作成
（主治医に助言）
就業の可否、就業上の措置、
通院への配慮等決定

産業医等がいる場合は
『療養・就労両立支援指導料』を算定 9



患者・家族総合支援センター 暖だんについて

第2次愛媛県地域医療再生計画に基づき患者・家族総合支援
センター整備事業（平成２６年度より「愛媛県在宅がん医療
推進事業」）を展開する目的で設立

 がん患者とその家族を支援します
 がんの医療介護福祉に携わる人々を支援します

がんになっても安心して暮らしていける地域社会の実現
1）がん患者・家族、医療関係者が集える場の提供
2）がん関連情報の集約と発信
3）がんサロンの質の向上
4）がん患者を家族に持つ子どもの支援
5）がんに関する就労支援
6）がん患者の外見関連支援
7）がん患者および家族（パートナー）の性（セクシュアリティ）
に関する支援

8）緩和ケア
9）がん登録

事業内容
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１）長期療養者就職支援事業

平成25年７月から開始
ハローワーク松山で就職支援ナビゲーターが無料で相談を受け
ている

【目的】
ハローワークががん診療連携拠点病院等と連携し、がん、肝炎、糖尿病等の疾病により、長期
にわたる治療等のために離職を余儀なくされたがん患者等に対する就職支援事業を実施し、が
ん患者等の就職支援に関するノウハウ・知見の蓄積を図る。（平成25年にモデル事業として全
国5都県で開始し、平成28年度に本事業に移行。現在は全国47都道府県で実施）

【愛媛県の場合】
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【四国がんセンターでの就職・転職に関する相談】
 ハローワーク松山の就職支援ナビゲーターが出張相談を
実施

毎週水曜日10︓00～15︓00
※相談所要時間
初回相談・・・１時間程度
１回目以降・・・30分程度

原則予約制

厚生労働省事業
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2019年度就職支援事業の実績①
相談人数：61名

相談件数：138件

就職者数：21名

（人）

＊一度就職した場合は、次回相談以降、新規相談として人数にカウントする。



暖だん内での出張相談（2019年4月1日～3月31日現在）
相談回数︓51回
相談件数︓138件
就職者数︓20名

就職支援事業の実績②

2018年度 2019年度

相談回数 51回 51回

相談件数 112件 138件

相談日１日あたりの相談者数 2.2人 2.7人
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ハローワーク松山の支援活動

ハローワーク松山では、長期療養者が働きやすい環境作りを目指し、事業所に理解と協力を呼び
かけています。
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２）産業保健総合支援センターにおける両立支援事業

15

【四国がんセンターでの出張相談】
平成２８年９月から開始
愛媛産業保健総合支援センターの両立支援促進員
（社会保険労務士）が出張相談を実施

毎月第１金曜日、第３水曜日
10︓00～1３︓00

相談時間︓３０分から１時間
原則予約制

厚生労働省事業

医療機関等に設置される相談窓口で、がんなどの患者（労働者）、事業者（企業）、人
事労務担当者、産業医、保健師等産業保健スタッフからの両立支援に関する相談に対応す
る。

【両立支援相談窓口等での相談対応（出張相談）】

※厚生労働省から平成28年２月23日に公表された『事業場における治療と職業生活の両立支援のため
のガイドライン』の示すところにより、産業保健総合支援センターに両立支援促進員を配置。



NHO労働者健康安全機構における両立支援事業

対 象︓患者（労働者）、家族、事業者
場 所︓患者・家族総合支援センター暖だん
相談日時︓毎月第３水曜日10︓00～13︓00

毎月第１金曜日10︓00～13︓00
相談時間︓３０分から１時間
原則予約制

愛媛産業保健総合支援センターの両立支援促進員
（社会保険労務士）が出張相談を実施

2018年4月～
相談日が追加
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2018年度就労支援事業の実績①
●相談件数：31件 ＊就労相談は相談毎に相談内容が異なる場合が多いため、相談件数で集計する。

●復職者数：８名／就職者数：1名／継続就業者数：2名 ＊確認できた場合に限
る。
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就職支援
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2019年度就労支援事業の実績①
●相談件数：13件 ＊就労相談は相談毎に相談内容が異なる場合が多いため、相談件数で集計する。

●復職者数：2名／就職者数：1名／継続就業者数：4名 ＊確認できた場合に限
る。

（件）（件）
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 相談内容：治療を受けながら働きたい
治療のための休みの取り方について知りたい
退職後の保険関係について知りたい
治療中、休職中の補償について聞きたい（傷病手当金等）
障害年金等年金について聞きたい
職場と上司・同僚との関係について
退職させられそう・退職しないといけに雰囲気

暖だんでの出張相談（2019年4月1日～2020年3月31日）
相談回数︓22回
相談件数︓13件 ＊就労相談は相談毎に相談内容が異なる場合が多いため、相談件数で集計する。

就労支援事業の実績②

2018年度 2019年度

相談回数 24回 22回

相談件数 31件 13件

相談日１日あたりの相談人数 1.3人 0.6人
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ハローワーク・産業保健総合支援センターとの連
携による就職支援体制

相談者

患者・家族総合支援室
情報収集および全体調整

連
携

がん相談支援センター

 ハローワーク就職支援ナビゲーター
 産業保健総合支援センター両立支援促進員

連
携

相談
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受付

アセスメントシートの
記入

就職相談

相談希望の患者はがん相談支援センターや患者・家族総合
支援センターに来訪いただくか、電話でアクセスする

がん相談支援センターや患者・家族総合支援センター
のスタッフが希望日時を確認する。

患者・家族総合支援室にて予約の管理をする。

 患者は受付の際にアセスメントシートを記入する

 就職支援ナビゲーター・就労支援促進員は支援内
容や個人情報の共有に関する説明を行い、同意書
に署名をもらう。

 患者への就労支援の開始。

予約

四国がんセンターでの
就職相談・就労相談の流れ
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就職・就労支援事業の実績（年度別推移）
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就労関連企画（患者・家族向け）

＜参加人数＞
14名

＜内容＞
①仕事の意味について
②就職活動のポイント

＜参加者の声＞
・いいお話しが聞けて、よかったです。

＜アンケート結果より＞
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就労関連企画（医療関係者・就労支援担当者対象）
＜参加人数＞
24名
内訳︓企業関係者4名、社会保険労務士10名
医療関係者3名、医療ソーシャルワーカー5名、その他2名

＜目的＞
①がん患者の就労支援について現状と課題の共有ができる
②勤務情報提供書、主治医の意見書伺い兼診断書の具体的
な内容について理解ができる
③両立支援プラン／職場復帰支援プランを考えることがで
きる

＜事後アンケート結果より＞

＜参加者の声＞
・がん患者に対し、仕事を辞めなくて良い、相談が可能であることを周知
していく。（MSW）
・就労支援規程を作成し、企業に広めていく。（社労士）
・このように医療関係者だけではなく、企業の方など様々な職種の方と
意見交換ができて、いろいろな捉え方など勉強になりました。（MSW）
・非常に勉強になりました。各グループで特色も異なり、様々な設定での
見解が聴けて良かったです。（社労士）

24



就労関連企画の案内
その他にも、順次お知らせしていきます!!
興味がある方は、
患者・家族総合支援センター のホームページをご覧ください。
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医療機関における
就労支援アクション推進研修会

【内容】
医師・看護師・医療ソーシャルワーカー等がチームを組
み、研究班によるアクションチェックリストを活用した、組
織単位で取り組める就労支援活動計画を立てる研修
会
【参加】１チーム3～６名 6施設参加

【主催】厚労科研「がん患者の就労継続および
職場復帰に資する研究」若尾班

【共催】愛媛県がん診療連携協議会

令和2年1月26日（日）開催
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病院としてできること
• 「仕事をすぐに辞めなくて良い」ことを伝える
• 就労継続、職場復帰の不安を聴く
• 病状・治療スケジュール、予想される副作用を分かりやすく伝える
• 副作用・後遺症による心身への負担を考慮した就労形態や内容に関する助言

がん患者さんの『働きたいを支えるために』
必要なこと

病院だけの支援では限界がある

企業の担当者、産業医、保健師、ハローワーク、産業保健総合支援センター、患者会等就労の関係者との円滑な連携
27

職場、地域、医療関係者の協力で、病気になった人が働くことを支援する必要がある
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がんになっても安心して暮らしていける
社会を目指しましょう

ご清聴ありがとうございました


