
両立支援の相談先は？

治療と仕事の両立支援制度のご案内
～ 治療を受けながら働く人が増えています ～

治療と仕事の両立支援に関する相談は、最終頁掲載の岐阜産業保健総合支援センター･各がん

診療連携拠点病院院･岐阜労働局･ハローワークの各機関で行っています。相談内容等の秘密は厳

守されます。お気軽にお問い合わせください。

検 索
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出典：静岡がんセンター「がんの社会学」研究グループ
2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査
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出典：厚生労働省「治療と職業生活の両立支援事業アンケート調査」

患者にとって、仕事は生きがいでもある
－がんなどの患者の意向調査－

がんになった約３人に１人が離職してしまう
－2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査－

治療と仕事の両立 厚生労働省

両立支援の具体的な取組方法等についてまとめた「事業場における
治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」「企業･医療機関連携
マニュアル」などを掲載しています。次頁の概要をご覧ください。

両立支援の詳細を知りたい場合は？

岐阜県地域両立支援推進チーム

岐阜県内の医療機関･関係団体･国･自治体等が連携して、治療と仕事の両立支援の取り組みに関
する周知啓発を行っています。

・岐阜県経営者協会 ･岐阜県労働基準協会連合会 ･日本労働組合総連合会岐阜県連合会 ･岐阜県医師会 ・岐阜県
・岐阜市保健所 ･岐阜大学医学部附属病院 ･岐阜県総合医療センター ・岐阜市民病院 ・大垣市民病院 ・木沢記念病院
・岐阜県立多治見病院 ・高山赤十字病院 ・岐阜産業保健総合支援センター ・岐阜県社会保険労務士会 ・日本医療社会
福祉協会 ・日本産業カウンセラー協会 ・日本キャリア開発協会 ・岐阜労働局【事務局】



■ 事業者による基本方針等の表明と労働者への周知

「治療と仕事の両立支援」の基本方針や具体的な対応方法などのルールを作成。すべ

ての労働者に周知し、治療と仕事の両立を実現しやすい職場の空気を作りましょう。

■ 研修等による両立支援に関する意識啓発

一緒に働くすべての人の理解と協力が不可欠です。労働者･管理者に対して研修など

を行い意識啓発を図りましょう。

■ 相談窓口の明確化等
「治療と仕事の両立支援」は職場に復帰したい人の申し出から始まります。安心して

相談・申し出が行えるよう相談窓口を明確にしておきましょう。

■ 休暇・勤務制度の整備

治療に配慮するため、休暇制度や勤務制度などを実情に応じて検討･整備しておきま

しょう(具体的な内容は、次頁下を参照)。

疾病を抱える労働者に対して、職場において適切な就業上の措置
や治療に対する配慮が行われるよう、企業における治療と仕事の
両立支援の具体的な取組の進め方等をまとめた「ガイドライン」
(平成31年3月改定)が策定されています。ガイドラインの概要は以
下のとおりです。

治療と仕事の両立支援のためのガイドライン

① 労働者から、主治医に対して、業務内容等を
記載した書面を提供

③ 職場における両立支援の検討と実施
企業は、主治医･産業医等の意見を勘案し、労働者本人と

十分に話し合った上で、就業継続の可否、具体的な措置(作
業転換等)や配慮(通院時間の確保等)の内容を決定･実施

※ 業務によって疾病が増悪することがないよう、具体的な
措置や配慮の内容及びスケジュール等について取りまと
めた「両立支援プラン」を作成することが望ましい。

① 勤務情報
の提供

③ 両立支援プラン･職場復帰
支援プランの作成

医療機関

（産業医等の意見）

主治医

② 意見書

【参考資料】
○ 両立支援に関する各種様式、各種支援制度の内容
及び支援機関、疾患別(がん、脳卒中、肝疾患、難
病)の留意事項が掲載されています。

企 業

両立支援を行うための環境整備(実施前の準備事項)
ー「治療と仕事の両立支援」をスムーズに進めるためにー

個別の両立支援の進め方
労働者からの相談から始まります。
※ 以下、ガイドラインの様式例を活用できます。

ガイドラインは、労働局か
最寄りの労働基準監督署に
お問い合わせ下さい。なお、
厚生労働省のHPからもダ
ウンロードできます。

労働者

両立支援の流れ

② 主治医が、就業継続の可否や就業上の措置、
治療への配慮等について意見書を作成



治療と仕事の両立支援を行うに当たっては、労働者本
人の理解と同意の下、企業や医療機関等の関係者が必要
に応じて連携を深めることが重要です。こうしたことに
より、労働者本人の治療や業務の状況に応じた、より適
切な支援の実施が可能となります。

マニュアルでは、関係者の連携協力によって、治療と
仕事の両立を実現させている事例について紹介していま
す。同じような状況で悩みをお持ちの方は、ぜひともマ
ニュアルをご覧下さい。

企業・医療機関連携マニュアル

「がん」にかかる事例

１ 大腸がんと診断され、人工肛門の管理を行いながら、通院による治療と仕事の両立を目指す事例

２ 乳がんと診断され、通院による治療と仕事の両立を目指すも、疲労感が強く、一旦治療に専念することとした事例

３ 胃がんと診断され、一時的な短時間勤務や作業転換を行いながら、通院治療と仕事の両立を目指す事例

４ 肺がんと診断され、業務体制を調整しながら通院による治療と仕事の両立を目指す事例

「肝疾患」にかかる事例

１ B型肝炎でインターフェロン治療の開始に伴い、一時的に業務内容の調整を行いながら、通院による治療と仕事の両
立を目指す事例

２ C型肝炎で治療終了後、経過観察中に肝がんが見つかり、シフトの調整等を行いながら、入院と通院による治療と仕
事の両立を目指す事例

３ 肝硬変の治療中、合併症を発症したため、業務内容の変更などを行いながら、通院による治療と仕事の両立を目指す
事例

「脳卒中」にかかる事例

１ 脳梗塞による入院後、通院による治療と仕事の両立を目指す事例

２ 脳出血発症後、感覚障害を認め、作業転換を行いながら治療と仕事の両立を目指す事例

３ くも膜下出血による入退院後に職場復帰し、その後記憶障害を認め、業務内容を調整しながら治療と仕事の両立を目
指す事例

４ 脳卒中後、高次脳機能障害を認め、治療と仕事の両立に向けた検討を行った事例

様々な事例について解説
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勤務時間を短縮できる制度

長期の休暇や休暇制度

がん･後遺症等について周囲の理解

柔軟に配置換えできる制度

職場の人々の精神的な支え

〇時間単位の年休‥‥‥年次有給休暇を１時間単位とすることで、日々の体調等に合わせて年休が取得できる。

〇傷病休暇･病気休暇‥入院治療や通院のために休暇が取得できる。取得条件(賃金支払いの有無等)は事業場ごとに異なる。

休暇

制度

〇フレックス制度‥‥‥‥始業や終業の時刻を変更することにより、身体に負担のかかる通勤時間帯を避けることが可能となる。
〇短時間勤務制度‥‥‥所定労働時間を短縮することにより、療養中･後の身体への負担が軽減できる (※育児、介護救護法に基

づく制度とは別)。

〇在宅勤務(テレワーク)‥ＰＣ等の情報端末機器を活用した、場所にとらわれない柔軟な働き方により、自宅での勤務が可能となる。

〇試し出勤制度‥‥‥‥労働者が職場復帰する際に、時間や日数を短縮し一定継続的に試験的な出勤を行うもので、本人及び不
安を感じている職場の関係者にとっては、円滑な就労に向けての具体的な準備を行うことが可能となる。

勤務

制度

出典：静岡がんセンター「がんの社会学」研究グループ
2013がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査

がん患者にとって両立のために必要なこと

両立支援を行うための休暇･勤務制度の例

両立支援が、実効あ
るものとなるために
は、各種制度の充実
とともに、関係者の
方々の十分な理解
の下での支援や協
力が不可欠です。



治療と仕事の両立支援に関する相談先・相談内容

施設名称・担当部署 相談できる内容 所在地 連絡先

岐阜産業保健総合

支援センター

1 両立支援に関する相談
2 両立支援に係る専門的研修
3 事業場における両立支援制度導入等に係る業務支援
4 事業所、医療機関と労働者（患者）との個別調整支援
5 治療と仕事の両立支援助成金

〒500-8844
岐阜市吉野町6-16
大同生命・廣瀬ビル

058-263-2311

岐
阜
県
が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

岐阜大学医学部附属病院
がん相談支援センター

【がん相談支援センター 共通事項】
1 がん医療に関すること
・治療方法・セカンドオピニオンの受け方
・緩和ケアを受けるには

2 療養生活に関すること
・在宅療養・介護保険サービス・訪問看護 等

3 医療費等に関すること
・医療費に係る各種制度・生活を支える制度 等

【その他】
1 社労士による就労相談会/予約制・毎月2回(13：30～16：30)
2 両立支援促進員による出張相談/予約制･毎月第1･3(木)(13:00～16:00）
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先･毎月5回程度(10:00～
15:00)

〒501-1194
岐阜市柳戸1-1

058-230-7049

岐阜県総合医療センター
がん相談支援センター
総合相談センター
退院サポート部

【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
１ 社労士による就労相談会/毎月第3(木)
2 両立支援促進員による出張相談/毎月第2(火)13：00～16:00
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先・毎月2回(10:00～15:00)

〒500-8717
岐阜市野一色4-6-1

058-246-1111

岐阜市民病院
がん相談支援センター

【がん相談支援センター 共通事項】

【その他】
1 社労士による就労相談会/予約優先･毎月第1(金)(13:00～16:00）
2 両立支援促進員による出張相談/予約優先･毎月第3(火)13：00～16:00
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先･毎月2回(10:00～15:00)

〒500-8513
岐阜市鹿島町7-1

058-251-1101
(内線2236)

大垣市民病院
地域連携部
がん相談支援センター

【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
1 社労士による就労相談会/予約優先･毎月第1(火)(13:00～16:00）
2 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先・毎月第2(火)第4(金)
(10:00～12:00、13:00～15:00)

〒503-8502
大垣市南頬町4-86

0584-81-3341

木沢記念病院
地域連携部
がん相談支援センター

【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
1 両立支援促進員による出張相談/予約制・申し込みにより随時

〒505-8503
美濃加茂市古井町
下古井590

0574-25-2181

岐阜県立多治見病院
がん相談支援センター

医療連携室

【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
1 社労士によるがん就労相談/予約制･毎月第1(金)(13:30～)･第3(金)15:30～)
2 両立支援促進員による出張相談/予約制・申し込みにより随時
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先･毎月2回程度(10:00～
13:00)

〒507-8522
多治見市前畑町5-
161

0572-22-5311

高山赤十字病院
がん相談支援センター

【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
1 社労士による就労相談会(随時)
2 両立支援促進員による出張相談/予約制・申し込みにより随時

〒506-8550
高山市天満町3-11

0577-32-1111
(内線1203)

日本キャリア開発協会

1 治療と仕事の両立に関する電話相談(要 事前予約)
申込先 https://www.j-cda.jp/hatarakikata/index.php
平日10時から19時(1回30分相談料無料)

〒103-0014
東京都中央区日本
橋蛎殻町2-14-5

03-6661-6221

岐阜県
健康福祉部 保健医療課

1 がん・難病・肝炎等の岐阜県の施策に関すること
〒500-8570
岐阜市薮田南2-1-1

058-272-8276

岐阜労働局
労働基準部 健康安全課

1 両立支援のガイドラインに関すること 〒500-8723
岐阜市金竜町5-13
岐阜合同庁舎

058-245-8103

岐阜労働局
職業安定部 職業安定課

1 長期療養者に対する支援 058-245-1311

ハローワーク岐阜
長期療養者職業相談窓口

1 がん等の長期療養者に対する就職支援
2 がん等の長期療養者向けの求人に関すること

〒500-8157
岐阜市五坪1-9-1

058-247-2712

ハローワーク大垣
長期療養者職業相談窓口

1 がん等の長期療養者に対する就職支援
2 がん等の長期療養者向けの求人に関すること

〒503-0893
大垣市藤江町1-1-8

0584-73-8609

ハローワーク多治見
長期療養者職業相談窓口

1 がん等の長期療養者に対する就職支援
2 がん等の長期療養者向けの求人に関すること

〒507-0037
多治見市音羽町5-
39-1

0572-22-3384

💁 詳細については、各機関にお尋ねください。
R１年９月


