








治療が最優先だけど、
仕事を辞めることを
すぐに決断しないで

島根大学医学部附属病院

松江市立病院

松江赤十字病院

島根県立中央病院

浜田医療センター

益田赤十字病院

山陰労災病院

0853-20-2518
0852-60-8083
0852-32-6901
0853-30-6500
0855-28-7096
0856-22-1480
0859-33-8181

病　院 電 話 番 号

治療と仕事の
両立支援の
ご案内

治療と仕事の両立支援とは

病院へのお問い合わせ先

島根産業保健総合支援センター

0852-59-5801
〒690-0003
島根県松江市朝日町477-17　松江ＳＵＮビル7階

お気軽にご相談ください

病気になっても働き続けたい方へ

病気と仕事のことで、
悩みを抱えていませんか？

病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労
働者が、仕事を理由として治療機会を逃すこと
なく、また、治療の必要性を理由として職業生
活の継続を妨げられることなく、適切な治療を
受けながら生き生きと働き続けられる社会を目
指す取組みです。

●がんと診断されたけど、仕事を続けたい。
●病気のことを会社にうまく伝えられない。
●治療と仕事を両立できるか不安。
●今後の働き方について誰に相談したらい
いのかわからない。
●職場の理解・協力が得られない。
●治療に合わせた短時間勤務や、休暇の取
得が難しい。

本人にも会社にも
役立つ相談・支援を
受けることができるよ



場　所

治療をしながら
仕事を続けることについて
電話や面談で相談したい

島根産業保健
総合支援センター

電話番号 ：0852-59-5801

平日 8：30 ～ 17：15

島根産業保健総合支援センターから派遣される両立支援促進員が対応します。

島根産業保健総合支援センター出張相談窓口

島根大学医学部附属病院

松江市立病院

松江赤十字病院

島根県立中央病院

浜田医療センター

益田赤十字病院

毎月第４木曜日 13：00～ 16：00

毎月第１水曜日 13：00～ 16：00

毎月第４水曜日 13：00～ 16：00

毎月第２水曜日 14：00～ 16：00

随時予約制

随時予約制

がん相談支援センター（本館 1F）

医師会室・サロン

がん相談支援センター（2F）

がん相談支援センター
（外来診療棟 3F）
がんセンター内　
がん相談支援センター相談室（1F）

地域医療連携課　
医療福祉相談係（1F）

所 在 地 ：〒690-0003　
   松江市朝日町 477-17
   松江ＳＵＮビル 7 階

※患者以外の相談も可
病　院 日　時 場　所

島根産保 検索

ハローワーク
平日 8：30 ～ 17：15

今の病気でも働ける会社に
転職したい
今の病気でも働ける会社に
転職したい
治療の見通しがついたので
仕事を探したい
治療の見通しがついたので
仕事を探したい

ハローワークから派遣される専門の相談員が対応します。

ハローワーク出張相談窓口

島根大学医学部附属病院

島根県立中央病院

松江赤十字病院 患者総合支援センター（本館１Ｆ）

がん患者・家族サポートセンター
（外来診療棟３Ｆ）
やおよろず相談プラザ内、入退院
支援・地域医療連携センター（１Ｆ）

※患者以外の相談も可
病　院 日　時

松 江
隠岐の島
安 来
浜 田
川 本
出 雲
益 田
雲 南
石見大田

0852-22-8609
08512-2-0161
0854-22-2545
0855-22-8609
0855-72-0385
0853-21-8609
0856-22-8609
0854-42-0751
0854-82-8609

毎 週 木 曜 日 10：00～ 12：00

毎月1・3水曜日 11：00～ 13：00

毎月第3火曜日 10：00～ 12：00

総合労働相談コーナー

病気を理由に会社から
退職や労働条件の変更を
強いられた

病気を理由に会社から
退職や労働条件の変更を
強いられた

島根労働局総合労働相談コーナー

松江総合労働相談コーナー

出雲総合労働相談コーナー

浜田総合労働相談コーナー

益田総合労働相談コーナー

平日 8：30～ 17：15

平日 9：15～ 16：45

0852-20-7009

0852-31-1166

0853-21-1240

0855-22-1840

0856-22-2351

日　時 電 話 番 号相 談 窓 口



「焦って辞めないで」
という医療者の声掛けが
必要です。

産業保健総合
支援センターへ
ご相談ください

島根大学医学部附属病院
がん相談支援センター

松江市立病院
がん相談支援センター相談室

松江赤十字病院
がん相談支援センター

島根県立中央病院
医師会室・サロン

浜田医療センター
がん相談支援センター

益田赤十字病院
地域医療連携課医療福祉相談係

毎月第４木曜日
13：00～ 16：00
毎月第１水曜日
13：00～ 16：00
毎月第４水曜日
13：00～ 16：00
毎月第２水曜日
14：00～ 16：00

随時予約制

随時予約制

病　院  ※患者以外の相談も可 開 設 日
島根産業保健総合支援センター出張相談窓口

相 談 窓 口

Yes

Yes

No

No

退職

就労継続

島根産業保健総合支援センター
0852-59-5801

医療者の方へ

病気になっても
仕事を続けたいですか？

本当は、治療と仕事を両立したいけど…

病気になっても仕事を続けたい

病状の程度に応じて、職場
側の配慮が必要な場合があ
ります。
例えば
・治療時間確保のため
　　労働時間の短縮
　　時間単位の年休など
・無理なく働けるため
　　作業内容の変更
　　就業場所の変更など

・職場の理解が
良好で配慮も
うまくいって
いる
・本人は不安を
感じていない

「治療と仕事の両立支援」

厚生労働省HP「治療と仕事の両立支援」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
0000115267.html

定　　義：病気を抱えながらも、働く意欲・能力のある労
働者が、仕事を理由として治療機会を逃すこと
なく、また、治療の必要性を理由として仕事の
継続を妨げられることなく、適切な治療を受け
ながら生き生きと働き続けられる社会を目指す
取り組み。

対象疾患：反復継続して治療が必要な全ての疾患

がんと診断された方の約30％が離職し
ており、うち約40％が告知後の落ち込
みにより、治療前に離職しています。

治療と仕事の両立を目指して、
産業保健総合支援センター
（さんぽセンター）が行っている
公的な支援があります

2013年厚生労働科学研究費
補助金、厚生労働省がん研究
助成金「がんの社会学」に関す
る合同研究班  (主任研究者 
山口健)

現在も勤務している
休職中である
依頼退職した
解雇された
その他

10％

30％
48％

8％
4％

離職
34％

勤務継続
約半数

がん診断後の就労状況

大切なのは
患者さんを相談窓口に

「つなぐ」こと



さんぽセンターの両立支援って
例えば、どんなことをするの？

産業保健総合支援センター
両立支援コーディネーター

がんの事例

脳卒中の事例

糖尿病の事例

【困りごと】放射線治療のため短時間の
休暇が繰り返し必要な従業員がいる。
【対応】これまでは１日・半日単位のみ
だった有給休暇を時間単位で取得でき
るように制度変更の支援を行った。

【困りごと】高次脳機能障害の影響で物
忘れや作業ミスが目立つようになった従
業員がいる。
【対応】スマートフォンの録音機能やメモ
の使用など補助ツールの活用などの助言
を行い、周囲がサポートしやすくなった。

【困りごと】インスリン療法を開始した従
業員がいるが、職場に何をどう説明した
ら良い？
【対応】血糖自己測定やインスリン注射の
ための場所確保、低血糖時の対応等につ
いて説明し職場内で情報共有を行った。

医療者の皆さんにお願いしたいこと
 ・患者さんが働いている方かどうかを確認してください
 ・困っている方を院内の相談窓口につないでください
 ・産業保健総合支援センターをご紹介ください

① 見つける ② 支える ③ 見守る

事業場

労働者

トライアングル型支援

医療機関

会社との調整が
　うまくできないとき

無料で橋渡しをする　
支援があります

産業保健総合支援センター
　働く人の健康を守るため
　事業場や労働者に対し
　無料の支援を行う機関です

電話：0852-59-5801
平日　8：30～17：15

独立行政法人労働者健康安全機構
島根産業保健総合支援センター

※島根産業保健総合支援センターは、島根労働局と連携して
　事業を行っています

〒690-0003
島根県松江市朝日町477-17松江ＳＵＮビル7階


