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はじめに
「がん患者さんのための療養ガイド 第３版（奈良県）」は、がん患者さん
やご家族の皆さんが、療養生活を送る際に役立つ情報を取りまとめたもので
す。
がんについての相談窓口や医療費・生活費に対する支援制度などを掲載し
ていますので、ご活用ください。
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が
 １．がんについて相談したい
 がんの相談窓口


◆がん相談支援センター
  がん相談支援センターは、がん診療連携拠点病院等（2 参照）に
設置され、看護師や社会福祉士、臨床心理士などの専門の相談員が、
がんの治療や療養生活など、がんに関わる様々な悩みや問題について、
がん患者さんやご家族の皆さんと一緒に考え、情報を探すお手伝いを
しています。
相談は無料です。また、その病院で診療を受けていない方でもご利
用いただけます。

























どんな相談にのってくれるの？

生活や経済的なことで
「心配がある」

がんについて
「知りたい」

こころの悩みを
「誰かに聴いて欲しい」

治療の影響で、
脱毛するって
本当？

その他
「がんに関する幅広い
相談をしたい」

療養生活について
「聞いてみたい」

治療と仕事の両立に
ついて相談したい

「家族のことも
相談したい」

がんの治療について
「理解して納得したい」
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◆がん相談支援センターのある病院              
＊お問い合わせのときは、がん相談窓口とご用命ください。 
病院名
奈良県立医科大学附属病院
E棟1階ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟｻﾃﾗｲﾄ奥

が
ん
診
療
連
携
拠
点
病
院

奈良県総合医療センター
地下１階売店奥

天理よろづ相談所病院
本館（南病棟）2階
外来診療棟２階

近畿大学医学部奈良病院
２階11ブロック前

市立奈良病院
１階総合受付右

診地
療域
病が
院ん

奈
良
県
地
支
域
援
が
病
ん
院
診
療
連
携

南奈良総合医療センター
１階フロント②窓口

国保中央病院
正面玄関右

済生会中和病院
正面玄関左

大和高田市立病院
１階総合案内

相談日・時間
（祝日除く）

問い合わせ先

月～金

9:00～17:00

橿原市四条町840
(0744-22-3051(代)
（内線1173）

月～金

9:00～16:00

奈良市平松1-30-1＊
(0742-46-6001(代)

月～金
土

9:00～16:00
9:00～12:00

土は本館(南病棟)2階のみ実施)

天理市三島町200
(0743-63-5611(代)

月～金

10:00～16:00

生駒市乙田町1248-1
(0743-77-0880(代)

月～金
土

8:30～17:00
8:30～12:30

奈良市東紀寺町1-50-1
(0742-24-1251(代)

月～金

9:00～16:00

吉野郡大淀町大字福神8-1
(0747-54-5000(代)
（内線1701)

月～金 10:00～15:00

磯城郡田原本町宮古404-1
☎0744-32-8800(代)

月～金

9:00～17:00

桜井市大字阿部323
☎0744-43-5001(代)

月～金

8:30～17:00

大和高田市礒野北町1-1
☎0745-53-2901(代)

（平成30年3月現在）
＊奈良県総合医療センターは、平成30年5月に「奈良市七条西町2丁目地内」に移転開院予定



★電話での相談と、窓口での対面相談を行っています。
★相談については、予約が必要な時もありますので、事前に問い合わせください。





~2~

◆専門医によるがん相談


 公益財団法人日本対がん協会では、医師による「がん無料電話相談」

を実施しています。相談時間は一人につき  分です。
 相談は無料ですが、電話代のご負担は必要です。
 「がん無料電話相談」は事前に予約が必要ですので、まずは下記予約
受付にお問い合わせください。  



日本対がん協会
 電話相談 予約受付
  (０３－３５４１－７８３５ （月～金 ～）



がん相談支援センターに寄せられ

よくある質問
たよくある質問をまとめました。

よくあ
 ん相談支援センターに寄せられたよくあるご質問をまとめました。
 
が
主治医から治療法を提示されましたが、本当にその治療法
 3
でよいのですか。



  まずは、主治医の意見を十分理解することが大切です。
    
#
「自分の病状や進行度、なぜその治療法を勧めるのか」など、


 理解できるまで説明を求めましょう。自分一人で悩むのでは
             
 なく、ご家族とも相談し、主治医の説明を一緒に聴いてもらいまし

ょう。

また、がん相談支援センターでは、どのようなことを不安に思っ

 ているのか、悩んでいるのかを一緒に考え、整理することもできま
 す。その上で、患者さんが納得のいく治療法を選択することができ
 るように、現在診療を受けている主治医とは別に、他の医療機関の
 医師に「第２の意見」を求める「セカンドオピニオン ＊ 」という制

度もあります。セカンドオピニオンは、主治医を替えたり、転院す

ることではありません。セカンドオピニオンを受けることで、主治

 医の意見を別の角度から検討したり、また、別の治療法が提案され
 た場合には、選択の幅が広がることで、より納得して治療にのぞむ
 ことができます。

＊Ｐ「セカンドオピニオンとは」参照
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    患者の家族ですが、がん患者本人への対応はどうしたらい
3
いですか。また、家族ができることはありますか。
   
  がん患者さんの心身の状態は治療の経過に大きく左右され
          

#                    

ます。まずは、病気や治療による患者さんの身体的、心理的

な変化を正しく理解することが大切です。また、診療時の付
き添いやがんに関する本（2９参照）などから、患者さんの病状な
どについて適切な情報を集めましょう。適切な知識や情報は患者
さんやご家族の不安の軽減に有効です。
多くの患者さんは、これまでと同じように接して欲しいと望ん
でいます。家族で役割を上手に分担して、あなたにできることを
考えましょう。病気との向き合い方や時間の過ごし方はその人の
生き方や価値観によって様々です。患者さんの思いをよく聴き、
その人らしさを尊重することが大切です。ご家族自身の生活を大
事にすることがよき支援者でいられることにもつながります。
  がん相談支援センターでは、ご家族の支援もしていますので、
ご相談ください。

  
がん治療にはどのくらい費用がかかりますか。


3

  治療内容、年齢、保険の種類により患者さんが負担する医
           
# 療費は異なります。具体的な医療費については、治療を受け
ている医療機関でご確認ください。また、医療費が高額となる

                    
場合には、負担軽減の制度 ＊ があります。負担軽減の制度につい
ては、がん相談支援センターでも情報提供をしています。

＊2「７．医療費などの負担軽減」参照
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２．納得して治療を受けたい



 がんの治療について
 

 がんの治療法は、技術の進歩や医学研究の成果とともに変化します。
現時点で得られている科学的な根拠に基づいた治療のことを「標準治療」
といいます。標準治療は、主に手術療法、薬物療法、放射線療法などが
ありますが、これらが単独で行われるだけでなく、がんの種類や進行度
に応じて、様々な治療法を組み合わせた治療が行われる場合があります。
これを集学的治療といいます。治療法の組み合わせによって、予想され
る副作用や治療期間も異なるため、主治医によく確認しておきましょう。
また、がんに伴うからだの痛みや気持ちのつらさを和らげる「緩和ケ
ア」も、がんと診断された時期から他の治療と同時に受けられ、療養の
経過中を通じてどの時期からでも受けられます。症状に応じて、緩和ケ
アを受けるかどうか主治医と相談しましょう。
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 ：がんを外科的に切除します。切除する範囲を小さくしたり、
手術療法

手術方法を工夫したりすることによって、体への負担を少なく、治療

後の合併症を最小限にするように手術の方針が決められます。
患者さ

んの状態や手術の方法により、入院期間は大きく異なりますが、最近

は入院期間が短くなる傾向があります。


 ：薬物を使ってがん細胞の増殖を抑える治療のことで、化学療
薬物療法

法（抗がん剤治療）、ホルモン療法（内分泌療法）、分子標的治療、

分化誘導療法などが含まれます。通常、薬物療法はのみ薬や点滴・注

射によって投与します。薬を投与する日としない日を組み合わせて、

入院あるいは外来で治療を行い、
効果と副作用の様子をみながら継続
 
します。



放射線療法
：放射線を照射することによって、がん細胞の増殖を抑え

ます。放射線療法の利点は、手術で体に傷を付けることなく、がんを

小さくする効果を期待できることですが、
がんの種類によって放射線

療法の効きやすさや治りやすさは大きく異なります。
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治療法を選択するために

まず、がんの状態を知ることから

がんの大きさや性質、広がりを把握するために様々な検査が行われた
あと、主治医から検査結果や診断について説明がありますが、その際、
診断名と病期（ステージ）などについてはよく理解するようにしましょ
う。
「主治医に質問する」、
「主治医に検査結果などの記録物をもらう」、
「自身でメモする」など工夫してみましょう。がんの状態を知ることは
治療法を決める上で大切です。
㻌

それぞれの治療法のよい面と悪い面の確認を



治療法を決めるに当たっては、あなたがその治療を受けた場合に、
「ど
のような効果が期待できるのか」「どのような副作用や後遺症が、どの
くらいの可能性で起こるのか」「再発の可能性は、どの程度なのか」な
どを主治医に確認します。
複数の選択肢がある場合には、それぞれの治療法について、自分にと
ってよい面と悪い面を書き出してみると、問題点を整理できるでしょう。
例えば、手術をすることで、体の機能や器官を部分的に損なう可能 性
がある場合には、手術ではなく薬物療法や放射線療法を受けたいと思う
ことがあるかもしれません。
治療後の療養生活、定期的な通院や治療の予定まで視野に入れた上で、
主治医をはじめとする医療関係者から情報を集め、納得した上であなた
にとって最適な治療法を選ぶようにしましょう。自分一人で決めるので
はなく、ご家族とよく相談するとよいでしょう。
  
がん医療と妊娠について
 がんの治療によって、妊孕性（にんようせい：妊娠する力）を失い、
将来子どもを授かることが難しくなる可能性があります。
 主治医や看護師に事前に確認しましょう。
2「がん医療と妊娠の相談窓口」参照
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主治医と相談しながら治療法を選択する
主治医は、あなたの病気の進行度や状態に合わせて、最適と考えられ

る治療法や他の治療法を選択肢として提示し、説明します。説明を理解
し、納得した上で、どの治療法を選ぶかを決めるのはあなたと家族です。
わからないことがあれば理解できるまで主治医に質問したり、自分で調
べたりすることが大切です。
治療方針について別の医師の意見を聞きたいときには、セカンドオピ
ニオン（Ｐ参照）を参考にすることができます。
中には、告知を受けた衝撃からまだ立ち直れないうちに治療法を選ぶ
ように言われて混乱したり、どの治療法も怖く感じたりすることがある
かもしれません。そんなときは、ご家族や主治医、看護師、がん相談支
援センター相談員などに、自分の気持ちを話してみるとよいでしょう。




先進医療について
がんの治療では、重粒子線治療、陽子線治療、免疫細胞療法など、
「先

進医療」といわれるものがあります。先進医療は、厚生労働大臣が認め
た施設基準に適合する医療機関で実施される先端技術を用いた医療のう
ち、厚生労働大臣の承認を受けたものです。
先進医療に係る費用は、医療の種類や病院により異なりますが、通常
の治療と共通する費用 診察、検査、投薬、入院料等 以外は、全額自己
負担となります。
先進医療を希望する場合は、まず主治医に相談しましょう。
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がんについて詳しく知りたいときは

がんの冊子 各種がんシリーズ（ 種）
（国立がん研究センターがん対策情報センター  発行）
がんの診断や治療、療養について、知っておいてほしい情報が掲載されていま
す。がん相談支援センターで入手・閲覧ができます。数に限りがありますので、
事前にお問い合わせください。
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼓㼍㼚㼖㼛㼔㼛㻚㼖㼜㻛㼜㼡㼎㼘㼕㼏㻛㼝㼍㼋㼘㼕㼚㼗㼟㻛㼎㼞㼛㼏㼔㼡㼞㼑㻛㼏㼍㼚㼏㼑㼞㻚㼔㼠㼙㼘㻌







患者必携 がんになったら手にとるガイド 普及新版
（国立がん研究センターがん対策情報センター 発行）

 診断されて間もない時期の方、治療や療養中の方など

あらゆる方々に活用してほしい情報がまとめられています。 

患者必携 わたしの療養手帳
（国立がん研究センターがん対策情報センター 発行）
自分の体や気持ちと向き合うための手帳です。

もしも、がんが再発したら
=患者必携］本人と家族に伝えたいこと
 （国立がん研究センターがん対策情報センター 発行）
がんの再発に対する不安や、再発に直面したときの支えとなる情報をまとめた 
冊子です。 
これらの本は書店で購入できる他、下記74.からダウンロードできます。 
https://ganjoho.jp/hikkei/home.html


がん医療と妊娠の相談窓口
（国立がん研究センター中央病院 相談支援センター）
=相談電話番号・問合せ先?
     国立がん研究センター中央病院  代 内線 
=相談受付時間? 毎週金曜日  時～ 時
㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼏㼏㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛㼖㼜㻛㼚㼏㼏㼔㻛㼐㼕㼢㼕㼟㼕㼛㼚㻛㼜㼔㼥㼟㼕㼏㼕㼍㼚㼋㼞㼑㼒㼑㼞㼞㼍㼘㼋㼟㼑㼞㼢㼕㼏㼑㻛㼒㼑㼞㼠㼕㼘㼕㼠㼥㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚㼔㼠㼙㼘 㻌

希少がんに関する情報
（国立がん研究センターがん対策情報センター）

  希少がんにおける専門的な治療が可能な病院やその実績を公開しています。
    https://hospdb.ganjoho.jp/kyotendb.nsf/xpRareSearchCancer.xsp
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がん治療を受けられる病院

 
がん診療の拠点となる病院

全国どこでも質の高いがん医療が等しく受けられるよう、国は、がん
医療について診療機能など一定の要件を満たす医療機関を「がん診療連
携拠点病院」（以下「拠点病院」という。）として指定しています。
拠点病院には、各都道府県で、がん診療体制の中核的役割を担う「都
道府県がん診療連携拠点病院」と、県内の各地域（２次医療圏）の中核
的役割を担う「地域がん診療連携拠点病院」があります。

  
◆「がん診療連携拠点病院」とは・・・

国が指定する、専門的ながん治療や相談支援などを行う病院です。

 
○専門医を配置し、５つの主ながん（肺がん・胃がん・肝がん・大
腸がん・乳がん）を中心に、手術療法・薬物療法・放射線療法を
組み合わせた集学的治療を提供しています。

○医師をはじめとした多くの職種が連携して患者に関わる「チーム
医療」を実施しています。

○緩和ケア外来を設置し、からだだけでなく、心の「痛み」に対す

る診療体制を整備しています。
○また、都道府県がん診療連携拠点病院は、上記の役割に加え、以

下の役割等があります。
 ・地域がん診療連携拠点病院への診療支援、情報提供
  ・がん医療専門の医師及び医療従事者の育成
  ・緩和ケアセンターの設置
 


その他にも、拠点病院と連携して質の高いがん医療を提供するために、
「地域がん診療病院」や「奈良県地域がん診療連携支援病院」が指定さ
れています。
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◆都道府県がん診療連携拠点病院 

２次
病院名
所在地
医療圏
  
奈良県立医科大学附属病院 中和 橿原市四条町840

◆地域がん診療連携拠点病院


病院名

奈良県総合医療センター

２次
医療圏
奈良

電話番号
(0744-22-3051(代)
（平成３０年３月現在）

所在地
奈良市平松1-30-1＊

電話番号
(0742-46-6001(代)

天理よろづ相談所病院
近畿大学医学部奈良病院
(0743-77-0880(代)
西和 生駒市乙田町1248-1

(0742-24-1251(代)
奈良 奈良市東紀寺町1-50-1
市立奈良病院
（平成３０年３月現在）

＊奈良県総合医療センターは、平成30年5月に「奈良市七条西町2丁目地内」に移転開院予定
 
◆地域がん診療病院
東和

天理市三島町200

(0743-63-5611(代)

拠点病院がない地域（２次医療圏）に、隣接する拠点病院と連携 ＊ し
つつ専門的ながん治療や相談支援等の役割を担う病院として国が指定し
ています。

２次
病院名
所在地
電話番号
医療圏


(0747-54-5000(代)
南和 吉野郡大淀町大字福神8-1
南奈良総合医療センター

（平成３０年３月現在）
 ＊連携（グループ指定）している病院＝奈良県立医科大学附属病院

◆奈良県地域がん診療連携支援病院
拠点病院等と連携を図りながら、専門的ながん治療や相談支援等の役
割を担う病院として県が指定しています。


病院名

国保中央病院

済生会中和病院

大和高田市立病院

２次
医療圏

所在地

電話番号

東和

磯城郡田原本町大字宮古


(0744-32-8800(代)

東和

桜井市大字阿部323

(0744-43-5001(代)

中和

大和高田市礒野北町1-1

(0745-53-2901(代)
（平成３０年３月現在）
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◆がん診療の拠点となる病院



近畿大学医学部奈良病院
奈良県総合医療センター


新 奈良県総合医療センター
奈良医療圏
（㻴㻟㻜年㻡月移転開院予定）


西和医療圏
市立奈良病院

国保中央病院
東和医療圏

中和医療圏

大和高田市立病院

天理よろづ相談所病院
奈良県立医科大学附属病院
南和医療圏


済生会中和病院
 南奈良総合医療センター










赤 都道府県がん診療連携拠点病院
１か所

青 地域がん診療連携拠点病院
４か所

緑 地域がん診療病院
１か所

黒 奈良県地域がん診療連携支援病院
３か所

計 ９か所
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 小児がんの治療について

国は、小児がんについて、質の高い医療・支援を提供するため、集約
化を図っており、全国に「小児がん拠点病院」を  か所指定していま
す。そのうち、近畿地方には５か所指定されています。
必要に応じて、県外であっても最適な小児がん拠点病院を紹介すると
いった協力体制が必要となることから、近畿では、小児がん拠点病院と
その他の病院が連携して、
「小児がん診療病院連絡会」を設け、治療に関
する情報交換や患者の紹介などを円滑に行う取組を進めています。
県内からは、３病院（奈良県立医科大学附属病院、天理よろづ相談所
病院、近畿大学医学部奈良病院）が参画しています。



◆小児がん拠点病院（近畿地方）

住所
病院名


京都府京都市上京区河原町通広小路上る
京都府立医科大学附属病院 梶井町465

京都府京都市左京区聖護院川原町54
京都大学医学部附属病院


大阪市立総合医療センター 大阪府大阪市都島区都島本通2-13-22

大阪府和泉市室堂町840

大阪母子医療センター

 兵庫県立こども病院
兵庫県神戸市中央区港島南町1-6-7









電話番号
(075-251-5111(代)
(075-751-3111(代)
(06-6929-1221(代)
(0725-56-1220(代)
(078-945-7300(代)
（平成３０年3月現在）

小児がんの冊子 小児がんシリーズ（ 種）



（国立がん研究センターがん対策情報センター 発行）
がんが疑われる、またはがんと診断を受けたお子さまの
ご両親やご家族などへ向けた冊子で、病気や治療について、
知っておきたい情報をまとめています。  
がん相談支援センターで入手・閲覧ができます。数に限りが
ありますので、事前にお問い合わせください。
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼓㼍㼚㼖㼛㼔㼛㻚㼖㼜㻛㼏㼔㼕㼘㼐㻛㼍㼞㼏㼔㼕㼢㼑㻛㼎㼞㼛㼏㼔㼡㼞㼑㻚㼔㼠㼙㼘㻌
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セカンドオピニオンとは

「セカンドオピニオン」とは、診断や治療方法に関して、現在診療を
受けている主治医とは別に、他の医療機関の医師に意見を聞くことです。  
主治医に相談しにくいと思われるかもしれませんが、セカンドオピニ
オンを受けることで、主治医の意見を別の角度からも検討することがで
き、もし同じ診断や治療方針が説明された場合でも、病気に対する理解
が深まることもあります。また、別の治療法が提案された場合には、選
択の幅が広がることで、より納得して治療に臨むことができます。
 セカンドオピニオンを受けたい場合は、まずは、現在の主治医に、セ
カンドオピニオンを受けたいと考えていることを伝え、紹介状や検査結
果など、準備してもらう必要があります。また、セカンドオピニオンを
受けたら、主治医に必ず報告して、これからの治療法について再度相談
しましょう。
なお、セカンドオピニオンには医療保険は適用されませんので、全額
自己負担となります。
 

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

 ①主治医の診断と治療方針を聞きましょう。
↓
 ②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、
紹介状などをうけとりましょう。
↓
③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。
↓
④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。
↓
⑤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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◆セカンドオピニオン外来

予約受付時間
  病院名/問い合わせ先
（祝日除く）
 奈良県立医科大学附属病院
 セカンドオピニオン外来
月～金 14:00～17:00
 (0744-29-8880(直通)

奈良県総合医療センター
 セカンドオピニオン外来
月～金 14:00～17:00
 (0742-46-6001(代)

天理よろづ相談所病院
月～金 9:00～16:00
 地域医療連携室
土
9:00～12:00
 (0743-63-5611(代)

 近畿大学医学部奈良病院
月～金 9:00～16:00
 患者支援センター

土
9:00～12:00


(0743-77-0880(代)

相談時間・料金（消費税込み）
1人(1事例)1回あたり

40分以内

21,600円

40分以内

8,400円

60分まで
60分を超え90分まで
90分を超え120分まで

10,800円
16,200円
21,600円

30分まで
30分を超え60分まで

10,800円
21,600円

市立奈良病院
地域医療連携室
(0742-24-1258(直通)

月～金

8:30～17:00

40分以内

8,640円

南奈良総合医療センター
地域医療連携室
(0747-54-5000(代)
(内線1702)

月～金

8:30～16:00

40分以内

8,640円

国保中央病院
地域支援センター
(0744-32-8800(代)
(内線2101)

月～金

9:00～17:00

40分以内

8,640円

済生会中和病院
地域連携室
(0744-43-5001(代)
(内線377)

月～金

9:00～17:00

40分以内

8,640円

大和高田市立病院
セカンドオピニオン外来
(0745-53-7188(直通)

月～金

8:30～17:15

30分以内

10,800円
（平成30年3月現在）

★特定の診療科のみ実施されている病院があります。
★申込書等の書類が必要な病院がありますので、事前に必ずお問い合せ下さい。
★料金が変更となる場合があります。
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◆診療を行っているがんの種類とセカンドオピニオンの対応 

奈良県立
奈良県
天理よろ 近畿大学
市立奈良 南奈良 国保中央 済生会 大和高田

医科大学 総合医療 づ相談所
医学部
総合医療
病院
病院 中和病院 市立病院

附属病院 センター
病院
奈良病院
センター

◎
◎
◎
◎
◎
△
△
◎
○
 肺がん
 胃がん
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
 大腸がん
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
 肝がん
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎

◎
◎
◎
◎
◎
△
◎
◎
◎
 乳がん
 脳腫瘍
◎
◎
○
◎
◎
△
◎
 脊髄腫瘍
◎
◎
○
◎
◎
△
◎
眼・眼窩腫瘍

○

◎

◎

△

◎

口腔がん・咽頭がん・鼻のがん

◎

◎

○

◎

◎

△

◎

喉頭がん

◎

◎

○

◎

◎

△

◎

甲状腺がん

◎

◎

○

◎

◎

△

◎

縦隔腫瘍

◎

◎

◎

◎

◎

△

◎

中皮腫

◎

◎

◎

◎

◎

△

食道がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

小腸がん

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

◎

△

ＧＩＳＴ

◎

◎

◎

◎

◎

○

○

◎

◎

胆道がん

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

膵がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

◎

◎

◎

腎がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

◎

◎

尿路がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

◎

◎

膀胱がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

◎

◎

副腎腫瘍

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

◎

◎

前立腺がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

◎

◎

精巣がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

◎

◎

その他の男性生殖器がん

◎

◎

◎

◎

◎

△

○

◎

◎

子宮がん

◎

◎

○

◎

◎

△

◎

○

卵巣がん

◎

◎

○

◎

◎

△

◎

○

その他の女性生殖器がん

◎

◎

○

◎

◎

△

◎

△

皮膚腫瘍

◎

◎

○

◎

◎

△

◎

○

悪性骨軟部腫瘍

◎

◎

○

◎

△

◎

血液腫瘍

◎

◎

○

◎

後腹膜・腹膜腫瘍

◎

◎

性腺外胚細胞腫瘍

◎

◎

原発不明がん

◎

◎

小児脳腫瘍

◎

小児の眼・眼窩腫瘍

○

小児悪性骨軟部腫瘍

◎

その他の小児固形腫瘍

◎

小児血液腫瘍

◎

◎

△

◎

△

◎

◎

△

◎

○

◎

○

◎

△

◎

◎

◎

◎

△

◎

○

○

△
◎

△
△

◎

△
△

（平成30年3月現在）
◎：専門として診療しているがん。セカンドオピニオンにも対応。
○：専門として診療しているがん。セカンドオピニオンは対応不可。
△：診療は拠点病院と連携して実施。セカンドオピニオンは対応不可。
★他のがん種に関する対応については、各医療機関にお問い合わせください。
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先生に聞くときのコツ 


 患者さんやご家族が十分に情報を収集し、十分に理解し、納得した上
で治療方針を選択できることはとても大切です。
 しかし、患者さんやご家族からは、医師との面談の際に「何を質問し
て良いかわからない」などの声が多く聞かれます。
国立がん研究センター東病院 臨床開発センター 精神腫瘍学開発部
が発行した「重要な面接にのぞまれる患者さんとご家族へ―聞きたいこ
とをきちんと聞くために―」から抜粋して、医師との面談の際に役立つ
質問例をあげましたので、情報収集の際にお役立てください。

「重要な面接にのぞまれる患者さんとご家族へ
    ―聞きたいことをきちんと聞くために―」
（国立がん研究センター東病院精神腫瘍学開発部 発行）

 下記 74. からダウンロードできます。
 KWWSVZZZQFFJRMSMSHSRFGLYLVLRQSV\FKRBRQFRORJ\
NDVKLZD3URPSW6KHHWBSGI



 医師との面談の前に、あなたが聞きたい質問の数字に○をつけてくだ
 さい。また、他に質問したいことがあれば「他に尋ねたいこと」の欄に
 書き込んでください。
＊診断について

 診断名は何ですか？
 病期（病気の進み具合）は？
＊病状について
 私はどこが悪いのですか？ / どのくらい深刻ですか？
 がんはどこにあるのですか？
 それはどの検査でわかったのですか？
＊症状について
 今後どんな症状が起こりえますか？
 今後起こりえる症状に対する治療にはどんなものがありますか？
＊検査について
 もっと検査する必要はありますか？
 もしそうならその検査は痛いですか？
 それで何がわかるのですか？
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＊治療について
【治療を選ぶ時の質問】
 がんに対するどんな治療法がありますか？
 抗がん剤以外ではどんな治療法がありますか？
 各治療を選んだときの最善の見込み、最悪の見込み、最も起こりうる見
込み（生存期間や生活の質）は？
 各治療を選んだときの起こりうる合併症、短期的・長期的な副作用、後
遺症は？
 先生が勧める治療はどれですか？
 ほかの患者さんはこういう場合どんな治療を選択していますか？
【選んだ治療についての質問】
 その治療はどのように行うのですか（治療の種類、回数、頻度、期間、
スケジュール、実施場所、費用）？
 その治療の目的は何ですか？
 その治療中に、身体的に制約されることはなんでしょうか？
 その治療の副作用にはどんなものがありますか？
 痛みは出てきますか？
 副作用に対する治療や対処法にはどんなものがありますか？
 その治療が効いているかどうかわかるまでにどれくらいかかりますか？
 その治療が効いているかはどのように判断するのですか？
 その治療が効かなくなったらどんな選択肢がありますか？
 その治療にはどのくらい費用がかかりますか？
 その治療が効く確率は何人中何人ですか？
【その他、治療に関する質問】
 地元の病院で治療を受けられますか？
 代替療法（サプリメントや健康食品）を使用していたとしたら、続けて
も良いですか？
 ここで治療をうけながら他の民間療法も受けても良いですか？
＊生活について
 仕事や他の活動への影響はありますか?
 その治療前(中)に私がすべきことはありますか?
 その治療中にしてはいけないことはありますか(食事、運動、家事、性生
活、出産など)?
 その治療中に
（私がやりたいこと）をするこ
とできますか?
 その治療中に
（私が食べたり飲んだりしたい
もの）を飲食できますか?
 その治療中に
（私が行きたいところ）に行け
ますか?
 その治療前に準備しておくことはありますか?
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 どのような症状に気をつけて生活すれば良いですか?
 そのような症状がでたらどうすれば良いですか(受診する、近所の病院に
行く、様子をみる)?
＊家族のこと
 がんや治療によって、家族へどんな影響(経済面、家事を手伝ってもらう
必要性など）がありますか?
 家族ががんになるリスクは高くなりますか?
 家族の心配事や悩みは誰に相談すればよいですか？
＊こころのこと
 私の病気についての心配事や悩みを相談しても良いですか?
 不安で夜眠れない時や、ひどく気分が落ち込む時の対処法はあります
か？
 この病気と上手くやっていくための何かアドバイスはありますか?
 こころの相談は誰にすればよいですか?
＊この先のこと
 先々の見通しは?(どれくらい生きられますか?)
だからです。
それを知りたい理由は
 治る可能性はありますか?
 結果としてどうなりますか? 私はよくなりますか?
＊その他
 何が原因でこの病気になったのでしょうか？
 これを決めるのにどのくらいの時間がありますか?今日決めなくてはなり
ませんか?今決めなくてはならないことはなんでしょうか（もう少し決断
を先にのばしても良いことはなんでしょうか）
 前回の診察から今回までに
な状況の変
化（生活面、身体面、心理面）がありました。
 私がどうしても優先したい（続けたい）もの（こと）は
で
す。
＊他に尋ねたいこと

①
②
③
④
⑤

~~
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~~



地域連携クリティカルパスとは


「地域連携クリティカルパス」
（以下、
「地域連携パス」という。）とは、
がん治療を行った病院と地域のかかりつけ医とが、がん患者さんの治療
経過を共有できる「診療計画書」のことです。
専門的な治療や検査は病院が行い、日常の診療や症状が落ち着いてい
るときの投薬などは地域のかかりつけ医が行うなど、役割分担し、連携
しながら治療を進めることで、患者さんが退院後も住み慣れた地域で、
切れ目のないがん治療を受けるのに役立ちます。

県内では、５つの主ながん（肺がん、胃がん、肝がん、大腸がん、乳
がん）について、地域連携パス「私のカルテ」が利用できます。

地域連携クリティカルパスの利用は、がん治療を行った病院の主治医
が、パスの利用が診療に適しているかどうかを判断し、患者さんやご家
族に十分に説明し、同意を得た上で行われます。この制度の利用を希望
される方は、主治医とよくご相談ください。














 

奈良県がん地域連携
クリティカルパス「私のカルテ」

「私のカルテ」（奈良県がん地域連携クリティカルパス） 

（奈良県がん診療連携協議会・奈良県がん対策推進協議会 編集）
  つの主ながんの種類について「がんネットなら」（2参照）から
ダウンロードできます。   

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻟㻚㼜㼞㼑㼒㻚㼚㼍㼞㼍㻚㼖㼜㻛㼓㼍㼚㼚㼑㼠㻛     
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３．気持ちのつらさや痛みを和らげたい


 緩和ケアとは


「緩和ケア」は、病気に伴う心と体の痛みを和らげることであり、が
んが早期であるか進行しているかに関わらず、患者さんとご家族の持つ
全ての苦痛を取り除いて、その人がその人らしく生きていけるように支
えるケアのことを言います。
苦痛の中には、痛みだけでなく、体の様々な症状、気持ちのつらさや
悩みなどが含まれます。例えば、がんと診断されたときに誰もがつらい
気持ちになるはずですが、そのつらい気持ちを支えていくことも緩和ケ
アです。また、がんになって経済的、社会的な心配が出てくることもあ
ります。その悩みを解決することを手助けすることも緩和ケアになりま
す。
身体的苦痛
















痛み
他の身体症状
日常生活動作の支障
精神的苦痛

社会的苦痛

不安
いらだち
うつ状態

全人的苦痛
(total pain)

経済的な問題
仕事上の問題
家庭内の問題

スピリチュアルな苦痛

生きる意味への問い
死への恐怖
自責の念

緩和ケアを受けるには

緩和ケアは、診断された時から、入院・外来、在宅療養などの場を問
わず、いずれの状況でも受けることができるようになってきています。
緩和ケアを受ける方法として、以下のものがあります。緩和ケアにつ
いて話を聞きたい、緩和ケアを受けたいときには、主治医や病棟の看護
師、がん相談支援センター相談員などに相談してみましょう。


~ 21
~~
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=緩和ケアチーム?
拠点病院等（2 参照）には、身体症状や精神症状を担当する医師、
緩和ケアに専門的に対応する看護師、薬剤師、臨床心理士、社会福祉士
などの専門家から構成された「緩和ケアチーム」があります。がん治療
と並行して受ける緩和ケアは、主に「緩和ケアチーム」が担当します。
緩和ケアチームは、主治医や看護師などと協力して緩和ケアを提供しま
す。

=緩和ケア病棟?
 「緩和ケア病棟」とは、専門的な知識と技術に基づいた緩和ケアを提
供する所です。体のつらい症状や、気持ちのつらさ、苦しみを和らげる
ことを重要な治療として位置づけています。
がんの進行に伴う体のつらい症状や精神的な苦痛があり、がんを治す
ことを目標にした治療（手術療法、薬物療法、放射線療法など）が困難
となった方や、これらのがん治療を希望しない方を主な対象としていま
す。

=緩和ケア外来?
通院中の患者さんに外来で緩和ケアを提供します。がん治療が一段落
しても、痛みやだるさが残ったり、症状の変化や生活について不安が生
じることがありますが、緩和ケア外来を受診することで、こうした苦痛
を軽減することができます。

=在宅緩和ケア?
県内には、在宅での緩和ケアについて専門的な知識と技術を持った医
師がいます。また、 時間対応している診療所や訪問看護ステーショ
ンがありますので、在宅でも十分な緩和ケアを受けることができます。
自宅での療養について詳しくはＰ をご覧ください。


◆緩和ケア病棟のある病院

病院名







国保中央病院

西奈良中央病院

問い合わせ先

緩和ケア電話相談窓口(地域支援センター内)
磯城郡田原本町宮古404-1
(0744-32-8800(代)(内線2101)
地域医療連携センター
奈良市鶴舞西町1-15
(0742-43-3333(代)
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◆緩和ケア外来㻌

病院名/問い合わせ先

奈良県立医科大学附属病院
 がん相談支援センター
(0744-22-3051(代)

(内線1173)

奈良県総合医療センター
緩和ケア相談窓口(精神科受付)
 (0742-46-6001(代)



予約受付時間
（祝日除く）

備考

院内からは各主診療科の主治医が予約
院外からは現在の担当医から地域医療連携室
(直通：0744-29-8022/月～金8:30～
17:15)にご連絡ください。

完全予約制

院内からは各主診療科の主治医が予約
院外からは現在の担当医から地域医療連携室
(直通：0742-81-4891/月～金8:30～
19:00)にご連絡ください。

完全予約制

天理よろづ相談所病院
緩和ケア外来
(0743-63-5611(代)

当院受診中の方に限ります。
予約ご希望の方は、主診療科の主治医にご相談 完全予約制
ください。

近畿大学医学部奈良病院
患者支援センター
(0743-77-0880(代)

月～金 9:00～16:00
土
9:00～12:00

市立奈良病院
がん相談支援センター
(0742-24-1251(代)

予約ご希望の方は、主治医またはがん相談支援
完全予約制
センターにご相談ください。

南奈良総合医療センター
地域医療連携室
(0747-54-5000(代)
(内線1701)

予約ご希望の方は、主治医またはがん相談支援
完全予約制
センターにご相談ください。

国保中央病院
地域支援センター
(0744-32-8800(代)
(内線2101)

月～金 9:00～15:00

済生会中和病院
緩和ケア外来
(0744-43-5001(代)
(内線377)

当院受診中の方に限ります。
予約ご希望の方は、主診療科の主治医にご相談 完全予約制
ください。

大和高田市立病院
地域医療連携センター
(0745-53-7188(直通)

火（第２、４） 11:00～12:00

当院の担当外来を受診
し、必要と診断された方
のみご利用いただけま
す。完全予約制

完全予約制

完全予約制

（平成30年3月現在）
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 ４．がん治療と日常生活のすごし方

 食事と栄養について

おいし く楽 しく食 べてこ そ！ 

管理栄養士から
のメッセージ









がん治療に「食事制限」は不要です。
がん治療中の食事は、「食べられるものをがんばり過ぎない程度に
食べること」です。食べた方がよいものも、食べない方がよいものも
ありません。
不安な時は、医師や管理栄養士、看護師などに相談してみてくださ
い。
奈良県立医科大学附属病院 管理栄養士 山口千影
   


 食事のポイント

 ○治療を受けるにも体力維持は重要です。そのために食事をとること
は大切なことです。
 ○あまり神経質にならずに、バランスの良い食事をゆっくりと食べる
ようにしましょう。
 ○体の調子に合わせて、時には、好きなものを少しでも食べるように
することが大切です。
 ○がんが治る食事や食品はありません。誤った情報に惑わされないよ
うにしましょう。


冊子のご案内
「食事に困った時のヒント（最新版）」
「がん治療前の食事のヒント」（改訂版） 



（公益財団法人がん研究振興財団 発行） 
がん相談支援センターで入手・閲覧できます。
また、下記 74. からダウンロードできます。㻌
JVVRYYYHRETQTLRRCORJNGVJVON
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口腔ケアについて

歯科医師から
のメッセージ



# &.（ 日 常 生 活 の 活 動 ） の 支 援 に 、 
31.（ 生 活 の 質 ） の 維 持 向 上 に 口 腔 ケ ア を ！ 
























口腔ケアをすると・・・
＊口腔内の痛みなど病態の悪化を防止し、食事が摂取しやすくなりま
す。 口内炎、潰瘍など 
＊口腔内の不快感がなくなれば、食欲を増すことが期待できます。
＊口腔内の細菌繁殖を少なくして、手術後の誤嚥性肺炎などの予防に
役立ちます。
＊口腔内の食べ物のかすや歯垢を取り、むし歯・歯周病を予防します。
＊唾液の分泌を促進して、自浄作用を促進します。

   一般社団法人 奈良県歯科医師会 成人歯科保健委員会


口腔ケアのポイント
○日頃からかかりつけ歯科医で定期的なメンテナンスを行い、毎日の
セルフケアに努めましょう。
○がん治療前にむし歯や歯周病の治療は済ませましょう。
○がん治療中は常に口腔内の保湿に努めましょう。
詳しくは奈良県歯科医師会 へご相談ください。
(  㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼍㼟㼔㼕㼗㼍㼕㻚㼛㼞㻚㼖㼜㻛㻌
㻌

「治療前からのお口のケアのすすめ」（日本歯科医師会 発行）
    下記ＵＲＬからダウンロードできます。 
JVVRUYYYLFCQTLRECTG

「がんと療養シリーズ がん治療と口内炎」
（国立がん研究センターがん対策情報センター 発行）

     下記ＵＲＬからダウンロードできます。
   JVVRICPLQJQLRRWDNKESCANKPMUDTQEJWTGECTGJVO㼘
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体調管理について



症状に つい て 
医療者 と十 分に話 し合い まし ょう 

専門看護師から
のメッセージ







がんの治療やがんによって生じる痛み、しびれ、だるさ、吐き気
などの辛い症状がある時は、担当の医師や看護師に、“どんな時に
辛いか”“症状によって困っていることは何か”など遠慮なくお話
ください。お話をする中で、苦痛を緩和するための方法はもちろん
のこと、治療中の体調の変化を確認しながら、無理のないスケジュ
ールで生活するにはどのようにすればいいかなど、あなたに合った
対処方法を一緒に考えていきます。

 奈良県立医科大学附属病院 がん看護専門看護師 中村由美     




体調管理のポイント

 ○こまめに休息をとり、無理のない活動を。 
 ○体調に応じた生活の工夫や調整を。
○まわりの人に協力を求めて、がんばりすぎないことも大切です。





患者必携 がんになったら手にとるガイド 
普及新版 （国立がん研究センターがん対策情報センター 発行）
  診断されて間もない時期の方、治療や療養中の方など
あらゆる方々に活用してほしい情報がまとめられています。
書店で購入できる他、下記 74. からダウンロードできます。
https://ganjoho.jp/hikkei/home.html
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不安や落ち込みについて

精神腫瘍医から
のメッセージ

つらい 気持 ちを話 してみ まし ょう 


近年、がん治療の成績は向上しており、がん＝死ではなくなっ
てきてはいますが、依然、進行がんの治癒は難しいのが現状です。


それゆえ多くの方ががんになると死を連想して強い衝撃を受
 け、絶望的な気持ちに陥ります。気持ちが落ち込み、やる気や集
中力が低下し、食欲の低下や不眠が続くなど、日常生活がうまく
 送れなくなることも多く見られます。
しかし、これらは人がストレスに直面した時に見られる通常の
反応なのです。誰にでも起こりうることです。

不安を自分一人で抱え込んでも解決することは困難です。ご家
族、友人、主治医、看護師、あるいはがん相談支援センター相談

員などの信頼できる人に自分の気持ちを話してみてください。話

すことで落ち着き、今後についても考えられるようになるでしょ

う。


奈良県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター長 四宮敏章


心のケアのポイント

 ○がんの治療には心のケアも含まれます。
 ○不安が大きく、眠れない時や食べられなくなった時は遠慮せずに主
治医や看護師、がん相談支援センター相談員にご相談ください。
 ○外来通院中は、緩和ケア外来（2 参照）を受診できます。主治医
にご相談ください。

冊子のご案内
「がんと療養シリーズ がんと心」

（国立がん研究センターがん対策情報センター 発行）

奈良県立医科大学附属病院 緩和ケアセンター長 四宮敏章さん    
がん相談支援センターで入手・閲覧できます。
また、下記 74. からダウンロードできます。
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼓㼍㼚㼖㼛㼔㼛㻚㼖㼜㻛㼜㼡㼎㼘㼕㼏㻛㼝㼍㼋㼘㼕㼚㼗㼟㻛㼎㼞㼛㼏㼔㼡㼞㼑㻛㼏㼍㼞㼑㻚㼔㼠㼙㼘㻌
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 ５．支え合う仲間

 がん患者サロンとピア・サポーター 
患者さん同士が体験を共有し、自由に情報交換できる場として、
「がん
患者サロン」を拠点病院等や保健所で実施しています。
がん患者サロンでは、奈良県のピア（仲間）
・サポーター養成研修を修
了した方々が、がん患者さんやご家族の療養上の問題や心の悩みなどに
対し、自らの体験に基づく支援を行っています。 


◆拠点病院等のがん患者サロン
設置場所/名称

開催日時

問い合わせ先


 奈良県立医科大学附属病院 毎月 第1・3 金曜日 がん相談支援センター
橿原市四条町840
13:30～15:30
「なごみ」
(0744-22-3051(代)（内1173）

がん相談支援センター
 奈良県総合医療センター
毎月 第3火曜日
奈良市平松1-30-1
14:00～16:00
 「くつろぎ」
(0742-46-6001(代)
がん相談支援センター
 天理よろづ相談所病院
毎月 第4水曜日
天理市三島町200
14:00～16:00
 「サロン いこい」
(0743-63-5611(代)
がん相談支援センター
 近畿大学医学部奈良病院
毎月 第3水曜日（原則）
生駒市乙田町1248-1
14:00～16:00
(0743-77-0880(代)
 拠 「患者サロン 生駒」
点
がん相談支援センター
 病 市立奈良病院
毎月 第3木曜日
奈良市東紀寺町1-50-1
院
14:00～16:00
(0742-24-1251(代)
 等 「春日野～かすがの～」
がん相談支援センター
 南奈良総合医療センター
毎月 第4木曜日
吉野郡大淀町大字福神8-1
14:00～15:30
(0747-54-5000(代)
 「ひととき」
がん相談支援センター
 国保中央病院
毎月 第２水曜日
磯城郡田原本町宮古404-1
13:00～15:00
(0744-32-8800(代)
 「ほっとサロン飛鳥」
がん相談支援センター
毎月 第1水曜日（原則）
 済生会中和病院
桜井市大字阿部323
14:00～16:00
(0744-43-5001(代)
 「患者サロン『Chuwa』」
医療福祉相談窓口
毎月 第２月曜日
 大和高田市立病院
大和高田市礒野北町1-1
14:00～16:00
がん患者サロン[ひだまり]
(0745-53-2901(代)

地域緩和ケアサポート
そ
毎月 第4火曜日
 の 吉田病院
奈良市西大寺赤田町1-7-1
13:30～15:30
「がん患者サロンきずな」
(0742-45-4601(代)
他
（平成30年3月現在）
＊奈良県総合医療センターは、平成30年5月に「奈良市七条西町2丁目地内」に移転開院予定
＊

★開催日等は変更することがあります。
★警報発令時は、安全のため中止となります。
★詳しくは、各医療機関にお問い合わせください。
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◆保健所でのがん患者サロン

設置場所/名称
問い合わせ先

健康増進課 母子・健康推進係
奈良県郡山保健所
大和郡山市満願寺町60-1（郡山総合庁舎内）
「患者サロンとまと」
(0743-51-0196(直通)

健康増進課
健康づくり推進係
奈良県中和保健所
橿原市常盤町605-5
 「患者サロンすずらん」
(0744-48-3034(直通)

健康増進課 母子・健康推進係
奈良県吉野保健所
吉野郡下市町新住15-3
 「患者サロンよしの」
(0747-64-8134(直通)

（平成30年3月現在）
★開催日等はお問い合わせください。
★警報発令時は安全のため中止となります。


 がん患者サロン利用者の声



同じようながん体験をした人たちに聞いてもらうこ

とにより、自分の心が少しでも軽くなるのではないかと

思い、参加しました。

家族には言えないことも話すことができました。

サロンに来られている人たちの話を聞くことにより、

自分が前向きになれるヒントがいただけました。




病気に負けず、今をしっかり生きている

仲間のきずなの輪が、また一つ広がりま
                      
した。そこには、病気は持っていても病
                      
人ではない顔がいっぱいでした。




がんサロンは 私にとって 温泉みたいな場所。

みんなで 語り合うと 身体も心もほっこりします。

支え合 い 励ま し合 っ て 気 持ち も前 向き に なり ま

す。
     
本当の笑顔ができるところです。

~~30
30~~






































# 子さんのサロン活用法

Ａ子さんは、大腸がんの手術を受け、現在は薬物
療法中です。
ある日の血液検査の結果から薬物療法を中断する
ことになりました。
治療を中断したら
再発するかも。
先生は大丈夫と
言ったけど、
やっぱり心配・・・

○月×日

診察後、がん相談支援セ

ンターの相談員さんに不安な気持ち
を聞いてもらう。
ちょっと気持ちがスッキリ。

○月××日 がん患者サロンで、私と
同じ大腸がんの「先輩」Ｂさんのお話

を伺う。
治療後、元気に働いているＢさんの話
には説得力があるわ。

相談員さんや患者仲間と
話すうちにモヤモヤした
気持ちが和らいで
ちょっと元気になれます。
相談やがん患者サロンは
みなさんにもオススメです！
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患者会・がん関連団体


がん患者さんやご家族が主体となり結成された患者会やがんに関わる
活動をしている団体があります。
患者サロンや交流会、がん医療の推進のための研修会や講演会などの
活動を行っています。

◆県内のがん患者会


名称

あけぼの奈良




奈良がんピアサポート
なぎの会



奈良交声会



日本オストミー協会
奈良県支部


肺ゆう会～奈良～



ＮＣＮ
(奈良キャンサーネットワーク)
若草の会




（50音順）
連絡先

活動内容
・講演会・相談会

天理市柳本町1267
吉岡敏子 方

・あけぼのハウス奈良

☎090-9627-7315
((CZ

(青垣サロン 毎月第２土曜日、会員間の情報交換)

・母の日キャンペーン
（乳がん検診を促す啓発活動）

対象
乳がん体験者
会の主旨に賛同され
る方

・10月10日がんと向き合う日の啓発活動

・会報「青垣だより」の発行
大和郡山市九条町512-20
松浦博子 方

・がん患者・家族への支援

がん患者

・がんピアサポーターへの支援

家族・遺族

(

・がんピアサポーターを目指す人への支援

医療・福祉関係者

((CZ

・「サロンなぎ」
（祝祭休日の街中サロン）

㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻦㼚㼍㼓㼕㼋㼚㼍㼞㼍㻬㼦㼑㼡㼟㻚㼑㼛㼚㼑㼠㻚㼚㼑㻚㼖㼜

・研修会、講演会
・会報「通信なぎ」の発行
・発声訓練教室

橿原市五条野町695
中井富雄 方

喉頭摘出者

〈場所〉奈良県立医科大学附属病院、
天理よろづ相談所病院、奈良県総合
医療センター、近畿大学医学部奈良病院

(

・総会・個人学習体験発表
・交流会
奈良市中山町４丁目535-315
本間昌明 方
(
:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼍㼟㼡㼕㼟㼔㼕㼚㻚㼖㼜㻛㻜㻣㻚㼔㼠㼙㼘

・会報の発行、装具や福祉制度最新情報 人工肛門・
の連絡
人工膀胱の保有者
直腸または膀胱障害
・研修会・宿泊研修会
を有する者とその家
・簡単なハイキング
族
・ストーマをもっての悩みに対する相談会

大和郡山市九条町512-20
松浦博子 方

・交流会（年３回程度）

肺がん患者

・メールによる情報発信

家族・遺族

(

・相談
医療・福祉関係者
・日本肺がん患者連絡会（JLCA）との
連携

((CZ
㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻦㼚㼍㼓㼕㼋㼚㼍㼞㼍㻬㼦㼑㼡㼟㻚㼑㼛㼚㼑㼠㻚㼚㼑㻚㼖㼜
奈良市七条西町1-22-5

・講演会（がん体験談発表含む）

全がん種の患者

西垣京子 方

・交流会「がん哲学外来」大仏さんカフェ

家族・遺族

(

・がんと向き合う日啓発活動

その他

((CZ

・情報提供

㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻦㼚㼏㼚㻚㼣㼍㼗㼍㼗㼡㼟㼍㻞㻜㻝㻟㻬㼓㼙㼍㼕㼘㻚㼏㼛㼙 ・会報「わかくさだより」の発行
:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼚㼏㼚㼣㼍㼗㼍㼗㼡㼟㼍㻚㼖㼕㼙㼐㼛㻚㼏㼛㼙

・冊子 がん体験談手記

「珠のコトノハ」Vol.2発刊
（平成30年3月現在）
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◆がん関連団体・遺族会・県外の患者会


名称

奈良県のホスピスと
がん医療をすすめる
会



日本在宅ホスピス
緩和ケアネットワー
ク


NPO法人
奈良ピンクリボン
アピール



飛鳥の会
がん患者の遺族の
ための親睦会

（50音順）

連絡先

活動内容

(

・奈良県のすべてのがん患者が、居
住する地域にかかわらず利用でき
るホスピス・緩和ケア病床の開設
を目指す運動

:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼚㼍㼞㼍㻙㼔㼛㼟㼜㼕㼏㼑㻚㼛㼞㼓㻛

・奈良県がん医療の向上を目指す運動

北葛城郡河合町高塚台1-8-1
奈良ニッセイエデンの園内

・上記運動のための勉強会・講演会
の開催

対象
がん患者・家族・遺族
がん医療・福祉関係者
がんやホスピスに関心の
ある方
その他、一般の方

・会紙「すすめる会」通信の発行
奈良市三碓6-9-23

・在宅ホスピス・緩和ケアに関する
勉強会・講演会

ひばりクリニック内
(
:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼖㼔㼔㼜㼏㼚㻚㼏㼛㼙㻛

・県内医療機関に関する情報提供

一般の方
医療関係者
福祉関係者

・患者・家族への相談等

奈良市朱雀5-1-1-59-101

・乳がんの早期発見と早期治療の啓発

(

・患者・家族からの相談受付

(#:

・ピンクリボンアドバイザー上級取
得者による講演

E-mail：info@pink-ribbon.info

奈良県民及び周辺の住民

:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼜㼕㼚㼗㻙㼞㼕㼎㼎㼛㼚㻚㼕㼚㼒㼛㻛

奈良市青山3-1-2-304

・がん患者の遺族のための親睦会

㻱㻙㼙㼍㼕㼘㻦㼍㼟㼡㼗㼍㼋㼚㼛㼋㼗㼍㼕㻬㼥㼍㼔㼛㼛㻚㼏㼛㻚㼖㼜

がん患者の遺族

・「飛鳥だより」の発行

:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼍㼟㼡㼗㼍㻜㻝㻚㼟㼍㼗㼡㼞㼍㻚㼚㼑㻚㼖㼜㻛㼕㼚㼐㼑㼤㻚
html
大阪事務所
○関西支部
公益財団法人
がんの子どもを守る
・公開シンポジウム
大阪市中央区北久宝寺町2-3-1
会 関西支部
（近畿小児血液がん研究会）

小児がん患児・経験者・
家族

・医療講演会/小児がん経験者の体験発表など
（のぞみトークきんき）

(

・個別医療相談、子どもを亡くした
母親の会/父親の会/家族の会等

:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼏㼏㼍㼖㻙㼒㼛㼡㼚㼐㻚㼛㼞㻚㼖㼜
/about/branch/kansai/

○大阪事務所
・相談事業、宿泊事業、広報事業

京都府京都市右京区
神経内分泌腫瘍
患者会
(
しまうまサークル@ E-mail：inquiry@shimaumacircle.com
関西
:㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼟㼔㼕㼙㼍㼡㼙㼍㼏㼕㼞㼏㼘㼑㻚㼏㼛㼙㻛

・定期患者会の開催
・専門医による講演会
・管理栄養士による相談会

神経内分泌腫瘍（カルチ
ノイド）・神経内分泌癌
の患者・家族・遺族

・親睦会等

（平成30年3月現在）
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 患者さん及びご家族向けの図書コーナー


 
拠点病院等には、患者さん及びご家族向けの
図書コーナーを設置している所もあります。
下記以外の医療機関でも設置されている場合があります
ので、受診されている医療機関にお問い合わせください。

◆拠点病院等の図書コーナー 

奈良県立医科大学附属病院
天理よろづ相談所病院
済生会中和病院


 名称

利用者の制限

利用可能な
曜日・時間
 場所


問い合わせ先

なごみ図書

いこいあおぞら文庫

ふれあい図書館

制限なし

当院に通院又は入院されている
患者さん、ご家族

当院に通院又は入院されている
患者さん、ご家族

月～金曜日 9:00～17:00

月～金曜日 8:30～17:00
土曜日
8:30～12:30

月～金曜日
9:00～17:00
土曜日(第1､3､5) 9:00～12:00

がん相談支援センター
(0743-63-5611(代)

放射線治療棟１階
(0744-43-5001(代) 総務課

がん相談支援センター
(0744-22-3051(代）
（内1173）



闘病記コーナーのある図書館
 
闘病記は、患者さんが「病と向き合う過程を綴った手記」であり、患
者さんの痛みや、不安、病気に伴う生活の悩みが率直に書かれています。
同病の方が持つ知識や体験は、病気とともに生きるための情報として、
そして、心の支えとして、お読みいただけます。
◆奈良県立医科大学附属図書館
 闘病記や介護記、患者会資料等を１か所に集め、病名順に並べて探し
やすくした「闘病記文庫」（９００冊）を設置しています。

奈良県立医科大学附属図書館

利用者の制限

開館時間
休館日
74.
所在地
問い合わせ先

制限なし
＊貸出は、奈良県内に在住・在勤・在学の方、奈良県立医
科大学附属病院発行の診察券、あるいは橿原市立図書館の
利用カードを所持されている方
月～金曜日

8:45～18:00（8月中は、8:45～17:00）

土曜、日曜、祝日、年末年始（12月26日～翌年1月5日）

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼚㼍㼞㼍㼙㼑㼐㻙㼡㻚㼍㼏㻚㼖㼜㻛㼪㼘㼕㼎㻛
〒634-8523 橿原市四条町840
【奈良県立医科大学附属病院 東側（同一敷地内）】
(0744-23-9981（直通）

~~35
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◆奈良県立図書情報館
 医療・健康情報コーナー、闘病記コーナーを開設しています。病名順
に並べた約  冊の闘病記を揃えています。 












奈良県立図書情報館






利用者の制限

制限なし
＊貸出には利用者登録が必要。

開館時間

9:00～20:00

休館日

月曜日（祝日に当たるときは、次の祝日でない日）
毎月月末（月曜に当たるときは、その前の平日）
年末年始、図書整理日

74.

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼘㼕㼎㼞㼍㼞㼥㻚㼜㼞㼑㼒㻚㼚㼍㼞㼍㻚㼖㼜㻛㼏㼛㼘㼘㼑㼏㼠㼕㼛㼚㼋㼠㼛㼎㼥㼛㼗㼕
〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地
(0742-34-2111（代表）

●JRをご利用の場合：JR奈良駅東口バス停（６番のりば）から
所在地
問い合わせ先 「県立図書情報館」行きに乗車し終点。所要時間約２０分。
●近鉄をご利用の場合：新大宮駅前（南口）バス停から「四条
大路南町」行きに乗車し県立図書情報館西口下車、徒歩5分。所
要時間約15分。



★お近くの市町村図書館を通じて、図書情報館の資料を借受けることもできます。
詳しい利用方法は、お近くの市町村図書館または図書情報館にお尋ねください。
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 ６．自宅での療養



 自宅で療養するために、在宅療養サービスや介護保険サービスが利用

できます。
まずは、主治医や看護師、病院の地域医療連携室 ＊ やがん相談支援セ
ンター等で相談して一緒に情報をさがしてみましょう。
＊地域医療連携室：病院によって名称は異なります。一般的に、地域医療連携室では、 
紹介患者さんの予約調整や退院調整、地域の医療機関との連携・調整などが行われています。





●在宅療養サービスを受けたい
 =在宅医（在宅療養支援診療所などの診療所）?
  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
療を行った病院の主治医と連携し、必要に応じて再入院の手配なども
します。
=訪問看護ステーション ? 
  通院や外出が困難な患者さんのために、看護師や准看護師等が自宅
を訪問し、医師の指示に基づく診療の補助や、健康管理や相談等のサ
ービスを提供する施設です。
=薬剤師? 
  薬の効能・服用方法の説明をしたり、使用方法・副作用に関する相
談に対応しています。

がん在宅医療機能（診療所・訪問看護ステーション・薬局） 
県内診療所、訪問看護ステーション、薬局のがん在宅医療機能の一
覧表を掲載しています。
「がんネットなら」（2 参照）からダウンロードできます。

㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻟㻚㼜㼞㼑㼒㻚㼚㼍㼞㼍㻚㼖㼜㻛㼓㼍㼚㼚㼑㼠㻛㻌




在宅ケアデータベース （日本在宅ホスピス協会）

在宅ケアを実施している医療機関名や在宅ケアで行う医療内容等

を掲載しています。
            末期がんの方の在宅ケアデータベース
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼔㼛㼙㼑㼔㼛㼟㼜㼕㼏㼑㻚㼖㼜㻛㻌
㻌
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=地域包括支援センター?
  介護予防を含め、在宅療養などに関する様々な制度の利用や福祉の
相談や支援を行っています。

 
地域包括支援センター（奈良県ホームページ）
地域包括支援センターの概要と県内の一覧表を掲載しています。
 
㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼜㼞㼑㼒㻚㼚㼍㼞㼍㻚㼖㼜㻛㻟㻞㻟㻜㻝㻚㼔㼠㼙㻌




●介護サービスを受けたい
=介護保険制度?
  介護保険の被保険者で、要介護認定を受けられた方は要介護度に応
じて、訪問介護や訪問入浴、訪問看護などのサービスを受けることが
できます。原則として、費用の１割又は２割 ＊ が自己負担となります。
  介護保険の対象は、次の場合です。
 ・ 歳以上の方で、要介護（入浴・排泄・食事などの日常生活に介
護を要する）又は要支援（要介護状態にならないために適切な支援
を要する）の認定を受けた場合
 ・ 歳～ 歳までの方で、「末期がん」等の特定疾病であると診断
され、要介護・要支援の認定を受けた場合
＊平成  年８月から、一定以上の所得がある場合は、費用の３割となります。







問い合わせ先 市町村の介護保険担当課（2）
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 ７．医療費などの負担軽減

●医療費が高額になったので払い戻しを受けたい

［高額療養費制度?
同じ月に、医療機関や薬局の窓口で支払った額（入院時の食費負担
や差額ベッド代等は対象外です。）が、一定額を超えた場合に、その超
えた金額の払い戻しを受けることができる制度です。
加入する医療保険から事前に「所得区分」の認定証を発行してもら
うと、医療機関や薬局の窓口で限度額を超える部分を支払わずに済む
ことができます。（ 歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、
自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめられます。ただし、
低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です。）
また、負担額をさらに軽減するために、一人一回の窓口負担では、高
額療養費の支給対象とならなくても、複数の受診や同じ世帯の他の方
（ただし、同じ医療保険に加入されている方に限ります。）の受診につ
いて、窓口でそれぞれが支払った額を合算する「世帯合算」という制
度もあります。 

＜ 歳以下の方の上限額＞

適用区分
ひと月の上限額（世帯ごと）

年収約1,160万円～

252,600円＋（医療費－842,000）×１％
ア
健保：標報83万円以上
国保：旧ただし書き所得901万円超

 年収約770万～約1,160万円
167,400円＋（医療費－558,000）×１％
イ
健保：標報53万～79万円

国保：旧ただし書き所得600万～901万円

 年収約370万～約770万円
80,100円＋（医療費－267,000）×１％
ウ
健保：標報28万～50万円

国保：旧ただし書き所得210万～600万円

～年収約370万円
57,600円
エ

健保：標報26万円以下
国保：旧ただし書き所得210万円以下

 住民税非課税者
35,400円
オ

注：１つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関
 等での自己負担（69歳以下の場合は2万1千円以上であることが必要です。）を合算することができます。
この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
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＜ 歳以上の方の上限額＞

（平成  年  月から平成  年  月診療分まで）


適用区分
ひと月の上限額（世帯ごと）
外来（個人ごと）

現
役
年収約370万円～
57,600円
80,100円＋（医療費－267,000）×１％
標報28万円以上
並
み
課税所得145万円以上

14,000円
 一 年収約156万～約370万円
57,600円
年間上限
般
標報26万円以下
14万4千円

課税所得145万円未満等

非 住 Ⅱ 住民税非課税世帯
24,600円
課 民
8,000円
税税
等 Ⅰ 住民税非課税世帯
15,000円
 （年金収入80万円以下など）
注：１つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での
自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。



（平成  年８月診療分から）


適用区分
ひと月の上限額（世帯ごと）
外来（個人ごと）

年収約1,160万円～

252,600＋（医療費－842,000）×１％
 標報83万円以上／課税所得690万円以上

現
 役 年収約770万～約1,160万円
167,400＋（医療費－558,000）×１％
並
 み  標報53万円以上／課税所得380万円以上

年収約370万～約770万円
80,100＋（医療費－267,000）×１％
 標報28万円以上／課税所得145万円以上


18,000円
一
年収156万～約370万円
57,600円
年間上限
 般 標報26万円以下
14万4千円
課税所得145万円未満等

24,600円
住 Ⅱ 住民税非課税世帯
非
課民
8,000円
税 税 Ⅰ 住民税非課税世帯
15,000円
等
 （年金収入80万円以下など）
注：１つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での
 自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。


問い合わせ先 加入している公的医療保険の相談窓口（2）
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●医療と介護の両方の自己負担額の合計が高額になったので、払い
戻しを受けたい
=高額医療・高額介護合算療養費制度?
同じ世帯内の同一医療保険の加入者の方について、毎年８月から１
年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超
えた場合に、その超えた額について払い戻しを受けることができる制
度です。



問い合わせ先 加入している公的医療保険の相談窓口（下記）


◆公的医療保険の相談窓口 
制 度
組合管掌健
健
康
保
険

康保険 
全国健康保
険協会管掌
健康保険

被保険者（対象者）

問い合わせ・申請先

健 康 保 険 組 合に加 入 した
会社に所属する社員とその

各健康保険組合の担当窓口 

扶養家族 
組 合 管掌 健 康 保 険 に加 入

保険証に記載のある全国健康保険協会

していない会 社 に所 属 する

各支部

社員とその扶養家族 

全国健康保険協会ホームページ
「協会けんぽ」で検索できます。

（協会けんぽ）

URL：http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ 
自営業者 、農業、退職した
方など他のいずれの医療保

国民健康保険 

市町村の担当窓口（P55） 

険に当てはまらない方 
国 民 健 康 保 険 組 合を組 織
する業種で働く方とその世

各国民健康保険組合の担当窓口 

帯に属する方 
共済組合 

船員保険

公 務 員 、私 立 学 校 教 職 員
等とその扶養家族
船員とその扶養家族

各共済組合の担当窓口
全国健康保険協会 船員保険部
TEL 0570－300－800

・75 歳以上の方
後期高齢者医療
制度

・65 歳以上で、一定の障害

市町村の担当窓口（P55）

の 程 度 である ことを 市 町 村

奈良県後期高齢者医療広域連合事務局

に申請し、後期高齢者医療

TEL 0744-29-8430

広域連合から認定された方
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または

●小児がんの医療費助成を受けたい
=小児慢性特定疾病医療支援事業?
治療期間が長く、医療費負担が高額となる小児がんなど厚生労働大
臣が定める小児慢性特定疾病について、治療・研究の推進を図り、併
せて患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担
分の一部を助成する制度です。
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）の児童が助成の対象となります。




問い合わせ先  居住地を管轄する保健所（2）


●ひとり親家庭の医療費助成を受けたい
=ひとり親家庭等医療助成制度?
ひとり親家庭の親子等の健康の保持増進を図るため、医療費の一部
を助成する制度です。
次の①から④のいずれかに該当する方が対象となります。
① 配偶者のいない父又は母に扶養されている児童 （満  歳に達する
日以降の最初の  月  日までの児童。以下同じ。）
② ①の児童を扶養している配偶者のいない父又は母
③ 父母ともにいない児童
④ ③の児童を養育している配偶者のいない祖父、祖母、兄又は姉等
市町村がそれぞれの条例に基づき実施する制度であるため、市町村
により対象者・助成の内容が異なる場合があります。

問い合わせ先 市町村の福祉医療担当課（2）


●障害者の医療費助成を受けたい
=心身障害者医療費助成制度?
心身障害者の健康の保持及び福祉の増進を図るため、医療費の一部
を助成する制度です。
身体障害者手帳の１級、２級又は療育手帳Ａ１、Ａ２を持っている
方等が対象となります。
市町村がそれぞれの条例に基づき実施する制度であるため、市町村
により対象者・助成の内容が異なる場合があります。

問い合わせ先 市町村の福祉医療担当課（Ｐ）
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 ８．療養中の生活費など経済的なこと

●税金の負担を減らしたい

=医療費控除制度?
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療
費を支払った場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署に提出
することが必要です。

問い合わせ先 居住地を管轄する税務署（Ｐ）


●療養生活のための資金を借りたい
=生活福祉資金貸付制度?
  低所得世帯等を対象に、資金の貸付を通じて経済的な自立や在宅福
祉の向上を図ることによって、住民の地域での安定した生活を支援す
る制度です。
貸付条件に該当すると、負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費（健
康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付
随して要する経費を含む）及びその療養期間中の生計を維持するため
に必要な経費を借り入れることができます。

問い合わせ先 市町村の社会福祉協議会（Ｐ）

               
●仕事を休んでいる間の生活保障を受けたい
=傷病手当金?
病気休業中の生活を保障するために設けられた制度です。
業務外の病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が
受けられない場合に支給されます。

問い合わせ先 加入している公的医療保険の相談窓口（Ｐ）
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●障害が残ったので制度を利用したい
=障害年金?
病気などのために、原則として  歳までに一定の障害の状態にな
った方に支給される制度です。
障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」、厚生年金
から支給される「障害厚生年金」、公務員が加入する共済組合から支給
される「障害共済年金」があります。
なお、
「一定の障害の状態」とは、人工肛門の造設や、咽頭部摘出な
どのほか、日常生活において制限がある（介助を必要とする）状態の
ことをいい、所定の診断書によって障害の程度の審査を行います。ま
た、障害年金の請求には制度ごとに一定の要件を満たしていることが
必要です。

問い合わせ先 

障害基礎年金…市町村（Ｐ）又は年金事務所（2）

障害厚生年金…年金事務所（Ｐ）

障害共済年金…各共済組合の担当窓口


 =身体障害者手帳?
身体障害者手帳は、身体障害認定基準に定められた障害に該当する
と認定された方に対して交付される制度です。
手帳を取得することにより、障害の種類や程度に応じた福祉サービ
スを利用できるようになります。
手帳の交付対象となる障害には下記のようなものがあり、障害の程
度によって１級から６級までの区分が設けられています。
 ＜手帳の交付対象となる障害＞
視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声・言語・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、
ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害




利用できる助成・支援には、ストマ用装具（人工肛門や人工膀胱）、
情報・意思疎通支援用具（会話補助装置）、在宅療養等支援用具（介
護ベッド）など日常生活用具などの支給・貸与、税金の控除、公共交
通機関運賃の免除・割引などがあります。なお、障害の程度によって、
助成・支援の内容は変わります。

問い合わせ先 市町村の福祉担当課（Ｐ）
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●仕事を辞めたときの制度を利用したい
  =失業給付金?
雇用保険に加入していた方に対して、失業中の生活を支援するため
の制度です。
再就職の意思、能力を有していること、退職前の２年間で  か月
以上（倒産・解雇等は退職前の  年間で６か月以上）の保険加入期間
があること等、給付日数は加入期間や離職理由、離職時年齢によって
変わります。


問い合わせ先 居住地を管轄するハローワーク（下記）


◆奈良県内のハローワーク

ハローワーク名

所在地・電話番号

管轄地域

ハローワーク奈良

奈良市法蓮町387
奈良第3地方合同庁舎1F
( 

奈良市 天理市 生駒市
山辺郡

ハローワーク大和高田

大和高田市池田574-6
( 

大和高田市 橿原市 御所市
香芝市 葛城市 北葛城郡
高市郡

ハローワーク桜井

桜井市外山285-4-5
(

桜井市 宇陀市 磯城郡
宇陀郡 吉野郡のうち東吉野村

ハローワーク下市

吉野郡下市町下市2772-1
(

五條市、吉野郡（東吉野村を除
く）

ハローワーク大和郡山

大和郡山市観音寺町168-1
(

大和郡山市 生駒郡

＊いずれのハローワークも受付は平日の8:30～17:15まで
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（平成30年3月現在）



 ９．がん治療と仕事の両立

●がん治療と仕事の両立について相談したい

がんの早期発見や治療法の進歩により、仕事を続けながら治療を受
けられる時代となっています。
がんと診断されたことで、仕事を続けられないと思われる方もおら
れますが、今はがん治療は外来で行われることも多いため、治療と仕
事の両立をあきらめることなく、まずは主治医や看護師、がん相談支
援センターの相談員に相談してみましょう。
また、治療と仕事の両立には、職場の上司や同僚の理解・協力が必
要不可欠です。職場の産業医や産業看護職、人事・給与・福利厚生担
当者にも相談してみましょう。

◆拠点病院での就労相談
拠点病院のがん相談支援センターでは、がん患者さんの就労に関す
る様々な悩みや相談に診断時から対応するため、社会保険労務士によ
る就労相談日を実施しています。
事前の予約が必要となりますので、がん相談支援センター（2２）
にご相談ください。

◆その他の就労相談 
奈良産業保健総合支援センターでは、治療を受けながら安心して働
き続けるため、
「両立支援促進員」が相談に応じています。希望に応じ
て勤務先との調整も行っています。
事前の予約が必要になりますので、ご相談ください。

名称
所在地
電話番号
 

奈良市大宮町1-1-32
(
奈良産業保健総合支援センター
奈良交通第３ﾋﾞﾙ３階


（平成30年３月現在）
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●がんの治療中だが、再就職（就職）したい
◆就職相談
ハローワーク大和高田では、がんや肝炎などの疾病により長期にわ
たる治療を受けながら就職を希望される方に対する就職支援として、
「長期療養者職業相談窓口」を開設し、
「就労支援ナビゲーター」によ
る相談を実施しています。また奈良県立医科大学附属病院と連携して、
病院内での出張就職相談も行っています。
事前の予約が必要になりますので、ご相談ください。

相談日・時間
問い合わせ先
名称
（祝日除く）


大和高田市池田574-6
ハローワーク大和高田
月～金（祝日を除く）
(
 長期療養者職業相談窓口
8:30～17:15
（部門コード43＃）

がん相談支援センター

毎週１回
奈良県立医科大学附属病院
橿原市四条町840
＊日時についてはお問い合わせ
(0744-22-3051(代)
「出張就職相談」
ください。
（内1173）

（平成30年3月現在）


がん専門相談員から

のメッセージ


 がん相談支援センターでは、患者さんの治療と仕事の両立に関し
 ての悩みごとを相談員が一緒に整理し、解決のための提案や受けら
 れるサービスなどの情報提供を行っています。
 拠点病院の就労相談では、休職や退職に伴う健康保険や年金など
 の経済的なことについて、社会保険労務士から専門的なアドバイス
 や情報提供が受けられます。職場との調整が必要な方に対しては、
 両立支援促進員の紹介なども行っています。
 また、治療のために仕事を辞めてしまったが、再就職を考えてい
 るという方には、ハローワークと連携した就職相談も行っています。
 がん治療には時間とお金がかかります。医療費や生活費の基盤と
 なる仕事は続ける方向で考えましょう。 人で悩まず、気軽にご相
 談ください。


奈良県立医科大学附属病院 がん専門相談員 川本たか子     
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◆一般的な労働相談窓口

相談先名
電話番号


(
奈良労働局
総合労働相談コーナー

奈良総合労働相談コーナー (

葛城総合労働相談コーナー (

桜井総合労働相談コーナー (

大淀総合労働相談コーナー (

中小企業労働相談所
(
（電話相談のみ対応）

北和地区中小企業労働相談所 (
（エルトピア奈良）

中和地区中小企業労働相談所 (
（エルトピア中和）



がんと仕事の 3# 第  版

相談内容

相談時間

労働相談、個別
労働紛争に関し
て

月～金 8:30～17:00
（祝日・年末年始除く）

労働問題に関して

月～金 9:00～18:00
（祝日・年末年始除く）
第2・4 土 13:00～17:00

労働問題に関して （祝日・年末年始除く）
＊都合により日時の変
更あり

第1・3 土 13:00～17:00
（年末年始除く）

（平成30年3月現在）

（厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業）

体験者の声をもとに作られたＱ＆Ａ集です。体験者から
のアドバイスやコラム、役立つ資料が紹介されています。
下記 74. からダウンロードできます。

KWWSJDQMRKRMSSXEOLFVXSSRUWZRUNTDLQGH[KWPO
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 ．子どもの療養支援

●長期の療養が必要な子どもの療育について相談したい

小児がんなどの特定の疾患等、子どもの成長期に長期にわたる治療
が必要な場合、家庭や学校での生活に大きな影響を及ぼします。
保健所では、長期にわたる療養が必要な子どもや保護者等を対象に、
家庭での看護や養育、学校生活、福祉制度の紹介等の療育についての
相談を行っています。

問い合わせ先  居住地を管轄する保健所（2）


●入院中の教育支援を受けたい
入院中も学習が継続できるよう、下記の病院には院内学級 が設置さ
れています。院内学級は、退院後には元の学校に戻ることが多いため、
元の学校と連携を図りながら学習を進めます。
 院内学級：学校教育法第  条第  項の規定により、病院内に設置される病弱・
身体虚弱の児童及び生徒を対象とした特別支援学級を指しています。

院内学級は、病院のある地域を通学区域とする学校の学級であるため、

通学区域外に居住している方は転学手続きが必要となります。


◆奈良県内の特別支援学級（院内学級）

市町村名
院内学級が設置されている病院
学校名

奈良県総合医療センター
 奈良市
伏見南小学校＊
 天理市
天理よろづ相談所病院
山の辺小学校、北中学校

奈良県立医科大学附属病院
今井小学校、大成中学校
 橿原市
 生駒市
近畿大学医学部奈良病院
生駒南第二小学校

奈良県西和医療センター
三郷北小学校
 三郷町

（平成30年3月現在）
＊奈良県総合医療センターの移転に伴い、院内学級は六条小学校に移設予定です。

問い合わせ先
・病院の主治医、看護師等
・居住地の市町村教育委員会または各院内学級
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●育児の支援を受けたい
=ファミリー・サポート・センター事業?
ファミリー・サポート・センターは、育児の援助（乳幼児や小学生
などの児童を預かる、保育所等への送迎など）を受けたい方（依頼会
員）と育児の援助を行いたい方（提供会員）が、それぞれ会員登録を
行い、子育てを地域で相互援助する組織です。依頼会員が、ファミリ
ー・サポート・センターへ援助を依頼すると、同センターが提供会員
を選定する等の連絡・調整をします。依頼会員は、援助活動の時間終
了後、活動時間や内容に応じた料金を提供会員に支払うことになって
います。料金は市町村により異なります。




問い合わせ先  
居住地のファミリー・サポート・センター（下記）

◆奈良県内のファミリー・サポート・センター
名
称
市町村名
 奈良市 奈良市ファミリー・サポート・センター

大和高田市 大和高田市子育てサポートクラブ


大和郡山市
大和郡山市こどもサポートセンター

天理市 天理市地域子育てサポートクラブ

 橿原市 橿原市ファミリー・サポート・センター
 桜井市 桜井市ファミリー・サポート・センター

 五條市 五條市ファミリー・サポート・クラブ
 生駒市 生駒市ファミリー・サポート・センター

 香芝市 香芝市地域子育てサポートクラブ
 葛城市 葛城市ファミリー・サポート・クラブ

宇陀市 宇陀市ファミリー・サポート・センター

 川西町 川西町子育て支援センター
明日香村 ファミサポ明日香

所在地

電話番号

奈良市三条本町13-1

奈良市保健所・教育総合センター
大和高田市池田418-1
大和高田市総合福祉会館1 階



大和郡山市高田町92-16
市民交流館2階



天理市川原城町605



橿原市内膳町1-6-8
橿原市観光交流センター3 階



桜井市粟殿1000ｰ1
桜井市保健福祉センター「陽だまり」

五條市本町1-3-18
五條市児童館
生駒市元町1-6-12 生駒セイセイビル３階




生駒市子育て支援総合センター



香芝市逢坂1-374-1



葛城市北花内341
葛城市子育て支援センター内



宇陀市榛原下井足17-3



磯城郡川西町唐院122
川西町ふれあいセンター



高市郡明日香村大字立部745


（平成29年6月現在）
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 ．がんに関する情報サイト




◆がんネットなら
（奈良県がん情報提供ポータルサイト） 
   㼁㻾㻸：㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻟㻚㼜㼞㼑㼒㻚㼚㼍㼞㼍㻚㼖㼜㻛㼓㼍㼚㼚㼑㼠㻛㻌

県内の医療機関や相談窓口の情報、県内で開催される講演会の情報な
ど、がんに関する情報を幅広く掲載しています。がんに関して知りたい
とき、迷ったときなど、ぜひご利用ください。
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◆関連する情報サイト
関連する情報サイト



~
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 ．関係機関一覧

◆奈良県内の市町村

 市町村名
所在地
奈良市二条大路南1-1-1
 奈良市
 大和高田市 大和高田市大字大中100番地の1
大和郡山市 大和郡山市北郡山町248-4
 天理市
天理市川原城町605
 橿原市
橿原市八木町1-1-18
桜井市大字粟殿432-1
 桜井市
五條市
五條市本町1丁目1番1号

御所市
御所市1番地の3
 生駒市
生駒市東新町8番38号
 香芝市
香芝市本町1397番地
[新庄庁舎] 葛城市柿本166番地
 葛城市
宇陀市
宇陀市榛原下井足17番地の3

山添村
山辺郡山添村大字大西151番地
 平群町
生駒郡平群町吉新1-1-1
 三郷町
生駒郡三郷町勢野西1-1-1
生駒郡斑鳩町法隆寺西3丁目7番12号
 斑鳩町
生駒郡安堵町大字東安堵958番地
 安堵町
川西町
磯城郡川西町大字結崎28番地の1
 三宅町
磯城郡三宅町大字伴堂689番地
 田原本町
磯城郡田原本町 890-1
宇陀郡曽爾村今井495-1
 曽爾村
宇陀郡御杖村菅野368
 御杖村
高取町
高市郡高取町観覚寺990-1
 明日香村
高市郡明日香村大字岡55番地
 上牧町
北葛城郡上牧町上牧3350
北葛城郡王寺町王寺2丁目1-23
 王寺町
北葛城郡広陵町大字南郷583番地1
 広陵町
河合町
北葛城郡河合町池部１丁目１番１号
 吉野町
吉野郡吉野町大字上市80番地の1
 大淀町
吉野郡大淀町桧垣本2090番地
吉野郡下市町大字下市1960
 下市町
吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
 黒滝村
天川村
吉野郡天川村大字沢谷60番地
 野迫川村
吉野郡野迫川村大字北股84番地
 十津川村
吉野郡十津川村大字小原225-1
吉野郡下北山村寺垣内983
 下北山村
吉野郡上北山村河合330
 上北山村
川上村
吉野郡川上村大字迫1335番地の7
 東吉野村
吉野郡東吉野村大字小川99番地
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電話番号







































（平成30年３月現在）

◆奈良県内の保健所

保健所名
相談内容と連絡先

●小児がん（小児慢性特定疾病）の医療費助成

(0742-93-8397（保健予防課）
奈良市保健所
●がんに関する相談
（奈良市三条本町13-1)
●長期療養児の療育に関する相談
(0742-34-5129（健康増進課）


●がんに関する相談
●小児がん（小児慢性特定疾病）の医療費助成
郡山保健所
●長期療養児の療育に関する相談
（大和郡山市満願寺町60-1）
(0743-51-0196（母子・健康推進係）


●がんに関する相談
(0744-48-3034（健康づくり推進係）
中和保健所
●小児がん（小児慢性特定疾病）の医療費助成

（橿原市常盤町605-5)
●長期療養児の療育に関する相談

(0744-48-3035（母子・保健対策係）


●がんに関する相談
吉野保健所
●小児がん（小児慢性特定疾病）の医療費助成
（吉野郡下市町新住15-3） ●長期療養児の療育に関する相談
(0747-64-8134（母子・健康推進係）


管轄地域

奈良市

大和郡山市 天理市
山辺郡 生駒郡

大和高田市 橿原市 桜井市
御所市 香芝市 葛城市
宇陀市 磯城郡 宇陀郡
高市郡 北葛城郡

五條市




◆奈良県内の税務署

所在地・電話番号
 税務署名

奈良市登大路町81 奈良合同庁舎
 奈良税務署 (


大和高田市西町1番15号
葛城税務署
(


桜井市粟殿185の4
 桜井税務署 (

吉野郡吉野町丹治200－1

吉野税務署
(


生駒市

吉野郡

（平成30年３月現在）

管轄地域
奈良市
生駒市

大和郡山市
生駒郡

天理市

大和高田市 橿原市 五條市
御所市 香芝市 葛城市
高市郡 北葛城郡
桜井市
山辺郡

宇陀市
宇陀郡

磯城郡

吉野郡
（平成30年3月現在）

~~56
56 ~~

◆奈良県内の年金事務所

事務所名
所在地・電話番号
管轄地域


奈良市 大和郡山市 生駒市
 奈良年金事務所 奈良市芝辻町4-9-4
(
生駒郡

大和高田市 五條市 御所市

大和高田市幸町5-11
香芝市 葛城市 北葛城郡
 大和高田年金事務所 (
吉野郡（桜井年金事務所管内の地

域を除く）

天理市 橿原市 桜井市 宇陀市
桜井市大字谷88-1
山辺郡 磯城郡 宇陀郡 高市郡
 桜井年金事務所 (
吉野郡のうち東吉野村

（平成30年3月現在）

◆奈良県内の社会福祉協議会

市町村名
所在地
電話番号

奈良市杏町79-4


奈良市社会福祉協議会
（生活福祉資金貸付制度問い合わせ）


奈良市二条大路南1-1-1 奈良市役所中央棟2階

大和高田市池田町418-1
大和高田市社会福祉協議会

総合福祉会館ゆうゆうセンター


大和郡山市社会福祉協議会 大和郡山市植槻町3-8 市福祉会館内
天理市社会福祉協議会
天理市田井庄町723

橿原市社会福祉協議会

橿原市畝傍町9-1
市保健福祉センター南館３階

桜井市社会福祉協議会

桜井市大字粟殿1000-1 市保健福祉センター 

五條市社会福祉協議会

五條市新町3-3-2 市立福祉センター内



御所市社会福祉協議会

御所市代官町760-3



生駒市社会福祉協議会

生駒市元町1-6-12生駒セイセイビル4階



香芝市社会福祉協議会

香芝市逢坂1-374-1 市総合福祉センター内



葛城市社会福祉協議会

葛城市染野789-1



宇陀市社会福祉協議会

宇陀市菟田野松井502



山添村社会福祉協議会

山添村大字大西1395-1



平群町社会福祉協議会

平群町西宮2-1-6 プリズムへぐり内
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◆奈良県内の社会福祉協議会（つづき）

市町村名
所在地


電話番号

三郷町社会福祉協議会

三郷町勢野西1-2-1老人福祉センター内

斑鳩町社会福祉協議会

斑鳩町小吉田1-12-35 総合保健福祉会館内





安堵町社会福祉協議会

安堵町東安堵853 福祉保健センター内



川西町社会福祉協議会

川西町吐田94 町福祉施設ぬくもりの郷

三宅町社会福祉協議会

三宅町伴堂848-1
町保健福祉施設「あざさ苑」内






田原本町社会福祉協議会

田原本町阪手336-1



曽爾村大字伊賀見23-1「蘇いの森」内



御杖村菅野1581



高取町観覚寺990-1 町文化センター内



明日香村社会福祉協議会

明日香村大字立部745 健康福祉センター内



上牧町社会福祉協議会

上牧町上牧3245-1



王寺町畠田9-1608 文化福祉センター内



広陵町笠161-2 総合保健福祉会館



河合町社会福祉協議会

吉野町社会福祉協議会


河合町山坊24-3



吉野町丹治130-1 健やか1番館4階



大淀町社会福祉協議会

大淀町下渕1223



下市町善城140-1



黒滝村大字寺戸187-2 ﾃﾞｨｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ内



天川村南日裏200




曽爾村社会福祉協議会

御杖村社会福祉協議会
高取町社会福祉協議会



王寺町社会福祉協議会

広陵町社会福祉協議会

下市町社会福祉協議会

黒滝村社会福祉協議会

天川村社会福祉協議会

野迫川村社会福祉協議会

十津川村社会福祉協議会

下北山村社会福祉協議会

上北山村社会福祉協議会

川上村社会福祉協議会
東吉野村社会福祉協議会

町総合福祉会館「豆山の郷」内

「ほほえみポート天川」内

野迫川村北股38 旧野迫川村中学校内



十津川村猿飼308-2



下北山村浦向371 いこいの郷内



上北山村河合381



ワースリビングかみきた内

川上村迫590-1 川上総合センター内
東吉野村小川99 役場内
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（平成 
 年  月現在）
（平成30年３月現在）

ᇹᲭ

ډᑣჄƕǜݣ

䛆ィ⏬䛾⨨䛵䛡䚸᰿ᣐἲ௧➼䛇
䛜䜣ᑐ⟇ᇶᮏἲ➨䠍䠎᮲䛻ᇶ䛵䛟ἲᐃィ⏬
䛂䛺䜙ᗣ㛗ᑑᇶᮏィ⏬䛃䛂ዉⰋ┴ಖ་⒪ィ⏬䛃䛸ᩚྜ䛩䜛ィ⏬

ƕǜƴƳǒƳƍŴƕǜ

ؕஜྸࣞ
μ˳Ⴘ
Ძ

䛆ィ⏬ᮇ㛫䛇
䛆⟇ᐃ䛾㊃᪨

ǊƟƢƱƜǖ

ƕǜƴƳǒƳƍŴƕǜưᒉƍʴƕ
ʧƘƳǒƳƍ

Წ

žƕǜưʧƘ

ƢǂƯƷƕǜधᎍƱƦ
᠉ถƞǕŴ࣎ܤŴኛࢽ
ᡛǔƜƱƕưƖǔ

ЎКሊ
ƕǜʖ᧸ȷଔႆᙸ

ƕǜҔၲ
ƕǜҔၲƷΪܱ

ƕǜʖ᧸
ǊƟƢۋᲴჄൟƕƕǜʖ᧸ƴӕǓኵǈŴ፝धƕถݲƠƯƍǔŵ
ȷƨƹƜݣሊƷΪܱ
ȷͤࡍႎƳဃ፼ॹƷ୍ӏ
ȷज़௨ၐʖ᧸ƷΪܱ

ǊƟƢۋᲴƕǜधᎍƕŴឋƷ᭗ƍƕǜ
ȷƕǜҔၲ੩̓˳СƷΪܱ
ȷƕǜҔၲƷឋƷӼɥ
ȷधᎍႸዴưƷƕǜᚮၲऴإƷ੩̓
ȷݱδȷ᳓ɭˊƷƕǜҔၲƷᡲઃ

ƕǜƷଔႆᙸ

ᚮૺƞǕƨƔǒƷዼԧǱǢ

ǊƟƢۋᲴჄൟƕឋƷ᭗ƍƕǜ౨ᚮǛӖᚮưƖƯƍǔŵ
ȷƕǜ౨ᚮƷӖᚮ̟ᡶ
ȷƕǜ౨ᚮችࡇሥྸƷΪܱ ሁ

ǊƟƢۋᲴƕǜधᎍሁƕŴၘǈǍƭǒ
ƠƯƍǔŵ
ȷዼԧǱǢ੩̓˳СƷΪܱ
ȷዼԧǱǢƷྸᚐ̟ᡶƱऴإ੩̓ƷΪ

؏עᡲઃ

ǊƟƢۋᲴƕǜधᎍƕŴᐯЎƷஓǉئ
Ɩǔŵ
ȷਗໜ၏ᨈሁƷ؏עᡲઃ˳СƷΪܱ
ȷܡנዼԧǱǢ੩̓˳СƷૢͳӏƼΪ

ƕǜᏋȷ୍ӏգႆ
ǊƟƢۋᲴ܇ƲǋƷ᪭Ɣǒƕǜƴ᧙ƢǔദƠƍჷᜤǛਤƪŴƕǜʖ᧸
ǍଔႆᙸƴදॖǛƬƯƍǔŵ
ȷɶܖȷ᭗ሁܖఄƴƓƚǔƕǜᏋƷΪܱ
ȷܖݱఄᲢ᭗࠰ܖᲣƴƓƚǔգႆѣƷਖ਼ᡶ
ȷƕǜݣሊμᑍƴ᧙Ƣǔ୍ӏգႆƷਖ਼ᡶ
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ƜǕǒǛૅƑǔ

ǜݣሊਖ਼ᡶᚘဒ

ಒᙲ

⏬ᮇ㛫䛇
ᖹᡂ䠏䠌ᖺᗘ䛛䜙ᖹᡂ䠏䠑ᖺᗘ䜎䛷䛾䠒ᖺ㛫
ᐃ䛾㊃᪨䛇 ᅜ䛾➨䠏ᮇィ⏬䛾⪃䛘䛻ᇶ䛵䛝䛴䛴䚸┴䛾➨䠎ᮇィ⏬䛾⌧≧䛸ㄢ㢟䛛䜙
ᚲせ䛺ྲྀ⤌䜢᫂䜙䛛䛻䛧䚸䛜䜣ᑐ⟇䛾⥲ྜⓗ䛛䛴ィ⏬ⓗ䛺᥎㐍䜢ᅗ䜛

ŴƕǜƴƳƬƯǋ࣎ܤưƖǔ ډᑣჄ
᳕ૠ͌Ⴘ᳗
ƕǜബச࠰ᱫᛦૢരʧྙ Ჟถݲ
Ტ*Უă Ტ*Უ

ưʧƘƳǒƳƍჄŴଐஜɟſ

धᎍƱƦƷܼଈƷᒊၘƕ
ŴኛࢽƷƍƘၲဃǛ
ǔ

ƕǜҔၲ

Ʒ᭗ƍƕǜҔၲǛӖƚǔƜƱƕưƖƯƍǔŵ

إƷ੩̓
ҔၲƷᡲઃ̟ᡶ

ዼԧǱǢ

ၘǈǍƭǒƞƕ᠉ถƞǕŴၲဃƴឱ

إ੩̓ƷΪܱ

Ჭ

ƢǂƯƷჄൟƕƕǜǛჷǓŴƕǜƱ
ӼƖӳƍŴࠎஓǛਤƬƯǒƤǔ؏ע
σဃᅈ˟ǛƭƘǔ

ƕǜधᎍሁǁƷૅੲ
Ⴛᛩૅੲȷऴإ੩̓
ǊƟƢۋᲴƕǜधᎍሁƕŴ࣏ᙲƳऴإǛӖƚӕǕŴपǈǍွբ
ƕ᠉ถƠƯƍǔŵ
ȷႻᛩૅੲೞᏡƷࢍ҄
ȷधᎍႸዴưƷऴإ੩̓ƷΪܱ
ȷݱδሁɭˊƴࣖơƨႻᛩૅੲ˳СƷૢͳ

ƕǜधᎍƷݼіǛԃǊƨᅈ˟ႎբ᫆
ǊƟƢۋᲴƘॖഒƷƋǔƕǜधᎍƸ࣎ܤƠƯƘƜƱƕư
Ɩǔŵ
ȷƕǜधᎍƷၲƱˁʙƷɲᇌሁƷႻᛩૅੲ˳СƷΪܱ
ȷƕǜधᎍƷၲƱˁʙƷɲᇌૅੲ˳СƷૢͳ

ЎƷஓǉئưၲဃǛᡛǔƜƱƕư

СƷΪܱ
ૢͳӏƼΪܱ

ǛૅƑǔؕႴૢͳ

ƕǜႇ
ǊƟƢۋᲴƕǜधᎍƕƕǜႇȇȸǿǛဇƠƨឋƷ᭗ƍƕǜҔ
ၲǛӖƚǔƜƱƕưƖƯƍǔŵ
ȷƕǜႇƷችࡇӼɥ
ȷƕǜႇȇȸǿǛဇƠƨƕǜݣሊƷ౨᚛ȷܱ
ȷȇȸǿǛဇƠƨऴإ੩̓ሁ
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