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「あきたがん情報ガイド」は、
秋田県内のがん医療について正しく理解していただくため、

秋田県と県内のがん診療連携拠点病院等でつくる
「秋田県がん診療連携協議会」が協力して作成したものです。
がんについて知りたいとき、困ったとき、不安に感じたとき、

ぜひ、手にとってご活用ください。
この冊子が、がんと診断された方やご家族が

安心してがんと向き合うための一助になれば幸いです。



　がんは、私たちの体のなかの細胞の遺伝子が傷つくことによって起
こる細胞レベルの病気です。全身のあらゆる場所に発生する可能性が
あります。

　胃や肺、肝臓などはもちろん、血液や骨、皮膚にできるがんもあり
ます。がんの名前は一般的に、「胃がん」や「肺がん」など最初にで
きた部位の名前をとってつけられます。

　なかには「脳腫瘍」や「白血病」のように、「がん」という言葉が
つかないものもありますが、脳腫瘍は脳にできるがん、白血病は血液
のがんで、いずれもがんの一種です。

　日本人の２人に１人はがんにかかり、がんは日本人にとって「国民
病」といっても過言ではありません。

　がんになったとき、「食生活・生活習慣が悪かったのではないか」、
「仕事のストレスのせいだ」、「タバコのせいだ」など、自分を責め
る人もいます。

　がんと言われて不安で落ち込むのは、自然なことです。

　家族、友人、知人、担当医、看護師など、信頼できる人に自分が抱
えている不安や落ち込み、揺れ動く気持ち、つらい気持ちを話してみ
ることが大切です。

がんについてⅠ
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　●医療者との信頼関係を築くことが安心に
　　つながります
　　◆聞きたいことが聞ける関係づくり
　　　（医師に聞いておきたいことをメモしておく）
　　◆意思を伝えることが大切
　　　（自分の大切にしてきたことも含め、どうしたいかを知ってもらう）
　　◆家族や大切な人に同席してもらうことも重要
　　　（相談できる存在の人にも知ってもらう）
　●ひとりで悩まないで、聞いてほしい人に話してみてください
　　◆困っていること・不安なことなど
　　　気がかりを話してみましょう
　　◆自分はどうしたいのか考え、思いを
　　　伝えてみましょう
　　◆周囲の人に頼ることも大切です

もし、がんと言われたらⅡ

①がんと言われたあなたの心に起こること

②がんとどう向き合ったら良いのか？

（出典：国立がん研究センター　がん情報サービス
　　　　「患者必携　がんになったら手にとるガイド」）

　がんと言われて不安で落
ち込むのは自然なことです。
自分だけがどうして…と思
うこともあるでしょう
　患者さんそれぞれの心の
中は否認・怒り・絶望・無
力感・受容・希望など、葛
藤しながら、現実を受け止
め、再び前に進んで行く力
を持っています

2



　●正しい情報を得ることの大切さ
　　（知らないこと、わからないことで
　　　不安が大きくなることがあります）
　　◆情報を得ようとすること
　　◆正しい情報を見極めること
　　◆自分に必要な情報を集めること
　　　→自分がどうしたいか選択することにつながり、
　　　　情報があなたの力になり、役に立ちます
　●情報を探すときのポイント
　　◆今、必要な情報は何か、考える
　　◆インターネットを活用する
　　　（すべてが正しい情報とは限りません）
　　◆がん相談支援センターを利用する
　　◆信頼できる情報か、考える
　　◆行動する前に、周囲の意見を聞く

　●治療が始まる前の準備としてイメージできる
　　ように（家族、仕事など）
　　◆周りの人に病気のことを伝える
　　◆あらかじめ伝え方を考えておく
　　◆役割を一時的に代わってもらう
　　◆大きな決断は判断を急がない
　　◆生活や暮らしのことも相談する

　　◆治療にかかる費用について知ることが大切です
　　◆治療費については医療ソーシャルワーカーに相談できます
　　◆さまざまな医療保険制度（高額療養費制度（→Ｐ19）・限度額適
　　　用認定証など）の活用ができます
　　◆費用が心配で悩んでいる方、まずは相談してみてはいかがですか

③がんについての情報をさがすポイント

④生活や暮らしのことについて考える

⑤がんの治療費や医療保険制度を知っておこう
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がんの診断から治療まで段階的に
理解することが大切です

がんの
診断

がんの診断から治療までのチェックリスト

●病気・病状を理解する
●治療法を選択する
●治療の準備をする
●治療費の準備をする（高額療養費の手続き）
●就業上の手続きをする（傷病手当金など）

□ 病気についての説明が理解できた
□ 検査の予定が理解できた
□ 疑問や不安なことを医療者に尋ねることができた

病状の
理解

□ 治療の目的、効果・副作用を理解できた
□ 信頼できる情報を集めることができた
□ 治療法を納得して選択できた

治療法の
選択

□治療開始後の予定を理解できた
□周囲の人に伝えておくことを整理できた
□治療にかかる費用の目安がわかった
□保険や各種制度の必要な手続きがわかった

治療の
準備

積極的に納得して治療に参加することは
あなたの人生を豊かにすることに
つながります

治療
開始
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がんについて
知りたいこと、困ったことがあったら

Ⅲ

　県内のがん診療連携拠点病院等に設置されている「がん相談支援セ
ンター」をご活用ください。

名　称

○
sodans@hos.akita-
u.ac.jp

○
aksoudan@akikumi
hsp.com

○
gansoudan@akita-
med.jrc.or.jp

メール相談

秋田大学医学部附属病院
がん相談支援センター

9：00～
17：00

（018）
884-6283

大館市立総合病院
相談支援センター

8：30～

17：00
（0186）
42-5370

能代厚生医療センター
がん相談支援センター

8：30～

17：00
（0185）
52-3111

秋田厚生医療センター
がん相談支援センター

9：00～

16：30
（018）
880-3001

秋田赤十字病院
がん相談支援センター

8：30～

17：00
（018）
829-5000

由利組合総合病院
がん相談支援センター

8：30～

17：00
（0184）
27-1200

大曲厚生医療センター
がん相談支援センター

8：30～

17：00
（0187）
63-2111

平鹿総合病院
がん相談支援センター

8：30～

17：00
（0182）
32-5121

雄勝中央病院
がん相談支援センター

8：30～

17：00
（0183）
73-5000

市立秋田総合病院
がん相談支援センター

9：00～

17：00
（018）
823-4341

中通総合病院
相談支援センター

8：30～

17：00
（018）
833-1122

連絡先

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

電話
相談

相談
時間

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

×

×

×

×

×

×

×

対面
相談

がんについてがんについて 心の悩み心の悩み 家族のこと家族のこと

医療費相談医療費相談 治療のこと治療のこと 退院後の
生活について
退院後の
生活について
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　相談内容に応じて、看護師または医療ソーシャルワーカーが
対応します。来院日時が限られる方は、事前に電話でご相談く
ださい。

　患者さん、ご家族、地域の方々、どなたでも無料で相談が受
けられます。あくまでも相談ですので、主治医の許可や紹介状
は必要ありません。

がん相談支援センターで相談できること

在宅医療に
ついて

家族のことや
介護保険について

病気のこと
治療・期間

医療費や
制度に
ついて

看
護
師
ま
た
は

医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
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がんの治療についてⅣ

　現在、一般的に行われているがん治療法は、手術療法、化学療法
（抗がん剤治療）、放射線治療の３つで、これらを総称して「三大が
ん治療（標準治療）」といいます。

　これらのがん治療法は多くの経験と科学的根拠（エビデンス）に基
づいて実施されます。定期検査などでがんが発見されると、これらの
いずれか、もしくは組み合わせてがんを治療します。

　また、最近ではがんと診断された時からの緩和ケアが推進されてい
ます。がん医療における緩和ケアは、時期にかかわらずがんにともな
う体と心の痛みやつらさを和らげることです。また、患者さん本人や
家族が「自分らしく」過ごせるように支えることを目指します。体の
つらさだけでなく、心のつらさあるいは療養生活の問題に対しても、
社会制度の活用も含めて幅広い支援を行うことも大切な役割です。

　がん診療連携拠点病院等（→Ｐ27）は緩和ケアに対応できる機能が
あり、入院だけでなく外来診療でも対応できるように整備が進められ
ております。現在診療を受けている医療機関が、がん診療連携拠点病
院等の指定を受けていない場合でも、緩和ケアを提供していたり、ほ
かの医療機関と連携しながら対応
できることがありますので、医師
や看護師、がん相談支援センター
（→Ｐ５）におたずねください。

手術療法

化学療法 放射線治療
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　●手術療法とは
　　　がんの病巣をメスや内視鏡で切除する方法です。早期のがんや、
　　ある程度進行しているがんでも、切除可能な状態であれば、手術
　　療法が積極的に行われます。
　　　一般的に胃がん、大腸がん、直腸がん、乳がん、肺がん、膀胱
　　がんなど局所にできた固形がんに対して手術療法が行われますが、
　　全身に転移したがんや、白血病などの血液がんには行われません。
　　また、がんや患者さんの状態などに応じて、縮小手術、拡大手術、
　　機能温存手術などが行われます。

　●化学療法や放射線治療を効果的に組み合わせます
　　　転移していない小さながんでは、手術だけが行われることもあ
　　ります。しかし、手術によってがんを全部取り除けなかったり、
　　がん細胞が残っている可能性があるなど、手術だけでは対処でき
　　ないケースもあります。このような場合は、化学療法（→Ｐ９）
　　や放射線治療（→Ｐ11）を併用して、残ったがんに対する治療が
　　行われます。また、手術をしやすくするために、手術前に化学療
　　法や放射線治療などを行ってがんを小さくするケースもあります。

①手術療法について
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　●抗がん剤治療
　抗がん剤治療は内服や注射によって全身に抗がん剤を行き渡ら
せることにより、全身に広がる可能性のあるがん細胞や、すでに
他の場所へ転移していたり、全身に広がっていると考えられるが
ん細胞を攻撃し破壊する治療です。がんの種類によっては、第一
選択の治療法として行うことがあります。また、手術や放射線治
療と組み合わせて補助的に行う場合や、がんを小さくするために
手術の前に行うこともあります。
　化学療法と言えば、以前は入院による治療が主流でした。最近
では、新しい抗がん剤や副作用を抑える薬と長期間の投与に適し
た医療機器を組み合わせることにより、外来や自宅で実施するこ
とが可能となりました。がんの種類や症状にもよりますが、仕事
を続けながら化学療法で治療を受ける人が増えています。

　●分子標的治療
　分子標的治療は、がん細胞に特有の分子をねらい撃ちすること
で、副作用がほとんどなくがんを抑える効果が期待された治療法
です。従来型の抗がん剤に認められるような副作用が少なく、白
血病、悪性リンパ腫、骨髄腫、肺がん、乳がん、大腸がん、肝細
胞がん、消化管間質腫瘍、腎細胞がんなどで有効な治療手段にな
りつつあります。

　●ホルモン療法（内分泌療法）
　がんの種類によっては、がん細胞が増えるためにホルモンの作
用を必要とします。ホルモン療法は、特定のホルモンを分泌する
部分を手術で取り除いたり、体の外からそのホルモンの作用を抑
えるホルモンを投与して、がんが増えるのを抑える治療法です。
化学療法のようにがんそのものを攻撃する作用はなく、がんの発
育を阻止して進行を抑える治療法です。治療の対象となる主なが
んは、乳がん、子宮体がん、前立腺がんなどです。

②化学療法等について
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　副作用の起こりやすさは抗がん剤治療の種類によっても違い
ますし、また個人差もかなりあります。

抗がん剤治療の副作用について
●抗がん剤による主な副作用の発現時期

検査による確定診断

治療方法の決定

外来による化学療法 入院による化学療法

治療継続または終了
（外来にて経過観察）

病状の悪化

アレルギー反応、吐き気・嘔吐（おうと）、血管痛、
発熱、血圧低下
疲れやすい、だるい、食欲不振、吐き気・嘔吐、下痢
口内炎、下痢、食欲不振、胃もたれ、骨髄機能の抑制
（貧血・白血球減少・血小板減少）
脱毛、皮膚の角化やしみ、手足のしびれ、膀胱炎

：

：
：

：

投 与 日

２～ ７日
７～１４日

１４～２８日

抗がん剤
治療の流れ

内服薬の場合は、初回から外来治療を行うことが
ありますが、多くの場合、副作用を観察するため、
初回は入院で施行されます。

抗がん剤の種類・投与方
法・副作用と患者さんの
全身状態によって、入院
か外来かが決まります。

新たな薬剤に変更して入院または外来で治療を継
続的に行う場合や、病状悪化に伴う緩和医療を
再検討する場合があります。
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　放射線治療は、細胞が分裂して増えるときに必要な遺伝子に作用
して、細胞が増えないようにしたり、細胞が新しい細胞に置き換わ
るときに脱落する仕組みをうながすことで、がん細胞を消滅させた
り、少なくしたりして、がんを治療します。

　放射線治療に用いられる放射線の種類には、X線、γ（ガンマ）線、
電子線などがあります。このほか、先進医療ですが陽子線や重粒子
線による治療が一部の施設で行われています。誤解されがちですが、
身体の外から放射線を当てる治療では、その身体に「放射能（放射
線を出す性質のことを言います。）」が残ることはありません。治
療を受けた人が帰ったあとも、家族や周囲の人との接触には全く心
配ありません。

　放射線治療は、がんを治すことを目的として単独で行われること
もありますが、化学療法（抗がん剤治療）や手術など、ほかの治療
と併用して行われることもあります。このほか、骨に転移したがん
による痛みを和らげたり、神経を圧迫してしびれや痛みの原因にな
っているがんを治療するときにも行われます。治療の進め方につい
ては、放射線診断医・治療医、外科医、化学療法を担当する腫瘍内
科医など、それぞれの専門家が集まって検討されます。

③放射線治療について
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　放射線治療中に出現する副作用の多くは一時的な炎症であり、
治療終了後1か月ほどで治まります。
　副作用は、主に放射線を当てた場所に起こります。治療中や
治療直後（急性期）に現れるものと、半年から数年たってから
（晩期）現れるものがあります。症状の起こり方や時期には個
人差があります。

放射線治療の副作用について

●放射線治療による主な副作用

検査による確定診断

治療方法の決定

疲労感、だるさ、食欲がない、皮膚の赤み、かゆみ、吐き気、
下痢、口の中の渇き（口腔乾燥）、口内炎、脱毛など。

放射線治療の
流れ

専門の医師が診察し、また種々の検査結果を参考に
して治療方針（身体のどの部位にどの装置を使って、
どのくらいの放射線を照射するか）を決定します。

治　療　計　画

位　置　決　め

治　　　　　療

経過観察・治療

治　療　終　了

実際に放射線を照射する前に、治療計画用CTを撮
影し、最適な範囲や方向を決めます。

治療部位の皮膚に消えにくいインクで印をつけます。

治療中は体を動かさず、じっとしていただく必要が
あります。治療による痛みはありません。治療時間は
一部位について数分程度です。
決められた回数の治療が必要です。担当医師より説
明があります。

放射線治療が終了した方は、基本的に紹介元の診療
科で、その後の治療と経過観察を受けます。

12



　緩和ケアとは、重い病を抱える患者さんやそのご家族一人ひとり
の身体や心などの様々なつらさを和らげ、より豊かな人生を送るこ
とができるように支えていくことを言います。
　緩和ケアは、がんと診断された時から始まり、治療と並行して行
うことが大切です。誰でも、自分や身近な人が「がん」と診断され
たらショックを受けます。そのような時、つらい気持ちを医療者に
打ち明け、相談を受けることも緩和ケアの一つなのです。
　がんと向き合いながらも、あなたらしい生活を続けていくために、
いろいろな職種の医療者があなたのサポーターとなります。緩和ケ
アについて主治医や看護師に聞いてみてください。

　●緩和ケアチーム
　医師・看護師・薬剤師等の多職種で構成されたチームです。
　主治医、担当看護師等と協働して緩和ケアを行います。
　●緩和ケア外来（→Ｐ14）
　緩和ケアに特化した専門外来です。
　病院によって開設時間や曜日が異なります。
　●緩和ケア病棟、ホスピス（→Ｐ14）
　主に、終末期のがん患者さんに対して緩和ケアを行う施設です。
　現在は、在宅で緩和ケアを受ける「在宅ホスピス」という言葉も
　使われています。

④緩和ケアについて
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緩和ケア外来一覧
病院名

秋田大学医学部附属病院

大館市立総合病院

能代厚生医療センター

秋田厚生医療センター

秋田赤十字病院

由利組合総合病院

大曲厚生医療センター

平鹿総合病院

雄勝中央病院

市立秋田総合病院

中通総合病院

名　称

緩和ケア外来

緩和ケア外来

緩和ケア外来

緩和ケア内科

緩和ケア外来

緩和ケア外来

緩和ケア外来

緩和ケア外来

緩和ケア外来

緩和ケア外来

緩和ケア外来

開設時間

8：30～12：00

利用方法

診療科主治医からの紹介が
必要（他院からの受入可）。

8：30～17：00 診療科主治医からの紹介が
必要（他院からの受入可）。

水曜日
14：00～16：00

診療科主治医からの紹介が
必要（他院からの受入可）。

水曜日
14：00～

診療科主治医からの紹介が
必要（他院からの受入可）。
完全予約制（５人）。

金曜日
14：00～17：00

自院の患者のみ対象。
診療科主治医もしくは看護
師を通じて予約。

木曜日
14：30～16：30
（受付は15時まで）

診療科主治医からの紹介が
必要（他院からの受入可）。

月・火・木
10：00～12：00

診療科主治医からの紹介が
必要（他院からの受入可）。
完全予約制。

水曜日
9：00～10：00

自院の患者のみ対象。
診療科主治医もしくは看護
師を通じて予約。

第２・４火曜日
14：00～16：00

診療科主治医からの紹介が
必要（他院からの受入可）。
完全予約制。

月曜日
9：00～13：00

自院の患者のみ対象。
診療科主治医からの紹介が
必要。

第２・４木曜日
午前中

自院の患者のみ対象。
診療科主治医からの紹介が
必要。

緩和ケア病棟・ホスピス一覧
病院名

外旭川病院

大曲厚生医療センター

病床数

34床

13床

問い合わせ先

ホスピス外来予約
018-868-5511

がん相談支援センター
0187-63-2111
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　アピアランス支援とは、がんの治療により脱毛や傷など、見た目
の変化に対しての悩みを抱える方に対する支援です。
　ここでは、がんの治療の副作用における脱毛について少しお話を
します。

　治療に伴う外見の変化による悩みは、個々の方によって、また、
治療時期や治療内容によって異なります。どんな事でも相談をして
みてください。

⑤アピアランス支援について

・医療用ウィッグ（医療用かつら）の相談は治療前からして
　おきましょう。
・髪の長い方は、抜けると絡まりやすくなるので短くカット
　される方もいます。

治療前

・脱毛は治療開始後２～３週間程度から始まります。
・最初は髪の毛、その後まつげやまゆ毛にも変化が現れる場
　合もあります。

治療開始

・治療中は、頭皮マッサージや育毛剤は控えてください。
・頭皮にやさしいシャンプーを使用し、清潔に保つこと、頭
　皮に傷をつけないことが大切です。

脱　毛

治療終了

・治療終了後１～３か月で発毛します。
・クセ毛や白髪が生えやすくなることもあります。

発　毛

㈱スヴェンソン「脱毛ケアマニュアル」参照
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医療用ウィッグ（医療用かつら）
その他補正具の相談会の一覧

病院名

大館市立総合病院

内　容

今後開催予定。お問い合わせください。

能代厚生医療センター 年１回《ウィッグの相談会》開催。開催日未定。
窓口は外来化学療法室。平日８：３０～１７：００対応可能。

秋田赤十字病院

《頭皮ケア・ウィッグ相談会》
抗がん剤治療による頭皮ケアが必要な方・脱毛のある方
隔月第２火曜日　１２：００～１３：００
毎月第４木標日　１１：００～１３：００
（病院１階がん情報コーナーにて）
《乳がん術後患者補正下着・パット・サポーターなど》
２カ月に１回偶数月第３月曜日１３：００～。
（２階：乳腺外来にて）
平日いつでも相談も可（がん専門相談員）。

秋田厚生医療センター
《ウィッグの相談会》
毎月第２火曜日　１４：００～１５：００
会場は情報コーナー。

由利組合総合病院

《頭皮ケア・ウィッグ・メイク相談会》
毎月第４水曜日　１３：００～１５：００
がん相談支援センターにて開催しております。詳細をお知り
になりたい方は、お電話にてお問い合わせ、もしくは病院ＨＰ
をご覧ください。

平鹿組合総合病院

《頭皮ケア・ウィッグ相談会》
毎月第３月曜日　１１：３０～１３：３０
《乳がん術後患者補正下着・パット・サポーターなど》
年1回開催。詳細はがん相談支援センターへお問い合わせく
ださい。

市立秋田総合病院

《ウィッグ相談会》
月２～３回開催。
《タオル帽子の会》
不定期開催。
日程はがん相談支援センターへお問い合わせください。

大曲厚生医療センター
《ウィッグ相談会》
毎月第２木曜日　１３：００～１５：００
治療中の脱毛が気になる方など。がん情報コーナーにて。

中通総合病院
偶数月の第2または3月曜日（要確認）
神経内科外来１５：３０より。
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　がんになると、がんそのものや治療に伴う後遺症や副作用などに
よって、患者さんはさまざまな身体的・心理的な影響を受けます。
がんのリハビリは、がんと診断されたときから、障害の予防や緩和、
あるいは能力の回復や維持を目的に、あらゆる状況に対応していき
ます。
　これまで通りの生活をできるだけ維持し、自分らしく過ごせるた
めにも、がんと診断されたら担当医と相談して適切なリハビリを受
けていただくことをおすすめします。

⑥がんのリハビリについて

※ＱＯＬ：生活の質

（出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がんと療養」シリーズ
　　　　「がんの療養とリハビリテーション」）

がんと診断され
てから早い時期
（手術、抗がん剤
治療、放射線治
療の前）に開始。
機能障害は起
こっておらず、そ
の予防を目的と
します。

機能障害や筋
力や体力の低
下がある患者
さんに対して
最大限の機能
回復を図ります。

がんが増大し機能障害が
進行しつつある患者さん
に対して運動能力の維
持・改善を試みます。 自
助具の使用、 動作のコツ
などのセルフケア、 関節
が動く範囲が狭くなっ
たり、 拘縮や筋力が低下
したりするなどの廃用症
候群の予防も含みます。

患者さんの要望
を尊重しながら、
身体的、精神的、
社会的にもＱＯＬ
を高く保てるよう
に援助します。

はい よう

こう ぐん

こうしゅく

しょう

予防的

がん診断

回復的

治療開始

緩和的

積極的な治療が
受けられなく
なったとき

維持的

再発 / 転移

がんのリハビリテーションの病期別の目的
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　手術で脇の下や腹部のリンパ節を切除した場
合や放射線治療によりリンパ節が細くなったり
途切れたりすることにより、リンパの流れが悪
くなりリンパ液が皮下にたまる状態を言います。

●リンパ浮腫の予防
　疲労を避ける、皮膚を傷つけない、同じ姿勢を避けるなど、腕や
脚に負担をかけないようにしましょう。

●リンパ浮腫の治療
　スキンケア、リンパマッサージ、圧迫療法、運動療法の４つの柱
を組み合わせて行います。

リンパ浮腫外来一覧
病院名

能代厚生医療
センター

内　容

毎週火・木の午後。完全予約制。当院に限らず医師よりリンパ浮腫と
診断され、ケアが受けられると判断された患者。かかりつけ医の許
可を得ること。窓口は地域医療連携室。

秋田大学医学部
附属病院

リンパ浮腫ケア外来
毎週金曜日　9：00～16：30。完全予約制。
当院で治療している（治療した）患者のみ。

大曲厚生医療
センター

完全予約制。複合的理学療法（スキンケア指導、リンパドレナージ、圧
迫療法）。 原則として当院での手術に起因すると思われるリンパ浮腫
患者に限る。

中通総合病院
診察（医師）は、火曜日（第４除く）の13:30から、１名のみ。
乳腺内分泌外科、婦人科、泌尿器科等リンパ節郭清を伴う手術後のリ
ンパ浮腫患者またはそれが疑われる方。（詳細は当院ホームページ） 
診察予約は、がん相談支援センター。

秋田赤十字病院

リンパ浮腫ケア
《施術》毎月第２金曜日　9:00～17:00（１人１時間枠6名）。
完全予約制。当院で治療している（治療した）患者のみ。
《セルフケア指導》毎月第４金曜日　13:00～17:00（１人１時間枠４名）
完全予約制。当院に限らずリンパ浮腫と診断され、セルフケア
指導を希望する患者。かかりつけ医の許可を得ること。

リンパ浮腫に
ついて
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●70歳未満の方の場合

●70歳以上の方の場合

●高額療養費制度
　日本では、全ての方が公的医療保険に加入しており、治療費の
1～３割の自己負担で治療を受けることができますが、がんの治療
では自己負担の額だけでもかなり高い金額になることがあります。
　高額療養費制度を利用すると、暦月（月の初めから終わりま
で）で治療費（入院時の食事負担や病衣・差額ベッド等は含みま
せん）が一定額を超えた場合に、超えた分の助成を受けることが
できます。また、事前の手続きを行うことで、窓口での支払いを
自己負担限度額までにとどめることもできます。

所得区分

区分ア
（標準報酬月額83万円以上）

自己負担限度額 多数該当※

252,600円+
（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

区分ウ
（標準報酬月額28万円～50万円）

80,100円+
（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

区分イ
（標準報酬月額53万円～79万円）

167,400円+
（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

区分エ
（標準報酬月額26万円以下） 57,600円 44,400円

区分オ（低所得者）
被保険者が住民税非課税者 35,400円 24,600円

⑦医療費について ～治療の負担を軽くする制度～

【医療費の自己負担限度額】平成27年10月１日現在

所得区分

①現役並み所得者
（高齢受給者証の負担割合が3割）

自己負担限度額
外来（個人ごと） 外来・入院（世帯）

44,400円
80,100円+
（総医療費－267,000円）×1％
［多数該当：44,400円］

②一般所得者（①③以外の方） 12,000円 44,400円

③低所得者 8,000円
24,600円

15,000円

Ⅱ

Ⅰ
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※多数該当とは・・・
　高額療養費の支給をうけた月が1年間（直近12か月間）で３か月
以上あった場合、４か月目から多数該当といい、自己負担限度額が
軽減されます。

　●事前に手続きする場合（「限度額認定証」を利用する場合）
⇒ご自身が加入している保険者（健康保険組合、協会けんぽ、共
　済組合、国民健康保険など）に「限度額認定証」の申請をして
　ください。認定証が交付され、医療機関の窓口に提示すると、
　支払いを自己負担限度額までにとどめることができ、高額な医
　療費を一時的に立て替える必要がなくなります。
　※70歳以上の方は、手続きをしなくても自動的に窓口での支払い
　　が自己負担限度額までになります。ただし、所得区分が低所得
　　者の場合は申請をすることでさらに自己負担が軽減します。

　●事後に手続きする場合（自己負担額を超えた分の払い戻しを受ける）
⇒医療機関の窓口で医療費の自己負担分をいったん支払い、後日
　保険者に申請して、払い戻しを受けます。申請方法はご加入の
　保険者によって異なりますので、保険証に記載されている保険
　者にお問い合わせください。
　国民健康保険の場合は、市町村になります。なお、医療機関か
　ら受け取った領収証の提出が必要ですので、大切に保管してお
　きましょう。

【手続きの方法】
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●患者さん、ご家族を多職種でサポートします
　「チーム医療」とはひとりの患者さんに対して、複数のメディ
カルスタッフ（医療専門職）がチームを組み連携して治療やケア
に当たることです。
　病院では、様々な職種のメディカルスタッフが働いています。
医師、看護師、薬剤師、放射線技師、管理栄養士、理学療法士、
医療ソーシャルワーカーなどが各々の専門性を発揮し、意見を交
換しながら患者さんの置かれている状況を分析し、心身ともに健
やかな生活が送れるよう、治療とサポートを進めていきます。
　チーム医療では、あなたとご家族もチームのメンバーです。治療
や療養に関する質問や悩みの相談、希望などをメディカルスタッ
フに伝えてください。

⑧チーム医療について

 

患者さん
ご家族

放射線技師
Ｘ線機器による検査を
行ったり、医師の指導の
もとで放射線治療に
従事します。

管理栄養士
食欲や栄養状態を

確認し、
適切な食事の提供や
栄養指導を行います

薬剤師
お薬の相談や
飲み方の
指導をします

看護師
療養上のお世話や
診療補助、患者さんの
代弁者として
チームに
働きかけます

相談窓口として
退院後の生活や
経済的不安・悩みに
ついて相談を
お受けします

医 師
スタッフの意見を汲み、
診断・治療方針を
決定していきます

理学療法士
作業療法士
言語聴覚士
回復に向け

プログラムを組み
リハビリを行います

医療
ソーシャルワーカー
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　「地域連携クリティカルパス」は、患者さんが退院されたあとも
安心して治療を継続できるよう、がん治療を行った病院とかかりつ
け医が、患者さんの治療経過を共有するための「診療計画書」のこ
とです。

　患者さんが住み慣れた地域で、切れ目のないがん治療を受けるた
めに、病院とかかりつけ医で役割分担をします。病院では専門的な
治療や検査を行い、かかりつけ医では日常もしくは症状が落ち着い
ているときの診察・内服薬処方を行います。かかりつけ医での診療
の内容は、そのつど病院へ報告されておりますのでご安心ください。

　「地域連携クリティカルパス」は、がん治療を行った病院の主治
医が、症状の安定した患者さんとそのご家族に対し、十分な説明を
行い同意を得た上で利用開始となります。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。

　秋田県の地域連携クリティカルパスについては、
検索ワード「秋田県がん診療連携協議会 地域連携クリティカルパス」で、
インターネットで検索できます。

⑨地域連携クリティカルパスについて

※他のがんについても運用を検討している段階です。

クリティカルパスの運用が可能ながんの種類

５大がん（胃、大腸、肺、肝、乳）

食道がん（化学放射線治療後）

前立腺がん
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　●小児がんとは
　15歳以下の子どもにおこる悪性腫瘍が「小児がん」です。がん
は、本質的にはおとなの病気なので、小児がんは、がん全体の１
％にも満たないまれなものなのです。

　●小児がんの治療
　小児がんは、手術療法、放射線治療、それに化学療法を加えた
治療で、病気を乗り越えることができるようになりました。

　●院内学級について
　小児がんは、長期間におよぶ入院・通院、経過観察を必要とす
る、慢性の病気です。入院のため通学ができない場合は、病気の
症状にもよりますが、病院内の学校に通うことができます。

　●社会的支援について
　医療費に関するもの、病気や治療にともなう障害に関するもの
それぞれに利用できる福祉制度が異なります。また、お住まいの
ある市町村によっても異なりますので、がん相談支援センターの
医療ソーシャルワーカー（→Ｐ５）か、市町村の福祉の担当窓口
（→Ｐ30）におたずねください。

⑩小児がんについて

院内学級のある病院

秋田大学医学部附属病院

大館市立総合病院
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　●退院までの準備
　手術後や治療の経過で、化学療法や点滴のためのポート造設し
た方、人工肛門・人工尿路を造設した方、尿管カテーテルが入っ
た方、酸素療法が必要になった方、経管栄養が必要になった方で
も自宅に帰って、通院ができるようになりました。

　病気や障害の程度・種類に応じた福祉サービスを利用できます。
お住まいの市町村によって違いはありますが、がん相談支援セン
ターの医療ソーシャルワーカー（→Ｐ５）、市町村の福祉の担当
窓口（→Ｐ30）でおたずねください。

　介護保険サービスを利用することで、
自宅の中を住みやすくすることができま
す。ご家族の心配事を軽くしたり、ご希
望をかなえられるようお手伝いすること
もできます。年齢や病気の種類によって
利用できない場合もありますので、ご相
談ください（→Ｐ30、Ｐ31） 。

　●就労について
　手術後や治療後、または通院中もお仕事を続けるのは大変なこ
とです。治療と仕事の両立には、職場の上司や同僚の理解・協力
が必要です。業務の変更や勤務時間の調節が可能かを、所属され
ている企業・会社の担当窓口にお問い合わせください。再就職に
関しては、お住まいのあるハローワーク（→Ｐ32）にお問い合わ
せください。

治療が終わったらⅤ
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　病気を抱えながら、住み慣れた自宅で生活が
できます。また、自宅でも病院のような治療
（点滴、酸素吸入、痰吸引）を続けることがで
きます。

●介護保険サービス
◆介護保険制度
　介護や支援が必要であると認定を受けた場合に、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＊が自己負担となります。申請先は、市町村の担
当窓口（→Ｐ30）か地域包括支援センター（→Ｐ31）になります。

●在宅療養サービス
　自宅でより良い療養生活を送るためのサポートを受けることがで
きます。主治医や看護師、地域医療連携室、がん相談支援センター
（→Ｐ５）で相談に乗ることができますので、一緒に情報を探しま
しょう。
◆在宅医（在宅療養支援診療所など）
　定期的に自宅へ訪問診療し、緊急時などに対応してくれます。
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。
　検索ワード「秋田医療情報ガイド在宅療養支援病院・診療所」
で、お近くの在宅医をインターネットで検索できます。
◆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、
健康管理や療養相談等のサービスを提
供します。

自宅での療養Ⅵ

自宅でできること

自宅で受けられるサービス

＊平成27年8月から、一定以上の所得がある場合は、費用の2割負担となります。
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●「再発」とは
　治ったと思ったのに、がんが残っていて再び現れたり、治療でい
ったん縮小したがんが大きくなったり、別の場所に同じがんができ
たりすることをいいます。

●再発後の治療
　がんの再発や転移を完全に防ぐことはできません。「がんがなく
ならない」ことを受け入れるのはとてもつらいことです。症状に応
じた必要な治療やケアを考える時に、担当医とよく話し合うことが
大切です。

●治療から緩和医療
　担当医から「もう治療ができません」と言われた時どうします
か？残された時間をどこで、どのように過ごされたいですか？どの
ような治療や支援を受けていくか、これからの生活でどのようなこ
とを望んでいるかによって大きく変わります。

●療養場所
　できるだけ苦しくなく穏やかに過ごすために、ホスピス（→P14）
に入院する方もいますし、ご家族に囲まれて過ごしたいと希望され
て住み慣れた自宅を選ぶ方もいます。できるだけ自宅で過ごしたい
（過ごさせてあげたい）けど不安という方は主治医や看護師、地域
医療連携室、がん相談支援センター（→Ｐ５）にご相談ください。

がんが再発した時
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　秋田県内には、国の指定する都道府県がん診療連携拠点病院（１病
院）、地域がん診療連携拠点病院（５病院）及び地域がん診療病院
（３病院）の９病院に加えて、県が独自に指定した秋田県がん診療連
携推進病院（２病院）が、各医療圏のがん医療の中核施設として設置
されております。

　これらの病院では、がんの集学的治療（手術療法、化学療法、放射
線治療などを、がんの種類や進行度に応じて組み合わせて行う治療）
や緩和ケアの提供のほか、地域の医療従事者に対する研修等の実施や
相談支援、院内がん登録、がんに係る普及啓発などを実施しており、
県民が県内のどこにお住まいでも安心してがん医療や必要なサービス
を受けられる体制が整備されています。

秋田県のがん診療についてⅦ

秋田県のがん診療連携拠点病院等
区　分

県拠点病院

病院名

秋田大学医学部附属病院

大館市立総合病院

秋田厚生医療センター

秋田赤十字病院

大曲厚生医療センター

平鹿総合病院

能代厚生医療センター

由利組合総合病院

雄勝中央病院

市立秋田総合病院

中通総合病院

所在地 代表電話番号

秋田市広面字蓮沼44-2

大館市豊町3-1

秋田市飯島西袋1-1-1

大仙市大曲通町8-65

横手市前郷字八ツ口3-1

能代市落合字上前田地内

由利本荘市川口字家後38

湯沢市山田字勇ヶ岡25

秋田市川元松丘4-30

秋田市中通みその町3-15

秋田市上北手猿田
字苗代沢222-1

018-834-1111

0186-42-5370

018-880-3000

018-829-5000

0187-63-2111

0182-32-5121

0185-52-3111

0184-27-1200

0183-73-5000

018-823-4171

018-833-1122

地域拠点病院

地域診療病院

県推進病院
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秋田県のがん診療提供体制
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各種情報へのアクセスⅧ

●国立がん研究センター がん対策情報センター
　がん情報サービス
　http://ganjoho.jp

●あきた医療情報ガイド
　http://www.qq.pref.akita.lg.jp

●秋田県がん診療連携協議会ホームページ
　http://www.hos.akita.ac.jp/onco

●秋田県がん対策室ホームページ
　http://www.pref.akita.lg.jp/www/genre/
　0000000000000/1238473618657/index.html

●心の相談窓口「ふきのとうほっとライン」
　http://www.pref.akita.lg.jp/www/
　contents/1139734333745/

各種インターネット情報のＵＲＬ
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関係機関連絡先Ⅸ

市町村等名

秋田市

能代市

横手市

大館市

男鹿市

湯沢市

鹿角市

由利本荘市

北秋田市

にかほ市

潟上市

大仙市

仙北市
小坂町
上小阿仁村

八峰町
五城目町

藤里町

課　名
障がい福祉課 （福祉医療）

介護保険課 （介護保険）

長寿いきがい課 （介護保険）

電話番号
018-866-2093

市民保険課 （福祉医療） 0185-89-2159

国保年金課
高齢ふれあい課
保険課
長寿課
生活環境課
介護サービス課
市民課
長寿福祉課
市民課
長寿支援課
市民課
長寿支援課
社会福祉課
長寿社会課
国民年金課
市民課
高齢福祉課
市民課
子育て長寿支援課
市民生活課
町民課
住民福祉課
町民課
健康推進課
福祉課
福祉保健課
健康福祉課
保険課
福祉課
町民課
住民生活課
福祉保健課
町民課
福祉保健課
民生課
介護保険課

（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（福祉医療）
（介護保険）
（福祉医療・介護保険）
（介護保険）

介護保険事務所 （介護保険）

0182-35-2186
0182-35-2134
（医療給付係）0186-43-7046
（介護保険係）0186-43-7055
0185-24-9112
0185-24-9119
0183-55-8164
0183-73-2123
0186-30-0222
0186-30-0234
0184-24-6244
0184-24-6323
018-853-5314
018-853-5323
0187-63-1111（代表）
0186-62-1118
0186-62-1112
0184-32-3032
0184-32-3042
0187-43-3316
0186-29-3925
0186-77-2222
0185-79-2113
0185-85-4834
0185-85-2247
0185-76-4608
018-852-5108
018-875-5813
018-875-5808
018-874-4417
0185-45-2114
0187-84-4907
0183-62-2111
0183-62-2111
0182-47-3405
0184-24-3347

（企画・給付・保険料担当）０１８-８６６-２０６９
（施設管理担当）０１８-８６６-８７８０
（認定担当）０１８-８６６-２４０７

（企画管理班）０１８7-８６-3910
（保険指導班）０１８7-86-3911
（事業監査班）０１８7-８６-3913
（認定審査班）0187-86-3912
（認定調査班）0187-86-3915

（介護保険係）０１８５-８９-２１５７
（介護認定調査係）０１８５-８９-２１５８

●市町村等窓口

三種町

八郎潟町

羽後町

井川町
大潟村

東成瀬村
本荘由利広域市町村圏組合

美郷町

大曲仙北
広域市町村圏組合
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名　称 所在地 電話番号
●地域包括支援センター

秋田市八橋南一丁目８番２号
秋田市泉菅野二丁目１７番１１号
秋田市東通仲町４番１号秋田拠点センターアルヴェ５階
秋田市広面字樋ノ沖７２番地１アーバンティくらべ１－Ａ
秋田市河辺北野田高屋字上前田表６６番地１
秋田市新屋大川町１８番７号
秋田市御所野下堤五丁目１番５号
秋田市雄和石田字苗代沢２５番地１
秋田市寺内後城６番４１号
秋田市下新城中野字琵琶沼４２１番地２
秋田市土崎港中央一丁目１７番３２号
秋田市飯島緑丘町２３番３２号
秋田市外旭川字梶ノ目８１４番地５
秋田市川元開和町１０番７号シェラトン開和町１０３号室
秋田市中通六丁目４番２７号
秋田市新屋朝日町１２番１号
秋田市牛島東三丁目９番１号
秋田市旭川南町８番２８号
能代市上町１２番３２号能代ふれあいプラザ２Ｆ
能代市二ツ井町字下野家後１４５番地
横手市大森町菅生田２４５番地２０６
横手市中央町８番２号
横手市十文字町海道下７番地
大館市花岡町字神山６番地２
大館市字下綱１２３番地
大館市十二所字大水口４番地５
大館市比内町新館字館下７９番地１
大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱１６番地
大館市字三ノ丸１０３番地４
男鹿市船川港船川字泉台６６番地１
湯沢市佐竹町１番１号
鹿角市花輪字下花輪５０番地
由利本荘市尾崎１７番地
潟上市天王字棒沼台226-1
大仙市大曲花園町１番１号
大仙市北長野字茶畑１４１番地
大仙市刈和野字本町５番地
大仙市小貫高畑字中荒所６０番地５号
大仙市協和境字野田４番地
北秋田市花園町１９番１号
にかほ市平沢字鳥ノ子渕２１番地
仙北市西木町上荒井字古堀田４７番地
鹿角郡小坂町小坂字上谷地４１番地１
北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原１１８番地
山本郡藤里町藤琴字三ツ谷脇４０番地
山本郡三種町鵜川字岩谷子８番地
山本郡八峰町峰浜水沢字下カッチキ台４１番地１４
南秋田郡五城目町西磯ノ目一丁目１番１号
南秋田郡八郎潟町字大道８４
南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口１０６番地１
南秋田郡大潟村西三丁目３番地
仙北郡美郷町土崎字上野乙１７０番地１０ 
雄勝郡羽後町林崎字五林坂２１番地１
雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下３０番１号

018-883-1465
018-896-5960
018-884-1405
018-853-7240
018-882-5565
018-888-8761
018-826-0651
018-881-3511
018-880-1050
018-872-1300
018-846-6471
018-853-5820
018-869-7755
018-853-5968
018-827-3323
018-883-3055
018-838-0304
018-838-1011
0185-89-5540
0185-73-6662
0182-35-2135
0182-35-2160
0182-35-2177
0186-46-2090
0186-45-2333
0186-47-7222
0186-55-0665
0186-54-2901
0186-49-2587
0185-24-3322
0183-78-2311
0186-30-0103
0184-24-6324
018-853-5318
0187-63-1111
0187-56-7125
0187-87-3970
0187-88-8030
018-892-3838
0186-69-7061
0184-32-3045
0187-43-2283
0186-29-2950
0186-77-3008
0185-79-2848
0185-85-4835
0185-76-3980
018-855-1070
018-875-2835
018 893 5230
0185-22-4321
0187-84-4907
0183-62-5312
0182-47-3405

八橋地域包括支援センター社協
泉地域包括支援センターリンデンバウム
東通地域包括支援センターひだまり
広面地域包括支援センター桜の園
河辺地域包括支援センター社協
新屋地域包括支援センターエンデバー
御所野地域包括支援センターけやき
雄和地域包括支援センター緑水苑
寺内地域包括支援センター寿光園
下新城地域包括支援センターニコニコ
土崎地域包括支援センター永覚町
飯島地域包括支援センター金寿園
外旭川地域包括支援センターコネクト
川元地域包括支援センター社協
中通地域包括支援センター幸ザ・サロン
勝平地域包括支援センターシンシア
牛島地域包括支援センター南寿園
旭川地域包括支援センター友遊
能代地域包括支援センター
二ツ井地域包括支援センター
横手市西部地域包括支援センター
横手市東部地域包括支援センター
横手市南部地域包括支援センター
大館市地域包括支援センター神山荘
大館市地域包括支援センター水交苑
大館市地域包括支援センターおおたき
大館市地域包括支援センター扇寿苑
大館市地域包括支援センター長慶荘
大館市地域包括支援センターかつら
男鹿市地域包括支援センター
湯沢市地域包括支援センター
鹿角市地域包括支援センター
由利本荘市地域包括支援センター
潟上市地域包括支援センター
大仙市地域包括支援センター中央
大仙市地域包括支援センター東部
大仙市地域包括支援センター西部
大仙市地域包括支援センター南部
大仙市地域包括支援センター協和
北秋田市地域包括支援センター
にかほ市地域包括支援センター
仙北市包括支援センター
小坂町地域包括支援センター
上小阿仁村地域包括支援センター
藤里町地域包括支援センター
三種町地域包括支援センター
八峰町地域包括支援センター
五城目町地域包括支援センター
八郎潟町地域包括支援センター
井川町地域包括支援センター
大潟村地域包括支援センター
美郷町地域包括支援センター
羽後町地域包括支援センター
東成瀬村地域包括支援センター
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●県内ハローワーク
機関名

ハローワーク
秋田

ハローワーク
プラザアトリオン

秋田市中通2-3-8
アトリオンビル3Ｆ

ハローワーク
プラザ御所野

秋田市御所野地蔵田
3-1-1（秋田テルサ3Ｆ）

ハローワーク
男鹿

ハローワーク
能代

ハローワーク
大館

ハローワーク
鷹巣

ハローワーク
大曲

ハローワーク
角館

ハローワーク
本荘

ハローワーク
横手

ハローワーク
湯沢

ハローワーク
鹿角

所在地

秋田市茨島1-12-16

能代市緑町5-29

大館市清水1-5-20

大仙市大曲住吉町
33-3

仙北市角館町小館
32-3

由利本荘市石脇
字田尻野18-1

横手市旭川1-2-26

湯沢市清水町4-4-3

鹿角市花輪
字荒田82-4

男鹿市船川港船川
字新浜1-3

北秋田市鷹巣
字東中岱26-1

電話番号 管轄区域

018-864-4111

018-889-8609

0185-23-2411

0185-54-7311

0186-42-2531

0186-60-1586

0187-63-0335

0187-54-2434

0184-22-3421

0182-32-1165

0183-73-6117

0186-23-2173

018-836-7820

受付時間

平日　8：30～17：15

平日　9：00～17：15

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15

平日　9：00～17：15

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15

平日　8：30～17：15

火・水・木 9：00～17：15
月・金　　9：00～18：30
第２・４土 10：00～17：00

秋田市、潟上市、
南秋田郡

秋田市など

秋田市など

男鹿市

能代市、山本郡

大館市

大仙市、仙北郡

仙北市

横手市

湯沢市、雄勝郡

鹿角市、小坂郡

北秋田市、
北秋田郡

由利本荘市、
にかほ市
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　●がんサロンとは？
　がんサロンはがん治療を行う患者さんやそのご家族が安らぐた
めに作られた空間です。がん医療に対する情報交換や、不安や孤
独化を緩和することができます。同じ境遇の方々との対話を通し
て、よりよく過ごすきっかけを見つけてください。

※上記以外のがんサロンや患者団体について知りたいときは、
　お近くのがん相談支援センターにお問い合わせください。

県内のがんサロンⅩ

サロン名

能代厚生医療センター
がんサロン

対象部位

―

サロン開催場所 開催日

能代厚生医療センター
２階講堂

（能代市落合字上前田地内）
不定期

がん患者コミュニティ
サロン

全がん
患者・家族

秋田赤十字病院
外来棟２階多目的ホール

（秋田市上北手猿田字苗代沢222-1）
毎月第２火曜日
１０：００～１２：００

がんサロン きずな 全がん
患者・家族

秋田厚生医療センター
医療情報センター内（売店となり）

（秋田市飯島西袋1-1-1）
毎月第4金曜日
１3：００～１5：００

サロンおひさま
（由利組合総合病院）

全がん
患者・家族ほか

由利組合総合病院
がん相談支援センター

（由利本荘市川口字家後38）
毎月第３火曜日
11：00～15：00

さろんアップル
（平鹿総合病院）

全がん
患者・家族

平鹿総合病院
２階会議室

（横手市前郷字八ツ口3-1）

平鹿総合病院
２階会議室

（横手市前郷字八ツ口3-1）

毎月第３火曜日
１０：００～１２：００

さろんバンビ
（平鹿総合病院）

乳がん
患者・家族 不定期

がんサロンまもるくん
（市立秋田総合病院） ―

市立秋田総合病院
がん相談支援センター

（秋田市川元松丘町4-30）

不定期
がん相談支援センターに
お問い合わせ下さい。
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