
誰でも何度でも利用できる！がんに関する相談窓口

厚生労働大臣又は広島県が指定した13のがん診療連携拠点病院に設置されている「がんに関する相談窓口」です。
様々なお悩みを、がんについて詳しい看護師や、生活全般の相談ができる社会福祉士などに相談できます。

県内での療養生活に役立つ身近な相談窓口や、医療費や療養生活に関する情報、
がんサロンをはじめとした支えあいの場に関する情報などを幅広く取りまとめた
冊子です。
がん相談支援センターや地域包括支援センターなどで入手できます。

がん患者さんとご家族のための

症状・副作用・後遺症

コミュニケーション（患者･家族間，医療者，友人・知人・職場）

在宅医療

介護・看護・養育

ホスピス・緩和ケア

転院

がんの検査

受診方法

医療機関の紹介

社会生活（仕事・就労，学業）

生きがい・価値観

●告知
●治療実績
●患者会・家族会（ピア情報）

セカンドオピニオン

（1,930件）

（1,497件）

（1,484件）

（1,445件）

（1,387件）

（560件）

（555件）

（534件）

（523件）

（491件）

（456件）

（413件）

食事・服薬・入浴・運動・外出など

●臨床試験・先進医療
●補完・代替医療
●がん予防・検診

（がん診療連携拠点病院からの現況報告における令和２年の相談件数を集計したもの）

ひとりで
悩まないでください!!
電話・面談等により、
誰でも何度でも無料で相談できます。
（匿名での相談も可能です。）

どんなことでもお気軽に
ご相談ください。

相談先の医療機関を受診している
必要はありません。

（1,202件）

（音声コード）

最初は相談するのに勇気が必要でしたが、ゆっくり話を聞いても
らい、自分が納得した上で治療を乗り切ることができました。
あの時相談して良かったです。

50代 女性 乳がん 福山市民病院

告知されてから手術のこと、今後の生活のこと、家族への伝え方
など、誰にも言えず不安で眠れませんでした。がん相談支援セン
ターで相談して、気持ちが楽になり、前向きになれました。ま
た、相談にのってほしいです。

40代 女性 子宮体がん 東広島医療センター

コロナ禍で受診以外家から出ることがなくなり、人と話をする機
会がありませんでした。受診の後、近況報告や気がかりなこと
を聞いてもらえて、久しぶりに笑えました。

40代 女性 胸腺腫 呉医療センター

がん体験者に話を聞いてもらいました。自分の悩んでいたことを
同じ立場で話せる場があり、気持ちが楽になりました。

60代 女性 胃がん 広島市民病院

治療をしているが予後的に厳しく、自分のことは色々と整理をし
ておきたい希望がありました。ＡＣＰやエンディングノートを記
載し、主治医にも思いを伝えてもらえたので、できるところま
で治療を頑張ろうと思えました。

70代 女性 大腸がん 呉共済病院

人前に出る仕事なのでウィッグが必要ですが、高価なので購入を
躊躇していました。しかし、県から購入費の補助が出ることを
教えてもらい、前向きに検討することが出来ました。よい情報
をありがとうございます。

60代 女性 膵臓がん 広島赤十字・原爆病院

経済的なことが心配でした。治療を受けながら社会制度の活用
について、相談に乗ってもらい心強かったです。

50代 女性 子宮がん 呉医療センター

がんの告知を受け、治療しながら仕事の両立プランニングを主治
医、保健師、社会福祉士を交えて考えていただき、安心して働く
ことが出来ており感謝しております。医療機関・産業医・企業
のトライアングル支援が充実していると思います。

40代 女性 乳がん ＪＡ広島総合病院

治療がひと段落し職場復帰を検討していましたが、職場との調整
で数か月先となったため、金銭面で不安になり相談しました。
制度的な詳しい説明や主治医への確認をしてもらえたことで、
安心しました。

50代 女性 大腸がん 呉共済病院

仕事と治療の両立について、勤務先に主治医意見書を提出するよ
うアドバイスをもらい、職場に配慮してほしいことをスムーズ
に伝えることができました。

40代 女性 卵巣がん 広島大学病院

がんの告知を受け、治療計画を聞く中で仕事を退職しようと考え
ていました。がん相談支援センターへ行き、仕事を辞めずに休む
選択肢があることを知りました。休業中は疾病手当金がもらえ
て慌てて仕事を辞めずにすみ助かりました。

50代 女性 乳がん 広島市民病院

がん治療も頑張っていきたいけど、将来子供を持つ希望も捨てた
くないと思い相談しました。妊孕性温存の方法や助成金の話も
聞けて良かったです。

２0代 女性 白血病 広島赤十字・原爆病院

自分のかかりつけ病院ではないから、安心して小
さな疑問も話せました。誰でも利用できること
をみんなにも知ってもらいたいです。

70代 女性 膵がん

主治医に緩和ケアを探すよう言われ、インターネットで探し
ていたが、具体的なことが分かりませんでした。
相談支援センターを利用して、緩和ケア病棟に入院するまで
の手続きや入院後の具体的な様子を聞き、情報の整理ができ
ました。

80代 女性 肺がん患者ご家族 県立広島病院

入院治療している子だけではなく、きょうだいへの伝え方や
関わり方を相談できて安心しました。（小児がん相談）

30代 女性 血液がん患者ご家族 広島大学病院

県立広島病院では，
栃木県立がんセンター
名誉 所長 児玉 哲郎 先生
による無料相談を開催しています。
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広島県これは音声コードです。目の不自由な方へ
の情報提供を目的に作成しています。

広島がんネットでは、広島県のがんに関する情報を幅広く提供しています。
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/gan-net/

主治医に聞きにくいことが詳しく聞けてよかった
です。
客観的に判断してもらえるところがよかったです。
話をすることで自分が何を知りたいか、どう思っ
ているかが認識できました。

50代 男性 胃がん

家族としても突然のことで、どう接していいのか混乱しました。
がん相談支援センターで相談することで、何から取り組めばよい
のか整理が出来たので助かりました。

70代 女性 膵がん患者ご家族 呉医療センンター

退院して、家に帰るときに色々と準備をしてもらったので、何と
か生活ができています。感謝しています。

50代 男性 血液がん患者ご家族 呉医療センター

がん相談支援センター

広島がんネット

退院して、家に帰るときに色々と準備をしてもらったので、何と
か生活ができています。

検  索

ご相談ください。

（音声コード）



（令和４年度）

がん相談支援センター

電話番号

受付時間 毎週火曜日13:00～16:00

中央棟１階 がん相談支援センター

相談方法 予約制の面談のみ
１階にある受付カウンター

広 島 大 学 病 院
がん治療センター
がん医療相談

電話番号

受付時間 （平日） 9：00～17：00 （平日） 9：00～16：00

（平日） 9：00～15：00 （平日） 8：30～17：00

（平日） 10：00～16：00

（平日） 9：00～17：00

場　所

場　所

診療棟１階 がん治療センター内

相談方法
電 話：可
対 面：予約不要(予約も可)
WEB：不可

電 話：可
対 面：要予約
WEB：不可

がん専門医よろず相談所

広島赤十字・原爆病院
総合相談支援センター
がん相談支援センター

中央棟１階（10番窓口）
がん相談支援センター

広島市立北部医療センター安佐市民病院

広島市中区千田町1-9-6

広島市南区宇品神田1-5-54

広島市南区霞1-2-3

管理棟１階（9番窓口）
医療支援センター内

東棟２階 がん相談支援センター １階（17番ブロック）
通院治療センター内

呉医療センター

がん相談支援センター

１階（4番窓口）
がん相談支援センター

呉共済病院

がん相談支援センター
呉市青山町3-1

広島市中区基町7-33

廿日市市地御前1-3-3 広島市安佐北区亀山南1-2-1

呉市西中央2-3-28

※がん相談とお伝えください

１階地域医療連携室
がん相談支援センター

東広島医療センター

がん相談支援センター

(内線：6227)

１階（8番窓口）
がん相談支援センター

JA尾道総合病院
がん相談支援センター
（医療福祉支援センター）

東広島市西条町寺家513 尾道市平原1-10-23

１階（玄関ホール奥）
医療福祉支援センター

福山市民病院

がん相談支援センター

福山医療センター

がん相談支援センター
福山市蔵王町5-23-1 福山市沖野上町4-14-17

市立三次中央病院

１階（18番窓口）
がん相談支援センター

三次市東酒屋町10531

西館１階
がん相談支援センター

２階
がん相談支援センター

●広島産業保健総合支援センターによる両立支援の出張相談窓口

●ハローワークによる長期療養者への出張就職相談

がん相談支援センターでは、広島産業保健総合支援センター(産保センター)と連携し、
治療と仕事の両立を支援するための出張相談窓口を設置しています。
保健師、社会保険労務士などの資格を持つ両立支援促進員により、症状や職場で配
慮することなどを踏まえて、働き続けられるための相談支援を受けることができます。

がんなどの長期療養をしながら働きたいという方の就職を支援するために、ハローワーク
の専門担当者による出張就職相談が開催されています。

・広島市民病院（毎月第１木曜日）
・広島大学病院、福山市民病院（毎月第２木曜日）
・福山医療センター（毎月第３木曜日）
10:00～15:00（※詳しくは各がん相談支援センターへ）

小児がん医療相談

自動
精算機

再診
受付機 総合案内

正面玄関
がん治療センター
（がん相談
支援センター）

支払
診断書
再診
初診

地域連携

082-257-1525（直通） 0823-24-6358（直通） 0823-22-2111（代表）082-257-1648（直通）

県 立 広 島 病 院

082-256-3561（直通）

082-241-3477（直通）

0829-36-3270（直通） 082-815-5533（直通）

082-221-1351（直通）

電 話：可
対 面：予約不要(予約優先)
WEB：不可

電話番号

受付時間

相談方法

場　所

（平日） 8：30～17：00

（平日） 8：30～17：00

（平日） 8：30～17：00

（平日） 8：30～17：00

電 話：可
対 面：予約不要
WEB：不可

電 話：可
対 面：予約不要（予約優先）
WEB：可

電 話：可
対 面：予約不要（予約優先）
WEB：不可

広島市立広島市民病院

電話番号

受付時間

相談方法

場　所

JA広島総合病院

電話番号

受付時間

相談方法

場　所

電 話：可
対 面：予約不要（予約優先）
WEB：不可

電話番号

受付時間

相談方法

場　所

電話番号

受付時間

場　所

相談方法
電 話：可
対 面：予約不要(予約優先)
WEB：不可

電 話：可
対 面：要予約
WEB：不可

082-423-2176（代表）
(内線：3108)
0848-22-8111（代表）

(内線：3147)
084-941-5151（代表）

(内線：7137)
084-922-0001（代表）

（平日） 8：30～17：15

（平日） 8：30～17：00

0824-65-0101（代表）

・広島大学病院、福山市民病院（毎月第２木曜日）

10:00～15:00（※詳しくは各がん相談支援センターへ）


