◆がん相談支援センターをご利用ください
がん診療連携拠点病院等（詳しくは P. ７をご覧ください。
）には、
「がん相談支援セ

ンター」という相談窓口が設けられています。ここでは、がん専門相談員として研修を

受けたスタッフ（看護師やソーシャルワーカーなど）が、信頼できる情報に基づいて、

あなたやご家族の相談に広く対応しています。その病院に通院していなくても、どなた
でも無料でご利用できる相談窓口です。お気軽にご相談ください。

がん診療連携拠点病院以外にも相談窓口を設けている医療機関がありますので、治

療中の医療機関にお尋ねください。

相談は、面接または電話でお受けしています。
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がんに関する相談窓口
がん診療連携拠点病院・地域がん診療病院のがん相談支援センター
病院名及び相談窓口

千葉県がんセンター
がん相談支援センター
（心と体総合支援センター）
千葉大学医学部附属病院
がん相談支援センター
（患者支援センター内）
千葉医療センター
がん相談支援センター
（地域医療連携室内）
船橋市立医療センター
がん相談支援センター

電話番号

対応曜日・時間

043-264-6801
（直通）

月～金曜
９時 00 分～ 17 時 00 分

043-226-2698
（直通）

月～金曜
９時 30 分～ 16 時 30 分

043-251-5320
（直通）

月～金曜
８時 30 分～ 17 時 15 分

047-438-3321
（代表）

月～金曜
９時 00 分～ 17 時 00 分
月～金曜
９時 00 分～ 17 時 00 分
土曜（第２を除く）
９時 00 分～ 13 時 00 分
月～金曜
９時 00 分～ 16 時 30 分
土曜（第２を除く）
９時 00 分～ 12 時 30 分
月～土曜（土曜は面談のみ）
９時 00 分～ 16 時 00 分
月～金曜
８時 30 分～ 17 時 00 分

東京歯科大学市川総合病院
がん相談支援センター

047-322-0151
（代表）

順天堂大学医学部附属浦安病院
がん相談支援センター

047-382-1341
（直通）

東京慈恵会医科大学附属柏病院
04-7167-9739
がん相談支援センター
（直通）
松戸市立総合医療センター
047-712-2511
（代表）
がん診療対策室
（がん相談支援センター）
国立がん研究センター東病院
04-7134-6932
サポーティブケアセンター／
（直通）
がん相談支援センター
日本医科大学千葉北総病院
がん相談支援センター

0476-99-2057
（直通）

旭中央病院
医療連携福祉相談室

0479-63-8111
（代表）

亀田総合病院
がん相談支援センター
（総合相談室）

04-7092-2211
（代表）

君津中央病院
がん相談支援センター
千葉ろうさい病院
がん相談支援センター
さんむ医療センター
がん相談支援センター

0438-36-1071
（代表）
0436-74-1111
（代表）
0475-82-2521
（代表）
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月～金曜
８時 30 分～ 17 時 15 分
月～金曜
９時 00 分～ 16 時 00 分
土曜
９時 00 分～ 15 時 00 分
月～金曜
８時 30 分～ 17 時 15 分
月～金曜
９時 00 分～ 16 時 00 分
土曜
９時 00 分～ 11時 00 分
月～金曜
９時 00 分～ 17 時 00 分
月～金曜
９時 00 分～ 16 時 00 分
月～金曜
８時 30 分～ 17 時 15 分

◆その他の相談窓口
千葉県地域統括相談支援センター

千葉県がんセンターのがん相談支援センター（心と体総合支援センター）と協働し、相
談による支援をしています。また、
地域におけるがんの情報の収集・発信、
及び「ピア・サポー
ターズサロンちば」やピア・サポーター養成研修の開催などの業務を行っています。
☎ 043-264-5431 （内線 2530）
電話相談対応：月～金曜９：00 ～17：00
住所：千葉市中央区仁戸名町 666-2（千葉県がんセンター内）
日本対がん協会 がん相談・サポート
公益財団法人日本対がん協会は、次の無料がん相談窓口を設けています。
がん相談ホットライン
生活関連の電話相談です。看護師や社会福祉士が、患者さんや家族、大切な人
たちからのご相談を受けています。
☎ 03-3541-7830（予約不要）祝日・年末年始を除く毎日10：00 ～18：00
専門医によるがん無料相談
国立がん研究センターの OB やがん研有明病院の現役医師ら専門医が、電話や
面接でご相談を受けています。
（診療は致しません）
☎ 03-3541-7835（事前予約）月～金曜 10：00 ～ 17：00（祝日、年末・年
始を除く）
社会保険労務士による「がんと就労」電話相談
☎ 03-3541-7835（事前予約）月～金曜 10：00 ～17：00
国立がん研究センターがん情報サービスサポートセンター
がんの情報や支援の方法について相談できる電話窓口です。
☎ 0570-02-3410（ナビダイヤル） 平日10：00 ～15：00
（一部の IP 電話からはご利用いただけません。
）
国立がん研究センター希少がんホットライン
希少がんに関する相談窓口です。看護師が相談を受け付けています。
＊小児がんも希少がんに含まれます。ホットラインをご利用ください。
☎ 03-3543-5601 平日９：00 ～16：00
「がん相談支援センター」については、
『がんになったら手にとるガイド』の P.29 もご
参照ください。

-4-

がんになったら、
まず相談！
がん相談支援センターは、がんにまつわる相談の窓口です。
ある日、前立腺がんの患者さんから「医師は『手術も放射線治療も
受けられます。どの治療にしたいか決めてください』と言うが、どう
やって決めればよいかわからない」という相談がありました。がん治
療では、限られた時間で複数の治療から選択する場合があり、こうし
た相談は非常に多く寄せられます。
相談員は医師から説明を受けた内容を一緒に振り返り、その方が不
安に思う事を確認しました。『尿失禁が起こる場合があるが、ほとん
どの人が数か月で治ります』という説明の内容から、「尿失禁が起こ
るのか。どんな風に？治らない場合もあるのか」という疑問と不安が
明らかになりました。その方は週に数回、２時間電車で通勤しており、
旅行も好きでよく出かけるため、自分の生活や趣味への影響を心配し
ていました。相談員は症状の実際を説明したり、医師に「こういう事
をしたいが、この治療の場合だとできなくなってしまうか」など具体
的な質問の仕方を提案しました。「どのように考えて決めればよいか
が見えてきました」と言って自分で考えられるようになるのです。
情報を提供するだけでなく、その情報をどのように解釈して自分の
事として考えるか。私たち相談員も患者さんを支えるチームの一員と
して支援しています。診察の場では言いにくい事など、是非がん相談
支援センターを利用してください。
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正しい知識は人生を変える
60 代

女性

乳がん・肺がん

私は、乳がん・肺がんと２つのがんを経験しています。現在、再発
がありながらも週３日仕事し、休日には登山・ハイキング、旅行等
の趣味やボランティア…と毎日忙しく動き回り、「とてもがん患者
とは思えない！」と言われます。とは言え、「乳がんⅢ b 期・リン
パ節転移、５年生存率 20％」と診断された時は、死刑宣告の様で
呆然としました。でも抗がん剤の副作用が酷く寝ていた私に「生き
てね」と涙を流す孫たちに、
「この家族を悲しませてはならない！」
との思いを強くしました。
その後、千葉に転居し、転院先で出会った患者会、ピアサポー
ター、がん相談支援センターの方々に話を聞いていただき、助言を
受けることで、心も副作用も嘘のように軽くなり、自分のがんに対
する考え方が徐々に変わっていきました。幸い、医師や医療従事者
にも恵まれ、１年後の再発、３年後の肺がん宣告時は、自分の生き
方や治療方針についてよく話し合って決めることができました。
「治療選択は患者の意志で」とは言うものの「がん = 死」のイメー
ジは拭えず、宣告後すぐに治療選択となると、私達患者は戸惑うば
かりです。そのため、正しい知識を得ることが大切だと思い、患者
会やピアサポーターズサロンに参加しボランティアとして他のがん
患者さんと関わりながら、がん相談支援センターなどから発信され
る正しく信頼できる情報を学ばせていただいています。「知識は人
生を変える」と思います。そして私は今、がんに負けない人生を楽
しんでいます。
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