
 
 
 
 

 

那覇市立病院「患者さんのしおり」及び「地域の療養情報」の配布・活用方法 

 

那覇市立病院がん相談支援センター 

＊配布・活用開始時期 ： 平成２３年５月１日～ 

＊配布・活用予定部数 ： １０００部 

＊配布・活用診療科  ： がん診療を行っている全診療科 

＊配布・活用目的   ： 主治医が、診断や検査・治療計画・緩和ケア等を説明する際に、 
患者さんに病気を知り、治療や予後についての理解を深めてもらうために、 
また様々な心配や不安を軽減する情報を提供するために、活用してください。 

＊配布・活用の流れ  ： 主治医が外来等で活用後、電子カルテ「患者掲示板」（患者治療方針・    

メッセージ有効期限解除）へ「患者必携説明済み」と入力する 

＊対象患者   ：                               

Ａ。がんと診断されて間もない時期の患者さん 

     ＞＞＞活用タイミング：がんと診断されて紹介された場合は初回受診時、 

それ以外は診断された時。 

       「患者さんのしおり」と「地域の療養情報」２冊セット袋詰めを手渡す 

 

 

 

 

 

 

Ｂ．既にがんと診断されている患者さん 

＞＞＞活用タイミング：主治医に一任。 

「患者必携」のチラシと「地域の療養情報」（両面）のチラシ２枚を手渡す 

                                                    

 
沖沖縄縄県県  地地域域のの療療養養情情報報  
おおききななわわががんんササポポーートト  

ハハンンドドブブッッククととはは？？ 
                                          
                                    
 
                                
 

 

 対応時間 電話 

国立がん研究センター 

患者必携サポートセンター 

平日（土日祝日を除く） 

午前 10 時～午後 3 時 

０５７０－０２－３４１０

 

患者さんのしおり 

医療費のこと

が心配・・・ 

生活費など経

済的なことが

心配・・・ 

自宅での療

養・生活が不

安・・・ 

サポ ト

「おきなわがんサポ

那覇市立病院からのお知らせ 

 

がんと診断されて間もない患者さん

やそのご家族の思いに寄り添い、支え

ることの助けとなる情報誌「がんにな

ったら手にとるガイド」と「わたしの

療養手帳」が作成されました。 

    対応時間 電話 

那覇市立病院 

がん相談支援センター 

 （１階総合案内横）  

平日（土日祝日を除く） 

午前 9 時～午後 12 時 

午後 1 時～午後 ５時 

０９８-８８４-５１１１

（内線２８０） 

         〒９０２－８５１１ 那覇市古島２丁目３１番地１ 

          那覇市立病院 がん相談支援センター 

           TEL：０９８－８８４－５１１１（内線２８０） 

           FAX：０９８－８８６－５５０２ 

＊個別に相談希望の方は、 

がん相談支援センターへ、 

「MSW 相談依頼書」を作成し、

ご紹介ください。 

地域がん診療連携拠点病院 対応時間 電話 

那覇市立病院 

がん相談支援センター 

     （１階総合案内横） 

平日（土日祝日を除く） 

午前 9 時～午後 12 時 

午後 1 時～午後 ４時 

０９８-８８４-５１１１ 

    （内線２８０） 

＊個別に相談希望の方は、「ＭＳＷ相談依頼書」作成後、下記へご連絡ください： 

＊「患者必携」に関する問い合わせは、下記をご紹介ください： 

資料７－３ 



 



 
 
 
 
 

がんと診断されて間もない患者さんやそのご家族の思いに寄り添い、支える

ことの助けとなる情報誌「がんになったら手にとるガイド」と「わたしの療養

手帳」が作成されました。これらを活用することで、以前よりも「信頼でき、

わかりやすく、役に立つ情報」を得ることが可能です。また、これらは一般書

店にてセットで 1,260 円で販売されています（院内の売店：ファミリーマート

でも購入することができます）。 

詳細については、同封されている「患者さんのしおり」をご覧ください。 

なお、沖縄県は全国に先がけて地域の療養情報「おきなわがんサポートハン

ドブック」を作成しましたので、合わせてご活用ください。 

 
同封された冊子についてのご質問は、下記の連絡先へお問合わせください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「がん」についての不安や悩み・心配ごとは、がん相談支援センターへご相談ください。  

   

 

 

 

   対応時間 電話 

那覇市立病院 

がん相談支援センター 

 （１階総合案内横） 

平日（土日祝日を除く） 

午前 9 時～午後 12 時 

午後 1 時～午後 ５時 

０９８-８８４-５１１１

（内線２８０） 

         〒９０２－８５１１ 那覇市古島２丁目３１番地１ 

          那覇市立病院 がん相談支援センター 

           TEL：０９８－８８４－５１１１（内線２８０） 

           FAX：０９８－８８６－５５０２ 

 

 対応時間 電話 

琉球大学医学部附属病院 

がんセンター 

平日（土日祝日を除く） 

午前 10 時～午後 3 時 

098-895-1368

 

 対応時間 電話 

国立がん研究センター 

患者必携サポートセンター 

平日（土日祝日を除く） 

午前 10 時～午後 3 時 

0570-02-3410

 

参考資料１ 



 
 
 

 
 

がんと診断されて間もない患者さんやそのご家族の思いに寄り添い、支える

ことの助けとなる情報誌「がんになったら手にとるガイド」と「わたしの療養

手帳」が作成されました。これらを活用することで、以前よりも「信頼でき、

わかりやすく、役に立つ情報」を得ることが可能です。また、これらは一般書

店にてセットで 1,260 円で販売されています（院内の売店：ファミリーマート

でも購入することができます）。 

詳細については、「がんになったら手に取るガイドご案内」リーフレットを

ご覧ください。 

なお、沖縄県は全国に先がけて地域の療養情報「おきなわがんサポートハン

ドブック」を作成しました。こちらの詳細についても、チラシをご覧ください。 

 
リーフレット、チラシについてのご質問は、下記の連絡先へお問合わせください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「がん」についての不安や悩み・心配ごとは、がん相談支援センターへご相談ください。  

   

 
   対応時間 電話 

那覇市立病院 

がん相談支援センター 

 （１階総合案内横） 

平日（土日祝日を除く） 

午前 9 時～午後 12 時 

午後 1 時～午後 ５時 

０９８-８８４-５１１１ 

     （内線２８０）

 

 対応時間 電話 

琉球大学医学部附属病院 

がんセンター 

平日（土日祝日を除く） 

午前 10 時～午後 3 時 

098-895-1368 

 

 対応時間 電話 

国立がん研究センター 

患者必携サポートセンター 

平日（土日祝日を除く） 

午前 10 時～午後 3 時 

0570-02-3410

 

参考資料２ 



  沖沖縄縄県県  地地域域のの療療養養情情報報  
おおききななわわががんんササポポーートトハハンンドドブブッッククととはは？？  

 
 

医療費のことが心配・・・ 

生活費など経済的なことが心配・・・ 

自宅での療養・生活が不安・・・ 

同じ思いの患者さんとお話がしたい・・・ 
 

「おきなわがんサポートハンドブック（地域の療養情報）」は、

患者さんの抱えるこうした心配や不安な思いに寄り添い、支え

ることの助けとなることを目指して、つくられました。 
 

このサポートハンドブックは、“がん”と診断された患者さん

が活用できる経済的、社会的な制度、相談窓口やお住まいの地

域の支え合いの場の情報などを、「信頼できる情報で、わかりや

すく、役に立つもの」としてまとめたもので、以下の様な内容

が掲載されています。

目 次 
 緩和ケアについて 

 がんと告知されたときの家族へのアドバイス 

 患者会について 

 ～セカンドオピニオンについて   

 ～放射線治療について～ 

 沖縄県相談支援センター一覧 

 相談支援センター以外の相談機関 

  日本対がん協会の電話相談 

 医療ソーシャルワーカー協会会員設置医療機関一覧 

 保険給付や公費医療制度で医療費負担を軽くする制度 

① 高額療養費制度 

② 高額療養費貸付制度 

③ 高額療養費受領委任払い制度 

④ 高額療養費限度額適用制度 

⑤ 標準負担額減額認定制度 

⑥ 一部負担金の減免制度 

⑦ 小児慢性特定疾患治療研究事業 

 公的助成で医療費負担を軽くする制度 

⑧ ひとり親家庭等医療費助成制度 

⑨ 重度心身障害者(児)医療費助成制度 

⑩ 生活保護法 

 
 

 生活費などの支給を受ける制度 

⑪ 傷病手当金 

 医療費や生活資金などを借りる 

⑫ 生活福祉資金貸付制度 

⑬ 障害年金（基礎年金・障害厚生年金・障害共済年

金） 

⑭ 障害手当金（厚生年金）、障害一時金（共済年金）

 介護保険制度と合わせて経済的負担を減らす制度

⑮ 高額介護・高額介護予防サービス費 

⑯ 高額医療・高額介護合算制度 

 その他の利用できる制度 

⑰ 身体障害者手帳による助成や支援 

⑱ 確定申告による医療費控除 

⑲ 福祉用具購入費や住宅改修費の支給 

 在宅療養支援診療所一覧 

 訪問看護ステーション一覧 

 介護保険サービスについて 

 地域包括支援センター 

 介護タクシー 

 沖縄国際民間救急サービス 

 ファミリ-・サポートセンター 

 ファミリーハウス      

            等 

 

この冊子は、沖縄県がん診療連携協議会ホームページ よりダウンロードも可能です 
うちなぁ～がんネットがんじゅう http://www.okican.jp/index.jsp 

「おきなわがんサポートハンドブック」についてのお問合わせ先：  

 琉球大学医学部附属病院がんセンター TEL:098-895-1368 FAX:098-895-1497 

この冊子は、当院のがん患者さんに対してがん相談支援センター（１階総合案内横）で無料配布して

います。 
必要な方は、がん相談支援センターまでお越しください。 
尚、本冊子は沖縄県がん診療連携協議会ホームページよりダウンロードも可能です。 

が が

参考資料３ 


