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はじめに

小児がん経験者をはじめ、医療者や支援者などの研究や啓発活動により明らかに偏った理解は減ってきています。
偏見が少なくなっていく一方で、小児がん経験者自身にも超えなくてはならない課題があることが分かってきました。
ひとつは晩期合併症です。小児がんの治療の後遺症や成長をするにつれ、現れてくる身体の疾患があることが分か
るようになってきました。小児がんの治療との関連が十分に解明できていないこと、晩期合併症を抱える人数を正確に
把握できていないことや、症状の多様さなどの理由で、晩期合併症についての対策や施策は十分ではありません。小
児がん経験者は、不確かな中で自身の健康管理を行いながら、社会生活を過ごしていかなければなりません。
小児がんの好発年齢は乳幼児期から学齢期前半です。本来であれば家庭だけではなく、社会のさまざまな刺激を
受けて心身ともに成長をしていく時期です。例えば、友だちと喧嘩をして仲直りをする方法を身に付けるといったことの
積み重ねが実は、大切な出来事なのです。風邪で数日休んだだけでも、ついていけない話題に疎外感を感じてしまう
くらいですから、半年、1 年という単位での欠席になれば余計です。そういった孤立感やトラウマ、低い自尊心が無意識
のうちに蓄積してしまうこともあるのです。社会的自立を困難にする理由のひとつとして、このように大事な時期に治療
生活を送らなければならなかったが故に獲得すべきものを獲得できなかったことが影響しているのではないかと言われる
ようになってきました。
この穴埋めをしようと、医療従事者や支援者中心となって治療中から自立を支援しようという取り組みをはじめていま
す。そして、ようやく国の取り組みとしてでも、小児慢性疾患の子どもたちと家族を対象に、自立支援事業が開始され
るなど少しずつ支援体制が築かれつつあります。
特に、一般の青年の就労の困難さが課題になっている昨今、ましてや小児がんの治療のための後遺症・晩期合併
症を抱える小児がん経験者の就労が困難を伴うものであることは想像に難くありません。それでも、社会で活躍してい
る小児がん経験者は多くいます。
小児がんを経験した子どもたちは一様に、思いやりがあり、人の気持ちを察する力があるともいわれています。 病気
を経験したことがいろいろな気づきを促してくれるのです。幼いころに周囲の愛情を受けながら大変な治療を乗り越えた
彼らだからこそ、その持ち味を発揮し、社会で活躍することを期待してやみません。
このハンドブックは、大人になりゆく小児がん経験者が社会に出ていく上で必要な情報資料として、当会が発行して
いる「小児がん経験者のためのガイドライン」と共に役立ててもらえればと作成いたしました。今後は、このハンドブックを
手に取った皆様自身と共に、新たな必要とされる社会資源を創り出し、改訂していければと考えています。
本ハンドブックに掲載したデータは、「働き盛りや子育て世代のがん患者やがん経験者、小児がんの患者を持つ家族
の支援の在り方についての研究（H20-がん臨床-一般-001）真部班」の一環として公益財団法人がんの子どもを守
る会が行った「小児がん経験者の自立支援の方策の探求」①当会で受けている相談内容の分析、②就労経験のあ
る小児がん経験者への面接調査、③web アンケートによる小児がん経験者および保護者の自立に対する意識調査、
⑤実践研究の 5 つの研究調査結果です。
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おとなになるということ
おとなになるということ

おとなになる上で、一番重要なことは社会的に自立することです。社会的自立とは、「自分の意思と責任
のもとで生活を切り開いていくこと」と言い換えられるかもしれません。ですから、単に一人暮らしや就職をして
いることではなく、からだの状態によって必要な支援を受けつつ自立している人もいます。
これは、当会が発行している「小児がん経験者のためのガイドライン」の中の「4.5 社会的自立」についての記述です。
更に、「おとなには、「自分自身のことを受け入れ、さらに安定した周囲の人との関係や社会とのかかわりをもつことがで
きる」ことが求められます。」とも書かれています。
おとなになることの第一歩は、まずは、自分を知ることです。自分の病気の概要、受けた治療の内容、日常生活で
気を付けること、将来起こる可能性のある晩期合併症などの自分の病気に関連することだけではなく、学校生活や家
庭生活での過去の経験を振り返りながら、何ができていたのか、何が好きだったのか、何が不得意で嫌いだったのか、
家族や学校の先生、友人などとの関わりを通して感じた感情も含めて整理することも大事です。
ひとりでできることと、できないこともあります。周囲の人の支えが重要になることもあります。これまでの経験を振り返り
ながら、これまで精神的に支えになってくれた人たちの顔や思い出が浮かんできたのではないでしょうか。家族や友達、
主治医をはじめとする医療従事者、小児がん経験者の仲間、支援者の力を必要に応じて借りながら、悩んだり、困っ
たり、立ち止まったりしながらも、ゆっくりと考えていかれればいいものです。
それから、自分にとって何が必要か、活用できる社会資源（抱えている課題を解決するサービスの総称です。公的な
ものだけではなく、民間の支援者なども含まれます）はあるか、どうしたらサービスを受けることができるのかなども、整理
して、まとめてみましょう。この後の項目には、参考になる社会資源の紹介をしています。地域や個人のニーズによって、
該当しない場合もありますので、迷ったり困ったりしたときには第三者に相談をしながら、情報を収集することもいいかも
しれません。

教育・保育

子どもたちにとって保育園や幼稚園、学校は社会そのものです。当会発行の「がんの子どもの教育支援に関するガ
イドライン」には、診断時から治療後を含めた教育支援について、小児がん患児・家族・医療関係者・教育関係者な
どでの話し合いの際に役立てていただければと、望ましいあり方を記載しています。その中で、「病気を抱えながらも自
立を達成すべく努力をしている子ども達が、学校教育とのつながりを持ち続けることは、学習の遅れを取り戻し、学力
を補えるのはもちろんのこと、さまざまな不安を取り除き、心理的にも安定させることになり、ひいては自主性、積極性、
社会性を養い、育てるなど心理的、社会的発達にもきわめて重要な意義をもつ」と教育の意義を述べています。小
児がん経験者の自立には、幼少期からの教育・保育の影響は大きいことは言うまでもなく、子どもの特性に合わせて、
適切なサービスを活用していくことが重要です。
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特別支援教育
障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児
童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服する
ため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。特別支援教育には「視覚障害教育」「聴覚障害教育」
「知的障害教育」「肢体不自由教育」「病弱・身体虚弱教育」「言語障害教育」「自閉症・情緒障害教育」
「LD、ADHD の教育」の 8 つに分類され、それぞれの障がいに配慮した教育が行われています。小児がんの子ど
もたちは「病弱・身体虚弱教育」に含まれ、院内教育・訪問教育として提供されています。また、特別支援学
校の高等部では、進学はもちろんのこと、職場実習推進事業などのカリキュラムもあり、具体的な就労支援が
始まっています。
地域の療育センター
小児がんの治療によって発達・認知機能に影響を与えることもあります。各地域には、概ね 18 歳未満の子ども
を対象とした療育センターがあります。療育センターでは、通所・入所などで、専門家による相談、リハビリテーシ
ョン（PT・OT・ST）、カウンセリングなど、お子さんの特性に合わせた生活訓練・指導などが行われています。、地
域での療育センターの場所や詳細は、ソーシャルワーカーや自治体の福祉の窓口、保健所などに、問い合わせ
をすると教えてくださいます。
特別支援コーディネーター、病院のソーシャルワーカーな
特別支援コーディネーター、病院のソーシャルワーカーなど相談員
病院のソーシャルワーカーなど相談員
特別支援コーディネーターは全ての小中学校又は特別支援学校に配置され、関係機関との連携協力の体制
整備を図るため、保護者や関係機関との窓口や調整役を担っています。教育体制は各自治体や、学校、病
院によって異なります。子どもの受ける教育環境を考える際に、病院内のソーシャルワーカーなど相談員が一緒
に今の課題を整理したうえで、必要な窓口の紹介や手続きもします。また、地域の小児がん拠点病院の相談
支援センターの相談員も、たとえ、その病院に受診歴が無くても力になってくれます。

健康管理と晩期合併症対策

小児がん経験者にとって、からだとこころの健康管理は、とても重要です。この治療後の健康管理のことを、長期フォ
ローアップと言います。長期フォローアップの目的は、リスクの把握、自身の健康管理とリスク予防、晩期合併症の早期
発見と適切な対処にあります。長期フォローアップは、小児がんの治療をしてくれた主治医をはじめ小児科医が行って
いることが多くありますが、内容によっては成人の診療科にかかることがふさわしいこともあります。また、進学・就職など
で、治療をした地域を離れて生活をしている場合には、身近に相談ができる長期フォローアップの窓口を見つけておくこ
とも大事です。
長期フォローアップを行っている病院と、相談できる開業医のリストを掲載しています。これは、本ハンドブックの作成に
あたり、掲載の許可をいただいた病院であり、ここに掲載されている以外の病院でも相談に乗ってくれる施設もあります。
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小児がんの治療をしていない病院にかかる場合には、可能であれば主治医と相談をし、相談したい内容、過去の病
歴や治療歴などをまとめておくといいでしょう。具体的には、病名と発症した時の病態、手術内容、化学療法で使われ
た薬の名前と使用量、放射線照射部位と線量などです。今は、画像を CD などにしてくれる病院もありますので、治
療がひと段落した時に、治療内容を書面にしたものと共に受け取れるよう主治医にお願いし、その後の長期フォローア
ップでの結果や内容の記録と共に保管しておくことも、健康管理において重要です。
長期フォローアップや晩期合併症の医療費は、高額になることもあります。しかしながら現在は、20 歳を超えた小児
がん経験者が活用できる経済的支援は、ほとんどなく、当会でも新たな施策の策定にむけて活動をしているところです。
生の声があっての施策の改革ですので、お困りのことがありましたら、お声をお寄せください。

長期フォローアップを受けるために知っておきたいこと（例）
※これまでの病気のこと
病名（部位や発症した時の転移の状況や、その後の再発の状況なども）、手術内容、化学療法で使われた
薬の名前と使用量、放射線照射部位と線量、可能であれば画像（ＣＤにしてくれる病院もありますので、主
治医と相談をしてみてください）
※現在の体調の記録
晩期合併症の状態と服用している薬剤もしくは指摘されている晩期合併症のリスク、月経（女性のみ）の有
無と状況、体重の変化、睡眠・食欲・便通の状況や疲労感、動悸、しびれなどの有無など不調の状態

経済的支援

小児がん患児家族の様々な側面からの社会制度があります。晩期合併症の治療のための支援、生活を支えるた
めの支援、将来を考える際の支援など、該当するものもあれば、そうでないものもあります。以下にあげた社会制度が
全てではありません。小児がんに限らず、利用できる制度もあります。社会制度については特に病院のソーシャルワーカ
ーが地域の情報も含めて把握しています。何か不明な点がありましたらいつでも（公財）がんの子どもを守る会のソーシ
ャルワーカーや病院のソーシャルワーカー・相談員に、ご相談ください。
また、残念なことに今は必要な社会制度がないこともあります。多くの方が困っていて必要な社会制度については、
声をあげて新たな制度を作っていくことも大切です。地域での声も聴かせていただきながら、当会では継続して要望を
していきたいと思っています。

小児慢性特定疾患治療研究事業
小児がんについては、1971 年度から、保険診療の自己負担分（3 割）に対する医療費が公費で負担されてい
ます。2005 年・2015 年の法改正により、所得や病状に応じて自己負担額が生じています。但し、治療終了
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後 5 年が経過すると対象外となります。自己負担額及び対象外の場合は、居住地によって年齢は異なります
が 15 歳程度までは「乳幼児医療」や「こども医療費」などを利用すると医療費の負担が軽減されます。晩期合
併症によっては成人してからも特定疾患などに該当する場合もあります。申請の窓口は居住地の保健所です。
特定疾患治療研究助成事業
下垂体機能低下症など小児がんの疾患そのものや治療の影響による重度の晩期合併症でも、特定疾患治
療研究助成事業の対象となる疾患があります。これにより医療費の公費負担を受けることができます。しかし、
多くの晩期合併症は該当しないのが現状です。今後、晩期合併症の現況が明らかになるにつれて、対象疾患
も変化してきますのでソーシャルワーカーに情報を求めてください。申請の窓口は居住地の保健所です。
医療費控除
治療するためにかかった費用が一年間に 10 万円を超えた場合、医療費の支払いが 10 万円以下でも、合計
所得金額の 5％を超えている場合に 200 万を限度額として翌年の確定申告で税金の控除の対象となります。
医療費控除の対象となる医療費の内容は、入院、通院医療費、医薬品の購入費、差額ベッド代（希望した
場合は対象外になります）、通院交通費、非血縁造血幹骨髄移植に伴う自己負担金などです。窓口は税務
署です。
高額療養費
同月内の 1 ヶ月間に同一の医療機関でかかった費用を世帯単位で合算し、自己負担限度額を超えた分につ
いて支給されます。以前は、医療機関で支払いを終了した後に、差額を支給されていましたが、現在は、事前
に手続きをすれば自己負担額のみの支払いで済むようになっています。入院時の食事や部屋代、先進医療の
先進技術などは対象になりませんのでご注意ください。申請は居住地の市区町村の福祉の窓口ですが、病院
のソーシャルワーカー、不在の場合は医事課に事前に相談をしておくとスムーズに手続きができます。
高額療養費貸付
現在は、上記の通り、自己負担額のみの支払いで済むようになっていますが、手続きが間に合わなかった場合
など、全国健康保険協会では高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合に、高額療養費
が支給されるまでの間、当座の医療費の支払いに充てる資金として、高額療養費支給見込額の８割相当額
を無利子の貸付制度があります。高額医療費貸付金貸付申込書など必要書類がありますので、加入保険の
窓口にお問い合わせください。
特別児童扶養手当（所得制限あり）
特別児童扶養手当（所得制限あり）
障害のある 20 歳未満の児童を養育している者に対する手当てです。この認定基準は身体障害者手帳と異な
り、内科的疾患や慢性疾患でも、その病状や手術、病気や治療による症状、検査データ、日常生活に介護を
要する程度などにより総合的に認定されることになっています。入院治療が長引く場合、合併症、後遺症があ
る場合などは、居住地の市区町村の福祉の窓口に相談してみてください。月額―1 級 50,750 円 2 級
33,800 円
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障害児福祉手当（所得制限あり）
重度の障害のある 20 歳未満の児童に対する手当てで、認定基準は、おおむね特別児童扶養手当の一級の
認定基準とおなじです。月額 14,380 円。申請は居住地の市区町村の福祉の窓口です。
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、手足、体幹、人工肛門、人工膀胱、尿路変更の手術を受けた場
合、心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害で永続し、かつ、日常生活が著しい制
限を受ける程度であると認められるものについて、その障害の程度によって、交付される場合があります。これらを
持つことによって、医療費、交通費、税などの軽減、その他、日常生活を支えるさまざまな制度を利用できます。
申請は居住地の市区町村の福祉の窓口です。
精神障害者福祉手帳
脳腫瘍のように小児がんの疾患そのもの、あるいは治療の影響により脳に障害がおこり、日常性かつまたは社会
生活に制限を受ける場合、高次脳機能障害と認定されて交付される場合があります。等級によって受けられる
サービスは異なりますが、身体障害者手帳と同様に医療費、交通費、税などの軽減、就労など日常生活を支
えるさまざまな制度を利用できます。申請は居住地の市区町村の福祉の窓口です。
療育手帳（居住地域によっては名称が異なる場合もあります）
知的障害の程度によって交付される場合があります。身体障害者手帳と同様、各種福祉サービスが受けられ
ます。申請は居住地の市区町村の福祉の窓口です。
装具・日常生活用具
身体障害者手帳の等級や市区町村によって異なりますが、装具や日常生活用具の交付や補修にかかる自己
負担金の補助があります。詳細は市区町村の福祉の窓口へお問合せください。
生活福祉資金貸付制度
低所得者や高齢者、障害者の生活を経済的に支えるとともに、その在宅福祉及び社会参加の促進を図ること
を目的とした貸付制度です。低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯等世帯単位に、それぞれの世帯の状況
と必要に合わせた資金、たとえば、就職に必要な知識・技術等の習得や高校、大学等への就学、介護サービ
スを受けるための費用等の貸付けを行います。また、資金の貸付けによる経済的な援助にあわせて、地域の民
生委員が資金を借り受けた世帯の相談支援も行っています。貸付対象は下記の通りです。
低所得世帯

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯で
あって、必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯（市町村民税非課税程度）。

障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者（現に障害
者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められる者を含みます。）の
属する世帯。

高齢者世帯

65 歳以上の高齢者の属する世帯（日常生活上療養または介護を要する高齢者等）。
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資金には、総合支援資金（新設）、福祉資金、教育支援資金（旧修学資金）、不動産担保型生活資金（旧
長期生活支援資金、旧要保護世帯向け長期生活支援資金）の 4 種類あります。詳細は、市区町村社会福
祉協議会及び都道府県社会福祉協議会へお問い合わせください。
骨髄移植に伴う費用について
骨髄移植に伴う費用について
公益財団法人日本骨髄バンクでは、骨髄バンクを介して移植を希望される患者家族が負担するコーディネート
の各過程における各料金に対し、経済的事情で支払が困難である場合に限り免除をしています。また、海外ド
ナーとのコーディネート費用についても一定の基準のもと 100 万円の免除もしています。所得を証明する書類な
ど公的機関の証明書及び日本骨髄バンクへの免除申請書が必要になります。詳細についてはホームページを
ご覧になるか日本骨髄バンク（03-3296-8699 平日 10:00-12:30、13:30-17:00)へお問い合わせをください。
傷病手当金
全国健康保険協会において、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するため、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傷病手当金が支給されます。支給内容は、会社
を休んだ日が連続して 3 日間あったうえで、4 日目以降、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日
額の３分の２に相当する額が支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い
報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。就労をしている小児がん経験者が、晩期合
併症治療などのために欠勤をしなければならない場合には活用できる制度です。詳細は、勤め先の担当者か
加入保険の窓口へお問い合わせください。
宿泊施設
自宅を離れて小児がんの治療を受ける宿泊施設・滞在施設の中には、空き状況によって成人した小児がん経
験者が晩期合併症のための通院などでも利用ができる施設もあります。各施設に相談をしてみるか、支援団
体へ問い合わせをしてみてください。
かつら
かつらについては、年齢制限がありますが、販売メーカーや企業などの社会貢献のひとつとして無料で提供してい
ることもあります。また支援団体にも、貸与できるかつらを備えているところもあります。当会にも数台は貸与でき
るかつらの用意があります。
民間保険
小児がん経験者が加入できる医療保障のある保険は数少ないのが現状です。ハートリンク共済は、小児がん
治療終了後、７年以上経過した現在健康な 12 歳以上 60 歳未満の小児がん経験者のための共済保険です。
現在、晩期合併症の治療中や投薬中の場合には、所定の診断書によって適応されない場合もあるようですが、
相談をしてみてください。また、おうえんプランとして、家族だけではなくハートリンク共済の趣旨に賛同した方用の
プランもあります。 URL http://hartlink.net/

E-mail info@hartlink.net
Tel 025-285-8534 Fax 025-281-9088

〒950-0982 新潟市堀之内南３丁目８-１-７０２
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当会の療養援助制度 （別添を参照）
○ 一般療養費援助 一律 3 万円（所得制限あり）
○ 特別療養費援助 治療に要する保険対象外の負担が多大な場合、当該療養費援助審査会での審議によっ
て援助額が決定され、援助しています。

社会的自立と就労

厚労省によると「若者（15～24 歳）の完全失業率は、9.1%（平成 21 年平均）と、依然年齢計（5.1%）に比べて
相対的に高水準で推移しています。フリーター数についても、平成 15 年の 217 万人をピークに 5 年連続で減少した
ものの、平成 21 年には 178 万人と 6 年ぶりに増加するなど厳しい状況にあります。さらに、昨今の厳しい経済情勢の
下、新規学卒者の就職環境も非常に厳しくなっています。」と、日本において若年者の雇用は喫緊の課題になってい
ます。ましてや、小児がんの治療のための後遺症・晩期合併症を抱える小児がん経験者の就労が困難を伴うもので
あることは想像に難くなく、小児がん経験者の就労支援の在り方を考えられるようになっています。
しかしながら、以下の例のように、疾患の特性や晩期合併症の状況などによって、適切な小児がん経験者の就労
支援は、一人ひとりが大きく異なります。「就労先を紹介してほしい」ではなく、まずは、自立と就労に関して、自分が何
に困っているのか、どのような支援を必要としているのかを考えていきましょう。

自立・就労に困難を抱えている小児がん経験者
自立・就労に困難を抱えている小児がん経験者の多様性
就労に困難を抱えている小児がん経験者の多様性の例
の多様性の例
春希さん：乳幼児期に小児がんと診断され、小中高と入通院を繰り返し、学校は休みがちだった。専門学校を卒業
後は、就職が決まらず、３年が経過している。知能認知機能の障がいは指摘されていないが、低身長、内
分泌障がいのため服薬治療をしている。
夏生さん：小学校のときに小児がんと診断され、１年の治療を行い、その後は再発もなく過ごしている。退院後から学
校を休みがちになり、中高はほとんど通えず、高校は退学、フリースクールに通いながら大検を取る。アルバ
イトをするものの短期間で転々としている。現在は経過観察のため１年に１度の外来受診。晩期合併症は
とくに指摘されていることもない。
冬望さん：高校生のときに小児がんと診断され、右足を切断した。治療のため１年間留年はしたが、大学に進学、
現在就職活動中。

小児がん経験者が抱える就労に関しての悩み

当会で行った就労経験のある小児がん経験者への調査によると、多くの人が病名を伝えて就労をしており、病名を
伝えたことによる弊害があった人はいませんでした。また、伝えていない理由としては、「特に伝えることも無いから」という
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ものが多かったものの、「病名を伝えていないことで受診の際に休みづらかった、就職するときに、会社に自分の病気の
ことを詳しく説明していなかったこともあり、どのように自分に身を守ったらいいのかわからなかった。就職時に自分の病気
をきちんと説明すべきだった」、という声もありました。また、別の調査では、病名を伝えたことで就職ができなかったという
声もあり、本来であれば罹患歴を理由に採用を決めてはいけないとされているなかで、少数ながらも未だ起こっている
ようです。また、就労上では、体力的な問題、疲れやすいこと、健康管理に気を付けることなどが挙げられた他、特に
人間関係や新しいことにチャレンジする勇気がない、病気を言い訳にして自分の逃げ道を探していることもあると話して
いる小児がん経験者もいました。
また一般青年と小児がん経験者を比較した調査でも、一般が「困っていることは無い」が 53％であるのに比べて、小
児がん経験者は 31％と就労についての悩みを抱えている割合が高く、特に「仕事をしたいが健康や体力に自信がな
い」など自信のなさが就労を困難にしている傾向があることが分かります。
わからない
困っていることは特にない
その他

「仕事について困っていることや不安はあるか」
「仕事について困っていることや不安はあるか」

仕事をしたくないのに、仕事につくように周りから言われる
これまでの経歴が仕事につく上で不利になる

一般（上段）
仕事をしたいが健康や体力に自信がない
小児がん（下段）
仕事をしたいが自分の能力に自信がない
仕事に就いても人間関係をうまくやっていける自信がない
希望する労働条件（労働時間や給与、勤務地）の求人が少ない
希望する仕事の求人が少ない
仕事の探し方がわからない
仕事について相談できる相手がいない
自分の能力・適性がわからない
0.0%
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40.0%
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真部班 2009 年「web アンケートによる自立に関する意識調査」（がんの子どもを守る会）

小児がん経験者の就労や自立への思い
小児がん経験者の就労や自立への思い

就労については超えなくてはならない課題がある小児がん経験者ですが、就労経験のある小児がん経験者へのイン
タビュー調査では、「親から働かないでいいと言われた」という小児がん経験者が複数いたが、「働かないで家にいてもい
いと言われたこともあったが、働かないという選択肢はなかった。」「生活をするのにお金がかかることがわかった。保険料
や年金などにもお金がかかる。家にいてもやることもないし暇。」「家にいると考え込んでしまう。外に出るといろいろなこと
を教えてもらえるし、人と接する事もできる。」と働き始めていました。就労の動機や職業の選択の理由としては、「自
分では自立しなくてはいけない、働くことは当たり前だと思っていた。」「高校に入ったときに就職を考え、晩期合併症が
あるので、知識を得るために勉強をしなければと思っていた。」「これからどうやって生活するかを考えて資格をとった」「結
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ドクターに喜んで
もらいたいから

病院に恩返しがしたい
その他
働きたくない

「就職についてどのように考えているか」
「就職についてどのように考えているか」
働いても働かなくてもどちらでもよい
小児がん親（上段）
地域や社会に役立ちたいから働きたい
一般（中段）
健康が回復したから働きたい
小児がん経験者（下段）
時間に余裕ができたから働きたい
社会に出たいから働きたい
知識や技能を生かしたいから働きたい
つきたい仕事があるから働きたい
お金が必要だから働きたい
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わからない

「あなたにあてはまるものを」
「あなたにあてはまるものを」
その他

一般（上段）

この中にあてはまるものはない
世の中に貢献できる力があると思う

小児がん経験者（下段）

積極的に活動するのは、苦手なほうである
小さな失敗でも人よりずっと気にするほうである
どんなことでも積極的にこなすほうである
友人よりも特に優れた知識を持っている分野がある
どうやったらよいか決心がつかずに仕事にとりかかれないこと…
結果の見通しがつかない仕事でも、積極的に取り組んでゆくほ…
人より記憶力がよいほうである
ひっこみじあんなほうだと思う
何かをするとき、うまくゆかないのではないかと不安になるこ…
何かを決めるとき、迷わずに決定するほうである
人と比べて心配性なほうである
仕事を終えた後、失敗したと感じることのほうが多い
友人より優れた能力がある
過去に犯した失敗や嫌な経験を思いだして、暗い気持ちになる…
何か仕事をするときは、自信を持ってやるほうである

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%
真部班 2009 年「web アンケートによる自立に関する意識調査」（がんの子どもを守る会）

婚できないかも、と思っていたから手に職をと思った」「普通に就職できないのではないかと賭けのような気分。焦りはあっ
た。」「病気になった時から病気に関わる仕事につきたかった」「今までの経験を活かせる仕事を」「子どもと接する仕事
をしたくて」「医療の世界を避けていた」「仕事のイメージは描けず公務員だったら安定しているかなと思ったが失敗した」
等、自身の小児がん経験が大きく影響していることが分かります。
また、一般青年と比較すると図のように、就職について「地域や社会に役立ちたいから働きたい」と答えている小児が
ん経験者が多く、「今のあなたにあてはまるものを全てあげてください」の質問に対しては、それぞれの項目で小児がん
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経験者と一般との差異は見られ、特に「世の中に貢献できる力があると思う」は小児がん経験者が一般に比べて多い
ことから、健康や体力の回復があれば、お金ではなく社会貢献や還元の意味で社会に参加したいと考えている傾向が
あることが分かりました。
調査結果では、生活や自立に関する意識において、「小児がん経験者だから」、「小児がん経験者の親だから」とい
う明らかな傾向はありませんでした。しかしながら、小児がんという病気を経験した上での健康面や病歴でのネガティブ
な側面はみられるものの、むしろ貢献をしたい、還元をしたい等社会への貢献意欲の高さがみられました。また、生活
上の悩みや困難があったときには、家族や学校や職場の仲間だけではなく、経験を分かち合う仲間の存在の有用性
も多く述べられていました。

保護者からみた小児がん経験者

現在 15 歳～30 歳の小児がん経験者の親は、以下の図のように自身の子どもに対して「うちの子はひとりでやってい
ける」と、一般青年と比べて同じ比率で思っているのに比べ、「社会は厳しすぎる」「うちの子はずっと結婚できない」「う
ちの子は親がいないと心配だ」「大物になる」と思っている親が、一般より小児がん経験者の親の方が多い傾向がみら
れます。これは、特に小児脳腫瘍の親に高い傾向にありました。
また、図には示していませんが、できれば働いてほしいという親の意向は一般の親同様にあるものの、それは経験者
には伝えられていない、しかし、一般の親よりはそのことを焦ってはおらず、仕事をしていない理由を一般の親よりも本人
のせいだと思っていない傾向もみられました。

「うちの子は結婚できない」
「うちの子は結婚できない」

「うちの子は親がいないと心配だ」
「うちの子は親がいないと心配だ」

一般
一般
全くそう思わない
どちらかというとそう思う
そう思う
どちらかというとそう思わない

どちらかというとそう思う

全くそう思わない

そう思う
どちらかというとそう思わない

小児がん
小児がん

0%

20%

40%

60%

80%

100%
0%

←そう思う

そう思わない→

50%

←そう思う

100%
そう思わない→

「社会はうちの子に厳しすぎる」
「社会はうちの子に厳しすぎる」
「うちの子は大物になる」
「うちの子は大物になる」
一般
一般
全くそう思わない
どちらかというとそう思う
そう思う
どちらかというとそう思わない

どちらかというとそう思う

全くそう思わない

そう思う
どちらかというとそう思わない

小児がん
小児がん

0%

50%

100%
0%

50%

100%

真部班 2009 年「web アンケートによる自立に関する意識調査」（がんの子どもを守る会）
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「お子さんが働いていない最も大きな理由は何にあると思いますか。」

その他
不況
社会
子ども本人
親（自分の配偶者）

一般（上段）
小児がん経験者（下段）

親（自分）
0
20
40
60
80
真部班 2009 年「web アンケートによる自立に関する意識調査」（がんの子どもを守る会）

「大人となったと自覚したきっかけ」

わからない
まだ大人になったと感じたことはない
特にはっきりした区切りはない
その他
選挙で投票したこと
20歳になったこと
子どもを持ったこと
結婚したこと
職業上で自信ができたこと
職業生活のスタート
一般親（上段）
親の家からの独立
小児がん親（中段）
一般（中段）

親からの精神的独立

小児がん経験者（下段）
親からの経済的独立
最終学校を卒業したこと
0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

真部班 2009 年「web アンケートによる自立に関する意識調査」（がんの子どもを守る会）

小児がん経験者の自立に関しては、幼少期の親の意識が高く、治療中、治療終了直後から将来への不安を感じ
ている現況がみえてきました。同時に、現在成人年齢に達している親の思いも如実となり、親子間での感覚の違いや
親が何とかしなくては、という思いの強ささえも感じ取ることができ、病気や疾患だけではなく、自立に関しても親への支
援や親が相談できる場所の必要性が求められています。
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障害者の就労支援

小児がん経験者の中には、視力、聴覚または平衡機、音声機能、言語機能、そしゃく、重篤な心臓・じん臓・呼吸
器機能の障がいや肢体不自由などからの身体障害、知的障害、高次脳機能障害などの精神障害、発達障害など
から、障害者手帳の交付を受けている方も少なくありません。障害者の認定を受けることで、前述の障害年金、特別
障害者手当が受給できたり、以下のような就労を目指す障害者が利用できる社会資源が多くあります。障害者手帳
を持つことへの抵抗もあるかもしれませんが、活用することで小児がん経験者の大きな自立につながることもあります。
将来のために、情報を収集して、手帳の取得が必要かどうか考えてみましょう。以下に挙げているのは一例です。どこ
に相談をしたらいいのか分からない方は、まず、ハローワークに相談をし、適切な支援組織を紹介してもらうのもいいで
しょう。

ハローワーク
就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門職員や職業相談員が害の種類・程度に応じたきめ細かな職
業相談・紹介、職場定着指導等を実施します。障害者就労、一般就労に関係なく、障害者に対する就労支
援サービスの紹介を受けられるよう相談に応じてくださいます。
障害者就業・生活支援センター
ニーズや課題に応じて職業準備訓練、職場実習のあっせん、求職活動への同行、など就業と生活面の両面に
わたる一体的な相談支援を行っています。平成 26 年 10 月現在、全国 324 センターがあります。
地域障害者職業センター
仕事の種類や働き方など希望や障害特性に応じて課題を踏まえながら相談、職業指導、職業準備訓練、職
場適応援助等の専門的な職業リハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施するため
全国 47 都道府県に設置されています。
在宅就業支援団体
障害者の在宅就業を支援するため、発注元の事業主と在宅就業障害者との間に立って、障害者に対しては
仕事の発注や各種相談支援等を行う事業団体として平成 26 年 9 月現在、22 団体が登録されています。
障害者職業能力開発校
障害者障害者職業能力開発校は、国立 13 校、都道府県立６校の計 19 校が設置されています。また、企業、
社会福祉法人、NPO 法人、民間教育訓練機関等に委託して就職に必要な知識、技能を取得するための
公共職業訓練を実施しています。
発達障害者支援センター
就労に限らず、充実した生活を送れるように保健、医療、福祉、教育、労働などの関係機関と連携しながら、
本人やその家族に対する支援を行っています。
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民間の人材紹介会社
厚生労働大臣の認可を受けた民間の職業紹介事業者（有料職業紹介事業者）の中には、身体・精神障害
者の職業紹介を専門にした人材派遣会社もあります。
就労移行支援事業
一般就労等への移行に向けて、就労移行支援事業所内での作業や、企業における実習、適正にあった職場
探し、就労後の職場定着のための支援を行っています。
就労継続支援事業
一般就労が困難な障害者を対象とする「就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）」として、就労の機会を提供すると共に、
一般就労に必要な知識、能力が高まった方に対しては、一般就労移行に向けた支援を行っています。
トライアル雇用（障害者試行雇用支援事業）
障害者に関する知識や雇用経験がない事業所に対し、障害者を試行的に雇用する機会を付与し、本格的
な障害者雇用に取り組むきっかけづくりを進めます。
職場適応援助者（ジョブコーチ）
職場での適応に課題を有する障害者に対して、職場適応援助者（ジョブコーチ）を事業所に派遣し、きめ細か
な人的支援を行うことにより、職場での課題を改善し、職場定着を図ります。
チャレンジ雇用
1 年以内の期間を単位として、各府省・各自治体において、非常勤職員として一般雇用へ向けての経験を積
む事業です。

小児がん経験者の特性にそった就労支援メニュー
小児がん経験者の特性にそった就労支援メニュー

自立・就労に困難を抱えている小児がん経験者が、人それぞれであることは前述した通りです。前項での例をあげれ
ば、春希さんは、障害認定されない晩期合併症を抱えているため、経済的な基盤がつかず、体力的な面でも困難を
抱えています。現在は、対象外になっている、こういった晩期合併症についても障害認定、もしくは特定疾患の認定が
されることで、医療費の軽減、年金の受給等による経済状況の変化で、就労の条件を変えることができ、自立・就労
への可能性がひろがります。今後の社会への働きかけを継続し、対象に認定されるよう目指さなければならないもので
す。また、夏生さんは、特に晩期合併症があるわけではく、長期に渡る療養生活のために社会性が身につかず、コミュ
ニケーションの能力に困難を抱えているために、自立就労ができないでいます。後述するような「子ども・若者育成推進
法」によって開始されている事業は小児がんに限定されたものではありませんが、有効に活用することで一歩を踏み出
すきっかけにもなります。冬望さんは、障害者手帳の受給を受けています。障害者雇用か一般雇用かを含め、自身の
可能性と一緒に、考えていくことで、自立就労につながっています。
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このように自立・就労支援には、それぞれの課題に応じたサービスの活用が重要です。まず、自立就労を困難にして
いる課題が何かを考えて、整理をしてみましょう。20 歳を過ぎても小児がんの治療をしていたり、重篤な晩期合併症
や二次がんなどの治療のために就労が難しいのか、夏生さんのように身体的には主な障がいは無いものの、コミュニケ
ーションに課題を抱えていたり、これまでの生活習慣から体力がついていかずに就職の妨げになっているのか、それとも、
障害者手帳の交付の対象になりそうな障害を持ちながらも、その支援サービス内容を十分に知らずに活用できていな
いのか、どれが近いでしょうか。主な、フローを下図にまとめています。何から始めたらいいのか、どこに相談したらいいの
か分からない場合は、地域のハローワークもしくは当会の相談電話にお電話をください。これまでの経験を振り返り、ど
んなことで悩んでいるか、困っているかを整理しながら、ゆっくりと自身のペースで、一緒に考えていきましょう。

自立（自律）支援

小児がん経験者の就労に関する悩みや課題のひとつとして、ストレスの弱さ、人間関係を構築するのが不得手なこ
とが挙げられています。これは、コミュニケーションスキルを身に付ける幼少期や思春期時代に、治療を受けているため
に社会性が育っていないということが指摘されています。このコミュニケーションスキルを身に付けるためには上図のような
段階が必要になってきます。一足飛びに就労を目指すのではなく、まずは自分自身のことを知り、対人とのかかわり方
をゆっくりと学びながら、時間をかけることが大切でしょう。公益財団法人がんの子どもを守る会でも、この段階を踏んだ
支援事業を展開するほか、以下にある他団体の支援事業の紹介も行っております。お問い合わせください。
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ホップからステップ
若者自立支援事業
最近では各地域に、「若者自立支援センター」や「若者自立ネットワーク」などが行政によって設置され始めて
います。これらは厚労省の就労の意欲があっても、就労ができない若者のための「地域における若者自立支援
ネットワーク整備事業」の一環として運営されているところが多いようです。事業内容は各施設によって異なるよう
ですが、能力養成や職業意識の啓発、社会適応支援などを目的に、相談事業や職場体験、職業訓練など
が行なわれています。巻末に平成 26 年 11 月現在で掲載の許諾をいただいた団体のリストを掲載しています。
ステップからジャンプ
支援団体
NPO 法人や団体が、小児がん経験者の自立就労支援の取り組みを進めています。例えば、特定非営利活
動法人ハートリンクワーキングプロジェクト（TEL：025-285-8534）では、働きながら社会へ通用する能力・ 知
識・技術等を習得してもらい、自立した社会生活を営む事ができるように支援されています。
若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラム
全国 47 都道府県のハローワークの事業として、コミュニケーション能力や対人関係に困難を抱えている若者を
対象に個別に相談窓口を設け、抱えている問題解決に向けた相談事業を行っています。

参考にしたい本
参考にしたい本
「がんと一緒に働こう！」 必携 CSR ハンドブック 合同出版 1,300 円＋税
「がんと一緒に」働き続けるための、雇用、保険の知識、コミュニケーションのコツ、生活の工夫などイラストを交えて
ユーモアいっぱいに書かれています。がん患者のみならず医療、行政、企業の方にも参考になる一冊です。
「よくわかる小児がん経験者のために～よりよい生活の質（QOL）を求めて～」 医療ジャーナル社 3,800 円＋税
平易な文書やイラストを使うことで専門知識が無くても読みやすいように配慮されています。各疾患の説明はもちろ
んのこと治療法や臓器・機能別の知識もあり、小児がん経験者が長い人生を過ごす中で身に付けておきたい自己
管理能力を得るための入門書です。
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長期フォローアップ外来一覧
本ハンドブック作成にあたり、長期フォローアップ外来についての掲載許可をいただ
いた施設の一覧です。受診する場合には、要件なども施設によって異なりますの
で、必ず連絡をしてから受診してください。お住まいに地域に施設がない場合には、
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカーまでお問い合わせください。
2014 年 11 月 19 日現在
病院名
北海道大学
病院

診療科及び
外来名称
小児科/
長期フォロー
アップ外来

担当医師

連絡先

井口 晶裕

TEL：011‐716‐1161
FAX： 011‐706‐7898
〒060-8648 北海道札幌市北区北 14 条西 5 丁目
URL:http://www/huhp.hokudai.ac.jp
TEL：011‐890‐1110
FAX: 011‐896‐2230
〒004-0041 北海道札幌市厚別区大谷地東 1-1-1
E-mail：oka@tmc-sp.org
URL:http://www2.satutoku.jp/
TEL：011‐865‐0111
FAX: 011‐865‐9719
〒003-0006 北海道札幌市白石区東札幌 6 条 6 丁目 5−1

札幌徳洲会
病院

小児科/
長期フォロー
アップ外来

岡 敏明

札幌北楡病院

小児思春期
科/長期フォ
ローアップ
外来
血液腫瘍科

小林 良二

宮城県立こども
病院

E-mail：r-koba@jacls.jp
今泉 益栄

（当院患者対象）

東北大学病院

小児科/
長期フォロー
アップ外来

笹原 洋二

秋田大学医学
部附属病院

小児科

矢野 道広

山形大学医学
部附属病院
（人数制限有）

小児科

三井 哲夫

福島県立医科
大学附属病院

小児腫瘍科
/長期フォロ
ーアップ外来

菊田 敦
伊藤 正樹

茨城県立こども
病院

小児血液
腫瘍科

埼玉医科大学
総合医療ｾﾝﾀｰ

小児科

土田
小池
小林
森脇

昌宏
和俊
千恵
浩一

TEL：022‐391‐5111
FAX：022‐391‐5118
〒989-3126 宮城県仙台市青葉区落合 4－3−17
E-mail：imaizumi@miyagi-children.or.jp
URL:http://www.miyagi-children.or.jp/
TEL：022‐717‐7287
FAX：022‐717‐7290
〒980-8574 宮城県仙台市青葉区星陵町１−１
URL:http://www.ped.med.tohoku.ac.jp（小児科）
URL:http://www.hosp.tohoku.ac.jp（病院）
TEL：018-834-1111
FAX：018-836-2620 小児科医局
〒010-8543 秋田県秋田市本道 1-1-1
TEL：023‐628‐5329
FAX：023‐628‐5332
〒990-9585 山形県山形市飯田西 2-2-2
E-mail：tmitsui@med.id.yamagata-n.ac.jp
TEL：024-547-1111（代表） FAX：024‐547‐1443
024-547-1437（医局）
〒960-1295 福島県福島市光が丘 1 番地
E-mail：akikuta@fmu.ac.jp
TEL：029‐254‐1151
FAX：029‐254‐2382
〒311-4145 茨城県水戸市双葉台 3-1-1
TEL：049-228-3550（医局事務） FAX：049-226- 1424
049-228-3616（外来）
〒350-8550 埼玉県川越市鴨田 1981
URL:http://www.saitama-med.ac.jp/kawagoe/index.htm
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診療科及び
外来名称
小児腫瘍科

田中 竜平

帝京大学ちば
総合医療ｾﾝﾀｰ

小児科

太田 節雄

日本医科大学
千葉北総病院

小児科

浅野 健

成田赤十字
病院

小児血液
腫瘍科

角南 勝介

聖路加国際病
院

小児科/血
液腫瘍外来

真部 淳

東京慈恵会
医科大学附属
病院
東京女子医科
大学東医療
センター

小児科

秋山 政晴

TEL：03‐3433‐1111
〒105-8461 東京都港区西新橋 3－25－8

小児科

加藤 文代

TEL：03‐3810‐1111
〒116-8567 東京都荒川区西尾久 2-1-10
URL:http://www.twmu.ac.jp/DNH/

日本医科大学
付属病院

小児科/
血液フォロー
アップ外来

前田 美穂

TEL：03-3822-2131(代表） FAX：03-5685-1792
〒113-8603 東京都文京区千駄木 1-1-5

都立駒込病院

小児科

田渕 健

国立成育医療
研究センター

小児がん
センター

担当医

病院名
埼玉医科大学
国際医療ｾﾝﾀｰ

担当医師

連絡先
TEL：042‐984‐4111
FAX：042‐984‐4663
〒350-1298 埼玉県日高市山根 1397-1
E-mail：rytanaka@saitama-med.ac.jp
URL:http://www.saitama-med.ac.jp/kokusai/
TEL：0436‐62‐1211
FAX：0436‐61‐2175
〒299-0111 千葉県市原市姉崎 3426−3
TEL：0476‐99‐1111
FAX：0476‐99‐1925
〒270-1694 千葉県印西市鎌苅 1715
URL:http://hokuso-h.nms.ac.jp/
TEL：0476‐22‐2311
〒263-0031 千葉県成田市飯田町 90-1
URL:http://www.narita.jrc.or.jp
TEL：03‐3541‐5151
FAX：03‐3547‐3330
〒104-8560 東京都中央区 9-1
URL：http://hospital.luke.ac.jp/

E-mail：maeda@nms.ac.jp

慶応義塾大学
病院

小児科

嶋田 博之

慶応義塾大学
病院

小児外科

黒田 達夫

URL:http://hosp.nms.ac.jp/
TEL：03‐3823‐2101
FAX：03‐5809‐0249
〒113-8677 東京都文京区本駒込 3-18-22
E-mail：ken-tabc@umin.ac.jp
TEL：03‐3416‐0181
FAX：03‐3416‐2222
〒157-8535 東京都世田谷区大蔵 2-10-1
URL
：
http://www.ncchd.go.jp/hospital/section/cancer/index.html
TEL：03‐3353‐1211
FAX： 03‐5379‐1978
〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
URL:http://www.chpc.med.keio.ac.jp/kodomo3.html
TEL：03‐5363‐2593
FAX：03‐3353‐1407
〒160-8582 東京都新宿区信濃町 35
E-mail：kuroda-t@z8.keio.ｊp
URL:http://www.hosp.keio.ac.jp/annai/shinryo/pedsur/

東京女子医科
大学病院

脳神経外科

杏林大学医学
部付属病院

小児科

藍原 康雄

TEL：03‐3353‐8111

FAX:03‐5269‐7438

〒162-8666 東京都新宿区河田町 8-1
吉野 浩

TEL：0422‐47‐5511
〒181-8611 東京都三鷹市新川 6-20-2
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病院名
東京都立小児
総合医療ｾﾝﾀｰ
（年齢制限有）

診療科及び
外来名称
血液・腫瘍
科

担当医師
金子 隆

TEL：042‐300‐5111
〒183-8561 東京都府中市武蔵台 2-8-29
URL:http://www.byouin.metro.tokyo.jp/shouni/

横浜市立大学
附属病院

小児科/
長期フォロー
アップ外来

梶原 良介

聖マリアンナ
医科大学病院

小児科/
小児腫瘍外
来

木下 明俊

東海大学医学
部付属病院

小児科/
血液・移植
外来
小児科

矢部 普正

福井大学医学
部附属病院
山梨大学医学
部附属病院

小児科

谷澤 昭彦

小児科

長野県立こども
病院

血液腫瘍科

杉田 完爾
犬飼 岳史
合井久美子
坂下 一夫
柳沢 龍

岐阜市民病院
（新規受入無）

小児血液
疾患ｾﾝﾀｰ

篠田 邦大

浜松医科大学
医学部附属病
院

小児科
/CCS 外来

坂口 公祥

名古屋第一
赤十字病院

小児科/移
植後フォロー
アップ外来

加藤 剛二

新潟県立がん
ｾﾝﾀｰ新潟病院

連絡先

小川 淳

TEL：045‐787‐2800
FAX：045‐787‐0461
〒236-0005 神奈川県横浜市金沢区福浦 3-9
E-mail：kaji6485@yokohama-cu.ac.jp
URL:http://www.yokohama-cu.ac.jp/fukuhp/
TEL：044‐977‐8111
FAX：044‐976‐8603
〒256-8511 神奈川県川崎市宮前区菅生 2-16-1
E-mail：a-kino@marianna-u.ac.jp
URL:http://www.marianna-u.ac.jp/pediatrics/
TEL：0463‐93‐1121
〒259-1193 神奈川県伊勢原市下糟屋 143
TEL：025‐266‐5111
FAX：025‐233‐3849
〒951-8566 新潟県新潟市中央区川岸町 2-15−3
TEL：0776‐61‐3111
FAX：0776‐61‐8129
〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23−3
TEL：055‐273‐9606
FAX：055‐273‐6754
〒409-3898 山梨県中央市下河東 1110
TEL：0263‐73‐6700
FAX：0263‐73‐5432
〒399-8288 長野県安曇野市豊科 3100
URL:http://nagano-child.jp/
TEL：058‐251‐1101
FAX：058‐254‐0108
〒500-8513 岐阜県岐阜市鹿島町 7-1
E-mail: kshinoda@gmhosp.gifu.gifu.jp
URL:http://gmhosp.jp/
TEL：053‐435‐2312
FAX：053‐435‐2311
〒431-3192 静岡県浜松市東区半田山 1-20-1
URL:http://www2.hama-med.ac.jp/w1b/pediatr/index.ht
ml
TEL：052‐481‐5111
FAX：052‐482‐7733
〒453-8511 愛知県名古屋市中村区道下町 3-35
E-mail: kokato@nagoya-1st.jrc.or.jp
URL:http://www.nagoya-1st.jrc.or.jp/

藤田保健衛生
大学病院

小児科

工藤 寿子

小牧市民病院
（新規受入無）

小児科

大野 敏行

TEL：0562‐93‐9251
FAX：0562‐95‐2216
〒470-1192 愛知県豊明市沓掛町田楽ヶ窪 1-98
URL:http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL1/
TEL：0568‐76‐4131
FAX：0568‐76‐4145
〒485-8520 愛知県小牧市常普請 1-20
URL:http://www.komakihp.gr.jp/
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病院名
三重大学医学
部附属病院

京都府立医科
大学附属病院

国立病院機構
京都医療ｾﾝﾀｰ
※新規患者
年齢制限有
大阪府立母子
保健総合医療
センター
大阪市立総合
医療センター

診療科及び
外来名称
小児科/
血液腫瘍
長期フォロー
アップ外来
小児科/
長期フォロー
アップ外来、
小児がん経
験者のため
の相談窓口
小児科

血液・腫瘍
科/長期フォ
ローアップ
外来
小児血液腫
瘍科/定期
健診外来

担当医師
堀 浩樹
出口 隆生

TEL：059‐232‐1111
〒514-8507 三重県津市江戸橋 2-174
URL:http://www.hosp.mie-u.ac.jp

細井 創
三沢あき子

TEL：075‐251‐5567
〒602-8566 京都府京都市上京区河原町通広小路上ル
梶井町 465
URL:
http://www.f.kpu-m.ac.jp/k/ped/cancer/visitors.html

秋山 祐一

TEL：075‐641‐9161
FAX：075‐643‐4325
〒612-8555 京都府京都市伏見区深草向畑町 1-1

井上 雅美

TEL：0725‐56‐1220
〒594-1101 大阪府和泉市室堂町 840
URL:http://www.mch.pref.osaka.jp/

原 純一
藤崎 弘之
岡田 恵子
仁谷 千賀

TEL：06‐6929‐1221
FAX：06‐6929‐1091
〒534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通 2-13−22
E-mail：j-hara@hospital.city.osaka.jp
URL:http://www.osakacity-hp.or.jp/ocgh/
TEL：06‐6879‐3932
FAX：06‐6879‐3939
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2
E-mail：areken@ped.med.osaka-u.ac.jp
URL:http://www.med.osaka-u.ac.jp

大阪大学医学
部附属病院

小児科/
血液・長期
外来

橋井 佳子

大阪大学医学
部附属病院

脳神経外科

香川 尚己

近畿大学医学
部附属病院
松下記念病院

小児科

坂田 尚己

小児科/長
期（移植後）
フォローアップ
外来
小児科

石田 宏之

小児科/血
液外来

川村 尚久

市立豊中病院

独立行政法人
労働者健康福
祉機構大阪労
災病院

連絡先

TEL：06‐6879‐3652
FAX：06‐6879‐3659
〒565-0871 大阪府吹田市山田丘 2-2
E-mail：nkagawa@nsurg.med.osaka-u.ac.jp
URL:http://www.nsurg.med.osaka-u.ac.jp
TEL：072‐366‐0221
FAX：072‐368‐1566
〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2
TEL：06‐6992‐1231
〒570-8540 大阪府守口市外島町 5-55
URL:http://phio.panasonic.co.jp/kinen/index.htm

茶山 公祐

TEL：06‐6843‐0101
FAX：06‐6858‐3531
〒560-8565 大阪府豊中市柴原町 4-14-1
E-mail：mdchayama@gmail.com
URL:http://www.chp.toyonaka.osaka.jp
TEL：072‐252‐3561
FAX：072‐255‐6237
〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町 1179-3
E-mail：k-crimson@orh.ｇo.jp
URL:http://www.orh.go.jp/
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病院名
神戸大学医学
部附属病院

診療科及び
外来名称
小児科

担当医師
早川 晶

兵庫県立塚口
病院

小児科

宇佐美郁哉

日本赤十字社
和歌山医療
センター

小児科/
血液腫瘍外
来

濱畑 啓悟

島根大学医学
部附属病院

小児科

金井 理恵

岡山大学病院

小児血液･
腫瘍科

小田 慈

広島大学病院

小児科/
長期フォロー
アップ外来

小林 正夫

広島赤十字・
原爆病院
国立病院機構
呉医療センター

小児科

浜本 和子

小児科

宮河真一郎

山口大学医学
部附属病院

小児科

市村卓也
下村麻衣子
大賀正一

徳島大学病院

小児科

渡辺 浩良

国立病院機構
四国こどもとおと
なの医療ｾﾝﾀｰ

小児血液腫
瘍内科

岩井 艶子

愛媛県立中央
病院

小児医療
センター

石田也寸志

高知赤十字病
院

小児科

阿部 孝典

国立病院機構
九州がんｾﾝﾀｰ

小児科

岡村 純

連絡先
TEL：078‐382‐6090
FAX：078‐382‐6099
〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町 7−5−2
E-mail：askkhykw@med.kobe-u.ac.jp
TEL：06‐6429‐5321
FAX：06‐6422‐7405
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町 6-8-17
E-mail：usamipho@gmail.com
TEL：073‐422‐4171
FAX：073‐426‐1168
〒640-8558 和歌山県和歌山市小松原通 4－20
URL:http://www2.kankyo.ne.jp/nisseki-w/
TEL：0853‐20‐2219
FAX：0853‐20‐2215
〒693-8501 島根県出雲市塩冶町 89-1
TEL：086‐235‐6901
FAX：086‐235‐6901
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町 2-5-1
E-mail：megoda@md.okayama-u.ac.jp
URL:http://www.hsc.okayama-u.ac.jp/hos/
TEL：082‐257‐5473
FAX：082‐257‐5214
〒734-8551 広島県広島市南区霞 1-2-3
E-mail：masak@hiroshima-u.ac.jp
TEL：082‐241‐3111
FAX：082‐546‐1501
〒730-8619 広島県広島市中区千田町 1-9-6
TEL：0823‐22‐3111
FAX：0823‐21‐0478
〒737-0023 広島県呉市青山町 3-1
URL:http://www.kure-nh.go.jp/
TEL：0836‐22‐2258
FAX：0836‐22‐2257
〒755-8505 山口県宇部市南小串 1-1-1

TEL：088‐633‐7135
FAX：088‐631‐8697
〒770-8503 徳島県徳島市蔵本町 2−50−1
URL:http://www.tokushima-hosp.jp/index.html
TEL：0877‐62‐1000
FAX：0877‐62‐6311
〒765-8507 香川県善通寺市仙遊町２−１−１
E-mail：iwai-t@shikoku-med.jp
URL:http://shikoku-med.jp/
TEL：089‐947‐1111
FAX：089‐943‐4136
〒790-0024 愛媛県松山市春日町 83
E-mail：yaishida2009@yahoo.co.jp
URL:http://www.eph.pref.ehime.jp/epch
TEL：088‐822‐1201
FAX：088‐822‐1056
〒780-8562 高知県高知市新本町 2－13−51
TEL：092‐541‐3231
〒811-1395 福岡県福岡市南区野多目 3-1-1
E-mail：jyokamur@nk-cc.go.jp
URL:http://www.ia-nkcc.jp/
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九州大学病院

診療科及び
外来名称
小児科

古賀 友紀

長崎大学病院

小児科

岡田 雅彦

宮崎大学医学
部附属病院
鹿児島大学病
院

小児科

盛武 浩

小児科/長
期フォローア
ップ外来
小児科/
移植後長期
フォローアップ
外来

岡本 康裕

病院名

琉球大学医学
部附属病院

担当医師

百名 伸之

連絡先
TEL：092‐642‐5093
FAX：092‐642‐5100
〒812-8582 福岡県福岡市東区馬出 3−1−1
E-mail：yuuki-k@pediatr.med.kyushu-u.ac.jp
URL:http://www.med.kyushu-u.ac.jp/pediatr/
TEL：095‐819‐7298
FAX：095‐819‐7301
〒852-8501 長崎県長崎市坂本 1-7-1
TEL：0985‐85‐1510
FAX：0985‐85‐0989
〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原 5200
TEL：099‐275‐5791
FAX：099‐275‐5791
〒891-0103 鹿児島県鹿児島市桜ケ丘 8-35-1
TEL：098‐895‐3331
FAX：098‐895‐1449
〒903-0215 沖縄県中頭郡西原町字上原 207
E-mail：hyakunan@med.u-ryukyu.ac.jp
URL:http://www.ryukyubmtc.jp/index.jsp

このハンドブックに掲載されている長期フォローアップ外来・
相談できる開業医・小児がん経験者の会・サポートステーション
等支援施設は、掲載の許可をいただいた施設であり、
情報は 2014 年 11 月 19 日現在のものです。
お住まいの地域の情報がなくても、ご紹介できる場合があります
ので、当会までお問い合わせください。
また、掲載している情報は今後、変更や追加などが生じる可能
性があります。情報の更新は随時、当会ホームページで行う
予定です。

がんの子どもを守る会ホームページ
http://www.ccaj-found.or.jp
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相談できる開業医一覧
血液腫瘍を専門に診療された後に開業された相談に乗っていただける先生の一覧
です。受診要件なども施設によって異なりますので、必ず連絡をしてから受診してくだ
さい。許可をいただいた先生を掲載しておりますので、この一覧に掲載されていない場
合でも地域によっては相談に乗っていただける先生もいらっしゃいます。ご不明な点が
ありましたら、がんの子どもを守る会ソーシャルワーカーまでお問い合わせください。
施設名

医師名

標榜診療科

かわかみこどもクリニッ
ク

川上 哲夫

小児科

2014 年 11 月 19 日現在
連絡先
TEL：048‐789‐3110

FAX：048‐789‐3113

〒362‐0061 埼玉県上尾市藤波 3－188
E-mail：tkawakami@wbh.nifty.com
URL:http://homepage3.nifty.com/kodomoclinic/

あおぞら診療所新松
戸

前田 浩利

内科/
小児科

ＴＥＬ：047‐309‐7200

FAX：047‐309‐7211

〒270‐0034 千葉県松戸市新松戸 3－15
E-mail：info-shinmatsudo@harutaka-aozora.jp
URL:http://harutaka-aozora.jp/

おおしまこどもクリニッ
ク
萩沢医院

TEL：03‐5762‐5272

大嶋 政明

FAX：03‐5762‐5273

〒140‐0013 東京都品川区南大井 3－16－11
萩澤 進

小児科

TEL：03‐3774‐4946
〒140‐0015 東京都品川区西大井 5－9－20
URL:http://www.hagisawa-iin.jp/

大川こども内科クリ
ニック

大川 洋二

小児/
内科/
アレルギー科

TEL：03‐3758‐0920

小児科/
アレルギー科
/皮膚科

TEL：03-3557-7950

小児科/思
春期小児科

TEL：03‐5935‐7861

FAX：03‐3758‐0059

〒146‐0095 東京都大田区多摩川 1－6－16
E-mail：info@ocfc.jp
URL:http://www.ocfc.jp

医療法人柔和会
藤澤こどもクリニック

大泉学園こども・
思春期クリニック

藤澤 孝人

齋藤 正博

〒176-0012 東京都練馬区豊玉北 6-6-6
FAX：03‐5935‐7862

〒 178‐ 0068 東 京 都練 馬 区東 大 泉 6 － 47 － 18
ドクターズポート大泉学園
URL:http://oizumi-kodomo.com

ひばりこどもクリニック

高山 順

小児科/
アレルギー科

TEL：042‐438‐8824

FAX：042‐438‐8818

〒188-0001 東京都西東京市谷戸町 3-11-9 長谷川
ビル 1 階
URL:http://www.hibari-kodomo.com/

ひろみこどもクリニック

七条 裕美

小児科/
内科

TEL：042‐501‐0088

FAX：042‐577‐5225

〒186-0004 東京都国立市中 2-20-9
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施設名
やすだこどもクリニック

医師名
保田由喜治

標榜診療科
小児科/
内科

連絡先
TEL：042‐725‐9056

横田小児科医院

横田俊一郎

小児科

TEL：0465‐34‐0666

〒194-0032 東京都町田市本町田 920-1
FAX：0465‐35‐0756

〒250‐0051 神奈川県小田原市北ノ窪 515－3
URL:http:// www.ycc.or.jp
医療法人田中病院

田中 宗史

小児科

TEL：026‐243‐1263

FAX：026‐259‐0950

〒381‐0037 長野県長野市西和田 1－29－8
URL:http://www.tanaka-hp.com
やぶたこどもクリニック

磯貝 光治

小児科

TEL：058‐278‐5255

FAX：058‐278‐5258

〒500‐8384 岐阜県岐阜市薮田南 3－6－4
E-mail：isogai@ykclinic.jp
小児科おくだ医院

医療法人よこばやし
医院

奥田 晃朗

横林 文子

小児科/
内科/
アレルギー科
小児科/
内科/
アレルギー科

TEL：077‐510‐0620

FAX：077‐510‐0621

〒520‐0813 滋賀県大津市丸の内町 9－35
TEL：075‐922‐2468

FAX：075‐922‐7801

〒617‐0004 京都府向日市鶏冠井町山畑 39－1
E-mail：ayako1@wondernet.ne.jp
URL:http://www.yokobayashi.com

むちキッズクリニック

鞭 熙

TEL：0773‐62‐0309

ちゆこどもクリニック

金 智裕

TEL：06‐4305‐6951

FAX：0773‐62‐0372

〒625‐0036 京都府舞鶴市浜 451－2
〒543‐0043 大阪府大阪市天王寺区勝山 3－6－8
ＳＬビル 2Ｆ
URL:http://chiyukodomo-clinic.com/
小児科さとうクリニック

佐藤 貴

小児科

TEL：082‐250‐2311

FAX：082‐250‐2310

〒734-0014 広島県広島市南区宇品西 3-1-45-3
URL:http://www.pedclinsato.jp/
いまいこどもファミリー
クリニック

今井 正

小児科/
血液内科

TEL：087‐813‐8048

FAX：087‐813‐8348

〒761-0102 香川県高松市新田町甲 658-7
URL:http://www.imaikfc.com

あけぼの小児クリニッ
ク

石本 浩市

まつざき小児科医院

松崎 彰信

小児科/
内科

TEL：088‐878‐6611

FAX：088‐878‐6612

〒783-0092 高知県南国市田村乙 1992-1
E-mail：ishimoto@mvg.biglobe.ne.jp

小児科

TEL：092‐731‐6720
〒810‐0067 福岡県福岡市中央区伊崎 10－42
URL:http://www1.bbiq.jp/matsuzakikids/

ながとし小児科

永利 義久

小児科

TEL：092‐435‐3501

FAX：092‐435‐3502

〒812-0893 福岡県福岡市博多区那珂 1-2-4
URL:http://www.peds-nagatoshi.jp
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施設名
よしもと小児科

医師名
吉本 寿美

標榜診療科
小児科

連絡先
TEL：096‐233‐2520

FAX：096‐233‐2521

〒869‐1102 熊本県菊池郡菊陽町原水 1156－2
E-mail：info@yoshimoto-kids.com
URL:http:// yoshimoto-kids.com/
ぐしこどもクリニック

具志 一男

小児科

TEL：098‐851‐3102

FAX：098‐851‐9105

〒901‐0244 沖縄県豊見城市宜保 291－1 階

当会で発行している冊子 2014 年 11 月 19 日現在
ご希望の方はお問い合わせください。当会ホームページからダウンロードも可能です。
「子どものがん ～病気の知識と療養の手引き～」
子どものがんご両親を対象に、医療及び生活上での諸問題をわかりやすく解説したものです。病気についてだけ
ではなく、病気の子どもに対する理解を深める上で、役立つと評判です。
「がんとたたかう子とともに（発病後日の浅い患児のご家族へ）」
がんとたたかう子とともに小児がんと診断されて、日の浅い方々への、 先輩の患児家族からのメッセージです。
これから始める療養生活に役立つ参考書として、活用されています。
病気別のリーフレット
1.白血病 2.悪性リンパ腫 3.脳腫瘍 (小児内科医の立場から) 4.脳腫瘍 (脳神経外科医の立場から) 5.神
経芽腫 (小児内科医の立場から)6.神経芽腫 (小児外科医の立場から) 7.肝がん・腎がん・胚細胞腫 8.横
紋筋肉腫 (小児内科医の立場から) 9.横紋筋肉腫 (小児外科医の立場から) 10.骨肉腫 11.ユーイング肉腫
12.網膜芽細胞腫 13.その他の腫瘍 14.腫瘍に関わる（遺伝的）疾患 15.造血幹細胞移植 16.晩期合併症
「この子のためにやれることターミナル期のお子さんをおもちのご両親のために」 ※ダウンロードのみ
「小児がん患児とその家族の支援に関するガイドライン（改訂版）」
小児がん患児とその家族の支援に関するガイドライン地域における理想的な小児がん医療の実現の一助として、
患児とその家族に対する支援活動を行う際のガイドラインとなるものです。
「がんの子どもの教育支援に関するガイドライン」
がんの子どもの教育支援に関するガイドライン小児がんの子どもたちの教育環境がより良いものになることを願い、
多くの関係者の意見を取り入れたガイドラインです。小児がんのみならず多くの入院児にもあてはまり、病気療
養中の子どもに携わる多くの関係者に活用されることを願うものです。
「小児がん経験者のためのガイドライン －よりよい生活をめざして－」
本ガイドラインは主として小児がん経験者（long-term survivor）を対象とし、加えて家族、医療関係者、教育
関係者、将来小児がん医療に携わることを目指している学生などにも役立つように作成したものです。作成にあ
たっては小児がん診療に携わっている医師・看護師、教育関係者、ソーシャルワーカー、親、小児がん経験者が
執筆、学会などでの議論を経て完成いたしました。
「この子のためにできること 緩和ケアのガイドライン」
本ガイドラインは小児がんの子どもとその家族だけではなく、小児がんの子どもを支えるすべての人を対象に、ター
ミナル期の子どもの様子や、その周辺の状況を理解する一助となるように作成したものです。
「きょうだいについて語ろうーガイドライン作成に向けてー」報告書
2013 年 12 月に開催したワークショップの報告書です。様々な立場からのきょうだいについて話を掲載しています。
「小児がんの子どものきょうだいの気持ち」
小児がんの子どものきょうだいの気持ち」
2014 年 2 月にきょうだいにまつわる体験談及びきょうだいのガイドラインに関しての意見募集を行った際に寄せて
いただいた体験談と、会報「のぞみ 158 号」に掲載したきょうだいの座談会を再掲しています。
「小児がん患児の保護者のための働き方ガイド（仮称）」（
「小児がん患児の保護者のための働き方ガイド（仮称）」（2014
保護者のための働き方ガイド（仮称）」（2014 年度発行予定）
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全国の小児がん経験者の会一覧
治療を終えた小児がん経験者が全国各地で小児がん経験者同士の交流の
場を設けています。当会では小児がん経験者の会の立ち上げや運営も支援し
ています。小児がん経験者の会を立ち上げたい、運営に悩みがあるなどの場合
はがんの子どもを守る会のソーシャルワーカーにご連絡ください。
2014 年 11 月 19 日現在
名称

まりも

活動地域
会の紹介

北海道
活動場所
札幌市内
現在、10 名弱のメンバーが登録し、不定期に札幌市内のカフェで集まって交流しています。メンバーの
年齢層は 10 代～30 代です。小児・青年期に闘病経験のある方で、まりもの活動趣旨を理解し、共
感してくれる方の参加を広くお待ちしています。
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL03-5825-6312/E-mail:nozomi@ccaj-found.or.jp）

連絡先

名称

ささかま

活動地域
会の紹介

宮城県
活動場所
仙台市内
2013 年に仙台で発足し、現在は 10 代～30 代のメンバー8 人ほどで活動しています。年に 4 回程
度集まる機会を設け、お茶やお菓子を食べながら、病気のことを話したり、病気とは関係なくても近況
報告をしたり、メンバーの誕生日のお祝いをしたりと、年齢・性別問わず楽しく気楽に交流しています。
秋には、がんの子どもを守る会宮城支部と合同で芋煮会を開催し、小児がん経験者、親、きょうだ
い、その他家族など関係者が集まり、皆で芋煮を楽しみながら交流する機会も持っています。まだ始
まったばかりの会なので、今後メンバーの希望も取り入れながら、活動の仕方を考えていきたいと思って
いるところです。
自分の病気を知っている方、そしてささかまの活動を理解して、自ら参加したいと思って下さる方ならど
なたでも参加できます。宮城県内はもちろん、県外からのご参加も大歓迎です。お気軽にお問合せ・
ご参加ください。
cc_sasakama@yahoo.co.jp

連絡先

名称
活動地域
会の紹介

連絡先

Ferrow Tomorrow（
（F・
・T）
）
全国
活動場所
東京都内
現在、10 代～30 代のメンバーが 20 名ほど登録しています。集まりとしては、毎年 6 月に総会、
2,9,12 月に定例会、1 月～3 月の期間に他の地域の経験者グループとの交流会を行っています。参
加条件としては、自分の病状や病名を知っていること、FT の活動の趣旨を理解していること、FT に参
加したいという意志をもっていることです。「マイペースだけど着実に一歩ずつ進めて活動する」というカメ
のロゴマークで楽しく活動しています。気軽に参加してください。
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL03-5825-6312/E-mail:nozomi@ccaj-found.or.jp）

名称

オークの木

活動地域
会の紹介

新潟県
活動場所
新潟県立がんセンター新潟病院
入院している子ども達のために、年 2 回病院内で夏祭りとクリスマス会を開催しています。また、年数
回、定期的に定例会を開き、イベントなどの話し合いもしています。その他にもボランティア（小児がん
のイベントなど）を頼まれるとお手伝いに行く事もあります。参加資格：告知を受けている方、小児がん
経験者本人
oaks_tree123@yahoo.co.jp

連絡先

27

名称
活動地域
会の紹介

連絡先

WISH
愛知県
活動場所
名古屋市
20 代、30 代のメンバーが 10 名ほど登録し、定例会（年 2 回）や親睦会（年 1 回）などで交流を深め
ています。また、年に一度、他地域の経験者の会との合同定例会を開催し、地域の垣根を越えた経
験者同士の交流も深めています。
WISH への参加の条件は、自分の病名・病状を知っていること、WISH の活動趣旨を理解しているこ
と、WISH に参加したいという意志を持っていること等です。いつも気軽に集まって楽しくお話をしていま
す。ご興味のある方は是非ご連絡ください
wish200x@gmail.com
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL：03-5825-6312）

名称

つながりの会

活動地域
会の紹介

近畿圏など
活動場所
近畿圏内が多いです
2014 年の 8 月に１度、経験者の方と集まり、いろんな体験談や雑談をした、立ち上げたばかりの会で
す。これからは参加してくださる方の希望を聞きながら、いろんなイベントをしていこうと思っています。
ぜひ参加したい！少し興味があるという方でも大歓迎です！
小児がん経験者の方はいつでも結構なのでご連絡おまちしています。
森下 裕二 tunagarimail@yahoo.co.jp

連絡先

名称
活動地域
会の紹介

連絡先

名称
活動地域
会の紹介

連絡先

MAKTY
広島県・山口県
活動場所
広島市内
20,30 代のメンバーが中心となり、現在 10 名ほどで活動し、お話会や季節のイベントなど広島市内で
年に 3 回行っています。参加条件は小児がん、小児血液疾患などの小児難病を経験し告知（病気
の説明）を受けていること、MAKTY の活動に興味を持ち参加したいという気持ちを持っていることで
す。MAKTY は『同じ病気を経験した仲間の力になりたい』と思っています。
がんの子どもを守る会 広島支部（広島大学病院小児科学教室内：082-257-5212）
MAKTY 連絡係 綱本 makty_hiroshima@yahoo.co.jp

Purity
愛媛県
活動場所
愛媛県立中央病院構内のファミリーハウス
Purity とはハワイの言葉で、海の水平線と空の色がほぼ同じになり境界線がほとんどわからない様子
を意味しています。がん経験者と健常者の境界がなくなる願いをこめて、このグループ名は名づけられ
ています。治った多くのがん経験者が本当の意味で病気を克服しようと懸命に頑張っていますが、一
人では解決できないこともあります。そのためにがん経験者が集まって、お互いの経験や悩みを分かち
合い、それぞれの問題を解決するため結成しました。自分の病名を知っていて理解している方であれ
ば参加 OK です。現在は、20 代～30 代のメンバーが 10 名ほど登録して交流しています。
cat_teacher@i.softbank.jp

名称

四つ葉のクローバー

活動地域
会の紹介

香川県
活動場所
香川県内
香川小児病院（現：四国こどもとおとなの医療センター）で治療を受けた 5 名程度のメンバーが年に 1
回程度集まっています。小児がんを経験されていること、自分の病状、病名を理解していること、自分
の意志で参加したいと思っている事が参加条件となります。
四国こどもとおとなの医療センター 小児科 岩井艶子先生
iwai-t@shikoku-med.jp / TEL：0877-62-1000

連絡先
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名称
活動地域
会の紹介

連絡先

名称
活動地域
会の紹介

連絡先

名称
活動地域
会の紹介

連絡先

名称
活動地域
会の紹介

連絡先

Smile Days
久留米大学病院近郊
活動場所
久留米大学病院
1998 年（平成 10 年）7 月に九州で初めて結成された小児がん経験者の会です。 主に、久留米大
学病院の小児科で治療をされた 10 代～30 代（年齢の上限なし）のメンバーたちで構成されていて、
現在の参加メンバーは約 50 名です。 団体名称の由来は 「小児がん経験者が病を乗り越えて笑顔
（Smile）の日々（Days）であるように」。 春にお花見、初夏に総会、12 月上旬にクリスマス会など年
数回のイベントや、経験者同士の話し合う場として定例会や、非公式に集まって心置きなく楽しむお
茶会や食事会など、さまざまな形で仲間たちが集えるよう運営に工夫をしています。また、小児がんに
関わる講演、交流、支援、広報といった活動も積極的に行っています。
【Smile Days への参加条件】中学生以上であること・自分の病名や体の状況を理解していること・活
動の趣旨を理解し、参加したいという意志をご自身が持っていること
※現在は、久留米大学病院での治療経験者のみ参加を受け付けています。
smiledays2525renraku@yahoo.co.jp ※メールの受け取りはリーダーが行っています。

NPO 法人にこスマ九州
福岡を中心に九州・山口
活動場所
福岡県
「広げよう笑顔の輪」をキャッチフレーズに、小児がん経験者と医師、看護師、臨床心理士等の医療
スタッフがともに運営を行っています。
3 月と 8 月に小児がん経験者の交流キャンプ「にこスマキャンプ」を行うほか、17 歳以上の小児・若年
性がん経験者のお話会「にこトーク」、家族と一緒に参加できる「家族の集い」などのイベントを行って
います。参加するみなさんが楽しく笑顔になるようなイベントを目指して活動しています。ホームページ
(http://nicosuma.net)や Facebook に情報を掲載していますのでぜひご覧ください。
代表 info@nicosuma.net

九州沖縄広域小児がんネットワーク
（クールプラス）
九州沖縄広域小児がんネットワーク QOL+（クールプラス）
九州・沖縄・山口
活動場所
北部九州中心
クールプラス（QOL＋）は、九州・沖縄の小児がん経験者・支援者たちのネットワークを構築することを
目的とした団体です。九州・沖縄の各地にいる小児がん経験者たちが、治療が終わり、孤独感、就
職、恋愛、結婚などのライフイベントで直面した問題などをいかにして乗り越えるかということを先輩小
児がん経験者の体験や、支援者の方々のノウハウを通して今を生きている小児がん経験者やそのご
家族に伝え、サポートを出来るようにしたいと思い発足にいたりました。
〈参加条件〉【小児がん経験者】小児がん(血液がん・固形腫瘍)、またはそれに準ずる病気を経験
し、自分の病名・病状を理解している方(年齢不問・但し未成年の方はご家族の承諾が必要)※いま
悩んでいる方、すでに悩みを乗り越えた方、後輩に自分の経験を役立てたいと思う方など
※詳しくはお問い合せくださいませ。
代表 林 志郎 kyusyu.okinawa.qolplus@gmail.com

Ti-da わらばーむ
沖縄県
活動場所
主に沖縄県中南部
沖縄県地域統括相談支援センター主催により 15 名程のメンバーで活動しています。 第１回の交流
会は平成２５年５月１２日に行われ、それ以後は隔月で交流会やイベントを行っております。
「Ti-da わらばーむ」の会の名称は「てぃーだ」「わらばー」「笑」「バウムクーヘン」という単語から成り立って
いて「バウムクーヘン」は参加者の１人がバウムクーヘン屋さんの店長さんをしており、この単語に「子ど
もの将来の夢」と「バウム」の持つ意味「年輪→みんなの輪」という意味もこめて名称に使いました。
がんの子どもを守る会ソーシャルワーカ―（TEL03-5825-6312/E-mail:nozomi@ccaj-found.or.jp）
（連絡先未定のため）
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サポートステーション等支援施設一覧
社会に出ていくこと、働くことに悩みを持つ方やご家族の支援を専門にしており、掲
載の許可をいただいた施設の一覧です。利用形態や要件、料金など、施設によっ
て異なりますので、詳細については各施設にお問い合わせください。
2014 年 11 月 19 日現在
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地

オホーツク若者サポートステーション
〒090-0064 北海道北見市美芳町 5-2-13 ライズビル 1F
北海道オホーツク総合振興局管内
http://sp.npo-wf.com
社会福祉士 1 名、社会福祉主事 1 名、社会保険労務士 1 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
働くことについて悩みをもつ若者の相談にのり、一緒に考え、自立を目指します。外出や人・集団
に慣れるための居場所的利用から、手芸、運動等を通じたグループ活動、コミュニケーション力を
向上させるグループワーク、清掃などの職場体験、履歴書の書き方や面接指導まで行っている。
月に 1 回「家族のためのティータイム」も実施している。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

ＮＰＯ法人ワーカーズコープ とまこまい若者サポートステーション
〒053-0025 北海道苫小牧市本町 1-1-4 コーポハマナス 1F
北海道胆振、日高地方
http://tm-saposute.roukyou.gr.jp/
キャリアカウンセラー1 名、認定心理士 1 名、その他 5 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
厚生労働省認定事業で、15 歳～39 歳までの若者の職業的自立を支援する施設です。あなた
の段階に合わせて、「相談」をし、「計画」を立てて、「体験」を行いながら「確認｣｢見直し｣を繰り
返してあなたの目標に向かってサポートします。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

北海道ひきこもり成年相談センター

利用料金

〒003-0029 北海道札幌市白石区平和通 17 丁目北 1 番 13 号 こころのリカバリー総合支援
センター内
北海道（原則札幌市民以外）
http://www.kokoro-recovery.org
精神保健福祉士 2 名(うち 1 名社会福祉士取得者)
☑ 本人（対象年齢：概ね 18 歳以上） ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 ☑その他（）
北海道における「ひきこもり対策」を推進するための核となる「北海道ひきこもり成年相談センタ
ー」を設置の上、支援コーディネーターを配置し、第 1 相談窓口としての機能を果たすとともに、関
係機関と連携の上、全道の支援ネットワークの構築を図るものとし、①相談支援・アウトリーチ
②支援ネットワークの構築 ③普及啓発 ④ひきこもりサポーター養成研修事業を行う
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地
対象エリア
URL

〒007-0032 北海道札幌市東区東雁来 12 条 4 丁目 1-5
札幌市
http://www.harunire.or.jp/ogaru/index.html

対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

札幌市自閉症・発達障がい支援センターおがる
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利用料金

臨床心理士 2 名、社会福祉士、1 名、臨床発達心理士 2 名
☑ 本人（対象年齢：全年齢）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（支援者の方など）
電話（011-790-1616）でお申込み受付をして来所相談（基本 3 回まで）となります。主業務は
機関コンサルテーションです。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地

〒030-0803 青森県青森市安方 1-1-40 青森県観光物産館アスパム 3F

スタッフ資格
主な対象者
支援内容

対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

若年者就職支援センター ジョブカフェあおもり

利用料金

特になし
http://www.jobcafe-aomori.jp
スタッフ数 27 名 キャリアカウンセラー5 名、専門職カウンセラー1 名 臨床心理士 1 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～45 歳未満） □ 保護者 □ 保護者以外の親族 □その他（）
仕事に関する相談や情報収集、各種セミナー等、働きたい皆さんの就職活動をサポートする若
者の強い味方となる施設です。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地

〒021-0881 岩手県一関市大町 4-29

対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
主な対象者

支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

いちのせき若者サポートステーション
一関市、平泉町、奥州市、金ヶ崎町、大船渡市、陸前高田市、住田町
http://ichisapo.jp/
社会福祉士 2 名、社会福祉主事 2 名、心理士 1 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）あくまで就労の意志のある方
☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
就職に関する相談、セミナー・職場体験、ワークショップ(体験型)ボランティア含、面接・履歴書の
作成への支援 一人一人に合う支援計画を立て、じっくりよりそい型支援を心がけています。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

ジョブカフェいわて
〒020-0024 岩手県盛岡市菜園 1-12-18 盛岡菜園センタービル 5F
岩手県内
http://www.jobcafe-i.jp
☑ 本人（対象年齢：15 歳～35 歳くらいまでの方）
☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □ その他（）
岩手県が設置している若者のための仕事・就職のサポート施設です。15 歳～35 歳位までの方
を対象に就職活動、仕事に関する相談に専門のスタッフがじっくりお応えしているほか、応募書類
の書き方・面接対策の個別対応や、就職活動に役立つセミナーやイベントも定期的に開催して
います。また、子どもの就職や仕事に関する保護者のみなさまからの相談も受付しています。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

山形県精神保健福祉センター内自立支援センター巣立ち
山形県精神保健福祉センター内自立支援センター巣立ち(
祉センター内自立支援センター巣立ち(ひきこもり相談支援窓口)
ひきこもり相談支援窓口)
〒990-0021 山形県山形市小白川町 2-3-30
山形県内にお住まいの方
ひきこもり支援コーディネーター2 名(左記 2 名は専任従事者数です。その他、精神保健福祉セ
ンター職員がバックアップしています)
☑ 本人（対象年齢：主に義務教育終了後から青年期の方）
☑ 保護者 □ 保護者以外の親族 □その他（）
ひきこもりの問題を抱える本人や家族などで、どこに相談すればいいかわからない方々のはじめの
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利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格

相談窓口(第一次相談窓口)です。相談者のニーズに応じた適切な支援機関を紹介し、直接
的な支援を得られるようにサポートしていきます。まずは電話（023-631-7141）でご相談ください。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

会津地域若者サポートステーション
〒965-0005 福島県会津若松市一箕町亀賀藤原 52 番地 ヨークベニマル一箕町店
福島県会津地域、南会津地域
http://job-sapo.com
スタッフ数 9 名（ICDS キャリアコンサルタント 1 名、臨床心理士 1 名 教員免許 4 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 □その他（）
会津地域若者サポートステーションは、働くことについて悩みを抱える 15 歳～39 歳の若者の就
労支援サービスを目的とした総合相談窓口です。個別的、継続的に地域のネットワークを活用
しながら職業的自立を支援します。キャリアコンサルティングやコミュニケーション講座、ビジネスマナ
ー講座、パソコン講座、職場体験、応募書類作成支援や面接練習等の各種支援プログラムを
行っております。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

特定非営利活動法人ビーンズふくしま

利用料金

〒960-8066 福島県福島市矢剣町 22-5
福島県北、県中を中心に活動
http://www.k5.dion.ne.jp/~beans-f/
正職員 34 名、委託職員 6 名、パート職員 2 名 (教員資格 7 名、臨床心理士 4 名、精神保
健福祉士 1 名、キャリアコンサルタント 2 名、他、幼稚園教員資格、保育士)
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）☑ 保護者 □ 保護者以外の親族 □その他（）
学校に行きにくさを抱える子どもたちのフリースクールにおける支援、働くことに関して悩んでいる若
者への若者サポートステーションにおける就労支援、ひきこもりに関する相談等、社会での生きに
くさを抱える子ども若者、そしてその家族への支援を実施。相談や居場所の提供、活動プログラ
ムの実施、事業によっては訪問にも対応。地域の関係機関(教育機関、福祉機関、就労機関)
と連携して支援を実施。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地

〒308-0848 茨城県筑西市幸町 3-17-16

主な対象者
支援内容

対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金

一般社団法人アイネット
全国（行政との連携地域は茨城県西 7 市 3 町）
8 名（社会福祉士 1 名、心理士 1 名、キャリアコンサルタント 2 名、産業カウンセラー1 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～） ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 ☑その他（関係者）
来所：各種就労支援の為のセミナー（履歴書・職務経歴書・自己 PR の書き方、社会人マナ
ー、面接対策、その他）、コミュニケーションスキル向上のためのセミナー、パソコン・プレゼンスキルア
ップの為のセミナー、職場体験･見学、スポーツ活動、心理相談等、仲間作りの為のイベント、ボ
ランティア活動、学習支援
訪問：心理相談、メンタルフレンド派遣（団体独自事業）
保護者相談（問題を抱えた子との接し方アドバイス、悩みのはきだし等）不登校、引きこもりの親
の会の開催
いばらき県西若者サポートステーション（茨城県筑西市西方 1790-29）も運営しており、15 歳～
39 歳はサポートステーションで、それ以外はアイネットで支援。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無
※サポステ利用対象者は無料
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名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者

支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

特定非営利活動法人つばさ （地域活動支援センターつばさ）
地域活動支援センターつばさ）
〒300-4525 茨城県筑西市寺上野 2068-4
茨城県
指導員 3 名
☑ 本人（対象年齢：特になし 精神障害を持つ方で来所できる方）
□ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
障害者の自立支援（生活、作業訓練、社会交流訓練）
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験

無

一般社団法人とちぎ青少年自立援助センター
〒329-1105 栃木県宇都宮市中岡本町 3772-12
全国
キャリアカウンセラー3 名 産業カウンセラー3 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
栃木県宇都宮市にて若年者の社会自立支援を合宿生活を通して行っております。自分らしく
自立できる形を、仲間と共に作りあげます。また地域若者サポートステーションも運営しています。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

千葉県ジョブサポートセンター（旧・千葉県求職者総合支援センター）
千葉県ジョブサポートセンター（旧・千葉県求職者総合支援センター）
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町 3-13 千葉 TN ビル 3F
千葉県（但し制限はしていない）
http://www.chiba-job.com
キャリアカウンセラー5 名 （2 級キャリア・コンサルティング技能士 2 名、ＣＤＡ2 名、ＧＣＤＦ1 名）、
産業カウンセラー3 名 他にハローワーク職業相談員 3 名
☑ 本人（年齢・対象制限なし。主に中高年・シニア・子育て中の女性など。働きたいと考えてい
る方ならどなたでも。小児がん経験者の場合、医師が働ける状態にあると診断した方）
□ 保護者 □ 保護者以外の親族 □ その他（）
千葉県と国（ハローワーク）が協力して、再就職に向けたさまざまな支援をワンストップで行っていま
す。ご利用いただけるサービスは①就職個別相談（方向性の相談、求人情報の探し方・応募書
類の作成・面接の受け方へのアドバイス、模擬面接の実施、職業適性検査の実施等）
②就職支援セミナー開催、③生活相談（住宅や貸付金制度等の担当窓口案内）、④各種情
報提供（職業訓練や面接会の窓口案内）、ハローワーク業務などです。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
不明

いちかわ・うらやす若者サポートステーション

利用料金

〒272-0122 千葉県市川市宝 2-10-18-1F
千葉県市川市、浦安市他
http://www.ichikawa-saposute.com
キャリアコンサルタント 8 名（うち産業カウンセラー2 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
働くことに悩みを抱えている若者に対し、本人の納得のいく進路選択に至れるようサポートしま
す。支援方法として、個別のカウンセリングを基調に、本人の状態に合わせたプログラム（ビジネス
マナー講座、職場体験、軽作業、パソコン講座等）の提供を通して、多角的な支援を目指して
います。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地

〒277-0004 千葉県柏市柏下 65-1 ウェルネス柏 3F

柏市地域生活支援センターあいネット
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対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格

柏市
社会福祉士 3 名 精神保健福祉士 4 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳及びそれ以外）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（関係機関）
病気や障害があってもなくても生活上の困りごとについて相談に応じます。情報提供、適切な機
関・団体につなぐ、必要に応じた直接的支援など継続した支援を行います。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

特定非営利活動法人ワーカーズコープ（しんじゅく若者サポートステーション）
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 3- 8-5 安永ビル 2F
指定なし
http://syss.roukyou.gr.jp/
常勤 4 名、非常勤 2 名（ＧＣＤＦ／ＪＣＤＡキャリアカウンセラー等 3 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（支援者、支援機関）
学校を卒業・中退後あるいは離職後一定期間無業の状態にあり、15 歳～39 歳までの方及び
その保護者の方を対象に個別相談を中心にセミナーや仕事体験など、ご本人の段階に合わせ、
1 人 1 人の変化・成長に寄り添いながら支援を行っていきます。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

さがみはら若者サポートステーション
〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本 6-2-1 橋本駅北口第一再開発ビル 6F 総合就
職支援センター内
なし
http://parasute.jp/
スタッフ 8 名 （うち社会福祉士 1 名、臨床心理士 1 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） 小児がん経験者の場合主治医が就労を認めていること
☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 □その他（）
さがみはらサポステでは、就労と自立に向けて、個別相談と各種プログラムの 2 本立てで支援を
行います。まず相談員が悩み事や困り事を伺い、課題やニーズの整理、目標の設定、支援計画
づくり等を相談しながら進めます。そこで設定した目標に向けて、適性検査や仕事準備講座に参
加する、仲間と一緒に活動や交流をする、働く人の体験談や苦労話を聞く、農業や加工品作り
を体験する、などの各種プログラムを利用していってもらいます。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

よこはま若者サポートステーション

利用料金

〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 1-11-15 横浜 ST ビル 3F
通所できる範囲
産業カウンセラー4 名、ＣＤＡ6 名、臨床心理士 4 名、精神保健福祉士 1 名、社会福祉士 1
名（平成 26 年現在）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）就労意欲のある方
□ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
個別相談、プログラム、社会資源とのネットワークを活用して、個別的、継続的に就労支援を行
っています。まず電話（045-290-7234）でご予約ください。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地

〒220-0044 神奈川県横浜市西区紅葉ヶ丘 9-1

主な対象者
支援内容

かながわ子ども・若者総合相談センター（神奈川県立青少年センター）
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対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
主な対象者

神奈川県内在住、在学、在勤
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100332/p453436.html
福祉職(社会福祉士、精神保健福祉士)、警察職、心理職、教育職、キャリアカウンセラー等、
計8名
☑ 本人（対象年齢：概ね 39 歳まで）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（(行政、医療機関関係者など）
当センターは子どもや若者（おおむね 39 歳まで）が抱える様々な悩みについての一時相談窓口で
ある。多様な専門職の他、ＮＰＯ相談･支援アドバイザーが相談を受けている。相談内容により、
助言や情報提供を行っている。また、必要に応じて、より適切な機関の紹介も行っている。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

特定非営利活動法人アンガージュマン・よこすか
〒238-0017 神奈川県横須賀市上町 2-4
全国
http://npoey.com/

支援内容
利用料金

☑ 本人（年齢制限なし）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（行政・医療・学校関係者等）
不登校、ひきこもりの当事者及び保護者への支援・フリースペース・学習サポート・就労支援・相談
□ 無料 □ 一部有料 ☑ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称

長岡地域若者サポートステーション

所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格

〒940-0033 新潟県長岡市今朝白 1-10-12 2F
長岡市、小千谷市、柏崎市、魚沼市、出雲崎町、刈羽村(その他市町村も受入可)
http://www.nagaoka-wsc.org
9 名 臨床心理士 1 名、産業カウンセラー1 名、介護福祉士 1 名、2 級キャリア・コンサルティン
グ技能士 1 名、キャリア・コンサルタント 2 名、教員資格 3 名(複数資格保持者含)
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
ご本人やご家族からの就労など社会的自立に関するご相談を受け付けています。ご本人と目標
設定と活動計画を立て目標に向けての支援を行います。また、就職活動のための「就労支援セ
ミナー」「コミュニケーショントレーニング」ボランティア活動などの軽作業を行う「総合活動」、進学や
資格取得のための「学習支援」などのプログラムや「職業人講和」「職場見学」「職場実習」も実
施しています。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

ＮＰＯ法人えちご若者元気塾

利用料金

〒942-0111 新潟県上越市頸城区片津 421-3 活動場所：上越市東城町 3-9-23
上越市
http://genkijuku.info
社会福祉士 1 名、産業カウンセラー2 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～） ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 □その他（）
「うちの実家、北出丸」にて活動中。誰もが、うちの実家として気軽に立ちよれる、帰ってこれる場
所を運営しています。世代をこえたつながりをめざしています。まずは気軽に訪問してみてください。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無
小児がん経験者の受入れ経験

名称
所在地
対象エリア
URL

〒930-0805 富山県富山市湊入船町 9-1 とやま自遊館 2F
富山県内（高岡市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町を除く）
http://www.youngjob-tym.jp/saposute/

富山県若者サポートステーション
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スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金

キャリアコンサルタント 6 名、臨床心理士 1 名、産業カウンセラー2 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（学校の先生、若者支援団体）
（１）個別相談 （２）「勤トレ（勤務トレーニング）」（月～金参加 期間最長 20 週間） （３）サポ
活ＧＯＧＯ（ＧＯＧＯ倶楽部、勤未来カフェ） （４）職場体験、ボランティア （５）就労活動(ハロ
ーワークと連携)
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

ふくい若者サポートステーション
〒910-0026 福井県福井市光陽 2-3-22 福井県社会福祉ｾﾝﾀｰ福井県ｾﾙﾌ振興ｾﾝﾀｰ内
福井県在住の方
http://www.fukui-yss.com/
11 名（常勤 7 名、非常勤 4 名）社会福祉士 1 名、臨床心理士 3 名、産業カウンセラー1 名、
キャリアコンサルタント 1 名、教員免許 2 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
就労に向けたキャリアカウンセラーや臨床心理士などの専門の相談員の個別相談及び、必要に
応じた関係機関との連携による若者の職業的自立を包括的に支援します。
・自立支援のプログラムの実施（フリースペース・料理教室・グループワーク・話し方教室など）
・ジョブトレーニングの実施（適職検査・職場見学・労働体験・就職準備プログラム）
・保護者向けセミナーの実施（子どもの自立に悩む方へ、理解と悩みの解決のためのセミナー）
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
有

地域若者サポートステーションはままつ
〒430-0929 静岡県浜松市中区中央 1-13-3 浜松市若者コミュニティプラザ内
おおよそ湖西市、浜松市、磐田市、袋井市、森町在住
http://www.saposute-hamamatsu.jp
12 人、キャリアコンサルタント技能士 3 人、臨床心理士 4 人、産業カウンセラー1 人、特別支援
教育士 1 人
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）無職で在学中でないこと
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（地域の方、学校の先生等）
働く事や自立等に悩みや不安を抱える若者を支援し、社会的、職業的自立を促進することを
目的とした相談・支援機関です。職業的自立に向けて地域のネットワークを活用しながら支援を
行う機関です。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
有

静岡地域若者サポートステーション
〒424-0823 静岡県静岡市清水区島崎町 223 清水テルサ 2F
静岡県中部：静岡市、藤枝市、焼津市、島田市、他に学校連携として牧之原市、吉田町、
川根本町
http://www.shizusapo.com
常勤非常勤併せて 8 名 2 級キャリアコンサルタント技能士 1 名、産業カウンセラー2 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
働くことについて悩みを抱えている若者が就労に向かえるよう「伴走型」の就労支援を行っている。
地域の関連機関や雇用主、そしてボランティアの人脈など地域資源の協力をいただく「静岡方
式」を基本としている。他に主なメニューとして「個別相談」「就労体験」「ジョブクラブ」「フォローアッ
プミーティング」がある。さらに若者就労支援セミナーや保護者向けセミナーなどを織りまぜて、相
談先がわからない悩める方たちへの周知を図っている。
（藤枝サテライト 462-0033 藤枝市小石川町 4-1-11 サンライフ藤枝内）
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無
小児がん経験者の受入れ経験
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名称
所在地
対象エリア
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地

地域若者サポートステーションかけがわ
〒436-0043 静岡県掛川市大池 2798-11 掛川市勤労者福祉会館 2F
御前崎市、菊川市、掛川市
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
仕事や自立に不安を抱えている若者一人一人の状況に合わせた「静岡方式」の伴走型支援を
行っています。就職後もフォローアップミーティングなどで、定期的に連絡をとり継続支援します。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

ＮＰＯ法人 こころとまなびどっとこむ
〒453-0015 愛知県名古屋市中村区椿町 12-7
主に名古屋市を中心とする愛知県、他全国 32 箇所に拠点あり
http://www.f-kokorotomanabi.com
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）不登校児童生徒 ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族
☑その他（支援やサポートの意思のある一般市民、ボランティア）
何らかの理由により、本人が必要と考えている教育を修めていない青少年等に対して、進路相
談に応じ、教育機関の紹介、教育情報の提供に関する事業を行うとともに、フリースクールの運
営及び遊びの学校を行い、カウンセリングを必要とするものに対してはカウンセリング等をとおして、
心理支援をする事業を行い、青少年の健全な育成に寄与することを目的とする。
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

社会福祉法人 愛恵協会 生活支援センター山中
〒444-3511 愛知県岡崎市舞木町字小井沢 4-1
岡崎市、幸田町
http://www.aikei-k.or.jp/
12 名(看護師 1 名、社会福祉士 8 名、精神保健福祉士 8 名、(重複あり)) 非常勤含む
☑ 本人（対象年齢：年齢制限なし）障がい児・者、難病患者
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（行政、医療機関の方どなたでも）
生活支援センター山中は、障がい者総合支援法に基づく障がい児・者の相談支援を行う事業
です。電話や面接などでお話をうかがい、ご本人やご家族の気持ちに寄り添いながら必要なサー
ビスにつなげ、ご本人が地域であたりまえの生活ができるよう支援します。
また、地域活動支援センターも併設しており、日中活動の場や同じような障がいを持ったかたが
交流できる場の提供をしています。ご相談により、難病患者様もご利用していただけます。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

ＮＰＯ 法人チャレンジスクール三重
〒515-2324 三重県松阪市嬉野町 1430 一志久居教育会館 2F
三重県
http://www.chmie.jp
中学高校教員免許所持者 5 名（うちキャリアコンサルタント 1 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） □ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
「チャンレンジスクール三重」は主に高校学齢の不登校生や中退者、高卒資格を持たない若者
のための「ゆるやかなもう一つの学校」です。基礎からの学び直しや通信制高校と連携した高卒
資格取得支援、卒業後の進路支援、そして様々な体験や活動を通した仲間作り等、一人ひと
りにあった「まなび」や未来に前進する自信や勇気を育む場です。
□ 無料 □ 一部有料 ☑ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
有

障害者総合相談支援センター あい
〒513-0801 三重県鈴鹿市神戸 1-18-18 鈴鹿市役所 西館 2F
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対象エリア
スタッフ資格
主な対象者

支援内容
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者

鈴鹿市、亀山市在住の方
社会福祉士 10 名、介護福祉士 1 名、保育士 1 名
☑ 本人（対象年齢：0 歳～65 歳（介護保険サービスに該当しない場合は 65 歳以上も）
☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 ☑その他（支援者、行政機関、教育機関、病院等関
係機関）
身体・知的・精神に障がいのある方の生活や福祉についての相談窓口です。地域で生活されて
いる障がいのある方、またはそのご家族の相談をお受けします。社会参加、日常生活、就労など
あらゆる相談をお受けし、いろいろな資源やサービスを利用するお手伝いをします。亀山(亀山市
羽若町 545 総合保健福祉センターあいあい 2 階)にも事務所あり。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

京都丹波若者サポートステーション
〒621-0804 京都府亀岡市追分町馬場通 27-5
京都府亀岡市、京都府南丹市、京都府京丹波町
http://kyototanba.org/
9 人(常勤 3 人、非常勤 6 人) 国家検定キャリアコンサルティング技能士 2 級 1 名、産業カウン
セラー2 人、シニア産業カウンセラー1 人
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
地域若者サポートステーションでは、働くことに悩みを抱えている 15 歳～39 歳までの若者に対
し、キャリアコンサルタントなどによる専門的な相談、コミュニケーション訓練などによるステップアッ
プ、協力企業への就労体験などにより、就労に向けた支援を行っています。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

あやべ若者サポートステーション
〒623-0012 京都府綾部市川糸町丁畠 4-1 ワークスビル 1F
京都北部 5 市 2 町
6 名(心理士 1 名、キャリアコンサルタント 2 名、教員免許 3 名)
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳、子どもなども）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（関係機関等）
若者支援から始まり、ご家族、ご親戚、学校、行政機関の方々など様々な相談に応じ、寄り添
いながら支援を行っていきます。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

公益社団法人 京都勤労者学園

利用料金

〒604-8854 京都府京都市中京区四条御前ラボール京都 3F
京都府内
http://www.labor.or.jp
キャリアコンサルタント 1 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳以上 全日制の高校生を除く） ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の
親族 ☑その他（京都府内在住・在勤の方で 16 歳以上の社会人ならどなたでも可）
就業、就労に向けた知識、技能、能力をみがくための学習施設です。働くうえで役に立つスキ
ル、知識を少しずつ身につけていただくことが可能です。事務職での就職を目指す「求職者支援
訓練」も実施しています。
□ 無料 □ 一部有料 ☑ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
不明

名称
所在地
対象エリア

〒565-0824 大阪府吹田市山田西 4-14-1-1103
大阪府北摂エリア

支援内容

特定非営利活動法人フルハウス
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URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者

http://www.geocities.jp/npo_fullhouse/
スタッフ数 4 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
社会的にひきこもりやニートと呼ばれる若者やその家族に対して、下記のサポートを行っています。
①家族相談 ②本人対応 ③集団適応 ④就労支援
□ 無料 □ 一部有料 ☑ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

企業組合労協センター事業団

若者サポートステーション豊岡

〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町 9-27
兵庫県但馬地域(豊岡市、養父市、朝来市、香美市、新温泉町)、京都府京丹後市
スタッフ数常勤 2 名、非常勤 3 名 （うち教員免許 1 名、上級教育カウンセラー2 名、キャリアコ
ンサルタント技能士 1 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
サポステ豊岡では「働きたいけど何をしたらいいかわからない」「働いていないブランクが長くて不安」
といった方の就職をサポートする機関です。実際に仕事の体験ができるジョブトレーニングやコミュ
ニケーションスキルを身につけるセミナーを行っています。もちろん就職した後のフォローも行います。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

社会福祉法人鳥取こども園 とっとり若者サポートステーション
〒680-0846 鳥取県鳥取市扇町 7 鳥取フコク生命駅前ビル 1F
鳥取県東・中部
http://www14.ocn.ne.jp/~torisapo/
5 人（臨床心理士 1 名、キャリアカウンセラー2 名、中学校・高等学校教諭一種免許 2 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）在学中、在職中ではない方
☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
社会的・職業的自立へ向けて、“就労”を中心とした社会参加のための支援を実施。相談（キャリ
アカウンセリング・心の相談）を中心とし、グループワークやジョブトレーニング等の“一人ひとりの歩
幅”に合わせた支援を行っている。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

しまね東部若者サポートステーション
〒690-0003 島根県松江市朝日町 478-18 松江テルサ 3F
島根県東部
http://matsue-saposute.com
スタッフ 6 名（キャリアカウンセラー1 名、認定心理士 1 名、臨床心理士 1 名 非常勤）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（医療・福祉関係者等）
来所相談、臨床心理士相談、訪問相談など職業的自立のための総合相談窓口。コミュニケー
ション講座、就労セミナー、職場体験、パソコン講座など各種プログラムを実施。一部プログラム
は実費負担
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
有

浜田市青少年サポートセンター
〒697-0045 島根県浜田市京町 50 番地
相談業務：浜田管内（近隣３市３町）／居場所自立支援事業：浜田市
市職員 3 名、相談員（パート）4 名、居場所支援員（嘱託・パート）3 名、訪問支援員（嘱託）1
名、子ども安全センター3 名
☑ 本人（対象年齢：おおむね 40 歳までの子ども、若者）
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支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（学校関係）
・養育、教育不安の相談 ・ひきこもりやニートの居場所・自立支援事業 ・学習支援事業
・青少年健全育成事業 浜田子ども安全センターを併設
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

島根県立心と体の相談センター
島根県立心と体の相談センター
〒690-0011 島根県松江市東津田町 1741-3
島根県
http://www.pref.shimane.lg.jp/kokoro/
職員 20 名 精神科医 1 名、保健師 1 名、精神保健福祉士 1 名、心理職 4 名等
☑ 本人（対象年齢：相談は年齢制限なし。思春期、青年期グループは 16 歳～40 歳を対象）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
精神保健福祉相談として、来所相談、電話相談に応じている。ひきこもり支援として、思春期、
青年期グループ(クローバー)を週 1 回午後開催している。対象は主としてひきこもりの問題があ
り、社会参加が困難である概ね 16 歳から 40 歳までの者で他の精神障がいがその第一要因とは
考えられない者。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

特定非営利活動法人青少年交流・自立支援センターCROSS
特定非営利活動法人青少年交流・自立支援センター
〒733-0002 広島県広島市西区楠木町 1-8-11
センターは広島市内と廿日市市、大竹市
http://cross-hiroshima.com
心理士 3 名 その他 8 名
☑ 本人（対象年齢：ひきこもり相談支援センターは 18 歳以上、フリースペースは 16 歳～39
歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
ひきこもり相談支援センターとフリースペースを開いています。ひきこもり相談支援センターはひきこ
もりの本人、家族の来所相談、メール・電話相談、訪問相談を行う。無料。フリースペースは家
から一歩出て行ける、安心できる居場所を提供(有料)。日曜にサッカー部が活動
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

しゅうなん若者サポートステーション

利用料金

〒745-0037 山口県周南市栄町 2-55
周南市以東
http://www.s-saposute.com
常勤スタッフ 5 名 （臨床心理士 1 名 キャリアカウンセラー3 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
厚生労働省認定・山口県委託、周南市からの協力を受けて、若者の職業的自立のための無
料相談窓口として平成 20 年 6 月に設置しました。支援機関のネットワークの紹介、様々な情報
を提供しています。ぜひ一度サポステにご連絡ください。どうぞ、お気軽にご相談ください。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

〒770-0031 徳島県徳島市寺島本町西 1-7-1 日通朝日徳島ビル 1F
徳島県内
http://www.toku-sapo.com
キャリアコンサルタント 2 名、臨床心理士 4 名、他 3 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）無業者 ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 □ その他
①キャリアコンサルタントによる総合相談、臨床心理士によるこころの相談 ②各種就労準備講

公益社団法人徳島県労働者社会福祉協議会 とくしま地域若者サポートステーション
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利用料金

名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金

座（履歴書の書き方、模擬面接、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ、パソコン講座、職業人講話、労働法基 など）
③ジョブトレーニング（3～5 日の職場体験）
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無
公益社団法人徳島県労働者社会福祉協議会 あわ地域若者サポートステーション
〒771-1402 徳島県阿波市吉野町西条字大内 18-1 吉野中央公民館 2F
徳島県の西部圏域
http://awa-saposute.com
2 級キャリアコンサルティング技能士 1 名、キャリアコンサルタント 1 名、臨床心理士 4 名
☑ 本人（対象年齢：義務教育終了後の 15 歳～39 歳の若者無業者） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（関係機関、支援者からの相談にも応じます）
①キャリアコンサルタント、臨床心理士等による就労や働くことに対する悩みの相談 ②就労に向
けた支援プログラム(ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰ、面接対策、コミュニケーション講座等) ③職場実習(1 日～5
日程度) ④出張相談 ⑤就職した人へは職場定着支援
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称

徳島県ひきこもり地域支援センター「きのぼり」（徳島県精神保健福祉センター）

所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町 3-80
徳島県内
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013061800050
心理職（常勤 2 名、非常勤 1 名） 精神科医
☑ 本人（対象年齢：義務教育修了年齢以上）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（関係者、関係機関）
ひきこもりで悩んでいるご本人やご家族の相談に応じています。また、ご本人やご家族のための集
団のプログラムも実施しています。相談は原則として来所相談で予約制です。まずはお電話で
（088-602-8911：相談専用）お問い合わせください。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
主な対象者
支援内容

利用料金

名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

特定非営利活動法人 e ワーク愛媛
〒792-0060 愛媛県新居浜市大生院 2151-10 えひめ東予産業創造センター2F
合宿訓練は国内。それ以外は愛媛県内
http://eworkehime.kojyuro.com/
☑ 本人（対象年齢：合宿訓練に限り 15 歳～39 歳 それ以外は年齢は問わない）
□ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
・若者自立支援：学校中退、職場の人間関係、ひきこもりなど、様々な理由から無業状態にあ
る若者（15 歳～40 歳未満）を対象に短期合宿による自立支援を実施。・中高年齢者就労支
援：主に中高年齢者を対象とした就労支援セミナーを行っている。・「就職・自立促進講習」「求
職者支援訓練」の実施、・生活困窮者などを対象とした就職支援のための講習や就業訓練
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

八幡浜・大洲圏域 障がい者就業・生活支援センター ねっと Work ジョイ
〒797-0015 愛媛県西予市宇和町卯之町 5-234
愛媛県大洲市、八幡浜市、西予市、内子町
http://e-hataraku.net
第 1 号職場適応援助者 ジョブコーチ取得者 3 名、教員者 1 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳、その他就業希望の方）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（企業・事業主）
就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課題に応じて雇
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利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容

利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者

用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援担当者が協力して就業
面及び生活面の一体的な支援を実施します。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

フリースクール松山東林館 楓（ふう）
〒790-0002 愛媛県松山市二番町 3-7-14 松山ガーデンスクウェア南 4F
県内全
http://www.pluto.dti.ne.jp/torinkan/
2 名（臨床発達心理士、中高等学校及び特殊（特支）免許 1 名、小学校教員免許 1 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族（祖父母） □その他（）
通信制高校生と及びフリースクール利用者（小、中、高校生）の基本的な学習、生活、心理面
でのサポートを行っています。特に高校生に対しては卒業資格を得、社会に出ていくための個々
に応じた支援をします。
□ 無料 □ 一部有料 ☑ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

カウンセリングスペース・麦の家
〒790-0065 愛媛県松山市宮西 1-7-5
特になし
心理士 16 名
☑ 本人（対象年齢：カウンセリングは全ての年齢可、BAKU の日（若者の集う日）の参加は中
学生以上） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（患者の関係者）
“ひとりで抱えこまないで”をモットーに全ての内容に関するカウンセリングを行っています。若者の居
場所として毎週水曜日（第 5 週と祝日を除く）に“BAKU の日”を催しています。10 時～5 時まで
いつでも参加自由。13:30～15:00 まではトライングタイムで書道、絵画、ワークショップなど日に
よって計画しています。
□ 無料 □ 一部有料 ☑ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

こうち若者サポートステーション

利用料金

〒780-8567 高知県高知市朝倉戊 375-1 高知県立ふくし交流プラザ 4F
高知市内および周辺地域
http://www.kochiken-shakyo.or.jp/document/?group=grp111
精神保健福祉士 1 名、心理士 2 名、キャリアコンサルタント 1 名、教員免許 4 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（医療機関、学校、その他の支援機関）
こうちサポステでは①個別相談（進路相談、保護者面談、心理面談） ②進学、復学に向けて
のサポート（高校受験、高卒認定試験） ③就職に向けてのサポート（キャリアコンサルティング、
面接練習、履歴書の書き方） ④各種セミナー（パソコンセミナー、ビジネスセミナー、コミュニケー
ションセミナー） ⑤体験活動（お仕事体験、農作業体験、ボランティア活動等）などを実施しな
がら進路に向けてサポートしています。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格
主な対象者

〒780-0841 高知県高知市帯屋町 2-1-35 片岡ビル
高知県内全域
http://jobcafe-kochi.jp
キャリアコンサルタント 平日 2 名 土日祝 1 名 常駐
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）

支援内容

高知県就職支援相談センター

(愛称：ジョブカフェこうち)
愛称：ジョブカフェこうち)
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支援内容
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
スタッフ資格
主な対象者
支援内容
利用料金
名称
所在地
対象エリア
URL
スタッフ資格

主な対象者
支援内容

コンサルティング、セミナー、しごと体験講習等により早期就職としごとのミスマッチを防止する求職
者へのサポートを目指しています。（幡多サテライト 四万十市右山五月 8-13 アピアさつき１F）
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験 不明

高知県ひきこもり地域支援センター
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内 2-4-1
高知県在住の方
担当 3 名 （社会福祉士 2 名、精神保健福祉士 3 名）
☑ 本人（対象年齢：概ね中学生以上） ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 □その他（）
ひきこもりで悩んでいる方の第一次相談窓口として、来所による相談を中心に支援させていただ
いています。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

福岡若者サポートステーション
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-4-2 エルガーラオフィス 11F
福岡市及び周辺地域
臨床心理士 3 名、キャリアコンサルタント（産業カウンセラー）6 名、他 4 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
・個別相談（心理及びキャリア相談） ・サポステ塾（コミュニケーション講座及び就活講座）
・家族セミナー ・就労体験（2 週間）
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

筑後若者サポートステーション
〒830-0037 福岡県久留米市諏訪野町 2363-9 サンライフ久留米 2F
福岡県筑後地区
臨床心理士 1 名、キャリアコンサルタント 1 名、精神保健福祉士 1 名、 他 9 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（支援者、関係者）
個別相談、就労体験、就職/コミュニケーションセミナー、交流会
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験

無

特定非営利活動法人 ＮＰＯスチューデント･サポート・フェイス
〒843-0022 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 7255
佐賀県内
http://student-support.jp/
4 つの相談窓口スタッフ 27 名（非常勤除く）臨床心理士 4 名、社会福祉士 3 名、精神保健福
祉士 2 名、キャリア・コンサルタント 8 名、高等学校教諭 1 種免許 4 名、中学校教諭 1 種免許
4 名、特別支援学校 1 種免許 2 名、産業カウンセラー2 名（主な資格のみ）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳、佐賀市生活自立支援センターは年齢は問いません）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
スチューデント･サポート･フェイス（S.S.F）は、子どもの健全育成を目的に設立された特定非営利
活動法人で、不登校、ひきこもり、非行等不適応問題を抱える子ども達やニート、フリーター等
若年者の自立支援に取り組んでいます。平成 15 年の設立以来、アウトリーチ（訪問支援）活動
を中心に、フリースペースの運営、就労支援、体験学習やスポーツイベントの開催、子育てに関
する情報誌の発行、支援ネットワーク整備事業など、様々な活動で家庭教育をサポートしていま
す。下記 4 施設を運営しています。
厚生労働省認定：たけお若者サポートステーション、さが若者サポートステーション
佐賀県委託事業：佐賀県子ども・若者総合相談センター
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利用料金

佐賀市委託事業：佐賀市生活自立支援センター
□ 無料 ☑ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験

無

ジョブカフェＳＡＧＡ
〒840-0826 佐賀県佐賀市白山 2-2-7 KITAJIMA ビル 2F
佐賀県
http://www.jobcafe-saga.info/
10 名 （うちキャリアカウンセラー1 名 産業カウンセラー2 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～44 歳） □ 保護者 □ 保護者以外の親族 □その他（）
一般的な就職支援サービスを提供しています。職業適性診断、キャリアカウンセリング、就職支
援セミナー等。なお、隣接のヤングハローワークにおいて求人検索、職業相談、職業紹介、応募
書類の添削、面接指導等を実施
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
不明

公益財団法人大分県総合雇用推進協会（おおいた県南地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ
公益財団法人大分県総合雇用推進協会（おおいた県南地域若者ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ）
ｻﾎﾟｰﾄｽﾃｰｼｮﾝ）
〒876-0845 大分県佐伯市内町 8-4 菊池ビル 1F
大分県県南 3 市(佐伯市、臼杵市、津久見市)
http://kennansaposute.saiki.jp/
常勤 3 名、非常勤 3 名 社会福祉士 1 名、キャリアカウンセラー3 名、産業カウンセラー1 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者 □ 保護者以外の親族 □その他（）
相談支援（カウンセリング）、グループカウンセリング、職業適性検査、社会適応訓練、就労基礎
訓練、職場見学、職場体験、ボランティア体験等を実施しています。若者一人ひとりの自己実
現のため個人の歩幅に合わせ寄り添うことを第一に考えています。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

自然楽校・未来船
〒889-2151 宮崎県宮崎市熊野 497
基本的に宮崎県、鹿児島県、熊本県、大分県
自然案内人 1 名 （看護師 1 名、社会福祉士 1 名、保育士 1 名）
☑ 本人（対象年齢：制限なし） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（）
山海川等々の自然が力添えできれば自然案内をしたいです。（軽自動車なので 1 回の活動で 2
名まで） 自然が宮崎が好きな仲間たち来てください。小児がんのあなたに、あなたの仲間に協力
したい。生きるだけ生きて欲しい、が目的です。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
有

奄美若者サポートステーション
〒894-0036 鹿児島県奄美市名瀬長浜町 23-25
奄美群島（奄美大島・喜界島・徳之島・沖永良部島・与論島）
http://amami-saposute.sakura.ne.jp
相談支援員 6 名（うちキャリアコンサルタント 1 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳）
☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 ☑その他（友人や関係機関の方々）
「働きたいけど何から始めたらいいのかわからない」「人と関わるのが苦手だ」「どんな仕事が自分に
は向いているのかな」など、働く事や自立について様々な悩みを抱えている方、またはそのご家族
や関係者に対して、相談、ボランティア活動・職業訓練・自然体験を実施し、就職に向けての第
一歩を後押ししています。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無
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ＮＰＯ法人 チャレンジドサポート奄美
〒894-0025 鹿児島県奄美市名瀬幸町 15-2
大島地区
社会福祉士 1 名、相談支援専門員 2 名
☑ 本人（対象年齢：年齢の上限なし）小児がんを発症し、障がいがあるために生活等に悩みを
持つ方 ☑ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
障害児（者）やその家族に対して、障害の早期発見、早期療育、障害者の自立と社会参加の
ための支援活動を行っています。その活動を通して、関係者・関係機関・団体並びに地域住民
のネットワークの充実を図る中で、障害児（者）とその家族が幸せに生活できる地域づくりを目指
しています。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
有

公益財団法人慈愛会指定障害福祉サービス事業所 あらいぐま
〒894-0046 鹿児島県奄美市名瀬小宿 2838
奄美市全域、龍郷町全域、大和村の一部
http://www4.synapse.ne.jp/amamihp/
☑ 本人（対象年齢：18 歳以上 65 歳未満）精神障害者、知的障がい者
□ 保護者
□ 保護者以外の親族 □その他（）
一般就労を希望される障がい者への就労支援、地域生活への移行支援
□ 無料 □ 一部有料 ☑ 有料 サービスの提供に 小児がん経験者の受入れ
要した 1 割負担（定率負担）さまざまな軽減措置あり。
経験

無

一般社団法人日本青少年育成協会 地域若者サポートステーション沖縄
〒904-0004 沖縄県沖縄市中央 2-28-1 コリンザ 3F
沖縄県中部地域
http://www.supportokinawa.info
臨床心理士 1 名・社会福祉士 1 名・キャリアコンサルタント 3 名
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳） ☑ 保護者
☑ 保護者以外の親族 □その他（）
学校や就職、職業訓練など自立のための一歩に悩んでいる若者及び保護者、関係者から相談
をお受けいたします。若者本人に対しては、キャリアカウンセリングを通じ、悩みを整理し、自立に
向けた支援プランを作成、ＰＣ講座やコミュニケーションセミナー、職場体験、就活支援講座など
のプログラムを通して進路決定につなげてゆきます。保護者、関係者に対しては、相談を通じ、本
人のサポステ利用につなげてゆきます。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無

特定非営利活動法人ワーカーズコープ（
特定非営利活動法人ワーカーズコープ（地域若者サポートステーションなご）
地域若者サポートステーションなご）
〒905-0013 沖縄県名護市城 2-12-3 渡具知ペイントビル 102 号
沖縄本島北部地域、離島は応相談
http://saposutenago.roukyou.gr.jp
7 名（キャリアコンサルタント 1 名、資格取得中 2 名、教員 1 名、心理カウンセラー1 名）
☑ 本人（対象年齢：15 歳～39 歳、沖縄県の事業で「子ども若者自立（社会適応）促進事
業は 0 歳～39 歳） ☑ 保護者 ☑ 保護者以外の親族 ☑その他（民生委員や支援機関、
自治体等）
15 歳～39 歳の若者の就学や就労に向けて、サポートいたします。
自立に向けて様々な段階に応じて、心の相談や交流プログラム、職場体験や職業訓練、就職
応募のサポートなど、無料で対応いたします。
☑ 無料 □ 一部有料 □ 有料
小児がん経験者の受入れ経験
無
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おわりに

小児がん経験者の言葉です。
「子どものころにがんだった」と言うと、「ふつうに働けるのか？」ということを心配する人もいます。そうした人たちを説得す
る力も知識も必要なのです。」

小児がん経験者の闘病生活を知っている保護者や家族、小児がん治療医にとっては、彼らに必要以上の重荷を
背負わせたくない、彼らの経験を理解してくれる職場に就職させたいという想いが強くなりがちです。でも、採用する側
が見るのは、彼らの既往歴ではなく、応募者の能力や職務適正です。ただ「小児がんを経験したので、理解をしてくだ
さい」ではなく、応募先の企業で自分が何をしたいと思っているのか、何ができるのかを、まずアピールすることが重要で
す。そのうえで、業務上で配慮してもらいたいことや低身長やかつらなど容姿から気を付けてもらいたいことなどがある場
合には、既往歴を伝え、何ができる、何ができないかを具体的に伝えることが重要になります。
それには、自分の経験を振り返り、整理をすることが大切です。辛いことを思い出さなければならなかったり、自分が
不得意なことや出来ないことを受け入れなければならないため、とても辛い作業になるかもしれません。でも、周囲の人
への理解を得るには、自己を自分自身で受け入れることが重要です。このハンドブックが、その整理をするうえでの道し
るべのひとつになればと願っております。そして、何よりもひとりではなく、同じ小児がん経験者の仲間や支援者が皆さん
を応援し、共に歩んでいることが伝えられればと思っています。

公益財団法人 がんの子どもを守る会は、自立就労を目指す小児がん経験者を応援しています

自立や就労に困難を抱える小児がん経験者やご家族の方からのご相談を受けております。
当会では、参考になる冊子の発行の他、資料や支援団体の紹介なども行っています。
お困りになっていることを言葉にする辛さもあるのは当然のことです。
経験がないために自信を持てない、自信がないことで就職活動に踏み切れない
コミュニケーションが苦手で周りの人とうまくいかない
応募してもなかなか採用にいたらない
仕事が覚えられない、段取り良くできない 等々
ひとそれぞれに抱えているものがあると思います。
お声をおきかせください
公益財団法人がんの子どもを守る会 ソーシャルワーカー
TEL 03-5825-6312 E-Mail nozomi@ccaj-found.or.jp
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公益財団法人がんの子どもを守る会とは
公益財団法人がんの子どもを守る会とは
がんの子どもを守る会は 1968 年に、小児がんが治る病気になってほしい、また小児がんの患児
家族を支援しようという趣旨のもと小児がんで子どもを亡くした親たちによって設立されました。
東京にある本部事務所、大阪にある事務所の他、全国 21 か所に支部があります。支部では
小児がんの子を持つ親などが幹事となり、地域に根差したピアサポート活動を行っています。
【小児がんを治る病気にするために・・・】
治療研究助成事業：設立からの悲願である小児がんを治る病気にするために、当会では専門医師・研究者へ研究
治療研究助成事業
費の助成を行っています。
【安心して治療に臨めるように・・・】
個別相談：専門のソーシャルワーカーが小児がんに関するあらゆる相談をお受けしています。また、嘱託医による医療
個別相談
相談のほか、専門医による個別相談の機会も設けています。
療養助成：小児がんの治療に係る医療費は一部を除き公費負担となっています。しかし長期間にわたる治療のため、
療養助成
保護者の付添いによる二重生活やきょうだい児の保育など、医療費以外の経済的負担も発生します。当会では、患
児が等しく必要とする医療が受けられることを願い、設立当初より経済的援助を行っています。
情報提供：闘病生活に役立てていただくことを願い、資料を発行しています（当会で発行している冊子
26 ページ参
情報提供
照）。
【仲間との出会い、身近に支えあえる場を・・・】
お子様を亡くした家族のための交流会：小児がんの治癒率が向上している一方で、今も年間約
500 人のお子さんが
お子様を亡くした家族のための交流会
小児がんによって亡くなられています。交流やわかちあいを目的として、交流会を開催しています。
院内・疾患別の親の会への支援：身近に相談や交流、情報交換ができる場として、全国の病院内や疾患別に小児
院内・疾患別の親の会への支援
がん患児の親の会が発足しています。当会では各親の会の運営や設立に関する相談に応じています。また、活動の
ための支援金の交付等のほか、全国の親の会同士での情報交換や交流を目的に、年に 1 度、小児がん親の会連
絡会を開催しています。
小児がん経験者の会への支援：同じ経験を持つ者同士の交流の場として、小児がん経験者会が各地に発足してい
小児がん経験者の会への支援
ます。当会では小児がん経験者の会の設立を支援したり、年に 1 度、会のリーダーらが情報交換や交流を行うリーダ
ー会を開催しています。
きょうだいの支援：当会ではきょうだいの出会いや交流の場として、キャンプ「富士山にアタック!!」や、年次大会内でのき
きょうだいの支援
ょうだいのための分科会の他、「てんとうむし」というきょうだいの交流会を開催しています。
【小児がんの正しい理解を・・・
小児がんの正しい理解を・・・】
小児がんの正しい理解を・・・
広報活動：小児がんの存在は多くの方に知られるようになってきてはいますが、正しい理解の不足や偏見のために、生
広報活動
活のしづらさを感じている患児家族もまだ多いのが現状です。一般の方への一層の理解を求めて資料の作成やイベン
トに参加し、現状を伝えるなど、広報活動を行っています。
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