がんと診断されたあなたへ
がん診療連携拠点病院
（国指定）
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岐阜県がん診療連携拠点病院協議会患者相談専門部会
岐阜県健康福祉部保健医療課

❶ 岐阜県がん患者支援情報提供サイト「ぎふがんねっと」

「ぎふがんねっと」は、県内のがん情報を集約し、患者さん目線でわかりやすく情

報提供しています。

https://gifugan.net/

❷ 国立がん研究センター「がん情報サービス」

国立がん研究センターが開設するがんに関する正しい情報を集めたホームページです。

がん情報サービス

ganjoho.jp

国立がん研究センター

https://ganjoho.jp/public/index.html

この「ぎふ・療養サポートブック」に記載された情報は、令和４年12月現在のものです。
掲載されている内容は、作成後に変更されることもありますので、ご注意ください。詳しくは
各窓口にお問い合わせください。

ぎふ ・ 療養
サポートブック
1 がんに関する相談窓口
❶ がん相談支援センター 
❷ がんに関する相談窓口 

2 治療と仕事の両立に関すること

❶ 治療と仕事のことについて相談したい 
❷ 治療と仕事の両立支援について情報が欲しい 

3 小児・ＡＹＡ世代のがんについて

❶ 小児・ＡＹＡ世代（０歳～39歳）のがんに関する相談窓口 
❷ 利用できる制度等 

4 患者同士のささえあいの場

❶ がん患者サロン 
❷ 患者団体 
❸ がんに関する情報が設置してある図書館 

5 がん医療に関すること
❶
❷
❸
❹
❺

岐阜県がん診療連携拠点病院とは 
がんゲノム医療について 
がんの地域連携パスとは 
セカンドオピニオンを受けるには 
緩和ケアを受けるには 
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6 医療費等に関すること
❶
❷
❸
❹

医療費が心配 
障がいのある方への各種制度 
生活費が心配 
岐阜県の補助事業 

7 在宅療養生活に関すること
❶ 介護保険サービスを受けたい 
❷ 訪問看護を利用したい 
❸ 訪問診療を受けたい 

各種問い合わせ先一覧
❶
❷
❸
❹
❺
❻
❼
❽

市町村 
保健所等 
市町村、県福祉事務所 
岐阜労働局（ハローワーク）
岐阜産業保健総合支援センター 
市町村社会福祉協議会 
税務署 
日本年金機構 年金事務所 

₂₁
₂₆
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₂₈

₃₂
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₃₃
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がんを心配されているあなたへ
がんと診断されたとき、どのような治療をするのか、副作用はある
のか、医療費はどの程度かかるのか、仕事はやめなければいけないの
か・・・等々、さまざまな心配事や不安に襲われたのではないでしょ
うか。
がんの治療や療養生活をするうえで、そのような不安をもつことは
当然のことです。
不安は、病気や検査、治療法、療養生活について知らないがために
強くなる側面があります。がんの療養生活の不安を軽減するために
は、まず、正しい情報を得ることが必要です。
「ぎふ・療養サポートブック」は、患者さんの抱える心配や不安に
寄り添い、支援することを目的として作成しました。
このサポートブックは、がんと診断された患者さんが活用できる、
経済的、社会的な制度や相談窓口、支えあいの情報をまとめたもので
す。
このサポートブックを活用して正しい情報を得て、療養生活の支え
の一助となれば幸いです。
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がんに関する相談窓口

❶ がん相談支援センター

岐阜県のがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターでは、専門の研修を修了し

た相談員が、患者さんやご家族の、がんの治療や療養全般の質問、相談に対応してい
ます。
具体的な相談例としては、「がんの疑いがあると医師に言われた。この先の事が不
安なため相談したい」
、
「セカンドオピニオンについて知りたい」、
「がんと診断された。
仕事を辞めるかどうか迷っている。職場にどのように伝えるとよいか」など、医療の
ことから生活、仕事のことまで幅広く受け付けています。
相談は無料です。がん診療連携拠点病院で治療をしていない方でも利用することが
できます。相談は、直接下記の窓口へお越しいただくほか、電話でも受け付けています。

がん相談支援センター 一覧
病院名／所在地

話

岐阜大学医学部附属病院

058-230-7049
（直通）

岐阜県総合医療センター

058-246-1111
（代表）

岐阜市民病院

058-251-1101
（内線 2236）

大垣市民病院

0584-81-3341
（内線 6174）

中部国際医療センター

0574-66-1100
（代表）

中濃厚生病院

0575-22-2211
（代表）

岐阜県立多治見病院

0572-22-5311
（内線 3820）

高山赤十字病院

0577-32-1111
（代表）

岐阜市柳戸1-1

岐阜市野一色4-6-1
岐阜市鹿島町7-1
大垣市南頬町4-86

美濃加茂市健康のまち1-1
関市若草通5-1
多治見市前畑町5-161
高山市天満町3-11
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❷ がんに関する相談窓口
がん診療連携拠点病院以外の相談窓口
病院名／所在地
岐阜赤十字病院

岐阜市岩倉町3-36

笠松病院

岐阜市中鶉3-11

松波総合病院

羽島郡笠松町田代185-1

揖斐厚生病院

揖斐郡揖斐川町三輪2547-4

土岐市立総合病院

土岐市土岐津町土岐口703-24

飛騨市民病院

飛騨市神岡町東町725

岐北厚生病院

山県市高冨1187-3

名

称

電

話

がん療養相談室

058-231-2266
（代表）

地域連携室
がん相談窓口

058-276-2881
（代表）

058-388-0111
がんセンター
（代表）
がん相談支援・診療連携部門
平日9：00～17：00
「がん相談窓口」
（完全予約制）
地域医療福祉連携センター

0585-21-1111
（代表）

がん相談窓口

0572-55-2111
（内線 2230）

地域連携室

0578-82-6100
（直通）

入退院支援センター

0581-22-1811
（代表）

ぎふがんねっと
がん相談支援センター
https://gifugan.net/sodansien-center/
こちらもご覧ください。

ぎふ・療養サポートブック

2

2

治療と仕事の両立に関すること

❶ 治療と仕事のことについて相談したい

岐阜県でがんと診断される方の約３割は就労世代（20～64歳）の方です。医療の

進歩により、がんの治療を続けながら働く方はたくさんいらっしゃいます。無理をせ
ず身体の声を聞きながら、出来ることから少しずつ始めていきましょう。
そのためには職場の理解を得ることも大切です。がん相談支援センターでは、治療
と仕事の両立などについても相談をお受けすることができます。また、社会保険労務
士に専門的な相談をすることも可能です。
がんと診断されてもすぐに辞めることを決断せず、まずは、ご相談ください。

◆治療と仕事の両立のための社会保険労務士による相談会（要予約）
以下のようなご相談に応じています。開催日など、がん相談支援センターにお

問い合わせください。
・職場に病名を伝えた方がよいか
・傷病手当金の申請の仕方
・入院し収入が減ってしまった。何か使える制度はあるのか 等
※がん相談支援センターの窓口はＰ１をご覧ください。

◆治療と仕事の両立のための支援を受けたい

専門の相談員が、がん等と診断された労働者（患者）の方々の病気の治療と仕

事の両立についての相談を受け付けます。拠点病院での出張相談も実施しています。
また、事業主の方の相談にも応じます。

岐阜産業保健総合支援センター 電 話：058 - 263 - 2311
https://www.gifus.johas.go.jp/ryouritusien.html

◆就職に関する相談をしたい

ハローワークには、がん患者さん等の就職や再就職を支援するために、就職支

援ナビゲーター（就職支援専門相談員）が在籍しています。治療をしながら仕事
に復帰することへの相談や、就職先の紹介等が可能です。
拠点病院での出張相談も実施しています。

岐阜労働局

ハローワーク岐阜
電 話：058 - 247 - 2712
ハローワーク美濃加茂 電 話：0574 - 25 - 2178
ハローワーク大垣
電 話：0584 - 73 - 9295
ハローワーク多治見
電 話：0572 - 22 - 3384
ハローワーク高山
電 話：0577 - 32 - 5122

◆治療と仕事の両立支援のための「岐阜県地域両立支援推進チーム」
病気になっても仕事をやめず、治療を受けながら働くことができるよう、岐阜

県内の関係機関が連携し、治療と仕事の両立支援について、周知・啓発活動を実
施しています。
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治療と仕事の両立に関すること
治療と仕事の両立支援に関する相談先
施設名称・担当部署
岐阜産業保健総合
支援センター

岐阜大学医学部附属病院
がん相談支援センター

岐阜県総合医療センター
がん相談支援センター
総合相談部就労支援室

岐 岐阜市民病院
阜
がん相談支援センター
県
がん就労支援センター
診
療
連 大垣市民病院
地域連携部
携
拠
がん相談支援センター
点
病
院 中濃厚生病院
がん相談支援センター
中部国際医療センター
（旧：木沢記念病院）
がん相談支援センター
岐阜県立多治見病院
がん相談支援センター
医療相談課

高山赤十字病院
がん相談支援センター

日本キャリア開発協会
保健医療課
岐阜県
健康福祉部 感染症対策推進課
岐阜県若年性認知症
支援センター
岐阜労働局
労働基準部 健康安全課
岐阜労働局
職業安定部 職業安定課
ハローワーク岐阜
長期療養者職業相談窓口
ハローワーク大垣
長期療養者職業相談窓口
ハローワーク多治見
長期療養者職業相談窓口
ハローワーク高山
長期療養者職業相談窓口

2

詳細については、
各機関にお尋ねください。

相談できる内容
所在地
連絡先
1 両立支援に関する相談
2 両立支援に係る専門的研修
〒500-8844
3 事業場における両立支援制度導入等に係る業務支援
岐阜市吉野町6-16 058-263-2311
4 事業所、医療機関と労働者（患者）との個別調整支援
大同生命・廣瀬ビル
5 治療と仕事の両立支援助成金
【がん相談支援センター 共通事項】
1 がん医療に関すること
（治療方法・セカンドオピニオンの受け方、緩和ケアを受けるには）
2 療養生活に関すること（在宅療養・介護保険サービス・訪問看護 等）
〒501-1194
3 医療費等に関すること（医療費に係る各種制度・生活を支える制度 等）
058-230-7049
岐阜市柳戸1-1
【その他】
1 社労士による就労相談会/予約制・毎月2回(13：30～16：30)
2 両立支援促進員による出張相談/予約制･毎月第1･3(木)(10:00～13:00）
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先･毎月5回程度
(10:00～15:00)
【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
〒500-8717
１ 社労士による就労相談会/毎月第3(木)
058-246-1111
岐阜市野一色4-6-1
2 両立支援促進員による出張相談/毎月第2(火)（10：00～13:00）
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先・毎月2回(10:00～15:00)
【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
〒500-8513
058-251-1101
1 社労士による就労相談会/予約優先･毎月第1(金)(13:00～16:00）
岐阜市鹿島町7-1
(内線2236)
2 両立支援促進員による出張相談/予約優先･毎月第3(火)（10：00～13:00）
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先･毎月2回(10:00～15:00)
【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
1 社労士による就労相談会/予約優先･毎月第1(火)(13:00～16:00）
〒503-8502
0584-81-3341
2 両立支援促進員による出張相談/予約優先･毎月第3(水)（13：00～16:00）
大垣市南頬町4-86
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先・毎月第2(火)第4(金)
(10:00～12:00、13:00～15:00)
【がん相談支援センター 共通事項】
〒501-3802
【その他】
0575-22-2211
関市若草通5-1
1 社労士による就労相談会/予約制・申し込みにより随時
【がん相談支援センター 共通事項】
〒505-8510
0574-66-1100
【その他】
美濃加茂市健康の
（代表）
1 両立支援促進員による出張相談/予約制・申し込みにより随時
まち一丁目1番地
【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
〒507-8522
1 社労士によるがん就労相談/予約制･毎月第1(金)(13:30～)･第3(金)(15:30～)
多治見市前畑町5- 0572-22-5311
2 両立支援促進員による出張相談/予約制・申し込みにより随時
161
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約優先･毎月2回程度(10:00～
13:00)
【がん相談支援センター 共通事項】
【その他】
〒506-8550
0577-32-1111
1 社労士による就労相談会/予約制・申し込みにより随時
高山市天満町3-11
(内線1203)
2 両立支援促進員による出張相談/予約制・申し込みにより随時
3 ハローワーク相談員による就職支援相談/予約制・申し込みにより随時
1 治療と仕事の両立に関する電話相談(要 事前予約)
〒103-0014
申込先 https://www.j-cda.jp/hatarakikata/index.php
東京都中央区日本 03-6661-6221
平日10時から19時(1回30分相談料無料)
橋蛎殻町2-14-5
1 がん・難病等の岐阜県の施策に関すること
〒500-8570
058-272-1111
1 肝炎等の岐阜県の施策に関すること。
岐阜市薮田南2-1-1
（代表）
〒503-0022
1 若年性認知症コーディネーターによる相談
大垣市中野町1-307 0584-78-7182
コールセンター/9：00～15：00（土日祝祭日を除く）
大垣病院内
1 両立支援のガイドラインに関すること
1 長期療養者に対する支援

1 がん等の長期療養者に対する就職支援
2 がん等の長期療養者向けの求人に関すること

058-245-8103
〒500-8723
岐阜市金竜町5-13
岐阜合同庁舎
058-245-1311
〒500-8157
058-247-2712
岐阜市五坪1-9-1
〒503-0893
0584-73-8609
大垣市藤江町1-1-8
〒507-0037
多治見市音羽町
0572-22-3384
5-39-1

〒506-0053
0577-32-5122
高山市昭和町2-220
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治療と仕事の両立に関すること

事業者・はたらく皆様へ

治療と仕事の両立支援に
取り組みましょう

～従業員が安心して治療を受けながら働き続けるために～
事業者にとって、両立支援を取り組む意義
労働者が疾病を増悪させることなく、治療をしながら働き続けることのでき
る事業者の取組は、次の多くのメリットがあり「働き方改革」の一環です。
●労働者の「健康確保」の推進
●継続的な人材の確保
●労働者のモチベーションの向上による

人材の定着・生産性の向上
●「健康経営」の実現
●多様な人材の活用による組織や事業の活性化

両立支援の詳細をもっと知りたい場合は︖
治療と仕事の両立 厚生労働省

検索

【両立支援ガイドライン等】

治療と仕事の両立支援ナビ

検索

【両立支援に役立つ総合的な情報】

岐阜県地域両立支援推進チーム

両立支援を効果的に進めるため、自治体、関係団体、医療機関等の様々な両立支
援に係る取組を効果的に連携させ、両立支援の取組の推進を図ることを目的として
います。

・岐阜県経営者協会 ・岐阜県労働基準協会連合会 ・日本労働組合総連合会岐阜県連合会 ・岐阜県医師会
・岐阜県 ・岐阜市保健所 ・岐阜大学医学部附属病院 ・岐阜県総合医療センター ・岐阜市民病院
・大垣市民病院 ・中濃厚生病院 ・中部国際医療センター ・岐阜県立多治見病院 ・高山赤十字病院
・岐阜産業保健総合支援センター ・岐阜県社会保険労務士会 ・日本医療ソーシャルワーカー協会
・日本産業カウンセラー協会 ・日本キャリア開発協会 ・岐阜労働局【事務局】

作成：岐阜労働局（令和３年12月）
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治療と仕事の両立に関すること

2

岐阜県地域両立支援推進チームリーフレットの最新版は、下記のＵＲＬからご覧
いただけます。
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/roudoukyoku/
gyoumu_naiyou/roudou_kijyun/kenko_anzen.html

❷ 治療と仕事の両立支援について情報が欲しい
◆国立がん研究センター「がん情報サービス」
「がんと仕事」
https://ganjoho.jp/public/institution/qa/index.html

◆厚生労働省ホームページ

「治療と仕事の両立支援ナビ」
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」
「治療を受けながら安心して働ける職場づくりのために」
「職場づくり事例集」 など
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000115267.html

ぎふ・療養サポートブック
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小児・ＡＹＡ世代のがんについて

❶ 小児・ＡＹＡ世代（０歳～39歳）のがんに関する相談窓口

小児（０～15歳）・ＡＹＡ世代（おおむね15～39歳）を対象とした相談窓口が設置

されています。
小児期やＡＹＡ世代にがんなどの長期に療養が必要な疾患を抱えることは、治療の
負担以外にも、学業の継続や就職のこと、妊娠機能への影響など、様々な問題を抱え
る場合があります。
不安なこと、心配なことがありましたら、まずはご相談ください。
また、ご相談の際は、ＱＲコードを読み取っていただき、ご相談ください。

岐阜県小児・ＡＹＡ世代のがん等成育医療相談支援センター
病院名／所在地

窓口名称

電

話

岐阜大学医学部附属病院 岐阜県小児・ＡＹＡ世代 058-230-7049
岐阜市柳戸1-1

岐阜市民病院

岐阜市鹿島町7-1

岐阜県総合医療センター
岐阜市野一色4-6-1

7
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のがん等成育医療相談
（直通）
支援センター
がん相談支援センター

058-251-1101
（内線 2236）

がん相談支援センター

058-246-1111
（代表）

相談用
ＱＲ

小児・ＡＹＡ世代のがんについて

3

❷ 利用できる制度等

1小児慢性特定疾病医療費助成制度

小児慢性特定疾病医療費助成制度は、厚生労働省が定める疾患群および疾病に

かかっている児童の医療費の一部を助成する制度です。
詳しくはＰ25をご覧ください。

2入院児童生徒等に対する学習支援体制の整備
概要

長期入院児童生徒等の学習機会を保障するため、学校や病院等が連携して円滑
な支援体制を整備する取り組みです。
岐阜県では
公立小・中・義務教育学校については、病院の中に設置された病弱・身体虚弱
特別支援学級（院内学級）にて学習支援を行います。
高等学校（公立・私立）については、入院により長期の欠席が見込まれる生徒
に対し、在籍する学校と病院をＩＣＴ機器でつなぎ、病院内で学校の授業に参加
できる体制を整え、進級や卒業ができるように支援します。
また、長期で入院している児童生徒の、学習とスムーズな復学（学校での学習
への復帰）を支援するマニュアル「復学支援」を作成しました。入院から退院ま
でのシーンに合わせた対応方法や留意事項について、医療従事者・教員・保護者・
児童生徒本人に向けて説明しています。

長期入院児童生徒のための復学支援マニュアル「復学支援」
https://www.pref.gifu.lg.jp/site/edu/19523.html

ぎふ・療養サポートブック
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患者同士のささえあいの場

❶ がん患者サロン

がん診療連携拠点病院には、がん患者さんが集い、気持ちを分かち合ったり、がん

について学習するための「がん患者サロン」が開設されています。サロンには、専任
の相談員がおり、ボランティアのピアサポーターが活動していることもあります。が
ん診療連携拠点病院に受診していない患者さんでも利用することができます。

がん診療連携拠点病院のがん患者サロン 一覧
病院名／所在地
岐阜大学医学部附属病院

岐阜市柳戸1-1

岐阜県総合医療センター

サロン名称／開設時間
がん患者サロン和み

病院がんセンターＨＰで案内
https://hosp.gifu ︲ u.ac.jp/
center/gan/index.html
お気軽にお問い合せください

がん患者サロン「ほっとサロン」

電

話

058-230-7049
（直通）
058-246-1111
（代表）

岐阜市野一色4-6-1

月曜日～金曜日
10：30～12：30
13：00～15：00

岐阜市民病院

がん患者サロンやすらぎ

岐阜市鹿島町7-1

月曜日～金曜日
10：00～15：00

058-251-1101
（代表）

大垣市民病院

がんサロンなごみ庵

大垣市南頬町4-86

月曜日～金曜日
10：00～15：00

0584-81-3341
（内線 6174）

中部国際医療センター

美濃加茂市健康のまち1-1

第２火曜日
10：00～12：00
13：00～婦人科がんサロン
第４水曜日
10：00～14：00

中濃厚生病院

なごみの路

関市若草通5-1

毎週 月曜日
10：00～14：00

岐阜県立多治見病院

多治見市前畑町5-161

がん患者サロン「ほっとサロン」 0572-22-5311
月曜日～金曜日
（内線 3820）
10：00～15：00

高山赤十字病院

がん患者交流サロン ほっとサロン

がんサロン

高山市天満町3-11

9
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お気軽にお問い合せください

0574-66-1100
（代表）

0575-22-2211

0577-32-1111
（内線 1203）

患者同士のささえあいの場

4

がん診療連携拠点病院以外でも、がん患者さんやご家族を対象に、がん患者サロン
を開設している病院があります。参加される場合は、事前に、各病院にお問い合わせ
ください。

がん診療連携拠点病院以外のがん患者サロン
病院名／所在地

サロン名称／開設時間

電

話

患者・家族のつどい

松波総合病院

羽島郡笠松町田代185-1

毎月 第４火曜日
14：00～16：00

ピアサポート絆サロン
火曜日・木曜日（不定期）
10：00～14：00

058-388-0111
（代表）

揖斐厚生病院

ひまわり（乳がんサロン） 0585-21-1111
揖斐郡揖斐川町三輪2547-4 ７月・12月（通院患者のみ） （代表）

久美愛厚生病院
高山市中切町1-1

がんサロンきずな
毎週 木曜日
13：00～15：00

0577-32-1115
（代表）

あなたはひとりじゃない
サポートブックの作成にあたって、がんの治療をされた方から診断されたときの気
持ちや、これから治療される方へのメッセージをいただきましたので、紹介させてい
ただきます。

●診断された直後は、病気に対する不安や仕事に復帰できるかと焦りがあり、
どうして私がと思うことがありました。
●つらい時は、正直に気持ちを言って大丈夫です。
●がんになった仲間がいて、相談できる場所があります。
●告知された時の弱い気持ちに負けないでください。
●本人のためになっているのか分からないけれど、家族は一緒に走り続けてい
ます。

ぎふ・療養サポートブック
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患者同士のささえあいの場

❷ 患者団体

様々ながんの患者団体が、がん診療連携拠点病院と協力して活動を行っています。
一緒に闘病をする仲間がいることや、がんを克服した経験者の話を聞くことは大変

心強いことです。話を聞いてみたい団体があれば連絡をしてみてはいかがでしょうか。
患者団体について、拠点病院のがん相談支援センターに、ご相談いただいても結構です。
名

称

連 絡 先

備

考

岐阜睦声会

喉頭がん

事務局：
058-240-7641

みどりの会

膀胱がん

事務局：
・交流会（年１回 情報交換）
080-5137-0032（近藤）

あけぼの岐阜
乳がん術後患者の会

（友愛会）

まるっけ会

・発声教室
・旅行 等

乳がん

連絡先：
0573-66-5937
・おしゃべり会、勉強会、講演会
Email：
・会報誌発行（年１回）
akebonogifu_net
@yahoo.co.jp

乳がん

岐阜市民病院
・総会（年１回 勉強会）
乳腺外科外来
・日帰り旅行（年１回）
058-251-1101（代表）
・作品展（８月）、
・クリスマス会（12月）
・通信（まるっけ新聞）の発行（年３回）
・入院中の子供たちに遊びの提供（月２回）
・入院中の患者家族のお茶会
（不定期）

（小児血液疾患センター
家族患者会）

小児がん

岐阜市民病院
小児科外来
058-251-1101（代表）

菜生

血液がん

岐阜市民病院西９階病棟
・おしゃべり会（不定期）
058-251-1101（代表）

ゆりの会
健康友の会
がん哲学外来
つむぎの路大垣

乳がん

大垣市民病院
外科外来が窓口

・年２回活動 春：交流

直腸がん
膀胱がん

大垣市民病院
外科外来が窓口

・年１回交流（対象は大垣市民病院でストー
マを造設された患者）

大垣市民病院
緩和ケアセンターが窓口

・毎月第３日曜日 交流
14：00～15：30

全

て

秋：勉強会

れんげの会

がん患者と
その家族

岐阜県立多治見病院

・患者と病院職員の協力により会を開催

名声会

咽頭全摘を
された患者

岐阜県立多治見病院

・発声練習（月1回）

あんきや
がんサークル Owls
岐阜睦声会
高山教室

11

がん種

制限なし

連絡先：
090-2576-1099
（かまち）

全てのがん患者 代表：
090-7697-3783（三井）
とその家族
咽頭がん
喉頭がん

岐阜睦声会 高山教室
0577-33-2349

・第２・第４金曜日に教室を開催

オストメイト
やまびこの会

大腸がん
膀胱がん

高山赤十字病院
皮膚・排泄ケア看護師
0577-32-1111

・勉強会、交流会（年１回）

ワンステップ
しゃちほこ

肺がん

ぎふ・療養サポートブック
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onestep_shachihoko
@yahoo.co.jp
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❸ がんに関する情報が設置してある図書館

国立がん研究センターがん対策情報センターが作成した、がんの情報を掲載した小

冊子を、以下の図書館で設置しています。
また、県内の図書館では、がん患者や経験者、家族が書いた闘病記などのコーナー
を設置している図書館もあります。がんと診断された時にどのような気持ちであった
か、がんの治療にどのように向き合ったか、家族はどのように対応したかなど、闘病
の参考になる本が見つかるかもしれません。
図書館も是非、ご活用ください。

国立がん研究センターの小冊子が設置されている公立図書館
施

設

名

所

在

地

問い合わせ先

岐阜県図書館

岐阜市宇佐4-2-1

058-275-5111

大垣市立図書館

大垣市室本町5-51

0584-78-2622

美濃加茂市中央図書館

美濃加茂市太田町1921-1 0574-25-7316

多治見市図書館

多治見市豊岡町1-55

0572-22-1047

高山市図書館「煥章館」

高山市馬場町2-115

0577-32-3096

ぎふ・療養サポートブック
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がん医療に関すること

❶ 岐阜県がん診療連携拠点病院とは

がん診療連携拠点病院とは、全国どこでも質の高いがん医療が受けられるよう国が

指定した医療機関です。都道府県ごとに１ヵ所設置される「都道府県がん診療連携拠
点病院」と、地域ごとに設置される「地域がん診療連携拠点病院」があります。
これらの拠点病院では、がんに関する高度・専門的な治療を行うほか、専門的な相
談の提供や、医療従事者の育成、がん医療の推進を目的としたがん登録を行っています。

岐阜県がん診療連携拠点 病院一覧
病

院

名

所

在

地

電

話

岐阜大学医学部附属病院

岐阜市柳戸1-1

058-230-6000

岐阜県総合医療センター

岐阜市野一色4-6-1

058-246-1111

岐阜市民病院

岐阜市鹿島町7-1

058-251-1101

大垣市民病院

大垣市南頬町4-86

0584-81-3341

中部国際医療センター

美濃加茂市
健康のまち1-1

0574-66-1100

中濃厚生病院

関市若草通5-1

0575-22-2211

岐阜県立多治見病院

多治見市前畑町5-161

0572-22-5311

高山赤十字病院

高山市天満町3-11

0577-32-1111

❷ がんゲノム医療について

がんゲノム医療は、がんの組織にあるたくさんの遺伝子を調べ、遺伝子異変を明ら

かにすることで、一人ひとりの体質や症状に合わせて治療を行う医療です。
遺伝子レベルでご自身のがんを知ることは、治療薬などの治療方針の選択に役立ち、
副作用の軽減や病状の緩和などが期待できます。

13
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がんゲノム医療の相談窓口
病院名／所在地

名

岐阜大学医学部附属病院

岐阜市柳戸1-1

岐阜県総合医療センター
岐阜市野一色4-6-1

岐阜市民病院

岐阜市鹿島町7-1

大垣市民病院

大垣市南頬町4-86

中部国際医療センター

美濃加茂市健康のまち1-1

岐阜県立多治見病院

多治見市前畑町5-161

松波総合病院

羽島郡笠松町田代185-1

称

電

話

がん相談支援センター

058-230-7049
（直通）

がん相談支援センター

058-246-1111
（代表）

がん相談支援センター

058-251-1101
（内線 2236）

ゲノム診療センター

0584-81-3341
（内線 4600）

がん相談支援センター

0574-66-1100
（代表）

がん相談支援センター

0572-22-5311
（内線 3820）

がんセンター ゲノム医療部門 058-388-0111
「がんゲノム医療相談窓口」 （代表）

※実施している検査の種類については各医療機関にお問い合わせください。

❸ がんの地域連携パスとは

地域連携パスは、がん診療連携拠点病院と、地域のかかりつけ医が、患者さんの治

療計画を共有し、役割分担を行いながら治療をすすめるために作成する診療計画書です。
地域連携パスは、日本人に多い５大がん（胃がん、肺がん、肝臓がん、大腸がん、
乳がん）が運用されているほか、前立腺がんや、がん療養サポートパスなどがあります。

◆がん地域連携パスを利用するメリットは？
◎今後の治療予定がわかります

治療計画が記されていますので、患者さん自身が治療内容を確認でき、安心

して治療に専念できます。

◎診療情報が共有されるので、安心してかかりつけ医に受診できます

かかりつけ医と専門医が患者さんの診療情報を共有しますので、切れ目のな

いスムーズな診療を行うことができます。

ぎふ・療養サポートブック
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がん医療に関すること
◎通院時間や待ち時間が短縮でき、通院の負担が軽くなります

ご自宅や職場の近くのかかりつけ医に通院でき、患者さんの都合に合わせて

受診しやすくなります。

がん地域連携パスについて

https://gifugan.net/renkeipath/

がん地域連携パスの詳しい内容・協力医療機関はぎふがんねっとに掲載しています。

パス

患者さん

パス

情報提供

治療病院

かかりつけ医

パス担当者

❹ セカンドオピニオンを受けるには

セカンドオピニオンとは、患者さんが納得のいく治療方法を選択できるように、治

療の状況などについて、現在診療を受けている担当医とは別に、異なる医療機関の医
師に意見を求めることです。セカンドオピニオンは治療ではなく、相談です。

15
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◆セカンドオピニオンの受け方

①初めに、現在の担当医にセカンドオピニオンを受けたいことを相談します。
次に、セカンドオピニオンを希望する病院に予約をとりましょう。
②担当医から、紹介状や検査結果などを受け取り、希望先の病院でセカンドオピ
ニオンを受けます。不安に思っていること、治療方法のことなど、積極的に相
談をしましょう。
③相談が終わったら、セカンドオピニオンの結果を担当医に報告し、今後のこと
を相談しましょう。

◆セカンドオピニオンの費用

セカンドオピニオンは、医療保険が適用されないので自費診療となります。ま

た、病院によって費用が異なります。

がん診療連携拠点病院のセカンドオピニオンの予約窓口
病院名／所在地
岐阜大学医学部附属病院

岐阜市柳戸1-1

岐阜県総合医療センター
岐阜市野一色4-6-1

岐阜市民病院

岐阜市鹿島町7-1

大垣市民病院

大垣市南頬町4-86

中部国際医療センター

美濃加茂市健康のまち1-1

中濃厚生病院

関市若草通5-1

岐阜県立多治見病院

多治見市前畑町5-161

高山赤十字病院

高山市天満町3-11

名

称

電

話

医療連携センター

058-230-7049
（直通）

地域医療連携部
セカンドオピニオン外来

058-246-1111
（内線 2340・2341）

地域連携部

058-253-0890

よろず相談・地域連携課

0584-81-3341
（内線 6173・6175）

病診連携室

0574-66-1580
（直通）

地域医療包括ケアセンター

0575-22-2211
（代表）

がん診療連携課

0572-22-5311
（内線 3818）

入退院支援課
地域連携係

0577-35-1880

ぎふ・療養サポートブック
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がん医療に関すること
◆拠点病院以外でセカンドオピニオンを行っている医療機関
がん診療連携拠点病院以外のセカンドオピニオンの予約窓口
病院名／所在地
笠松病院

岐阜市中鶉3-11

松波総合病院

羽島郡笠松町田代185-1

長良医療センター

岐阜市長良1300-7

大垣徳洲会病院

大垣市林町6-85-1

揖斐厚生病院

揖斐郡揖斐川町三輪2547-4

太田病院

美濃加茂市太田町2855-1

多治見市民病院

多治見市前畑町3-43

岐北厚生病院

山県市高冨1187-3

名

称

電

話

地域連携室

058-276-2881

地域医療介護連携室

058-388-3360

セカンドオピニオン外来
地域医療連携室

058-232-7755
（代表）
0584-84-2016

地域医療福祉連携センター 0585-21-1111
地域連携室

0574-26-1251

地域連携部

0572-22-5211
（代表）

地域医療連携センター

0581-22-4139

❺ 緩和ケアを受けるには

緩和ケアは、患者さんや家族が、自分らしく療養生活を送ることができるよう、が

んによって起こる、心や体の痛みや辛さを和らげるためのケアのことです。
ケアを受けることによって、がんと診断された時から感じる療養の不安、不快感、
あるいは身体の痛み、息苦しさなどの軽減につながったり、睡眠や食事が十分に取れ
るようになるなど、患者さんや家族の療養生活の向上につながります。
がん診療連携拠点病院には、緩和ケア外来があり、緩和ケアを行う専門チームもあ
ります。痛み、不安、辛さがあるときは、遠慮をせず、主治医や看護師、相談員等に
ご相談ください。
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がん診療連携拠点病院の緩和ケア外来
病院名／所在地
岐阜大学医学部附属病院

岐阜市柳戸1-1

岐阜県総合医療センター
岐阜市野一色4-6-1

名

称

緩和ケア外来

毎週 月・金曜日 14：00～16：00
紹介のあった方のみ。
治療は、紹介元の主治医と連携
していきます。

緩和ケア外来（外科外来が窓口）
予約制
火曜日 13：00～15：00
水・木曜日 9：00～12：00

緩和ケア外来

電

話

医療連携センター
058-230-7049

外科外来
058-246-1111

岐阜市鹿島町7-1

完全予約制
火曜日
8：30～11：00
木曜日
8：30～11：00
13：30～15：00

がん相談支援センター
058-251-1101
（内線 2236・4402）

大垣市民病院

緩和医療外来

大垣市南頬町4-86

かかりつけの医師から紹介の
あった方のみ

緩和ケアセンター
0584-81-3341
（内線 6186）

中部国際医療センター

緩和ケア外来

中濃厚生病院

緩和ケア外来

関市若草通5-1

完全予約制
木曜日 14：00～15：00

岐阜県立多治見病院

緩和ケア外来

岐阜市民病院

美濃加茂市健康のまち1-1

多治見市前畑町5-161

高山赤十字病院

高山市天満町3-11

完全予約制

完全予約制・毎週火曜日

緩和ケア外来

病診連携室
0574-66-1580
（直通）
がん相談支援センター
0575-22-2211
（代表）
地域医療連携センター
0572-22-5311
（内線 2488）
がん相談支援センター
0577-32-1111
（内線 1203）

ぎふ・療養サポートブック
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◆拠点病院以外で緩和ケア外来がある医療機関
がん診療連携拠点病院以外の緩和ケア外来
病院名／所在地

名

称

緩和ケア外来

久美愛厚生病院

高山市中切町1-1

要予約
水曜日

飛騨市民病院

緩和ケア外来

8：30～12：00

飛騨市神岡町東町725

要予約
火曜日

下呂市立金山病院

緩和ケア外来

下呂市金山町金山973-6

月曜日

14：30～16：30
8：45～12：00

電

話

0577-32-1115
（代表）
0578-82-1150
（代表）
0576-32-2121
（代表）

注）令和４年９月現在
岐阜県内には、入院して緩和ケアを受けるための病棟を有する病院が６か所ありま
す。緩和ケア病棟の利用を希望される場合は主治医にご相談ください。

岐阜県内の緩和ケア病棟がある病院
病

院

名

在

地

ベッド数

岐阜清流病院

岐阜市川部3-25

28床

岐北厚生病院

山県市高富1187-3

28床

東海中央病院

各務原市蘇原東島4-6-2

15床

中濃厚生病院

関市若草通5-1

20床

岐阜県立多治見病院

多治見市前畑町5-161

19床

久美愛厚生病院

高山市中切町1-1

23床

注）令和４年９月現在
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一般・療養病棟内で個別に緩和ケア対応をしている病院
病

院

名

所

在

地

山田病院

岐阜市寺田7-110

関谷内科外科病院

岐阜市北島1-7-24

大垣徳洲会病院

大垣市林町6-85-1

新生病院

揖斐郡池田町本郷1551-1

美濃市立美濃病院

美濃市中央4-3

国保白鳥病院

郡上市白鳥町為真1205-1

総合病院中津川市民病院

中津川市駒場1522-1

飛騨市民病院

飛騨市神岡町東町725

下呂市立金山病院

下呂市金山町金山973-6

近石病院

岐阜市光町2-46

松波総合病院

羽島郡笠松町田代185-1

海津市医師会病院

海津市海津町福江656-16

注）令和４年９月現在

ぎふ・療養サポートブック
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医療費等に関すること

❶ 医療費が心配

医療費については、次のような制度があります。加入している健康保険の種類によっ

て、手続き方法等が異なります。詳細については、がん診療連携拠点病院のがん相談
支援センターや、下記の「お問い合わせ先」にお尋ねください。

1高額療養費制度を利用するには

がんの医療費は高く、自己負担額が高額となることがあるため、高額療養費制

度が利用できます。
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額（※）が、ひと月（月
の初めから終わりまで）で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制
度です。
毎月の上限額は、年齢や所得によって異なります。詳しくはお問い合わせくだ
さい。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は対象になりません。

問い合わせ先

21
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市町村国民健康保険、後期高齢者に加入している方（Ｐ33～38 参照）
その他の健康保険に加入している方は、各健康保険の相談窓口

医療費等に関すること

6

○平成30年８月診療分から
70歳未満の方の上限額
適

用

区

分

自己負担限度額
（３回目まで）

年収約1,160万円～

252,600円＋

年収約770万円～約1,160万円

167,400円＋

（４回目から）

ア （健保：標準報酬月額83万円以上）
（医療費－842,000円） 140,100円
（国保：旧ただし書き所得901万円超）
×１％
イ （健保：標準報酬月額53万～79万円） （医療費－558,000円）
（国保：旧ただし書き所得
×１％
600万～901万円）

年収約370万円～約770万円
80,100円＋
健保：標準報酬月額28万～50万円） （医療費－267,000円）
（
ウ
（国保：旧ただし書き所得
×１％

93,000円

44,400円

210万～600万円）

～年収約370万円

エ （健保：標準報酬月額26万円以下）
（国保：旧ただし書き所得
210万円以下）

57,600円

44,400円

オ 住民税非課税者

35,400円

24,600円

注）１つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同
じ月の別の医療機関等での自己負担（69歳以下の場合は２万１千円以上であることが必要です。）
を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

ぎふ・療養サポートブック
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70歳以上の方の上限額
適

用

区

分

年収約1,160万円～

現

（標準報酬月額83万円以上）
（課税所得690万円以上）

役

年収約770万～約1,160万円

並
み

（標準報酬月額53万円以上）
（課税所得380万円以上）

年収約370万～約770万円

（標準報酬月額28万円以上）
（課税所得145万円以上）
一

年収約156万～約370万円

般
住民税非課税等

（標準報酬月額26万円以下）
（課税所得145万円未満等）

Ⅱ住民税非課税世帯
Ⅰ住民税非課税世帯

（年金収入80万円以下等）

ひと月の上限額
外来
外来＋入院
（４回目から）
（個人ごと） （世帯ごと・３回目まで）

252,600円＋
（医療費－842,000）
×１％

140,100円

167,400円＋
（医療費－558,000）
×１％

93,000円

80,100円＋
（医療費－267,000）
×１％

44,400円

18,000円
（年間上限
14万４千円）

57,600円

44,400円

24,600円

24,600円

15,000円

15,000円

8,000円

注）１つの医療機関等での自己負担（院外処方代を含みます。）では上限額を超えないときでも、同
じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、
高額療養費の支給対象となります。

2高額療養費限度額適用認定証（限度額認定証）

限度額認定証を提示すると、病院や薬局での支払い額が一定の金額（自己負担

限度額）にとどめられる制度で、70歳以上で現役並み所得世帯のうち、課税所得
145万円以上、課税所得380万円以上の方、住民税非課税世帯に該当する方は事前
の申請が必要です。

問い合わせ先

市町村国民健康保険、後期高齢者に加入している方（Ｐ33～38 参照）
その他の健康保険に加入している方は、各健康保険の相談窓口

3標準負担額減額認定証

対象は、原則、非課税世帯の方のみです。入院時の食事費用の自己負担を減額

する制度で、申請が必要です。

問い合わせ先
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その他の健康保険に加入している方は、各健康保険の相談窓口
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4高額療養費貸付制度

医療費（保険適用）の自己負担分を立て替え払いすることができないときに、

１ヶ月間の医療費の自己負担限度額を差し引いた額の約８割～９割について、無
利子で貸し付けを受けることができる制度です。医療費を支払う前に手続きする
必要があるほか、貸付に当たっては条件があります。

問い合わせ先

市町村国民健康保険、後期高齢者に加入している方（Ｐ33～38 参照）
その他の健康保険に加入している方は、各健康保険の相談窓口

5確定申告による医療費等の控除

１年間に一定以上の医療費（および介護諸費用）などの自己負担があった場合、

税金が軽減されます。

問い合わせ先

居住地を管轄する税務署（Ｐ45 参照）

対象となる費用等
対象となる人

計 算 方 法

一定の収入があるすべての人
①１月１日～12月末に支払った医療費から「高額療養費
制度などから払い戻された費用・生命保険や、がん保険
の給付金・保険金」を差し引きます。

②そこからさらに、10万円または、総所得額の５％を差
し引きます。なお、医療費控除は最高限度額200万円
と定められています。
・医師や歯科医師による診療費

対象となる
費 用

・通院交通費（ガソリン代や駐車料金を除く）、医師など
の送迎代、入院の部屋代（必要のある場合）、医療器具
の購入・貸与費等
・介護保険サービス利用料の一部

・寝たきりの方のおむつ代（医師の証明が必要）

・治療目的でのマッサージ、指圧師、鍼灸師、柔道整復師
などの施術費用

・薬代（病気やけがのために、薬局で購入した市販薬も含
む）等

申 告 時 期

所得税の確定申告期間

ぎふ・療養サポートブック
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6小児がんの医療費助成を受けたい

小児がんの場合、「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の該当となることがあり

ます。小児慢性特定疾病の治療にかかった費用のうち、世帯の所得税額に応じた
自己負担額の上限を超えた場合に助成する制度です。

対

対

象

象

者

厚生労働省が定める16疾患群、788疾病の18歳未満の
児童（引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満）
対象疾病に罹患し、保険診療による治療を受けているもの
で、疾病の状態が国の定める認定基準を満たしている者

医療費の
医療保険単位の世代の市町村民税に応じて算定した額
自己負担限度額 （外来、入院の区別なし）
食事療養費
医療を受ける
医療機関
意見書を
作成する

問い合わせ先
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自己負担あり（１／２を自己負担、１／２を公費負担）
指定医療機関

指定医

居住地を管轄する保健所 （Ｐ39 参照）
岐阜市役所 子ども支援課（岐阜市）
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❷ 障がいのある方への各種制度

がんにより、障がいを負った方については、次のような制度があります。

1身体障害者手帳

身体に障がいが残った方の日常生活の不自由を補うために、さまざまな助成を

受けるためのもので、人工肛門や人工膀胱の造設や、喉頭部を摘出した方等が対
象となります。

問い合わせ先

各市町村担当課（Ｐ33～38 参照）
各福祉事務所 （Ｐ40～41 参照）

2心身に障がいのある方への医療費（重度心身障害者
（児）
医療費助成）
心身に重度の障がいがある方が医療機関を受診した場合、医療費の自己負担金

について助成する制度です。所得に応じて適用制限があります。

問い合わせ先

各市町村担当課（Ｐ33～38 参照）
各福祉事務所 （Ｐ40～41 参照）

3障害年金

がん治療によって、重度の障がいが残った場合、65歳未満であっても年金を受

け取ることができる制度です。人工肛門の造設や咽頭部を摘出した方のほか、日
常生活や仕事に著しい制限を受ける状態となった方が受給できることがあります。
障害年金の受給には一定の要件を満たしていることが必要です。

制 度 の 概 要
種

別

問い合わせ先

障害基礎年金
（国民年金）
１～２級
・各市町村担当課
・日本年金機構
（年金事務所）

障害厚生年金
（厚生年金）
１～３級

障害共済年金
（共済年金）
１～３級

・日本年金機構
（年金事務所）

・職場の担当共済
組合事務局

※身体障害者手帳の等級とは異なります。
※障がいの原因となった病気の初診日において加入していた年金制度により請求手続きが異なります。

問い合わせ先

各市町村担当課（Ｐ33～38 参照）
日本年金機構 （Ｐ45 参照）
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❸ 生活費が心配

1欠勤中の助成制度・傷病手当金

会社員や公務員等が、病気等のために欠勤したときに、生活を支えるための制

度です。
被用者保険(健康保険、共済保険、船員保険)の被保険者本人が利用できます。給
料の支給がない場合等に、１日当たりの給与日額(標準報酬日額)の３分の２相当額
が、最長で１年６か月間支給されます。支給にあたっては、条件があります。

問い合わせ先

各健康保険の窓口（Ｐ33～38 参照）

2生活福祉資金の貸付

低所得世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、その経済的自立や生活意

欲の助長、在宅福祉や社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援す
ることを目的とした貸付制度です。
この制度は、市町村の社会福祉協議会と民生委員の相談・援助のうえ申し込む
制度で、貸付制度です。原則、連帯保証人が必要であり、債務者の方々には償還
完了する義務が生じます。世帯の状況によっては、申し込みができない場合があ
りますので、あらかじめご承知ください。

問い合わせ先

各市町村社会福祉協議会（Ｐ43～44 参照）

3生活保護

病気で仕事ができない、収入が乏しいといった理由で生活が苦しい場合、必要

な援助を行う制度です。あらゆる手段を尽くしても、最低限度の生活を維持でき
ないときに適用されます。
生活保護の給付には、日常生活に必要な費用については生活扶助、医療につい
ては医療扶助というように種類があります。

問い合わせ先
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❹ 岐阜県の補助事業

1岐阜県がん患者生殖機能温存治療費等助成事業

岐阜県では、将来子供を産み育てることを望む小児、思春期・若年のがん患者

さんが、希望を持ってがん治療に取り組んでいただくことができるよう、がん治
療開始に際して行う生殖機能温存治療等に必要な費用の一部を助成します。

◆助成の対象となる方

生殖機能温存治療もしくは温存後生殖補助医療を実施した方、または生殖機

能温存治療の前に実施する意思決定支援を受けたが生殖機能温存治療を実施し
なかった方が助成の対象となります。
生殖機能温存治療、温存後生殖補助医療および意思決定支援で助成要件・助成
回数等が異なります。申請前に必ず岐阜県公式ホームページをご確認ください。
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/19147.html

助成の対象となる治療および助成額
■生殖機能温存治療および意思決定支援

助成の対象となる治療等 助成上限額 ╱ １回
胚（受精卵）の凍結

35万円

助成の対象となる費用
ガイドラインに基づき行われる生殖機
能温存治療および初回の凍結保存に要す
る自己負担額のうち医療保険適用外の費

未授精卵子の凍結
卵巣組織の凍結
（組織の再移植を含む）
精子の凍結

20万円

40万円

2万5千円

用または意思決定支援施設において実施
された意思決定支援に要する費用です。
（対象外）
・入院費、入院時の食事代、文書料等治
療に直接関係のない費用
・初回の凍結保存費用を除く凍結保存の
維持に係る費用

精巣内精子採取術による
精子の凍結
意思決定支援

35万円

・申請者の都合により生殖機能温存治療
を中止した場合の費用
・原疾患担当医師および指定医療機関の

5千円

生殖機能を専門とする医師の双方の同
意が得られない場合の費用

ぎふ・療養サポートブック
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■温存後生殖補助医療

助成の対象となる治療 助成上限額 ╱ １回
凍結した胚（受精卵）を
用いた生殖補助医療

10万円

凍結した未受精卵子を
用いた生殖補助医療

25万円
※１

凍結した卵巣組織再移植
後の生殖補助医療

30万円
※１～４

凍結した精子を用いた
生殖補助医療

30万円
※１～４

※１
※２
※３
※４

助成の対象となる費用
生殖機能温存治療により凍結した検体
を用いた生殖補助医療に要する自己負担
額のうち医療保険適用外の費用です。
（対象外）
・入院費、入院時の食事代、文書料等治
療に直接関係のない費用
・主たる治療を医療保険適用で実施して
いる場合における先進医療等における
自己負担分
・温存後生殖補助医療の実施に当たり、
原疾患担当医師および温存後生殖補助
医療指定医療機関の生殖医療を専門と
する医師の双方の同意が得られない場
合の費用

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施する場合は10万円
人工授精を実施する場合は１万円
採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られないため中止した場合は10万円
卵胞が発達しない、または排卵終了のため中止した場合および排卵準備中、体調不良等により
治療中止した場合は対象外

申請に必要な書類および申請方法は岐阜県公式ホームページをご覧ください。

2岐阜県がん患者医療用補正具購入費助成事業

岐阜県では「岐阜県がん患者医療用補正具購入費助成事業」により、がん患者

の医療用ウィッグ（全頭用）および乳房補正具（乳房パッドや人工乳房）の購入
費の一部を助成します。市町村ごとに制度が異なりますので、詳細はお住まいの
市町村へお問い合わせください。

◆助成の対象となる方

①補正具を購入した日および申請時に岐阜県内に住所を有している方
②がんの治療（手術、薬物治療、放射線治療等）を過去に受けた方、または現
在受けている方
③がんの治療に伴う脱毛により、治療と就労、社会参加等との両立に支障が出
る、または出る恐れのある方
④申請を行う補正具について、他の都道府県および県外の市町村の助成を受け
ていない方

29

ぎふ・療養サポートブック

医療費等に関すること
助成の対象となる経費

6

助成額および上限額（県が助成する場合）

がん患者の医療用ウィッグ（全頭用） 当該購入費用の額の１╱２（千円未満
および装着に必要な頭皮保護用ネット の端数が生じた場合はこれを切り捨て
た額。１万円を上限とする）
の購入費用
がん患者の乳房補正パッドまたは人工
乳房の購入費用（これらを固定する下
着の購入費用を含む）

同

上

※助成はお一人につき、医療用ウィッグと乳房補正具それぞれ１台ずつ、１回限りです。
※購入の際に要した送料や振込手数料は対象となりません。
※申請書の提出期限は補正具を購入した日の属する年度の末日までとなりますので、ご注意ください。
例）購入日：令和３年３月13日 ⇒ 申請期限：令和３年３月31日

医療用ウィッグ、乳房補正具の購入費の助成が受けられます
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/77505.html
申請用紙および制度の詳細はこちらをご覧ください。

問い合わせ先

岐阜市、大垣市、多治見市にお住まいの方は管轄の保健所、
または（県庁）岐阜県健康福祉部 保健医療課 健康推進室 が
ん・受動喫煙対策係
それ以外の市町村にお住いの方は各市町村

● 

●

3肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業

Ｂ型肝炎ウイルスまたはＣ型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変の患者の

医療費の自己負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究
を促進する仕組みを構築するために、Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・
重度肝硬変患者の入院・通院医療費を助成します。

◆助成の対象となる方

①岐阜県内に住所のある方で、各種医療保険のいずれかに加入している方
②世帯年収がおおむね370万円以下（※１）
③Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変と診断され、かつ診断・
認定基準（※２）を満たしている方

④肝がん・重度肝硬変の治療の研究への協力に同意いただける方
⑤肝がん・重度肝硬変に係る入院又は通院医療について、自己負担額が高額療
養費の基準額を超えた月が、過去12か月で２月以上ある方（対象患者と認定
（※３）
された場合は、３月目以降から助成対象となります。
）
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（※１）

年 齢 区 分

階

層

区

分

70歳未満

医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額
適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分が
エまたはオに該当する者

70歳以上～75歳未満

医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の
割合が２割とされている者

75歳以上

後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が１
割とされている者

注）65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保
険者証の一部負担金の割合が１割とされている者を含む

（※２）岐阜県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い（別添１）
（※３）肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関
Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の治療のために、
対象となる月に岐阜県が指定する医療機関（指定医療機関）に入院または通
院している場合が対象

肝がん・重度肝硬変入院医療費の助成事業について
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/18762.html
申請用紙および制度の詳細はこちらをご覧ください。

4小児がん患者ワクチン再接種費用の助成

造血幹細胞の移植によって、定期の予防接種で得た免疫が低下、消失したため

に予防接種の再接種が必要と医師が判断した方へ再接種に要する費用の一部を市
町村（※）が助成しています。
（※）市町村によって実施状況や要件が異なりますので、市町村窓口へお問い合わせください。
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7

在宅療養生活での心配事がありましたら、がん診療連携拠点病院のがん相談支援セ
ンター（Ｐ１）や、診察を受けている病院のソーシャルワーカーにご相談ください。

❶ 介護保険サービスを受けたい

要介護・要支援認定を受けた場合は、介護度によって決められた支給額の範囲で訪

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１
割負担ですが、次のような方が介護保険を利用することができます。

介護保険サービスの対象者
①65歳以上の介護を必要とする状態にある方
対

象

問い合わせ先

②40～64歳までの方で16の特定疾病に該当し、介護
を必要とする場合
（がんも病状によって対象となります）
各市町村介護保険担当（Ｐ33～38 参照）
地域包括支援センター

❷ 訪問看護を利用したい

訪問看護は、看護師が家庭を訪問し、かかりつけ医等と連携を取りながら、在宅療

養を送っている患者さんの看護を行うサービスです。ご本人や家族の意思を尊重しな
がら、療養生活の質（ＱＯＬ）が向上するよう支援します。このサービスは、医療保
険または介護保険を利用して受けることができます。

❸ 訪問診療を受けたい

訪問診療は、医療が定期的に家庭を訪問し、在宅療養中の患者さんの診療を行います。

在宅療養支援診療所一覧

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/15314.html
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各種問い合わせ先一覧

❶ 市町村
市区町村名

33

保健センター（保健衛生担当）窓口

障がい福祉に関する問合せ先

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

岐

阜

市

岐阜市役所 保健衛生部 健康増進課
058-252-7193

障がい福祉課
058-265-4141（代表）

国保
058

羽

島

市

羽島市保健センター
058-392-1111（代表）

福祉課
058-392-9931

保険
058

各務原市

各務原市 健康管理課
058-383-1115

社会福祉課 障がい福祉係
058-383-1126

医療
058

山

県

市

健康福祉ふれあいセンター
0581-22-6838（代表）

福祉課
0581-22-6837（代表）

市民
058

瑞

穂

市

瑞穂市役所 福祉部 健康推進課
058-327-8611

福祉生活課
058-327-4123

医療
058

本

巣

市

本巣市 健康福祉部 健康増進課
058-320-0153

福祉敬愛課
058-323-7752

市民
058

岐

南

町

岐南町役場 健康推進課
058-247-1321

福祉課
058-247-1348

保険
058

笠

松

町

笠松町役場 健康介護課
058-388-7171

福祉子ども課
058-388-1116

住民
058

北

方

町

北方町保健センター
058-323-7600

福祉子ども課
058-323-1119

住民
058

大

垣

市

大垣市保健センター
0584-75-2322

障がい福祉課
0584-47-7298

国保
058

海

津

市

海津市役所 健康福祉部 健康課
0584-53-1317

社会福祉課
0584-53-1139

保険
058

養

老

町

養老町保健センター
0584-32-9025

健康福祉課
0584-32-1105

住民
058

垂

井

町

垂井町保健センター
0584-22-1021

健康福祉課 障がい福祉係
0584-22-7520

住民
058

関ケ原町

関ケ原町健康増進センター
0584-43-3201

住民課
0584-43-1113

住民
058

神

神戸町保健センター
0584-27-7555

健康福祉課 福祉係
0584-27-0175

住民
058

輪之内町

輪之内町保健福祉センター
0584-69-5155

福祉課
0584-69-3128

住民
058

安

安八町保健センター
0584-64-3775

福祉課
0584-64-3111（代表）

住民
058

戸

八

町

町
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各種問い合わせ先一覧

国民健康保険に関する問合せ先

介護保険に関する問合せ先

生活保護に関する問合せ先

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

国保・年金課
058-265-4141（代表）

介護保険課
058-265-4141（代表）

生活福祉一課・二課
058-265-4141（代表）

保険年金課
058-392-9914

高齢福祉課
058-392-9932

福祉課 生活援護係
058-392-9931

医療保険課
058-383-1099

介護保険課 介護保険係
058-383-1778

社会福祉課 生活福祉係
058-383-1125

市民環境課 保険年金係
0581-22-6827（代表）

健康介護課 介護係
0581-22-6838（代表）

福祉課 地域福祉係
0581-22-6837

医療保険課
058-327-4159

地域福祉高齢課
058-327-4126

福祉生活課
058-327-4123

市民課 医療保険係
058-323-7750

福祉敬愛課 高齢福祉係
058-323-7754

福祉敬愛課 社会福祉係
058-323-7754

保険年金課
058-247-1341

保険年金課 介護保険係
058-247-1341

福祉課
058-247-1348

住民課
058-388-1115

健康介護課
058-388-7171

福祉子ども課
058-388-1116

住民保険課
058-323-1113

福祉子ども課
058-323-1119

福祉子ども課
058-323-1119

国保医療課
0584-47-8132

介護保険課
0584-81-4111（代表）

社会福祉課 生活支援グループ
0584-47-7214

保険医療課
0584-53-1349

高齢介護課
0584-53-1145

社会福祉課
0584-53-1139

住民環境課
0584-32-1104

健康福祉課
0584-32-1105

健康福祉課
0584-32-1105

住民課 保険年金係
0584-22-7509

健康福祉課 高齢福祉係
0584-22-7504

健康福祉課 社会福祉係
0584-22-7503

住民課
0584-43-1113

住民課
0584-43-1113

住民課
0584-43-1113

住民保険課 保険年金係
0584-27-0174

健康福祉課 高齢福祉係
0584-27-0175

健康福祉課 福祉係
0584-27-0175

住民課
0584-69-3127

福祉課
0584-69-3128

福祉課
0584-69-3128

住民環境課
0584-64-7105（直通）

住民環境課
0584-64-7105（直通）

福祉課
0584-64-7104（直通）
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各種問い合わせ先一覧

市区町村名

障がい福祉に関する問合せ先

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

揖斐川町

揖斐川保健センター
0585-23-1511

健康福祉課
0585-22-2111（代表）

住民
058

大

野

町

大野町保健センター
0585-34-1111

福祉課
0585-34-1111（代表）

住民
058

池

田

町

池田町保健センター
0585-45-3191

健康福祉課
0585-45-3111

保険
058

市

関市保健センター
0575-24-0111

福祉政策課
0575-23-9032（代表）

保険
057

美濃市保健センター
0575-33-0550

健康福祉課 社会福祉係
0575-33-1122（代表）

高齢
057

社会福祉課
0575-67-1811

保険
057

関

35

保健センター（保健衛生担当）窓口

美

濃

市

郡

上

市

郡上市役所 健康課
（大和保健福祉センター内）
0575-88-4511

美濃加茂市

美濃加茂市役所 健康課
0574-66-1365

福祉課 障がい福祉係
0574-25-2111（代表）

国保
057

可

児

市

可児市役所 健康増進課
0574-62-1111（代表）

福祉支援課
0574-62-1111（代表）

国保
057

坂

祝

町

坂祝町福祉課保健センター
0574-26-7201

福祉課
0574-66-2406

窓口
057

富

加

町

富加町役場 福祉保健課 保健係
0574-54-2117

福祉保健課 福祉係
0574-54-2183

住民
057

川

辺

町

川辺町保健センター
0574-53-2515

健康福祉課
0574-53-7216

住民
057

七

宗

町

七宗町生きがい健康センター
0574-48-1112

健康福祉課
0574-48-1112

住民
057

八百津町

八百津町保健センター
0574-43-2111（代表）

健康福祉課
0574-43-2111（代表）

町民
057

白

白川町役場 保健福祉課
0574-72-2317

保健福祉課
0574-72-2317

保健
057

東白川村

東白川村保健福祉センター
0574-78-2100

東白川村保健福祉センター
0574-78-2100

村民
057

御

御嵩町保健センター
0574-67-2111（代表）

福祉課
0574-67-2111（代表）

保険
057

川

嵩

町

町
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各種問い合わせ先一覧

国民健康保険に関する問合せ先

介護保険に関する問合せ先

生活保護に関する問合せ先

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

住民生活課
0585-22-2111（代表）

健康福祉課
0585-22-2111（代表）

健康福祉課
0585-22-2111（代表）

住民課
0585-34-1111（代表）

福祉課
0585-34-1111（代表）

福祉課
0585-34-1111（代表）

保険年金課
0585-45-3111（代表）

保険年金課
0585-45-3111（代表）

健康福祉課
0585-45-3111（代表）

保険年金課
0575-23-7701

高齢福祉課 介護保険係
0575-23-7730

福祉政策課 保護係
0575-23-9349・9083

高齢福祉保険課
0575-33-1122（代表）

高齢福祉保険課
0575-33-1122（代表）

福祉子ども課
0575-33-1122（代表）

保険年金課
0575-67-1822

高齢福祉課
0575-67-1807

社会福祉課
0575-67-1811

国保年金課
0574-25-2111（代表）

高齢福祉課
0574-25-2111（代表）

福祉課 市民福祉係
0574-25-2111（代表）

国保年金課
0574-62-1111（代表）

介護保険課
0574-62-1111（代表）

福祉支援課
0574-62-1111（代表）

窓口税務課 保険係
0574-66-2405（代表）

福祉課
0574-66-2406（代表）

福祉課 福祉係
0574-26-7111（代表）

住民課 住民係
0574-54-2116

福祉保健課 福祉係
0574-54-2183

福祉保健課 福祉係
0574-54-2183

住民課
0574-53-2513

健康福祉課
0574-53-7216

健康福祉課
0574-53-7216

住民保険係
0574-48-1144

健康福祉課 介護係
0574-48-1112

健康福祉課
0574-48-1112

町民課 国民健康保険係
0574-43-2111（代表）

健康福祉課 介護保険係
0574-43-2111（代表）

健康福祉課 福祉係
0574-43-2111（代表）

保健福祉課 福祉係
0574-72-2317

保健福祉課 福祉係
0574-72-2317

保健福祉課 福祉係
0574-72-2317

村民課 住民係
0574-78-3111（代表）

村民課 住民係
0574-78-3111（代表）

東白川村保健福祉センター 福祉係
0574-78-2100（代表）

保険長寿課 国保年金係
0574-67-2111（代表）

保険長寿課 介護保険係
0574-67-2111（代表）

福祉課 社会福祉係
0574-67-2111（代表）
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各種問い合わせ先一覧

市区町村名

37

保健センター（保健衛生担当）窓口

障がい福祉に関する問合せ先

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

多治見市

多治見市保健センター
0572-23-5960

福祉課
0572-22-1111（代表）

保険
057

瑞

浪

市

瑞浪市 健康づくり課
0572-68-9785

社会福祉課
0572-68-2113

保険
057

土

岐

市

土岐市保健センター
0572-55-2010

福祉課
0572-54-1111（代表）

市民
057

中津川市

中津川市役所 健康医療課
0573-66-1111（代表）

社会福祉課
0573-66-1111（代表）

市民
057

恵

那

市

恵那市役所 健幸推進課
0573-26-2111（代表）

社会福祉課
0573-22-9135

保険
057

高

山

市

高山市役所 健康推進課
0577-35-3160

福祉課
0577-35-3356

市民
057

飛

騨

市

飛騨市役所 市民保健課
0577-73-2948

障がい福祉課
0577-73-7483

市民
057

下

呂

市

下呂市役所 健康医療課
0576-24-2222（代表）

社会福祉課
0576-52-3936

市民
057

白

川

村

白川村役場 村民課
05769-6-1311（代表）

村民課
05769-6-1311（代表）

村民
057
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各種問い合わせ先一覧

国民健康保険に関する問合せ先

介護保険に関する問合せ先

生活保護に関する問合せ先

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

担当課（室）／電話番号

保険年金課 年金国保グループ
0572-23-5746

高齢福祉課 介護保険グループ
0572-23-5826

福祉課 生活援護グループ
0572-23-5817

保険年金課 国保係
0572-68-2118

高齢福祉課
0572-68-2116

社会福祉課 厚生援護係
0572-68-2112

市民課 保険年金係
0572-54-1111（代表）

高齢介護課 介護保険係
0572-54-1111（代表）

福祉課 厚生援護係
0572-54-1111（代表）

市民保険課
0573-66-1111（代表）

介護保険課
0573-66-1111（代表）

社会福祉課
0573-66-1111（代表）

保険年金課 保険年金係
0573-26-2111（代表）

高齢福祉課 介護保険係
0573-26-2111（代表）

社会福祉課 福祉総合相談係
0573-26-2111（代表）

市民課
0577-35-3137

高年介護課
0577-35-3178

福祉課 援護係
0577-35-3139

市民保健課 保険年金係
0577-73-7464

地域包括ケア課
0577-73-7469

地域包括ケア課 社会福祉係
0577-73-6233

市民サービス課
0576-24-2222（代表）

高齢福祉課
0576-53-0153

社会福祉課
0576-52-3936

村民課 村民健康福祉係
05769-6-1311（代表）

村民課 村民健康福祉係
05769-6-1311（代表）

村民課 村民健康福祉係
05769-6-1311（代表）
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各種問い合わせ先一覧

❷ 保健所等

39

保健所名

郵便番号／所在地

電話番号

管轄市町村

岐 阜 保 健 所

〒504-0838
各務原市那加不動丘1-1
岐阜県健康科学センター内

058-380-3004

各務原市、羽島市、山県市
瑞穂市、本巣市、羽島郡
本巣郡

西 濃 保 健 所

〒503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎

0584-73-1111

大垣市、海津市、養老郡
不破郡、安八郡、揖斐郡

関

〒501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎

0575-33-4011

関市、美濃市、郡上市

可 茂 保 健 所

〒505-8508
美濃加茂市古井町
下古井2610-1
可茂総合庁舎

0574-25-3111

美濃加茂市、可児市
加茂郡、可児郡

東 濃 保 健 所

〒507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎２階

0572-23-1111

多治見市、土岐市、瑞浪市

恵 那 保 健 所

〒509-7203
恵那市長島町
正家後田1067-17
恵那総合庁舎２階

0573-26-1111

中津川市、恵那市

飛 騨 保 健 所

〒506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎

0577-33-1111

高山市、飛騨市、下呂市
大野郡

岐阜市保健所

〒500-8309
岐阜市都通2-19

058-252-7193

岐阜市

保

健

所
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各種問い合わせ先一覧

❸ 市町村、県福祉事務所
市

名

福祉事務所名

所

在

地

電話番号

岐

阜

市

岐阜市福祉事務所

岐阜市司町40-1

058-265-4141

大

垣

市

大垣市福祉事務所

大垣市丸の内2-29

0584-81-4111

高

山

市

高山市社会福祉事務所

高山市花岡町2-18

0577-32-3333

多 治 見 市

多治見市社会福祉事務所

多治見市音羽町1-233

0572-22-1111

関

関市社会福祉事務所

関市若草通3-1

0575-22-3131

中 津 川 市

中津川市社会福祉事務所

中津川市かやの木町2-5

0573-66-1111

美

濃

市

美濃市福祉事務所

美濃市1350

0575-33-1122

瑞

浪

市

瑞浪市福祉事務所

瑞浪市上平町1-1

0572-68-2111

羽

島

市

羽島市社会福祉事務所

羽島市竹鼻町55

058-392-1111

恵

那

市

恵那市福祉事務所

恵那市長島町正家1-1-1

0573-26-2111

美濃加茂市

美濃加茂市福祉事務所

美濃加茂市太田町3431-1

0574-25-2111

土

土岐市福祉事務所

土岐市土岐津町土岐口2101

0572-54-1111

各 務 原 市

各務原市福祉事務所

各務原市那加桜町1-69

058-383-1111

可

児

市

可児市福祉事務所

可児市広見1-1

0574-62-1111

山

県

市

山県市福祉事務所

山県市高木1000-1

0581-22-6837

瑞

穂

市

瑞穂市福祉事務所

瑞穂市別府1288

058-327-4123

本

巣

市

本巣市福祉事務所

本巣市下真桑1000

058-323-7752

飛

騨

市

飛騨市福祉事務所

飛騨市古川町若宮2-1-60

0577-73-2111

郡

上

市

郡上市福祉事務所

郡上市八幡町島谷228

0575-67-1121

下

呂

市

下呂市福祉事務所

下呂市萩原町萩原1166-8

0576-52-3936

海

津

市

海津市福祉事務所

海津市海津町高須515

0584-53-1139

市

岐

市
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各種問い合わせ先一覧

福祉事務所名

41

所在地／電話番号

管轄市町村

岐阜地域福祉事務所 福祉課

岐阜市薮田南5-14-53
ＯＫＢふれあい会館
058-272-1929

岐南町、笠松町、北方町

西濃県事務所 福祉課

大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111

養老町、垂井町、関ケ原町
神戸町、輪之内町、安八町

揖斐県事務所 福祉課

揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111

揖斐川町、大野町、池田町

可茂県事務所 福祉課

美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111

坂祝町、富加町、川辺町
七宗町、八百津町、白川町
東白川村、御嵩町

飛騨県事務所 福祉課

高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111

白川村
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各種問い合わせ先一覧

❹ 岐阜労働局（ハローワーク）
事

務

所

名

郵便番号／所在地

電話番号

ハローワーク岐阜
長期療養者職業相談窓口

〒500-8719
岐阜市五坪1-9-1

058-247-2712

ハローワーク大垣
長期療養者職業相談窓口

〒503-0893
大垣市藤江1-1-8

0584-73-9295

ハローワーク多治見
長期療養者職業相談窓口

〒507-0037
多治見市音羽町5-39-1

0572-22-3384

ハローワーク高山
長期療養者職業相談窓口

〒506-0053
高山市昭和町2-220
高山合同庁舎

0577-32-5122

ハローワーク美濃加茂
長期療養者職業相談窓口

〒505-0043
美濃加茂市深田町1-206-9

0574-25-2178

❺ 岐阜産業保健総合支援センター
事

務

所

名

岐阜産業保健総合支援センター

郵便番号／所在地
〒500-8844
岐阜市吉野町6-16

電話番号
058-263-2311
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各種問い合わせ先一覧

❻ 市町村社会福祉協議会
名

称

岐阜市社会福祉協議会
羽島市社会福祉協議会

在

地

岐阜市都通2-2
岐阜市民福祉活動センター内
羽島市福寿町浅平3-25
羽島市福祉ふれあい会館内

電話番号
058-255-5511
058-391-0631

各務原市社会福祉協議会

各務原市那加桜町2-163
各務原市総合福祉会館内

058-383-7610

山県市社会福祉協議会

山県市東深瀬696-1

0581-23-1211

瑞穂市社会福祉協議会

瑞穂市別府1283
総合センター内

058-327-8610

本巣市社会福祉協議会
岐南町社会福祉協議会
笠松町社会福祉協議会

本巣市下真桑1199-1
真正老人福祉センター内

羽島郡岐南町野中8-75
岐南町総合健康福祉センター内
羽島郡笠松町長池408-1
笠松町福祉健康センター内

058-324-8989
058-240-2100
058-387-5332

北方町社会福祉協議会

本巣郡北方町北方1345-2
北方町老人福祉センター内

058-324-6550

大垣市社会福祉協議会

大垣市馬場町124
市総合福祉会館内

0584-78-8182

海津市社会福祉協議会
養老町社会福祉協議会
垂井町社会福祉協議会
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所

海津市南濃町駒野827-1
総合福祉会館ゆとりの森内
養老郡養老町高田79-2
老人福祉センター内
不破郡垂井町1305-2
垂井町福祉会館内

0584-55-2300
0584-34-3504
0584-23-3335

関ケ原町社会福祉協議会

不破郡関ケ原町関ケ原2490-29
国保関ヶ原診療所北棟

0584-43-2943

神戸町社会福祉協議会

安八郡神戸町八条258-2

0584-28-0223

輪之内町社会福祉協議会

安八郡輪之内町四郷2537-1
保健福祉センター内

0584-69-4433

安八町社会福祉協議会

安八郡安八町南今ケ渕400
安八町中央公民館２階

0584-47-7704

揖斐川町社会福祉協議会

揖斐郡揖斐川町谷汲名札265-43
谷汲文化会館内

0585-56-3700

大野町社会福祉協議会

揖斐郡大野町大野80

0585-34-2130

池田町社会福祉協議会

揖斐郡池田町本郷1628-2

0585-45-8123

関市社会福祉協議会

関市若草通2-1
わかくさプラザ内

0575-22-0372
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名

称

美濃市社会福祉協議会
美濃加茂市社会福祉協議会

所

在

地

美濃市95-2
市福祉会館内

美濃加茂市新池町3-4-1
総合福祉会館内

電話番号
0575-35-2355
0574-28-6111

可児市社会福祉協議会

可児市今渡682-1
可児市福祉センター内

0574-62-1555

郡上市社会福祉協議会

郡上市大和町徳永585
郡上市役所大和庁舎内

0575-88-9988

坂祝町社会福祉協議会

加茂郡坂祝町黒岩153-1
サンライフさかほぎ内

0574-27-1222

富加町社会福祉協議会

加茂郡富加町滝田1381-1

0574-54-1312

川辺町社会福祉協議会

加茂郡川辺町石神128
やすらぎの家内

0574-53-2121

七宗町社会福祉協議会

加茂郡七宗町神渕10327-1
サンホーム七宗内

0574-46-1294

八百津町社会福祉協議会

加茂郡八百津町八百津3836-3

0574-43-4462

白川町社会福祉協議会

加茂郡白川町三川2065-2
福祉センター内

0574-72-2327

東白川村社会福祉協議会

加茂郡東白川村神土697-1

0574-78-2059

御嵩町社会福祉協議会

可児郡御嵩町御嵩1239-10
希らり館内

0574-67-6710

多治見市社会福祉協議会

多治見市太平町2-39-1
多治見市総合福祉センター内

0572-25-1134

中津川市社会福祉協議会

中津川市かやの木町2-5

0573-66-1111

瑞浪市社会福祉協議会

瑞浪市樽上町1-77
市民福祉センターハートピア内

0572-68-4148

恵那市社会福祉協議会

恵那市大井町727-11
恵那市福祉センター内

0573-26-5221

土岐市社会福祉協議会

土岐市下石町1060
総合福祉センターウエルフェア土岐内

0572-57-6661

高山市社会福祉協議会

高山市昭和町2-224
総合福祉センター内

0577-35-0294

飛騨市社会福祉協議会

飛騨市古川町若宮2-1-66
古川町総合会館内

0577-73-3214

下呂市社会福祉協議会

下呂市萩原町萩原875-2

0576-52-4884

白川村社会福祉協議会

大野郡白川町鳩谷517
白川村役場内

05769-6-1311
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❼ 税務署
税務署名

郵便番号／所在地
〒503-8556
大垣市丸の内2-30

大垣税務署

0584-78-4101

管轄市町村
大垣市、海津市、養老郡
不破郡、安八郡、揖斐郡
岐阜市のうちＪＲ東海高山
本線以北 および ＪＲ東海
岐阜駅以西の東海道本線以
北に属する地域

〒500-8711
岐阜市千石町1-4

058-262-6131

岐阜南税務署

〒500-8567
岐阜市加納清水町4-22-2

058-271-7111

岐阜市の一部
羽島市、各務原市、羽島郡

関 税 務 署

〒501-3293
関市川間町2

0575-22-2233

関市、美濃市、美濃加茂市
郡上市、加茂郡

高山税務署

〒506-8601
高山市名田町3-82

0577-32-1020

高山市、飛騨市、下呂市
大野郡

多治見税務署

〒507-8706
多治見市白山町1-209

0572-22-0101

多治見市、瑞浪市、土岐市
可児市、可児郡

中津川税務署

〒508-8611
中津川市かやの木町4-3

0573-66-1202

中津川市、恵那市

岐阜北税務署

❽ 日本年金機構
事
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電話番号

務

所

名

山県市、瑞穂市、本巣市
本巣郡

年金事務所
郵便番号／所在地

電話番号

大垣年金事務所

〒503-8555
岐阜県大垣市八島町114-2

0584-78-5166

岐阜北年金事務所

〒502-8502
岐阜県岐阜市大福町3-10-1

058-294-6364

岐阜南年金事務所

〒500-8381
岐阜県岐阜市市橋2-1-15

058-273-6161

高山年金事務所

〒506-8501
岐阜県高山市花岡町3-6-12

0577-32-6111

多治見年金事務所

〒507-8709
岐阜県多治見市小田町4-8-3

0572-22-0255

美濃加茂年金事務所

〒505-8601
岐阜県美濃加茂市太田町2910-9

0574-25-8181
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