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拠点病院等の最寄りの 
ハローワーク 

（全国４７都道府県） 

○ 25年度から、ハローワークに専門相談員を配置し、がん診療連携拠点病院等と連携した 
  がん患者等に対する就職支援モデル事業を開始。 
 

○ 28年度からは、３年間のモデル事業で蓄積した就職支援ノウハウや知見を幅広く共有し、 
  がん患者等の就職支援について、全国で実施。 
 

○ 29年度においては、治療と両立できる求人の確保等を推進するとともに、拠点数の拡充を図る。 

・就職希望者の誘導 
・本人の医療関係情報の提供 

相談支援センターへの出張相談 
 

 

労働市場、求人情報等 
 雇用関係情報の提供 

個々のがん患者等の希望や治療状況等を 
 踏まえた職業相談、職業紹介 
 
がん患者等の希望する労働条件に応じた 
 求人の開拓、求人条件の緩和指導 
 
がん患者等の就職後の職場定着の支援  
 

 ⇒ 専任の就職支援ナビゲーターが実施 

就職率 
(H27年度) 
51.2％ 

実績 

本人、相談支援
センター相談員
も交えた相談 

平成２９年度概算要求額 ３３５百万円（ ２８年度予算額２４７百万円） 



がん患者等就職支援事業の実績 

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

実施公共職業
安定所数 

５安定所 
 
（５都県：東京、 
 神奈川、静岡、 
 兵庫、愛媛） 

１２安定所 
 
（１２都府県： 
宮城、石川、福井、
京都、広島、福岡、
鹿児島が追加） 

１６安定所 
 
（１５都道府県： 
 北海道、埼玉、  
 愛知が追加） 

４８安定所 
 

（４７都道府県） 

実施拠点 
病院数 

５病院 １６病院 ２１病院 ６２病院 
 
（平成28年10月現在） 

相談件数 ５４７件 ２，６８６件 ３，３５０件 － 
 

就職率 ４０．０％ ４３．６％ ５１．２％ － 

その他 モデル事業 
開始 

経験交流会の
開始 

事業主 
セミナー開始 

全国展開 
（本格実施） 



がん患者等に対する就職支援事業 実施箇所及び連携先の拠点病院等（平成28年度） 
労働局 事業実施安定所 連携先拠点病院 

愛知 名古屋東公共職業安定所 愛知県がんセンター中央病院 

三重 津公共職業安定所 国立大学法人 三重大学医学部附属病院 

滋賀 草津公共職業安定所 滋賀県立成人病センター 

京都 京都西陣公共職業安定所 
国立大学法人 京都大学医学部附属病院 

京都府公立大学法人京都府立医科大学附属病院 

大阪 大阪東公共職業安定所 
地方独立行政法人大阪府立病院機構  

大阪府立成人病センター 

兵庫 明石公共職業安定所 兵庫県立がんセンター 

奈良 大和高田公共職業安定所 奈良県立医科大学附属病院 

和歌山 和歌山公共職業安定所 和歌山県立医科大学附属病院 

鳥取 米子公共職業安定所 国立大学法人 鳥取大学医学部附属病院 

島根 出雲公共職業安定所 国立大学法人 島根大学医学部附属病院 

岡山 岡山公共職業安定所 国立大学法人 岡山大学病院 

広島 広島東公共職業安定所 国立大学法人 広島大学病院 

山口 宇部公共職業安定所 国立大学法人 山口大学医学部附属病院 

徳島 徳島公共職業安定所 

国立大学法人 徳島大学病院 

徳島赤十字病院 

徳島市民病院 

徳島県立中央病院 

香川 高松公共職業安定所 国立大学法人 香川大学医学部附属病院 

愛媛 松山公共職業安定所 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター 

高知 高知公共職業安定所 
国立大学法人 高知大学医学部附属病院 

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター 

福岡 福岡中央公共職業安定所 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター 

佐賀 佐賀公共職業安定所 
国立大学法人 佐賀大学医学部附属病院 

地方独立行政法人 佐賀県医療センター好生館 

長崎 長崎公共職業安定所 国立大学法人 長崎大学病院 

熊本 熊本公共職業安定所 国立大学法人 熊本大学医学部附属病院 

大分 大分公共職業安定所 国立大学法人 大分大学医学部附属病院 

宮崎 宮崎公共職業安定所 国立大学法人 宮崎大学医学部附属病院 

鹿児島 鹿児島公共職業安定所 
国立大学法人 鹿児島大学病院 

社会医療法人博愛会 相良病院 

沖縄 那覇公共職業安定所 国立大学法人 琉球大学医学部附属病院 

労働局 事業実施安定所 連携先拠点病院 

北海道 札幌東公共職業安定所 
独立行政法人国立病院機構  

北海道がんセンター 

青森 青森公共職業安定所 青森県立中央病院 

岩手 盛岡公共職業安定所 岩手医科大学附属病院 

宮城 仙台公共職業安定所 

地方独立行政法人宮城県立病院機構  
宮城県立がんセンター 

国立大学法人 東北大学病院 

秋田 秋田公共職業安定所 国立大学法人 秋田大学医学部附属病院 

山形 山形公共職業安定所 山形県立中央病院 

福島 福島公共職業安定所 福島県立医科大学附属病院 

茨城 水戸公共職業安定所 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター 

栃木 宇都宮公共職業安定所 地方独立行政法人栃木県立がんセンター 

群馬 太田公共職業安定所 群馬県立がんセンター 

埼玉 大宮公共職業安定所 

埼玉県立がんセンター 

自治医科大学付属さいたま医療センター 

さいたま市立病院 

千葉 千葉公共職業安定所 独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 

東京 飯田橋公共職業安定所 
国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 

東京都立駒込病院 

神奈川 
横浜公共職業安定所 

横浜市立市民病院 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構  
神奈川県立がんセンター 

相模原公共職業安定所 北里大学病院 

新潟 新潟公共職業安定所 
新潟県立がんセンター新潟病院 

新潟市民病院 

富山 富山公共職業安定所 富山県立中央病院 

石川 金沢公共職業安定所 
国立大学法人 金沢大学附属病院 

金沢医科大学病院 

福井 福井公共職業安定所 社会福祉法人恩賜財団 福井県済生会病院 

山梨 甲府公共職業安定所 
地方独立行政法人山梨県立病院機構  

山梨県立中央病院 

長野 松本公共職業安定所 国立大学法人 信州大学医学部付属病院 

岐阜 岐阜公共職業安定所 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 

静岡 沼津公共職業安定所 静岡県立静岡がんセンター 



５０代女性（乳がん） 
・手術後、勤務先は解雇。 
・支援開始時点で、３か月に１回の乳腺外来、２か月に１回の形成外科に通院中。 
・外来受診時に、MSWから本事業の説明を受け支援開始 

① 抱える課題 
○ 経理の経験を活かし、会計事務所の勤務を希望。前職は病気が理由で解雇と 
 なったため、通院について理解してくれるところを希望。 
○ これまでも応募を繰り返していたが採用に至らず、自信喪失状態。 
○ 正社員・パートのこだわりはないと言いつつ、正社員は仕事内容のハードルが 
 高いと感じている。 
 
 
 
② 支援内容 
○ 「できること」の棚卸を行い、就職する際の希望条件の優先順位を検討。 
○ 職務経歴書の書き方や模擬面接等の支援を実施。 
○ 病気については、症状が安定しており、定期的な通院のみであったが、病気に
ついて理解してくれる企業を希望していたため、仕事上配慮が必要なことを伝え
るとともに、面接時に本人から病名を開示。 

③ 結果 
 希望条件に合致した会計事務所のパート求人へ応募し、これまでの経験等を踏
まえたアピールをしたところ、正社員として採用してもらえることとなった。 
（支援期間：約３か月） 

＜支援事例＞ 



●ハローワーク出張相談への積極的な誘導をお願いします。 
 患者さんから直接就労に関する相談があった場合だけ、出張相談につなぐの 
 ではなく、経済的に再就職が必要な方、働き盛りの年代なのに仕事を辞めて 
 しまっている方など、支援を必要としていそうな方に積極的に声がけをお願い 
 します。 
 
●病院内の医師・看護師に対する研修会の場などを通じて、ハローワークの出張 
 相談への理解促進をお願いします。ご理解いただくことで、支援を必要として 
 いる患者の方を出張相談に案内していただくきっかけとなります。 

 

 
 

●病院内において、がん患者等就職支援事業のチラシやリーフレットを配布し、 

 当事業の周知・広報に御協力をよろしくお願いします。 

 

ハローワークと連携している拠点病院へのお願い 

都道府県がん診療連携拠点病院の皆様にお願いしたいこと 

がん患者等就職支援事業の周知・広報への御協力 
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