
滋賀県内の
相談窓口

治療と仕事の両立支援

滋賀県地域両立支援推進チーム
滋賀県医師会、滋賀県立総合病院、連合滋賀、滋賀県中小企業家同友会、
滋賀労働基準協会、滋賀県社会保険労務士会、日本産業カウンセラー協会、

日本キャリア開発協会、滋賀県がん患者団体連絡協議会、
滋賀産業保健総合支援センター、滋賀労働局、滋賀県

治療をしながら仕事をする人を応援する情報ポータルサイト

治 療 と 仕 事 の 両 立 支 援 ナ ビ

滋賀県のがんに関する情報を集めた、がん情報ポータルサイト



対象 相談内容 相談窓口

がん

• 患者さんやご家族からの
「がんの治療」や「療養 生
活全般」の質問や相談への
対応

• がんに関する情報提供

滋賀県立総合病院 がん相談支援センター
077-582-8141（月～金 9:00～17:15）

淡海医療センター がん相談支援センター
077-516-2511（月～金 9:00～17:15）

済生会滋賀県病院 がん診療支援センター
077-552-1221（月～金 9:00～16:30）

滋賀医科大学医学部附属病院 がん相談支援センター
077-548-2859（月～金 9:00～17:00）

大津赤十字病院 がん相談支援センター
077-526-5366（月～金 9:00～17:00）

市立大津市民病院 患者相談支援室
077-522-4607（月～金 9:00～17:15）

公立甲賀病院 がん相談支援センター
0748-65-1641（月～金 8:30～17:15）

近江八幡市立総合医療センター 患者総合支援課
0748-33-3151（月～金 8:30～17:15）

東近江総合医療センター がん相談支援室
0748-22-3030（月～金 9:00～17:00）

彦根市立病院 がん相談支援センター
0749-22-6050（月～金 9:00～16:00）

市立長浜病院 がん相談支援センター
0749-68-2354（月～金 8:30～17:15）

長浜赤十字病院 がん相談窓口
0749-68-3389（月～金 8:30～17:00）

高島市民病院 がん相談支援センター
0740-36-0220（月～金 9:00～16:00）

肝 炎
• 肝疾患に関する相談

滋賀医科大学医学部附属病院 肝疾患相談支援センター
077-548-2744（月～金 9:00～17:00）

大津赤十字病院 肝疾患相談支援窓口
077-522-4131（月～金 8:30～17:00）

• 肝炎治療医療費助成制度 県感染症対策課 077-528-3632

若年性
認知症
（認知症）

・若年性認知症を含む認知症
に関する診断や、認知症の周
辺症状および身体合併症の対
応などの専門医療相談
・診断後の御本人や御家族へ
の支援。

藤本クリニック認知症疾患医療センター
077-582-6032（8:30～17:30（原則））

琵琶湖病院認知症疾患医療センター ビスタリ
077-578-2024（月～土9:30～17:00）

瀬田川病院認知症疾患医療センター
077-543-1441（月～金9:30～17:00）

水口病院認知症疾患医療センター
0748-63-5430（月～土9:00～17:00）

豊郷病院認知症疾患医療センター オアシス
0749-35-3001 0749-35-5345

（月～金9:00～16:30 土9:00～12:30）
近江温泉病院認知症疾患医療センター

0749-46-0010（火～土9:00～16:00）
滋賀八幡病院認知症疾患医療センターおうみ

0748-33-7106（月～金9:00～16:00）
セフィロト病院認知症疾患医療センター

0749-68-5716（月～土9:00～16:30）
高 次 脳
機 能 障 害

• 治療、福祉サービス、日常
生活に関する相談

滋賀県高次脳機能障害支援センター
℡077-561-3486（月～金9:00～17:00）

１ 病気や治療に関する相談窓口



対象 相談内容 相談窓口

治療と仕事の
両立支援制度

• 両立支援の総合相談
• 両立支援促進員による

個別訪問支援など

滋賀産業保健総合支援センター
077-510-0770（月～金8：30～17：15）
※協定病院の出張相談窓口（裏面、要予約）

• 治療と仕事の両立に悩
んでいる労働者、求職
者等への両立支援キャ
リアカウンセリング

日本キャリア開発協会（JCDA）
（月～金10：00～19：00）（1回30分無料）
申込先HP https://www.j-cda.jp/about/ 
hatarakikata/counseling.php

長期療養者の
就労支援制度

• 長期療養者の希望や治
療状況等を踏まえた職
業相談、職業紹介

• 長期療養者の就職後の
職場定着の支援

就労支援ナビゲーター（長期療養者支援）
ハローワーク草津 077-562-3720
ハローワーク長浜 0749-62-2030
ハローワーク甲賀 0748-62-0651
ハローワーク彦根 0749-22-2500 42#

（月～金 8:30～17:15）
※協定病院の出張相談窓口（別添、要予約）

• 職業相談、ジョブコー
チ支援、リワーク支援

滋賀障害者職業センター
ジョブスタイルしが 077-526-9631

（月～金 8:45～17:00）

社会保障制度
就業環境整備

• 社会保険や労務関係に
関する社会保険労務士
による相談

滋賀県社会保険労務士会
077-526-3750（土13:00～17:00要予約）

※協定病院の出張相談窓口（裏面、要予約）

• 働き方・休み方改善コ
ンサルタントへの相談

• 働き方改革推進助成金
• 病休制度の整備

滋賀労働局雇用環境・均等室
077-561-3486（月～金8:30～17:15）

滋賀働き方改革推進支援センター
0120-100-227（月～金9:00～17:00）

こころの
健康相談窓口

• 眠れない、生きている
いることがつらい、し
んどいという方へ

自殺予防電話相談 077-566-4326
（年末年始除く9：00～21：00）

滋賀いのちの電話
077-553-7387（金～月 10：00～20：30)

• 認定産業カウンセラー
による相談

(一社)日本産業カウンセラー協会京都相談室
075-212-9100（月～金10：00～17：00）

1回（50分）6,600円
無料相談（面談）毎月15日（初回のみ）
（日・祝日にあたると翌日になります）

２ 相談支援窓口

難 病

• 病気や障害の程度に応じた
職業相談、職業紹介、求職
活動の支援。

• 就職後の職場定着の支援

滋賀県難病相談・支援センター
077-526-0171（金 10:00～15:00）

ハローワーク大津 難病患者就労サポーター
077-522-3773 #42（月～金 9:00～16:00）

不妊治療

• 労働者に対する休暇制度の
相談・周知啓発

滋賀労働局雇用環境・均等室
077-523-1190（月～金8:30～17:15）

• 不妊に関する医学的・専門
的な相談や不妊による 心の
悩み等について

滋賀県不妊専門相談センター
077-548-9083（月～金9:00～16:00）

滋賀県子育て・女性健康支援センター
077-553-3931（月～金10:00～16:00）

https://www.j-cda.jp/about/


出張相談窓口
（協定病院）

滋賀産業保健
総合支援センター ハローワーク 滋賀県

社会保険労務士会

滋賀県立総合病院
がん相談支援センター

予約受付：077-582-8141

毎月第４火曜日
13:30～16:30

予約制

毎月第1、3火曜日
13:30～16:30

予約制
(ハローワーク草津)

毎月第2火曜日
13:30～16:30

予約制

市立長浜病院
がん相談支援センター

予約受付：0749-68-2354

毎月第２水曜日
13:00～15:00

予約制

毎月第1、3月曜日
予約制

13:00～15:00
(ハローワーク長浜)

年1回

彦根市立病院
がん相談支援センター

予約受付：0749-22-6050

毎月第３水曜日
13:30～15:30

予約制

毎月第1水曜日
予約制

13:30～15:30
(ハローワーク彦根)

大津赤十字病院
がん相談支援センター

予約受付：077-522-4131代表

毎月第３火曜日
14:00～16:00

予約制
令和5年度から実施

予定

滋賀医科大学医学部
附属病院

患者支援センター
予約受付：077-548-2111代表

毎月第２木曜日
13:00～15:00

予約制

毎月第4月曜日
14:00～16:00

予約制
(ハローワーク大津)

淡海医療センター
地域医療連携窓口

予約受付：077-516-2511

毎月第１水曜日
13:00～15:00

予約制

毎月第３水曜日
13:00～16:00

予約制
(ハローワーク草津)

東近江総合医療センター
地域医療連携室

予約受付：0748-22-3030

毎月第３木曜日
14:00～16:00

予約制

済生会滋賀県病院
がん診療支援センター

予約受付：077-552-1221代表

毎月第2火曜日
13:00～15:00

予約制

公立甲賀病院
がん相談支援室

予約受付：0748-65-1614

毎月第１木曜日
14:00～16:00

予約制

毎月第3木曜日
14:00～16:00

予約制
(ハローワーク甲賀)

毎月第2水曜日
13:00～16:00

予約制

３ 県内拠点病院内の出張相談窓口
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