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等

　また、平成30年４月から、隣接する地域の「がん診療連携拠点病院」との

連携によりグループ指定を受ける「地域がん診療病院」が新たに１つ追加

されました。

平成30年４月現在
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⑥高知赤十字病院

【地域がん診療病院】

　④県立あき総合病院

④
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奇数月　第3火曜
14:00～16:00

(変更する場合があります。

事前にお問い合わせください)

各種サロンがありますので

お問い合わせください

※日程についてはお問い合わせください。

（がん相談支援センター）

（がん相談支援センター）

（地域医療連携室）

（がん相談支援センター）

（地域医療連携室）

（外科外来）

（がん相談支援センター）

（美波病棟）
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『がん相談支援センター』

088-837-3863

0887-34-3111
県立あき総合病院

『がん相談支援センター』

地域がん

診療病院

安芸市宝永町

3-33

088-822-1201

『がん相談支援センター』

高知赤十字病院

『がん相談支援センター』

高知市新本町

2-13-5１

『がん相談支援センター』

『がん相談支援センター』

③2018.08.21　md

（H30.4月現在）

（H30.4月現在）

（H30.4月現在）

088-837-3863

090-2787-4110
代表者　安岡

高知市旭町
３-1１５

宿毛市山奈町
芳奈３-1

14:00～15:00

がん相談センターこうち

088-837-3863

088-854-8762

高知大学医学部
附属病院

県立幡多けんみん病院

毎月　第４金曜
14:00～16:00

毎月　第４火曜
14:00～16:00

年８回※
15:00〜17:00

毎月　第1木曜
13:00～15:00（H30.9月〜）

月〜金（祝日除く）

9:00〜17:00 開放中
（自由出入可）

088-863-8516

0880-66-2222

安芸市宝永町
3-33

県立あき総合病院
年３〜４回※
13:30～14:30 （がん相談支援センター）

0887-34-3111

毎月　第３水曜
14:00～16:00

こうち男女共同参画センター ソーレ

『がん相談センターこうち』

がん相談窓口

金・第２・４土

月～金

8：30～17：15

月〜金9:00～16:00

うち火・第3木9:00～12:00

月～金

9：00～16：00

相談
施設名

治療や手術の
費用がどれくらい
かかるか心配

他の病院の先生
にも治療について
聞いてみたいけど、
どうしたらいい？

がんがわかってから
毎日が辛くて
たまらない

先生から説明して
もらったけれど１回
聞いただけでは
よくわからない・・・

退院することに
なったけど、この先
自宅で生活できるか
不安・・・

これから仕事が続
けられるか不安・・・
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高知市塚ノ原6-1

②2018.08.17　md

緩和ケア

（H30.4月現在）

１

２

２

地域がん診療病院・

それ以外の
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②2018.08.17　md

セカンドオピニオン

10,800〜16,200

２

２

-new



（１）70歳未満の方

　70歳未満の方で、Ｐ８の「高額療養費制度」の１か月の自己負担限度額

を超えそうな場合は、あらかじめ加入している医療保険者に「限度額適用認

定証」の交付を申請し、医療機関（※１）に提示することによって、一医療

機関ごとの窓口負担額が、自己負担限度額までとなります。

　　　

（２）70歳以上75歳未満の方（平成30年８月診療分から）

　所得区分が「現役並みⅠ」または「現役並みⅡ」の方は、あらかじめ加入

している医療保険者に「限度額適用認定証」を申請し、医療機関（※１）に

提示することで自己負担限度額（※２）までの支払いとなります。

　また、所得区分が「現役並みⅢ」または「一般」の方は、「高齢受給者証」

を医療機関に提示することで自己負担限度額（※２）までとなります。

 

（３）住民税非課税世帯の方

　あらかじめ加入している医療保険者に、「限度額適用・標準負担額減額認

定証」の交付を申請し、医療機関（※１）に提示することで自己負担限度額

（※２）までとなります。

★問い合わせ先：加入している医療保険の窓口（下記参照）

※１　保険医療機関（入院・外来別）、保険薬局等それぞれでの取り扱いとなります。
※２　保険外負担分（差額ベッド代など）や入院時の食事負担額等は対象外となります。
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　加入している医療保険の種類によって問い合わせ先が異なりますので、

詳しくは下記の問い合わせ先にお問い合わせください。

★問い合わせ先：加入している医療保険の窓口（Ｐ９参照）

≪70歳未満の方の場合≫

所得区分 

年収約1,160万円〜

年収約1,160万円〜
標準報酬月額83万円以上／課税所得690万円以上

年収約770万円〜約1,160万円
標準報酬月額53万円以上／課税所得380万円以上

年収約370万円〜約770万円
標準報酬月額28万円以上／課税所得145万円以上

住
民
税

非
課
税
等

現
役
並
み

一
般

252,600円＋（医療費−842,000）×１% 

167,400円＋（医療費−558,000）×１% 

80,100円＋（医療費−267,000）×１% 

年収156万〜約370万円
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80万円以下など）

140,100円

93,000円

44,400円

44,400円57,600円 

24,600円 

15,000円 

18,000円
（年144,000円）

8,000円

252,600円+ (医療費－
842,000円)×１% 

167,400円＋(医療費－
558,000円)×１%

140,100円

93,000円

健保：標準報酬月額83万円以上
国保：年間所得（※1）901万円超

年収約770～約1,160万円
健保：標準報酬月額53万円以上79万円未満 
国保：年間所得600万円超901万円以下

１か月の自己負担
限度額（世帯ごと）

多数回該当の
場合（※2）

≪70歳以上または、65〜70歳未満の方で、後期高齢者医療保険に加入されている方の場合（平成30年8月診療分から）≫

80,100円＋ (医療費－
267,000円)×１% 

44,400円
年収約370～約770万円
健保：標準報酬月額28万円以上50万円未満
国保：年間所得210万円超600万円以下

57,600円 44,400円
～年収約370万円

所得区分 外来（個人ごと） １か月の自己負担限度額（世帯ごと）
多数回該当の
場合（※２）

住民税非課税者

健保：標準報酬月額26万円以下
国保：年間所得210万円以下

35,400円 24,600円

※1　「年間所得」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期（短期）譲渡所得金額等の合計額から基礎控除（33万円）
を控除した額（ただし、雑損失の繰越控除額は控除しない。）のことを指します。  
※２　高額療養費を申請される月以前の直近12か月の間に高額療養費の支給を受けた月が3か月以上ある場合は、4か月目から「多数回
該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減されます。

２．限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

船員法第1条に規定する船員と

その扶養家族

75歳以上の方

（65歳以上75歳未満で、一定の

障害があると認定を受けている方）

全国健康保険協会　船員保険部

TEL：0570-300-800

③2018.08.21　md

（H30.8月現在）

（H30.8月現在）

　　　　　　　　　　　  一定の金額（自己負担限度額）を超えて支払った

医療費が支給

ア

イ

ウ

エ

オ
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③2018.08.21　md

ひとり親家庭医療費助成制度

　所得税非課税世帯の母子家庭の母、父子家庭の父及び18歳に達する日以

後の最初の3月31日までの間にある児童等の医療費の自己負担分を助成す

る制度です。★問い合わせ先：各市町村健康福祉担当課（Ｐ19-20参照）

小児慢性特定疾病医療費助成制度

　がんを含む小児慢性特定疾病と認定された疾病の治療にかかった医療費の

うち、世帯の所得税額に応じて支払う自己負担金額を超えた部分を助成する

制度（※）です。

756疾病

医療保険における世帯の市町村民税課税額に応じた月額自己負担額があります。

子育て給付課（P19参照）

・身体障害者手帳１・２級の方　　・療育手帳A1・A2の方　など

※ただし、65歳以上で平成15年10月1日以後、新たに重度障害者の認定を受

けた方は対象となりません。（市町村民税非課税世帯の方を除く）

19-20

（P17参照）

　本人または家族（本人と生計を一にする配偶者やその他の親族）のため

の医療費を、1年間（1月1日～12月31日）で、一定額を超えて支払った

場合、確定申告すれば所得税を返してもらうことができます。

・医師や歯科医師による診療費　・医薬品の購入費

・通院交通費（ｶﾞｿﾘﾝ代・駐車場代除く）・入院時の部屋代や食事代　

・診療や治療を受けるために必要な義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯などの購入費

・介護保険ｻｰﾋﾞｽの一部（訪問看護・ﾘﾊﾋﾞﾘ・ﾃﾞｲｹｱ等）

・治療目的のﾏｯｻｰｼﾞ指圧師、鍼灸師、柔道整復師など施術費用　など

（原本）　など

還付申告期間 医療費を支払った翌年の1月1日から5年間は医療費控除の申告が可能

18

　被用者保険（健康保険、共済、船員保険）の被保険者本人が対象で、給料

の支給がない場合等に、1日あたり給与日額（標準報酬日額）の3分の2相

当額が、最長1年6か月間支給されます。

９

国民健康保険等の医療保険に加入している

医療費控除の明細書（医療費通知がない場合）

、３日以上連続して

（手当金が支給されるのは4日目以降）

方

※
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18

23-24

17 19-20

仕事

　がんの治療では、ほとんどの場合、入院や定期的な通院、自宅療養が必要

となるため、仕事をしばらく休むことになります。様々な理由から、退職な

どを考えるかもしれませんが、いつもより体も心も弱っているときに、退職

など生活の大きな変化について結論を出すことは避けましょう。

　Ｐ２のがん相談窓口では、就労に関する内容をはじめとした相談を受け付

けています。また、高知大学医学部附属病院や高知医療センター、がん相談

センターこうちでは、ハローワークの「就職支援ナビゲーター」による出張

しごと相談が実施されていますので、お問い合わせください。

　主治医から、今後の治療のスケジュールや体力回復の見通しなど詳しい情報を得

て、それを職場に伝え、今後の仕事と治療の両立について、話し合う機会を持ちまし

ょう。また、職場に産業医や産業看護職がいる場合は、相談にのってもらいましょう。

※国立がん研究センターがん対策情報センターが、｢がんと仕事の
Q＆A｣という冊子を作っています。
　Q&A形式でわかりやすく説明していますし、体験者からの
アドバイスなども載っています。
　国立がん研究センター「がん情報サービス」のホームページ資料室から
ダウンロードできます。http://ganjoho.jp/

労働問題に関する相談、情報提供は下記の機関でも行っています。

名称

高知労働局総合労働相談コーナー
高知市南金田1－39

高知労働局雇用環境・均等室内

高知総合労働相談コーナー
高知市南金田1－39

高知労働基準監督署内 088-885-6010

088-885-6027

安芸総合労働相談コーナー
安芸市矢の丸2－1－6

安芸労働基準監督署内 0887-35-2128

須崎総合労働相談コーナー
須崎市緑町7－11

須崎労働基準監督署内 0889-42-1866

高知家の女性しごと応援室
高知市旭町3-115

こうち男女共同参画センター「ソーレ」３階
088-873-4510

ハローワーク高知 高知市大津乙2536-6 088-878-5321

四万十総合労働相談コーナー
四万十市右山五月町3－12

四万十労働基準監督署内
0880-35-3148

所在地 電話番号

相談場所 所在地 電話番号 相談時間　本人または家族（本人と生計を一にする配偶者やその他の親族）のため

の医療費を、1年間（1月1日～12月31日）で、一定額を超えて支払った

場合、確定申告すれば所得税を返してもらうことができます。

雇用保険の

の間で決定されます。

や給付制度

南国市岡豊町小蓮185-1

高知市池2125-1

高知市旭町3-115

こうち男女共同参画センター「ソーレ」2階
がん相談センターこうち

088-880-2701

088-837-3863

088-854-8762

毎月第2・第4火曜

13：30〜16：30

事前予約制

事前予約制

（H30.4月現在）

高知大学

医学部附属病院

高知医療センター

（H30.8月現在）

こと
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自宅での療養生活

　がんなどの病気があっても、住み慣れた自宅で医療や介護を受けながら

自分らしく過ごせます。自宅での療養は無理だと決めつけず、ひとつの選

択肢として考えてみませんか？

　家に帰りたいと思ったら、周囲の医療者に相談してみてください。

◆自宅でも次のようなサービスが受けられます。

　・診療、薬の処方　　・注射や点滴の処置　　・中心静脈栄養の管理　

　・酸素療法、気管カニューレ、人工呼吸器の管理

　・各種カテーテル(胃・腸・膀胱・腎など)の管理

　・胃ろうなどの経管栄養の管理　　・がんによる痛みの管理

　・歯科診療　　・服薬指導　　・服薬管理

　・リハビリテーション　　・入浴介助や訪問入浴

　・家事サービス　　　　　・スピリチュアルケア　など

◆在宅生活は次のような人たちがサポートします。

　・在宅医　　・訪問看護師　　・歯科医師　　・歯科衛生士　・薬剤師

　・ソーシャルワーカー　　・ケアマネジャー　　・ホームヘルパー　　

　・理学療法士　　・作業療法士　　・栄養士　　・介護福祉士　　

　・言語聴覚士　など

　※　訪問看護ステーション（P25-26参照）

　※　訪問診療・往診対応可能医療機関（P27参照）

　※　訪問薬剤管理指導対応可能薬局（P27参照）

※高知県では、在宅療養について説明した

「在宅療養ハンドブック」という冊子も作っています。

高知県健康対策課のホームページからダウンロードす

ることもできます。高知県緩和ケア

http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130401/ganjouhou-kanwa.html

  

         

21 22

自宅での療養生活をサポートする制度

≪居宅介護サービス≫

９

·日常生活用具（ストマ装具·携帯用会話補助装置等）·補装具（車いす、義肢等）

19

③2018.08.21　md

-20

要介護認定を申請し、要介護認定を受けることで、

所得に応じて、1〜３割の

の介護保険の窓口

自己負担限度額は世帯員の年齢構成や所得区分に

応じて設定されています。

お問い合わせ

自己負担 申請

がありを
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、手続きも別に行う必要があります。

各市町村の

国民年金担当課

職場の担当 、共済組合事務局

P20

②2018.08.17　md

088-803-8005健康増進課

〈県税事務所〉

088-821-4651

◆福祉用具

　高知県立ふくし交流プラザ(高知市朝倉戊375－1)の1階には、福祉用具

(車いす・杖・歩行器・ポータブルトイレ・シャワーチェアー・褥創予防用

具・食事用具等)の展示コーナーがあります。

　展示品の試用貸出や、専門相談員によるアドバイスも行っています。

　★問い合わせ先

　　高知県社会福祉協議会 いきいきライフ推進課　福祉用具展示コーナー

　　電話：０８８－８４４－９２７１　

※車いす等の貸し出しは、各市町村社会福祉協議会でも行っている場合が

あります。詳しくは、各市町村社会福祉協議会へお問い合わせください。

（P23-24参照）

内容 相談日 時間

福祉用具に関すること以外もご相談ください。

展示品の試用貸出(原則2週間・無料)

展示コーナーの見学

専門相談員(理学療法士)が介護の仕方、福祉

用具の選び方、住宅改修の方法等、個々の方

の生活やお身体の状態に応じたアドバイスを

行っています。

毎日

(毎月第2日曜日・祝

日・年末年始を除く)

事前に電話でご予約

ください。

9:00～

17:00

予約制

総合相談

専門相談

に

（H30.4月現在）

対策推進 高知興林会館4階
1-7-36
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〈年金事務所〉

〈税務署〉

②2018.08.17　md

〈市町村役場〉

障害者手帳をはじめ手当や福祉サービス、福祉制度の相談や申請の窓口です。

保健介護課 室戸市領家87 0887-22-3105

福祉事務所 土佐市高岡町甲2017-1

1390-1

大字

088-852-1204

0887-52-9288

0887-52-9285

0887-38-4012

※奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村の５町村については、中芸広域連合が担当している
業務があります。

※

子育て給付課
（ひとり親家庭医療費助成制度、小児慢性
特定疾病医療費助成制度に関すること）

福祉管理課
（生活保護に関すること）

障がい福祉課
(重度心身障害児・者医療費助成
制度、身体障害者手帳に関すること)

高知市本町５－１－４５

088-823-9378

088-823-9447

088-823-9444



③2018.08.21　md

20 21

（　　　　　　　　）

地域振興局

200

145-3

346

5893

健康福祉課

088-867-2300

088-869-2112

総合保健福祉センター里楽 津野町姫野々431-1 0889-55-2151

0889-24-5197

四万十町琴平町16-17

194

0880-28-5112

0880-73-1113

0880-46-2111

〈地域包括支援センター〉

介護に関する相談を受け付けています。

土佐市高岡町甲1792-1 088-852-1517

0880-65-8855

土佐清水市地域包括支援センター

四万十市中村大橋通4-10

東洋町生見756-8

芸西村和食甲1262
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3519-1

23

088-893-0231

中土佐町久礼6551-3

0889-26-1187

四万十町琴平町16-17

三原村来栖野346 0880-46-2111

①2015.12.25　Ｉ

福祉や生活の相談を行っています。また、ホームヘルプサービスなどを行っているところもあります。

地域福祉活動や の推進 など

0887-53-5800

香美市物部町大栃878-3

安田町西島40-2



いの町下八川甲348-1

24 25

52-2

土佐町土居206

仁淀川町大崎264-8

梼原町川西路2321-1

0880-43-2835

0889-65-1235

訪問看護ステーションちかもり

訪問看護ステーションあさくら

訪問看護ステーションあさひ

訪問看護ステーション高知西

訪問看護ステーションラポールちかもり

こうち訪問看護ステーション

こうち看護協会訪問看護ステーション

訪問看護ステーション城見

訪問看護ステーションあたご

訪問看護ステーション芽生

訪問看護ステーションしもぢ

アシストジャパン訪問看護ステーション高知

訪問看護ステーション　ナースケア

訪問看護ステーション　海の里

合資会社オファーズ　訪問看護ステーションおたすけまん

訪問看護ステーション生協れいんぼー

訪問看護ステーション　こうせい

訪問看護ステーションうみべ

訪問看護ステーションなの花

訪問看護センター　輪看（りんか）

訪問看護ステーション　はる

訪問看護ステーションたかす

訪問看護ステーションさえずり

てのひら訪問看護リハビリステーション

訪問看護ステーション　りひと

訪問看護ステーションLOCAL

ふくいの訪問看護ステーション

ＩＭＣ訪問看護リハビリステーション　そらとこころ

訪問看護ステーション　ナースケアⅡ

訪問看護ステーション　デューン高知

訪問看護ステーション心愛

訪問看護ステーション　POSTNs

訪問看護ステーションかがみ川

忠さんの訪問看護ステーション

訪問看護ステーション奥郷

訪問看護ステーション　あすか

訪問看護ステーションあき

訪問看護ステーションなんごく

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

高知市駅前町３番13号

高知市鴨部３丁目４-27-７

高知市塚ノ原４３

高知市上町５丁目４-１

高知市北本町一丁目１-７

高知市一宮南町一丁目１０番１５号

高知市朝倉己825-5

高知市城見町３－12

高知市愛宕町１丁目４番７号

高知市本町２－４－３

高知市知寄町１－５－１５

高知市北新田町18-30

高知市永国寺町1番43号ハイツ永国寺302号

高知市仁井田1618-18

高知市潮新町一丁目１３－２６

高知市口細山206-9　生協病院局2階

高知市葛島１丁目９－５０

高知市長浜257番地　宙いろホーム１F

高知市介良乙3137-5

高知市横浜西町29番32号

高知市大津乙１９４１番地１

高知市大津乙2705-１

高知市春野町西分695番１

高知市若草町16番５号Ａ棟

高知市百石町４丁目22番10号

高知市神田462-９

高知市上本宮町113番地11

高知市鵜来巣11番38-8号　朝倉メディカルビルパーク第2ビル2Ｆ

高知市青柳町55番地

高知市新本町２丁目１番１号

高知市神田638-22神田Kコーポ2

高知市高須新町三丁目10番８号

高知市上町五丁目７番22号

高知市大川筋２丁目８番４号

室戸市元甲1076

室戸市佐喜浜町3589番地1

安芸市港町2丁目635

南国市後免町3丁目1番27号

住所 電話番号

088-875-8697

088-844-4736

088-843-5411

088-825-4387

088-871-7274

088-845-2550

088-844-8777

088-884-9133

088-823-3603

088-822-2608

088-883-2467

088-834-0212

088-855-6012

088-847-8080

088-832-2200

088-828-8610

088-885-6714

088-842-7070

088-878-7095

088-855-7655

088-821-8888

088-878-3021

088-855-6028

088-821-9668

088-855-7887

088-821-6810

088-823-8518

088-821-8531

088-821-7086

088-872-5585

088-855-8189

088-881-0388

088-823-7433

088-854-6002

090-1579-3352

0887-27-3480

0887-32-0252

088-878-6669

〈訪問看護ステーション〉

②2018.08.17　md



③2018.08.21　md

＜訪問診療・往診対応可能医療機関＞

　高知県救急医療・広域災害情報システム　こうち医療ネットで検索できます。

　その他県内の医療機関や歯科診療所なども検索可能です。

　http://www.kochi-iryo.net/

 

 

＜訪問薬剤管理指導対応可能薬局＞

　高知県薬剤師会ホームページの介護保険＞介護・在宅＞訪問・在宅情報

ページに訪問薬剤管理指導対応可能薬局一覧が載っています。

http://www.kochi-kenyaku.or.jp/wevent/?q=grp07|4

場合によっては対応が困難なこともありますので、まず直接、薬局へお問

い合わせください。

なお、ご不明な点がある場合は、下記へのお問い合わせをお願いします。

高知県薬剤師会 情報センター

電話番号：088−820−5011

相談曜日・時間：月～金曜日（土・日・祝日・年末年始は除く）

　　　　　　　　9:00～17:00

26 27

訪問看護ステーション希望

訪問看護ステーションおおそね

訪問看護ステーション　ドリームチーム

訪問看護ステーション野いちご

訪問看護ステーション　リカバリー高知

訪問看護ステーション　きび

訪問看護ステーション　キセキレイ

訪問看護ステーションあおぞら

高知市医師会立訪問看護ステーション土佐

訪問看護ステーション虹心

訪問看護ステーションＩＡｍ

訪問看護ステーションすさき

豊寿園訪問看護ステーション

訪問看護ステーションすくも

訪問看護ステーションであい

訪問看護ステーションあったか渭南

訪問看護ステーションなかむら

訪問看護ステーションやすらぎ

訪問看護ステーションのぞみ

竹本病院訪問看護ステーション

グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十

訪問看護ステーションたの

訪問看護ステーションげいせい

いの町立訪問看護ステーション

訪問看護ステーションいろは

訪問看護ステーションおち

訪問看護ステーションくぼかわ

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

南国市大そね甲３２０

南国市大埇乙１２５９－５

南国市物部131-1

南国市篠原1954-1

南国市大埇乙1295番地1

南国市明見字鳥啄三883番5

南国市大埇甲406番地5　南国マンション205号

南国市大埇甲406番地5　南国マンション202号

土佐市高岡町甲１７９２－２

土佐市高岡町乙1179番地21号

土佐市高岡町甲2190-1

須崎市緑町４－３０

宿毛市平田町戸内１８２４

宿毛市中央８－３－６

宿毛市押ノ川1052-1

土佐清水市越前町6番10号

四万十市中村小姓町８２－１

四万十市具同字上永田２２７８－１

四万十市山路386番地2

四万十市右山1973番地8

四万十市中村大橋通７丁目１２－１５

安芸郡田野町1414-1

安芸郡芸西村和食甲4268

吾川郡いの町１３６９

吾川郡いの町波川664番地1

高岡郡越知町越知甲２１４４番地１

高岡郡四万十町見付９０２－１

住所 電話番号

088-864-1365

088-864-0151

088-803-7877

088-863-1800

088-864-3878

088-802-7557

0887-50-6655

080-6288-6548

088-852-5904

088-854-8107

088-879-5682

0889-43-0195

0880-66-2600

0880-63-0534

0880-63-0333

0880-82-5222

0880-34-3178

0880-31-2266

0880-31-9484

0880-35-3838

0880-34-8887

0887-38-7117

0887-33-3807

088-893-0220

088-802-6118

0889-26-2667

0880-22-1119

名称



　がん細胞が最初に出来た部位（原発巣）から血管やリンパ管に入りこみ、血液やリンパ液の流れに

乗って別の臓器や器管に移動し、そこでふえることをいいます。

ことになります。

（たいしょうりょうほう）

28 29

位

②2018.08.17　md

説明

医師

など

記載し

ことができます。

あらた

ことです。

い

こと

（きず）

こと

（組織）

医療機関

ま
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