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「障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立測爰制度助成コース)」
周知の協力について

時下ますますご清ネ羊のこととお慶び申し上げます。
この度、厚生労イ動省労イ動基準局安全衛生部労イ動阜i生三果長より、標記のイ牛に関し、本1捗§てにその
周知・協カイ様勣ゞありました。
本件は、平成29年3月にとりまとめられ六こ「働き方改革美藷十画」において、治療と仕事の両立
支援のための施策の充実・ぢ剣W)・→業として、両立を可能とするネカ勾制度の整知雨dX足進力盛り込め
られました。これを受け、厚生労イ動省では、事業者が、がんなどの反復・ゑ麟売して治療力妃要とな
るイ易丙を負った労イ動者又は障害のある労イ動者の雇用ホ街寺を図るために、イ易丙や障害d)1割宝こ応じた
治療と仕事を両立させる制度d縛入について計画を作成した上で、当諾十画に基づき京^見則等を
改正し、労イ動者に適用させた場合に、一定額を支給する障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事
の両立卦爰制度助成コース)(以下「両立測爰制度助成コース」という)を創設したというもので
す。「両立卦爰制度助成コース」についての三羊%圖ば、同封リーフレットをご参照ください。
つきましては、本イ牛d趣旨をご1弼和)上、貴会EヲξH系郡市区医Bi陰等への周知方につきまして、貴
1哉のご高酉Bを賜わりますようお源頁い申し上げます。
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「障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)」
周知の協力について

労働衛生行政の運営にっきましては、日頃から格別の御協力を賜り厚く御礼
申し上げます。

さて、平成29年3月にとりまとめられた「働き方改革実行計画」において、
治療と仕事の両立支援のための施策の充実・強化の一環として、両立を可能と
する社内制度の整備の促進が盛り込まれました。
これを受け、厚生労働省では、事業者が、がんなどの反復・継続して治療が

必要となる傷病を負った労働者又は障害のある労働者の雇用維持を図るため、
傷病や障害の特性に応じた治療と仕事を両立させる制度の導入にっいて計画を
作成した上で、当該計画に基づき就業規則等を改正し、労働者に適用させた場
合に、一定額を支給する障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援
制度助成コース)(以下「両立支援制度助成コース」という。)を創設し、治療
と仕事の両立に向けた環境整備に取り組んでいるところです。

つきましては、貴会におかれましても、上記趣旨を御理解いただき貴会会
員等に対し、「両立支援制度助成コース」の周知にっき特段の御配慮をよろしく
お願い申し上げます。

治療と仕事の両立支援"度を省入す
事業主に助金を支給しす!
者雇用安定助成金(

・治療と仕事の両立支制助成コース)のご案内

^

^^

働者が、がん等の病気になってしまった時、
無理なくき続けて圃らうためには、
どうすれぱ良いのだるうか000。
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がん等の病気を抱える労働者の病状や治療内容な
どに応じた、治療と仕事の両直を支援するための
制を導入する事業主には、 10万円の助成金が
支給されます。この助成金により、企業における
労働者の雇用維持の取組を支援しています。
支援と1 ?
反復・継続して治療を行う必要がある傷病を負った労働者、または障害のある労働者の
治療と仕事の両立を支援するために、企業が一定の就業上の措置を行うことをいぃます。
,

休暇制

措置の例

務制

:時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や
取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)は問わない)など
:フレックスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、

1 在宅勤務(テレワーク)、試し出勤制度などなど

助"金の対象となる労力者とは?
傷病を負った労働者、または障害のある労働者で、それぞれ次の1および2に該当する方
<r病を負った労̲,,者>
1.がん、脳卒中、心、疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を
負った方で、治療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な方。

2.治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医の意見書において、一定の就業上の措置
が必要な期間が3か月以上で、かつ、事業主に対して支援を申し出た方。
<障害のある労臼者>
1.次のいずれかに当てはまる方。

①身体障害者②知的障害者③精神障害者④発達障害者
⑤難治性疾患を有する方(詳しくは都道府県労働局・ハローワークへお問い合わせください)
⑥高次脳機能障害のある方
2.障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10に
規定する「就労継続支援A型」の事業における利用者でない方。

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

(裏面へ)
LL290331雇障02

助成金の支給申請の流れは?
この助成金を受給しようとする事業主は、次の①②の順に受給手続きをしてください。
①
計画の
言忍^^言青

対象となる労働者への両立支援制度の導入について「両立支援制度整備計画」
を作成し、計画期間開始日の6か月前から1か月前の日の前日までに必要な書類
を添えて、本社の所在地を管轄する労働局へ認定申請を行ってください。また、
計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出し、変更の認定を受
ける必要があります。

②
支給申請

①によって計画の認定を受けた後、計画に基づいて両立支援制度の導入・実施
を行い、計画期間の末日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に必要な
書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。

<伊」:受手続きの流れ(傷病を負った労山者の場合)>
※日付は計画期間がIVIN4/30の場合
ーーι
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(※)イ木職しない場合もあり

★助成金の支にあたっては、この他にも要件があります。
・詳しくは、都道府県労働局職業安定部またはハローワークへお問い合わせください
・申請様式は厚生労働省ホームページからダウンロード可能です。
ホーム>政策について>分野別の政策一覧>雇用・労>用>主の方のための関係助成金
「障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース)」
htヒP://WWW.mhlw.go.jp/Sぜ心eisakunitsuite/bunya/0000162833.html

両"支援に

たい場合は

厚生労働省ホームページでは、具体的な両立支援の取組方法等についてまとめた「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」を掲載していますので、参考としてご覧ください。

治療と職業生活の両立厚生労働省 1検索
hせP:ノノWWW.mhlwgo.jp/S廿ノSeisakun詫Suite/bunya/0000115267.html

平成29年度雇用関係助成金のご案内 雇用の安定のために 信羊細版) P.146‑15
http://WWW・mhlw.宮0.jP信eneral/seidd⑩SevkyU6.1kilvdvko ouantei̲08. df
Ⅲ

治と仕の両立

制助成コース

労働者の障害や傷病の特性に応じた治療と仕事を両立させるための制度を導入する事業主に対して助成
するものであり、労働者の雇用維持を図ることを目的としています。

本助成金は、下記の「対象となる事業主」に該当する事業主が、次の1の対象労働者の障宝や傷病の特性に
応じた両立支援制度を2 3によって導入した場合に受給することができます。
1 対象労働者

本助成金における「対象労働者1は、次の(1)または(2)に該当する労働者です。
(1)障害のある労働者
次の①および②に該当するもの。

①次のア 力のいずれかに掲げる障害を有する者。
ア身体障害者
イ知的障害者
ウ精神障害者
工発達障害者

オ、次の表に掲げるいずれかの難治性疾患を有する者

アイルディ症候群、アイザツクス症候群、1gA腎症、1三G4関連疾患、亜急性硬化性全脳火アジソ、病、

アサシャー症候群、アトピー性脊髄炎、アペール症候群、アミロイドーシス、アラジール症候群、有馬症候群、
アルポート症候群、アレキサンダー病、アンジェルマン症候群、アントレー、.ビクスラー症候群、イソ士草酸
血症、一次性ネフローゼ症候群、一次性膜性増殖性糸球体腎炎、1P36欠失症候群、遺伝性自己炎症疾患、主
伝性ジストニア、遺伝性周期性四肢麻痩、遺伝性滕炎、遺伝性鉄芽球性貧血、VAT欧症候群、ウィーバー症候
群、ウィリアムズ症候群、ウィルソン病、ウエスト症候群、ウェルナー症候群、ウォルフラム症候群、ウルリ
ツヒ病、HTLV‑1関連脊髄症、 ATR‑X症候群、 ADH分泌異常症、エーラス.ダンロス症候群、エプスタ
イン症候群、エプスタイン病、エマヌエル症候群、遠位型ミオパチー、円錐角膜、黄色靭帯骨化症、黄斑ジス
トロフィー、大田原症候群、オクシピタル・ホーン症候群、オスラー病、カーニー複合海馬硬化を伴う内側
側頭葉てんかん、潰傷性大腸炎、下垂体前葉機能低下症、家族性地中海熱、家族性良性慢性天萢癒、カナノや
病、化膿性無菌性関節炎.壊痘性膿皮症・アクネ症候群、歌舞伎症候群、ガラクト「ス、1ーリン酸ウリジルト
ランスフエラーゼ欠損症、カルニチン回路異常症、'加齢黄斑変性、肝型糖原病、間質性勝胱炎(ハンナ型)、
環状 20 番染色体症候群イ関節りウマチ、完全大血管転位症、眼皮膚白皮症、偽性副甲状腺機苛低下症、ギャ
ロウエイ'モワト症候群、急性壊死性脳症、急、性網膜壊死、球脊髄性筋萎縮症、急速進行性糸球体取火、強直
性脊椎炎、強皮症、巨細胞性動脈炎、巨大静脈奇形(頚部口腔咽頭びまん性病変)、巨大動静脈奇形(頚部顔
面または四肢病変).、巨大勝胱短小結腸腸管嬬動不全症、巨大りンパ管奇形(頚部顔面病変)、筋萎縮性側索硬
化症、筋型糖原病、筋ジストロフィー、クッシング病、クリオピリン関連周期熱症候群、クリッペル.トレノ
ネー'ウエーバー症候群、クルーゾン症候群、グルコーストランスボーター1欠損症、グルタル酸血症1型、
グルタル酸血症2型、クロウ・深瀬症候群、クローン病、クロンカイト・カナダ症候群、症恐重粁型(二相性)
急性脳症、結節性硬化症、結節性多発動脈炎、血栓性血小板減少性紫斑病、限局性皮質異形成、原発性局所多
汗症、原発性硬化性胆管炎、原発性高脂血症、原発性側索硬化症、
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原発性胆汁性胆管炎、原発性免疫不全症候群、顕微鏡的大腸炎、顕微鏡的多発血管炎、高18D症候群、好酸
球性消化管疾患、好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、好酸球性副鼻腔炎、抗糸球体基底膜腎炎、後縦靭帯骨化症、
甲状腺ホルモン不応症、拘束型心筋症、高チロシン血症1型、高チロシン血症2型、高チロシン血症3型、後

天性赤芽球癖、広範脊柱管狭窄症、抗りン脂質抗体症候群、コケイン症候群、コステロ症候群骨形成不全症、
骨髄異形成症候群、骨髄線維症、ゴナドトロピン分泌亢進症、 5P 欠失症候群、コフィン・シリス症候群、コ
フィン・ローリー症候群、混合性結合組織病、鯛耳腎症候群、再生不良性貧血、サイトメガロウィルス角膜内
皮炎、再発性多発軟骨炎、左心低形成症候群、サルコイドーシス、三尖弁閉鎖症、三頭酵素欠損症、CFC 症候
群、シエーグレン症候群、色素性乾皮症、自己貪食空胞性ミオパチー、自己免疫性肝炎、自己免疫性後天性凝
固因子欠乏症、自己免疫性溶血性貧血、四肢形成不全、シトステロール血症、シトリン欠損症、紫斑病性腎炎、
脂肪萎縮症、若年性肺気腫、シャルコー・マリー・トゥース病、重症筋無力症、修正大血管転位症、シュワル
ツ・ヤンペル症候群、徐波睡眠期持続性煎徐波を示すてんかんt甥畄症、神経細胞移動異常症、神経軸索スフェ

ロイド形成を伴う遺伝性ぴまん性白質脳症、神経線維腫症、神経フェリチン症、神経有韓赤血球症、進行性核
上性麻痩、進行性骨化性線維異形成症、進行性多巣性白質脳症、進行性白質脳症、進行性ミオクローヌスてん

かん、心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症、心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症、スタージ.ウェーバー症候
群、スティーヴンス・ジヨンソン症候群、スミス・マギニス症候群、スモン、脆弱X症候群、脆弱X症候群関
連疾患、正常圧水頭症、成人スチル病、成長ホルモン分泌亢進症、脊髄空洞症、脊髄小脳変性症(多系統萎縮
症を除く。)、脊髄髄膜瘤、脊髄性筋萎縮症、セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症、前眼部形成異常全身
型若年性特発性関節炎、全身性エリテマトーデス、先天異常症候群、先天性横隔膜へルニア、先天性核上性球
麻癖、先天性気管狭窄症、先天性魚鱗癖、先天性筋無力症候群、先天性グリコシルホスファチジルイノシトー
/
ル(GPI)欠損症、先天性三尖弁狭窄症、先天性腎性尿崩症、先天性赤血球形成異常性貧血、先天性僧帽弁狭

窄症、先天性大脳白質形成不全症、先天性肺静脈狭窄症、先天性風疹症候群、先天性副腎低形成症、先天性副
腎皮質酵素欠損症、先天性ミオパチー、先天性無痛無汗症、先天性葉酸吸収不全、前頭側頭葉変性症、早期ミ
オクロニー脳症、総動脈幹遺残症、総排池腔遺残、総排池腔外反症、ソトス症候群、ダイアモンド.ブラック

ファン貧血、第 14 番染色体父親性ダイソミー症候群、大脳皮質基底核変性症、大理石骨病、ダウン症候群、
高安動脈炎、多系統萎縮症、タナトフォリツク骨異形成症、多発血管炎性肉芽腫症、多発性硬化症/視神経脊
髄炎、多発性軟骨性外骨腫症、多発性嚢胞腎、多牌症候群、タンジール病、単心室症、弾性線維性仮性黄色腫、
短腸症候群、胆道閉鎖症、遅発性内りンパ水腫、チャージ症候群、中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群、
中毒性表皮壊死症、腸管神経節細胞僅少症、TSH 分泌亢進症、TNF 受容体関連周期性症候群、低ホスファター

ゼ症、天痕瘻、禿頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症、特発性拡張型心筋症、特発性間質性肺炎、
特発性基底核石灰化症、特発t生血小板減少性紫斑病、特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)、
特発性後天性全身性無汗症、特発性大腿骨頭壊死症、特発性門脈圧亢進症、特発性両側性感音難聴、突発性難
聴、ドラべ症候群、中條・西村症候群、那須・ハコラ病、軟骨無形成症、難治頻回部分発作重積型急性脳炎、
22q11.2 欠失症候群、乳幼児肝巨大血管腫、尿素サイクル異常症、ヌーナン症候群、ネイルパテラ症候群(爪
膝蓋骨症候群)/LMXIB関連腎症、脳膝黄色腫症、脳表へモジデリン沈着症、膿痕性乾癖、嚢胞性線維症、パー

キンソン病、バージャー病、肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症、肺動脈性肺高血圧症、肺胞蛋白症泊己免疫性
または先天性)、肺胞低換気症候群、バツド・キアリ症候群、ハンチントン病、汎発性特発性骨世殖症、 PC

DH19関連症候群、非ケトーシス型高グリシン血症、肥厚性皮膚骨膜症、非ジストロフィー性ミオトニー症候
群、皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症、肥大型心筋症、左肺動脈右肺動脈起始症、ビタミン

D依存性くる病/骨軟化症、ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症、ビッカースタッフ脳幹脳炎、ヲ険型溶血性
尿毒症症候群、非特異性多発性小腸潰癌症、皮膚筋炎/多発性筋炎、びまん性汎細気管支炎、肥満低換気症候
群、表皮水癒症、ヒルシュスプルング病(全結腸型または小腸型)、ファイファー症候群、ファロー四徴症、
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ファンコニ貧血ゞ封入体筋炎、フエニルケトン尿症、複合カルボキシラーゼ欠損症、副甲状腺機能低下症、副
腎白質ジストロフィー、副腎皮質刺激ホルモン不応症、ブラウ症候群、プラダー・ウィリ症候群、プリオン病、

プロピオン酸血症、PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症)、閉塞性細気管支炎、βーケトチオラーゼ欠損症、
ベーチエツト病、ベスレムミオパチー、ヘパリン起因性血小板減少症、ヘモクロマトーシス、ペリー症候群、
ペルーシド角膜辺縁変性症、ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)、片側巨脳症、片側症埜.
片麻瘻・てんかん症候群、芳香族Lーアミノ酸脱炭酸酵素欠損症、発作性夜間へモグロビン尿症、ポルフィリ
ン症、マリネスコ・シエーグレン症候群、マルファン症候群、慢性炎症性脱髄性多発神経炎ノ多巣性運動ニュ
ーロパチー、慢性血栓塞栓性肺高血圧症、慢性再発性多発性骨髄炎、慢性滕炎、慢性特発性偽性腸閉塞症、ミ
オクロニー欠神てんかん、ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん、ミトコンドリア病、無虹彩症、無牌症候群、
無βりポタンパク血症イメープルシロツプ尿症、メチルグルタコン酸尿症、メチルマロン酸血症、メビウス症
候群、メンケス病、網膜色素変性症、もやもや病、モワット・ウィルソン症候群、薬剤性過敏症症候群、ヤン
グ・シンプソン症候群、優性遺伝形式をとる遺伝性難聴、遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん、 4P欠失症候
群、ライソゾーム病、ラスムツセン脳炎、ランゲルハンス細胞組織球症、ランドゥ・クレフナー症候群、りジ
ン尿性蛋白不耐症、両側性小耳症・外耳道閉鎖症、両大血管右室起始症、りンパ管腫症/ゴーハム病、りンパ

脈管筋腫症、類天癒癒(後天性表皮水癒症を含む。)、ルビンシュタイン・ティビ症候群、レーベル遺伝性視神
経症、レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症、劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴、レット症
候群、レノツクス・ガストー症候群、ロスムンド・トムソン症候群、肋骨異常を伴う先天性側杢症
力高次脳機能障害のある者

②障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第6条の10に規定する就
労継続支援A型の事業における利用者でないこと。
(2)傷病を負った労働者

次の①およて⑫に該当する者。

①がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝炎などの反復・継続して治療が必要となる傷病を負った者で治
療と仕事の両立のために一定の就業上の措置が必要な者。

②治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が
3ケ月以上で、且つ、・事業主に対して支援を申し出た者。
2 両立支援制度整備計画の認定

両立支援制度(※1)の導入を内容とする両立支援制度整備計画を作成し、管轄の労働局に提出してそ
の認定を受けること。
※1 両立支援制度

助成金の対象となる両立支援制度は、以下のアからハまでのすべてに該当するものとする。
ア事業主が雇用している対象労働者または新たに雇い入れる対象労働者の、障害や傷病に応じナ、ム療
のための配慮を行う制度であること。

(時間単位の年次有給休暇、傷病休暇・病気休暇(取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)
は問わない)などの休暇制度や、フレツクスタイム制度、時差出勤制度、短時間勤務制度、在宅勤務
(テレワーク)、試し出勤制度などの勤務制度など)
イ雇用形態を問わず適用される両立支援制度であること。

ウ当該制度が実施されるための合理的な条件(両立支援制度を労働者に適用するための要件およぴ基
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準、手続き等)が労働協約または就業規則に明示されていること。
工対象労働者(傷病を負った労働者)に関する治療の状況や就業継続の可否について、主治医意見書
に関する費用を事業主が負担するものであること。
3 両立支援制度の導入・実施

(2)の両立支援制度整備計画に基づき、当該両立支援制度整備計画の実施期間内に、両立支援制度を
導入・実施すること。

本助成金(コース)を受給する事業主は次のすべての要件を満たすことが必要です。
1 「各雇用関係助成金に共通の要件等」(本パンフレット8 10ページ)のAの要件に該当するとともに、
Bの要件に該当していないこと

なお、 A2 (1)、(2)に記載したとおり、支給または不支給の決定のための審査に必要である、上記
の「対象となる措置」の実施状況および支払い状況等を明らかにする書類を整備・保管し、労働局等から
提出を求められた場合にそれに応じることについて特にご留意ください。
2 雇用保険の適用事業の事業主であること。

3 認定された両立支援制度整備計画に基づき、当該計画期間内に両立支援制度の導入を新たに行い、対象事
業所における対象労働者に実際に適用した事業主であること。また、労働者の適正な雇用管理に努める事業
主であること。

4 過去に助成金(障害者雇用安定助成金(障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース))の最後の支給決
定日の翌日から起算して3年間が経過している事業主であること。

5 基準期間に、雇用保険法第23条第1項に規定する「特定受給資格者」となる離職理由のうち離職区分1
Aまたは3Aとされる離職理由により離職した者として受給資格の決定がなされたものの数を、両立支援制
度整備計画提出日における雇用保険被保険者数で除して得た割合が6%を超える事業主でないこと。なお、
基準期間に、特定受給資格者として受給資格の決定を受けた者の数が、 3人以下である場合はこの限りでな
い。

6 基準期間に、雇用保険被保険者(短期雇用特殊被保険者と日雇労働被保険者を除く。以下同じ)を事業主
都合により解雇(勧奨退職等を含む)した事業主でないこと

0

i

本助成金は、事業主あたり10万円が支給されます。

本助成金を受給しようとする事業主は、次の1 2の順に受給手続をしてください。
1 計画の認定申請

両立支援制度の導入に係る両立支援制度整備計画を作成し、計画開始6か月前から1か月前の日の前日
までに必要な書類を添えて(※2)、管轄の労働局(※3)へ認定申請をしてください。
また、計画に変更が生じる場合は、変更内容に応じて変更書を提出(※4)し、変更の認定を受ける必
要があります。
亀

2 支給申請

1によって認定を受けた後、計画に基づいて両立支援制度の導入・実施を行い、計画期間終了後2か月
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,

以内に、支給申請書に必要な書類を添えて、管轄の労働局に支給申請を行ってください。
※2 計画の認定や支給申請の申請書等の用紙やこれに添付すべき書類は、労働局へお問い合わせください。
※3 申請書等の提出は、ハローワークを経由して行うことができる場合があります。
※4 変更書の提出期限は、変更内容によって異なりますので、労働局へお問い合わせください。
(参考)受給手続の流れ
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1 本助成金の受給にあたっては、「各雇用関係助成金に共通の要件等」のD,F,Gにご留意ください。
2 本助成金の要件や手続き等の詳細にっいては、最寄りの労働局またはハローワークへお問い合わせくだ
さい。
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ぐ1§会餐灸憲識改革七受零1迎墨制如1,、イ月̲L,、姦
病気を治療しながら仕事をしている方は、労働人口の3人に1人と多数を占める。病七を理由に仕事を辞め・乍ナ、、

方々や、仕事を続けていても職場の理解が乏しいなど治療と仕事の両立が困難な状況に直面してぃる方々もタ、守よ

この0題の"j のためには、まず、会社の意識改革と角入れ 1の整芹が必である。このため、怒ード、プ血チ,、
意識改革や両立を可能とする士内術1声の整井促ことに加え、がん・難病.脳血血疾患.肝火等φ疾患 1こ>ム..

俗怠感'↑劉生の痛み'しびれといった症状の特徴など、両立支援にあたっての助意事項オ、どを二しナ、△社向1',患>

ポートマニユアルを新たに作成し、会社の人事労務担当者に対する研修の実施等によりその並及を図る。さ、1こ山藤と
の両立等の観点から傷病手当金の支給要件等にっいて検討し、必要な措置を講ずる゜">ロ'
加えて、企業トツプ自らがりーダーシツプを発揮し、働く人の心身の健康の保持増進を経営課.頁として明確に什冒・1、、雇
の治療と仕事の両立支援を含め積極的に取り組むことを強力に推進する"'気

(2那ゑ示泰ングル、型支援など四推進泌乳舮'
自分の仕事に期待してくれる人々がいることは、職場に自分の存在意義を確契できる、いわぱ居場所があると感じさ、
病と闘う励みにもなる0他方、自分のキャリアを失うことを恐れて周囲に言えない方もおり、誰にも仁・ていオ、い中、山"

療は肉体的にも精神的にも厳しいものがある。またL俗怠感やうっ症状など本人以外には理鄭しにくぃ盲11作用もあし>
る気がないと思われがちで、そう思わ.れたくないために必要以上に頑張り、体を壊してその職場を離れるとい、悲÷巽
択をする方もいる。このため、病気の治療と仕事の両立を社会的にサボートする仕組みを敕え、病を患た方々が、生
がいを感じながら働ける社会を目指す""'」'ー'
具体的には、治療と仕事の両立に向けて、主治医、会社・産業医と、患者に寄り添う両立支援コーー・ネ̲タ̲ー

アングル型のサポート体制を構築する。(図2)"、'
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病気の治療と両立に向けたトライアングル型支援のイメージ)
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(調整)
※両立支1爰二1ーディネーターの
なり手は、医療ソーシャル'フー
カー、産業カウンセラー・才、ヤ
リアコンサルタント、ネ土会保険
労務士なと

とりわけ、両立支援コーディネーターは、主治医と会社の連携の中核となり、患者に寄り添いながら継続的に相郭支

援を行いっつ、個々の患者ごとの治療・仕事の両立に向けたプランの作成支援などを担う。両立支援コーディネーター
には、医療や心任里学、労働関係法令や労務管理、に関する知識を身に付け、患者、主治医会社などのコミュニケーショ

ンのハブとして機能することが期待され、こうした人材を効果的に育成・配置し、全国の病院や職場で両立支援が可牝
となることを目指す。

加えて、今や子供100万人のうち4.フ%が体外受精によって出生されており、不妊治療と仕事との両立にっいても、問

題を抱えている。不妊治療への支援にっいては、医療面だけでなく就労・両立支援にまで拡大して実施する。

