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＊熊本県内がんサロン一覧 ＊ がん診療連携拠点病院
「がんサロンJは、がん患者さんが集う、安らげる空間です。 「がん相談支援センターJ
皆さんとの対話を通して、患者さん・ご家族の不安や孤独感を

和らげたり、自分のペースでよりよく過ごすきっかけを見つけ
がん患者さんやご家族あるいは地域の方々にがんに関する

たり、がん医療に対する情報交換をしたり－などしています。
情報を提供しています。お気軽に御相談ください。

シ名 連絡先 開催日時

菊池がんサロン 菊池市七城町山崎 毎月 5日
熊本市中央区本荘1・1・1

～しいの木～ 090-7269-4173 10時～12時
096-373-5676 

火曜 ｜涜尾がんサロン 荒尾市民病院相談支援センター 毎月第Z火曜日 2 国立病院機構熊本医療センター＊
熊本市中央区二の丸1・5

～ひまわり～ 0968-63-1115 （代表） 13時～14時
096-353-6501 （代表）

新屋敷がんサロン くまちと森都総合病院地域医療連携室 毎月第Z火曜日 3 くまちと森都総合病院
熊本市中央区新屋敷 1-17-27

～ほほえみ～ 096-364-6000 （代表） 14時半～15時半
096-364-6000 （内線2130)

熊本がんサロン
臨本大学医学部耐属病院が胤読支援セ）t;- 毎月第3火曜日 4 熊本地域医療センター

熊本市中央区本荘5・16・10

096-373-5676 10時～12時
096-363-3311 （代表）

有明がんサロン 複合介護施設風のめ間あいホール 毎月第3火曜日 5 大腸u門病センタ高野病院
熊本市中央区帯山4-2-88

～樹の家～ 0968”62心622（代表） 13時～15時
096・384・1011（代表）

湖東がんサロン 熊本市民病院がん相談支援センター 毎月第4火曜日 6 熊本市立熊本市民病院＊
熊本市東区湖東 1・1・60

～ちくぜい～ 096-365-1864 14時～16時
096-365-1864 

水曜 ｜ご’斉生会がんサロン 済生会熊本病院医療相談室 毎月第 1水曜日 7 熊本赤十字病院＊
熊本市東区長嶺南2-1-1

～なでしこ～ 096-351-1022 13時半～15時
096・384・2111（代表）

金峰山がんサロン 熊本市西区河内町岳 3～12月第2水曜日 8 済生会熊本病院水
熊本市南区近見 5-3・1

～できたしこぼちぼちいこう継が 090-4474-5368 11時～14時
096-351-8524 

八代がんサロン 熊本労災病院がん相談支援室 毎月第2水曜日 9 熊本中央病院
熊本市南区田井島 1-5-1

”秋桜cosmos” 0965-33-4151内線292 13時～15時
096-370・3111（内線2232)

がんサロン天早 天早中央総合病院 毎月第3水曜日 10 荒尾市民病院＊
荒尾市荒尾2600

～たんぽぽの会～ 0969-22-0011 （代表） 13時半～15時
0968-63-1115 （代表）

長嶺がんサロン 熊本赤十字病院がん相談支援センヲー 毎月第4水曜日 11 山鹿市民医療センター
山鹿市山鹿511

～CROSS （クロス）～ 096-384-2111 （代表） 10時～12時
0968-44・2185（代表）

くま川がんサロン
人吉医療センヲー相談支援センター 毎月第4水曜日 12 国立病院機構熊本再春荘病院

合志市須屋2659

0966-22-2191 （代表） 13時～15時
096・242・1000（代表）

木曜 がんサロン再審
熊本再審荘病院地域連携室 毎月第3木曜日 13 熊本労災病院＊

八代市竹原町 1670

096-242-1000 （代表） 13時半～15時半
0965-33-4151 （内線292)

木曜
出水南がんサロン

熊本市中央区出水 毎月第3木曜日 14 熊本総合病院
八代市通町10-10

夜 096-379-3791 19時～21時
0965・32・7111（代表）

金曜 二の丸がんサロン
国立病院機構熊本医療センター 毎月第1金曜日 15 天草地域医療センター

天草市亀場町食場854・1

096-353-6501 （代表） 13時～15時
0969-24-4111 （代表）

がんサロン 熊本地域医療センター 毎月第1金曜日 16 天草中央総合病院
天草市東町101

よかとこネット 096-363-3311 （代表） 14時～15時半
0969・22・0011（代表）

くまちゅうがんザ口ン 熊本中央病院 毎月第2金曜日 17 人吉医療センター＊
人吉市老神町35

～ク口－）＼ー～ 096-370-3111 （代表） 13時～15時
0966-22-2191 （内線240)

水俣がんサロン 国信ll.l<俣市立総合医療センター 毎月第 3金曜日 18 国保水俣市立総合医療センター
水俣市天神町 1-2-1

「未来ヘ」 0966-63-8833 14時削16時
0966・63・2101（代表）

がんサロン字城
熊本南病院地域医療連携室 毎月第3金曜日 19 国立病院機構熊本南病院

宇城市松橋町豊福2338

0964-32-0826 （代表） 14時半～16時
0964-32-0826 （代表）

みふねがんサロン 御船町がんサロン世話人会 毎月第4金曜日
「＊Jは国指定がん診療連携拠点病院、他は熊本県指定がん診療連携拠点病院です。

～いきいき茶論～ 050・3453-0918 10時～12時

上天草がんサロン 上天草総合病院 毎月第4金曜日 熊本市がんサポートセンター

～アクアマリン～ 0969-62-1122 （代表） 13時半～15時半 ＊ がん相談ホットライン
土曜 ｜山鹿がんサロン

山鹿市民医療センター 偶数月第1土曜日
が ん に 関 す る 様 々 な 不安や疑問に関する相談等にがん経験

0968-44-2185 （代表） 10時～11時半

帯山がんサロン
大腸n門病センター高野病院 毎月第2土曜日

者、看護師がお応えしています。

096-384-1011 （代表） 13時半～15時半 場 所：ウェルパルくまもと 4階医療政策課内

グリーフケアサロン 院本大学E字削属病院が岬設支援セ）9- 奇数月第3土曜日 相談日：毎週月曜日・木曜日 9時半～12時、 13時 ～15時半
～縁 （まる）カフ工～ 096-373-5676 10時～12時 電話番号： 096・364・3355（直通）
働き＆子育て世代の 熊本市保健所医療政策課 毎月第3土曜日

ためのがんサロン 096-364-3186 14時～16時
相談方法：電話・来所（相談無料、予約不要）

玉名がんサロン ・・・・ーー・・・・・・・・・・・・ーー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

休止 ｜産山がんサロン
休止中

目立研究開発法人目立がん研究センターがん対策情報センター

＊開催日等は変更されることがあります。詳しくは連絡先にお問い合わせください。 ＊がん情報サービス E出川・lll~
＊ がんサロンネットワーク熊本 がん情報を、イツターネットで調べたいときに御利用くださ

がん患者さんとご家族が安心して治療を受けながら自分らしく生き
い。がん患者さんにとって必要な情報がまとめられた「患者

るための環境づくりを実施しています。また、がんサロンの開設を支
必携Jな どを閲覧、印刷することができます。

援する活動、がん予防ゃがん治療についての社会的理解と啓発を目指
アドレス： http://ganjoho.jp

した活動などに取り組んでいます。（お問い合わせ先：熊本大学医学部
｜作成：熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課企画がん対策班

附属病院がん相談支援センター fl096-373-5676) n096・333・2208


