
毎月第2火曜日
13時半～15時半

くまもと森都総合病院
地域医療連携室
096-364-6000（代）

毎月第2土曜日
13時半～15時半

大腸肛門病センター
高野病院
096-320 -6500（代）

毎月第2水曜日
13時～15時

熊本労災病院
がん相談支援センター
0965-33-4151（内線292）

毎月第3火曜日
10時～12時

熊本大学病院
がん相談支援センター
096-373-5676

毎月第3土曜日
14時～16時

ウェルパルくまもと
熊本市保健所　医療政策課
096-364-3186

毎月第3金曜日
14時～2時間程度

水俣市立総合医療センター
地域医療支援室
0966-63-8833

毎月第4火曜日
14時～16時

熊本市民病院
がん相談支援センター
096-365-1711

毎月第3金曜日
14時半～16時

熊本南病院
地域医療連携室
0964-32-0826（代）

毎月第４水曜日
13時～15時

人吉医療センター
相談支援センター
0966-22-2191（代）

毎月第1水曜日
13時半～15時

済生会熊本病院
がん総合支援室
096-241-0275

毎月第2火曜日
13時～14時

荒尾市民病院
相談支援センター
0968-63-1115

毎月第3水曜日
13時30分～15時

天草中央総合病院
0969-22-0011（代）

（3月～12月）
第２水曜日
11時～13時

熊本市西区
（問）高野病院 患者支援センター
　　　(黒木）096-206-3330

（1月～11月）
第4日曜日

13時半～15時

南関町交流センター
（問）南関町保健センター
　　　0968-53-3298

毎月第２金曜日
14時～15時半

天草地域医療センター
0969-24-4111

毎月第4水曜日
10時～12時

熊本赤十字病院
がん相談支援センター
096-384-2111

偶数月第1土曜日
10時～11時半

山鹿市民医療センター
0968-44-2185（代）

毎月第4金曜日
13時半～15時半

上天草総合病院
0969-62-1122（代）

毎月第４水曜日
14時半～15時半

朝日野総合病院
096-344-3000（代）

毎月5日
10時～12時

菊池市七城町
090-7269-4173

毎月第２木曜日
13時半～15時半

阿蘇医療センター
地域連携室
0967-34-0311

毎月第1金曜日
13時～15時

国立病院機構熊本医療センター
がん相談支援センター
096-353-6501（代）

毎月第２木曜日
13時半～15時

合志第一病院
地域連携室
096-242-2745

奇数月第3土曜日
14時～16時

熊本市国際交流会館
（問）mail:marucafe3@gmail.com
　　熊本大学病院がん相談支援センター
　　096-373-5676

毎月第1金曜日
14時～15時半

熊本地域医療センター
096-363-3311（代）

毎月第3木曜日
13時半～15時半

熊本再春医療センター
地域医療連携室
096-242-1000（代）

毎月第3日曜日
12時～15時

玉名市宮原
090－3661－5227

毎月第2金曜日
13時～15時

熊本中央病院
がん相談支援センター
096-370-3111（代）

毎月第4金曜日
10時～12時

御船町保健センター（他）
（問）みふねがんカフェ世話人
　　　050-3453-0918

熊
本

阿蘇がんサロン　笑がお

グリーフケアサロン　縁カフェ

血液疾患患者と家族「晴れの会」がんサロン　よかとこネット

山鹿がんサロン

菊池がんサロン　しいの木

こうしがんサロン　かすみそう

がんサロン再春

上天草がんサロン　アクアマリン

がんサロン　なんかんとっぱ会

済生会がんサロン　なでしこ

金峰山がんサロン

長嶺がんサロン　CROSS（クロス）

朝日野がんサロン

二の丸がんサロン

くま川がんサロン

がんサロン天草　たんぽぽの会

阿
蘇

大江がんサロン　みどり

働き＆子育て世代のためのがんサロン

宇城がんサロン～ほっとカフェ～

荒尾がんサロン　ひまわり

森都がんサロン　ほほえみ

熊本がんサロン

熊本市民病院がんサロン　もくせい

玉
名

くまちゅうがんサロン　クローバー

熊
本

宇
城

鹿
本

上
益
城

八
代

芦
北

球
磨

がんサロン　ふらっと

菊
池

天
草

そ
の
他

みふねがんカフェ～いきいき茶論～

八代がんサロン　秋桜cosmos

水俣がんサロン　未来へ

開催状況が異なるところがあります。詳しく
は各がんサロンにお問い合わせください。

最新の開催状況はこちらから

がんサロンネットワーク一覧 ※ 休止中のところやオンライン開催をしているところがあります。詳しくは各がんサロンにお問い合わせください。



医療機関名 連絡先

 熊本市中央区本荘1-1-1

 096-373-5676

 熊本市中央区二の丸1-5

 096-353-6501

 八代市竹原町1670

 0965-33-4151

 荒尾市荒尾2600

 0968-63-1115

 人吉市老神町35

 0966-22-2191

 熊本市東区長嶺南2-1-1

 096-384-2111

 熊本市南区近見5-3-1

 096-241-0275

 熊本市南区田井島1-5-1

 096-370-3111

 合志市須屋2659

 096-242-1000

 八代市通町10-10

 0965-32-7111

 水俣市天神町1-2-1

 0966-63-2101

 天草市亀場町食場854-1

 0969-24-4111

 天草市東町101

 0969-22-0011

 熊本市中央区本荘5-16-10

 096-363-3311

 熊本市中央区大江3-2-65

 096-364-6000

 熊本市中央区大江3-2-55

 096-320-6500

 山鹿市山鹿511

 0968-44-2185

 宇城市松橋町豊福2338

 0964-32-0826

 阿蘇市黒川1266

 0967-34-0311

 熊本市東区東町4丁目1-60

 096-365-1711

　

 相談日：毎週 月曜日・木曜日
 場   所：ウェルパルくまもと４階 医療政策課内
 時   間：  9時30分～12時
　　 　     13時～15時30分
 電   話：096－364－3355（直通）
 相談方法：電話や来所（無料・予約不要）

がんの経験者（ピアサポーター）が
がん患者さんやご家族の相談に対応します。

★相談は個別面談・無料・秘密厳守

 大腸肛門病センター高野病院

 熊本大学病院

熊本市がんサポートセンター

 国立病院機構熊本医療センター

 くまもと森都総合病院

 荒尾市民病院

がんに関する様々な不安や疑問に関する相談等に
がん経験者がお応えしています。

★がんの治療法などに関する医療相談ではありません

がん相談ホットライン

がんピア(仲間)おしゃべり相談室

 熊本地域医療センター

 山鹿市民医療センター

 国立病院機構熊本再春医療センター

 熊本労災病院

 熊本総合病院

 天草地域医療センター

 天草中央総合病院

 人吉医療センター

 国保水俣市立総合医療センター

 国立病院機構熊本南病院

 阿蘇医療センター

 熊本市民病院

 熊本赤十字病院

 済生会熊本病院

 熊本中央病院

くまもと

がん相談ナビ

（窓口）

がんサロンネットワーク熊本

わたしたちも、がんを経験しています。

これからどうしたらいいのだろう･･･
誰かに聴いてほしい･･･

そう思ったあなたに、安心して相談できる
窓口があることを知っていただきたいと思
います。

熊本県内の「がん相談支援センター」

2021年10月現在

事前予約が必要です。詳しくは熊本県がん相談員
サポートセンターへお問い合わせください。

☎ 096-373-5558

✤オンラインがんピアおしゃべり相談室

✤駅前・がんピアおしゃべり相談室

ご自宅のパソコンやスマート

フォンから利用できる

オンライン相談

くまもと森都心プラザの会議
室等で対面で利用できる相談


