
名称 所在地 連絡先 対応時間 ★患者サロン

1 鹿児島大学病院 がん相談支援センター 鹿児島市桜ケ丘8丁目35-1
099-275-5970
（直通）

平日　9:00～17:00
第2水曜日
14～16時

2 鹿児島市立病院 がん相談支援センター 鹿児島市上荒田町37-1
099-230-7010
（直通）

平日  8:30～17:15
偶数月開催日不定
14～16時

3
独立行政法人国立病院機構
鹿児島医療センター

がん相談支援センター 鹿児島市城山町8番1号
099-223-1151
（代表）

平日　9:00～16:00
第2水曜日
14～15時

4
公益社団法人昭和会
いまきいれ総合病院

がん相談支援センター 鹿児島市高麗町43番25号
099-203-9123
（直通）

平日  9:00～17:00
第3水曜日
14～16時

5
社会福祉法人恩賜財団
済生会川内病院

がん相談支援センター 薩摩川内市原田町2-46
0996-23-5221
（内線3061）

平日  9:00～12:00
      13:00～16:00

第4土曜日
10～12時

6
社会医療法人博愛会
相良病院

がん相談支援センター 鹿児島市松原町3-31
099-216-3360
(直通）

平日  9:00～17:30
月～金曜日
10～16時

平日  8:30～16:30

土  　8:30～12:30

8
独立行政法人国立病院機構
南九州病院

がん相談支援センター 姶良市加治木町1882
0995-62-3677
（直通）

平日　9:00～17:00
第3水曜日
14時半～15時半

9
県民健康プラザ
鹿屋医療センター

がん相談支援センター 鹿屋市札元1-8-8
0994-42-0981
（直通）

平日  9:00～12:00
      13:00～17:00

第4木曜日
13～15時

10
社会医療法人義順顕彰会
種子島医療センター

がん相談支援センター 西之表市西之表7463番地
0997-22-0960
（内線575）

平日  9:00～12:00
      14:00～17:00

第3金曜日
14～16時

11 鹿児島県立薩南病院 がん相談支援センター 南さつま市加世田高橋1968-4
0993-53-5300
（内線351）

平日　8:30～17:15
第2木曜日
10～12時

12 鹿児島県立大島病院 がん相談支援センター 奄美市名瀬真名津町18-1
0997-52-3611
（内線3465）

平日  8:30～17:00
第2金曜日
10～12時

1
公益社団法人鹿児島共済会
南風病院

医療連携・相談支援室 鹿児島市長田町14-3
099-226-9111
（代表）

平日  9:00～17:00
第4金曜日
14～15時

平日  8:30～12:00
　　  13:00～17:00

土　  9:00～12:00

3
公益財団法人慈愛会
今村総合病院

がん相談支援室 鹿児島市鴨池新町11-23
099-251-2221
（代表）

平日  9:00～16:00 準備中

平日　9:00～16:00

土　　8:30～12:30

平日  8:00～17:00

土　　8:00～12:00

6
独立行政法人国立病院機構
指宿医療センター

地域医療連携室 指宿市十二町4145番地
0993-22-2231
（内線260）

平日  8:30～17:15 開催なし

7
公益社団法人
川内市医師会立市民病院

患者サポートセンター 薩摩川内市永利町4107-7
0996-22-1111
（内線149）

平日  9:00～16:00
第1火曜日
11～12時

8 出水総合医療センター 地域医療連携室 出水市明神町520番地
0996-67-1657
（直通）

平日  8:30～17:15 開催なし

9 霧島市立医師会医療センター 地域医療連携室 総合相談室 霧島市隼人町松永3320番地
0995-42-1171
（代表）

平日  9:00～17:00 開催なし

10 県立北薩病院 地域医療連携室 伊佐市大口宮人502番地4
0995-22-8511
（代表）

平日  9:30～16:00 不定期

11
社会医療法人鹿児島愛心会
大隅鹿屋病院

患者相談窓口 鹿屋市新川町6081-1
0994-40-1111
（内線152）

平日  8:30～17:15 開催なし

平日  8:30～17:00

土　　8:30～12:30
     (第1.3は除く）

平日  8:30～17:00

土　　8:30～12:30

平日  8:30～17:00

土　　8:30～17:00

15
医療法人真栄会
新村病院

がん相談支援センター 鹿児島市西田2丁目26-20
099-251-6812
(直通）

平日　9:00～17:00 準備中

★　患者サロンは、がん患者やその家族などが集まり、交流や情報交換をする場です

枕崎市緑町220番地

曽於市大隅町月野894

鹿屋市笠之原町27番22号

第3木曜日
13～15時

0994-31-1631
(直通）

099-254-1121
(直通）

開催なし

14
医療法人青仁会
池田病院

ケアサポートセンター

医療相談室
社会医療法人恒心会
恒心会おぐら病院

12

鹿屋市下祓川町1830

阿久根市赤瀬川4513

【都道府県がん診療連携拠点病院】

0994-43-3434
(代表）

不定期
（乳がん）

第2土曜日
14～16時

【県がん診療指定病院】

4

地域連携室
099-482-4888
（代表）

            　　　　　　　　    令和３年６月１日現在

7 出水郡医師会広域医療センター がん相談支援センター
0996-73-1542
（直通）

開催なし

5

鹿児島市医師会病院

開催なし

13

鹿児島県がん相談支援センター一覧

【地域がん診療病院】

【地域がん診療連携拠点病院（高度型）】

2 鹿児島厚生連病院

【特定領域がん診療連携拠点病院（乳がん）】

病院名

鹿児島市与次郎1丁目13-1

医療連携・相談室

不定期

0993-72-1351
（代表）

社会医療法人聖医会
サザン・リージョン病院

患者支援相談室

【地域がん診療連携拠点病院】

曽於医師会立病院

相談支援センター
099-252-2228
（代表）

鹿児島市鴨池新町7番1号

『がん相談支援センター』は、患者さんやご家族、地域の方々からのがんに関する相談をお受けする窓口です。
「がんのことや治療について知りたい」「セカンドオピニオンって何？」「仕事を続けていけるか心配」
「不安でたまらない」「医療費の支払いが困難」など様々な相談に応じています。
その病院にかかっていなくても相談できます。相談は無料です。ひとりで悩まずに、お気軽にご相談ください。


