
県内のがん相談窓口                   〈2022 年７月現在〉 

 

（１）地域統括相談支援センター 

 

（２）医療機関におけるがん相談支援センター 

＜県がん診療連携拠点病院＞ 

 

＜地域がん診療連携拠点病院＞ 

 

 

 

三重県がん相談支援センター 

〒514-8567 津市桜橋 3丁目 446-34 

(三重県津庁舎保健所棟 1階) 

相談日：月曜～金曜、第1日曜(5月、1月のみ第3日曜) 

※日曜相談翌日の月曜、土日祝日年末年始(12/29～1/3)はお休み 

受付時間：9時～16時30分 

TEL：059-223-1616  

https://www.gansupport-mie.jp 

三重大学医学部附属病院 

がん相談支援センター・リボンズハウス 

〒514-8507 津市江戸橋 2丁目 174 

相談日：月曜～金曜(祝日除く) 

相談時間：8 時 30 分～17 時 

TEL：059-231-5434(直通) 

https://www.hosp.mie-u.ac.jp/ca-center/ 

市立四日市病院 

地域連携・医療相談センター「サルビア」 

〒510-8567 四日市市芝田 2丁目 2-37 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8時 30 分～17 時 ※予約優先 

TEL：059-354-1111(代表) 

https://www.city.yokkaichi.mie.jp/hospital/ 

JA 三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 

患者支援センター（がん相談支援センター） 

〒513-8630 鈴鹿市安塚町山之花 1275-184 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8時 30 分～16 時 30 分 

TEL:059-384-2226(直通) 

http://www.miekosei.or.jp/2_sch/index.html 

JA 三重厚生連 松阪中央総合病院 

医療福祉相談室(がん相談支援センター) 

〒515-8566 松阪市川井町字小望 102 

相談日：月曜～金曜(祝日除く) 

相談時間：8時 30 分～16 時 30 分 

(事前に連絡を) 

TEL：0598-21-5252(内線 2249) 

http://www.miekosei.or.jp/1_mch/kanjya/b-sodan.html 

（高度型） 

日本赤十字社 伊勢赤十字病院 

がん相談支援センター(がんの相談窓口) 

〒516-8512 伊勢市船江 1丁目 471 番 2 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始・5/1 除く) 

相談時間：9時 30 分～17 時 

TEL：0596-65-5151(直通) 

http://www.ise.jrc.or.jp/cancer/index.html 



＜三重県がん診療連携準拠点病院＞ 

 

＜三重県がん診療連携病院＞ 

 

JA 三重厚生連三重北医療センター 

いなべ総合病院 

医療相談室 

〒511-0428 いなべ市北勢町阿下喜 771 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8 時 30 分～16 時 30 分 

 ※予約優先 

TEL：0594-72-2000(代表) 

http://www.miekosei.or.jp/4_ish/hospotalize/n-soudan 

医療法人普照会 もりえい病院 

リライゾン(連携)センター繋(けい) 

(がん相談支援センター) 

〒511-0038 桑名市内堀 28-1 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8 時 30 分～17 時 

TEL：0594-25-8088(直通) 

https://www.moriei.jp/medical 

独立行政法人地域医療機能推進機構 

四日市羽津医療センター  

地域医療連携室すずらん  

〒510-0016 四日市市羽津山町 10-8 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8 時 30 分～17 時 15 分 

TEL：059-331-6003(直通) 

https://yokkaichi.jcho.go.jp/ 

地方独立行政法人 

桑名市総合医療センター 

がん相談支援センター 

(地域医療センター受付窓口) 

〒511-0061 桑名市寿町三丁目 11 番地 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：9 時～16 時 30 分 ※予約制 

TEL：0594-22-1211(代表) 

https://www.kuwanacmc.or.jp/section/gansoudan/ 

地方独立行政法人 

三重県立総合医療センター 

がん相談支援センター(地域連携課かけはし内) 

〒510-8561 四日市市大字日永 5450-132 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8時 30 分～17 時 15 分 

TEL：059-345-2321(代表) 

https://www.mie-gmc.jp/ 

国立病院機構 

三重中央医療センター 

患者支援センター(がん相談支援室) 

〒514-1101 津市久居明神町 2158-5 

相談日：月曜～金曜(祝日除く) 

相談時間：8時 30 分～17 時 

 ※予約優先 

TEL：059-259-1211(代表) 

http://www.miechuo-hosp.jp/sogo-gansodan.html 

社会福祉法人恩賜財団 

済生会松阪総合病院 

医療相談支援センター 

〒515-8557 松阪市朝日町一区 15-6 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8時 30 分～17 時 

※予約優先 

TEL：0598-51-2626(代表) 

http://www.matsusaka.saiseikai.or.jp/main/sodan/index.html 



社会医療法人峰和会  

鈴鹿回生病院 

(がん相談窓口) 

〒513-8505 鈴鹿市国府町 112 番地の 1 

相談日：月曜～金曜(祝日除く) 

相談時間：8 時 30 分～17 時 ※予約優先 

TEL：059-375-1212(代表) 

http://www.kaiseihp.com/patient/hospitalization/consultation

.html 

藤田医科大学七栗記念病院 

地域連携室 

〒514-1295 津市大鳥町424番地1 

相談日：月曜～金曜、土曜 

相談時間：9 時～16 時(月曜～金曜) 

9 時～12 時(土曜) 

TEL:059-252-1555 (代表) 

http://www.fujita-hu.ac.jp/HOSPITAL4/ 

社会医療法人畿内会  

岡波総合病院 

地域医療連携室 

〒518-0842 伊賀市上野桑町 1734 番地 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：9 時～16 時※予約優先 

TEL：0595-21-3154(直通) 

https://www.okanami.com/ 

伊賀市立上野総合市民病院 

地域医療連携室 

〒518-0823 伊賀市四十九町 831 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8 時 30 分～17 時※予約制 

TEL：0595-41-0061(直通)  

https://www.cgh-iga.jp/?p=163 

名張市立病院 

医療福祉相談室 

〒518-0481 名張市百合が丘西 1-178 

相談日：月曜～金曜（祝日・年末年始を除く） 

相談時間：8時 30分～17 時 ※予約制 

TEL:0595-61-1100（代表） 

https://nabari-city-hospital.jp/ 

松阪市民病院 

がん相談窓口 

〒515-8544 松阪市殿町 1550 番地 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：9 時～16 時 ※要電話予約 

TEL:0598-23-1515 

https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/hosannai/kanzyasoudan

.html 

市立伊勢総合病院 

患者支援センター 

〒516-0014 伊勢市楠部町 3038 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：9 時～16 時 ※予約制 

TEL:0596-23-5111(代表) 

https://hospital.city.ise.mie.jp/ 

尾鷲総合病院 

地域連携係 

〒519-3693 尾鷲市上野町 5-25 

相談日：月曜～金曜(祝日・年末年始除く) 

相談時間：8 時 30 分～17 時 15 分 

TEL：0597-22-3111(代表)  

http://owasehp.jp/b-byosin.html 

 


