県内がんサロン名簿 （令和２年４月）
名称
1

益田がんケアサロン

開設場所
益田赤十字病院内

住所
益田市乙吉町 イ103-1

区分

備考
（開催日時）

開設日

活動内容

連絡先

院内

毎週火曜日
１３：００〜１５：００

2005年12月9日

体験の語り合い・情報交換・学習会・イベント・普及啓発

0856-22-0772
携帯：090-8718-4441
(納賀）

2005年11月25日

−

0852-24-6901
（松江赤十字病院 がん相談支援センター）

2

くつろぎサロン

松江赤十字病院内

松江市母衣町 200

院内

第2・４水曜日
１４：００〜１６：００
*第２水曜日はレディスデー

3

ほっとサロン

島根大学医学部
附属病院内

出雲市塩冶町 89-1

院内

毎週月曜日
１０：００〜１５：００

2006年7月3日

体験の語り合い・情報交換・イベント・普及啓発

0853ｰ20ｰ2545
（島根大学医学部附属病院 がん患者・家族サポートセンター）

4

ハートフルサロン松江

松江市立病院 がんセンター内

松江市乃白町 32 番地 1

院内

交流会 毎週火曜日 １３〜15時
但し、月曜〜金曜（祝日を除く）の９〜17時の間、サ
ロンの部屋は開いています

2006年7月4日

体験の語り合い・情報交換・ 学習会・イベント・普及啓発

０８５２−６０−８０８３
（松江市立病院 地域医療課相談係内 がん相談支援センター）

5

ほっとサロン益田

益田赤十字病院内

益田市乙吉町イ 103-1

院内

毎週火曜日
１３：００〜１５：００

2006年7月18日

体験の語り合い・情報交換・学習会・イベント・普及啓発・
市民公開講座

0856-22-1480
（益田赤十字病院）

6

なごやかサロン

県立中央病院内

出雲市姫原町 4 丁目 1 番地 1

2006年8月4日

−

0853-30-6500
島根県立中央病院 入退院支援・地域医療連携センター 武田）

7

おおなん元気サロン

健康センター「元気館」 (奇数月)
邑智病院内研修棟 (偶数月)

邑智郡邑南町淀原153-1
邑智郡邑南町中野3848-2

2006年8月30日

体験の語り合い・情報交換・学習会

0855-83-1123
（邑南町瑞穂支所）

8

ほっとサロン浜田

国立病院機構
浜田医療センター内

浜田市浅井町777-12

2006年11月29日

体験の語り合い・情報交換・学習会・イベント・普及啓発

0855ｰ28ｰ7096
浜田医療センター（がん相談支援センター）

9

ふれあいサロン

松江生協病院 ふれあい診療所内

松江市西津田 7-14-21

院内

2007年1月26日

体験の語り合い・情報交換・学習会

0852-23-1111（代表）
（松江生協病院 医療福祉相談室）

10 がんサロンおおだ

ゆきみーる内

大田市大田町大田イ 370

地域

2007年1月26日

−

0854-82-7345
（三宅）

11 肺がんサロン「つどい」

国立病院機構松江医療センター

松江市上乃木 5-8-31

院内

2007年3月3日

体験の語り合い・学習会・イベント

０８５２−２４−７６７１
（松江医療センター 地域医療連携室 戸野

12 サロン隠岐たんぽぽ

隠岐病院内

隠岐の島町城北町 355

院内

鹿足郡津和野町森村ロ141

院内

13 ケアサロン津和野（休止中） 津和野共存病院内

毎月２回
第２，第４金曜日
１３：００〜１５：００
毎月１回
院内・地域
第３火曜日
９：３０〜１１：３０
毎月４回毎週水曜日
院内
１３：００〜１５：３０
第３金曜日 13：00〜１５：３０ （女性だけのサロン）
院内

毎月第３木曜日
１４：００〜１６：００
毎月１回
第１土曜日
１０：００〜１２：００
毎月１回
第１金曜日
１４：００〜１６：００
毎月２回
毎月１日１６日１４：００〜１６：００
1月1日、8月16日は休み
毎月１〜２回
（健康教室に併せて開催）
１１：００〜１２：００

2007年12月1日

体験の語り合い・情報交換・学習会・普及啓発

08512ｰ2ｰ1356
（隠岐病院 地域連携室 福浦）

平成20年9月13日
（準備会
平成19年9月13日）

−

0856ｰ72ｰ0660
（津和野共存病院医療介護連携室）

−

地域

不定期

平成１９年

茶話会

090-9061-1374
（塩谷）

出雲市立総合医療センター内

出雲市灘分町 613

院内

毎週水曜日
１０：００〜１２：００

2008年2月13日

体験の語り合い・情報交換・普及啓発

0853-63-5111
（出雲市立総合医療センター内）

16 雲南サロン陽だまり

雲南市内（雲南保健所内）

雲南市木次町里方 531-1

地域

17 吉賀町「ゆめサロン」

吉賀町保健センター

鹿足郡吉賀町六日市582番地1

地域

18 電話サロン

松江生協病院 ふれあい診療所内
（直通電話0852-22-3217）

松江市西津田 7-14-21

院内

西ノ島町内
（島前集合庁舎隠岐保健所内）

隠岐郡西ノ島町
大字別府字飯田56-17
（島前集合庁舎２階）

20 伊野こみこみサロン

伊野コミュニティーセンター

21 奥出雲サロン「暖々」
22 サロンさくら

14 ひまわりの会

その都度決定

15 ほっとサロンふらた

19

23

西ノ島町がんサロン
すまいる

飯南病院 患者サロン
い〜にゃん

24 がん情報サロン
25

毎月２回
第２、第４木曜日
１０：００〜１５：００
毎月１回
第３土曜日
１３：３０〜１５：００
毎月２回
第２，第４木曜日
１４：００〜１６：００

2008年3月28日

体験の語り合い・情報交換・イベント・普及啓発

0854ｰ42ｰ9638
（雲南保健所）

平成２０年１１月

体験の語り合い

:0856-77-1165
（吉賀町役場保健福祉課 山本）

平成２１年３月

体験の語り合い・情報交換・普及啓発

０８５２−２２−３２１７（直通）（サロン開催日のみ）
（松江生協病院）

地域

随時

2009年9月6日

−

08514-7-8121
（隠岐保健所）

出雲市野郷町492−5

地域

毎月１回第３火曜日
１０：００〜１２：００

平成２２年４月

体験の語り合い・情報交換・学習会・イベント・普及啓発・
他グループとの共催企画

0853−67−0503
携帯：090−4572−1443
（多久和）

町立奥出雲病院1階ゲストルーム

仁多郡奥出雲町三成1622-1

院内

毎月１回第１金曜日
１４：３０〜１６：００

平成２２年７月

体験の語り合い・情報交換

０８５４−５４−１１２４
（町立奥出雲病院 地域医療室）

安来市立病院

安来市広瀬町広瀬1931

院内

毎月１回第３水曜日
１４：００〜１５：００

平成２２年１２月

−

0854-32-2121
（安来病院 看護部 田中）

飯南町立飯南病院 婦人科 待合室

飯石郡飯南町頓原2060

院内

毎月２回第２・４ 火曜日
１０：００〜１２：００

2011年5月10日

体験の語り合い・情報交換・相談

: 0854-72-0221
（飯南病院 地域医療部 石橋）

松江市内

松江市西川津町748-6

地域

随時

2011年10月1日

−

0852-24-3926
（富田）

雲南市大東町飯田96-1

院内

毎月２回第２・４ 金曜日
１３：３０〜１５：３０

2012年4月13日

体験の語り合い・情報交換・イベント

0854-47-7510
（雲南市立病院 保健推進課）

江津市嘉久志町イ899-74

地域

毎月１回第３ 土曜日
９：３０〜１１：３０

2017年7月15日

体験の語り合い・情報交換・学習会

090-8068-7920
（松浦）

雲南市立病院 院内サロン
雲南市立病院
ふれ愛

26 がんケアサロン江津

江津保健センター

