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医療機関名 法人等 所在地
代表
／直通

電話番号 院内窓口 相談日 がん診療連携拠点病院等 若年性認知症相談窓口

1 新発田 新潟県立新発田病院 新潟県 新発田市本町 代表 0254-22-3121 患者サポートセンター 随時 地域がん診療連携診療拠点病院 ―

2 新潟県立がんセンター新潟病院 新潟県 新潟市中央区川岸町 直通 025-266-5161 患者サポートセンター 随時 都道府県がん診療連携拠点病院 ―

3 新潟市民病院 新潟市 新潟市中央区鏑木 代表 025-281-5151 がん相談支援センター 随時 地域がん診療連携診療拠点病院 ―

4 桑名病院 社会医療法人桑名恵風会 新潟市東区河渡甲 直通 025-279-1739 医療福祉相談室 随時 ― ―

5 新潟脳外科病院 医療法人泰庸会 新潟市西区山田 直通 025-231-5112 医療相談室 随時 ― ―

6 新潟リハビリテーション病院 医療法人愛広会 新潟市北区木崎 直通 025-388-2120 医療相談室 随時 ― ―

7 新津医療センター病院 医療法人社団健進会 新潟市秋葉区古田 直通 0250-24-8745 地域連携相談センター 随時 ― ―

8 下越病院
社会医療法人
新潟勤労者医療協会

新潟市秋葉区東金沢 代表 0250-22-4711 地域医療連携室 随時 ― ―

9
総合リハビリテーションセンター
みどり病院

医療法人新成医会 新潟市中央区神道寺 直通 025-244-0168 医療福祉相談室 随時 ― 認知症疾患医療センター

10 信楽園病院
社会福祉法人
新潟市社会事業協会

新潟市西区新通南 直通 025-260-8119 医療福祉相談室 随時 ― ―

11 新潟南病院 医療法人恒仁会 新潟市中央区鳥屋野 代表 025-284-2511 地域医療連携室 随時 ― ―

12 西新潟中央病院
独立行政法人
国立病院機構

新潟市西区真砂 代表 025-265-3171 地域医療連携室 随時 がん診療連携拠点病院に準じる病院 ―

13 新潟大学医歯学総合病院 ― 新潟市中央区旭町通 直通 025-227-0881
患者総合
サポートセンター

随時 地域がん診療連携診療拠点病院 ―

14 新潟白根総合病院 白根保健生活協同組合 新潟市南区上下諏訪木 代表 025-372-2191 地域連携支援室 随時 ― ―

15 済生会新潟病院
社会福祉法人恩賜財団
済生会支部　新潟県済生会

新潟市西区寺地 直通 025-201-2525 がん相談支援室 随時 がん診療連携拠点病院に準じる病院 ―

16 新津 五泉中央病院 医療法人社団真仁会 五泉市太田 代表 0250-47-8150 地域連携室 随時 ― 認知症疾患医療センター

17 三条 新潟県立燕労災病院
一般財団法人新潟県
地域医療推進機構

燕市佐渡 代表 0256-64-5111 患者サポートセンター 随時 ― ―

18 長岡中央綜合病院 厚生連 長岡市川崎町 代表 0258-35-3700 がん相談支援センター 随時 地域がん診療連携診療拠点病院 ―

19 長岡赤十字病院 日本赤十字社 長岡市千秋 代表 0258-28-3600
地域連携・
患者サポートセンター

随時 地域がん診療連携診療拠点病院 ―

20 立川綜合病院
医療法人
立川ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

長岡市旭岡 代表 0258-33-3111 医療相談室 随時 がん診療連携拠点病院に準じる病院 ―

21 魚沼 魚沼市立小出病院
一般財団法人
魚沼市医療公社

魚沼市日渡新田 代表 025-792-2111 医療福祉相談室 随時 ― ―

22 齋藤記念病院 医療法人俊榮会 南魚沼市欠之上 代表 025-773-5111 医療相談室 随時 ― ―

23 魚沼基幹病院
一般財団法人新潟県
地域医療推進機構

南魚沼市浦佐 代表 025-777-3200 患者サポートセンター 随時 地域がん診療連携診療拠点病院 ―

24 南魚沼市民病院 南魚沼市 南魚沼市六日町 代表 025-788-1222 地域医療連携室 随時 ― 認知症疾患医療センター

25 柏崎総合医療センター 厚生連 柏崎市北半田 代表 0257-23-2165 患者サポート室 随時 がん診療連携拠点病院に準じる病院 ―

26 新潟病院
独立行政法人
国立病院機構

柏崎市赤坂町 代表 0257-22-2126 医療連携相談室 随時 ― ―

27 新潟県立中央病院 新潟県 上越市新南町 代表 025-522-7711 患者サポートセンター 随時 地域がん診療連携診療拠点病院 ―

28 上越地域医療センター病院
一般財団法人
上越市地域医療機構

上越市南高田 代表 025-523-2131
患者支援センター
医療福祉相談室

随時 ― ―

29 新潟労災病院
独立行政法人
労働者健康安全機構

上越市東雲町 代表 025-543-3123 相談支援室 常設 ― ―

30 上越総合病院 厚生連 上越市大道福田 代表 025-524-3000 医療福祉相談室 随時 がん診療連携拠点病院に準じる病院 ―

31 佐渡 佐渡総合病院 厚生連 佐渡市千種 直通 0259-63-6344
総合サポートセンター
ひまわり

随時 地域がん診療病院 ―

上越

新潟県内の病院と新潟産業保健総合支援センターとの治療と仕事の両立支援協定による相談窓口開設状況

新潟

長岡

南魚沼

柏崎

上記以外の病院の患者さんは直接、新潟産業保健総合支援センター（電話　025-227-4411）へ御相談下さい。


