
番号 都道府県 二次医療圏 氏　名 所属先 連絡先 郵便番号 所在地 得意の分野・得意とすること

1 札幌 増田　陽介 札幌ひがし徳洲会訪問看護ステーション 011-722-1167 006-0819 札幌市手稲区前田９条１１丁目３－１７ ACP、成人看護

2 上川中部 本田　雅子 訪問看護ステーション桜花 0166-73-8823 070-0817 旭川市川端町7条10丁目1-55　訪問看護ステーション桜花
在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職員・ケアマネジャー向け
研修、吸引関連、感染症関連、認知症、＊講師は看護学校の非常勤講
師及び地域住民向けの講師を含む

3 札幌 佐藤　美幸 北海道総合在宅ケア事業団 011-281-2120 004-0882 札幌市清田区平岡公園東6丁目６－１２
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職
員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

4 富良野 大村　和恵 上富良野訪問看護ステーション 0167-45-5438 071-0562 空知郡上富良野町南町３丁目3-37

5 富良野 奥野　泉 富良野地域訪問看護ステーション 0167-22-0361 076-0046 富良野市北斗町１０－２

6 青森地域 野澤　美栄子 じけいかい訪問看護ステーション 017-783-5120 038-0021 青森県青森市安田近野136-1

7 上十三地域 太田　緑 みどりの風訪問看護ステーション 0176-58-6727 034-0094 青森県十和田市西二十二番町49-25-12
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、感染症関連、安全対策、災害対策、家族看護

9 岩手 盛岡 鎌田　眞紀 内丸病院訪問看護ステーション 019-653-5400 020-0015 岩手県盛岡市本町通一丁目６番３号　本町通桜苑ビル１０１

10 仙台 佐藤　はなだ 太陽の郷愛島ナースステーション 022-797-3662 981-1240 名取市愛島郷二丁目11-3

11 仙台 小川口　敦子 エムツー訪問看護ステーション泉 022-725-5857 981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央3－2－30　リバーサイド及川106 在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

12 仙台 渡邊　恭子 ケアステーションしおかぜ 022-366-5539 985-0085 塩釜市字庚塚１－３ 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

13 大崎・栗原 槙　正和 セントケア訪問看護ステーション岩出山 0229-26-3035 989-6228 大崎市古川清水字成田宮田58-4
介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、大学助教にて在宅看
護、高齢者看護

14 秋田 北秋田 中村　奈穂子 北秋訪問看護ステーション 0186-62-7008 018-4221 秋田県北秋田市下杉字上清水沢16-29

15 置賜 髙橋　時子 三友堂訪問看護ステーション 0238-21-8125 992-0043 山形県米沢市塩野２７５５番地の３ 訪問看護、在宅看護

16 村山 須藤　美和子 訪問看護ステーションまいづる 023-651-2206 994-0081 山形県天童市南小畑２－２－２１ 訪問看護、在宅看護

17 村山 髙橋　祐 いちまる訪問看護ステーション 023-664-3166 990-2445 山形県山形市南栄町二丁目１４番２６号 精神疾患関係

18 県北 遠藤　幸子 しゃくなげ訪問看護ステーション 024-521-6630 960-8141 福島県福島市渡利字七社宮１１１
退院調整・支援、病院との連携、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸
引関連、在宅、介護保険関係

19 県中 菅原　宏大 なごみケア訪問看護ステーション 0247-61-1255 963-7759 田村郡三春町字大町106-1 精神科訪問看護、地域保健、障がい福祉

20 県南 神田　やよえ
福島県厚生農業協同組合連合会
しらかわ訪問看護ステーション

0248-22-2230 961-0005 白河市豊地上弥次郎2-1 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

21 茨城 鹿行 小神野　藤子 社会福祉法人恩賜財団済生会
済生会土合クリニック

0479-21-3321 314-0343 茨城県神栖市土合本町1丁目9108番3

22 県北 藤田　洋美
公益社団法人栃木看護協会とちぎ訪問看護
ステーションくろばね

0287-54-0507 324-0241 栃木県大田原市黒羽向町１４２番地

23 両毛 青木　順子
佐野厚生農業協同組合連合会JA佐野厚訪
問看護ステーションかたくり

0283-24-3558 327-0843 佐野市堀米町1728 訪問看護、在宅看護

24 群馬 前橋 堀　美佐子
群馬県看護協会訪問看護ステーション前橋
南

027-223-3222 371-0805 前橋市南町2-65-13 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、小児訪問
看護

25 県央 宇治川　昌子 吹上訪問看護ステーション 048-547-2020 369-0113 埼玉県鴻巣市下忍４４５０ 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

26 東部 内田　由美子 医療生協ケアセンターひだまり 048-760-2630 344-0054 埼玉県春日部市浜川戸２－１３－１７　伏見屋第一ビル１階 訪問看護、在宅看護、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸
引関連

27 東葛南部 大桐　四季子
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会訪
問看護ステーション

047-440-5111 274-8506 千葉県船橋市二和東５－１－１（ふたわ訪問看護ステーション内） 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携、介護職員・ケアマ
ネジャー向け研修、吸引関連、小児訪問看護

28 安房 佐々木　真弓 医療法人鉄蕉会　亀田訪問看護センター 04-7099-1126 296-0041 千葉県鴨川市東町９２９ 在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調整・支援、病院との連携

29 印旛 松井　朋子 訪問看護ステーション成田の未来 0476-26-2262 286-0041 千葉県成田市飯田町１２４－５９ 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

30 区西南部 今井　めぐみ 訪問看護ステーションけやき 03-5450-8806 154-0017 東京都世田谷区世田谷１－２３－２ 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

31 区西部 船浪　紀子 河北訪問看護・リハビリステーション阿佐谷 03-5913-7977 166-0004 東京都杉並区阿佐谷南１－１６－８ISM ASAGAYA 6階 在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、ワークショップ

32 横浜南部 豊田　まゆ美
公益社団法人神奈川県看護協会　洋光台訪
問看護ステーション

045-830-0788 235-0045 横浜市磯子区洋光台3-11-23光昭ビル205 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

33 相模原 荒川　雅子 相模原市医師会訪問看護ステーション 042-750-8118 252-0236 相模原市中央区富士見6-6-1　大賀ビル201

34 上越 新井　綾子 センター病院訪問看護ステーション 025-523-2131 943-0846 上越市南高田町６－９ 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

35 下越 市原　美和子 訪問看護ステーション中条愛広苑 0254-46-5609 959-2619 新潟県胎内市十二天９１

36 富山 服部　麻理生 富山福祉短期大学訪問看護ステーション 0766-55-2941 930-0138 富山市呉羽町6858フレグランス南台A棟110号

37 富山 清水　阿佐美 公益社団法人富山県看護協会 076-431-0230 930-0885 富山市鴨島字川原1907-1 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携

38 石川中央 伴　いずみ 野々市訪問看護ステーション 076-248-8707 921-8804 石川県野々市市野代２丁目１４５番地２号 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

39 石川中央 山越　亜由美 津幡訪問看護ステーション 076-288-6773 929-0323 河北郡津幡町津幡ロ51-2 訪問看護、在宅看護

40 石川中央 和田　正美 石川県医療在宅ケア事業団 076-239-4177 920-8201 金沢市鞍月東2丁目48番地

41 石川中央 上野谷　優子 石川県看護協会 076-225-7771 920－0931 金沢市兼六元町3-69 ファーストレベル

42 福井・坂井 佐々木　美奈子 シンシア訪問看護ステーション 0776-63-5233 919-0527 福井県坂井市坂井町下兵庫132
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、看護専門
学校教務

43 福井・坂井 村上　はるみ 訪問看護ステーションなないろ 0776-65-1317 910-0859 福井市日之出5-3-7
訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、看
護基礎教育

44 丹南 山本　由女臣 訪問看護ステーションさばえ 0778-53-2660 916-0025 鯖江市旭町4-4-9 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

45 中北 塚越　暁美 訪問看護ステーションほっと・ほっと韮崎 0551-30-2031 407-0024 韮崎市本町　1-14-21
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職
員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、ALS,神経難病

46 中北 大八木　綾子 甲府訪問看護ステーションすずかけ 055-223-1975 400-0031 甲府市丸の内2丁目9-28勤医協駅前ビル4階

47 中北 池田　直子 山梨県訪問看護支援センター 055-225-3035 400-0807 甲府市東光寺2-25-1 継続教育

48 中濃 篭橋　真由美
独立行政法人地域医療機能推進機構　可児
とうのう病院附属訪問看護ステーション

0574-25-3201 509-0206 可児市土田１２２１番地５

49 岐阜 増井　法子 訪問看護ステーションかがやき 058-214-8125 501-6014 羽島郡岐南町薬師寺4-12 退院調整・支援、病院との連携
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50 中東遠 赤堀　奈緒子 訪問看護ステーション掛川 0537-62-2755 436-0083 掛川市薗ケ谷881-1
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研
修、吸引関連、市民講座

51 富士 望月　征美 訪問看護ステーションけいあい 0545-54-2320 417-0026 富士市南町3番1号

52 静岡 石神　泉 しずおか日赤訪問看護ステーション 054-254-4500 420-0032 静岡市葵区両替町1丁目7-5
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携

53 尾張東部 伊佐治　知加子 愛知たいようの杜訪問看護ステーションふれあい0561-61-1607 480-1148 長久手市根嶽１２１１番地

54 名古屋 山下　裕美 訪問看護ステーション　パウ 052-777-6088 465-0026 名古屋市名東区藤森2丁目277番地1メゾンタットル1階 訪問看護、在宅看護

55 東三河南部 小椋　泰子 一般社団法人豊橋医師会訪問看護ステーション0532-45-8611 441-8149 豊橋市中野町字中原100番地3 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職
員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、家族看護

56 尾張東部 野中　あかね ひまり訪問看護ステーション 0562-38-5120 470-1161 豊明市栄町九左山4-225 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、精神科訪問看護、看護
学校授業

57 南勢志摩 岡　知充 みえ親孝行訪問看護事業所 0598-21-3465 515-0055 三重県松阪市田村町452 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、他職種連携

58 南勢志摩 谷口　典明 大紀訪問看護センター合同会社 0598-89-4185 519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1540

59 北勢 前田　かおり 訪問看護ステーションにじ 059-325-6066 512-0933 三重県四日市市三滝台４丁目1-22　ステーションサイド三滝１階２号

60 北勢 北川　美津留 花あかり訪問看護リハビリステーション 0595-96-8909 519-0211 三重県亀山市川崎町4678

61 中勢伊賀 柳川　智子 三重県看護協会ナーシングヒル・なでしこ 059-273-5167 514-1254 三重県津市森町2019番地7 訪問看護、在宅看護

62 南勢志摩 清水　明美
伊勢赤十字病院
患者支援センター　退院支援（訪問看護）担
当

0596-28-2171（代） 516-8512 三重県伊勢市船江１丁目471-2 訪問看護、在宅看護、赤十字健康生活支援講習等

63 大津 宮田　順子 訪問看護ステーション陽だまり 077-524-8256 520-0817 大津市昭和町8-15

64 湖北 湯浅　幸子 訪問看護ステーションライフ 0749-52-8686 521-0074 滋賀県米原市高溝６３６番地６ 訪問看護、在宅看護

65 湖南 新村　真喜子
社会医療法人誠光会草津市訪問看護ステー
ション

077-564-2228 525-0027 草津市野村2丁目13番13号 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

66 湖南 斉藤　京子 滋賀県済生会訪問看護ステーション 077-549-8555 525-0065 草津市橋岡町93-27 訪問看護、在宅看護

67 丹後 奥谷　典子 京丹後市久美浜訪問看護ステーション 0772-82-5151 629-3411 京都府京丹後市久美浜町栃谷２３７１

68 京都・乙訓 西井　知代 訪問看護ステーションえいむ 075-585-5769 606-8357 京都府京都市左京区聖護院蓮華蔵町２９ 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職
員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

69 南丹 吉井　かおり 亀岡病院訪問看護ステーション 0771-25-8100 621-0865 亀岡市新町１－２

70 山城北 徳山　晴子
社会医療法人岡本病院（財団）
訪問看護ステーションひまわり

0774-46-1711 611-0025 京都府宇治市神明石塚５４－１８　おかもとクリニック地下1階 訪問看護、在宅看護

71 京都・乙訓 幸村　裕実子
一般財団法人長岡記念財団
訪問看護ステーションアゼリア

075-957-6174 617-0843 京都府長岡京市友岡４丁目２１ 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、障害福祉サービス（主に
精神障害の方へのホームヘルプについて）

72 京都・乙訓 鵜飼　亜由美
社会福祉法人同和園
同和園訪問看護ステーション

075-571-0805 601-1371 京都府京都市伏見区醍醐上ノ山町11番地 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、メンタルヘルス

73 豊能 岡田　牧子
有限会社みらい　みらい訪問看護ステーショ
ン

06-6842-6233 560-0005 豊中市西緑丘３－２２－２０ 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

74 大阪市 小川　真里子
よどきり医療と介護のまちづくり株式会社
よどきり訪問看護ステーション

06-6324-6548 533-0014 大阪市東淀川区豊新４－２６－３ 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携

75 大阪市 藏垣　信子 訪問看護ステーションありく 06-6760-7427 547-0024 大阪市平野区瓜破２－２－７　ケンジントンハウス１０２ 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携、介護職員・ケアマ
ネジャー向け研修、吸引関連

76 三島 原田　かおる 高槻赤十字訪問看護ステーション 072-696-1601 569-1045 高槻市阿武野１－１－１
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研
修、吸引関連、高齢者看護

77 堺市 寺山　みどり
一般社団法人大阪府訪問看護ステーション
協会

06-6767-3800 599-8126 堺市東区大美野106-2

78 大阪市 山内　静代
一般社団法人大阪府訪問看護ステーション
協会

06-6767-3800 537-0024  大阪市東成区東小橋３－９－１０

79 豊能 松本　康代 訪問看護ステーション　CIL豊中 06-6840-8195 560-0033 豊中市中町２－３－１－２０２ 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、小
児訪問看護

80 阪神南 小林　澄子 塚口訪問看護センター 06-6424-6366 661-0012 尼崎市南塚口町6-10-37サンロイヤル1F 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、小児訪問
看護

81 神戸 岩崎　美智子 もみじ訪問看護ステーション 078-732-3715 654-0047 神戸市須磨区磯馴町4-1-6 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携、介護職員・ケアマ
ネジャー向け研修、吸引関連

82 東播磨 藤原　みつえ ぬくもり訪問看護ステーション 079-443-2234 676-0005 高砂市荒井町御旅1-6-6 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

83 神戸 野瀬　裕子 野瀬訪問看護ステーション　つながり 078-611-3211 651-2102 神戸市長田区二葉町5-1-36

84 中和 野村　佳香 医療法人鴻池会　御所訪問看護ステーション 745-63-0601 639-2273 奈良県御所市池之内1064 公衆衛生学、心理学、小児看護学、高齢者看護学、精神看護学

85 西和 出原　雅代
株式会社マテリアル　訪問看護ステーション
もぁ

0743-20-0616 639-1056 大和郡山市泉原町6361-7B101 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、小
児訪問看護

86 西和 湯川　美香 いこいの家訪問看護ステーション 0742708303 630-0243 生駒市俵口町814-1ハイネス生駒302号 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

87 中和 荒田　久美子 奈良県看護協会 0744-25-4014 634-0813 橿原市四条町288-8 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

88 中和 堂ノ本　悦子 奈良県看護協会　奈良県ナースセンター 0744-25-4031 634-0813 橿原市四条町２８８－８

89 中和 伊藤　絹枝
奈良県立看護協会立橿原訪問看護ステー
ション

0744-29-0611 634-0074 橿原市四分町252-1
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研
修、吸引関連、小児訪問看護

90 御坊 木村　公美 訪問看護ステーション・キタデ 0738-24-0100 644-0011 和歌山県御坊市湯川町財部728-4

91 御坊 青貝　仁美 訪問看護ステーション中紀 0738-22-8353 649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田324番地１

92 御坊 塩路　好美 訪問看護ステーション・キタデ印南サテライト 0738-20-1311 649-1534 和歌山県日高郡印南町印南2245-6 退院調整・支援、病院との連携

93 新宮 大西　茜 リアン（絆）訪問看護ステーション 0735-59-3380 649-5371 和歌山県東牟婁郡太地町太地2991番地の1

94 西部 伊中　由理子 COOP訪問看護ステーションなないろ 0859-38-5330 683-0052 米子市博労町３丁目８０－１ 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、家族看護

95 中部 湖山　英恵 訪問看護ステーションゆりはま 0858-35-5202 682-0721 東伯郡湯梨浜町田後２２４－１ 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携、介護職員・ケアマ
ネジャー向け研修、吸引関連

96 島根 隠岐 齋藤　文子 隠岐の島町訪問看護ステーションかがやき 08512-2-8562 685-8585 隠岐郡隠岐の島町城北町1番地

97 県南東部 玉谷　弘美 訪問看護ステーション絆 086-250-0441 701-0205 岡山県岡山市南区妹尾８６９－３ 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

98 県南東部 能勢　由江 岡山しげい訪問看護ステーション 086-282-4300 701-0202 岡山市南区山田2117

99 県南東部 佐山　純子 岡山訪問看護ステーション看護協会 086-901-1373 703-8251 岡山市中区竹田155-7
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職
員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

100 県南東部 中島　貴子 西大寺訪問看護サービスセンター 086-942-4848 704-8194 岡山県岡山市東区金岡東町１－１－７０

101 県南東部 江田　純子 岡山県看護協会地域包括ケア推進室 086-226-3638 700-0805 岡山市北区兵団4番31号
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研
修、吸引関連、小児訪問看護、安全対策、災害対策

102 県南東部 平山　綾子 赤磐市訪問看護ステーションベル 086-995-2272 709-0705 赤磐市松木６２１－４

103 県南東部 中野　　歩 わかくさ訪問看護ステーション 0869-63-8200 705-0021 岡山県備前市西片上１１２２

104 県南東部 小野　圭子 訪問看護ステーションママック 0863-73-5080 706-0134 玉野市東高崎２４－８

105 県南西部 末延　美佳子 水島訪問看護ステーション 086-444-5393 712-8061 倉敷市神田2丁目3-33

106 県南西部 塚本　由佳 水島虹の訪問看護ステーション 086-440-4688 712-8025 岡山県倉敷市水島南春日町１３－１ 退院調整・支援、病院との連携、看護管理

107 県南西部 小山　律子 訪問看護ステーション青空 086-523-6233 713-8102 岡山県倉敷市玉島１３３４－１

108 県南西部 大森　七奈子 王慈園訪問看護ステーション 086-473-8811 711-0906 倉敷市児島下の町5丁目2番17号

109 県南西部 眞砂　晃子 井原医師会訪問看護ステーション 0866-65-0220 715-0019 井原市井原町181-5

110 県南西部 薬師寺　三佳 仁徳会訪問看護ステーションのぞみ 0866-94-5733 719-1136 総社市駅前1-6-1 市民講座

111 県南西部 杉谷　智子 訪問看護ステーションママック総社 0866-90-1530 719-1136 総社市三須1524-4

112 県南西部 三原　由記子 訪問看護ステーション瀬戸いこい苑 0865-67-7171 714-0043 笠岡市横島1944-1

113 県南西部 三木　成美 訪問看護ステーションほのか浅口 0865-54-0207 719-0232 岡山県浅口市鴨方町６３９－４　メゾン瀬戸内１０３

114 高梁・新見 三宅　純子 高梁市国民健康保険成羽病院訪問看護ス
テーション

0866-42-3443 716-0111 高梁市成羽町下原３０１

115 高梁・新見 小郷　寿美代 訪問看護ステーションくろかみ 0867-71-0310 718-0003 新見市高尾2306-5 訪問看護、在宅看護

116 真庭 柴田　栄子 訪問看護ステーションゆうあい 0867-44-7588 717-0013 真庭市勝山1070 訪問看護、在宅看護

117 真庭 大西　直美 真庭市訪問看護ステーション 0867-62-2233 717-0411 真庭市見明戸1809
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118 真庭 高田　朱美 訪問看護ステーションわたぼうし 0867-44-2513 717-0007 真庭市本郷１８２５－６

119 真庭 綱島　幸枝 おちあい訪問看護ステーション 0867-52-8050 719-3144 真庭市落合垂水２５１ 訪問看護、在宅看護

120 津山・英田 中島　美紀 訪問看護ステーションなかしま 0868-35-3115 708-0052 津山市田町119-20

121 津山・英田 篠井　恵理子 訪問看護ステーションあゆみ 0868-36-6366 708-1204 岡山県津山市日本原３５２
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職
員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

122 津山・英田 豊福　まゆみ 津山第一病院訪問看護ステーション 0868-28-5650 708-0871 津山市中島438

123 広島 道法　和恵 広島県看護協会訪問看護ステーション「こい」 082-527-0570 733-0815 広島県広島市西区己斐上一丁目１４番２号 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

124 福山・府中 石原　喜和子 福山市医師会訪問看護ステーション 084-928-7628 720-8512 広島県福山市三吉町南２丁目１１番２２号（福山すこやかセンター内） 訪問看護、在宅看護

125 広島中央 渡邊　直美
東広島地区医師会賀茂台地訪問看護ステー
ション

082-423-5959 739-0003 広島県東広島市西条町土与丸１１１３番地 退院調整・支援、病院との連携、地域住民対象

126 下関 田村　早苗
医療法人社団松涛会彦島訪問看護ステー
ション

083-266-6888 750-0075 山口県下関市彦島江の浦町９丁目４－５

127 下関 頼岡　祐子 下関市社協ほうほく訪問看護ステーション 083-782-1594 759-5511 山口県下関市豊北町大字滝部３１４０番地１

128 下関 岡田　千恵子 アイユウの苑訪問看護サービス 083-261-4337 750-0092 山口県下関市彦島迫町３－１７－２

129 萩 阿武　由美子 訪問看護ステーション陽向 0838-22-5710 758-0025 山口県萩市土原300-6
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、介護職
員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、小児訪問看護、感染症関連、緩
和ケア

130 徳島 東部 島谷　明美
公益社団法人徳島県看護協会　徳島県訪問
看護支援センター

088-631-5544 770-0003 徳島県徳島市北田宮1丁目329-18

131 高松 長内　秀美 高松訪問看護ステーション 087-814-9975 761-8073 香川県高松市太田下町3026-3
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研
修、吸引関連、小児訪問看護、難病支援

132 高松 長瀬　紀代子 訪問看護ステーションやしま 087-843-4775 761-0113 香川県高松市屋島西町１８５７番地１

133 中讃 藤田　江利子 訪問看護ステーションわかたけ 0877-85-3195 762-0055 香川県坂出市築港町１丁目５－３５　ベルトピアⅡ408

134 高松 花房　美紀子 訪問看護ステーションハピネス 087-816-6900 761-8004 香川県高松市中山町７７２－１

135 高松 亀田　昌代 守里会看護福祉専門学校 087-813-3359 760-0036 香川県高松市城東町１丁目1-46 成人看護

136 大川 吉武　仁美 ヌーベルさんがわ訪問看護ステーション 0879-43-1102 769-2321 香川県さぬき市寒川町石田東甲170

137 高松 田中　邦代 公益社団法人香川県看護協会 087-864-9070 769-0102 香川県高松市国分寺町国分152-4 訪問看護、在宅看護

138 中央 安岡　しずか 高知中央訪問看護ステーション 088-855-7784 780-8015 高知県高知市百石町４丁目２２－１０ 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、小児訪問看護

139 中央 横川　奈知 朝倉病院 088-844-2701(代） 781-0312 高知市春野町平和291（自宅）

140 中央 山本　明子 こうち看護協会訪問看護ステーション 088-844-8777 780-8066 高知県高知市朝倉己８２５－５

141 高幡 武内　千枝美 訪問看護ステーションくぼかわ 0880-22-1119 786-0002 高知県高岡郡四万十町見付９０２－１ 訪問看護、在宅看護、介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

142 北九州 伊藤　富美代 北九州市八幡医師会訪問看護ステーション 093-681-3300 805-0062 北九州市八幡東区平野2－1－1

143 福岡・糸島 池島　千香子 糸島医師会訪問看護ステーション 092-322-1021 819-1112 糸島市浦志532－1

144 有明 田中　千香 大牟田医師会訪問看護ステーション 0944-57-6121 836-0843 大牟田市不知火町 2-144
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研
修、吸引関連、感染症関連

145 福岡・糸島 山田　真理子 楽らくサポートセンターレスピアナース 092-982-0067 811-1347 福岡市南区野多目1-10-1 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携、経営管理、小児
訪問看護

146 中部 白水　奈知子 佐賀県看護協会訪問看護ステーション 0952-29-7633 849-0921 佐賀市高木瀬西4-15-5

147 南部 松永　尚美
武雄杵島地区医師会きしま訪問看護ステー
ション

0954-26-8296 843-0023 佐賀県武雄市武雄町大字昭和３００番地 訪問看護、在宅看護

148 県央 浅田　百合 長崎県看護協会 0957-49-8055 854-0072 諫早市永昌町23-6

149 五島 田頭　めぐみ 長崎県看護協会訪問看護ステーション福江 0959-74-3078 853-0041 五島市籠渕町2360-1 訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

150 宇城 神　美智子 宇城総合訪問看護センター 0964-27-8855 869-0511 宇城市松橋町曲野3475-4

151 熊本 山下　直美 訪問看護ステーションしらふじ 096-320-2111 861-4131 熊本市南区薄場１丁目１０番２８号

152 南部 重久　千勢 訪問看護ステーション長門 0972-24-3082 876-0835 佐伯市鶴岡町一丁目6番3号

153 中部 伊東　和子 大分市東部訪問看護ステーション 097-521-9803 870-0104 大分市南鶴崎2丁目6番5号

156 日向入郷 成岡　満利子 訪問看護ステーションこばる 0982-63-6050 889-0621 宮崎県東臼杵郡門川町東栄町2丁目2番地1 訪問看護、在宅看護

157 日向入郷 黒田　亜矢 訪問看護ステーションあやめ 0982-66-6004 883-0021 宮崎県日向市財光寺972-10

158 延岡西臼杵 日野　亮司 訪問看護ステーション陽のひかり 0982-40-3832 882-0862 宮崎県延岡市浜町４０８番地２８　浜アネックス１０２号 訪問看護、在宅看護、精神科訪問看護、在宅系

159 鹿児島 米満　美津子
鹿児島県看護協会訪問看護ステーションか
ごしま

099-256-8081 890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町２１番５号

160 鹿児島 畑中　勇二
いちき串木野市医師会立脳神経外科セン
ター訪問看護ステーションさくら

0996-32-2020 896-0078 鹿児島県いちき串木野市生福５３９１番地３
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、退院調
整・支援、病院との連携、経営管理、介護職員・ケアマネジャー向け研
修、吸引関連、脳神経外科看護
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