
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 得意としている分野

1 南空知 岩崎　惠美 市立三笠総合病院　訪問看護ステーションゆうゆう 01267-2-3131 068-2191 三笠市宮本町489番地１
訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携、
ボランティア講習会（救急対応）

2 西胆振 工藤　美香 訪問看護ステーションナチュリア 0143-84-8131 059-0035 登別市若草町3-1-2
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

3 津軽地域 加藤　恵子 健生訪問看護ステーションたまち　のだ支所 0172-34-4065 038-3821 青森県弘前市大字百田字岡本10-2

4 下北地域 吉田　愛
社会福祉法人青森社会福祉振興団
みちのく訪問看護ステーション

0175-23-6000 035-0066 青森県むつ市緑ヶ丘23-10
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、家族看護

5 胆江 菊地　浩子 水沢病院訪問看護ステーションきらり 0197-25-3833 023-0053 岩手県奥州市水沢大手町3丁目1番
介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、
市民向け講座（在宅看取り）

6 気仙 佐々木　圭子 松原訪問看護ステーション 0192-53-1878 029-2205 岩手県陸前高田市高田町字中田69-2

7 大崎・栗原 伊藤　恵
公益社団法人宮城県看護協会
こごた訪問看護ステーション

0229-32-2296 987-0038 宮城県遠田郡美里町駅東1丁目2-1 訪問看護、在宅看護

8 仙台 鈴木　真琴 ケアステーション郡山 022-246-6554 982-0003 宮城県仙台市太白区郡山7-16-8

9 仙南 黒澤　恵 訪問看護ステーションココシフレ蔵王 0224-26-8040 989-0842 宮城県刈田郡蔵王町大字塩沢字上野29-21 安全対策、災害対策、看護職員研修（新人・既卒）

10 最上 水戸　真理 新庄徳州会訪問看護ステーション 0233-29-4607 996-0041 山形県新庄市大字鳥越字駒場4623
訪問看護、在宅看護、在宅看取り、ターミナルケア、がん看護、
認知症について

11 庄内 本間　幸井 訪問看護ステーションハローナース 0235-25-3055 997-0035 山形県鶴岡市馬場町１番３４号

12 県北 丹野　裕美 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番地

13 県中 渡辺　智恵美 しゃくなげ三春訪問看護ステーション 0247-62-0061 963-7769 福島県田村郡三春町坦橋一丁目2番５

14 いわき 西山　美恵子 訪問看護ステーションきゅあ 024-680-8111 970-8026 いわき市平字堂根町2番1

15 県中 石塚　純子 訪問看護ステーション　ひらた 024-755-3333 963-8202 石川郡平田村上蓬田清水内4 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

16 茨城 取手・竜ヶ崎 後藤　則子 ゆうあい訪問看護ステーション 029-874-2280 300-1232 牛久市上柏田4-58-1 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

17 県北 藤田　みかる とちぎ訪問看護ステーションたかねざわ 028-680-1701 329-1233 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺2426-8 パークタウン高根沢104 訪問看護、在宅看護

18 県南 山下　幸子 訪問看護ステーション石橋 0285-52-2293 329-0596 栃木県下野市下古山1丁目15番4

19 高崎・安中 野口　和恵 訪問看護リハビリステーションクローバー高崎 027-381-8197 370－0861 高崎市八千代町１－１７－１５田島ビル１０３ 小児訪問看護

20 太田・館林 那須　文枝 太田記念病院訪問看護ステーション 0276-55-2320 373-8585 太田市大島町４５５番地１ 訪問看護、在宅看護

21 渋川 萩原　直美 群馬県看護協会訪問看護ステーション渋川 0279-30-3125 377－0002 渋川市中村７０４－２ 訪問看護、在宅看護

22 南部 栗原　知亜紀 医療生協さいたま生活協同組合本部 048-296-4881 333-0831 川口市木曽呂１３１７
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、
介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

23 利根 中村　由美子 白岡訪問看護ステーション 0480-93-5054 349-0217 白岡市小久喜９１３－１
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

24 香取海匝 英　香代子 匝瑳市訪問看護ステーションつばきの里 0479-79-1101 289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ-1304
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、
介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、看護管理

25 東葛南部 山藤　響子 大和田訪問看護ステーション 047-485-2133 276-0045 千葉県八千代市大和田328-1

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、精神科訪問看護、
小児訪問看護
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26 北多摩南部 石橋　佳代子 野村訪問看護ステーション 0422-47-5401 181-0013 三鷹市下連雀８－３－６ 訪問看護、在宅看護

27 区西北部 河西　真理子 あすか山訪問看護ステーション 03-5959-3121 115-0043 北区神谷1-13-10 Kourt K3　1階 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携

28 横浜南部 本橋　みどり 公益社団法人神奈川県看護協会 045-263-2934 231-0037 横浜市中区富士見町３番１ 訪問看護、在宅看護、緩和ケア

29 横浜西部 山田　由美 あおぞら・てらん訪問看護ステーション 045-372-1200 240-0053 横浜市保土ケ谷区新井町463-3　ウェルストーン1階Ａ-23

30 中越 清水　民枝
公益社団法人新潟県看護協会
訪問看護ステーションみつけ

0258-62-7058 954-0052 見附市学校町1-5-42
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

31 下越 渡邉　さなえ
一般社団法人下越健康開発センター訪問看護ステーショ
ン

0254-26-1099 957-0054 新発田市本町4-16-83

32 富山 井崎　明子 訪問看護ステーション　まめなけ 076-454-5650 939-2376 富山市八尾町福島7-42

33 砺波 樋掛　智子 砺波市訪問看護ステーション 0763-32-7055 939-1343 砺波市新富町1番地61号

34 福井・坂井 佐孝　由美子 ケア・フレンズ訪問看護ステーション 0776-27-5853 910-0003 福井市松本2-25-16

35 福井・坂井 五十嵐　富子 訪問看護あさがおステーション 0776-54-6300 910-0832 福井市新保町19-35-1

36 嶺南 名子　友紀 指定訪問看護ステーションめいほう 0770-23-3123 914-0056 敦賀市津内町3-6-38　明峰クリニック２階
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

37 中北 薬袋(ミナイ）　富美子 貢川訪問看護ステーション 055-223-1033 400-0048 甲府市貢川本町12-10

38 峡南 川窪　三陽子 訪問看護ステーションいいとみ 0665-42-2328 409-3423 南巨摩郡身延町飯富1628

39 中北 㓛刀　仁子 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 医療的ケア教員

40 上小 田中　紀子 訪問看護ステーションよだくぼ 0268-68-3075 386-0603 長野県小県郡長和町古町2857 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

41 松本 白柳　朱美 相澤訪問看護ステーションひまわり 0263-39-1086 390-0814 長野県松本市本庄2丁目10番21号 在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

42 長野 増尾　寛子
長野市地域包括支援センター
コンフォートきたながいけ

026-254-5250 381-0025 長野県長野市大字北長池９１４ 在宅看取り、ターミナルケア、がん看護

43 上小 堀　義江 ニチイ上田緑が丘訪問看護ステーション 0268-29-5105 386-0022 長野県上田市緑が丘三丁目21番12号

44 西濃 古池　美由紀 はやかわ訪問看護ステーション 0584-71-8880 503-0801 岐阜県大垣市東町2-136-1 訪問看護、在宅看護

45 東濃 牧野　美香 たじみ松坂訪問看護ステーション 0572-20-1675 507-0063 岐阜県多治見市松坂町1-1-5

46 静岡 横田　佳苗 訪問看護ステーションれん 054-368-4168 424-0858 静岡県静岡市清水区大沢町12-8
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

47 中東遠 工藤　成美 聖隷訪問看護ステーション富丘 0538-31-6677 438-0803 静岡県磐田市富丘677-1

48 名古屋 松下　寛代 藤田医科大学 訪問看護ステーション緑 052-618-8550 458-0035 名古屋市緑区曽根2丁目244番地　コーポ浅見テナント２号室 摂食嚥下障害看護

49 尾張西部 鈴木　和実 稲沢市医師会訪問看護ステーション 0587-36-7787 492-8393 稲沢市中野宮町44－4　

50 名古屋 吉村　元輝 みんなのかかりつけ訪問看護ステーション緑 052-746-1799 458-0801 名古屋市緑区鳴海町字山下108-1  グリーンシャトー山下303号
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

51 中勢伊賀 平野　由加里 訪問看護　ここよ 059-246-5546 514-0821 三重県津市垂水522-1
介護職員・ケアマネジャー向け研修、
吸引関連、地域住民向け健康教室等

52 中勢伊賀 糸見　美和 訪問看護ステーションハッピーウッド 0595-42-8090 518-0721 三重県名張市朝日町1247-1

53 湖東 山田　里美
公益財団法人豊郷病院
訪問看護ステーション　レインボウひこね

0749-21-2855 522-0086 彦根市後三条町５２０－１ 介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

54 湖南 青根　ひかる
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2-13-13 摂食嚥下障害看護
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55 中丹 梅原　ゆみ 京都保健会在宅ケアステーションげんき 0773-43-1133 623-0066 綾部市駅前通１

56 中丹 山内　みかる 訪問看護ステーションほっぷ 0773-21-4389 620-0063 福知山市荒河新町８２

57 山城南 新田　広美 訪問看護ステーションライフ 0774-73-4880 619-0221 木津川市吐師野間１１－１

58 中丹 山本　めぐみ
一般社団法人舞鶴医師会
訪問看護ステーションはまなす

0773-75-8826 624-0906 舞鶴市倉谷１３５０−１１ 訪問看護、在宅看護、退院調整・支援、病院との連携

59 中丹 荻野　千恵子
公益社団法人京都保健会
ほっとステーションきぼう

0773-20-4155 620-0808 福知山市字土１番地

60 京都・乙訓 中川　智恵子
株式会社ケイトケイ
訪問看護ステーションひだまり

075-631-8707 613-0911 京都市伏見区淀木津町１９７−１　エイジングコート淀城公園１F

61 大阪市 水上　洋子
公益財団法人日本生命済生会
ニッセイ訪問看護ステーション

06-6443-3450 550-0006 大阪市西区江之子島２－１－５４ 訪問看護、在宅看護

62 大阪市 上茂　名保美
株式会社ＳａｋｕＬａ
ＳａｋｕＬａ訪問看護ステーション

06-6696-8051 558-0003 大阪市住吉区長居２－６－２0  オムズコート１０５

63 堺市 宮川　光代 耳原訪問看護ステーション 072-244-7140 590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町２－１－７

64 三島 林　佳美 大阪医科薬科大学訪問看護ステーション 072-684-6776 569-8686 高槻市大学町２－７ 訪問看護、在宅看護

65 大阪市 長谷川　泰子 なないろ訪問看護ステーション 06-6928-7707 534-0021 大阪市都島区都島本通３－１６－１２  西村ビル１F

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、
吸引関連介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、
安全対策、災害対策

66 中播磨 松浦　久美子 姫路訪問看護リハビリステーションもものは 079-260-7014 670-0981 姫路市西庄甲328-3

67 阪神北 吉川　喜恵 あそか苑中山寺訪問看護事業所 0797-85-9156 665-0863 宝塚市三笠町6-21

68 阪神南 吉田　聖名子
西宮市社会福祉事業団
西宮市訪問看護センター　サテライト安井

0798-56-9355 662-0856 西宮市城ヶ堀町1-39 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

69 中和 川合　栄子 公益社団法人　奈良県看護協会 0744-25-4014 634-0813 奈良県橿原市四条町288-8

70 中和 小田　由美子 公益社団法人　奈良県看護協会　ナースセンター部 0744-25-4014 634-0813 奈良県橿原市四条町288-8

71 有田 古川　嘉代 有田市立病院　訪問看護ステーション 0737-82-5601 649-0316 和歌山県有田市宮崎町６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

72 和歌山 髙塚　美都里 訪問看護ステーションフロムはーと 073-499-4658 649-6321 和歌山県和歌山市布施屋320-1 訪問看護、在宅看護

73 東部 川崎　文恵 さとに訪問看護ステーション 0857-54-1871 680-0935 鳥取県鳥取市里仁５４－2

74 中部 酒本　さおり 訪問看護リハビリステーションのじま 0858-23-7104 682-0863 鳥取県倉吉市瀬崎町2714－１

75 島根 松江 門脇　章子 訪問看護ステーション友喜 0852-66-0878 699-0402 島根県松江市宍道町白石129番地1

76 津山・英田 下村　明世 そよかぜ訪問看護ステーション 0868-35-3122 708-0854 津山市中原385-1

77 津山・英田 塚本　晴美 訪問看護ステーションあおぞら 0868-54-4084 708-0332 苫田郡鏡野町吉原306

78 県南西部 浅沼　節子 訪問看護ステーションあんど 086-698-7400 710-1313 倉敷市真備町川辺2000-1 訪問看護、在宅看護

79 県南西部 小山　貴大 訪問看護ステーションこやま 0866-37-5710 719-1175 総社市清音上中島239-4

80 広島 呉 神垣　幸絵 広島県看護協会　訪問看護ステーション「そよかぜ」 0823-70-0160 737-0141 広島県呉市広大新開２丁目３-３
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、安全対策、災害対策

81 山口・防府 伊藤　夏子 山口県看護協会訪問看護ステーションほうふ 080-1903-7299 747-0062 防府市上右田2686

82 山口・防府 大上　加代子
済生会山口地域ケアセンター居宅介護サービス複合施
設にほ苑訪問看護事業所

083-929-5081 753-0302 山口市仁保中郷988-1

83 宇部・小野田 時岡　李衣 メンタル訪問看護ステーション心愛夢 0836-21-1560 755-0038 宇部市海南町2-58-1　OXビル3階

84 宇部・小野田 弘永　加奈枝 小野田赤十字訪問看護ステーション 0836-88-0165 756-0817 山陽小野田市小野田3700

85 周南 中村　佳代 訪問看護ステーション周南高原 0834-88-0391 745-0122 周南市須々万本郷29-1

86 周南 樋村　理恵 訪問看護ステーションゆめ風車 0834-61-2510 746-0017 周南市宮の前2-6-27
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87 東部 松田　真澄 徳島県看護協会 088-631-5544 770－0003 徳島県徳島市北田宮1丁目329－18

88 西部 岡本　恵 西部健生訪問看護ステーション 0883-76-3716 779－4803 三好市井川町吉岡161番地の1 訪問看護、在宅看護

89 高松 三原  由紀美 公益社団法人香川県看護協会 087-864-9070 769-0102 高松市国分寺町国分152－4 安全対策、災害対策、看護管理

90 大川 廣瀬　由華 訪問看護ステーションわかな 0879-49-2049 769-2304 さぬき市昭和3615－2

91 高知 安芸 和田　庸平 訪問看護ステーションなかやま楽校 0887-30-1945 781-6421 高知県安芸郡安田町大字安田１７１８番地１ 訪問看護、在宅看護

92 八女・筑後 松﨑　里恵 八女筑後訪問看護ステーション 0943-23-7211 834-0063 福岡県八女市本村656-1 訪問看護、在宅看護

93 福岡・糸島 落合　実 ウイル訪問看護ステーション 092-982-3064 811-1313 福岡県福岡市南区日佐5丁目3-8-302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、
経営管理

94 中部 高祖　理香子 佐賀県看護協会訪問看護ステーション 0952-29-7633 840-0841 佐賀県佐賀市緑小路6番10号

95 西部 大川内　五枝 訪問看護ステーションなないろ 0955-24-9388 848-0031 佐賀県伊万里市二里町八谷搦13-5

96 熊本 田中　裕貴 訪問看護ステーションCruto京町 096-234-7774 860-0078 熊本市中央区京町2丁目7-34
介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連、
看護連盟関連　在宅看護学（専門学生向け）

97 八代 國田　琴美 訪問看護ステーション向春苑 0965-31-6458 866-0082 八代市揚町35-2 小児訪問看護

98 北部 小幡　真琴 豊後高田訪問看護ステーションあゆみ 0978-22-3982 879-0267 豊後高田市新地1176-1

99 西部 財津　丸美 訪問看護ステーションいわさと 0973-22-1618 877-0052 日田市大字高瀬１６番地の１８
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、
介護職員・ケアマネジャー向け研修、吸引関連

100 宮崎東諸県 坂本　郁代 こどもとおとなの訪問看護　ろけっと★ステーション 0985-89-4717 880-2101 宮崎市跡江665
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、
フィジカルアセスメント

101 宮崎東諸県 槇　由香理 みやざき訪問看護ステーション 0985-32-7070 880-0003 宮崎市高松町2番16号

102 鹿児島 鹿児島 泊　奈津美 ナカノ訪問看護ステーション 099-218-3003 890-0008 鹿児島市伊敷3丁目14-8
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
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