
※　赤字は今年度新規登録施設 2019/04/24現在

施設名 〒 住所

YMCA訪問看護ステーション・ピース 730-8523 広島市中区八丁堀7-11

サンキ・ウエルピィ 訪問看護ステーション江波 730-0833 広島市中区江波本町16-14

国家公務員共済組合連合会吉島病院 訪問看護ステーションわかば 730-0822 広島市中区吉島東3丁目2-33

たかの橋訪問看護ステーション 730-0042 広島市中区国泰寺町2丁目3-8

悠悠タウン江波訪問看護ステーション 730-0831 広島市中区江波西2丁目14-8

悠悠タウン基町訪問看護ステーション 730-0011 広島市中区基町19-2-411

土谷訪問看護ステーション光南 730-0825 広島市中区光南1-4-6

広島赤十字・原爆病院 訪問看護ステーション 730-8619 広島市中区千田町1-9-6

広島県看護協会訪問看護ステーション「中央」 730-0005 広島市中区西白島町16-8

広島県看護協会訪問看護ステーション「若草」 732-0054 広島市東区愛宕町2-18

訪問看護ステーション光明 732-0066 広島市東区牛田本町4丁目2-3

太田川病院 訪問看護ステーション 732-0002 広島市東区戸坂山根1丁目24-20

土谷訪問看護ステーション出汐 734-0001 広島市南区出汐1丁目7-16

訪問看護ステーション みなみ 734-0015 広島市南区宇品御幸2丁目4-7

一般社団法人 MIRAI・未来 桜坂訪問看護ステーション 734-0022 広島市南区東雲2丁目5-17

しおり在宅看護センター 734-0002 広島市南区西旭町14-25-203号

あいわ在宅療養支援ステーション 734-0023 広島市南区東雲本町1丁目14-16-1

広島県看護協会訪問看護ステーション「こい」 733-0815 広島市西区己斐上1丁目14-2

訪問看護ステーション草津かもめ 733-0861 広島市西区草津東1丁目11-19

訪問看護ステーション ながさき 733-0013 広島市西区横川新町3-11

訪問看護ステーション 生協コスモス 733-0031 広島市西区観音町16-19

土谷訪問看護ステーション西広島 733-0812 広島市西区己斐本町2丁目6-6

株式会社悠愛 訪問看護ステーション悠愛 733-0035 広島市西区南観音8丁目5-26 北山ビル2階

訪問看護ステーション こころ～れ草津 733-0864 広島市西区草津梅ヶ台11-6

訪問看護リハステーション さくら 733-0842 広島市西区井口2丁目19番42-101号

IGL訪問看護ステーション 731-0154 広島市安佐南区上安6丁目31-1

土谷訪問看護ステーション大町 731-0124 広島市安佐南区大町東2丁目7-24

訪問看護ステーション古の市 731-0123 広島市安佐南区古市3-5-3

日本基準寝具株式会社 エコール訪問看護ステーション 731-0124 広島市安佐南区大町東1丁目19-43

訪問看護ステーション こころ～れ古市 731-0121 広島市安佐南区中須1-4-2松井テナント2F

訪問看護ステーション「さいの」 731-3164 広島市安佐南区伴東4丁目20番7号

訪問看護ステーションそれいゆ安佐南事業所 731-0103 広島市安佐南区緑井2丁目15-13

広島県看護協会訪問看護ステーション「ひびき」 731-0223 広島市安佐北区可部南5丁目11-7

なごみの郷 訪問看護ステーション 739-1731 広島市安佐北区落合5-24-8

訪問看護ステーション 菜の花 731-0221 広島市安佐北区可部5丁目4-19-3

可部訪問看護ステーション なずな 731-0221 広島市安佐北区可部5丁目9-3

医療法人社団うすい会 訪問看護ステーション亀崎 739-1742 広島市安佐北区亀崎4-7-1

訪問看護ステーション瀬野川 739-0323 広島市安芸区中野東6丁目3-36

訪問看護ステーション中野 739-0321 広島市安芸区中野2丁目3-11

くにくさ訪問看護ステーション 736-0083 広島市安芸区矢野東2丁目4-8

2019年度　　研修協力訪問看護ステーション一覧（93施設）

市町

広

島

市

中

区

東

区

南

区

西

区

安

佐

南

区

安

佐

北

区

安

芸

区



※　赤字は今年度新規登録施設 2019/04/24現在

施設名 〒 住所

2019年度　　研修協力訪問看護ステーション一覧（93施設）

市町

佐伯地区医師会 湯来訪問看護ステーション 738-0601 広島市佐伯区湯来町大字和田333

訪問看護ステーション コープ五日市 731-5141 広島市佐伯区千同1丁目25-36

土谷訪問看護ステーション佐伯 731-5137 広島市佐伯区美の里1丁目4-21

医療法人社団 一陽会 クローバ訪問看護ステーション 731-5134 広島市佐伯区海老山町7番10号

訪問看護ステーション ファイネス 731-5136 広島市佐伯区楽々園3丁目2番18号

安芸高田市医師会 訪問看護ステーション 731-0501 安芸高田市吉田町吉田1010-2

安芸地区医師会 府中町訪問看護ステーション 735-0022 安芸郡府中町大通1丁目1-36

安芸地区医師会訪問看護ステーション 736-0043 安芸郡海田町栄町5-13

安芸地区医師会 熊野町訪問看護ステーション 731-4214 安芸郡熊野町中溝1丁目11-1

大竹市医師会 訪問看護ステーション 739-0612 大竹市油見3丁目6-8

訪問看護ステーション やまと 739-0615 大竹市元町1丁目1-5

佐伯区医師会 訪問看護ステーション 738-0015 廿日市市本町5-1 (廿日市市商工保健会館内)

訪問看護ステーション こころ～れ廿日市 738-0033 廿日市市串戸1丁目9番46号ハグマビル2F

うるおい訪問看護リハビリステーション 738-0001 廿日市市佐方4丁目10-28-102

訪問看護ステーション いつくしま 739-0488 廿日市市大野299-1

訪問看護ステーション「ゆうわ」 738-0222 廿日市市峠字下ヶ原500番地

ほっと・はぁとステーションてのひら 737-0125 呉市広本町1丁目7-40  吉本ビル101

訪問看護ステーション アネモネ 737-0046 呉市中通２丁目１番26-302号

広島県看護協会訪問看護ステーション「ひかり」 737-0903 呉市焼山西3丁目17-9

広島県看護協会訪問看護ステーション「そよかぜ」 737-0141 呉市広大新開2丁目3-3

広島県済生会 訪問看護ステーションかもめ 737-0821 呉市三条2丁目1-13

サンキ・ウエルピィ訪問看護ステーション呉 737-0032 呉市本町9-8　イトウビル2階

訪問看護ステーション それいゆ 737-0003 呉市阿賀中央4丁目5-16

呉市医師会訪問看護ステーション 737-0056 呉市朝日町19-19

エンパワーライフ訪問看護リハビリテーション 737-0883 呉市天応西条3丁目25-4

医療法人社団 大谷会 訪問看護ステーション スマイル 737-2211 江田島市大柿町柿浦1970

株式会社みのり 訪問看護ステーションみのり 739-0144 東広島市八本松南1丁目13-11-104

エンジェルアイ有限会社 訪問看護ステーション すずらん 739-0151 東広島市八本松町原6959番地1

医療法人社団葵会 ＡＯＩケアリングステーション 739-0144 東広島市八本松南1-13-17

訪問看護ステーション サンひまわり 739-0003 東広島市西条町土与丸1246番地

エコール訪問看護ステーション西条 739-0041 東広島市西条町寺家1810 ロッキータウンG206号

訪問看護ステーション ヒノキ 739-0025 東広島市西城中央5-7-8 203

社会医療法人千秋会 井野口訪問看護ステーション 739-0025 東広島市西条中央4丁目2番40号

訪問看護ステーション リンク 739-0014 東広島市西条昭和町8-31 ミェール昭和町101

訪問看護ステーション竹の子クラブ 725-0012 竹原市下野町1471-2

特定非営利活動法人 訪問看護ステーション うさぎ 729-2314 竹原市忠海床浦1丁目6-9

訪問看護ステーション さくら 725-0012 竹原市下野町3126-1

訪問看護ステーションこころ 725-0024 竹原市港町3丁目2番1号

三原赤十字訪問看護ステーション 723-8512 三原市東町2丁目7-1

訪問看護ステーションむかいしま 722-0073 尾道市向島町580-5

公立みつぎ総合病院訪問看護ステーションみつぎ 722-0311 尾道市御調町市107-1

訪問看護ステーション ほんわか 722-0037 尾道市西御所町1-27

因島医師会訪問看護ステーション 722-2211 尾道市因島中庄町1955番地

ひまわり訪問看護ステーション 722-0045 尾道市久保2丁目15-17
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世羅中央訪問看護ステーション 722-1112 世羅郡世羅町大字本郷918-3

医療法人辰川会　訪問看護ステーション山陽 720-0815 福山市野上町2丁目8番2号

福山医療生活協同組合　訪問看護ステーションしあわせ 720-0082 福山市木之庄町3-6-5

訪問看護リハビリステーション蔵王 721-0973 福山市南蔵王町4丁目14-10

てらおか訪問看護ステーション 729-3103 福山市新市町新市56-1

社会福祉法人東光会 東光会訪問看護ステーション 721-0907 福山市春日町7丁目6番27号

松永沼隈地区医師会 訪問看護ステーション 729-0105 福山市南松永町2丁目8番12号

一般社団法人 三次地区医師会 訪問看護ステーション「スクラム」 728-0025 三次市粟屋町柳迫1649-1介護老人保健施設あさぎり内

西城訪問看護ステーション 729-5742 庄原市西城町中野1339庄原市
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