
平成31(2019)年度 研修協力訪問看護ステーション一覧(90施設)
※ "，/"ま今年度新規畳銀総殴 2019/05/14現在

市町 施政名 γ 憧所

YMCA訪問看趨ステーンヨン ピース 730-8523 広島市中巨八丁堀7-11

サンキ ウエルピィ肪問看瞳ステーション江浪 730-0833 広島市中E江渡本町16-14

国家公輯員共演組合連合会吉島病院肪問看麗ステーションわかIt 73か0822 広島市中E吉島東3了目2-33

たかの桶酎問看恒ステーション 730岡田42 広島市中E国泰寺町2T目3-8

中
草草タウン江波肪問看陸ステ シヨン 730-0831 広島市中E江置酉2T目14-8匡

聾酷タウン基町肪問署檀ステーシヨ J 730-0011 広島市中E基町19-2-411

土谷肪問看値ステーション光商 730-0825 広島市中区光開1-4-6

広島赤十字・原燭病院肪問看趨ス予 ンヨン 730-8619 広島市中巨干園町1-9-6

広島県署11協会肪問看憧ステーション f中失』 730-曲目 広島市中匡西白島町16-8

，使 広島県署臨協会防問看瞳ステーション r若怠J 732一朗54 広島市東区量宕町2-18

匡
A図川病院肪問看瞳ステ ンヨン 732-叩02 広島市東区戸塩山積lT目24-20

土谷訪問看箇ステーシヨ J 出汐 734一回01 広島市南巨出，タ1丁目7-16

肪問看臨ス子一シヨ J み伝み 734-0015 広島市南区字品醐零2T目4-7

南
般祉回途人削RAI・未来桜緩酷問看箇ステーション 734-凹22 広島市南区東軍2丁目5-17E 

しおり在宅看担センター 734ベ1002 広島市南区西鑓町14-25-203号

あいわ在宅療聾主掴ステ ンヨン 734同 0023 広島市衛区東軍本町IT目14-16-1

広島県宥樋協会肪問看腫ステ ション rこいj 733-0815 広島市西区己聾よIT目14-2

肪問看樋ステーション草津かもめ 733・0861 広島市西巨草津東IT目11-19

動問看峰ステーシヨ J 与がさき 733-0013 広島市西E繍川新町3-11

酉
肪問看箇ステーション生協コスモス 733-0031 広島市西区割音町16ー19

E 
土谷町問看臨ステーシヨン酉広島 733-0812 広島市西区己斐本町2T目6-6

広 総式会社思量肪問看瞳ステーション聾量 733-0035 広島市西巨荷岨音8丁目5-26北山ビル2階
島
市 肪問看檀ステーションこ ζろ~れ草港 733-0864 広島市西匡草津縄ヶ台11-6

肪問看置リハステーションさ〈ら 733-0842 広島市西区井口2丁目19香42-101号

IGl訪問看臨ステーション 731-0154 広島市安佐南区よ安6丁目31-1

土谷肪問看恒ステーション大町 731-0124 広島市安佐南区大町東2丁目7-24

安
訪問看箇ステーシヨン吉の市 731-0123 広島市安佐南区古市3・5-3

佐
日本益増車奥様式会社エコール肪問看瞳ステーション 731-0124 広島市安佐南区大町東1丁目19-43

爾
E 

肪問看麗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松孫子ナント2F

肪問看瞳ス予ーション 『さいの』 731-3164 広島市安佐南巨伴.471120醤7号

肪問看趨ステーションそれいゆ安佐陶移療所 731-0103 広島市安佐南区緑弁2丁目 15-13

広島県肴櫨協会肪問看撞ステ ション『ひびきJ 731-0223 広島市安住北区苛都南5丁目11-7

安
なごみの揖肪問看恒ステーション 739-1731 広島市安佐北区落合5-24-8

佐
防問看11ステーション車の花 731-0221 広島市安佐北E可部5T目4-19-3

jt 

匡
可部肪問看趨ステーシヨ J なず怠 731-0221 広島市安佐北区可制15丁目9-3

医策法入社団うすい会肪問看瞳ステーション亀崎 739-1742 広島市安佐北区亀崎4-7-1

訪問看慢ス子ーシヨン漕野川 739・0323 広島市宮葺匡中野東6T目3-36
安
芸 肪問看11ステーション中野 739-0321 広島市宮葺区中野2丁目3-11
E 

くに〈さ肪問看恒ステーション 736-0083 広島市安芸巨矢野東2丁目4-8



佐伯地/&11<師会書来訪問看檀ステーション 738-0601 広島市佐伯E壇家町大字和図333

町問看匝ステ-，ヨンコープ玉目市 731-5141 広島市佐抽巨平同1丁目25-36
佐
{自 主谷町問看檀ステーシヨノ佐伯 731-5137 広島市佐抽巨漢の里lT目4-21
巨

E療法人生I回一隅会クローパ肪問看趨ステーション 131-5134 広島市佐個E海老山町7書10号

肪問看瞳ステーションファイネス 731-5136 広l!i有佐伯/&1隆々薗3T目2番18号

安芸高図市 安甚高国市医師会肪問看聾ステ ンヨン 731-0501 安芸高田市吉園町吉図1010-2

府中町 安芸地区医師会府中町訪問看随ステーシヨ J 735-0022 安曇郡府中町大通lT目1-36

軍事園町 安基地区匡師会肪問看慢ステーション 736守 0043 安芸郡海図町栄町5-13

織野町 安芸地巨医師会餓野町肪問看檀ステ シヨン 731-4214 安芸郡餓野町中清1丁目 11-1

大 大竹市医師会勧問看盟ステ ション 739-0612 大竹市泊J!.3丁目6-8
竹

市 肪問看陣ステーンヨンやまと 739-0615 大竹市元町lT目1-5

佐伯/&11[師会肪問看瞳ステーション 738一曲15 廿日市市本町5-1 (廿目布市商工保健全館内)

甘
防問看瞳ステーションこころ~れ廿日市 738-0033 廿目布市皐戸1丁目9番46号ハグマピル2F

日
うるおい勧問看瞳リハピリステーシヨン 738-0001 廿日布市佐方4丁目 10-28-102

市

市
酷問看薗ス子ーションいつくしま 739-0488 廿回市市大野299-1

肪問看瞳ステーション『ゅうわ」 738-0222 廿回市布陣字下ヶ原5叩香地

ほっと・はあとステーションてのひら 737-0125 呉市広本町1丁目7-40 吉本ピル101

訪問看趨ステーションアネモネ 737ベ訓046 呉市中通2丁目1番26-302骨

広島県看瞳協会肪問看憧ステ ション 『ひかりJ 737-0903 呉市娩山箇3T目17-9

広島県箸瞳協会肪問看随ステーション『そよかぜJ 737-0141 呉市広大筋開2丁目3-3

呉
広島県境全会訪問看蹟ステーションかもめ 737-0821 呉市三条2丁目1-13市

サンキ，ウエルピィ肪問看圃ステーション呉 737-0032 呉市窓町9-8 イトウピル2酷

肪問看瞳ステ ションそれいゆ 737-∞03 呉市阿貧困炉失4丁目5-16

呉市医師会訪問看臨ステーンヨン 737-0056 呉市朝目町19-19

エンパワーライフ肪問看瞳リハビリテーション 737-0883 呉市買応百余3丁目25-4

江因島市 医療這入社回大谷会訪問看腫ステ シヨンスマイル 737・2211 江図島市大総町締浦1970

線式会社みのり肪問宥麗ステ ションみのり 739-0144 東広島市八本松商1丁目 13-11-104

エJ ジzルアイ有限会社訪問看恒ステーンヨンすずらん 739-0151 東広島市八本松町原6959番地1

東
匡'使途入社団奏会 AOIケアリングステーション 739-0144 東広島市八本松閉ト13-17

広
肪問看腫ステーションサンひまわり 739・0003 東広島市西長町土与丸1246番地

島

市
防問宥瞳ステーションヒノキ 739-0025 東広島市西堀中失5-7-8203 

社会医療法人千枚会弁野口肪問看慢ステーション 739一回25 東広島市百条中失4丁目2番40号

肪問看瞳ステーン ヨン リンク 739-0014 東広島市西条昭和町8-31ミェ ル昭和町101

防問看腫ステーション竹の子クラフ 725-叩12 竹庸市下野町1471-2

竹 特定非営利活動法人町問看臨ステ シヨンうさぎ 729-2314 竹原市忠海床浦1丁目6-9
原

市 肪問看瞳ステーンヨンさ〈ら 725-0012 竹原市下野町3126-1

防問看11ステーションこころ 725-0024 竹原市港町3丁自2書1号

ニ覇市 三聞赤十字酷問看臨ステーション 723-8512 ヱ開市東町2丁目7-1

肪問看瞳ステーンヨンむかいしま 722ー凹73 尾道市向島町580-5

公立みつぎ総合病院勧問看護ステーションみつぎ 722-0311 尾道市惜調町市107-1
尾
置 防問看臨ステーションほんわか 722・0037 尾道市西醐所町ト27
市

国島医師会肪問者樋ステ シヨン 722-2211 尾道市因島中庄町1955喬地

ひまわり訪問看恒ステーション 722-0045 尾道市久保2T目15-17



世証町 世置中失跡問看瞳ステーンヨン 722・1112 世毘郡世躍町大字本田918-3

匡IIU去人目安川会 肪問看瞳ステ シヨン山陽 720-0815 福山市野上町2T目8番2号

福山臣療生活協同組合 酷問看護ステーションしあわせ 720-0082 福山市本之庄町3-6-10
福
山 てらおか肪問看阻ステーション 729-3103 循山市新市町新市56-1
市

社会福祉浪人東光会東光会訪問看圃ステーション 721-0907 循山市春呂町7丁目6番27号

松永，召晒地1&1lo師会防問看瞳ステ シヨン 729-0105 福山市南松永町2T目8番12号

三次市 級社団渚人ニ次地区E師会酎問看瞳ス? ション fスクフ 728一回25 三'"市票屋町柳迫1649-1介瞳老人保憧施股あさぎり肉
ム』

庄原市 西域酎問看11ステーンヨン 729-5742 圧席市西城町中野1339




