
令和2年度「看－看連携研修」研修協力施設リスト＜訪問看護事業所＞

電話番号 FAX番号 PCアドレス 時期
人数
1回当

り
一般 小児 精神

関連
サービ

ス

その
他

阪神南 20
てんとうむし訪問看護ステー
ション

661-0003
尼崎市富松町2-27-22 第3タカ
オハイツ 北から2番目

三谷　貴子 06-4950-0541 06-4950-0551
tentoumushi
@eos.ocn.ne.j
p

自転車での移動の
ため、気候の良い
時期が良いかと思
います。

1～2名 ○

居宅
介護
支援
事業
所併
設有

「自分の足で歩きたい」「住み慣れた家で暮らした
い」を叶えるため、看護師が病状に応じたリハビリ
をします。（終末期や癌の方にもリハビリを実施）

阪神南 21
社会福祉法人　西宮市社会福
祉事業団　西宮市訪問看護セ
ンター

663-8014 西宮市林田町7-17 吉田　聖名子 0798-56-9355 0798-56-9357

yoshida-
m@nishinomi
ya-
fukushi.or.jp

R2年10月～R3年1
月

10名 ○ ○
2日間の実習が可能で、自転車で訪問をお願いし
ます。医療器具装着されている方や認知症の方
等さまざまな方に訪問できます。

阪神南 28
社会医療法人社団甲友会
西宮協立訪問看護ｾﾝﾀｰ

663-8211 西宮市今津山中町6-32 稲葉　典子 0798-33-6233 0798-33-6231
homon@nk-
hospital.or.jp

R2年9月以降 1名 ○

疾患や病態に偏りなく研修して頂けるよう調整致
します。感染症の状況により、お受け入れを検討
いたしますが、同行できるケースは1日1～2件の
可能性があります。

阪神南 3 芦屋市訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 659-0064 芦屋市精道町8-20 友原　明子 0797-25-1295 0797-38-3144
nurse@ashiya
-shakyo.com

― 2名 ○ ○ ○ ○

在宅
看取
り、緩
和ケア

他の実習と重なっていなければ、年中受け入れ
可能です。お気軽に御相談ください。

阪神北 19 聖隷訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ宝塚 665-0021 宝塚市中州1-9-16 萬雲　房美 0797-76-2870 0797-76-3739
hokan-
takarazuka@
sis.seirei.or.jp

要相談 1～2名 ○ ○ ○
難病、
ﾀｰﾐﾅ
ﾙ

0才～100才超の幅広い年齢層、医療依存度の
高い方（呼吸器）、難病の方を多く訪問していま
す。ターミナルケア（在宅看取り）に力を入れてい
ます。

阪神北 2
あそか苑中山寺訪問看護事業
所

665-0863 宝塚市三笠町6-21 吉川　喜恵 0797-85-9156 0797-85-9166
k.yajima@aso
kaen.or.jp

― 2名 ○ ―

阪神北 18 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　憩 665-0865 宝塚市寿町9-5 0797-83-0310 0797-83-0320
ikoikango@g
mail.com

R2年10月～12月 1名 ○ ―

神戸中
部

6
公益社団法人　兵庫県看護協
会
神戸訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

650-0011
神戸市中央区下山手通5-6-24-
1F

池見　恵美子
（所長　二宮　園
美）

078-341-1201 078-341-0955
ninomiya-

amast@snow.
ocn.ne.jp

要相談

1名
(ｺﾛﾅ
対策
の為)

○ ○ ○
在宅看護専門看護師、訪問看護認定看護師の
いるステーションです。在宅療養者の実際を知
り、看護師の役割を共に考えていきましょう。

神戸中
部

4
訪問看護ステーション　ブレック
ス

651-0072
神戸市中央区脇浜町3-7-14
三和ビル201

大牛　晴代 078-291-5211 078-291-5221
blex_ogyu@kk
leap.co.jp

R2年8月・12月・1月
以外

2名 ○ ○
出来れば自転車に乗れる方、慢性疾患（特に心
不全）の多い事業所です。

神戸中
部

5 訪問看護ステーションぷらす 651-0095
神戸市中央区旭通1-1-1
サンピア206号室

中澤　友紀 078-222-1557 078-222-1577
info@positive
-plus.jp

R2年10月以降 1名 ○

在宅での利用者さんの生活を見て、自施設のス
キルに活用して欲しいです。新しく設立したステー
ションで、新しい物を取り入れ、明るく元気なス
テーションです。

連絡先 内容

受入条件及びPR等支部 No. 施設名 郵便番号 住所 施設担当者
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神戸中
部

23
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　あさんて・
はな

652-0062 神戸市兵庫区大同町1-2-1 安井　香代 078-578-3340 078-578-3341
nurse@xgb.bi
globe.ne.jp

― 1名 ○ ○
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって
は、急に受け入れを中止させていただくことがあ
ると思います。

神戸西
部

14 たまつ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 651-2131
神戸市西区持子3-3　持子ﾋﾞﾙ
202

長田　敏子 078-926-0945 078-926-0946
tamatsu-
houmon@seiji
nkai.or.jp

要相談（学生の実
習と重ならないよう
にするため）

2名 ○ ○ ○
訪問
ﾘﾊﾋﾞﾘ

訪問看護に興味がある方、実際に訪問看護を体
験し、連携に関して一緒に考えませんか？

神戸西
部

24
神戸大山訪問看護ステーショ
ン

653-0011 神戸市長田区三番町2-2-15 寺崎　亜世子 078-595-9326 078-595-9327 ―
月初め～10日は外
してください。

1～2名 ○ ○
神戸大山病院や地域の訪問診療医と連携をとり
ながら、看護をしております。

神戸西
部

7 MEIN HAUS訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 654-0013 神戸市須磨区大手町6-2-11 樫原　美穂 078-731-0055 078-731-0885
meinhaus100
1@gmail.com

R2年11月or
R3年2月

2名

療養
通所

介護、
重症

児こど
もデイ

看多機を同一施設でやっているので、看護を多
機能に展開することを勉強できます。緩和ケアが
得意です。

東播 8 聖隷訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ淡路 656-2131 淡路市志筑1424-1 大山　厚子 0799-62-6969 0799-62-6970
a-

oyama@sis.s
eirei.or.jp

― 1名 ○ ○ ○
予防から看取りまで幅広く対応しています。ケア
プランセンター、ヘルパーステーション、デイサー
ビス、併設しています。

東播 17
明石市立市民病院訪問看護ｽ
ﾃｰｼｮﾝ

673-0848 明石市鷹匠町1-33 三津井　ゆかり 078-912-8720 078-912-8721
houkan@akas
hi-
shiminhosp.jp

R2年10月～R3年2
月
毎月OK

2名 ○ 自転車が乗れる方

東播 13
高砂市民病院訪問看護ｽﾃｰｼｮ
ﾝ

676-8585 高砂市荒井町紙町33-1 小野　智子 079-444-0180 079-444-0181 ― R2年12月まで 1名 ○ 訪問看護ステーション立ち上げて2年目です。

北播 15
西脇市社会福祉協議会　訪問
看護ｽﾃｰｼｮﾝ

677-0014 西脇市郷瀬町666-5 鈴木　美和 0795-23-9122 0795-23-8877

syakyou-
kango@nishi
waki-
wel.or.jp

R2年9～11月 1名 ○ ○
定期
巡回

新型コロナウイスル感染拡大の影響等により、実
習受け入れを中止する場合もあります。

北播 1 桜丘訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 679-0321 西脇市黒田庄町田高313 青山　美恵子 0795-25-5505 0795-25-5506
sakura-

houkan@seih
oukai.gr.jp

月末、月初は避け
てください。

1名 ○ ○ ○ ―
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受入条件及びPR等支部 No. 施設名 郵便番号 住所 施設担当者

北播 29 多可赤十字訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 679-1114 多可郡多可町中区岸上280 平山　かおり 0795-32-3810 0795-32-5277
houmonkang
o@taka.jrc.or.
jp

R2年11月以降 1名 ○
多可赤十字病院併設のステーションです。外来
や病棟と連携しながら、利用者さんを支援してい
ます。

西播 11 姫路赤十字訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 670-0063 姫路市下手野1-12-2 松本　由美子 079-292-0009 079-299-0014
zaitaku@hrc-
hp.com

R2年12月～
R3年2月

2名 ○ ○ ―

西播 27
訪問看護ステーション　看護の
力

670-0940
姫路市三左衛門堀西の町66
SHOWX浦上102

安藝　奈々枝 079-280-2268 079-280-2267
n.aki@kangon
o-
chikara.com

いつでも大丈夫で
す。

1～2名 ○

昨年9月にOPENした事業所ですが、要支援～要
介護まで多くの方をケアさせていただいていま
す。皮膚・排泄ケア認定看護師が在籍していま
す。

西播 9 訪問看護ステーション春 670-0966 姫路市延末370 井上　雅 079-227-9293 079-229-3581
houmonkang
oharu@maia.
eonet.ne.jp

R2年12月～
R3年2月

2名 ○ ○ ―

西播 25
姫路訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ も
ものは

670-0981 姫路市西庄甲328-3 橋本　小百合 079-260-7014 079-260-7013
info@momon
oha.jp

― 1名 ○ ○ ○ ○

重症
心身
障害
児の
児童
支援
事業

PT・OT・STと連携し、機能強化型訪問看護ス
テーションとしての役割を果たしています。

西播 10 平松駅前訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 671-1145 姫路市大津区平松422-1 畑田　たず子 079-271-4195 079-271-4177

ho-
kan@hiramat

su-
ekimae.com

R2　秋以降 1名 ○
口腔ケアと呼吸リハビリに力を入れているステー
ションです。

西播 12 宍粟市訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢115-13 荒尾　和美 0790-63-1145 0790-63-1165
homonkango
@city.shiso.lg

.jp

月の中頃、
火・水か水・木

1名 ○ ○ ○ ○ ―

西播 16 赤穂市訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 678-0239 赤穂市加里屋3289-1 三浦　知子 0791-43-8457 0791-43-6464
akouhoumon
@yahoo.co.jp

R2年9月7日～11
日、10月26日～30
日、11月4日～6日

2名 ○ ○ ―

西播 26 伯鳳会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 678-0239 赤穂市加里屋字岩290-27 小谷　美香 0791-45-0020 0791-42-3933
zaitaku@haku
ho.or.jp

― 1名 ○ ―
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