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但
馬

訪問看護ステーションひだか 669-5302 豊岡市日高町岩中81 津禰鹿 篤子 0796-42-5011 0796-34-8066
houkan.hidaka@toyo
okahp-kumiai.or.jp

平日 1名 〇
条件：看護学生と時期が重ならないこと
PR：6月より、とよおかサテライトを開設し訪問地域が拡大し
ました。

丹波市ミルネ訪問看護ステー
ション

669-3300 丹波市石生2059-5 滝本　典子 0795-88-5672　 0795-86-8256
tmc_vn@pref.hyogo.l
g.jp

9月～12月 1名 〇

訪問看護の実際や、機会があれば隣接する県立丹波医療セ
ンターとの退院調整会議などにも同行していただきます。
コロナ感染状況等に関連して、実施制限する可能性もありま
すのでご理解ください。

訪問看護ステーション結仁 666-0025 川西市加茂2丁目7-12 松浦　美幸 080-6040-3073 072-774-6488
miyumo1130@m.spe
edia.jp

要相談 1名 〇 〇 〇
駐車場はありません。訪問は車、自転車の2種類です。とても
小さな事業所ですが、アットホームです。

かねこリハビリ訪問看護ス
テーション

664-0027
伊丹市池尻1-12
KT-1伊丹2階

斉藤 072-767-6169　072-767-6190
h-saito@hcl-
hanshin.co.jp

9月～2月
（3日間可能）

1名 〇 〇
女性スタッフの受け入れが可能です。開設から1年の新しい
ステーションで、若いスタッフ中心に元気に頑張っています。

訪問看護ステーション 潤 665-0835
宝塚市旭町2丁目
12-24-102

宮尾　祐次 0797-61-6815 0797-61-6816
j-nvisit@hokuto-
kai.com

9月初～11月末 1名 〇
精神科での経験豊富なスタッフが揃っています。精神科看護
に興味のある方は是非。

聖隷訪問看護ステーション
宝塚

665-0021 宝塚市中洲1-9-16 黒田　千晶 0797-76-2870　0797-76-3739
hokan-takarazuka
＠sis.seirei.or.jp

1名
看護学生や医学部の研修も受けているので、重なる場合は
別日をお願いしたいと思います。

聖隷訪問看護ステーション山
本

665-0808
宝塚市切畑字長尾山5-
321

中西　幸子 072-740-3551 072-740-3558
hokan-
yamamoto@sis.seire
i.or.jp

9月
10月中旬以降

2名 〇

西宮訪問看護センター
（+サテライト：甲子園、安井、
小松）

663-8014 西宮市林田町7-17 山﨑　和代 0798-68-2711 0798-68-2716
yamasaki-
k@nishinomiya-
fukushi.or.jp

応相談 1～4名 〇 〇 〇
市内の４拠点（林田町、城ヶ堀町、上甲子園、小松）で受け入
れ可能

社会医療法人甲友会
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
原田　成子

0798-33-6233　0798-33-6231　
homon@nk-
hospital.or.jp

1名 〇
一日1～2件の同行訪問を計画していきます。
研修希望日を複数お伺いし、学生実習と重ならない日程をご
提案できればと思います。

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

1月以外 1～2名 〇 〇 〇
緩和ケア、医療的ケア児対応を特に頑張っています。地域リ
ハにも力を入れています。
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ハートコール訪問看護ステー
ション

660-0052
尼崎市七松町3-17-20
Dビル壱号館101号

佐木田　佳寿美 06-4950-0866 06-4950-6177
heartcall@sweet.oc
n.ne.jp

年末年始以外で
要相談

1～2名 〇

公益社団法人 兵庫県看護協
会
尼崎訪問看護ステーション

661-0012
尼崎市南塚口町１丁目26-
28　　南塚口ビル本館402
号

畑中　文恵 06-6426-6338 06-6423-2100
hatanaka-
amst@siren.ocn.ne.j
p

9月1～25日
12月12日～2月28
日

15名 〇 〇

医療法人神戸健康共和会
東神戸訪問看護ステーション
あじさい

658-0052
神戸市東灘区住吉本町2-
19-1

井上　久美子 078-856-7699 078-856-7583
higasikoube-
ajisai@iris.eonet.ne.j
p

8/1～10/14、
11/21～12/2、
1/23～2/28

1名 〇
関連法人の病院からの訪問診療と、当事業所の訪問看護の
密な連携で展開される在宅医療サービスが行われている事
業所です。

東灘しあわせ訪問看護ステー
ション

658-0083
神戸市東灘区魚崎中町4-
3-18

川平 知佐子
山本 友子

078-452-6772 078-436-2675
higashinada-
kururu1@kzc.jp

1名 〇
学生実習と重ならない時期にお願いします。9月～2月まで、
中旬に学生実習があります。

しあわせ訪問看護ステーショ
ン

651-0076
神戸市中央区吾妻通５丁
目2-20

山本　みどり 078-242-5454 078-221-6540
shiawase-
kanrisya@kzc.jp

9月15日まで 1名 〇 〇 ワクチン接種３回済みの方でお願いします。

スミリンケア株式会社
訪問看護ステーションてとて摩
耶

651-0072
神戸市中央区脇浜町2丁
目11-14
現代神戸ビル1階

内藤　典子 078-570-6582 078-291-5380
scl.hk-tetote-
maya@sfc.co.jp

要相談 2名まで 〇 〇 〇 〇
看護学生の実習があるので、時期については相談させてくだ
さい。

訪問看護ステーション
オリーブ・リーフ

657-0841
神戸市灘区灘南通6丁目
1-2
ハイツ片山101号室

遠藤　理恵 078-862-5559 078-862-5580
oriburifu81@gmail.co
ｍ

9月、12～2月
第2、3週内

1名 〇

愛のき訪問看護ステーション 657-0864
神戸市灘区新在家南町4-
11-10

奥河　典子
夏山　めぐみ

078-805-3100 078-805-3101 ainoki@iris.ocn.ne.jp
9月、10月、2月の
各月5日から15日

1名 〇 〇 〇

最大10名まで
小児、精神を希望された場合でも、研修日に該当者がいない
場合は一般同行となります。コロナ等感染症蔓延の場合に
は研修を延期する場合がございます。

アリア訪問看護ステーション 657-0029
神戸市灘区日尾町
2丁目2－１１－3階南

上野　好江 078-811-1687 078-811-1688
ariakango@clock.oc
n.ne.jp

10月、12月、2月 1～2名 〇

神
戸
中
部

社会福祉法人聖隷福祉事業
団
聖隷訪問看護ステーション北
神戸

651-1246
神戸市北区谷上西町27番
6-201号

伊藤　由美子 078-582-2500 078-582-2505
hokan-
kitakoube@sis.seirei.
or.jp

9月～12月
他　応相談

1名 〇 〇 〇

阪
神
南
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戸
東
部
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兵庫県済生会訪問看護ステー
ション

651-1302
神戸市北区藤原台中町5-
1-1

小川　保美 078-987-2204　078-987-2221
kango_houmon@sais
eikai.info

　　10月～12月
看護学生の実習
期間を避けるため
要相談

1名 〇
幅広い年齢層の訪問を行なっています。母体病院からの退
院後の方が多く医療処置が多いのも特長です。（人工呼吸器
HOT　PEG　CVポート　ストーマ　褥瘡など）

（株）なごみ
訪問看護ステーションあさん
て・はな

652-0804
神戸市兵庫区塚本通6丁
目1-3　サンシャイングレー
ト兵庫201

松本　京子 078-578-3340 078-578-3341
matsumoto-
asante@kxf.biglobe.
ne.jp

10月11日～21日
2月20日～28日

1名 〇 〇
病院との連携で特に多いのはがん終末期の人の看取りまで
の訪問看護

みんなのかかりつけ訪問看護
ステーション神戸

652-0807
神戸市兵庫区浜崎通5-24
エスペラール神戸503

松原　健治 　078-599-7724050-3385-8165
k.matsubara.kakarit
suke@gmail.com

応相談 2名まで 〇 〇 〇
全国に18店舗を展開している訪問看護ステーションで、私た
ち神戸店は2022年5月1日に新規オープンしました。いつでも
ご見学お待ちしております。

訪問看護ステーション
CONNECT

652-0805
神戸市兵庫区羽坂通2-1-
9　いせやビル2F

山本　かよ 078-945-7978 078-945-7977
1002connect@gmail.
com

9月～12月 1～2名 〇
がん末期の方や神経難病の方の訪問を積極的に行っていま
す。

たまつ訪問看護ステーション 651-2131
神戸市西区持子3-3
持子ビル202

来田　香代子 078-926-0945 078-926-0946
 tamatsu-
houmon@seijinkai.or
.jp

10月～2月で要相
談
（看護学生と重な
らないように）

2名 〇 〇 〇
介護予防からターミナルまで様々な利用者がいます。PT・
OT・STも勤務しており連携を取りながらしています。少ないで
すが小児・精神も受け入れています

若草訪問看護ステーション 651-2211
神戸市西区押部谷町栄
191－1

森内　幸子 078－995－3851 078-995-3833 9月末まで 1名 〇 ターミナル、慢性期疾患が多いです。

訪問看護・リハビリステーショ
ンわたぼうしWEST

651-2243
神戸市西区井吹台西町3-
18-6

皆川　美穂 078-990-5710 078-990-5715
wataboushi.west@g
mail.com

12月、2月 1～2名 〇

訪問看護・リハビリステーショ
ンわたぼうし

654-0121
神戸市須磨区妙法寺字藪
中1242番地

船越　政江
甲斐　年美

078-741-5291 078-747-5340
wataboushi-
g@gmail.com

2名 〇 〇 〇
0歳から100歳まで幅広く訪問看護しており、エンド・オブ・ライ
フケアに力を入れています。がんリハビリテーションもしてい
ます。

もみじ訪問看護ステーション 654-0047
神戸市須磨区磯馴町4丁
目1-6

岩崎　美智子 078-732-3715 078-732-5890
momiji-
ns@mue.biglobe.ne.j
p

応相談 1～2名 〇 〇 〇 〇

訪問看護ステーションすまぁと 654-0134
神戸市須磨区多井畑東町
6-1

冨嵜　ゆかり 078-795-4108 078-795-4121
tomisaki.smart@gma
il.com

9月～2月 2名 〇 〇
リハビリスタッフも多数在籍していますので、多岐にわたる疾
患の利用者の訪問同行が可能です。在宅緩和ケアにも取り
組んでいます。

施設名支部

神
戸
中
部

〒 住　所 担当者
連絡先

神
戸
西
部

受入条件及びPR等
人数（1
回あた

り）

内　容
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セントケア訪問看護ステーショ
ン須磨

654-0143 神戸市須磨区菅の台6-25 原田　三奈子 078-797-8951 078-794-1044
hssuma_sc28@saint
-care.com

月末、月初以外で
10/31～11/11、
11/23～12/9不可

1～2名 〇 〇 〇 〇
当ステーションは、デイサービス、介護（ヘルパー）、居宅（ケ
アマネジャー）が同事務所内に併設され多職種連携の活発
なステーションです。

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

井手　佳菜 078-731-0055 078-731-0885
meinhaus1001@gma
il.com

10月中旬～
12月中旬

3名～4
名まで

重症度、小児、在宅看取りの事例が多いです。

訪問看護ステーションはれ 653-0038
神戸市長田区若松町2丁
目1-13　２階

山根　香代子 078-754-5035　078-754-5036　

hare-
sancon@vega.ocn.n
e.jp

9月以降 1名 〇

西部しあわせ訪問看護ステー
ション

655-0038
神戸市垂水区星陵台4丁
目4-37

中村　久美 078-787-7201 078-787-7225 seibu-kato@kzc.jp 9月～2月 1名 〇 〇 〇

めぐみ訪問看護ステーション 677-0014 西脇市郷瀬町405 宮﨑　恵美 0795-24-5866 0795-24-5867 megumi@houmon.st 10月 2名 〇 〇 〇 ターミナルケア、小児訪問看護に力を入れています。

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@nishiwaki-
wel.or.jp

10月～11月
看護学生の実習
受け入れがない時
期

1名 〇 〇
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場合があります。

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 1名 〇 〇 〇
場合によっては実習前にコロナの検査をお願いします。費用
は実習生さん負担になります。

加東市訪問看護ステーション 673-1451
加東市家原85
（加東市民病院2F）

藤原　麻紀 0795-42-4164 0795-42-2282
homon_kango@hosp.
kato-city.jp

11月、1月、2月 1名 〇

それいゆ訪問看護ステーショ
ン大久保

674-0054 明石市大久保町西脇519 岸元　知加子 078-941-2180 078-941-7766
kishimoto.ckk@hino
de.or.jp

〇 〇 〇 〇
その他：明石市委託事業保育園医療ケア
チームワークのとれたモチベーションの高いステーションで
す。

明石市立市民病院
訪問看護ステーション

673-8501 明石市鷹匠町1番33号 三津井　ゆかり 078-912-8720 078-912-8721
houkan@akashi-
shiminhosp.jp

9月12日～16日、
11月21日・25日

1名 〇 〇 自転車に乗れる方

東
播

北
播
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訪問看護ステーションマザー 675-0036
加古川市加古川町西河原
138-1

岡本　奈穂 079-427-5360 079-427-5361 特になし 1名 〇 〇

ゆうゆう訪問看護ステーション 676-0805
高砂市米田町米田
925-17 ２F

松本　早紀 079-433-8181 079-433-8182
yuyu_hokan_mamu@
yahoo.co.jp

11月下旬以降 1～2名 〇
看取りやがん末期の方が多く退院時にほしい情報や入院時
にほしい情報を共有できる施設だと思います。

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 9月～11月 1名 〇
訪問看護ステーション立ち上げて3年目です。病院併設型ス
テーション

姫路医療生活協同組合
訪問看護ステーションあぼし

671-1251
姫路市網干区垣内北町
1597

笹井　幸子 079-271-3705　079-272-8056
hk-abosi@himeji-
mcoop.or.jp

応相談 1名 〇 〇

福祉介護センターとして居宅、ヘルパーとの連携を取りやす
い。在宅看取りのケースも多く（昨年度24件）あり、ヘルパー
との連携強化をはかっている。機能強化型2。精神疾患患者
の自立支援医療制度での訪問も10件前後ある。

訪問看護ステーション花北  670-0802 姫路市砥堀630 岡崎　友則 079-263-9201 079-263-9205
hk-
hanakita@himeji-
mcoop.or.jp

受入不可の日をご
確認ください。

1名 〇 〇 〇 〇

受入不可の日：9月7、8、20、21、29、30日、10月6、7、11～
14、24～31日、11月1、2、11、12日、1月24日～2月2日
小児、精神の方もおられて様々な関わりをさせていただいて
います。また、看護小規模多機能型居宅介護もあり、多角的
に見ていただけます。

姫路医療生活協同組合
訪問看護ステーション別所

671-0221
姫路市別所町別所2丁目
179-1

澤田　奈津子 079-253-1135 079-253-1136
hk-bessho@himeji-
mcoop.or.jp

9月1～19日、
11月1～14日

2名 〇 〇 〇 コロナ対策をしっかりと行えること。

姫路市医師会訪問看護
ステーション

670-0061 姫路市西今宿１丁目3-34 𠮷原　弘美 079-295-3377 079-295-3379
houmon@himeji-
med.or.jp

1名 〇 月末、月初は避けていただきたい。

姫路医療生協
訪問看護ステーションなだ

672-8004 姫路市継202-1 岡本　佐百合 079-246-7233 079-246-7231
hk-nada@himeji-
mcoop.or.jp

10月3～14日、
1月23日～2月3日

1名 〇
条件等はありません。あらゆる年齢層の方、難病等、医療処
置も色々対応しております。

姫路医生協訪問看護           
ステーション共立ひめじ

670-0832 姫路市双葉町2 三木　千春 079-285-3411 079-285-3422
hk-himeji@himeji-
mcoop.or.jp

9/1～9/9、10/1～
21、11/7～22、
12/2～23、1/23～
31、2/1～28

1名 〇
機能強化Ⅰを取っており、ターミナル期の利用者も多いで
す。サービス付き高齢者向け住宅などの施設訪問の方もい
ます。

訪問看護ステーション春 670-0982 姫路市岡田246-1 井上　雅 079-227-9293 079-229-3581
houmonkangoharyu
@maia.eonet.ne.jp

9月～11月 1名 〇 〇
その時によって利用者様の疾病がいろいろです。ターミナル・
難病・精神疾患など
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電話番号 FAX番号 メールアドレス 一般 小児 精神 関連
サービス

その
他

姫路医療生協
訪問看護ステーションてがら

 670-0974 姫路市飯田472-1 豊田　美早子 079-243-3256 079-243-3258
hk-tegara@himeji-
mcoop.or.jp

1月～2月末 1名 〇
特定疾患が多く、看護小規模多機能型居宅介護併設事業所
です。

訪問看護ステーション看護の
力

670-0949
姫路市三左衛門堀東の町
21

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

11月～12月中旬 2名 〇
看護師10名・PT4名在籍。皮膚・排泄ケア認定看護師・フット
ケア指導士2名在籍。皮膚・排泄ケア領域、心不全の方、要
支援から要介護、看取りまで幅広く訪問しています。

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 看護部　黒田 079-294-2251 079-296-4050
kangobu@himeji.jrc.
or.jp

9月1日～9日を除
く平日

1～2名 〇 〇
お気軽にお越しください。
研修時間：8：30～17：00

姫路訪問看護リハビリステー
ションもものは

670-0981 姫路市西庄甲328-3 松浦　久美子 079-260-7014 079-260-7013 info@momonoha.jp 10月～12月 1名 〇 〇 〇

訪問看護ステーション太子 671-1531 揖保郡太子町立岡115-7 小垣　英美 079-276-0717 079-276-0718
hk-taishi@himeji-
mcoop.or.jp

9月 1名 〇

訪問看護ステーション縁 678-1241
赤穂郡上郡町山野里　　　　
　2718-6

安田　由加理 0791-55-9117 0791-55-9115
k.ichigo-
ichie.1518@leaf.ocn.
ne.jp

9月～2月 1～2名 〇 〇
地域のクリニック、医院の医師との連携がとりやすく（町内に
は入院施設がないため）在宅医療、看取りも積極的に受け入
れています。

赤穂市訪問看護ステーション 678-0232 赤穂市加里屋3289-1 三浦　知子 0791-43-8457 0791-43-6464
akouhoumon@yahoo
.co.jp

要相談 1～2名 〇 〇
24時間対応　
小児は利用者がいる時、いない時があります。在宅看取りを
しています。

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.s
hiso.lg.jp

月の中頃 1名 〇 〇 〇 訪問看護の楽しさを知っていただきたいです。
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