【参考】（医療従事者等の接種）各都道府県 訪問看護ステーション関係団体連絡先.xls

都道府県

法人名

〒
007-0847

住所
北海道札幌市東区北４７条東１６丁目１－５ 訪問看護ステーション禎心会東内

ＴＥＬ

011-790-8109

メールアドレス

北海道訪問看護ステーション連絡協議会

青森

青森県訪問看護ステーション連絡協議会

030-0801

青森市新町2-8-26 青森県火災共済会館 ３階

017-723-1911

017-773-3273

dobashi@aomori.med.or.jp

岩手

一般社団法人 岩手県訪問看護ステーション協議会

028-3615

岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅７－４４５ 薬王堂矢巾店２階 訪問看護ステーション結いの手 内

019-613-4493

019-613-4494

iwate_kango_st0425@outlook.jp

宮城

宮城県訪問看護ステーション連絡協議会

982-0252

宮城県仙台市太白区茂庭台３丁目３０番３０号 ないとうクリニック訪問看護ステーション内

022-796-9320

022-796-9321

houkan01@naitoclinic.jp

秋田

秋田県訪問看護ステーション協議会

010-0914

秋田県秋田市保戸野千代田町１６番１６号 訪問看護ステーションあきた内

018-853-4120

018-867-0054

fukiko-kikuchi@sound.ocn.ne.jp

山形

山形県訪問看護ステーション連絡協議会

990-2473

山形県山形市松栄１－５－６３ 訪問看護ステーションやまがた

023-674-0880

023-685-8062

info@yamagata-houkan.com

福島

福島県訪問看護連絡協議会

963-8001

福島県郡山市大町２丁目３－２６ 大町キッズベース内

024-953-5405

024-953-5402

jimukyoku@flan.jp

茨城

茨城県訪問看護ステーション協議会

310-0034

茨城県水戸市緑町３－５－３５ 茨城県看護協会内

029-221-6900

029-226-0493

ibahns-conf@ina.or.jp

栃木

一般社団法人 栃木県訪問看護ステーション協議会

320-0838

栃木県宇都宮市吉野２－８－１５ 看護協会看護研修センター内

028-612-7366

028-612-8586

totigeho@sirius.ocn.ne.jp

群馬

群馬県訪問看護ステーション連絡協議会

371-0022

群馬県前橋市千代田町一丁目7番4号 群馬県医師会内

027-231-5311

027-231-7667

akutsu@mail.gunma.med.or.jp

埼玉

一般社団法人 埼玉県訪問看護ステーション協会

331-0078

埼玉県さいたま市西区西大宮3-3 埼玉県看護協会研修センター内

048-621-3330

048-621-3332

sai-houkan@themis.ocn.ne.jp

千葉

一般社団法人 千葉県訪問看護ステーション協会

263-0054

千葉県千葉市稲毛区宮野木町１７５２－１５ 緑が丘訪問看護ステーション内

070-4106-8738

043-298-9696

midori_n@rmail.plala.or.jp

東京

一般社団法人 東京都訪問看護ステーション協会

160-0023

新宿区西新宿四丁目2番19号 東京都看護協会会館 6階

03-5843-5930

03-5843-5932

info@tokyohoukan-st.jp

神奈川

神奈川県訪問看護ステーション連絡協議会

231-0023

神奈川県横浜市中区山下町23 日土地山下町ビル9階

045-671-9103

045-671-9103

kanagawa-stkyougikai@nifty.com

新潟

新潟県訪問看護ステーション協議会

951-8124

新潟県新潟市中央区医学町通２－１３ 新潟県医師会内

025-223-6381

025-224-6103

gyoumu@niigata.med.or.jp

富山

富山県訪問看護ステーション連絡協議会

930-0885

富山県富山市鵯島字川原１９０７－１ 富山県看護協会訪問看護ネットワークセンター内

076-431-0230

076-431-0227

call-center@toyama-kango.or.jp

石川

石川県訪問看護ステーション連絡会

920-0931

石川県金沢市兼六元町３番６９号 公益社団法人石川県看護協会内

076-225-7771

076-225-7788

uenoya@nr-kr.or.jp

福井

福井県訪問看護ステーション連絡協議会

918-8206

福井県福井市北四ツ居町６０１ 福井県看護協会会館内

0776-36-1602

0776-36-3861

fukui-vn-renkyou@circus.ocn.ne.jp

山梨

山梨県訪問看護ステーション連絡協議会

400-0851

山梨県甲府市住吉１－１５－２３ ゆうき訪問看護ステーション内

055-222-7448

055-222-8002

yu1u2ki3@atlas.plala.or.jp

長野

長野県訪問看護ステーション連絡協議会

390-0802

長野県松本市旭２－１１－３４

0263-39-3955

0263-34-0311

info@shinano-houkan.com

岐阜

一般社団法人 岐阜県訪問看護ステーション連絡協議会

500-8075

岐阜県岐阜市室町１６

058-215-0932

058-215-0933

g-chiikikangost@gifuhoukan.jp

静岡

一般社団法人 静岡県訪問看護ステーション協議会

420-0839

静岡県静岡市葵区鷹匠３-６-３

054-297-3311

054-297-3312

sizuokahoumonst@cy.tnc.ne.jp

愛知

一般社団法人 愛知県訪問看護ステーション協議会

466-0054

愛知県名古屋市昭和区円上町２６番１５号

052-746-6007

052-746-6011

aichi-visiting-ns@aichi-vnc.jp

三重

三重県訪問看護ステーション連絡協議会

514-0062

三重県津市観音寺町字東浦４５７－３ 三重県看護協会内

059-225-1010

059-226-5200

st-kyougikai@mie-nurse.or.jp

滋賀

滋賀県訪問看護ステーション連絡協議会

520-2433

滋賀県野洲市八夫２０７７ 訪問看護ステーションなかさと内

077-589-8310

077-589-8311

nakasato@konan-psy.or.jp

京都

一般社団法人 京都府訪問看護ステーション協議会

604-8106

京都府京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町６７１ エクレーヌ御池７０１

075-744-1678

075-744-1679

stkyogikai@gmail.com

大阪

一般社団法人 大阪府訪問看護ステーション協会

542-0012

大阪府大阪市中央区谷町６－４－８ 新空堀ビル２０５号

06-6767-3800

06-6767-3801

ohk.st-kyokai@tiara.ocn.ne.jp

兵庫

一般社団法人 兵庫県訪問看護ステーション連絡協議会

650-0011

兵庫県神戸市中央区下山手通５－６－２４ 兵庫県看護協会会館５階

078-371-4165

078-361-6652

h-houkan@hna.or.jp

奈良

一般社団法人 奈良県訪問看護ステーション協議会

634-0074

奈良県橿原市四分町２５２－１ 奈良県看護協会ホームナーシングセンター内

0744-45-5311

0744-45-1003

Nara-houmonkango@coda.ocn.ne.jp

和歌山

一般社団法人 和歌山県訪問看護ステーション連絡協議会

640-8331

和歌山県和歌山市美園町4丁目81番 米由ビル5階

073-435-0703

073-425-9910

info@w-houkan.com

鳥取

鳥取県訪問看護ステーション連絡協議会

680-0901

鳥取県鳥取市江津３１８－１ 鳥取県訪問看護支援センター内

0857-24-1533

0857-24-1533

kyougi@tottori-kangokyokai.or.jp

島根

島根県訪問看護ステーション協会

699-0402

島根県松江市宍道町白石１２９－１ こなんホスピタル内

0852-66-0712

0852-66-0711

shimane_houkan@yahoo.co.jp

岡山

一般社団法人 岡山県訪問看護ステーション連絡協議会

700-0805

岡山県岡山市北区兵団4-39 岡山県看護研修センター内

086-238-6688

086-238-6681

okayama@space.ocn.ne.jp

広島

広島県訪問看護ステーション協議会

729-5742

広島県庄原市西城町中野1339番地（庄原市立西城市民病院）

0824-82-2611

0824-82-1435

hiroshima-houkanst@wind.ocn.ne.jp

山口

山口県訪問看護ステーション協議会

754-0511

山口県美祢市秋芳町秋吉５３３５－１ 美祢市訪問看護ステーション内

0837-62-1156

0837-63-0032

houkan@city.mine.lg.jp

徳島

徳島県訪問看護ステーション連絡協議会

770-0003

徳島県徳島市北田宮一丁目３２９－１８ 徳島県看護協会内

088-631-5544

088-632-1084

jomu@tokushima-kangokyokai.or.jp

香川

香川県訪問看護ステーション連絡協議会

769-0102

香川県高松市国分寺町国分１５２－４ 香川県看護協会内

087-864-9070

087-864-9071

k-kango@smile.ocn.ne.jp

愛媛

一般社団法人 愛媛県訪問看護協議会

791-0242

愛媛県松山市北梅本町甲３２８０－１６

090-1001-6697

089-916-7139

Renrakukyogikaiehime2015@yahoo.co.jp

高知

高知県訪問看護ステーション連絡協議会

780-0861

高知県高知市升形１－１７ 藤林ビル２Ｆ西

088-802-8115

088-802-8116

info@kochi-houkan.com

福岡

福岡県訪問看護ステーション連絡協議会

812-8551

福岡市博多区博多駅南2-9-30 福岡県医師会内

092-431-4564

092-411-6858

fukuhoukyou@fukuoka.med.or.jp

佐賀

佐賀県訪問看護ステーション連絡協議会

840-0054

佐賀県佐賀市水ヶ江一丁目１２番１０号 佐賀メディカルセンター４Ｆ

0952-37-1414

0952-37-1434

sma@saga.med.or.jp

長崎

長崎県訪問看護ステーション連絡協議会

852-8532

長崎県長崎市茂里町３－２７ 長崎県医師会内

095-844-1111

095-844-1110

zimu-ken@nagasaki.med.or.jp

熊本

熊本県訪問看護ステーション連絡協議会

860-0806

熊本市中央区花畑町1番13号 熊本県医師会内

096-354-3838

096-322-6429

yamashita-office@kumamoto.med.or.jp

大分

大分県訪問看護ステーション協議会

870-0855

大分県大分市豊饒３１０－４ 大分県看護研修会館

097-574-6215

097-574-6216

oitahoukan2018@theia.ocn.ne.jp

宮崎

宮崎県訪問看護ステーション連絡協議会

880-0023

宮崎県宮崎市和知川原１－１０１ 宮崎県医師会館内

0985-23-9100

0985-23-9179

yasui-staff@miyazaki.med.or.jp

鹿児島

鹿児島県訪問看護ステーション協議会

890-0053

鹿児島県鹿児島市中央町８－１ 鹿児島県医師会内

099-254-8121

099-254-8129

isiiryo@kagoshima.med.or.jp

沖縄

沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会

901-1105

沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17 沖縄県看護協会内

098-888-3155

098-888-3126

s-ang@oki-kango.or.jp

静岡県医師会館４階

011-790-8102

ＦＡＸ

北海道

y_konno@teishinkai.jp

