平成３０年 訪問看護ステーション体験実習 受け入れステーション
お問い合わせ・申込先：：埼玉県訪問看護ステーション協会事務局
TEL:048-621-3330

さいたま市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

あしすと訪問看護リハビリステーション

埼玉県さいたま市見沼区深作1-19-1

アトリオ訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市中央区上峰四丁目８番１８号 048-762-3623

ケアーズ訪問看護リハビリステーション大宮大成

埼玉県さいたま市大宮区大成町1丁目481浅見
ビル201号室

048-782-4188

ケアメイト訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市南区別所６－１８－８

048-866-7351

だいそう訪問看護リハビリステーション東浦和

埼玉県さいたま市緑区東浦和4-1-17東宏ビル
5-2F

048-711-5828

はみんぐ訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市南区鹿手袋3-26-8-101

048-845-7311

はみんぐ訪問看護ステーション大宮北

埼玉県さいたま市北区本郷町１５７－１－１０４

048-662-7311

メディナス訪問看護ステーション東大宮

埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-49-7WOODY
048-652-8120
VILLAGE 201

れんけい訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市緑区松木３－１６－６ ２Ｆ

048-875-7898

医療生協ケアステーションうらしん

埼玉県さいたま市浦和区北浦和1-8-12河野ビ
ル4階

048-832-1011

医療法人 有隣会 ありあけ訪問看護ステーション 埼玉県さいたま市南区太田窪１９７７－１

048-884-8501

048-813-5831

医療法人明浩会 訪問看護ステーションタッチ

埼玉県さいたま市大宮区三橋１丁目１１８２番地 048-646-4701

彩の風訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市南区鹿手袋１－３２－４アズサ
048-767-4630
ハイツ２Ｆ

大宮中央訪問看護ステーションわかば

埼玉県さいたま市北区東大成町１－１９８

048-654-8477

訪問看護ステーション ぽけっと

埼玉県さいたま市南区白幡５－１２－２５ コア
ロード武蔵浦和１０２

048-837-3593

訪問看護ステーションあんず

埼玉県さいたま市浦和区上木崎４－８－１５

048-834-6114

訪問看護ステーションいわつき

埼玉県さいたま市岩槻区本町２丁目７番２号

048-757-7191

訪問看護リハビリステーション ゆめみらい

埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-10-25アステリ
スクエアC号

048-762-9023

与野訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市中央区新中里3-3-8

048-822-1700

あい訪問看護リハビリステーション東大宮

さいたま市見沼区東大宮7-17-37 グランドジュ
048-884-8742
ネス102

さいたま市社協訪問看護ステーションおおみや

埼玉県さいたま市北区日進町2-1864-10

048-782-6648

スター訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市桜区田島４－４１－８

048-865-1766

西大宮訪問看護ステーション

埼玉県さいたま市西区西大宮3-3

048-621-3322

川口市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

ケアセンターかがやき（訪問看護）

埼玉県川口市中青木４－１－２４

048-252-1321

マナ 訪問看護ステーション

埼玉県川口市飯塚1-8-11

048-290-8994

医療法人社団光恵会 芝西訪問看護ステーション 埼玉県川口市芝6224-1

048-423-6183

県南訪問看護ステーション

048-266-2020

埼玉県川口市芝５－１６－４５ １F

川口訪問看護ステーション

埼玉県川口市川口６－５－１４川口市高齢者在
048-259-6714
宅サービスセンター内

鳩ヶ谷訪問看護ステーション

埼玉県川口市坂下町１－８－１６

048-281-7102

訪問看護ステーション ひだまりの郷

埼玉県川口市上青木１－１０－２１

048-240-1575

訪問看護ステーション ルピナス川口

埼玉県川口市西青木2-15-7めぐみの里106号

048-290-8965

特定非営利活動法人えがお 訪問看護ステーショ
埼玉県川口市東本郷965
ン あい

048-287-3133

ふじみ野市
事業所名
訪問看護リハビリステーション あんど悠すまいる

事業所所在地
埼玉県ふじみ野市上福岡３－１１－２

事業所
電話番号
049-293-3240

越谷市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

一般社団法人越谷市医師会立訪問看護ステーショ
埼玉県越谷市増林三丁目２番地２
048-967-0005
ン
埼玉県越谷市東大沢一丁目４１番地１アーバン
訪問看護ステーション 夢
048-971-5877
エステートＡ １０５号室

桶川市
事業所名
訪問看護ステーション みやび

事業所所在地
埼玉県桶川市川田谷２８８１－３

事業所
電話番号
048-789-3085

加須市
事業所名
ハーネスト訪問看護リハビリステーション加須

事業所所在地
埼玉県加須市諏訪2-3-1福田ビル1階B号室

事業所
電話番号
0480-38-6570

久喜市
事業所名

事業所所在地

一般社団法人久喜市医師会訪問看護ステーション
埼玉県久喜市本町５丁目３番１９号
よろこび

事業所
電話番号
0480-44-8714

狭山市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

いきいき訪問看護ステーション鵜ノ木

埼玉県狭山市入間川４－１０－１５

04-2955-2060

医療法人 入間川病院 入間川訪問看護ステー
ション

埼玉県狭山市祇園１８－３９

04-2959-0888

狭山市医師会訪問看護ステーション

埼玉県狭山市狭山台1-21

04-2956-8625

熊谷市
事業所名
熊谷生協訪問看護ステーション

事業所所在地
埼玉県熊谷市上之3851-1

事業所
電話番号
048-524-0030

深谷市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

深谷生協訪問看護ステーション

埼玉県深谷市東方町2-7-2

048-501-8170

大慶堂訪問看護ステーション

埼玉県深谷市上柴町西1-1-20

048-577-3671

事業所所在地

事業所
電話番号

戸田市
事業所名
一般社団法人えのもと訪問看護ステーション

埼玉県戸田市下前二丁目６番２１号

048-430-2882

訪問看護ステーション上戸田

埼玉県戸田市本町1-9-8 1F

048-447-3363

幸手市
事業所名
ＪＭＡ東埼玉訪問看護ステーション

事業所所在地
埼玉県幸手市吉野517-5

事業所
電話番号
0480-53-8471

鴻巣市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

パンジーの里訪問看護リハビリステーション

埼玉県鴻巣市本町２丁目２番３号フラット九田１
048-501-6476
０２号

吹上訪問看護ステーション

埼玉県鴻巣市下忍４４５０

048-547-2020

上里町
事業所名
訪問看護ステーション てくてく

事業所所在地
埼玉県児玉郡上里町勅使河原1313番地7

事業所
電話番号
0495-35-1977

所沢市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

オレンジ訪問看護ステーション

埼玉県所沢市若狭四丁目2468番地の15スカイ
04-2938-3700
ハイツ101

医療生協さいたま所沢訪問看護ステーション

埼玉県所沢市宮本町２－２３－３４

04-2924-1119

福来 訪問看護ステーション

埼玉県所沢市大字久米1978番地の１

04-2924-2413

訪問看護ステーション すずらん

埼玉県所沢市中新井二丁目87番地の2

04-2943-2253

訪問看護ステーション トータルケア小手指

埼玉県所沢市小手指町1-36-5

04-2941-6827

新座市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

「和」訪問看護ステーション

埼玉県新座市あたご三丁目8番16号

048-424-7531

訪問看護ステーション つぼみ

埼玉県新座市野火止４丁目１番２３号込戸ビル
048-478-8034
２階

訪問看護ステーションあおば

埼玉県新座市石神１－４－９

048-481-1647

川越市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

ＲＯＯＴＳ訪問看護リハビリステーション

埼玉県川越市川鶴１－１５－１１

049-239-5525

埼玉医科大学総合医療センター訪問看護ステー
ション

埼玉県川越市鴨田１９８１

049-228-3711

川越市医師会訪問看護ステーション

埼玉県川越市小仙波町２丁目５３番地１

049-226-5285

訪問看護ステーション 南古谷

埼玉県川越市久下戸１１０番地南古谷病院内

049-235-7823

訪問看護ステーションみずほ

埼玉県川越市中台元町１－１６－４２

049-241-5562

訪問看護ふくしのまち川越

埼玉県川越市小仙波町３丁目６番地８

049-227-7399

草加市
事業所名

事業所所在地

事業所
電話番号

医療法人社団協友会 訪問看護ステーションこころ

埼玉県草加市谷塚一丁目９番１４号 グリーンラ
048-928-5225
イフビル１階

訪問看護ステーション そうか

埼玉県草加市青柳八丁目３２番３号

ケアステーションかしの木

埼玉県草加市草加４－５－１ レジデンスミユキ
048-942-7533
１階

048-936-6484

寄居町
事業所名
グループホームあかつき

事業所所在地
埼玉県大里郡寄居町鉢形３１７９－２

事業所
電話番号
048-581-6900

長瀞町
事業所名
なすはら医院訪問看護ステーション

事業所所在地
埼玉県秩父郡長瀞町本野上144-1

事業所
電話番号
0494-26-5038

秩父市
事業所名
公益社団法人埼玉県看護協会秩父訪問看護ス
テーション

事業所所在地
埼玉県秩父市近戸町９－９

事業所
電話番号
0494-25-2282

朝霞市
事業所名
さくら訪問看護ステーション

事業所所在地
埼玉県朝霞市本町１－３４－１ ボンビラージュ
５０５

事業所
電話番号
048-485-8910

日高市
事業所名
あさひヶ丘訪問看護ステーション

事業所所在地
埼玉県日高市森戸新田９９番地１

事業所
電話番号
042-989-7180

北本市
事業所名
桶川北本伊奈地区医師会訪問看護ステーション

事業所所在地
埼玉県北本市二ツ家３－１８３

事業所
電話番号
048-591-2380

蓮田市
事業所名
コスモ訪問看護リハビリステーション 蓮田

事業所所在地
埼玉県蓮田市東5丁目8-28

事業所
電話番号
048-768-1155

蕨市
事業所所在地
彩 訪問看護リハビリステーション

埼玉県蕨市北町1-4-19ビレッタＧＡ106

事業所
電話番号
048-242-3150
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