富 山 県 内 訪 問 看 護 ステーション の 概 要
訪問看護ステーション
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休業日

訪問可能地域

ホームページアドレス

土

魚津訪問看護ステーション

魚津市吉島3100

０７６５－２４－８４８０

９：00～１６：３０

土日要相談、年末年始

魚津市、市外近郊

訪問看護ステーションちょうろく

魚津市石垣389

０７６５－２３－６３７７

９：００～１７：００

訪問看護ステーションふかがわ

魚津市東尾崎3484-1

０７６５－３１－６２０７

９：００～１７：３０

土・日・お盆・年末年始

下新川郡医師会黒部訪問看護ステーション

黒部市吉田599-2

０７６５－５７－２２７１

８：３０～１７：００

土・日・祝祭日・お盆・年末年始 黒部市・魚津市・入善町

入善訪問看護ステーション

下新川郡入善町青島771番地5

０７６５－７４－８１１８

８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・年末年始

入善町及びその近隣地域

朝日町在宅介護支援センター訪問看護ステーション

下新川郡朝日町泊555

０７６５－８３－０３０３

８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・年末年始

朝日町

在宅福祉総合センターひまわり訪問看護ステーション

富山市粟島町2丁目2番1号

０７６－４３２－１５７０

８：３０～１７：００

富山赤十字訪問看護ステーション

富山市牛島本町2丁目1番58号

０７６－４３３－２５７３

８：３０～１７：００

９：００～１７：００ 日・祝祭日・お盆・年末年始 魚津全域

８：３０～１２：３０ 日・祭日

魚津市・黒部市

富山市内

土・日・祝日・５月１日・年末年始 富山市内

http://www3.ocn.ne.jp/~niikawa/html/houmonkango3.html
www.hospy.jp
www.myclinic.ne.jp/fukagawa/
http://www6.nsk.ne.jp/khks/index.html

www.toyama-hcoop.com/
http://www.toyama-med.jrc.or.jp/
www.nijinokai.net/

訪問看護ステーションにじ

富山市水橋新堀17-1

０７６－４７９－２４００

８：３０～１７：１５

８：３０～１２：００ 日・祝日・土曜日午後・年末年始 富山市、舟橋村・滑川市・上市町・立山町

光風会訪問看護ステーション

富山市南金屋111

０７６－４１１－８１１２

８：３０～１７：３０

８：３０～１２：３０ 日・５月５日・年末年始

富山県看護協会訪問看護ステーションひよどり富山

富山市鵯島字川原1907-１

０７６－４３３－８８５３

８：３０～１７：００

土・日・祝日・年末年始

富山市及び近隣市町村

www.toyama-kango.or.jp

在宅福祉総合センターきずな訪問看護ステーション

富山市柳町1-2-18

０７６－４３９－３６５１

８：３０～１７：００

８：３０～１２：３０

日・祝日・５月１日・お盆・年末年始

富山市

www.toyama-hcoop.com/

訪問看護ステーションさわやか

富山市上二杉420-2

０７６－４６８－８１１１

８：３０～１７：３０

８：３０～１２：３０ 日・祝日・お盆・年末年始

富山市

http://toyama-souseikai.or.jp/sawayaka/

在宅福祉総合センターぽぷら訪問看護ステーション

富山市婦中町速星398番地１

０７６－４６６－５０２８

８：３０～１７：００

８：３０～１２：３０ 日・祭日・お盆・年末年始

富山市

www.toyama-hcoop.com/

在宅福祉総合センターえがお訪問看護ステーション

富山市山室82-1

０７６－４０７－０１６２

８：３０～１７：００

８：３０～１２：３０ 日・祝日・５月１日・お盆・年末年始 藤木・新庄・堀川南・堀川・山室東部、中部・月岡

しみずまち敬寿苑訪問看護ステーション

富山市清水町2丁目6－23

０７６－４９５－９３３８

８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・お盆・年末年始 富山市内（大山・大沢野・婦中・八尾・山田・細入を除く）

ポラリス訪問看護ステーション

富山市中川原285番地４

０７６－４２２－５４３０

８：３０～１７：３０

土・日・祝日・年末年始

若葉会訪問看護ステーション

富山市元町2丁目3番20号

０７６－４２１－４３６３

９：００～１８：００

９：００～１２：００ 日・祝日・お盆・年末年始

旧富山市内

www.wakabakaimedical.com/

アルペン室谷訪問看護ステーション

富山市東岩瀬町275番地

０７６－４２６－０８８８

９：００～１７：００

９：００～１７：００ 日・祝日・お盆・年末年始

富山市

www.murotani.or.jp

訪問看護ステーションフィット

富山市内幸町5-13

０７６－４７１－５０４０

９：００～１７：００

土・日・祝日

富山市内

訪問看護ステーション呉羽

富山市内呉羽町3732

０７６－４７１－６２９２

８：３０～１７：３０

土・日・祝日・年末年始

旧富山市内及び近隣市町村

東岩瀬訪問看護ステーション

富山市高畠町1-11-11

０７６－４２６－０８８０

９：００～１７：００

９：００～１２：３０ 日・祝日・お盆・年末年始

富山市熊野・蜷川・堀川南・堀川・月岡・太田・山室中部校下www.koufuukai.jp/

www.toyama-hcoop.com/
www.toyamajonankai.jp

富山市

富山市北部区域（岩瀬、豊田、奥田、水橋、和合）

訪問看護ステーションジョジョ

富山市藤木1831

０７６－４６１－６１６５

９：００～１７：００

土・日・祝日・年末年始

富山市（藤の木、山室、山室中部、東部、中央小、新庄、新庄北、
針原、廣田、堀川） 舟橋校下、利田校下

訪問看護ステーションａｉケア

富山市西中野町1‐1-18

０７６－４６１－４００５

９：００～１７：００

土・日・祝日・年末年始

旧富山市内（周辺近郊応相談）

ナースステーションマーガレット

富山市小泉町１１

０７６－４９３－８００５

１/１、１/２、８/１５

富山市内

滑川市医師会訪問看護ステーション

滑川市吾妻町426

０７６－４７６－１１２２

上市町訪問看護ステーション

中新川郡上市町湯上野8

０７６－４７２－５７０３

立山町訪問看護ステーション

中新川郡立山町前沢新町611

０７６－４６３－０６１６

高岡市医師会訪問看護ステーション

高岡市本丸町7-1

０７６６－２５－８１８５

９：００～１７：００

９：００～１５：００ 日・祝祭日・お盆・年末年始 高岡市内全域

www.toyama.med.or.jp/gunsi/taka/zaitakusougou/index.htm

訪問看護ステーション ほのぼの

高岡市西藤平蔵313

０７６６－６３－７２２２

９：００～１７：００

９：００～１７：００ 日・祝日・お盆・年末年始

www.shirankai.net/

厚生連高岡訪問看護ステーション

高岡市永楽町5-10

０７６６－２４－９５３５

８：３０～１７：００

訪問看護ステーションまいけ

高岡市野村23-1

０７６６－２７－００２７

８：３０～１７：３０

社会保険高岡訪問看護ステーション

高岡市伏木古府元町8-5

０７６６－４４－３１５８

８：３０～１７：１５

もみじ訪問看護ステーション

高岡市立野2995

０７６６－３１－５５５０

訪問看護ルナ・ステーション高岡

高岡市赤祖父636番地

メディカルケア訪問看護ステーション

月～日 ８：３０～１７：３０

http://www11.ocn.ne.jp/~jojo1831/15401.html
http://www.ai-care-t.co.jp

土・日・祝日・お盆・年末年始 滑川市内

http://www.toyama.med.or.jp/gunsi/name/

８：３０～１７：１５

土・日・祝日・年末年始

上市町及び中新川区域

www.town.kamiichi.toyama.jp

８：３０～１７：１５

土・日・祝日・年末年始

立山町・富山市・上市町・舟橋村

www.town.tateyama.toyama.jp

８：３０～１７：１５

高岡市

土・日・祝日・お盆・年末年始 高岡市内

www.kouseiren-ta.or.jp

高岡市・射水市

http://www.ko-cli.com/

土・日・祝日・年末年始

高岡市北部地区及び近隣地区

http://www8.ocn.ne.jp/~syatkb/sin_co/station.html

９：００～１７：１５

土・日・祝日・年末年始

高岡市内全域

http://momijihk.co.jp/

０７６６－５０－９００２

８：３０～１７：３０

土・日・祝日・年末年始

高岡市・射水市

高岡市中曽根2374

０７６６－５４－００２５

８：３０～１７：３０

土・日・祝日、年末年始

高岡市・射水市・氷見市

富山県看護協会訪問看護ステーションひよどり

射水市布目１番地

０７６６－８２－７１９１

８：３０～１７：００

土・日・祝日・年末年始

射水市・高岡市姫野・牧野地区

www.toyama-kango.or.jp

真生会訪問看護ステーションこころ

射水市下若89番地10

０７６６－５２－６８１４

８：３０～１７：１５

８：３０～１２：３０ 日・祝日・年末年始

射水市

www.shinseikai.jp

ひばり訪問看護ステーション

射水市戸破4148番地2 A102号

０７６６－５５－５６０２

８：３０～１７：３０

８：３０～１７：３０ 日・年末年始

射水市内全域・高岡市牧野地区・富山市呉羽地域

http://care-net.biz/16/hibari/b13.php

８：３０～１３：００ 日・祝日・お盆・年末年始

射水市、高岡市（伏木、太田、国吉、五位、福岡を除く）
富山市呉羽地域

富山福祉短期大学訪問看護ステーション

射水市三ケ579

０７６６ー５５ー２９４１

９：００～１７：００

土・日・祝日お盆・年末年始

氷見訪問看護ステーション

氷見市鞍川1130

０７６６－７２－１２２１

８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・年末年始

氷見市

www.toyama.med.or.jp/gunsi/himi/
http://www.city.tonami.toyama.jp/

砺波市訪問看護ステーション

砺波市新富町1番61号

０７６３－３２－７０６１

８：３０～１７：３０

土・日・祝祭日・年末年始

砺波市・南砺市（旧平村・上平村・利賀村は除く）・小矢部市
高岡市（福岡地区・戸出地区・中田地区周辺）

小矢部市訪問看護ステーション

小矢部市鷲島15番地

０７６６－６７－８６１３

８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・年末年始

小矢部市

www.oyabe.or.jp/

南砺市訪問看護ステーション

南砺市井波938番地

０７６３－８２－７７７５

８：３０～１７：１５

土・日・祝祭日・年末年始

南砺市全域・砺波市

http://www.city.nanto.toyama.jp
(出典）富山県介護サービス情報公表システムH２5．4．１

