
TEL ホームページ
相談日時

FAX e-mail
(祝祭日除く)

TEL 011-863-6794 http://www.hokkaido-nurse.com/
月～金曜日

FAX 011-866-2244 hokkaido@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 0138-47-9160 http://www.hokkaido-nurse.com/
月・火・木・金曜日

FAX 0138-47-9160 oshima@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:00

TEL 0166-46-5282 http://www.hokkaido-nurse.com/
月・火・木・金曜日

FAX 0166-46-5282 kamikawa@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:00

TEL 0155-21-3353 http://www.hokkaido-nurse.com/
月・火・木・金曜日

FAX 0155-21-3353 obihiro@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:00

TEL 0154-65-6684 http://www.hokkaido-nurse.com/
月・火・木・金曜日

FAX 0154-65-6684 kushiro@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:00

TEL 0157-61-6668 http://www.hokkaido-nurse.com/
月・火・木・金曜日

FAX 0157-61-6668 kitami@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:00

TEL 017-723-4580 http://aomori-nurse.jp
月～金曜日

FAX 017-735-3836 aomori@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 019-663-5206 http://www.iwate-kango.or.jp
月～金曜日

FAX 019-663-5263 iwate@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 022-272-8573 http://www.miyagi-kango.or.jp/
月～金曜日

FAX 022-272-7801 miyagi@nurse-center.net
8:30～17:15

TEL 018-832-8810 http://www.akita-kango.or.jp/ 月～金曜日
第2・第4土曜日

FAX 018-853-4376 akita@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 023-646-8878 http://www.nurse-yamagata.or.jp
月～金曜日

FAX 023-643-5727 yamagata@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 024-934-0500 http://www.fna.or.jp
月～金曜日

FAX 024-991-6002 fukushima@nurse-center.net
8:30～16:30

TEL 0246-38-5781 http://www.fna.or.jp
火・水・木曜日

FAX 0246-38-8077 fukushima@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 029-221-7021 https://www.ibaraki-nc.net/
月～金曜日

FAX 029-226-0493 ibaraki@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 070-1542-0967 https://www.ibaraki-nc.net/
水・金曜日

ibanc-kenpoku@ina.or.jp
9:30～15:30

TEL 070-1543-9672 https://www.ibaraki-nc.net/
火・木曜日

ibanc-rokkou@ina.or.jp
9:30～15:30

TEL 070-1543-9833 https://www.ibaraki-nc.net/
火・水曜日

ibanc-kennan@ina.or.jp
9:30～15:30

TEL 070-1544-1383 https://www.ibaraki-nc.net/
月・水曜日

ibanc-kensei@ina.or.jp
9:30～15:30

TEL 028-625-3831 http://www.t-kango.or.jp/
月～金曜日

FAX 028-625-8988 tochigi@nurse-center.net
9:00～16:00

ナースバンク
渡島業務支所

〒041-8551
函館市美原4丁目6番16号
北海道渡島保健所内

MAP

ナースバンク
上川業務支所

〒079-8610
旭川市永山6条19丁目1番1号
北海道上川保健所内

MAP

都道府県 所在地 MAP

北海道
ナースセンター

〒003-0027
札幌市白石区本通17丁目北3番24号
公益社団法人北海道看護協会内1階

MAP

ナースバンク
北見業務支所

〒090-8518
北見市青葉町6番6号
北海道北見保健所内

MAP

青森県
ナースセンター

〒030-0822
青森市中央3丁目20-30
県民福祉プラザ3階
公益社団法人青森県看護協会内

MAP

ナースバンク
帯広業務支所

〒080-8588
帯広市東3条南3丁目1
北海道帯広保健所内

MAP

ナースバンク
釧路業務支所

〒085-0826
釧路市城山2丁目4番22号
北海道釧路保健所内

MAP

秋田県
ナースセンター

〒010-0001
秋田市中通2丁目3-8
秋田アトリオンビル1F

MAP

山形県
ナースセンター

〒990-2473
山形市松栄1丁目5-45
公益社団法人山形県看護協会内

MAP

岩手県
ナースセンター

〒020-0117
岩手県盛岡市緑が丘二丁目4番55号
岩手県看護研修センター1階
公益社団法人岩手県看護協会内

MAP

宮城県
ナースセンター

〒981-0933
宮城県仙台市青葉区柏木2丁目3番23号

MAP

茨城県
ナースセンター

〒310-0034
水戸市緑町3-5-35
茨城県保健衛生会館1階
公益社団法人茨城県看護協会内

MAP

茨城県
ナースセンター
県北

〒317-0066
日立市高鈴町1-4-10
（日立メディカルセンター看護専門学校内）

MAP

福島県
ナースセンター

〒963-8871
郡山市本町1丁目20番24号
福島県看護会館 みらい1階
公益社団法人福島県看護協会内

MAP

福島県
ナースセンター
いわきサテライト

〒970-8026
いわき市平字堂根町4-1
堂根町ビル202号

MAP

茨城県
ナースセンター
県西

〒307-0001
結城市結城1211-7
（茨城県結城看護専門学校内）

MAP

栃木県
ナースセンター

〒320-8503
宇都宮市駒生町3337-1
とちぎ健康の森4階
公益社団法人栃木県看護協会内

MAP

茨城県
ナースセンター
鹿行

〒314-0039
鹿嶋市緑ヶ丘3-9-20
（鹿嶋訪問看護ステーション内）

MAP

茨城県
ナースセンター
県南

〒300-0812
土浦市下高津2-7-68
（土浦訪問看護ステーション内）

MAP
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TEL ホームページ
相談日時

FAX e-mail
(祝祭日除く)

都道府県 所在地 MAP

TEL 027-269-5202 https://www.gunma-kango.jp
月～金曜日

FAX 027-269-8601 gunma@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:00

TEL 048-620-7337
（届出専用
TEL 048-620-7339）

http://www.nurse-saitama.jp/about_nursecenter/

月～金曜日

FAX 048-620-7322 saitama@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 043-247-6371 https://www.cna.or.jp/
月～金曜日

FAX 043-247-6620 chiba@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 03-5309-2065 https://www.np-tokyo.jp/ 月～土曜日
9:00～17:00

FAX 03-5309-2066 tokyo@nurse-center.net
金曜日
9:00～18:00

TEL 042-529-7077 https://www.np-tokyo.jp/
月～金曜日

FAX 042-529-7071 tachikawa@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 045-263-2101 https://www.kana-kango.or.jp/nursecenter/
月～金曜日

FAX 045-263-2104 kanagawa@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 042-776-2480 https://www.kana-kango.or.jp/nursecenter/
月～金曜日

FAX 042-776-2464 sagamihara@nurse-center.net
10:00～12:00
13:00～16:00

TEL 025-233-6011 http://www.niigata-kango.com
月～金曜日

FAX 025-265-4188 niigata@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:00

TEL 070-2175-6014
       025-520-7475

http://www.niigata-kango.com
火・木曜日

FAX 025-520-7476 nc6014@niigata-kango.com
10:00～15:00

TEL 0258-86-5333 http://www.niigata-kango.com
火・木曜日

FAX 0258-86-5334 ncnagaoka@niigata-kango.com
10:00～15:00

TEL 070-2175-6012 http://www.niigata-kango.com
水曜日

nc6012@niigata-kango.com
10:00～15:00

TEL 070-2171-6013 http://www.niigata-kango.com
火・木曜日

nc6013@niigata-kango.com
10:00～15:00

TEL 076-433-5251 http://www.toyama-kango.or.jp/
月～金曜日

FAX 076-433-5281 toyama@nurse-center.net
8:30～17:00

TEL 076-433-0200 http://www.toyama-kango.or.jp/
第1月曜日

toyama@nurse-center.net
10:00～16:00

TEL 076-433-0200 http://www.toyama-kango.or.jp/
第1火曜日

toyama@nurse-center.net
10:00～16:00

TEL 076-433-0200 http://www.toyama-kango.or.jp/
第4木曜日

toyama@nurse-center.net
10:00～16:00

TEL 076-225-7771 http://www.nr-kr.or.jp
月～金曜日

FAX 076-225-7788 ishikawa@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 0776-52-1857 http://www.kango-fukui.com/
月～金曜日

FAX 0776-52-1858 fukui@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 080-1957-0579 http://www.kango-fukui.com/
火曜日

FAX 0776-52-1858 fukui@nurse-center.net
10:00～14:00

千葉県
ナースセンター

〒261-0002
千葉市美浜区新港249-10

MAP

東京都
ナースプラザ
(ナースバンク東京)

〒160-0023
新宿区西新宿4-2-19
東京都看護協会会館2階

MAP

群馬県
ナースセンター

〒371-0007
前橋市上泉町1858-7
公益社団法人群馬県看護協会内

MAP

埼玉県
ナースセンター

〒331-0078
さいたま市西区西大宮3丁目3番地
公益社団法人埼玉県看護協会内

MAP

神奈川県
ナースセンター
相模原支所

〒252-0236
相模原市中央区富士見6-1-1
相模原市総合保健医療センター
A館5F

MAP

新潟県
ナースセンター

〒951-8133
新潟市中央区川岸町2-11
新潟県看護研修センター1階
公益社団法人新潟県看護協会内

MAP

ナースバンク
立川

〒190-0012
立川市曙町1-21-1
いちご立川ビル6階

MAP

神奈川県
ナースセンター

〒231-0037
横浜市中区富士見町3番1
神奈川県総合医療会館5階

MAP

新潟県
ナースセンター
相談窓口　南魚沼会場

〒949-6680
南魚沼市六日町101-8
南魚沼市図書館内

MAP

新潟県
ナースセンター
相談窓口　柏崎会場

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号
柏崎市役所内

MAP

新潟県
ナースセンター
上越支所

〒943-0821
上越市土橋1914-3
上越市市民プラザ2階

MAP

新潟県
ナースセンター
長岡支所

〒940-0084
長岡市幸町2-1-1
さいわいプラザ別棟2階

MAP

富山県
ナースセンター
射水サテライト

〒939-0351
射水市戸破1875-1
高岡厚生センター射水支所2階

MAP

富山県
ナースセンター
砺波サテライト

〒939-1506
南砺市高儀147
砺波厚生センター1階

MAP

富山県
ナースセンター

〒930-0885
富山市鵯島字川原1907-1
公益社団法人富山県看護協会内

MAP

富山県
ナースセンター
新川サテライト

〒938-0037
黒部市新牧野311
黒部ショッピングセンターメルシー2階

MAP

福井県
ナースセンター
嶺南サテライト

〒914-0057
敦賀市開町6-5
福井県嶺南振興局
二州健康福祉センター2階

MAP

石川県
ナースセンター

〒920-0931
金沢市兼六元町3-69
公益社団法人石川県看護協会内

MAP

福井県
ナースセンター

〒918-8206
福井市北四ツ居町601
公益社団法人福井県看護協会会館　1階

MAP
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TEL ホームページ
相談日時

FAX e-mail
(祝祭日除く)

都道府県 所在地 MAP

TEL 055-226-0110 http://www.yna.or.jp
月～金曜日

FAX 055-222-5988 yamanashi@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 0263-35-0067 https://nursen.or.jp/nurse-center/
月～金曜日

FAX 0263-34-0311 nagano@nurse-center.net
8:30～17:15

TEL 058-277-1010 http://www.gifu-nc.jp
月～金曜日

FAX 058-277-1011 gifu@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 0572-26-7880 http://www.gifu-nc.jp
月～水・金曜日

FAX 0572-26-8875 tajimi@nurse-center.net
10:00～16:00

TEL 080-2637-6503 http://www.gifu-nc.jp
水曜日

FAX 058-277-1011 gifu@nurse-center.net
10:00～16:00

TEL 090-5117-4082 http://www.gifu-nc.jp
木曜日

FAX 058-277-1011 gifu@nurse-center.net
9:00～16:00

【第1・3水曜日】
〒501-3874
関市平和通7丁目5-1　アピセ関

TEL 080-1580-7659 http://www.gifu-nc.jp
第1・3水曜日
10:00～15:00

MAP

【第2・4水曜日】
〒509-0207
可児市今渡682番地1　可児市福祉センター

FAX 0572-26-8875 tajimi@nurse-center.net
第2・4水曜日
10:00～15:00

MAP

TEL 054-202-1761 https://www.shizuoka-na.jp/nursecenter/
月・金曜日
9:00～16:00

FAX 054-202-1762 shizuoka@nurse-center.net
火～木曜日
9:00～18:00

TEL 055-920-2088 https://www.shizuoka-na.jp/nursecenter/
月～金曜日

FAX 055-928-5037 numazu@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 053-454-4335 https://www.shizuoka-na.jp/nursecenter/
月～金曜日

FAX 053-401-3510 hamamatu@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 080-2650-0327 https://www.shizuoka-na.jp/nursecenter/
木曜日

shizuoka-nurse2@docomo.ne.jp
9:00～16:00

TEL 080-2650-0237 https://www.shizuoka-na.jp/nursecenter/
火曜日

shizuoka-nurse1@docomo.ne.jp
9:00～16:00

TEL 052-871-0600 https://www.aichi-nurse.com/
月～金曜日
9:00～17:00

FAX 052-883-3686 aichi@nurse-center.net
電話相談
9:00～18:30

TEL 052-433-1173 https://www.aichi-nurse.com/
月～金曜日
9:30～18:00

FAX 052-433-1175 meieki@nurse-center.net
土曜日
10:00～17:00

TEL 0532-52-1173 https://www.aichi-nurse.com/
月～金曜日

FAX 0532-52-1166 toyohashi@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 059-222-0466 https://www.mie-nurse.or.jp/nurse_center
月～金曜日

FAX 059-222-0465 mie@nurse-center.net
9：00～17：00

TEL 059-325-7170 https://www.mie-nurse.or.jp/nurse_center
月～土曜日

FAX 059-340-6680 yokkaichi@nurse-center.net
10:00～17:00

TEL 077-564-9494 http://www.shiga-kango.jp/
月～金曜日

FAX 077-562-8998 shiga@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 0749-30-1235 http://www.shiga-kango.jp/
月～金曜日

FAX 0749-30-1233 nurse-center@shiga-kango.jp
9:00～16:00

山梨県
ナースセンター

〒400-0807
甲府市東光寺2-25-1
公益社団法人山梨県看護協会内1階

MAP

岐阜県
ナースセンター
多治見支所

〒507-0037
多治見市音羽町2丁目66番地1
フリーデンハイム音羽事務所101

MAP

岐阜県
ナースセンター
西濃サテライト
＊郵便物不可

〒503-0006
大垣市加賀野4丁目1番地7
ソフトピアジャパンセンター11階　会議室7

MAP

長野県
ナースセンター

〒390-0802
松本市旭2-11-34
長野県看護協会会館内

MAP

岐阜県
ナースセンター

〒500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
岐阜県県民ふれあい会館第1棟5階
公益社団法人岐阜県看護協会内

MAP

静岡県
ナースセンター

〒422-8067
静岡市駿河区南町14番25号
エスパティオ3階

MAP

静岡県
ナースセンター
東部支所

〒410-0055
沼津市高島本町1-3
静岡県東部総合庁舎別館2階

MAP

岐阜県
ナースセンター
飛騨サテライト
＊郵便物不可

〒506-8555
高山市花岡町2-18
高山市保健センター内（休日診療所）

MAP

岐阜県
ナースセンター
中濃サテライト
＊郵便物不可

静岡県
ナースセンター
天竜相談所

〒431-3313
浜松市天竜区二俣町鹿島559
静岡県北遠総合庁舎1階

MAP

愛知県
ナースセンター

〒466-0054
名古屋市昭和区円上町26番15号
愛知県高辻センター1階

MAP

静岡県
ナースセンター
西部支所

〒430-0929
浜松市中区中央1丁目12番1号
静岡県浜松総合庁舎10階

MAP

静岡県
ナースセンター
下田相談所

〒415-0016
下田市中531-1
静岡県下田総合庁舎 別館4階

MAP

三重県
ナースセンター

〒514-0062
津市観音寺町字東浦457-10
三重県看護研修会館別館

MAP

三重県
四日市サテライト

〒510-8016
四日市市富洲原町2番40号
イオンモール四日市北2階

MAP

愛知県
ナースセンター
名駅支所

〒450-0002
名古屋市中村区名駅4丁目4-38
愛知県産業労働センター
（ウインクあいち）17階

MAP

愛知県
ナースセンター
豊橋支所

〒440-0888
愛知県豊橋市駅前大通2丁目81番地
emCAMPUS EAST4階

MAP

滋賀県
ナースセンター

〒525-0032
草津市大路2丁目11-51
滋賀県看護研修センター
公益社団法人滋賀県看護協会内

MAP

滋賀県
ナースセンター
彦根サテライト

〒522-0057
彦根市八坂町1900番地4
くすのきセンター3階

MAP
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TEL ホームページ
相談日時

FAX e-mail
(祝祭日除く)

都道府県 所在地 MAP

TEL 075-222-0316 http://www.kyokango.or.jp/
月～金曜日

FAX 075-222-0528 kyoto@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 06-6964-5511 http://nc.osaka-kangokyokai.or.jp/
月～金曜日

FAX 06-6964-6666 osaka@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 078-341-0240 https://www.hna.or.jp/outline/n_access/
月～金曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

FAX 078-341-0340 hyogo@nurse-center.net
[メンタルヘルス相談]
金曜日
13:00～17:00

TEL 079-281-5006 https://www.hna.or.jp/outline/n_access/
月・水～金曜日

FAX 079-281-5006 himeji@nurse-center.net
 12:00～16:00

TEL 0797-63-5472 https://www.hna.or.jp/outline/n_access/
月～金曜日

FAX 0797-63-5472 takarazuka@nurse-center.net
12:00～16:00

TEL 0795-42-0242 https://www.hna.or.jp/outline/n_access/
月・木曜日
13:00～16:00

FAX 0795-42-0242 hokuban@nurse-center.net
火･水曜日
12:00～16:00

TEL 079-663-0240 https://www.hna.or.jp/outline/n_access/ 月曜日9:30～12:30

FAX 079-663-0240 tajima@nurse-center.net 木曜日12:00～16:00

TEL 0744-25-4031 https://www.nara-kango.or.jp/nurse_center.php
月～金曜日
9:00～16:30

FAX 0744-24-7703 nara@nurse-center.net
[こころの健康相談]
月～金曜日
9:00～16:00

TEL 073-483-0234 https://www.wakayama-kangokyokai.or.jp/
月～金曜日

FAX 073-483-1266 wakayama@nurse-center.net
9:30～12:00
13:00～16:30

TEL 0857-25-1222 https://tori-e-nurse.jp
月～金曜日
9:30～16:00

FAX 0857-25-1223 tottori@nurse-center.net
土曜日(1回/月）
13:00～16:00

TEL 0852-27-8510 https://www.shimane-kango.or.jp
月～金曜日

FAX 0852-25-3157 shimane@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 086-226-3639
http://www.nurse.okayama.okayama.jp/publics/inde
x/33/ 月～金曜日

FAX 086-226-0341 okayama@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 082-293-9786
http://www.nurse-
hiroshima.or.jp/?nursecenter=index 月～金曜日

FAX 082-295-6749 hiroshima@nurse-center.net
8:30～17:15

TEL 084-973-5122
http://www.nurse-
hiroshima.or.jp/?nursecenter=index 月～金曜日

FAX 084-973-5123 nc-fukuyama@nurse-hiroshima.or.jp
8:30～17:15

TEL 0835-24-5791 http://www.y-kango.or.jp
月～金曜日

FAX 0835-28-9688 yamaguchi@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 088-631-5544 https://tokushima-kangokyokai.or.jp
月～金曜日

FAX 088-632-1084 tokushima@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 087-864-9075 https://kagawa-kango.com
月～土曜日

FAX 087-864-9071 kagawa@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 089-924-0848 https://www.nursing-ehime.or.jp
月～金曜日・第2土曜日

FAX 089-996-8425 ehime@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 088-844-0758 http://www.kochi-kangokyokai.or.jp/
月～金曜日

FAX 088-844-0053 kochi@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～17:00

京都府
ナースセンター

〒604-0874
京都市中京区竹屋町通
烏丸東入ル清水町375
ハートピア京都地下1階

MAP

大阪府
ナースセンター

〒536-0014
大阪市城東区鴫野西2丁目5番25号
ナーシングアート大阪

MAP

兵庫県
ナースセンター
宝塚支所

〒665-0845
宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 （6階）
宝塚商工会議所会館内

MAP

兵庫県
ナースセンター
サテライト北播

〒673-1431
加東市社1126-1
やしろショッピングパークBio2階

MAP

兵庫県
ナースセンター

〒650-0011
神戸市中央区下山手通5-6-24
公益社団法人兵庫県看護協会会館1階

MAP

兵庫県
ナースセンター
姫路支所

〒670-0927
姫路市駅前町241フェスタ北館5階

MAP

和歌山県
ナースセンター

〒642-0017
海南市南赤坂17番地

MAP

鳥取県
ナースセンター

〒680-0901
鳥取市江津318-1
看護研修センター1階
公益社団法人鳥取県看護協会内

MAP

兵庫県
ナースセンター
サテライト但馬

〒667-0044
養父市八鹿町国木594-10
兵庫県立但馬長寿の郷
研修棟2階交流サロン内

MAP

奈良県
ナースセンター

〒634-0813
橿原市四条町288-8
奈良県看護研修センター1階

MAP

広島県
ナースセンター

〒730-0803
広島市中区広瀬北町9-2
公益社団法人広島県看護協会会館1階

MAP

広島県
ナースセンター
サテライト福山

〒720-8512
福山市三吉町南2-11-22
すこやかセンター1階

MAP

島根県
ナースセンター

〒690-0049
松江市袖師町7-11
看護研修センター1階
公益社団法人島根県看護協会内

MAP

岡山県
ナースセンター

〒700-0805
岡山市北区兵団4番39
岡山県看護研修センター内

MAP

香川県
ナースセンター

〒769-0102
高松市国分寺町国分152-4
公益社団法人香川県看護協会
看護研修センター2階

MAP

愛媛県
ナースセンター

〒790-0843
松山市道後町2丁目11-14
公益社団法人愛媛県看護協会内
愛媛看護研修センター1階

MAP

山口県
ナースセンター

〒747-0062
防府市大字上右田2686
山口県看護研修会館本館1階
公益社団法人山口県看護協会内

MAP

徳島県
ナースセンター

〒770-0003
徳島市北田宮1丁目329-18
公益社団法人徳島県看護会館内

MAP

高知県
ナースセンター

〒780-8066
高知市朝倉己825番地5
公益社団法人高知県看護協会内

MAP

4

http://www.kyokango.or.jp/
mailto:kyoto@nurse-center.net
http://nc.osaka-kangokyokai.or.jp/
mailto:osaka@nurse-center.net
http://www.hna.or.jp/outline/n_access/
mailto:hyogo@nurse-center.net
http://www.hna.or.jp/outline/n_access/
mailto:himeji@nurse-center.net
http://www.hna.or.jp/outline/n_access/
mailto:takarazuka@nurse-center.net
http://www.hna.or.jp/outline/n_access/
mailto:hokuban@nurse-center.net
http://www.hna.or.jp/outline/n_access/
mailto:tajima@nurse-center.net
https://www.nara-kango.or.jp/nurse_center.php
mailto:nara@nurse-center.net
https://www.wakayama-kangokyokai.or.jp/
mailto:wakayama@nurse-center.net
https://tori-e-nurse.jp/
mailto:tottori@nurse-center.net
https://www.shimane-kango.or.jp/
mailto:shimane@nurse-center.net
http://www.nurse.okayama.okayama.jp/publics/index/33/
http://www.nurse.okayama.okayama.jp/publics/index/33/
mailto:okayama@nurse-center.net
http://www.nurse-hiroshima.or.jp/?nursecenter=index
http://www.nurse-hiroshima.or.jp/?nursecenter=index
mailto:hiroshima@nurse-center.net
http://www.nurse-hiroshima.or.jp/?nursecenter=index
http://www.nurse-hiroshima.or.jp/?nursecenter=index
http://www.y-kango.or.jp/
mailto:yamaguchi@nurse-center.net
https://tokushima-kangokyokai.or.jp/
mailto:tokushima@nurse-center.net
http://kagawa-kango.com/
mailto:kagawa@nurse-center.net
http://www.nursing-ehime.or.jp/
mailto:ehime@nurse-center.net
http://www.kochi-kangokyokai.or.jp/
mailto:kochi@nurse-center.net
https://www.google.co.jp/maps/place/%EF%BC%88%E5%85%AC%E7%A4%BE%EF%BC%89%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C%E7%9C%8B%E8%AD%B7%E5%8D%94%E4%BC%9A+%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/@35.0164298,135.7598948,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x6001087d6313e58d:0xee26632db9240b7e
https://goo.gl/maps/3v6yBPeLbmv5VDAr9
https://goo.gl/maps/zua3vQmLPqer2X2X6
https://goo.gl/maps/H96gZtMf95XMDXni7
https://goo.gl/maps/m8Pf7GZGhVguJnxv5
https://goo.gl/maps/TcdDrLJ6W7U7VCrF9
https://goo.gl/maps/TKRFozYt1Y5r2dzt8
https://goo.gl/maps/edsVzo1kqVgUG3TU9
https://goo.gl/maps/hTQkYqfkmPkWLjmd9
https://goo.gl/maps/9ymLKa3uTNbetzXP6
https://goo.gl/maps/SYNJppUF9nt11GZ47
https://goo.gl/maps/F17CyADPwWDHoSPY8
https://goo.gl/maps/YGn56J52mSUmgEiS8
https://goo.gl/maps/tZhAUeZ3RTr9cyaQ6
https://goo.gl/maps/JTiTaiVPzMpK7AwKA
https://goo.gl/maps/29VhYGJEgfAfizVW7
https://goo.gl/maps/U9HDBoTF14ejaWQp9
https://goo.gl/maps/BdAxjRCMsxi3zX8X9
https://goo.gl/maps/yMD2awhnhnEgiDPk9


TEL ホームページ
相談日時
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(祝祭日除く)

都道府県 所在地 MAP

TEL 092-631-1221 https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
月～金曜日

FAX 092-631-1223 fukuoka@nurse-center.net
9:30～16:30

TEL 092-407-8709 https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
月～金曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

FAX 092-407-8710 fukuoka-satellite@nurse-center.net
来所相談日
火・木曜日(要電話予約）

TEL 093-383-9414 https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
月～金曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

FAX 093-383-9415 kitakyushu@nurse-center.net
来所相談日
火・木曜日(要電話予約）

TEL 0948-43-8753 https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
月～金曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

FAX 0948-43-8754 chikuhou@nurse-center.net
来所相談日
火・木曜日(要電話予約）

TEL  0942-27-8964 https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
月～金曜日
10:00～12:00
13:00～16:00

FAX 0942-27-8967 chikugo@nurse-center.net
来所相談日
火・木曜日(要電話予約）

TEL 0952-51-3511 http://www.saga-nurse.org
月～金曜日

FAX 0952-68-3603 saga@nurse-center.net
9:00～16:00

TEL 0957-49-8060 http://www.nagasaki-nurse.or.jp/
月～金曜日

FAX 0957-49-8063 nagasaki@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～17:00

TEL 095-828-1747 http://www.nagasaki-nurse.or.jp/
火～木曜日

FAX 095-828-1754 nagasaki-s@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 0956-23-8208 http://www.nagasaki-nurse.or.jp/
月～土曜日

FAX 0956-23-8212 sasebo-s@nurse-center.net
10:00～12:00
13:00～17:30

TEL 096-365-7660 https://nc.kna.or.jp/
月～金曜日

FAX 096-365-7640 kumamoto@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 097-574-7136 https://www.oita-kango.com/
火～土曜日

FAX 097-574-7361 oita@nurse-center.net
9:00～17:00

TEL 0985-58-4525 http://www.m-kango.or.jp/
月～金曜日

FAX 0985-58-2939 miyazaki@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 099-256-8025 http://k-kango.jp/
月～金曜日

FAX 099-256-8079 kagoshima@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

TEL 098-888-3127 http://www.oki-kango.or.jp
月～金曜日

FAX 098-888-3126 okinawa@nurse-center.net
9:00～12:00
13:00～16:00

福岡県
ナースセンター
福岡サテライト

〒814-0180
福岡市城南区七隈7-45-1
福岡大学病院内

MAP

福岡県
ナースセンター
北九州サテライト

〒802-0077
北九州市小倉北区馬借2-1-1
北九州市立看護専門学校内

MAP

福岡県
ナースセンター

〒812-0054
福岡市東区馬出4-10-1
ナースプラザ福岡

MAP

佐賀県
ナースセンター

〒849-0201
佐賀市久保田町大字徳万1997-1
公益社団法人佐賀県看護協会内

MAP

長崎県
ナースセンター

〒854-0072
諫早市永昌町23-6
ながさき看護センター1階
公益社団法人長崎県看護協会内

MAP

福岡県
ナースセンター
筑豊サテライト

〒820-8508
飯塚市伊岐須550-4
総合せき損センター内

MAP

福岡県
ナースセンター
筑後サテライト

〒830-0011
久留米市旭町67
久留米大学病院内

MAP

熊本県
ナースセンター

〒862-0901
熊本市東区東町3-10-39
看護研修センター1階
公益社団法人熊本県看護協会内

MAP

大分県
ナースセンター

〒870-0855
大分市豊饒二丁目7番1号
看護研修会館1階
公益社団法人大分県看護協会内

MAP

長崎県
ナースセンター
長崎支所

〒850-0874
長崎市魚の町3-28
長崎赤十字会館6階

MAP

長崎県看護キャリア
支援センター相談所
（佐世保）

〒857-0056
佐世保市平瀬町3-1
長崎県看護キャリア支援センター内

MAP

沖縄県
ナースセンター

〒901-1105
沖縄県島尻郡南風原町字新川272番地17
沖縄県看護研修センター1階
公益社団法人沖縄県看護協会内

MAP

2022年5月26日現在　

宮崎県
ナースセンター

〒889-2155
宮崎市学園木花台西2-4-6
公益社団法人宮崎県看護協会1階

MAP

鹿児島県
ナースセンター

〒890-0064
鹿児島市鴨池新町21-5
看護研修会館1階
公益社団法人鹿児島県看護協会内

MAP
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https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
mailto:fukuoka@nurse-center.net
https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
mailto:fukuoka-satellite@nurse-center.net
https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
mailto:kitakyushu@nurse-center.net
https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
mailto:chikuhou@nurse-center.net
https://www.fukuoka-kango.or.jp/nursecenter/
mailto:chikugo@nurse-center.net
http://www.saga-nurse.org/
mailto:saga@nurse-center.net
http://www.nagasaki-nurse.or.jp/
mailto:nagasaki@nurse-center.net
http://www.nagasaki-nurse.or.jp/
mailto:nagasaki-s@nurse-center.net
http://www.nagasaki-nurse.or.jp/
mailto:sasebo-s@nurse-center.net
http://nc.kna.or.jp/
mailto:kumamoto@nurse-center.net
https://www.oita-kango.com/
mailto:oita@nurse-center.net
http://www.m-kango.or.jp/
mailto:miyazaki@nurse-center.net
http://k-kango.jp/
mailto:kagoshima@nurse-center.net
tel:098-888-3127
http://www.oki-kango.or.jp/
mailto:okinawa@nurse-center.net
https://goo.gl/maps/96tT4YcQybn7sVxu7
https://goo.gl/maps/KLmeUPAj64cVTxtE9
https://goo.gl/maps/tu4Pm9p94HVQDvXB7
https://goo.gl/maps/mqWxzV4DJmszf2fZ8
https://goo.gl/maps/i5zvXh5BCowfrqz48
https://goo.gl/maps/phhB6igVcHgP2czi9
https://goo.gl/maps/Fam8EdXVA1pA2HwPA
https://goo.gl/maps/CtomDebCh3WMCWxD9
https://goo.gl/maps/miSQFQc9K3w5GHFE7
https://goo.gl/maps/9hhr21FAyuGMsy2g8
https://goo.gl/maps/SFArbTPieFWsQLg2A
https://goo.gl/maps/j6tB87ix7QYbpX6DA
https://goo.gl/maps/qoDXt9Y4KRs5w587A
https://goo.gl/maps/kDx75MUuXHbvqgoZ8

