
 ３  訪問看護ステーション

郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号
24時間

電話対応
24時間

訪問看護

990-2481 023-647-6271

山形市あかねケ丘3-１-１ 023-647-6281

990-8545 023-682-0135

山形市沖町79-1 023-682-0135

990-2324 023-627-7011

山形市青田南6-13 023-627-7012

990-0047 023-631-1674

山形市旅篭町1-7-23 023-631-1501

990-0045 023-623-1104

山形市桜町2-68 023-635-4166

990-2445 023-615-7071

山形市南栄町2-8-11  023-615-7072

990-2483 023-644-3364

山形市上町4-6-24 023-673-9702

990-0021 023-624-1572

山形市小白川町2-3-31 023-624-1632

990-2161 023-674-8224

山形市漆山610-5 023-674-8204

990-2321 023-628-3977

山形市桜田西4-1-14 023-628-3978

990-0042 023-626-6330

山形市七日町1-3-26 023-626-6331

990-2473 023-685-8061

山形市松栄1-5-45 023-685-8062

○

月～金 平日　9:00～17:30
山形市・中山町・山辺町・
天童市

吸引器

月～金

○

点滴ｽﾀﾝ
ﾄﾞ・吸引器

平日　9:00～17:00

訪問看護ステーションにじ ○

月～金

月～土
（祝日、12/31-1/3

除く）

訪問看護ステーションふれあい
平日　9:00～17:00
土曜　9:00～13:00

山形市・上山市・山辺町・天
童市

吸引器

平日　8:30～17:00
必要性の高い方は土日も対応可

山形市・上山市・山辺町・中
山町

山形市・天童市・上山市・山
辺町・中山町

点滴ｽﾀﾝ
ﾄﾞ・吸引器

月～金 平日　8:30～17:00
必要性の高い方は土・日も対応

○ ○

訪問看護ステーションべにばな

訪問看護ステーションやまがた
山形市・上山市・山辺町・中
山町・天童市

点滴ｽﾀﾝ
ﾄﾞ・吸引器

月～金 平日　8:30～17:00
必要性の高い方は土・日も対応

○

○

○

○ ○

○ ○

○

○

山形市

○

○ ○

○○

○

○

○ ○

山形市・天童市南部・山辺
町・中山町

点滴ｽﾀﾝ
ﾄﾞ・吸引器 ○

平日　9:00～17:00
山形市・天童市・上山市・山
辺町・中山町

吸引器

平日　9:00～17:00
土曜　9:00～13:00

山形市・天童市・上山市・山
辺町・中山町

吸引器

山形市・上山市・山辺町・中
山町

吸引器（緊急
時）

はーと＆はーと訪問看護事業所

訪問看護ステーション小白川

篠田訪問看護ステーション

        8:45～17:00

月～土
平日　9:00～17:00
土曜　9:00～12:30

在宅リハビリ看護ステーションつばさ

月～土

至誠堂訪問サービスセンターコスモス 月～土

済生会山形訪問看護ステーション

月～金

医療機器
貸出

営業時間施設名

月～土
平日　9:00～17:30
土曜　9:00～12:30

山形市・天童市・上山市・山
辺町・中山町

あすなろ訪問看護ステーション
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 ○・・・実施中　五十音順  (平成２４年３月現在)

営業日 対象地域

訪問看護ステーション樫の木 年中無休 　　　　7:00～17:15 山形市

緊急時の対応



 ３  訪問看護ステーション

郵便番号 電話番号

所在地 ＦＡＸ番号
24時間

電話対応
24時間

訪問看護

医療機器
貸出

営業時間施設名

 ○・・・実施中　五十音順  (平成２４年３月現在)

営業日 対象地域
緊急時の対応

990-0886 023-682-8544

山形市嶋南2-2-7 023-682-8577

999-3161 023-672-6767

上山市弁天2-2-11 023-672-6770

999-3103 023-672-2556

上山市金谷字下河原1370 023-673-2156

994-0026 023-654-2450

天童市東本町3-5-21 023-654-2477

994-0081 023-651-2206

天童市南小畑2-2-21 023-651-2209

994-0102 023-651-2838

天童市道満193-1 023-653-8663

990-0331 023-667-0005

山辺町大字大寺竹ノ花1152-1 023-667-0002

991-0021 0237-83-3222

寒河江市中央2-2-1 0237-83-3202

999-3533 0237-88-0171 平日　8:30～17:30

河北町西里字両所1997 0237-88-0173 土曜　8:30～12:30

995-0037 0237-55-3730

村山市楯岡俵町20-16 0237-55-3731

ナースケア山形 月～金 平日　8:30～17:30 山形市 ○○

吸引器

○

○ ○

○

○

吸引器

月～金 平日　8:30～17:00

○ ○

○

寒河江市・河北町・西川町・
朝日町・大江町

吸引器

○

月～土

○

○ ○

○ ○

月～金
必要であれば土日

平日　8:30～17:00 村山市・東根市 吸引器

平日　9:00～17:00
土曜　9:00～12:00

天童市・東根市
点滴ｽﾀﾝ
ﾄﾞ・吸引器

天童市・東根市 点滴ｽﾀﾝﾄﾞ

月～土

月～土
平日　9:00～17:00
土曜　9:00～13:00

山形市・天童市・山辺町・中
山町・寒河江市・河北町

寒河江市・河北町・近隣地域

月～金 平日　8:30～17:00 ○

月～土
平日　8:30～17:00
土曜　8:30～12:30

山形市・上山市

○
山形市・村山市・天童市・東
根市・山辺町・中山町・河北
町

吸引器月～金 平日　8:30～18:00 ○

月～金 平日　8:30～17:00 山形市・上山市

寒河江市西村山郡訪問看護ステーション

ラ・フォーレ天童老人訪問看護ステーション

訪問看護ステーションメルヘン

訪問看護ステーションむらやま

かみのやま訪問看護ステーション

上山病院訪問看護ステーション「あららぎ」

天童訪問看護ステーション

訪問看護ステーションまいづる

青空訪問看護事業所
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