
拠点病院名 住所 窓口 拠点病院名 窓口 開設日時 電話番号

広島市立広島市民病院 広島市中区基町7-33 地域医療連携室 広島市立広島市民病院 がんとともに心のサロン 第２・４火曜日 082-221-1351

広島赤十字・原爆病院 広島市中区千田町1-9-6 綜合相談支援センター 広島赤十字・原爆病院 がんサロン 毎水曜日14時～16時 082-241-3477

広島大学病院 広島市南区霞1-2-3 地域連携室 患者サロン 第２木曜日　13時30分～14時30分

県立広島病院 広島市南区宇品神田1-5-54 地域医療連携室 がん患者おしゃべり会 第２・４水曜日　13時30分～14時30分

広島市立安佐市民病院 広島市安佐北区可部南2-1-1 医療連携室 県立広島病院 がんサロン 第２月曜日　14時～15時30分 082-256-3561

《リスト４》広島市の訪問介護

居宅介護事業所は、市或いは各区の健康長寿課相談窓口で相談してください。 ２４時間連絡体制、土、日緊急訪問可能のステーション（ご了解を得たところのみ掲載しています）

名称 住所 電話番号

広島市健康福祉局高齢福祉課 広島市中区国泰寺1-6-34 082-241-2167

中区役所厚生部健康長寿課 広島市中区大手町4-1-1 082-544-2789 名称 電話番号

東区役所厚生部健康長寿課 広島市東区東蟹屋町9-34 082-502-2165 広島市社会福祉協議会 082-243-0051

南区役所厚生部健康長寿課 広島市南区皆実町1-4-46 082-225-3020 中区社会福祉協議会 広島市中区大手町4-1-1大手町平和ビル5F　中区地域福祉センター内 082-249-3114

西区役所厚生部健康長寿課 広島市西区福島町2-24-1 082-264-2905 東区社会福祉協議会 広島市東区東蟹屋町9-34　東区総合福祉センター内 082-263-8443

佐伯区役所厚生部健康長寿課 広島市佐伯区海老園2-5-28 082-567-2151 南区社会福祉協議会 広島市南区皆実町一丁目4-46　南区役所別館内 082-251-0525

安佐北区役所厚生部健康長寿課 広島市安佐北区可部3-19-22 082-252-1373 西区社会福祉協議会 広島市西区福島町二丁目24-1　西区地域福祉センター内 082-294-0104

安佐南区役所厚生部健康長寿課 広島市安佐南区中須1-38-13 082-250-1577 安佐北区社会福祉協議会 広島市安佐北区可部三丁目19-22　安佐北区総合福祉センター内 082-814-0811   

安芸区役所厚生部健康長寿課 広島市安芸区船越南3-2-16 090-2002-9045 安佐南区社会福祉協議会 広島市安佐南区中須一丁目38-13　安佐南区総合福祉センター内 082-831-5011

082-507-0855 安芸区社会福祉協議会 広島市安芸区船越南三丁目2-16　安芸区総合福祉センター内 082-821-2501

082-507-7015 佐伯区社会福祉協議会 広島市佐伯区海老園二丁目5-28 082-921-3113

082-925-6222

082-927-0700

0829-83-1332 名称 電話番号

広島市の往診専門のクリニック(ご了解を得たところのみ掲載しています) 082-810-0551 なか調剤薬局 082-245-9565

名称 住所 電話番号 082-842-6151 すずらん薬局十日市店 082-532-8230

ひふみクリニック 中区西白島町18-26 082-511-3800 082-845-7002 すずらん薬局大手町店 082-543-6671

広島在宅クリニック 中区千田町2-2-9 082-546-0143 082-831-6651 すずらん薬局本店 082-543-6672

コールメディカルクリニック 西区古田台2-12-6-9 082-527-0455 082-873-3884 すずらん薬局 082-244-6467

つばさ往診クリニック 西区己斐上2-56-7 082-507-2283 082-877-0231 すずらん薬局吉島店 082-241-6246

安佐在宅診療クリニック 安佐南区緑井6-37-5-103 082-831-6306 082-894-1128 緑風会薬局 082-256-7171 

082-893-3638 あび薬局 082-250-3341

《リスト７》広島市の緩和ケア病棟のある病院 082-889-5818 広島南薬局 082-251-0034

名称 住所 のぞみ薬局可部南店 広島市安佐北区可部南2-14-15 082-819-3325

シムラ病院 広島市中区舟入町3-13 相田薬局 082-878-2525

県立広島病院 広島市南区宇品神田1-5-54 電話 すずらん薬局川内店 082-831-2800 

広島パークヒル病院 広島市西区田方2-16-45 082-221-1351 つぼみ薬局 082-962-5280

安芸市民病院 広島市安芸区畑賀2-14-1 082-241-3477 タウン薬局安芸中野店 082-892-3388

082-257-1525 すずらん薬局船越店 082-821-3030

082-256-3561 矢野全快堂 082-889-5535

＊2011年1月末に確認した広島市内のリストを掲載しています。
082-815-
5211(2289）

薬局ドラッグスソウ北口店 082-925-5050

＊このがん行動マップの著作権は「高齢社会をよくする女性の会・広島」に属します。 アポロ薬局 082-921-5171

無断転載・引用はご遠慮ください。お問い合わせは以下のHPまで　（http://www.wabashiroshima.org/） もみじ薬局藤の木店 082-927-3388

ひまわり薬局佐伯店 082-926-4771

・電話→リスト８の相談支援センターや病院の医療相談室・広島県医師会・広島市地域医療課

（082-232-7211）でも相談可

広島市安芸区矢野南3-1-3

広島市佐伯区五日市駅前2-11-12-10

広島市佐伯区海老園2-11-1

広島市佐伯区藤の木1-31-13

広島市佐伯区八幡東3-11-28

県立広島病院総合相談・がん相談室 月～金：9時～17時

広島市立安佐市民病院がん相談支援室 月～金：8時30分～15時15分

082-827-0121 広島赤十字・原爆病院相談支援センター 月～金：9時～16時 広島市安芸区中野3-9-6

広島大学病院がん医療相談室 月～金：8時30分～17時30分 広島市安芸区船越南2-18-9 

082-254-1818 名称」 相談時間 広島市安佐南区川内1-15-3 

082-274-1600 広島市立広島市民病院がん診療相談室 月～金：9時～16時 広島市安佐南区川内4-7-27

くにくさ訪問看護ステーション 広島市安芸区矢野東2-4-8 広島市南区宇品神田1-4-2

電話番号

082-294-5151 《リスト８》広島市のがん拠点病院の相談支援センター（電話で相談できます） 広島市安佐南区相田1-10-15

訪問看護ステーションこだま 広島市安芸区瀬野3-12-35 広島市南区出汐1-4-3 

訪問看護ステーション瀬野川 広島市安芸区中野東6-3-36 広島市南区宇品神田1-1-8

安佐医師会訪問看護ステーション 広島市安佐南区八木5-35-2 広島市中区袋町4-6

もみじ訪問看護ステーション 広島市安佐南区緑井1-24-19-102 広島市中区吉島東1-4-17

高陽第一診療所訪問看護ステーション 広島市安佐北区落合1-14-16 広島市中区大手町1-4-5

土谷訪問看護ステーション大町 広島市安佐南区大町東2-7-24 広島市中区袋町4-1

訪問看護ステーション「ひびき」 広島市安佐北区可部南5-11-7 広島市中区国泰寺1-5-18

訪問看護ステーション亀崎 広島市安佐北区亀崎4-7-1 広島市中区十日市町1-6-18

訪問看護ステーションハローナース五日市 広島市佐伯区五日市町下河内188-6 参考：24時間連絡体制で在宅緩和ケア対応可能な保険薬局

佐伯地区医師会湯来訪問看護ステーション 広島市佐伯区湯来町和田333 住所

土谷訪問看護ステーション西広島 広島市西区己斐本町2-6-6

《リスト６》広島市の在宅療養支援診療所（24時間在宅療養を支える診療所） 訪問看護ステーション草津かもめ 広島市西区草津東1-11-19

クローバー訪問看護ステーション 広島市佐伯区旭園10-3・インターネット→WAMネット（http://www.wam.go.jp/iryo）→「医療」→「在宅医療で探す」で検索 

082-831-4942 土谷訪問看護ステーション出汐 広島市南区出汐1-7-16

082-821-2808 訪問看護ステーションほほえみ 広島市南区東本浦町26-8-2F

082-943-9731 訪問看護ステーションホームナース中国 広島市東区光町二丁目7-17-502

082-819-0586 訪問看護ステーションみなみ 広島市南区宇品御幸2-4-7

082-250-4108 ＹＭＣＡ訪問看護ステーション・ピース 広島市中区八丁堀7-11

082-294-6235 訪問看護ステーション「若草」 広島市東区愛宕町2-18

082-504-2648 土谷訪問看護ステーション光南 広島市中区光南1-4-6 住所

082-568-7729 訪問看護ステーション「中央」 広島市中区白島中町9-1 広島市中区千田町1-9-43　社会福祉センター内

　・電話での問合せ：「広島県健康福祉局医療政策課」（082‐513-3062）

電話番号 名称 住所

082-504-2648 吉島病院訪問看護ステーションわかば 広島市中区吉島東3-2-33 《リスト９》広島市の社会福祉協議会

広島市立安佐市民病院 082-815-5211 -

広島市の患者会

《リスト５》広島市の訪問看護 　・インターネット：「広島がんネット（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/gan-net/index.html）」

広島大学病院 082-257-5079 ～30分：10500円・30～60分：15750円
広島大学病院 082-257-1525

県立広島病院 082-252-6241 ～30分：10500円・以後30分毎：5250円

広島市立広島市民病院 082-227-1541 -

広島赤十字・原爆病院 082-241-3477 ～30分：10500円・30～60分：15750円

《リスト１》広島市のがん拠点病院 《リスト２》広島市のセカンドオピニオン外来（拠点病院のみ）＊完全予約 《リスト３》広島市の拠点病院の患者のためのサロン

拠点病院名 電話番号 通常料金・超過料金


