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北海道 003-0833 北海道札幌市白石区北郷３条４丁目８－７－１０４ 日精看北海道支部事務局 平 信二 011-872-2221 011-872-2223

青森県 030-0133 青森県青森市大字雲谷字山吹９３－１ 医療法人芙蓉会芙蓉会病院 成田 隆雄 017-738-2214 017-738-2249

岩手県 020-0824 岩手県盛岡市東安庭３－１４-１９　フォレストコート　101号室 日精看岩手県支部事務局 中屋 知大 019-604-7006 019-604-7007

秋田県 010-0063 秋田県秋田市牛島西１丁目７－２２ 日精看秋田県支部事務局 山手 昭彦 018-836-6366 018-836-6366

山形県 990-2473 山形県山形市松栄１丁目５－４５　山形県看護協会会館内 日精看山形県支部事務局 小玉 三正 023-685-8155 023-685-8156

宮城県 981-1224 宮城県名取市増田３丁目8-17　第1柳田ハイツ305 日精看宮城県支部事務局 菅原 惣治 022-398-4420 022-398-6506

福島県 969-0284 福島県西白河郡矢吹町滝八幡１００ 福島県立矢吹病院 小河原 健寿 0248-42-3111 0248-44-2551

茨城県 300-1514 茨城県取手市宮和田６７５ ソラーレ１０１ 共同生活援助プレゼンス 中山 晋 0297-85-6263 0297-85-6264

栃木県 329-1104 栃木県宇都宮市下岡本町２１６２ 栃木県立岡本台病院 西巻 孝史 028-673-2211 028-673-2214

群馬県 379-2221 群馬県伊勢崎市国定町２－２３７４ 群馬県立精神医療センター 武田 美豊 0270-62-3311 0270-62-0088

埼玉県 350-0446 埼玉県入間郡毛呂山町小田谷27－3 日精看埼玉県支部事務局 荒木 とも子 080-3448-6796 049-295-2760

千葉県 260-0032 千葉県千葉市中央区登戸1-15-32　キャピタル登戸３Ｆ 日精看千葉県支部事務局 中山 正治 043-302-2290 043-302-2290

東京都 183-0004 東京都府中市紅葉丘３－５４－１５ 日精看東京都支部事務局 野田 実 042-363-8889 042-363-8886

神奈川県 233-0001 神奈川県横浜市港南区上大岡東１－３－２６　ヒルサイド喜多見第３－１０３号 日精看神奈川県支部事務局 安田 みえ子 045-353-5268 045-353-5269

新潟県 955-0094 新潟県三条市大島５１０３ 医療法人恵愛会大島病院 川上 由紀子 0256-34-1551 0256-34-1581

長野県 399-8695 長野県北安曇郡池田町池田３２０７－１ ＪＡ長野厚生連北アルプス医療センターあづみ病院 髙橋 妙子 0261-62-3166 0261-62-2711

山梨県 400-0007 山梨県甲府市美咲１－６－１０ 特定医療法人山角会山角病院 亀田 和範 055-252-2219 055-251-3486

富山県 937-0807 富山県魚津市大光寺２８７ 医療法人社団弘仁会魚津緑ヶ丘病院 岩城 豊 0765-22-1567 0765-22-3137

石川県 920-0351 石川県金沢市普正寺町９－６ 医療法人明仁会かないわ病院 坂田 めぐみ 076-267-0601 076-267-0962

岐阜県 500-8211 岐阜県岐阜市日野東３－１３－６ 公益社団法人岐阜病院 川崎 英夫 058-245-8171 058-246-6824

静岡県 420-0043 静岡県静岡市葵区川辺町２丁目５－１３　メトロポリタン３７　２０５号 日精看静岡県支部事務局 八木 勝美 050-3500-7339 050-3500-7339

愛知県 448-0851 愛知県刈谷市神田町２－３０ 医療法人成精会刈谷病院 千田 栄子 0566-21-3511 0566-21-3536

三重県 515-0045 三重県松阪市駅部田町１０１３－１ 日精看三重県支部事務局 河村 誠 0598-20-8050 0598-20-8051

滋賀県 520-0006 滋賀県大津市滋賀里１－１８－４１ 医療法人藤樹会滋賀里病院 本田 由美 077-522-5426 077-522-8291

京都府 611-0011 京都府宇治市五ヶ庄三番割３２－１ 医療法人栄仁会宇治おうばく病院 寺谷 幸夫 0774-32-8111 0774-32-6358

大阪府 573-0022 大阪府枚方市宮之阪３－１６－２１ 大阪精神医療センター 平岡 聡 072-805-3110 072-805-3111

兵庫県 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通５－２－１３　四宮神社会館１Ｆ 日精看兵庫県支部事務局 足立 進吾 078-371-2901 078-371-2902

奈良県 636-0815 奈良県生駒郡三郷町勢野北４－１３－１ 一般財団法人信貴山病院ハートランドしぎさん 大谷 須美子 0745-72-5006 0745-31-0788

和歌山県 641-0054 和歌山県和歌山市塩屋３－６－１ 医療法人宮本病院 﨑山 岳志 073-444-0576 073-447-0294

福井県 910-8526 福井県福井市四ツ井２－８－１ 福井県立病院 吉田 美砂英 0776-87-0600 0776-87-0606

鳥取県 682-0023 鳥取県倉吉市山根４３ 社会医療法人仁厚会医療福祉センター倉吉病院 宮脇 映子 0858-26-1011 0858-26-4794

島根県 694-0064 島根県大田市大田町大田イ８６０－３ 特定医療法人恵和会石東病院 奥 貴弘 0854-82-1035 0854-82-0357

岡山県 700-0031 岡山県岡山市北区富町２－１５－２１ 一般財団法人河田病院 光岡 由布子 086-252-1231 086-252-7111

広島県 739-0323 広島県広島市安芸区中野東４－１１－１３ 医療法人せのがわ瀬野川病院 馬明 康宏 082-892-1055 082-892-1729

山口県 754-1277 山口県山口市阿知須４８２５－１　サンパークあじす１Ｆ 日精看山口県支部事務局 岡本 聖志 0836-65-5903 0836-65-5903

徳島県 770-8007 徳島県徳島市新浜本町１－７－１０ 医療法人第一病院 豊内 紳悟 088-663-1122 088-663-1255

香川県 762-0024 香川県坂出市府中町３２５ 医療法人社団赤心会赤沢病院 山本 耕平 0877-48-3200 0877-48-3283

愛媛県 791-8022 愛媛県松山市美沢１－１０－３８ 一般財団法人創精会松山記念病院 内田 浩 089-925-3214 089-925-3536

高知県 788-0051 高知県宿毛市押ノ川１１９６ 医療法人祥星会聖ヶ丘病院 瀬尾 敏博 0880-63-2146 0880-63-3336

福岡県 811-1346 福岡県福岡市南区老司３－３３－１ 特定医療法人社団相和会中村病院 伊岐 隆 092-565-5331 092-566-5566

佐賀県 841-0074 佐賀県鳥栖市西新町１４２２ 医療法人正友会松岡病院 吉村 ミキ 0942-83-4606 0942-83-3561

長崎県 856-0847 長崎県大村市西部町１５７５－２ 長崎県精神医療センター 松尾 洋一 0957-53-3103 0957-52-2401

熊本県 860-0844 熊本県熊本市中央区水道町１４－２１　（財）熊本県婦人会館４F 日精看熊本県支部事務局 白川 裕一 096-312-1230 096-312-1231

大分県 870-1153 大分県大分市小野鶴１３５３ 医療法人とよみ会仲宗根病院 松本 貴之 097-541-1040    097-541-6560

宮崎県 885-0055 宮崎県都城市早鈴町１７－４ 一般社団法人藤元メディカルシステム藤元病院 野﨑 いづみ 0986-25-1315 0986-25-2473

鹿児島県 899-5652 鹿児島県姶良市平松６０６７ 鹿児島県立姶良病院 古城 弘 0995-65-3138 0995-65-8044

沖縄県 902-0063 沖縄県那覇市三原３－１８－２２　メゾン新垣101 日精看沖縄県支部事務局 大城 薫 098-996-3741 098-996-3742
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