
No. 実習施設名 領域

東京都 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、療養生活看護学実習Ⅰ

八王子市 看護実践統合実習

東京都 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、療養生活看護学実習Ⅰ

八王子市

東京都 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、療養生活看護学実習Ⅰ

昭島市 療養生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

東京都 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、療養生活看護学実習Ⅰ

あきる野市 療養生活看護学実習Ⅱ、生涯発達看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

東京都 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、療養生活看護学実習Ⅰ

小平市 看護実践統合実習

東京都 療養生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

八王子市

神奈川県 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、生涯発達看護学実習Ⅰ

横浜市 看護実践統合実習

神奈川県 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、生涯発達看護学実習Ⅰ、

相模原市 生涯発達看護学実習Ⅱ、療養生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

神奈川県 基盤看護学実習Ⅱ、生涯発達看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

相模原市

東京都 基盤看護学実習Ⅱ、療養生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

多摩市

東京都 基盤看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

府中市

東京都 生涯発達看護学実習Ⅰ

多摩市

東京都 生涯発達看護学実習Ⅰ、生涯発達看護学実習Ⅱ、

八王子市 療養生活看護学実習Ⅰ、看護実践統合実習

神奈川県 生涯発達看護学実習Ⅰ、看護実践統合実習

横浜市

東京都 基盤看護学実習Ⅰ、基盤看護学実習Ⅱ、健康生活看護学実習Ⅰ、

八王子市

東京都 生涯発達看護学実習Ⅰ

日野市

東京都 生涯発達看護学実習Ⅱ

府中市

東京都 健康生活看護学実習Ⅰ、看護実践統合実習
八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅰ、看護実践統合実習
八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅰ、統合実践看護実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅰ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅰ

八王子市

所在地

21

相武病院

6

臨地実習先一覧　※2021年7月現在

横浜市立市民病院

みなみ野病院

南多摩病院

相模野病院

八王子山王病院

15

17
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19

22

日野市立病院

永生病院

三愛病院
20

16

1
清智会記念病院

2
右田病院

11

10

横浜市立みなと赤十字病院

相模原協同病院

7

5

9

多摩南部地域病院

公立昭和病院

8

榊原記念病院

仁和会総合病院

3

4

東京西徳洲会病院

12

13

14

東京都立多摩総合医療センター

公立阿伎留医療センター

日本医科大学多摩永山病院

東京医科大学八王子医療センター

http://www.seichikai.com/
http://www.migitahosp.or.jp/index.html
http://www.tokyonishi-hp.or.jp/
http://www.akiru-med.jp/
https://www.kouritu-showa.jp/
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http://www.yokohama.jrc.or.jp/index.html
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https://www.hp.heart.or.jp/
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東京都 健康生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ
八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 生涯発達看護学実習Ⅱ
八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

町田市

東京都 人間発達看護学実習

町田市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習、看護実践統合実習

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

国立市

東京都 人間発達看護学実習

立川市

東京都 健康生活看護学実習Ⅰ

八王子市

神奈川県 看護実践統合実習

小田原市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅱ

八王子市

東京都 人間発達看護学実習

八王子市

特別養護老人ホーム潤生園
42

介護老人保健施設国立あおやぎ苑

介護老人保健施設国立あおやぎ苑立川

ビーイングスペース萌

ピアわかくさ

すぺぃろ

敬愛高倉保育園※1

敬愛たかお保育園※1

50

38

30

23

介護老人保健施設

ハートランド・ぐらんぱぐらんま

駒木野病院

オープンスペース本郷町

高月病院

平川病院

就労移行支援事業所ジネス

八王子市福祉部

49

25

43

44

45

47

46

48

41

26

40

39

32

31

みなみ野敬愛保育園※1

敬愛きたの保育園※1

八王子市保健所

24

28

敬愛保育園※1

37

36

35

34

33
多摩境敬愛保育園※1

敬愛シンフォニー保育園※1

敬愛フレンド保育園※1
29

27

介護老人保健施設

ウエストケアセンター

就労継続支援Ｂ型事業所プレワーク

敬愛桃の実保育園※1

敬愛クレヨン保育園※1

敬愛ハーモニー保育園※1

リサイクルわかくさ

https://www.komagino.jp/
https://hirakawa.or.jp/
http://www.takatuki.or.jp/
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/keiai/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/takakura/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/friend/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/takao/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/kitano/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/minamino/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/tamasakai/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/momonomi/index.html
https://www.keiaigakuen.com/hoikuen/crayon/
https://www.keiaigakuen.com/hoikuen/symphony/
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/harmony/index.html
https://www.ims.gr.jp/west-hp/
https://aoyagien.or.jp/facility/aoyagi/
https://aoyagien.or.jp/facility/tachikawa/
https://junseien.jp/
https://wakakusaf.or.jp/business/jinesu/
http://mindhachioji.org/offices/
http://mindhachioji.org/offices/
http://mindhachioji.org/offices/
http://mindhachioji.org/offices/
https://wakakusaf.or.jp/business/prework/
http://recoverycollege.jp/spero/
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/012/index.html
https://junseien.jp/
https://aoyagien.or.jp/facility/aoyagi/
https://aoyagien.or.jp/facility/tachikawa/
http://mindhachioji.org/offices/
http://mindhachioji.org/offices/
http://recoverycollege.jp/spero/
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/takakura/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/takao/index.html
http://www.granpagranma.com/
http://www.granpagranma.com/
https://www.komagino.jp/
http://mindhachioji.org/offices/
http://www.takatuki.or.jp/
https://hirakawa.or.jp/
https://wakakusaf.or.jp/business/jinesu/
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/012/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/minamino/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/kitano/index.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/hoken/007/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/keiai/index.html
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/tamasakai/index.html
https://www.keiaigakuen.com/hoikuen/symphony/
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/friend/index.html
https://www.ims.gr.jp/west-hp/
https://www.ims.gr.jp/west-hp/
https://wakakusaf.or.jp/business/prework/
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/momonomi/index.html
https://www.keiaigakuen.com/hoikuen/crayon/
http://www.keiaigakuen.com/hoikuen/harmony/index.html
http://mindhachioji.org/offices/


東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

三鷹市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ、看護実践統合実習

町田市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ、看護実践統合実習

多摩市

神奈川県 健康生活看護学実習Ⅲ、看護実践統合実習
川崎市

東京都 人間発達看護学実習、健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 人間発達看護学実習、健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 人間発達看護学実習、健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 人間発達看護学実習、健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ、看護実践統合実習

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

八王子市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

日野市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ
日野市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

日野市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

日野市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ

町田市

東京都 健康生活看護学実習Ⅲ
町田市

八王子市地域包括支援センター寺田※2

八王子市地域包括支援センター

石川※2

八王子市地域包括支援センター

高尾※2

八王子市地域包括支援センター

子安※2

八王子市地域包括支援センター

堀之内※2

八王子市地域包括支援センター

大横※2

八王子市地域包括支援センター

恩方※2

80

八王子市医師会立訪問看護ステーション

サテライト西

訪問看護ステーションめだか

57

日野市地域包括支援センター

あいりん※２

町田市南第２高齢者支援センター

町田市鶴川第１高齢者支援センタ―

67

66

八王子市地域包括支援センター

中野※2

75
日野市地域包括支援センター

多摩川苑※２

日野市地域包括支援センター

あさかわ※２
日野市地域包括支援センター

もぐさ※２

訪問看護ステーションゆらりん

八王子市地域包括支援センター

もとはち南※2

八王子市地域包括支援センター

旭町※2

61

76

77

78

79

69

70

71

72

73

74

60

58

59

63

65

64

62

56

68

51

52

53

54

55

八王子市地域包括支援センター

長沼※2

訪問看護ステーションとんぼ

訪問看護ステーションひばり

八王子市地域包括支援センター

川口※2

八王子市医師会立訪問看護ステーション

サテライト東

めぐみ訪問看護ステーション

株式会社白樺コスモス訪問看護ステー

ション

訪問看護ステーションいるか

社会福祉法人賛育会訪問看護ステーショ

ン清風園

八王子市医師会立訪問看護ステーション

八王子市地域包括支援センター

左入※2

https://www.eisei.or.jp/visit/medaka/
https://www.eisei.or.jp/visit/tonbo/
https://www.eisei.or.jp/visit/hibari/
https://www.eisei.or.jp/visit/iruka/
http://www.hachioji-med.com/about/activity.php
http://www.hachioji-med.com/about/activity.php
http://www.hachioji-med.com/about/activity.php
https://www.san-ikukai.or.jp/seifu-en/index.html
https://www.megumikai.com/zaitaku/hokan/
https://yurarin.jp/
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/012/004/p018116.html
http://www.seishinfukushikai.jp/chiikisanyu.html
http://www.seishinfukushikai.jp/chiikihorinouchi.html
http://www.seishinfukushikai.jp/chiikiishikawa.html
https://www.eijyukai.jp/?page_id=255
http://www.komatubaraen.or.jp/publics/index/124/
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/012/004/p018121.html
http://www.seiyoen.com/publics/index/77/
http://oyoko-anshin.net/
https://onkata2020.web.fc2.com/
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/5218/005228.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/5218/005227.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/5218/005228.html
https://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/fukushi/houkatsu/1005822.html
http://www.shinshikai.or.jp/care/mogusa.php
https://www.sourinkai.com/page/home_airin.html
https://www.npo-yuwa.com/%E4%BA%8B%E6%A5%AD-%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9/%E7%94%BA%E7%94%B0%E7%AC%AC%EF%BC%92%E9%AB%98%E9%BD%A2%E8%80%85%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC/
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/old/shiminnokatae/mijikanasodan/koureisha_shien_center.html
http://www.city.hachioji.tokyo.jp/korei_shogai/5218/005227.html
http://www.seishinfukushikai.jp/chiikiishikawa.html
http://www.seishinfukushikai.jp/chiikiishikawa.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/012/004/p018116.html
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/012/004/p018116.html
https://www.koyasu-anshin.jp/
https://www.koyasu-anshin.jp/
http://www.seishinfukushikai.jp/chiikihorinouchi.html
http://www.seishinfukushikai.jp/chiikihorinouchi.html
http://oyoko-anshin.net/
http://oyoko-anshin.net/
https://onkata2020.web.fc2.com/
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