
地域 助産院名 管理者名 電話 E-Mail 入院分娩 出張分娩
母乳育児相

談 サークル
宿泊型産後ケ

ア

広島市安佐南区 一社）広島県助産師会立たから助産院 吉田康子 082-870-8007 takara@hiroshima-josanshikai.com ● ● ● ● ●

広島市安佐南区 朝隈助産院 朝隈聖子 082-239-5587 kiyoko0814@i.softbank.jp ●

広島市安佐南区 Hana母乳育児相談室 野崎悦子 082-962-0430 ● ●

広島市安佐南区 うやま助産所 宇山由里子 080-3886-7532 ●

広島市安佐南区 あおやま助産院 青山知子 090-9501-8066
https://ws.formzu.net/fgen/S64072586/

●

広島市安佐南区 楽助産院 西本紗織
080-4267-1138 gaku_mw@yahoo.co.jp

●

広島市安佐南区伴東 つぼみ助産院 長濱真由 090-7895-7281 ● ●

広島市安佐北区 ゆい助産院 原田明子 090-9739-6530 info@yui-j.com ● ●

広島市安佐北区 高山千鶴母乳育児相談室・ちいちゃん助産院 高山千鶴 082-516-5873 ●

広島市中区 KEI助産院 田中敬子 090-8716-7184 ● ●

広島市中区 らっこ助産院 岡崎美菜 090-8068-7233
https://racco-mw.amebaownd.com/

mina.okazaki37@gmail.com ●

広島市南区 れいこ助産院 前原英子 080-1927-6602 j.maehara.128@docomo.ne.jp ● ●

広島市南区 琴美助産院 有地美奈子 082-256-1702 ●

広島市南区 MY助産院 高島麻季 090-7386-8627 ●

広島市南区 くくる助産院 小泉敦子 070-5678-3197 kukuru@hotmail.co.jp ●

広島市西区 えごもり助産院 森下由美子 090-3173-4553 moriyumi@egomorijyosanin.jp ●

広島市西区 広田助産所 広田芳子 090-5267-8264 ●

広島市佐伯区 ふじわら助産院母乳育児相談室 藤原照美 082-923-6920 ●

広島市佐伯区 MY助産院いつかいち分院 田中美佳 090-5191-3202 ●

広島市安芸区 希樂助産所 石丸希美 090-7590-7157
non.mw-fumi.rd1323@ezweb.ne.jp

●

府中町鹿籠 いづみ助産院 臼井泉 090-9419-4201 ●

呉市広大新開 杉岡助産所 杉岡フミ子 090-8060-1967 ●

呉市焼山泉ヶ丘 こじま助産院 小島明子 090-8826-3047 nagiao42214@yahoo.co.jp ●

呉市押込 ひなた助産所 おしごめ ● ●

呉市中通 ひなた助産所  なかどおり ● ●

呉市海岸 夕陽ヶ丘助産院 五影靖子 090-6735-9067 info@yuhigaoka-jo.com ●
●

竹原市下野町 つぼみ助産院 長濱真由 090-7895-7281 ● ● ● ●

三原市本町 中尾助産院・スミレ母乳育児相談室 中尾みゆき 0848-64-0022 ● ●

三原市港町 すこやか助産所 山本久美子 090-5371-0768 yama9356@gmail.com ● ●

尾道市美ノ郷町 よしひろ助産所 吉廣朱美 0848-48-5375 ●

福山市春日町 阿賀野助産所 阿賀野多恵子 084-947-6927 ●

福山市草戸町 児玉助産院・そら母乳育児相談室 児玉明子 084-922-1731
mailto:sora317@sorabonyu.com

●

福山市神辺町 しおり助産院 友近真紀子 084-967-5377 goryo.healthlabo@gmail.com ●

福山市胡町 ひまわり助産所 松岡久美子 080-5623-3308 kumi807@ezweb.ne.jp ●

福山市幕山台 ひとみ助産院 岩原ひとみ 080-4261-4975 hitomi.bs.bs@gmail.com ● ●

福山市 南本庄 ゆりかご助産院 西田三佳子 090-8362-3981 ● ●

三次市布野町
菅野明香 菅野明香

090-2292-8102 ●

庄原市西城町 瀬戸照美助産所 瀬戸照美 090-7138-1519 ●

大竹市玖波 さくら助産所 嶋田敦子 0827-57-5711 sakurajyosan@hi2.enjoy.ne.jp ●

東広島市西条町 くじら助産院母乳育児相談室 藤井智子 082-426-4572 ●

東広島市西条町 柳谷助産院 柳谷 典子 090-4101-9418 ●

東広島市高屋町 出張専門助産師はぐ/ねんね相談室 宍戸萌 090-7596-1385
https://hugmidwife.wixsite.com/hugmw hug.midwife@gmail.com

●

廿日市市廿日市 助産院マミィケアひだまり 藤田亜希子 080-3899-0625 hidamari_mammy@yahoo.co.jp hidamari-
mam@softbank.ne.jp

● ●
不定期

廿日市市新宮 えつき助産院  えっちゃん母乳育児相談室 悦喜桂子 0829-31-5366 info@etsuki-mw.com ●

安芸郡海田町 羽原助産院・春母乳育児相談室 羽原春美 082-824-0029 ●

世羅郡世羅町 守田助産所 守田実千代 0847-22-5815 michi_0408@hotmail.co.jp ●

山県郡安芸太田町 まる屋助産院 小野誉里子 0826-23-1512 info＠maruya-kake.com ●

一般社団法人広島県助産師会

http://maruya-kake.com/

http://hidamarimam.webcrow.jp

http://etsuki-mw.com/

http://habarajosan.html.xdomain.jp

http://www.midwifemap.com/yurikago/mysite/

https://kujira-jyosanin.jimdo.com/

http://www.agano-bc.com/

https://sorabonyu.com/

http://goryo-healthlabo.com/

http://www.hitomi-josanin.net/

yuhigaoka-jo.com

http://tubomijosanin.jimdo.com

http://nakaojosanninn.blog.fc2.com/

http://ameblo．jp/sukoyaka-j/ http://www.sukoyaka-
j.com

飯塚陽子 080-2935-6851 http://www.hinata-mh.com

http://www.fujiwara-mw.net/

https://www.my-jyosanin.com/

https://www.my-jyosanin.com/

https://ameblo.jp/mskukuru/

http://egomorijyosanin.jp/

http://tubomijosanin.jimdo.com

http://yui-j.com

www.chiichan-j.com

http://keymws.com/

https://xn--n8j4a0lq75k499aby3b.net/

http://www.asakuma-jyosanin.jp/

http://www.hana-bonyu.com/

https://ameblo.jp/moko-mw/

https://peraichi.com/landing_pages/view/gakumw/

広島県開業助産所一覧
皆さんの地域に 私たち助産師はいます！
子育て・女性健康支援センター 電話無料相談 082－870－5446
毎週火・水・金曜日 15時～17時30分，木・土曜日10時～12時30分（祝日・年末年始はお休みです）

ウエブサイトURL

http://takara.hiroshima-josanshikai.com/
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