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   1019,001,6 訪問看護ステーション 〒801-0823 093-341-0028 吉元　美穂 平24. 5. 1 医療法人社団　養寿園 頴原　健 現存
門司 北九州市門司区春日町２２番１

号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2039,001,2 福岡市医師会訪問看護 〒812-0044 092-641-6888 奥園　弘子 平 6.10. 1 一般社団法人　福岡市 長柄　均 現存

ステーション東部 福岡市博多区千代４丁目２９番 医師会
２４号　三原第３ビル６Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3039,002,0 訪問看護ステーション 〒812-0034 092-262-4626 那須　百合美 平 7. 8. 1 医療法人　原三信病院 平　祐二 現存

　おおはま 福岡市博多区下呉服町４番１３ 　
号　トーカマンション博多

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4039,003,8 訪問看護ステーション 〒812-0063 092-626-0502 内野　房代 平 8. 2. 1 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 現存

　たんぽぽ 福岡市東区原田１－２３－２８ 療団
　グランデージ箱崎２０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5039,004,6 訪問看護ステーション 〒812-0044 092-645-0150 松尾　真実子 平 8.10.21 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 現存

　わかば 福岡市博多区千代３丁目３－４ 療団
　第１５岡部ビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6039,006,1 訪問看護ステーション 〒811-0204 092-603-8510 秦　知恵子 平10. 9. 5 社会福祉法人　創生会 田中　隆二 現存

海の中道 福岡市東区奈多１丁目２番２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7039,008,7 訪問看護ステーション 〒813-0044 092-671-3056 松下　佳美 平11. 1.11 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 現存

そよかぜ 福岡市東区千早１－８－１－１ 療団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8039,011,1 原土井訪問看護リハス 〒813-0024 092-691-7676 中村　美保子 平11.12.20 社会医療法人　原土井 原　寛 現存

テーション　 福岡市東区名子３丁目１－８ 病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9039,014,5 友田病院　訪問看護リ 〒812-0894 092-591-8166 清水　智子 平12. 3.20 医療法人　友愛会 友田　政昭 現存

ハビリステーション 福岡市博多区諸岡３丁目１０－
１８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10039,015,2 なごみ訪問看護ステー 〒813-0044 092-674-3335 樋口　美代子 平12. 4. 1 有限会社　なごみ訪問 行徳　佐代子 現存

ション 福岡市東区千早２丁目２１－１ 看護サービス
１
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  11039,017,8 訪問看護ステーション 〒813-0043 092-661-7444 古賀　義和 平12.11. 1 医療法人　済世会 河野　正美 現存
パラソル 福岡市東区名島４丁目２８－５

３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12039,018,6 あおぞらの里　和白訪 〒811-0214 092-605-7811 鶴田　ひとみ 平13. 1. 1 株式会社　シダー 座小田　孝安 現存

問看護ステーション 福岡市東区和白東１丁目１６番
１０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13039,021,0 訪問看護ステーション 〒812-0036 092-281-7113 南　有紀 平15. 8. 1 医療法人　牟田内科ク 牟田　實 現存

　みのり 福岡市博多区上呉服町１０番１ リニック
号博多三井ビル地階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14039,022,8 訪問看護ステーション 〒813-0031 092-691-8181 右田　志保 平15.10. 1 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 現存

在宅ケアセンターたた 福岡市東区八田１丁目４番４８ 療団
ら 号　アピアリ八田Ｂ棟内

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15039,025,1 あい愛訪問看護ステー 〒813-0042 092-663-2037 関口　真由美 平16. 5. 1 あおば地域医療研究所 山下　智範 現存

ション 福岡市東区舞松原１丁目８－１ 有限会社
９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16039,030,1 アムナス博多　訪問看 〒812-0018 092-273-1028 野田　洋子 平18. 4. 1 株式会社マイケア 野田　洋子 現存

護ステーション 福岡市博多区住吉３丁目９番１
号カワイアーバンビルⅡ　７１
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17039,031,9 博多みずほ訪問看護ス 〒812-0017 092-433-5880 山﨑　亜希子 平18. 4. 1 帝人在宅医療株式会社 桑原　稔明 現存

テーション 福岡市博多区美野島１－２－８
ＮＴビル３階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18039,035,0 アップルハート訪問看 〒812-0054 092-633-3781 権藤　ゆみ 平19.12. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション福岡 福岡市東区馬出二丁目２番４８ 会社
号　パティオス東公園　１０１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19039,040,0 訪問看護ステーション 〒812-0053 092-643-8208 濱田　知里 平22. 6. 1 株式会社　西興 田原　直幸 現存

にしこう博多 福岡市東区箱崎１丁目２８－６
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  20039,041,8 訪問看護ステーション 〒812-0044 092-409-8225 豊本　玲子 平22.10. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存
　デューン福岡 福岡市博多区千代一丁目２１番 ド

２４号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21039,042,6 訪問看護ステーション 〒812-0061 092-621-1755 北島　貴子 平23. 1. 1 合同会社ビューティフ 北島　貴子 現存

ゆいまーる 福岡市東区筥松３－１６－３６ ルサンデー
明石ビル１０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22039,044,2 アイケア博多 〒812-0872 092-586-5201 賀茂　亜由美 平23. 7. 1 合同会社アクラス 富松　明仁 現存

福岡市博多区春町一丁目６番１
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23039,045,9 訪問看護ステーション 〒812-0041 092-626-9777 松岡　綾 平23. 9. 1 医療法人　相生会 入江　伸 現存

吉塚 福岡市博多区吉塚７丁目６番２
９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24039,046,7 ますとみ訪問看護ステ 〒813-0044 092-663-8300 増冨　智子 平23. 9. 1 ますとみ株式会社 増冨　智子 現存

ーション 福岡市東区千早五丁目１５番２
７－９０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25039,047,5 訪問看護ステーション 〒813-0036 092-980-1792 猿渡　祐子 平24. 2. 1 株式会社耀・悠祐 猿渡　祐子 現存

き・ら・ら 福岡市東区若宮４－６－１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26039,048,3 在宅リハビリ訪問看護 〒812-0029 092-282-1046 小畑　摩佐子 平24.11. 1 株式会社　Ｈｕｍａｎ 髙妻　雅裕 現存

ステーションＴＯＭＯ 福岡市博多区古門戸町３番１２ 　Ｌｏｏｐ
博多 －３０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27039,049,1 在宅リハビリ訪問看護 〒812-0872 092-588-3250 松浦　悠加 平24.11. 1 株式会社　Ｈｕｍａｎ 髙妻　雅裕 現存

ステーションＴＯＭＯ 福岡市博多区春町１－４－５ 　Ｌｏｏｐ
南

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28039,050,9 貝塚病院　訪問看護ス 〒812-0053 092-632-3366 岩川　圭子 平24.12. 1 医療法人　貝塚病院 庄司　哲也 現存

テーション 福岡市東区箱崎７丁目７番地３
４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  29039,051,7 ロイヤル博多訪問看護 〒812-0895 092-409-5611 大石　結可 平25. 1. 1 株式会社　社会福祉総 北原　弘美 現存
ステーション 福岡市博多区竹下四丁目１４番 合研究所

３７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30039,058,2 ケアリング訪問看護ス 〒812-0054 092-292-1207 岡部　千春 平26. 4. 1 株式会社ケアリング 中尾　光明 現存

テーション 福岡市東区馬出四丁目３番８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31039,059,0 訪問看護ステーション 〒812-0888 092-572-3805 岩﨑　智子 平26. 5. 1 株式会社メディカルア 牛島　真由美 現存

　Ｓｏｅｌｕ～そえる 福岡市博多区板付五丁目７番２ シスト
～ 号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32039,060,8 訪問看護ステーション 〒813-0044 092-674-0100 佐藤　佳子 平26. 6. 1 一般社団法人ちはやＡ 渡邉　真里子 現存

　ちはやＡＣＴ 福岡市東区千早五丁目２０番１ ＣＴ
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33039,061,6 訪問看護ステーション 〒812-0053 092-651-4521 馬島　妙子 平26. 9. 1 株式会社愛メディカル 入江　祐美子 現存

　渚 福岡市東区箱崎三丁目３２番１ サポート
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34039,064,0 ワック訪問看護サービ 〒812-0878 092-404-2326 市川　豊子 平24. 7. 1 株式会社ワック福岡 宮田　公英 現存

ス 福岡市博多区竹丘町一丁目１番
２４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35039,065,7 訪問看護ステーション 〒813-0004 092-775-1231 原田　美穂子 平27. 4. 1 株式会社ルミナス 原田　美穂子 現存

　りんりん 福岡市東区松香台二丁目１０番
３８－３０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36039,067,3 在宅リハビリ訪問看護 〒813-0003 092-410-0510 上村　紀美香 平27. 5. 1 株式会社リセラ 鎌田　武 現存

ステーション　Ｒｅ’ 福岡市東区香住ケ丘二丁目４８
ｓｅｌａ 番５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37039,068,1 ケア２１メディカル訪 〒812-0854 092-504-7524 松竹谷　照美 平27. 6. 1 株式会社ケア２１メデ 依田　雅 現存

問看護ステーションぴ 福岡市博多区東月隈四丁目２番 ィカル
～す月隈 １５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所所在地 電話番号 管理者氏名 指定年月日 事業者名 代表者氏名 備考

              コード内容別訪問看護事業所一覧表
［平成30年 6月 1日現在　現存／休止］

平成30年 6月 1日作成      5 頁

  38039,069,9 訪問看護ステーション 〒813-0044 092-410-3588 長谷川　麻希子 平27. 7. 1 医療法人　宮近整形外 宮近　信彦 現存
　いぶきの風 福岡市東区千早一丁目６番１０ 科医院

号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39039,070,7 ふるーる訪問看護ステ 〒812-0877 092-588-5522 池邉　啓子 平27. 8. 1 株式会社ケアネット徳 深川　大功 現存

ーション南福岡 福岡市博多区元町二丁目１番６ 洲会
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40039,073,1 訪問看護ステーション 〒812-0054 092-624-0211 井上　博子 平27.10. 1 えんまん株式会社 吉岡　由紀子 現存

えんまん 福岡市東区馬出六丁目１４番１
０－２０５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41039,075,6 カラーズ訪問看護ステ 〒813-0062 092-981-2057 今福　直美 平27.12. 1 株式会社カラーズハウ 德久　徹也 現存

ーション 福岡市東区松島４丁目１番１５ ス
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42039,076,4 かがやき訪問看護ステ 〒811-0323 092-603-0595 髙木　久美 平28. 1. 1 株式会社　明香 髙木　洋次 現存

ーション 福岡市東区志賀島６５１番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43039,077,2 おくだクリニック　訪 〒813-0044 092-661-9555 成松　睦子 平28. 1. 1 医療法人　福香会 奥田　隆司 現存

問看護ステーション 福岡市東区千早二丁目４番１０
－１０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44039,081,4 在宅看護センター　レ 〒813-0036 092-210-4095 野崎　仁美 平28. 5. 1 一般社団法人レイール 野崎　仁美 現存

イル 福岡市東区若宮五丁目４番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45039,082,2 アップルハート訪問看 〒813-0001 092-672-9671 河野　真利子 平28. 8. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション福岡東 福岡市東区唐原一丁目２番４２ 会社
号ＬＢビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46039,083,0 健康医療医学会訪問看 〒812-0016 092-481-7566 南部　美智子 平28.11. 1 一般社団法人健康医療 星子　勝 現存

護ステーション 福岡市博多区博多駅南四丁目１ 医学会
７番２０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  47039,084,8 かねのくま訪問看護ス 〒812-0863 092-504-0251 長坂　カチ子 平28.11. 1 医療法人相生会 入江　伸 現存
テーション 福岡市博多区金の隈三丁目２４

番１６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48039,085,5 さわやか訪問看護ステ 〒812-0862 092-937-5577 海住　登美子 平29. 3. 1 株式会社　さわやか倶 内山　文治 現存

ーション福岡 福岡市博多区立花寺１７３番１ 楽部
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49039,086,3 訪問看護ステーション 〒813-0013 092-710-8101 廣川　聖司 平29. 4. 1 アイエルエス株式会社 尾﨑　仁剛 現存

　クリーンケア 福岡市東区香椎駅前一丁目１７
番４３－９０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50039,087,1 あわーず福岡博多訪問 〒812-0874 050-6861-0105 古賀　二三枝 平29. 4. 1 株式会社あわーず福岡 岡橋　正之 現存

看護リハビリステーシ 福岡市博多区光丘町一丁目１番 北九州
ョン ３６号フィールド南福岡１０４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51039,088,9 ありす訪問看護リハビ 〒814-0151 092-834-2399 藤井　まり 平29. 4. 1 株式会社Ｂｒａｎｃｈ 権藤　光枝 現存

リステーション 福岡市城南区堤一丁目１１番２ ｅｓ
３－５０５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52039,089,7 アイランドシティ訪問 〒813-0017 092-692-1283 坂本　彩佳 平29. 4. 1 株式会社アイランドシ 大保　敏之 現存

看護ステーション 福岡市東区香椎照葉三丁目４番 ティケアセンター
５号３階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53039,091,3 りんくるナース博多訪 〒812-0882 092-586-5080 太田　美貴 平29. 5. 1 合同会社リンクル 岡本　隆芳 現存

問看護ステーション 福岡市博多区麦野五丁目３－２
０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54039,092,1 訪問看護ステーション 〒812-0892 092-483-1613 室原　佳美 平29. 4. 1 株式会社ＩＮＯ・ＲＩ 井上　清織 現存

　陽花 福岡市博多区東那珂三丁目６番 Ｏ
５０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55039,094,7 訪問看護ハートステー 〒812-0863 092-558-1180 中野　恵理 平29. 5. 1 株式会社ハートステー 中野　恵理 現存

ション博多 福岡市博多区金の隈３丁目１８ ション
－３０
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  56039,095,4 柏愛会　訪問看護ステ 〒812-0861 092-513-0626 木下　希実 平29. 5. 1 医療法人　柏愛会 林　廣青 現存
ーション 福岡市博多区浦田一丁目１１番

１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57039,097,0 アップルハート訪問看 〒812-0894 092-591-0761 市田　ひろみ 平29. 6. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション博多 福岡市博多区諸岡二丁目４番６ 会社
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58039,098,8 訪問看護ステーション 〒811-0214 092-608-7137 赤坂　明子 平29.11. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン福岡東 福岡市東区和白東三丁目２９番 ド
４０－１０９号ヒューマンズ新
宮駅前店舗

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59039,099,6 香住ヶ丘リハビリ訪問 〒813-0003 092-674-0202 野田　里衣 平29.12. 1 ヘルスケアリンク株式 西村　健一 現存

看護ステーション 福岡市東区香住ケ丘一丁目７番 会社
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60039,100,2 福岡みらい病院　訪問 〒813-0017 092-662-3770 今村　加代子 平30. 1. 1 医療法人相生会 入江　伸 現存

看護ステーション 福岡市東区香椎照葉三丁目５番
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61039,101,0 アイエック訪問看護ス 〒813-0019 092-410-3931 川上　みゆき 平30. 1. 1 株式会社エビデンスケ 國本　智江美 現存

テーション　東 福岡市東区みなと香椎三丁目１ ア研究所
番２４－１０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62039,102,8 ライフスタイル訪問看 〒813-0035 092-673-2333 三戸　木綿子 平30. 4. 1 スリードア株式会社 三戸　木綿子 現存

護ステーション 福岡市東区松崎三丁目３０番１
２－１０５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63039,103,6 訪問看護ステーション 〒811-0206 092-609-9119 吉村　美津子 平30. 4. 1 医療法人優なぎ会 熊谷　雅之 現存

がんのす 福岡市東区雁の巣一丁目２６番
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64039,104,4 香椎原病院　かしいの 〒813-0011 092-662-1349 長谷川　都紀代 平30. 4. 1 医療法人原三信病院 平　祐二 現存

杜　訪問看護ステーシ 福岡市東区香椎三丁目３番１号
ョン　あやすぎ
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  65039,105,1 エデュコ訪問看護ステ 〒812-0001 092-985-2506 諏訪原　加奈子 平30. 5. 1 株式会社　エデュコ 諏訪原　加奈子 現存
ーション博多 福岡市博多区大井二丁目１０番

２４号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66049,000,2 ささぐり訪問看護ステ 〒811-2402 092-947-2772 土井　康子 平 6.10. 1 医療法人　泯江堂三野 三野原　元澄 現存

ーション 糟屋郡篠栗町金出３５５３ 原病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67049,001,0 あすなろ訪問看護ステ 〒811-2221 092-936-9653 住吉　梨絵 平 7. 3. 1 医療法人社団　正信会 増田　住博 現存

ーション 糟屋郡須惠町旅石６８番地２６
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68049,003,6 栄光会訪問看護ステー 〒811-2205 092-935-0147 関　恵美子 平 9. 2. 1 社会医療法人　栄光会 青戸　雄司 現存

ション 糟屋郡志免町別府二丁目２番１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69049,005,1 医療法人井上会　訪問 〒811-2413 092-947-0711 小宮　智子 平 9. 5. 1 医療法人　井上会 陣内　重三 現存

看護ステーションさわ 糟屋郡篠栗町尾仲９４
やか

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70049,006,9 粕屋医師会　訪問看護 〒811-2501 092-652-3105 森　晴美 平 9. 9. 1 一般社団法人　粕屋医 松尾　喬之 現存

ステーション 糟屋郡久山町久原３１６８－１ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71049,007,7 訪問看護ステーション 〒811-2316 092-939-2511 森　睦 平10. 6.15 社会医療法人　青洲会 河野　輝昭 現存

　おおぞら 糟屋郡粕屋町長者原西３丁目１
３番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72049,009,3 粕屋南訪問看護ステー 〒811-2100 092-933-7171 津田　憲二 平12. 4. 1 医療法人　みなみ　粕 玉井　収 現存

ション 宇美町宇美東１丁目９－１８ 屋南病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73049,012,7 訪問看護ステーション 〒811-0110 092-940-5155 下坂　美代子 平12.11. 1 公益社団法人　福岡医 小西　恭司 現存

　たちばな 糟屋郡新宮町夜臼糟屋郡新宮町 療団
夜臼５丁目５－１７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74049,016,8 アップルハート訪問看 〒811-2207 092-937-6711 山下　衣江 平19.12. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション糟屋 糟屋郡志免町南里１１－５ 会社
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  75049,018,4 訪問看護ステーション 〒811-2246 092-937-2122 熊谷　しのぶ 平23. 4. 1 特定非営利活動法人緩 平野　賴子 現存
あかり 糟屋郡志免町片峰中央糟屋郡志 和ケア支援センターコ

免町片峰中央４丁目２－３－３ ミュニティ
０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76049,019,2 訪問看護ステーション 〒811-2414 092-980-1247 山城　律子 平23. 9. 1 株式会社大地コミュニ 山城　律子 現存

大地 糟屋郡篠栗町和田９４０－２１ ティケア
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77049,020,0 訪問看護ステーション 〒811-2302 092-938-3776 今丸　満美 平23.12. 1 有限会社エルム 今丸　満美 現存

　エルム 糟屋郡粕屋町大隈１０５５番１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78049,025,9 訪問看護ステーション 〒811-2200 092-692-7859 富永　智子 平26. 4. 1 有限会社ポラリス 堤　利栄 現存

いちばん星ｋｉｄｓ 糟屋郡志免町志免中央２丁目６
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79049,026,7 ニコニコハート訪問看 〒811-2207 092-692-4649 森口　真紀子 平26.10. 1 ニコニコハート株式会 山田　由美子 現存

護ステーション 糟屋郡志免町南里２－２８－２ 社
０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80049,027,5 からだ訪問看護 〒811-2233 092-611-1172 堂薗　磨希子 平26. 5. 1 體株式会社 堂薗　剛司 現存

糟屋郡志免町別府北１－８－２
０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81049,028,3 訪問看護ステーション 〒811-0119 092-963-3330 陣内　真紀子 平27. 3. 1 有限会社総合福祉サー 赤尾　義貞 現存

新宮宴 糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目１７ ビスアイル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82049,029,1 訪問看護ステーション 〒811-2101 092-776-1603 松尾　三矢子 平27. 3. 1 株式会社　ライフケア 濱渦　章雄 現存

　ライフケア宇美 糟屋郡宇美町宇美４丁目２－２ 宇美
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83049,031,7 訪問看護ステーション 〒811-0119 092-963-3330 平田　ひろみ 平28. 8. 1 有限会社総合福祉サー 赤尾　義貞 現存

新宮宴 糟屋郡新宮町緑ケ浜４丁目１７ ビスアイル
－１２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  84049,032,5 訪問看護ステーション 〒811-2317 092-519-0235 村田　匡繁 平29. 2. 1 株式会社Ｐ．Ｈ．Ｓ 代表取締役　村田匡 現存
ひとごころ 糟屋郡粕屋町長者原東二丁目８ 繁

番２５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85049,033,3 すこやか　訪問看護ス 〒811-2126 092-957-0107 物部　哲也 平30. 5. 1 株式会社ハート・ビー 森山　雅裕 現存

テーション 糟屋郡宇美町障子岳南２－２２ ト
－１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86059,000,9 水光会ふくま訪問看護 〒811-3209 0940-34-3111 橘木　喜美代 平 7. 7. 3 医療法人　社団水光会 津留　英智 現存

ステーション 福津市日蒔野福岡県福津市日蒔 宗像水光会総合病院
野５丁目８－７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87059,001,7 訪問看護ステーション 〒811-3216 0940-72-4442 渡邊　和子 平25.10. 1 医療法人恵愛会 坂田　利家 現存

　ふくま 福津市花見が浜１丁目１１番３
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88059,005,8 訪問看護ステーション 〒811-3217 0940-51-3437 柴代　貴志 平28. 2. 1 株式会社百合 大庭　祥子 現存

　しらゆり 福津市中央１丁目１９番７号２
０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  89059,006,6 訪問看護センター　福 〒811-3217 0940-36-9312 林田　多惠子 平29. 5. 1 株式会社ハヤシダヒロ 林田　多惠子 現存

津の里 福津市中央五丁目１０番７号 シ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90059,007,4 はなえみ訪問看護ステ 〒811-3221 0940-51-4360 濱田　千春 平30. 4. 1 シースプリング株式会 濱田　千春 現存

ーション 福津市若木台４丁目１３番１１ 社
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91059,008,2 福津訪問看護ステーシ 〒811-3202 0940-62-5535 大野　健司 平30. 4. 1 合同会社ウェルネス 矢野　周太郎 現存

ョン 福津市畦町４４０番地の８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92069,001,5 宗像医師会訪問看護ス 〒811-3431 0940-36-1200 永田　しのぶ 平 6.10. 1 一般社団法人　宗像医 上田　寛 現存

テーション 宗像市田熊五丁目５番１号 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93069,003,1 医療法人光洋会赤間病 〒811-4147 0940-32-2206 有吉　チエミ 平11. 6. 1 医療法人　光洋会 三宅　陽 現存

院訪問看護ステーショ 宗像市石丸１丁目６番７号
ン
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  94069,004,9 訪問看護ステーション 〒811-3436 0940-37-3136 塩宮　里香 平17. 4. 1 株式会社　せいか 大根田　彬 現存
むなかた 宗像市東郷６丁目１番１０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95069,008,0 アップルハート訪問看 〒811-4173 0940-39-7011 日比生　倫代 平26. 2. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション宗像 宗像市栄町１－１２ 会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96069,009,8 在宅看護センターミモ 〒811-3425 0940-37-0046 長澤　祐子 平28. 8. 1 一般社団法人ミモザ 長澤　祐子 現存

ザ 宗像市日の里１－３１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97069,010,6 訪問看護　エスペラン 〒811-4173 0940-62-5303 香山　三佳 平27. 9. 1 株式会社ＭＡＹスリー 上村　安彦 現存

サ 宗像市栄町１２－６－２０２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98069,011,4 訪問看護センター阿部 〒811-3425 0940-39-3274 阿部　久美子 平30. 5. 1 合同会社福岡在宅看護 阿部　和信 現存

宗像市日の里五丁目１番地１７ 総合センター
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99079,000,5 福岡県看護協会訪問看 〒811-3116 092-942-0377 吉田　由美子 平 9. 3. 1 公益社団法人　福岡県 花岡　夏子 現存

護ステーション「こが 古賀市庄２０５番地　古賀市保 看護協会
」 健福祉総合センター内

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100079,002,1 あおぞらの里　古賀訪 〒811-3117 092-940-2135 髙原　左知子 平13. 1. 1 株式会社　シダー 座小田　孝安 現存

問看護ステーション 古賀市今の庄２－８－２８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101079,003,9 訪問看護ステーション 〒811-3111 092-943-1870 松根　たつみ 平20.11. 1 医療法人豊資会 加野　資典 現存

やまびこ 古賀市花見南１丁目２－１５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102079,004,7 訪問看護リハビリステ 〒811-3104 092-410-2725 井手　眞知子 平27. 7. 1 株式会社眞豊 井手　眞知子 現存

ーションひまわり 古賀市花鶴丘２丁目８番２号ア
ザレア中野１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103079,005,4 あいわ訪問看護ステー 〒811-3101 092-692-2122 松下　志津子 平27.11. 1 医療法人社団愛和会 吉武　宣明 現存

ション 古賀市天神１丁目１３－３０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104079,006,2 りはぷる訪問看護ステ 〒811-3113 092-982-3451 柴田　やよい 平28. 4. 1 ＩｍｐｒｏＢｏｔｈ株 宮﨑　真吾 現存

ーション 古賀市千鳥１－２－１２青木コ 式会社
ーポ１Ｆ
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 105079,007,0 訪問看護ステーション 〒811-3125 092-692-7655 山下　郁代 平19. 5. 1 有限会社ポラリス 堤　利栄 現存
いちばん星 古賀市谷山７３５－１４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106119,000,7 ふれあい訪問看護ステ 〒814-0171 092-861-2780 伊原　美智子 平 6.10. 1 医療法人　福西会 白日　高歩 現存

ーション 福岡市早良区野芥１丁目２番３
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107119,001,5 博愛訪問看護ステーシ 〒810-0034 092-735-7070 小野　順子 平 6.10. 1 医療法人財団　博愛会 那須　繁 現存

ョンささおか 福岡市中央区笹丘１丁目２８番
１５号ピアステージ笹丘２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108119,003,1 訪問看護ステーション 〒814-0143 092-864-1212 竹中　裕子 平 6.10. 1 医療法人社団　江頭会 江頭　啓介 現存

さくら 福岡市城南区南片江６－２－３ 　さくら病院
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109119,004,9 すこやか訪問看護ステ 〒814-0163 092-865-0842 江田　照美 平 6.10. 1 医療法人　社団　誠和 牟田　和男 現存

ーション 福岡市早良区干隈３－１１－７ 会
－１０７　第２耕和ビル

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 110119,005,6 せふり訪問看護ステー 〒811-1102 092-872-4600 和田　善子 平 6.10. 1 医療法人　楽天堂 廣橋　紀正 現存

ション 福岡市早良区東入部６丁目１５
番９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111119,006,4 福岡市医師会訪問看護 〒810-0013 092-406-9313 松浦　彩 平 6.10. 1 一般社団法人　福岡市 長柄　均 現存

ステーション中部 福岡市中央区大宮１丁目３番１ 医師会
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112119,008,0 福岡市医師会訪問看護 〒814-0031 092-844-6401 長弘　矢津光 平 6.10. 1 一般社団法人　福岡市 長柄　均 現存

ステーション西部 福岡市早良区南庄２丁目１２番 医師会
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113119,010,6 とりかい訪問看護ステ 〒814-0103 092-831-6031 大村　清子 平 8. 1. 4 医療法人　弘医会 森重　立身 現存

ーション 福岡市城南区鳥飼６丁目７番１
４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 114119,011,4 訪問看護ステーション 〒819-0055 092-881-1299 山下　由佳里 平 8.12.16 医療法人　西福岡病院 安藤　文英 現存
　ふよう 福岡市西区生の松原３丁目１８

番８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115119,012,2 訪問看護ステーション 〒814-0155 092-866-3502 平野　由美子 平 9. 1.15 医療法人　「いこいの 橋口　庸 現存

　いこいの森 福岡市城南区東油山６丁目１９ 森」
番２３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116119,013,0 訪問看護ステーション 〒814-0171 092-863-9801 豊留　浩 平 9.11.10 医療法人　泯江堂 三野原　義光 現存

　あいりす 福岡市早良区野芥５丁目６番３
７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117119,016,3 訪問看護ステーション 〒819-0043 092-812-6226 松尾　恵子 平10. 5.18 医療法人　博仁会 原　道也 現存

わたぼうし 福岡市西区野方７丁目７７０番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118119,017,1 ひらお訪問看護ステー 〒810-0014 092-523-3931 猪ノ口　勇子 平10. 8. 1 医療法人　寺沢病院 寺澤　正壽 現存

ション 福岡市中央区平尾２－１７－２
０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 119119,018,9 訪問看護ステーション 〒819-0022 092-891-3864 森﨑　壽美 平11. 1.11 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 現存

コスモス 福岡市西区福重５丁目１－２７ 療団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120119,019,7 あすか訪問看護ステー 〒819-0002 092-894-1336 梅下　千代子 平11. 8. 1 医療法人　海洋会 倉光　正春 現存

ション 福岡市西区姪の浜４－２２－６
高田ビル２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121119,020,5 訪問看護ステーション 〒814-0153 092-541-2035 栗山　陽子 平11. 8. 1 医療法人　順和 服部　文忠 現存

　ホームケアながお 福岡市城南区樋井川３丁目４６
番５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122119,022,1 訪問看護ステーション 〒814-0131 092-872-5353 吉瀬　由喜子 平11. 9. 1 医療法人　社団誠仁会 飯田　武史 現存

「めおといわ」 福岡市城南区松山２丁目８－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 123119,023,9 倉光クリニック訪問看 〒819-0002 092-895-3103 浦川　ます代 平11.11. 1 医療法人　海洋会 倉光　正春 現存
護ステーション 福岡市西区姪の浜４丁目２３－

７　大産姪浜ビル３０２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124119,024,7 サザン訪問看護ステー 〒819-0031 092-874-2370 上善　裕子 平11.11.22 医療法人　おがた整形 緒方　孝俊 現存

ション 福岡市西区橋本１丁目３４番４ 外科病院
０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125119,030,4 医療法人財団　華林会 〒819-0032 092-811-3408 深川　知栄 平14. 4. 1 医療法人財団　華林会 菊池　仁志 現存

訪問看護ステーション 福岡市西区戸切２丁目１４番４
　かりん ５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126119,036,1 今津赤十字訪問看護ス 〒819-0165 092-806-2077 溝尻　千晶 平17. 5. 1 日本赤十字社 社長　近衞忠煇 現存

テーション 福岡市西区今津３７７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127119,039,5 訪問看護ステーション 〒819-0052 092-834-6538 進藤　光代 平18. 4. 1 特定非営利活動法人緩 平野　賴子 現存

はな 福岡市西区下山門２丁目９番６ 和ケア支援センターコ
号 ミュニティ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128119,041,1 訪問看護ステーション 〒819-0055 092-894-2131 池田　幸恵 平18.11. 1 株式会社　松栄医療 島田　慎治 現存

ひまわり 福岡市西区生の松原２－５－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129119,043,7 訪問看護ステーション 〒819-0000 092-812-8018 安藤　恵子 平19. 9. 1 株式会社　ウエルフェ 安藤　恵子 現存

　虹 福岡市西区室見が丘　１丁目４ ア福岡
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 130119,044,5 アップルハート訪問看 〒819-0006 092-883-8051 岡﨑　博子 平19.12. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション福岡西 福岡市西区姪浜駅南１丁目２番 会社
１号　テーラベルデ　３０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131119,046,0 訪問看護ステーション 〒814-0001 092-831-1903 伊藤　礼子 平21.10. 1 医療法人社団　高邦会 高木　邦格 現存

　ももち 福岡市早良区百道浜三丁目６番
４０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 132119,049,4 訪問看護ステーション 〒814-0122 092-980-2165 鷹子　剛 平24. 3. 1 一般社団法人ＱーＡＣ 末安　良光 現存
ＱーＡＣＴ 福岡市城南区友泉亭７－１７　 Ｔ

リバーサイド友泉２０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133119,050,2 ウエストライフ　訪問 〒814-0143 092-865-4164 新納　陽子 平24. 4. 1 西部ガスライフサポー 井上　健一 現存

看護ステーション 福岡市城南区南片江六丁目１２ ト株式会社
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134119,051,0 福岡訪問看護ステーシ 〒810-0021 嘉村　芳子 平22. 2. 1 株式会社犬丸カズヱ 犬丸　勝子 現存

ョン 福岡市中央区今泉１丁目１４－
２１グランピア天神１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135119,054,4 訪問看護ステーション 〒811-1102 092-872-8800 小泊　美佐代 平25. 1. 1 株式会社　ＳＯＦＴ 平尾　壮志 現存

水月 福岡市早良区東入部二丁目２番
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136119,056,9 医療法人福岡桜十字　 〒810-0004 緒方　小百合 平 9.12. 1 医療法人福岡桜十字 今村　博孝 現存

桜十字福岡病院訪問看 福岡市中央区渡辺通３－３－７
護ステーション クリーンビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137119,057,7 訪問看護ステーション 〒810-0034 092-791-1570 鬼木　きょう 平25. 8. 1 株式会社　寿文 印南　健一郎 現存

　ゆい 福岡市中央区笹丘二丁目１８番
３６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138119,058,5 訪問看護ステーション 〒814-0021 092-821-1887 福井　幸惠 平23. 4. 1 株式会社ふみコーポレ 福井　幸惠 現存

　紙ふうせん 福岡市早良区荒江二丁目１２番 ーション
２１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 139119,059,3 訪問看護ステーション 〒810-0004 092-791-6027 野村　美津子 平24. 8. 1 株式会社　暖家 野村　美津子 現存

風和里 福岡市中央区渡辺通三丁目１０
番３９－９０８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 140119,060,1 訪問看護ステーション 〒810-0041 092-724-6711 奥園　八代生 平25.10. 1 エムシーエー株式会社 安田　益男 現存

天神 福岡市中央区大名二丁目８番２
２号
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 141119,063,5 福西会訪問看護ステー 〒814-0171 092-861-8055 船津　美奈子 平26. 1. 1 医療法人　福西会 白日　高歩 現存
ション 福岡市早良区野芥一丁目２番３

６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 142119,064,3 訪問看護ステーション 〒814-0142 092-834-7266 村上　由美子 平26. 2. 1 株式会社優志 村上　勝彦 現存

　みやび 福岡市城南区片江２丁目２３－
５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 143119,066,8 訪問看護ステーション 〒819-0002 092-883-6122 中山　順子 平26. 4. 1 株式会社サワライズ 柴田　耕治 現存

　テラシス桜花 福岡市西区姪の浜二丁目２８番
４３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 144119,068,4 ケアネットワークいや 〒811-1101 092-872-8072 川内野　雅志 平26. 5. 1 株式会社　Ｄ＆Ｍコー 松村　貴裕 現存

し早良 福岡市早良区重留六丁目６番１ ポレーション
０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 145119,069,2 訪問看護ステーション 〒819-0167 092-836-8345 長谷　みゆき 平26. 9. 1 株式会社ｃｏｃｏｒｏ 大西　敦子 現存

ｃｏｃｏｒｏ 福岡市西区今宿三丁目２２番１
１－１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 146119,070,0 かがやき訪問看護ステ 〒819-0164 092-807-5588 藤川　佳織 平26.10. 1 医療法人　輝松会 松尾　尚 現存

ーション 福岡市西区今宿町５８３番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 147119,072,6 訪問看護ステーション 〒814-0144 092-866-0668 池田　耕治 平27. 3. 1 一般社団法人メンタル 皿田　洋子 現存

　アトラス福岡 福岡市城南区梅林二丁目２番１ ヘルスサポート九州
７－３０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 148119,073,4 アップルハート訪問看 〒814-0012 092-687-5088 藤谷　美鈴 平21. 8. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーションひよこ 福岡市早良区昭代一丁目１６番 会社
３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 149119,074,2 日の出ナースステーシ 〒814-0022 092-407-6339 西園　幸代 平27. 5. 1 株式会社ファミリー・ 江藤　朝子 現存

ョン 福岡市早良区原２丁目１５－２ ストーリー
５第二ヤギビル１０６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所所在地 電話番号 管理者氏名 指定年月日 事業者名 代表者氏名 備考

              コード内容別訪問看護事業所一覧表
［平成30年 6月 1日現在　現存／休止］

平成30年 6月 1日作成     17 頁

 150119,075,9 訪問看護ステーション 〒810-0062 092-791-3222 山本　栄子 平27. 6. 1 合同会社えんど 昌子　隆 現存
　とうにん 福岡市中央区荒戸三丁目８番２

２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 151119,076,7 早稲田イーライフ福岡 〒810-0064 092-737-1213 桑原　富美子 平27. 7. 1 株式会社　アルサージ 瀬尾　幸太郎 現存

ドーム南訪問看護 福岡市中央区地行２－１４－１ ュ
０－１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 152119,077,5 セントケア訪問看護ス 〒814-0104 092-834-2348 後藤　登茂美 平27. 7. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション福岡城南 福岡市城南区別府六丁目４番１ 社
－２０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 153119,078,3 桜十字訪問看護ステー 〒810-0063 092-726-7172 新　明美 平27. 8. 1 株式会社　桜十字 梶　正登 現存

ション黒門 福岡市中央区唐人町三丁目１１
番３０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 154119,079,1 訪問看護ステーション 〒819-0025 092-891-2642 深川　和子 平27. 9. 1 社会医療法人財団白十 富永　雅也 現存

白十字 福岡市西区石丸三丁目７番３１ 字会
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 155119,081,7 訪問看護ステーション 〒814-0175 092-407-9024 羽太　嘉一 平27.11. 1 ＮＰＯ法人はね訪問看 羽太　嘉一 現存

Ｏｈａｎａ 福岡市早良区田村７丁目１４－ 護ステーションＯｈａ
９０ ｎａ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 156119,083,3 訪問看護リハビリステ 〒810-0022 092-534-2166 仙波　美幸 平27.12. 1 株式会社メディケア 山川　泰明 現存

ーションどりぃむ 福岡市中央区薬院３－３－５－
５Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 157119,084,1 山﨑訪問看護ステーシ 〒814-0112 092-866-5885 山﨑　弘枝 平28. 1. 1 株式会社ゆうコーポレ 山﨑　弘枝 現存

ョン 福岡市城南区友丘五丁目１１番 ーション
３－１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 158119,085,8 訪問看護ステーション 〒819-0043 092-812-1501 伊藤　稔子 平28. 2. 1 有限会社ケアパートナ 岡野　早苗 現存

杜の樹 福岡市西区野方六丁目３３番１ ー
８号
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 159119,093,2 訪問看護ステーション 〒819-0025 092-881-1272 沼澤　かおり 平28.10. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存
　デューン姪浜 福岡市西区石丸一丁目２番１０ ド

号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 160119,094,0 訪問看護ステーション 〒819-0378 092-806-2061 酒井　美穂 平29. 1. 1 医療法人　光陽会 舩津　邦比古 現存

　ゆとり 福岡市西区徳永北１８番５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 161119,095,7 ウエルケア訪問看護ス 〒810-0022 092-534-7122 井上　恵子 平29. 5. 1 有限会社ウエルケア 勢島　充 現存

テーション 福岡市中央区薬院２丁目６－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 162119,097,3 あなぶきケアサービス 〒814-0022 092-407-2026 高倉　里以 平29. 6. 1 あなぶきメディカルケ 大谷　佳久 現存

福岡　訪問看護事業所 福岡市早良区原三丁目１０番４ ア株式会社
号アルファリビング福岡原内

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 163119,098,1 まごころ訪問看護ステ 〒814-0134 092-845-1011 松尾　勝恵 平29. 7. 1 メディカル・ケアライ 古賀　功一 現存

ーション 福岡市城南区飯倉一丁目６番２ フ株式会社
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 164119,099,9 訪問看護ステーション 〒814-0132 092-707-7848 川添　紀子 平29. 7. 1 医療法人ＡＴＨ 本村　明 現存

　もっともっと 福岡市城南区干隈二丁目８番２
４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 165119,100,5 白金訪問看護ステーシ 〒810-0012 092-753-7273 森藤　祐美 平29. 9. 1 医療法人心信会 池田　潔 現存

ョン 福岡市中央区白金一丁目１７番
８号ＦＳ２１ビル１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 166119,102,1 アフィニティーつばき 〒819-0041 092-892-3858 清水　満紀 平29.12. 1 株式会社　アフィニテ 草田　栄作 現存

　訪問看護ステーショ 福岡市西区拾六町五丁目１６番 ィー
ン ２９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 167119,103,9 ビュートゾルフ福岡 〒819-0015 092-894-5121 山口　美保子 平30. 1. 1 株式会社ライフネス 水田　怜 現存

福岡市西区愛宕二丁目１０番２
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 168119,104,7 ロイヤル田島訪問看護 〒814-0113 092-863-7180 森山　英子 平30. 1. 1 株式会社　社会福祉総 北原　弘美 現存
ステーション 福岡市城南区田島五丁目１１番 合研究所

１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 169119,105,4 ＳＪＲ高取訪問看護ス 〒814-0012 092-833-3770 岸本　淳子 平30. 4. 1 ＪＲ九州シニアライフ 橋本　親徳 現存

テーション 福岡市早良区昭代三丁目７番４ サポート株式会社
０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 170119,106,2 訪問看護ステーション 〒814-0104 092-407-7461 中野　浩一 平30. 4. 1 ＲｅｃｏｖｅｒｙＩｎ 大河原　峻 現存

　リカバリー福岡 福岡市城南区別府三丁目２番５ ｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
号３階 ｌ株式会社

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 171119,107,0 訪問看護ＲＡＩＮＢＯ 〒810-0074 092-231-0135 橋本　哲子 平30. 4. 1 株式会社ＲＡＩＮＢＯ 鈴木　恵介 現存

Ｗ　ＥＡＲＴＨ 福岡市中央区大手門一丁目１番 Ｗ　ＥＡＲＴＨ
３０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 172129,002,1 福岡赤十字訪問看護ス 〒815-0082 092-521-2366 井手　麻利子 平 9. 4.21 日本赤十字社 近衞　忠煇 現存

テーション 福岡市南区大楠３丁目１番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 173129,003,9 みどり訪問看護ステー 〒811-1346 092-566-0571 村上　久美子 平10. 4. 1 医療法人　社団照和会 西岡　雄二 現存

ション 福岡市南区老司２丁目２番２０
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 174129,004,7 訪問看護ステーション 〒811-1355 092-564-2211 中溝　智美 平10. 7.10 医療法人　ひのき会 亀川　陽次郎 現存

　「ひのき」 福岡市南区桧原６丁目４４番２
０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 175129,006,2 訪問看護ステーション 〒815-0082 092-531-9423 田上　美佐子 平11. 1.11 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 現存

すみれ 福岡市南区大楠１丁目１７－７ 療団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 176129,012,0 訪問看護ステーション 〒815-0032 092-541-6210 土肥　砂緒里 平17.11. 1 株式会社　西興 田原　直幸 現存

にしこう 福岡市南区塩原３丁目２４－１
３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 177129,016,1 訪問看護ウィズナース 〒811-1362 092-554-8879 一ノ瀬　由香里 平22.12. 1 株式会社　西日本介護 前川　政雄 現存
ステーション福岡 福岡市南区長住３丁目１番２３ サービス

号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 178129,019,5 訪問看護ステーション 〒811-1355 092-211-1187 川原田　美知子 平23. 5. 1 株式会社ヒバル 古賀　伸司 現存

ひばる 福岡市南区桧原四丁目５番６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 179129,020,3 ニチイケアセンター大 〒815-0032 092-557-3386 野上　さゆり 平23. 9. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

橋訪問看護ステーショ 福岡市南区塩原３丁目１５－１
ン １岡ビル１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 180129,021,1 訪問看護ステーション 〒815-0071 092-406-3436 瀬戸口　恵子 平24. 4. 1 合同会社　おひさま 内野　利恵 現存

　おひさま 福岡市南区平和１丁目２６－１
８－１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 181129,023,7 アシスト訪問看護ステ 〒811-1302 092-586-8842 下川　恵子 平21. 7. 1 株式会社エルエス 土井　英敏 現存

ーション 福岡市南区井尻４丁目２番４５
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 182129,024,5 アイエック　訪問看護 〒811-1356 092-557-1707 國本　智江美 平24.12. 1 株式会社　エビデンス 國本　智江美 現存

ステーション 福岡市南区花畑１丁目２０番２ ケア　研究所
７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 183129,025,2 訪問看護ステーション 〒811-1347 092-403-0880 井上　裕二 平25. 4. 1 有限会社めぐみ 竹内　惠子 現存

のため 福岡市南区野多目五丁目２０番
１２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 184129,026,0 那珂川病院訪問看護ス 〒811-1345 092-565-3603 松下　徳代 平25. 6. 1 社会医療法人　喜悦会 下川　敏弘 現存

テーション 福岡市南区向新町２丁目１８－
２０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 185129,027,8 ケアネットワーク　い 〒811-1344 092-562-0700 郡山　満 平25. 6. 1 株式会社　Ｄ＆Ｍコー 松村　貴裕 現存

やし 福岡市南区三宅１丁目２５番１ ポレーション
３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 186129,028,6 訪問看護ステーション 〒811-1343 092-408-5260 長﨑　美保子 平25. 9. 1 株式会社　優 長﨑　美保子 現存
優凪 福岡市南区和田二丁目４番３５

号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 187129,029,4 エフコープ訪問看護ス 〒811-1323 092-588-0605 石橋　一代 平25.10. 1 エフコープ生活協同組 篠田　陽二 現存

テーション福岡南 福岡市南区弥永四丁目２２番２ 合
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 188129,030,2 訪問看護ちょうちょ柏 〒811-1353 092-555-3315 大久保　佳美 平26. 1. 1 アースウェル株式会社 大久保　正幸 現存

原 福岡市南区柏原五丁目１４番１
７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 189129,033,6 レスプロ福岡訪問看護 〒811-1353 092-567-0326 西方　智子 平27. 4. 1 株式会社レスプロ 俵　英彰 現存

ステーション 福岡市南区柏原四丁目１０番１
２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 190129,034,4 アップルハート訪問看 〒811-1343 092-408-8115 嶋野　惠 平19.12. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション福岡南 福岡市南区和田三丁目２６番７ 会社
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 191129,035,1 在宅支援センター　ク 〒811-1311 092-588-1300 永隈　三和子 平27. 5. 1 医療法人正弘会 髙松　哲也 現存

ローバー 福岡市南区横手一丁目１４番２
９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 192129,037,7 スマイルケア訪問看護 〒811-1314 092-558-8760 竹内　尚徳 平27. 8. 1 株式会社スマイルケア 三浦　叔子 現存

ステーション 福岡市南区的場二丁目２５番１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 193129,039,3 エリーゼ訪問看護ステ 〒811-1345 092-566-2000 渡邊　悦子 平27.12. 1 日本総合介護株式会社 塩塚　陽子 現存

ーション 福岡市南区向新町二丁目９番２
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 194129,040,1 訪問看護ステーション 〒811-1324 092-558-9000 轟　縁 平27.12. 1 株式会社日向 西本　克子 現存

日向 福岡市南区警弥郷二丁目１１番
２０－２０２号
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 195129,041,9 楽らくサポートセンタ 〒811-1347 092-082-0067 片山　暢美 平27.12. 1 株式会社アイランドケ 島　徹 現存
ー　レスピケアナース 福岡市南区野多目一丁目１０番 ア

１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 196129,044,3 セントケア訪問看護ス 〒815-0032 092-557-1061 城戸　和美 平27. 8. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション福岡 福岡市南区塩原４丁目１０番２ 社
３－１セントビル　３０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 197129,045,0 ナースステーション　 〒815-0004 092-451-4950 坂口　克子 平25. 7. 1 株式会社　きらきら 溝口　伸之 現存

きらきら 福岡市南区高木二丁目１３番１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 198129,046,8 訪問看護ステーション 〒811-1314 092-408-2222 吉田　千寿子 平28. 8. 1 株式会社ホームケアリ 吉田　千寿子 現存

彩葉 福岡市南区的場１丁目８番２０ ーフ
号ハイホーム的場２０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199129,047,6 訪問看護ステーション 〒811-1311 092-558-2277 川野　香織 平28. 9. 1 エムアイ・ソリューシ 間野　修平 現存

　花笑み 福岡市南区横手四丁目１３番３ ョン株式会社
１－４０５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 200129,048,4 訪問看護ステーション 〒811-1314 092-589-3011 小村　裕子 平28. 9. 1 医療法人　野見山会　 田　雄蔵 現存

　穏 福岡市南区的場２丁目３７－２ のみやま内科医院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 201129,049,2 訪問看護ステーション 〒815-0082 092-401-6878 出利葉　裕子 平28. 9. 1 一般社団法人幸齢社 井野　昌博 現存

幸齢社 福岡市南区大楠２丁目１４番１
５平尾フクセンビル１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 202129,051,8 ほほえみ　訪問看護ス 〒815-0074 092-710-2162 野別　純子 平29.10. 1 一般社団法人ほほえみ 井上　展聡 現存

テーション 福岡市南区寺塚二丁目８番１５ 会
－３１１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 203129,052,6 訪問看護ステーション 〒811-1344 092-555-4227 山本　倫栄 平30. 4. 1 株式会社ノルディー 岩橋　美和 現存

桃花 福岡市南区三宅一丁目２番１２
－２０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 204129,053,4 訪問看護ステーション 〒811-1313 田中　佐和子 平30. 4. 1 株式会社ＩＮＴＥＲＡ 古川　辰巳 現存
　コアサポート 福岡市南区曰佐五丁目３番８－ ＣＴＩＯＮ

１０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 205149,000,1 みずき訪問看護ステー 〒818-0104 092-922-2050 内野　多美子 平 6.10. 1 医療法人　悠水会 岡部　孝煕 現存

ション 太宰府市通古賀三丁目９番１３
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 206149,001,9 筑紫医師会立訪問看護 〒818-0132 092-920-2828 長尾　靖子 平11.10. 1 一般社団法人　筑紫医 石橋　正彦 現存

ステーション 太宰府市国分３丁目１３番１号 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207149,002,7 アクラス訪問看護ステ 〒818-0125 092-921-7221 河野　弘美 平18.11. 1 株式会社　誠心 吉松　泰子 現存

ーション 太宰府市五条二丁目１８番１６
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 208149,004,3 ハートフル訪問看護ス 〒818-0101 092-925-6301 浦田　信子 平21. 9. 1 株式会社ハートフル 前田　展利 現存

テーション 太宰府市観世音寺一丁目１８番
２９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 209149,007,6 ふぁみりぃふ訪問看護 〒818-0125 092-921-2921 禅院　めぐみ 平24. 5. 1 ＮＰＯ法人ひびお 日比生　健 現存

太宰府市五条４丁目２番５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 210149,008,4 丸山病院訪問看護ステ 〒818-0133 092-922-9003 北之防　えり子 平25. 4. 1 医療法人恵山会 丸山　直人 現存

ーション 太宰府市坂本１丁目３番２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 211149,009,2 訪問看護ステーション 〒818-0133 092-928-2106 横尾　正和 平26. 3. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン太宰府 太宰府市坂本１－３－１８グラ ド
ンシャリオ１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 212149,011,8 訪問看護ステーション 〒818-0125 092-555-3216 馬場　由紀子 平28. 1. 1 医療法人　鵬志会 別府　鵬飛 現存

　ひまわり 太宰府市五条２丁目２３番２１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 213149,012,6 訪問看護ステーション 〒818-0104 092-555-7637 藤原　淳子 平28.12. 1 ユーコネクト株式会社 佐藤　賢吾 現存

　ユーフィット太宰府 太宰府市通古賀五丁目１番１号
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 214159,000,8 訪問看護ステーション 〒816-0901 092-503-5555 田中　万理華 平 6.10. 1 医療法人　同仁会 見元　伊津子 現存
　百合の会 大野城市乙金東４丁目１２－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 215159,001,6 訪問看護ステーション 〒816-0956 092-595-8021 荒武　裕子 平11. 6. 1 特定医療法人社団　三 井林　雪郎 現存

誠愛 大野城市南大利２丁目７－２ 光会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 216159,002,4 南ヶ丘訪問看護ステー 〒816-0971 092-595-0595 佐藤　恵美子 平18. 9. 1 医療法人芙蓉会　筑紫 伊達　豊 現存

ションききょう 大野城市牛頸１０３４番地５ 南ヶ丘病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 217159,003,2 訪問看護ステーション 〒816-0941 寺上　千奈美 平20.12. 1 あかね株式会社 寺上　義隆 現存

あかね 大野城市東大利１丁目１３番２
７－２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 218159,006,5 訪問看護ステーション 〒816-0922 092-585-3058 寺岡　みどり 平23. 1. 1 株式会社　未来 寺岡　みどり 現存

ゆり 大野城市山田３丁目６－１０－
１０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 219159,007,3 愛訪問看護ステーショ 〒816-0905 092-400-5555 貞包　一美 平24. 6. 1 有限会社愛ケアプラン 高橋　加津馬 現存

ン 大野城市川久保３丁目３番２３ サービス
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 220159,010,7 スマイルアクト訪問看 〒816-0931 092-586-7239 串崎　由美 平29.11. 1 有限会社アクトリハビ 林田　祐輔 現存

護ステーション 大野城市筒井４丁目２０－１白 リ
水コーポ１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 221159,011,5 グリュック福岡訪問看 〒816-0971 092-707-9773 田ノ上　好子 平30. 1. 1 株式会社グリュック 木下　信哉 現存

護ステーション 大野城市牛頸２０１－４アイリ
ス大野城２０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 222169,003,0 福岡プライマリケア訪 〒816-0855 092-517-6313 熊谷　紀子 平18.10. 1 福岡プライマリケア株 熊谷　紀子 現存

問看護ステーション 春日市天神山七丁目９１番地 式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 223169,004,8 訪問看護ステーション 〒816-0833 092-572-0368 牛島　理恵子 平22. 3. 1 医療法人春成会 松村　順 現存

　あおいそら 春日市紅葉ケ丘東三丁目１８番
地
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 224169,005,5 福岡徳洲会訪問看護ス 〒816-0864 092-915-4110 藤野　嘉月 平24. 6. 1 医療法人徳洲会 鈴木　隆夫 現存
テーション　やよい 春日市須玖北４丁目５番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 225169,007,1 訪問看護ステーション 〒816-0813 092-558-2791 新野　歩 平26. 8. 1 合同会社ラポールほの 井上　敬子 現存

　ラポールほのぼの 春日市惣利２－３２メゾン春日 ぼの
南　１階店舗Ａ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 226169,008,9 はるのかぜ訪問看護ス 〒816-0845 092-558-9131 原　珠美 平27. 5. 1 株式会社あかり会 南　初美 現存

テーション 春日市白水ケ丘２丁目１３４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 227169,009,7 訪問看護事業所　はー 〒816-0852 092-502-8878 寺﨑　逸美 平27. 6. 1 株式会社愛アルファー 海山　礼童 現存

とふる春日 春日市一の谷六丁目３２番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 228169,010,5 訪問看護ステーション 〒816-0814 092-404-3301 大塚　薫 平27.12. 1 株式会社悠楽 権藤　光男 現存

光 春日市春日二丁目２７番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229169,011,3 なごみのさと春日西訪 〒816-0852 092-558-1571 出利葉　裕子 平29. 6. 1 株式会社親幸 代表取締役　塩山耕 現存

問看護ステーション 春日市一の谷５－１６ 起
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 230169,012,1 訪問看護ステーション 〒816-0855 092-985-5600 重藤　昭子 平30. 4. 1 株式会社フライト 重藤　昭子 現存

あさひ 春日市天神山三丁目１０８番地
宮崎荘２０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 231179,000,4 桜台訪問看護ステーシ 〒818-0066 092-923-7003 渡辺　一美 平 7.10. 2 医療法人　牧和会 牧　聡 現存

ョン 筑紫野市永岡９７６－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 232179,001,2 訪問看護ステーション 〒818-0058 092-923-1963 山口　エリ子 平 8. 2. 1 社会福祉法人　恩賜財 金納　文彦 現存

芦田鶴 筑紫野市湯町筑紫野市湯町２丁 団済生会支部福岡県済
目９番２号 生会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 233179,003,8 訪問看護ステーション 福岡県筑紫野市大字筑紫２８番 092-920-2811 林　直子 平17. 6. 1 有限会社　ペアレント 森田　明洋 現存

　ペアレント 地７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 234179,004,6 四季のいずみ訪問看護 〒818-0013 092-926-8000 井手　貞子 平19. 5. 1 有限会社　祐拓開 山岡　茂美 現存

ステーション 筑紫野市岡田１丁目４－１
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 235179,005,3 訪問看護ステーション 〒818-0034 092-555-6714 久保　友二 平23. 3. 1 社会福祉法人宝満福祉 白水　誓一 現存
宝満 筑紫野市美しが丘南３丁目４番 会

７号宝満ヴィラ美しが丘２０６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 236179,007,9 訪問看護ステーション 〒818-0066 092-918-1511 浜部　てる子 平25.11. 1 医療法人雅円会 上田　朗裕 現存

　タイム 筑紫野市永岡１２８６－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 237179,008,7 そうごう訪問看護ステ 〒818-0072 092-555-3188 塚田　由紀 平27.10. 1 総合ケアネットワーク 渕上　千年 現存

ーション 筑紫野市二日市中央三丁目７番 株式会社
１９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 238179,009,5 訪問看護ステーション 〒818-0004 092-924-5665 森園　くり子 平28. 2. 1 合同会社縁の園 森園　くり子 現存

笑顔・ネット 筑紫野市吉木１４９２番地１３
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 239179,010,3 そら訪問看護ステーシ 〒818-0061 092-924-1277 首藤　サトミ 平28. 4. 1 株式会社そら 首藤　サトミ 現存

ョン 筑紫野市紫三丁目１１番２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 240179,011,1 あいぞら訪問看護ステ 〒818-0024 092-710-3818 三原　麻由実 平28.11. 1 一般社団法人だるま 和泉　幸恵 現存

ーション福岡 筑紫野市原田７丁目１２－９ア
ンジェリーク１０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 241179,012,9 訪問看護ステーション 〒818-0083 092-408-4734 貝原　るり子 平29. 6. 1 株式会社ケアクリエイ 代表取締役　城圭介 現存

　アリス 筑紫野市針摺中央２丁目１７－ ツ
８山崎ビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 242179,013,7 リアン訪問看護 〒818-0059 092-555-7244 宮本　大輔 平29.11. 1 株式会社ｒｅｖｅ 宮本　大輔 現存

筑紫野市塔原東三丁目１２－１
８道永貸店舗３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 243189,001,0 有限会社　ケースワー 〒811-1224 092-951-3222 田中　勝子 平13. 9. 1 有限会社　ケースワー 工藤　昭男 現存

ク　訪問看護ステーシ 筑紫郡那珂川町安徳５５４番地 ク
ョン １

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 244189,004,4 訪問看護ステーション 〒811-1213 092-555-8377 山浦　ルミ 平23. 9. 1 合同会社　レインボー 山浦　ルミ 現存
はるか 筑紫郡那珂川町中原３丁目３７ ローズ

ピア博多南１０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 245189,005,1 訪問看護ステーション 〒811-1211 092-951-2880 児玉　惠美子 平28.12. 1 社会福祉法人せいうん 永野　香代子 現存

りんどう 筑紫郡那珂川町今光５丁目１８ 会
８番１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 246189,006,9 訪問看護ステーション 〒811-1255 092-710-3921 中村　慎冶郎 平29. 7. 1 合同会社メンタルパワ 中村　栄子 現存

無限 筑紫郡那珂川町恵子５丁目８番 ー
１４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 247209,000,8 糸島医師会訪問看護ス 〒819-1112 092-322-1021 林　京子 平 9. 4.14 一般社団法人　糸島医 菊池　正統 現存

テーション 糸島市浦志字一丁新開５３２番 師会
地の１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 248209,001,6 在宅リハビリ訪問看護 〒819-1116 092-332-9910 野口　直美 平26.11. 1 株式会社Ｈｕｍａｎ　 髙妻　雅裕 現存

ステーションＴＯＭＯ 糸島市前原中央２丁目３－５６ Ｌｏｏｐ
西 　１階１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 249209,002,4 訪問看護ステーション 〒819-1105 092-321-1035 松下　泰 平29. 2. 1 株式会社Ｒｅｎ 松下　泰 現存

　れんと 糸島市潤３丁目２４－１０サン
ウェルス前原１０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 250209,003,2 井上病院訪問看護ステ 〒819-1104 脇山　克子 平29. 4. 1 医療法人誠心会 井上　健 現存

ーション 糸島市波多江６９９番地１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 251209,004,0 訪問看護ステーション 〒819-1314 092-332-8163 坂本　美緒 平30. 1. 1 医療法人桜野診療所 鷺坂　英輝 現存

　さくらの 糸島市志摩師吉９８番地９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 252219,000,6 八女筑後訪問看護ステ 〒834-0063 0943-23-7211 松﨑　里恵 平 7. 9. 1 一般社団法人　八女筑 黒岩　光 現存

ーション 八女市本村６５６番地の１ 後医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 253219,002,2 訪問看護ステーション 〒834-1213 0943-42-0195 橋山　由美 平22. 9. 1 株式会社　風景画 橋山　由美 現存

くろき 八女市黒木町本分２１１７番地
３
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 254219,003,0 訪問看護ステーション 〒834-0006 0943-22-6335 岡　和子 平23.11. 1 ＮＰＯ法人ぱーそなる 中島　新助 現存
ぱーそなるケア 八女市吉田９４２番地１ ケア

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 255219,004,8 いきいき稲富訪問看護 〒834-0047 0943-24-6677 田中　博子 平24. 4. 1 有限会社　いきいきリ 深井　伸吾 現存

ステーション 八女市稲富６０－１ ハビリケア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 256219,005,5 訪問看護ステーション 〒834-0062 0943-23-5135 内田　まゆみ 平24. 4. 1 医療法人社団　筑水会 國芳　雅広 現存

　ちくすい 八女市岩崎６０７番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 257219,006,3 訪問看護ステーション 〒834-1204 0943-24-8130 井上　博光 平26. 5. 1 医療法人社団筑水会 國芳　雅広 現存

　木屋 八女市黒木町木屋１８７９番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 258229,001,2 聖マリア訪問看護ステ 〒830-0047 0942-39-8903 二田　佳支子 平 6.10. 1 社会医療法人　雪の聖 井手　義雄 現存

ーション 久留米市津福本町４２２ 母会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 259229,002,0 訪問看護ステーション 〒839-0801 0942-35-4301 後藤　めぐみ 平 6.11. 1 社会医療法人　天神会 古賀　伸彦 現存

わかくさ 久留米市宮ノ陣４丁目３０－１
０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 260229,004,6 福岡県看護協会訪問看 〒830-0038 0942-30-6136 小玉　孝子 平 7. 3. 1 公益社団法人　福岡県 花岡　夏子 現存

護ステーション「くる 久留米市西町１０５番地１８ 看護協会
め」

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 261229,007,9 やすたけ訪問看護ステ 〒830-0078 0942-26-2151 廣松　伸隆 平10. 4. 1 医療法人　松岡会 北原　清恵 現存

ーション 久留米市安武町住吉１７６６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 262229,009,5 くるめ医療生協訪問看 〒839-0051 0942-21-8188 田中　富士子 平11. 8. 1 くるめ医療生活協同組 武内　省二 現存

護ステーション 久留米市南２丁目５番１２号 合
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 263229,010,3 訪問看護ステーション 〒830-0053 0942-51-3488 横山　かよ 平11.10. 1 医療法人　社団久英会 中尾　一久 現存

高良台 久留米市藤山町１６５１番２６
７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 264239,001,0 クリーンパル訪問看護 〒833-0053 0942-53-3323 野田　寿子 平12. 4. 1 医療法人　清友会 植田　清一郎 現存

ステーション 筑後市西牟田６３６５－７
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 265239,002,8 訪問看護ステーション 〒833-0054 0942-42-1250 村瀬　美賀子 平24.11. 1 株式会社心絆 梅本　和規 現存
　ここな 筑後市蔵数５７８番地８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 266239,003,6 訪問看護ステーション 〒833-0031 0942-53-1172 鶴　法子 平28. 8. 1 株式会社ナース・シア 髙山　哲也 現存

　心の花 筑後市山ノ井３２０－１サウン
ドヨネクラ１Ｆ－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 267239,004,4 ナース・エボ　訪問看 〒833-0002 0942-80-3016 今泉　紳一 平29.11. 1 株式会社Ｗｅｌｆａｒ 三小田　克樹 現存

護ステーション 筑後市前津１６５１－８２ ｅ　Ｊａｐａｎ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 268249,000,0 朝倉医師会訪問看護ス 〒838-0069 0946-24-0809 田中　優子 平 7.10. 2 一般社団法人　朝倉医 火野坂　徹 現存

テーション 朝倉市来春４２２－１ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 269249,001,8 医療法人社団　医王会 〒838-0069 0946-41-2388 鶴田　真寿美 平24. 4. 1 医療法人社団　医王会 鴛渕　雅男 現存

　訪問看護ステーショ 朝倉市来春１３２番地
ンけんせい

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 270249,002,6 甘木中央病院訪問看護 〒838-0068 0946-22-9022 柴田　恵 平26. 4. 1 医療法人　社団　俊聖 中村　雅史 現存

ステーション 朝倉市甘木６６７番地 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 271259,000,7 大川三潴訪問看護ステ 〒831-0028 0944-87-2780 田中　直子 平 8. 4. 1 一般社団法人　大川三 酒井　良 現存

ーション 大川市郷原４８２番地２４ 潴医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 272259,001,5 おおかわ訪問看護ステ 〒831-0004 0944-87-0018 三好　みゆき 平11. 7. 1 医療法人　社団高邦会 高木　邦格 現存

ーション 大川市榎津１６０番地１　ケア
ポートハウス大川

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 273259,002,3 永寿会訪問看護ステー 〒831-0007 0944-88-0800 貞苅　美佐子 平12. 7. 1 社会福祉法人　道海永 山崎　一幸 現存

ション 大川市道海島８６１ 寿会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 274259,006,4 訪問看護ステーション 〒831-0041 0944-85-8452 貞苅　嘉樹 平28. 7. 1 株式会社インフィニテ 貞苅　嘉樹 現存

ｅｉｇｈｔ 大川市小保４６７番地１龍店舗 ィ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 275259,007,2 訪問看護ステーション 〒831-0022 0944-89-9777 西田　綾子 平29. 9. 1 有限会社　ハートフル 斎藤　律子 現存

　ここ和 大川市下木佐木１１６７番地１
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 276259,010,6 はーと・なう訪問看護 〒831-0016 0944-88-9885 長野　千鶴 平30. 4. 1 ＮＰＯ法人はーとへる 田中　みはる 現存
ステーション 大川市酒見９６番地１セントラ ぷ

ル陽光ビル３０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 277269,000,5 まどか訪問看護ステー 〒838-0109 0942-73-0011 結城　千賀 平 7. 3. 1 医療法人社団　豊泉会 丸山　泉 現存

ション 小郡市あすみ１丁目４０番
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 278269,001,3 ハートフルシマダ　訪 〒838-0141 0942-23-8180 黒木　加奈子 平19. 9. 1 医療法人社団　シマダ 島田　郁子 現存

問看護ステーション 小郡市小郡２７８番地１７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 279269,002,1 アップルハート訪問看 〒838-0128 0942-42-7380 石井　和美 平21. 5. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション小郡 小郡市稲吉１３５０－１０ 会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 280269,003,9 グリュック訪問看護ス 〒838-0141 0942-73-0753 木下　美紀 平27. 4. 1 株式会社グリュック 木下　信哉 現存

テーション 小郡市小郡２４７６番地　トレ
ンディＩＴＯ　Ａ－１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 281269,004,7 ひばり訪問看護ステー 〒838-0141 0942-65-6619 久保山　さやか 平28.11. 1 株式会社ウイング 今村　康二 現存

ション 小郡市小郡５０４番地３８テラ
スハウスＣ－４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 282269,005,4 聖和訪問看護ステーシ 〒838-0102 0942-75-1230 森山　美加 平29. 4. 1 医療法人せいわ会 大橋　晋弘 現存

ョン 小郡市津古字半女寺１４７０番
地の１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 283279,000,3 訪問看護ステーション 〒830-1102 0942-23-1211 山本　美津枝 平12. 1.20 医療法人　三井会 神代　弘道 現存

「野いちご」 久留米市北野町八重亀３８２番
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 284279,006,0 田主丸訪問看護ステー 〒839-1233 0943-72-3611 松岡　昌子 平18.12. 1 医療法人聖峰会 鬼塚　一郎 現存

ション 久留米市田主丸町田主丸１００
１－２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 285279,009,4 訪問看護ステーション 〒830-0048 　むつ子 平19. 7. 1 社会医療法人聖ルチア 大治　太郎 現存

　クローバー 久留米市梅満町９９４番６ 会
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 286279,011,0 アップルハート訪問看 〒830-0046 0942-36-0771 近藤　陽子 平19.12. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存
護ステーション久留米 久留米市原古賀町３０－１ＩＫ 会社

ＥＤＡビル６Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 287279,012,8 訪問看護ステーション 〒839-0851 0942-44-3524 原田　美佐子 平20. 4. 1 株式会社　千歳 向山　将貴 現存

千歳２４ 久留米市御井町２１８４番地５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 288279,014,4 こころ訪問看護ステー 〒830-0061 0942-32-5520 重松　清美 平21. 4. 1 株式会社Ｏｂｒｉ 福田　泰明 現存

ション 久留米市津福今町３１０－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 289279,015,1 訪問看護ステーション 〒830-0003 0942-27-9569 冨安　智子 平21.12. 1 株式会社スイ 冨安　智子 現存

スイ 久留米市東櫛原町５０６－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 290279,016,9 訪問看護ひびき 〒830-0047 0942-36-7006 堤　アヤ子 平22. 3. 1 株式会社ひびき 池田　有作 現存

久留米市津福本町１８１番地６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 291279,017,7 訪問看護　ゆう 〒839-0817 0942-41-1810 中村　尚子 平22. 6. 1 株式会社ケア・ラボ 堀江　桃子 現存

久留米市山川町３２６番地６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 292279,018,5 Ｃｈｅｚｍｏｉ訪問看 〒830-0023 0942-37-0807 田口　みどり 平22. 9. 1 株式会社タイムズケア 幸林　美春 現存

護ステーション 久留米市中央町２番地２５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 293279,019,3 訪問看護ステーション 〒830-0055 0942-65-9892 弓削田　るみ子 平23. 1. 1 特定非営利活動法人た 口　千惠子 現存

　たんがく 久留米市上津１丁目２３－１０ んがく
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 294279,020,1 ニチイケアセンターく 〒830-0027 0942-36-8182 倉本　明子 平23. 6. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

るめ訪問看護ステーシ 久留米市長門石２－１－５
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 295279,022,7 訪問看護シオン 〒830-0048 0942-31-1201 原　由美子 平23.10. 1 シオン株式会社 原　玲一 現存

久留米市梅満町１４９０－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 296279,023,5 訪問看護ステーション 〒830-0048 0942-65-7652 小野　幸代 平23.10. 1 有限会社　モク・コー 川津　敦子 現存

つばさ 久留米市梅満町４－１ ポレーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 297279,024,3 訪問看護ステーション 〒830-0033 0942-65-6220 木谷　訓 平24. 1. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存
　デューン久留米 久留米市天神町６１－１ ド

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 298279,025,0 訪問看護ステーション 〒839-0803 0942-46-7375 権藤　悦子 平24. 3. 1 株式会社チェリッシュ 権藤　悦子 現存

きずな 久留米市宮ノ陣町大杜３３２番
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 299279,026,8 訪問看護ステーション 〒839-0809 0942-41-9500 佐島　智雪 平24. 5. 1 合資会社　ゆらぎ 松岡　秀年 現存

　ゆらぎ 久留米市東合川一丁目８番４３
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 300279,027,6 訪問看護ステーション 〒830-1122 0942-41-3539 稲吉　千鶴 平25. 9. 1 医療法人　千歳会 田中　政治 現存

　ちとせ 久留米市北野町今山３７０番５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 301279,028,4 複合型サービス　ふき 〒830-0063 050-5809-3660 原　公子 平26. 1. 1 株式会社　吉兆 古賀　嘉治 現存

のはなれ 久留米市荒木町荒木１４０４番
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 302279,029,2 訪問看護ステーション 〒839-1213 0943-74-7070 金子　光 平26. 4. 1 合同会社　木守柿 金子　光 現存

　木守柿 久留米市田主丸町益生田８８８
－８耳納ハイツ１０６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 303279,032,6 カレン訪問看護ステー 〒830-0063 0942-51-3009 若林　真紀子 平27. 2. 1 株式会社華蓮 若林　真紀子 現存

ション 久留米市荒木町荒木１５１６－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 304279,033,4 ホリカワ訪問看護ステ 〒830-0039 0942-31-3602 中村　直子 平27. 3. 1 医療法人社団堀川会 堀川　周一 現存

ーション 久留米市花畑３丁目１８番１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 305279,034,2 看護小規模多機能型居 〒830-0048 0942-65-3108 田中　恵美子 平27.10. 1 株式会社　北斗開発 永延　城平 現存

宅介護　七星 久留米市梅満町９２番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 306279,035,9 訪問看護ステーション 〒830-0003 0942-35-0428 板橋　香織 平27.11. 1 株式会社　クローバー 伊福　悟 現存

　よつば 久留米市東櫛原町６６６番地１ サポート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 307279,036,7 訪問看護ステーション 〒839-0000 0942-65-4926 村尾　眞治 平27.12. 1 株式会社ラポート 村尾　眞治 現存
　Ｒｅａｆくるめ 久留米市原古賀１８－１１リー

ガル・タックスビル３階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 308279,037,5 訪問看護ステーション 〒839-0814 0942-27-8424 原田　抄恵子 平28. 2. 1 一般社団法人月のあか 原田　抄恵子 現存

　ルナ 久留米市山川追分１丁目６－１ り
０ウエルビーイング２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 309279,038,3 訪問看護ステーション 〒830-0016 0942-46-6220 田中　理華子 平28. 3. 1 有限会社　Ｔａｋａ． 日野　高子 現存

　うぃず　はーと 久留米市通東町５番地１６ Ｃｏ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 310279,040,9 複合型サービス　いち 〒839-0817 0942-43-1515 原　妙子 平28. 7. 1 株式会社　いちょうの 堀江　利治 現存

ょうの杜山川 久留米市山川町３２６ 杜
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 311279,041,7 訪問看護リハビリステ 〒839-0863 0942-65-7729 靍田　あい 平28. 9. 1 合同会社　まほろば 横田　美穂 現存

ーションまほろば 久留米市国分町１３８２番地２
－１０４号室鶴久コーポＢ棟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 312279,043,3 はくあい訪問看護ステ 〒839-0863 0942-21-7410 栁　典子 平28.11. 1 医療法人　南溟会 山崎　剛 現存

ーション 久留米市国分町２２３－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 313279,044,1 ライフ訪問看護リハビ 〒830-0048 0942-65-7733 村中　剛士 平29. 1. 1 株式会社　トータルケ 村中　剛士 現存

リステーション 久留米市梅満町１１２０－２７ ア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 314279,045,8 訪問看護　ゆう 〒839-0817 0942-41-1811 中村　尚子 平29. 3. 1 株式会社　いちょうの 堀江　利治 現存

久留米市山川町３２６ 杜
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 315279,046,6 ロイヤル久留米訪問看 〒839-0841 0942-65-5015 森山　英子 平29. 4. 1 株式会社　社会福祉総 北原　弘美 現存

護ステーション 久留米市御井旗崎３－２－２６ 合研究所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 316279,047,4 あおぞら訪問看護ステ 〒830-0052 0942-41-9500 佐島　智雪 平29. 8. 1 医療法人　徳志会 三浦　一秀 現存

ーション 久留米市上津町１０５番地９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 317279,048,2 メディケアサービス　 〒830-0018 0942-36-5831 牟田　樹千 平29. 5. 1 株式会社樹 吉永　美佐子 現存

いつき 久留米市通町１０３番地１５
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 318279,049,0 サンアイ訪問看護ステ 〒830-0023 0942-65-7618 奥田　真紀子 平30. 2. 1 株式会社　王子＆エム 三井所　嘉彦 現存
ーション 久留米市中央町３５－１８ コム

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 319279,050,8 アップルハート訪問看 〒830-0062 0942-51-9018 尾潟　初水 平30. 5. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション久留米 久留米市荒木町白口３００１－ 会社
南 ２８ツインドリーム荒木壱番館

１階１０６号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 320319,002,1 おはな訪問看護ステー 〒838-0815 0946-23-8389 中村　美香 平29.11. 1 合同会社ｏｈａｎａ 大藪　貴子 現存

ション 朝倉郡筑前町野町１７８８番地
６－１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 321329,002,9 ゆい訪問看護ステーシ 〒830-1212 0942-65-4071 柿原　有 平29. 6. 1 株式会社千歳ハートケ 代表取締役　武田孝 現存

ョン 三井郡大刀洗町甲条１５２１番 ア 弘
地３千歳の里２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 322339,000,1 浮羽医師会訪問看護ス 〒839-1321 09437-5-2866 佐々木　ますみ 平 7.12. 1 一般社団法人　浮羽医 宮﨑　正樹 現存

テーション うきは市吉井町３４７番地１７ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 323339,003,5 筑後川温泉病院訪問看 〒839-1405 0943-77-7251 篠原　栄子 平28. 4. 1 医療法人向陽会 伊藤　純 現存

護ステーション うきは市浮羽町古川１１２９番
地の２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 324339,004,3 原鶴温泉病院　訪問看 〒839-1304 0943-76-9990 金古　裕美子 平28. 4. 1 医療法人原鶴温泉病院 戸次　鎮史 現存

護ステーション うきは市吉井町千年６２８番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 325339,005,0 訪問看護リハステーシ 〒839-1333 0943-76-4663 立石　和枝 平30. 1. 1 有限会社たんぽぽ 荻野　朱実 現存

ョン　アソシオール うきは市吉井町富永１８６４番
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 326359,000,6 柳育会　訪問看護ステ 〒834-0006 0943-23-2316 栁　由紀子 平16. 3. 1 医療法人柳育会 栁　克司 現存

ーション 八女市吉田１３７番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 327359,001,4 広川病院訪問看護ステ 〒834-0115 0943-24-8255 　幸子 平26. 4. 1 医療法人広川病院 合原　正二 現存

ーション　ひろかわ 八女郡広川町新代９３０番地
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 328359,002,2 訪問看護ステーション 福岡県八女郡広川町大字新代２ 0943-32-8004 馬場　宏子 平27. 2. 1 医療法人八女発心会 姫野　信吉 現存
ひめの ３１６番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 329359,003,0 訪問看護ステーション 〒834-0115 0943-24-8617 荒川　功康 平27. 6. 1 医療法人社団筑水会 國芳　雅広 現存

はばたき 八女郡広川町新代６０１番地３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 330429,002,8 訪問看護ステーション 〒839-0215 0944-22-5555 塚本　久美子 平10. 4. 1 医療法人　弘恵会 横倉　義武 現存

　すいせん みやま市高田町濃施４８０番地
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 331429,003,6 船小屋病院訪問看護ス 〒835-0006 0944-67-7101 平川　満子 平27. 1. 1 医療法人幸明会 三根　浩一郎 現存

テーション　ほたる みやま市瀬高町坂田９１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 332429,004,4 訪問看護ステーション 〒835-0023 0944-63-5500 堀下　友行 平27. 6. 1 株式会社Ｌｉｆｅ 堀下　友行 現存

みやま みやま市瀬高町小川２１８番地
１ルート２０９乗富３号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 333439,000,0 訪問看護ステーション 〒832-0059 0944-72-5390 廣松　裕美 平11. 4. 1 医療法人　清和会 長田　英輔 現存

花水木 柳川市下宮永町６２４番地８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 334439,001,8 やながわ訪問看護ステ 〒832-0058 0944-75-1401 武末　光子 平11. 4. 1 医療法人　社団高邦会 高木　邦格 現存

ーション 柳川市上宮永町２７７番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 335439,002,6 昭代訪問看護ステーシ 〒832-0086 0944-72-9172 川添　冨士子 平11. 9. 1 医療法人　金子病院 金子　壽興 現存

ョン　ハーモニー 柳川市久々原７０－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 336439,005,9 久留米・柳川訪問看護 〒832-0077 0944-32-8126 永渕　知惠子 平23. 6. 1 有限会社グリーンケア 岡　靖伯 現存

ステーション 柳川市筑紫町８６－５－１０１ ステーション
号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 337439,006,7 訪問看護ステーション 〒832-0827 0944-72-5501 梶川　陽子 平24.11. 1 株式会社伸宅 石橋　征四郎 現存

　ｃｕｏｒｅ 柳川市三橋町蒲船津３７１－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 338439,007,5 訪問看護ステーション 〒832-0826 0944-88-8402 犬塚　利通 平28. 6. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン柳川 柳川市三橋町高畑１０４－１荻 ルド
島ビル　１０３号室
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 339449,000,8 おおむた訪問看護ステ 〒836-0851 0944-57-5401 小田原　弘子 平 6.12. 1 医療法人　親仁会 橋口　俊則 現存
ーション 大牟田市笹林町２－６－３　中

央診療所内３階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 340449,001,6 大牟田医師会訪問看護 〒836-0843 0944-57-6121 田中　千香 平 7. 1. 4 一般社団法人　大牟田 杉　健三 現存

ステーション 大牟田市不知火町２丁目１４４ 医師会
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 341449,002,4 福岡県済生会訪問看護 大牟田市大字田隈５９９－１８ 0944-53-2488 德永　はるみ 平 9. 3. 1 社会福祉法人　恩賜財 金納　文彦 現存

ステーション　なでし 福岡県済生会介護老人保健施設 団済生会支部福岡県済
こ 大牟田ライフケア院内 生会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 342449,004,0 訪問看護ステーション 〒837-0921 0944-53-4852 渡邊　壽子 平 9. 6. 1 医療法人　冨松記念会 冨松　愈 現存

　さんぽ 大牟田市三池８５５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 343449,005,7 訪問看護ステーション 〒836-0012 0944-55-7525 境　としみ 平 9.11. 1 医療法人　悠久会 緒方　盛道 現存

「スマイル」 大牟田市明治町２丁目１６番地
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 344449,006,5 訪問看護ステーション 〒836-0867 0944-52-6080 下川　里美 平10. 9.16 医療法人　信和会 蓮澤　浩明 現存

はなぞの 大牟田市花園町６４番地の５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345449,009,9 サンフレンズ訪問看護 〒836-0091 0944-41-4322 橋本　まゆみ 平11. 4. 1 社会福祉法人　東翔会 東原　忠 現存

ステーション 大牟田市沖田町５１０番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 346449,011,5 永田訪問看護ステーシ 〒836-0862 0944-41-8555 渡辺　康子 平12. 4. 1 有限会社　モルゲンハ 北里　淑子 現存

ョン 大牟田市原山町３の１原山ヒル チジュウハチ
ズ２１１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 347449,013,1 訪問看護ステーション 〒836-0094 0944-57-2101 北島　智子 平18. 4. 1 公益財団法人大牟田医 前田　謙一 現存

みなみ 大牟田市臼井町２３－１ 療協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 348449,014,9 アップルハート訪問看 〒836-0074 0944-41-5971 松永　美紀 平20. 4. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション大牟田 大牟田市藤田町５４－３ 会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業所名 事業所所在地 電話番号 管理者氏名 指定年月日 事業者名 代表者氏名 備考

              コード内容別訪問看護事業所一覧表
［平成30年 6月 1日現在　現存／休止］

平成30年 6月 1日作成     37 頁

 349449,015,6 訪問看護ステーション 〒836-0055 0944-32-9522 小柳　美紀 平21. 7. 1 株式会社メディカルサ 瀬戸島　京子 現存
　セントポーリア 大牟田市樋口町６－１２ ービスせとじま

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 350449,016,4 あっとほーむ訪問看護 〒836-0846 0944-59-7600 守瀬　由美子 平22. 5. 1 有限会社あっとほーむ 稲益　健一 現存

ステーション 大牟田市右京町５０番１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 351449,017,2 大牟田中央病院　訪問 〒837-0924 0944-41-1876 田　昭一 平26. 1. 1 医療法人福岡輝生会大 進　輝政 現存

看護ステーション 大牟田市歴木１８４１番地 牟田中央病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 352449,019,8 すぎ訪問看護ステーシ 福岡県大牟田市大字田隈９５０ 0944-32-9595 清田　玉美 平26. 7. 1 医療法人シーエムエス 杉　健三 現存

ョン 番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 353449,020,6 訪問看護リハビリステ 〒836-0036 0944-55-1215 江口　和子 平27. 9. 1 医療法人ＣＬＳすがは 菅原　謙三 現存

ーションあすなろの樹 大牟田市小川町３０番地１ ら
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 354449,021,4 訪問看護ステーション 〒836-0885 0944-85-8146 古賀　直子 平28.10. 1 医療法人静光園 東　秀樹 現存

　オリーブの森 大牟田市下池町２９番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 355449,022,2 訪問看護ステーション 〒837-0915 0944-31-4127 野中　信二郎 平30. 4. 1 株式会社リカバリーサ 野中　美喜 現存

メンタップ 大牟田市久福木２２番地４ ポート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 356519,005,2 くらて病院　訪問看護 〒807-1312 0949-42-2221 篠﨑　香 平29. 4. 1 地方独立行政法人くら 河野　公俊 現存

ステーション 鞍手郡鞍手町中山２４２５－９ て病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 357529,001,9 いずみのさわ老人訪問 〒820-1111 柳田　秋子 平 6.10. 1 社会福祉法人　清和会 佐藤　哲也 現存

看護ステーション 飯塚市勢田１８０６－１（※介
護保険分についてＨ１６．３月
末に廃止済み。厚生局からの通
知は行わないこと。）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 358529,006,8 ＦＯＲＴＵＮＥＫＩＤ 〒820-0607 0948-65-4693 田中　明美 平16.10. 1 合資会社　千尋 大迫　里香 現存

Ｓ訪問看護ステーショ 嘉穂郡桂川町土師２８番地の４
ン ７４　ＦＯＲＴＵＮＥ千尋２０

５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 359539,002,5 訪問看護ステーション 〒822-1405 0947-32-3202 吉尾　和可奈 平 7. 3. 1 医療法人　和光会 林田　隆晴 現存
・あけぼの 田川郡香春町中津原１２５１－

１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 360539,010,8 訪問看護ステーション 福岡県田川郡大任町大字今任原 0947-63-4601 小林　百合子 平20. 1. 1 株式会社　誠商事 小林　百合子 現存

心 ２９１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 361539,011,6 訪問看護リヴ 〒822-1101 0947-28-4733 藤谷　典子 平20. 4. 1 株式会社　創生 下田　啓一 現存

田川郡福智町赤池６２８番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 362539,012,4 訪問看護さんきナース 〒827-0004 0947-72-8989 石川　そのみ 平20. 7. 1 有限会社三輝 石川　そのみ 現存

センター 田川郡川崎町田原７２５番地の
３２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 363539,013,2 あい愛田川訪問看護ス 〒827-0002 奥永　真弓 平20.10. 1 あおば地域医療研究所 山下　智範 現存

テーション 田川郡川崎町池尻９９３－１ 有限会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 364539,014,0 リハビリ訪問看護ステ 〒826-0002 0947-85-9638 坂田　美幸 平24. 7. 1 株式会社　くるみ 坂田　浩康 現存

ーションくるみ 田川郡川崎町池尻５３１－１Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 365539,015,7 はろうず訪問看護ステ 〒822-1405 0947-32-5275 松嶋　秀明 平24.11. 1 株式会社　ＨＥＲＯ 松嶋　秀明 現存

ーション 田川郡香春町中津原１２４６番
地１７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 366539,016,5 あやめ訪問看護ステー 〒822-1212 0947-85-8941 久富　春美 平26. 4. 1 株式会社　ひさとみ 久富　春美 現存

ション 田川郡福智町弁城２１２７－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 367539,017,3 訪問看護ステーション 〒822-1404 0947-32-6689 松下　美佐子 平26. 6. 1 株式会社よしなが 吉永　康成 現存

かわら 田川郡香春町柿下１０１２－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 368539,018,1 ゆらら　訪問看護ステ 〒827-0003 0947-72-6577 梶原　信子 平27. 4. 1 ゆらら株式会社 小野　利恵 現存

ーション 田川郡川崎町川崎３３７－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 369539,020,7 りはなす訪問看護ステ 〒822-1316 0947-85-8110 髙橋　佳子 平28. 6. 1 リハナス株式会社 瀬尾　徹 現存

ーション 田川郡糸田町上糸田２２４１番
地９
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 370539,021,5 社会保険田川病院　訪 〒827-0002 0947-47-1071 高倉　真利子 平28. 7. 1 一般社団法人福岡県社 吉村　恭幸 現存
問看護ステーション 田川郡川崎町池尻５９５－１ 会保険医療協会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 371539,023,1 訪問看護ファイン 〒822-1201 0947-23-2524 荒亀　朋美 平29. 7. 1 合同会社ＭＲＭ 廣畑　浩司 現存

田川郡福智町金田１０６１番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 372539,024,9 えくぼ訪問看護ステー 〒822-1102 0947-85-8331 荒亀　朋美 平29.12. 1 株式会社リペアハウス 池永　修司 現存

ション 田川郡福智町上野３６７９－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 373549,000,7 直方鞍手医師会訪問看 〒822-0034 0949-24-5370 山本　優子 平 7. 4. 3 社団法人　直方鞍手医 山近　仁 現存

護ステーション 直方市山部８０８番地の１３ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 374549,004,9 あゆみ直方訪問看護ス 〒822-0034 0949-23-8007 中村　真木 平17. 3. 1 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 現存

テーション 直方市山部字喜籐太５０４番地 療団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 375549,005,6 有限会社　森の母屋訪 〒822-0006 0949-52-6270 野別　純子 平19. 7. 1 有限会社　森の母屋 森　龍二 現存

問看護ステーション 直方市上境２６３１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 376549,006,4 訪問看護ステーション 〒822-0031 0949-22-3300 宮本　美穂 平24. 4. 1 有限会社　直方メディ 水口　敏生 現存

　あおぞら 直方市植木５０９ カルサービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 377549,008,0 晴弘訪問看護ステーシ 〒822-0011 0940-29-1747 福田　久美子 平25. 6. 1 有限会社　晴弘 篠原　咲子 現存

ョン 直方市中泉９５７番地の５６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 378549,009,8 やすなが訪問看護ステ 〒822-0022 0949-24-6699 豊丸　美佳 平26. 3. 1 やすなが企画有限会社 安永　浩之 現存

ーション 直方市知古一丁目６番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 379549,010,6 まちの訪問看護リハビ 〒822-0017 0949-28-7781 山本　智恵 平27. 6. 1 株式会社あなたのまち 奥　廣則 現存

リステーション 直方市殿町４－３４ の保健室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 380549,011,4 みずほ訪問看護ステー 〒822-0006 0949-25-7012 山本　広美 平28. 4. 1 医療法人福泉会 川端　貴美子 現存

ション 直方市上境２８９番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 381549,012,2 訪問看護ステーション 〒822-0017 0949-29-1300 糟谷　貴司 平29.10. 1 株式会社征和 木本　兼介 現存

　ＡＷＡＣＳ 直方市殿町１６番１７号
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 382549,013,0 山季訪問看護ステーシ 〒822-0001 0949-36-4015 豊丸　美佳 平30. 1. 1 株式会社山季訪問看護 豊丸　美佳 現存
ョン 直方市感田２５６７番地１７－ ヘルパーステーション

１０２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 383559,000,4 飯塚医師会訪問看護ス 〒820-0040 0948-28-7263 樋渡　弘子 平 6.10. 1 一般社団法人飯塚医師 松浦　尚志 現存

テーション 飯塚市吉原町１番１号 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 384559,003,8 アップルハート飯塚訪 〒820-0018 0948-26-0200 上野　美津江 平11. 9. 8 麻生メディカルサービ 福山　宣幸 現存

問看護ステーション 飯塚市芳雄町６番９号 ス株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 385559,006,1 良創夢訪問看護ステー 〒820-0042 0948-21-2666 松村　明美 平18. 9. 1 株式会社　らそうむ 田中　真純 現存

ション 飯塚市本町１７－１２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 386559,007,9 訪問看護ステーション 〒820-0022 0948-26-6675 今丸　満美 平19. 3. 1 有限会社エルム 今丸　満美 現存

　エルム 飯塚市明星寺４５番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 387559,008,7 訪問看護ステーション 〒820-0089 0948-23-8056 西田　祥子 平20. 2. 1 有限会社千代 中村　喜久子 現存

　千代 飯塚市小正１４７－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 388559,010,3 ハッピーライフ訪問看 〒820-0074 0948-43-3221 石江　緑 平24. 9. 1 医療法人楽生会 松口　武行 現存

護ステーション 飯塚市楽市３１５－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 389559,011,1 訪問看護ステーション 〒820-0074 0948-26-7511 吉田　瞳 平26. 5. 1 株式会社　ＪＩＮ 吉田　和幸 現存

悠 飯塚市楽市１３９－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 390559,013,7 ひかり訪問看護ステー 〒820-0031 0948-43-4311 川端　浩介 平27. 1. 1 ＳＨＹ株式会社 村田　博昭 現存

ション 飯塚市西徳前１３－６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 391559,015,2 訪問看護ステーション 〒820-0704 0948-72-3641 坂本　あいこ 平27. 6. 1 有限会社サンファミリ 青木　道和 現存

もも 飯塚市阿恵３８４番地８ ー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 392559,016,0 訪問看護ステーション 〒820-0072 0948-29-7997 谷口　さとみ 平27. 8. 1 合同会社すまいる 公文　美智代 現存

　すまいる 飯塚市南尾５４番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 393559,017,8 訪問看護ステーション 〒820-0081 0948-29-1747 池田　美樹 平27.10. 1 株式会社ＮＯＡ 池田　聡 現存

ＮＯＡ 飯塚市枝国４２２－１８
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 394559,019,4 社会保険二瀬病院訪問 〒820-0054 0948-26-5266 和多　美寿穂 平28. 7. 1 一般社団法人福岡県社 吉村　恭幸 現存
看護ステーション 飯塚市伊川１２４３番地１ 会保険医療協会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 395559,020,2 共立病院　訪問看護ス 〒820-0053 0948-43-3340 尾田　さやか 平29. 5. 1 医療法人社団親和会 草田　栄作 現存

テーション 飯塚市伊岐須１６６番地６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 396559,021,0 訪問看護ステーション 〒820-0014 0948-52-6685 関屋　貴志 平29.12. 1 医療法人社団豊永会 豊永　武一郎 現存

　いいづか 飯塚市鶴三緒１４５２番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 397559,022,8 あわーず福岡飯塚訪問 〒820-0065 050-6865-5744 久家　美衣 平30. 2. 1 株式会社あわーず福岡 木下　明彦 現存

看護リハステーション 飯塚市中４７５－３ 筑豊
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 398559,023,6 ベストライフ株式会社 〒820-0111 0948-43-4017 嶋村　良子 平22.10. 1 ベストライフ株式会社 口　洋子 現存

東ヶ丘訪問看護ステー 飯塚市有安１０２５－７
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 399569,000,2 ことぶき園訪問看護ス 〒825-0002 0947-45-0340 有松　恵子 平 6.10. 1 社会福祉法人　田川福 笹山　良孝 現存

テーション 田川市伊田４３１－１ 祉会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 400569,006,9 医療法人　昌和会　訪 〒826-0041 0947-42-8481 曽我　章子 平14. 2. 1 医療法人　昌和会 林田　憲昌 現存

問看護ステーション　 田川市弓削田３２３７
であい

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 401569,007,7 暖家の丘訪問看護ステ 〒825-0005 0947-49-0533 下口　真由子 平15.12. 1 社会福祉法人猪位金福 佐々木　陽子 現存

ーション 田川市糒８２４番２０ 祉会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 402569,011,9 ひな訪問看護ステーシ 〒825-0002 0947-42-1183 石田　恵 平21.12. 1 株式会社飛鳥 石田　敦能 現存

ョン 田川市伊田１１２６－６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 403569,013,5 リハビリ訪問看護ステ 〒826-0042 0947-49-0015 長田　美紀 平24. 4. 1 株式会社　オリオン 竹下　真大 現存

ーションすばる 田川市川宮１３５２－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 404569,014,3 アクアリハビリ訪問看 〒825-0016 0947-75-8067 新野　香奈子 平25. 4. 1 アクア株式会社 宇留島　幸紀 現存

護ステーション 田川市新町１７－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 405569,015,0 訪問看護ステーション 〒826-0031 0948-53-1003 野北　誠 平22. 1. 1 株式会社アイズコーポ 岩尾　範昭 現存
　リアン 田川市千代町８－４　丸の内ビ レーション

ル３階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 406569,016,8 暖家の丘訪問看護ステ 〒826-0044 0947-44-3111 大場　美緒 平25. 6. 1 社会福祉法人　猪位金 佐々木　陽子 現存

ーション　彩 田川市位登１０８－１番地 福祉会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 407569,017,6 訪問看護ステーション 〒825-0002 清田　富貴子 平26. 2. 1 合同会社　ビリーブ 清田　徹 現存

　ビリーブ 田川市伊田１９６９番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 408569,018,4 訪問看護　一会 〒825-0014 0947-45-7500 原　享子 平27.10. 1 特定非営利活動法人む 木本　伸一郎 現存

田川市魚町１０番２４号 ゆうげん
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 409569,021,8 訪問看護ステーション 〒825-0002 0947-45-2810 清田　耕平 平29. 7. 1 有限会社直方メディカ 水口　敏生 現存

　ビリーブ 田川市伊田４１９１－１ ルサービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 410569,022,6 田川新生病院　訪問看 〒825-0004 0947-23-2360 小屋根　千恵 平29.10. 1 社会福祉法人柏芳会記 理事長　安藤廣美 現存

護ステーション 田川市夏吉３６３８番地 念福祉事業会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 411569,023,4 訪問看護ステーション 〒825-0005 0947-85-9016 古野　美津子 平28. 8. 1 株式会社ＳＫＹ 佐々木　一成 現存

あいあい田川 田川市糒２３０３－４コーモド
桜ヶ丘Ａ１－２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 412569,024,2 訪問看護ステーション 〒825-0002 0947-42-0666 中原　純雄 平30. 4. 1 株式会社る・る・ル 佐々木　陽一 現存

　る・る・ル 田川市伊田７９番地１ＭＫハイ
ツ伊田ⅠＣ－１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 413579,000,0 嘉麻赤十字訪問看護ス 〒821-0012 0948-52-0861 森山　英美 平 9.10. 1 日本赤十字社 社長　近衞忠煇 現存

テーション 嘉麻市上山田１２３７番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 414579,001,8 訪問看護ステーション 〒820-0303 0948-57-3866 久保山　博子 平 9.12. 1 医療法人　仁正会鎌田 鎌田　正博 現存

かまだ 嘉麻市中益４２０番地１ 病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 415579,005,9 訪問看護　ナースステ 〒820-0206 0948-83-8028 塩谷　嘉代 平26.10. 1 株式会社ゆめの樹 塩谷　嘉代 現存

ーションゆめの樹 嘉麻市鴨生字野間２５７－３２
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 416579,006,7 訪問看護ステーション 〒820-0207 0948-42-1615 廣門　優子 平27. 4. 1 山倉建設株式会社 平嶋　修 現存
　ちぇろっと 嘉麻市口春４０５番地４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 417579,008,3 社会保険稲築病院訪問 〒820-0207 0948-43-0682 大里　幸子 平28. 7. 1 一般社団法人福岡県社 吉村　恭幸 現存

看護ステーション 嘉麻市口春７４４－１ 会保険医療協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 418579,009,1 クローバー訪問看護ス 〒820-0501 0948-52-6950 是松　きくゑ 平29. 4. 1 株式会社四葉ケアサー 是松　きくゑ 現存

テーション 嘉麻市飯田１４６番地４ ビス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 419579,010,9 くおーれ訪問看護ステ 〒820-0202 0948-52-6752 山本　智之 平30. 5. 1 株式会社ＴＡＮＡＫＡ 田中　裕嗣 現存

ーション 嘉麻市山野１３５番地１３７コ
ーポカトレアＡ号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 420589,000,8 みやわか訪問看護ステ 〒823-0003 0949-32-1300 田原　恭子 平13. 4. 1 医療法人　相生会 入江　伸 現存

ーション 宮若市本城７２３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 421589,003,2 セノーテ訪問看護ステ 〒822-0142 0949-28-7182 矢野　幸一 平29. 2. 1 Ｆｕｓｉｏｎ株式会社 笹山　銀次郎 現存

ーション 宮若市竹原３５５－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 422589,004,0 ひなた訪問看護ステー 〒823-0011 0949-32-8811 林　和江 平29. 8. 1 合同会社ＭＯＭＯ 熊井　洋子 現存

ション 宮若市宮田３６７３番地３－４
階（宮若商工会議所）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 423619,000,2 遠賀中間医師会訪問看 〒807-0052 093-202-3504 桐田　可奈会 平 6.10. 1 一般社団法人　遠賀中 津田　文史朗 現存

護ステーション 遠賀郡水巻町下二西２丁目１番 間医師会
３３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 424619,001,0 高倉苑訪問看護ステー 〒811-4235 093-282-1664 尾園　道代 平 9. 2.15 医療法人　成晴会 堤　康晴 現存

ション 遠賀郡岡垣町公園通り１丁目７
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 425619,003,6 浅木病院訪問看護ステ 〒811-4312 093-293-8839 中村　雅美 平11. 4. 1 医療法人　羅寿久会浅 三好　安 現存

ーション 遠賀郡遠賀町浅木２丁目３０番 木病院
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 426619,004,4 医療法人健愛会　健愛 〒811-4313 093-293-7090 平野　敦子 平11. 6. 1 医療法人　健愛会 溝口　義人 現存
訪問看護ステーション 遠賀郡遠賀町木守字江の上１１

９１番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 427619,007,7 すずらん訪問看護ステ 〒807-0048 093-203-1221 中原　喜代子 平22. 5. 1 株式会社ライフコム 花田　一男 現存

ーション 遠賀郡水巻町吉田南二丁目５番
２２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 428619,008,5 あおぞらの里　水巻訪 〒807-0022 093-203-5252 中山　直美 平22. 8. 1 株式会社　シダー 座小田　孝安 現存

問看護ステーション 遠賀郡水巻町頃末北二丁目１０
番１号１０６号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 429619,009,3 この葉訪問看護ステー 〒807-0142 093-701-7518 楠　尚美 平25. 5. 1 有限会社ミラクル 友原　幸子 現存

ション 遠賀郡芦屋町江川台７－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 430619,011,9 芦屋町訪問看護ステー 〒807-0141 093-223-0751 岳藤　さおり 平27. 4. 1 地方独立行政法人芦屋 櫻井　俊弘 現存

ション 遠賀郡芦屋町山鹿２８３番地７ 中央病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 431619,012,7 おんが病院　訪問看護 〒811-4342 093-281-3110 福原　照子 平27.10. 1 一般社団法人　遠賀中 津田　文史朗 現存

ステーション 遠賀郡遠賀町尾崎１７２５番地 間医師会
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 432619,013,5 小児の訪問看護ステー 〒811-4233 093-282-5810 松丸　実奈 平28. 8. 1 合同会社三本松 松丸　裕紀 現存

ション　にこり 遠賀郡岡垣町野間３丁目４－２
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 433619,014,3 訪問看護ステーション 〒811-4213 093-863-0088 吉武　克彦 平29.11. 1 株式会社わらいの里 野口　和寿 現存

　わらいの里 遠賀郡岡垣町糠塚４３６－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 434629,003,4 訪問看護ステーション 〒809-0015 093-244-7381 葭本　伸介 平26. 5. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン中間 中間市太賀１丁目１－１ ルド
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 435629,004,2 訪問看護ステーション 〒809-0037 093-243-7713 中村　仁美 平29. 8. 1 一般社団法人クレイン 中村　永俊 現存

　コピーヌ 中間市中鶴１丁目２４番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 436649,000,6 健和会老人訪問看護ス 〒804-0084 093-881-7505 山﨑　玲子 平 6.11. 1 公益財団法人　健和会 三宅　昌 現存
テーション・コスモス 北九州市戸畑区幸町２番１号コ

ーポランド浅生２階Ｃ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 437649,002,2 北九州市戸畑区医師会 〒804-0063 093-871-6352 立石　純子 平 7. 4. 3 一般社団法人　北九州 久能　俊昭 現存

訪問看護ステーション 北九州市戸畑区正津町２番４号 市戸畑区医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 438649,003,0 あやめ訪問看護ステー 〒804-0073 093-871-5917 北島　富久江 平 8. 8. 1 社会医療法人　共愛会 下河辺　智久 現存

ション 北九州市戸畑区明治町１０番１
８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 439649,005,5 訪問看護ステーション 〒804-0043 093-863-6041 西　智子 平18. 6. 1 有限会社　憩 西　智子 現存

　ハートケア・いこい 北九州市戸畑区観音寺町８番１
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 440649,006,3 訪問看護　結 〒802-0063 093-967-1712 古田　歩 平28.11. 1 医療法人ホームクリニ 松永　美絵 現存

北九州市小倉北区若富士町５番 ック
１２－３０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 441659,000,3 住田病院老人訪問看護 〒808-0122 093-741-1301 杉野　一世 平 6.10. 1 医療法人　住田病院 住田　靖尚 現存

ステーション 北九州市若松区蜑住１４１１番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 442659,001,1 若松区医師会訪問看護 〒808-0074 093-771-7101 児玉　美香代 平 6.10. 1 一般社団法人　北九州 金﨑　幹人 現存

ステーション 北九州市若松区藤ノ木２丁目１ 市若松区医師会
－２９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 443659,005,2 訪問看護ステーション 〒808-0017 093-771-7145 松崎　智恵 平27.12. 1 有限会社ともしび 松崎　智恵 現存

だから安心 北九州市若松区東小石町６番３
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 444659,006,0 医療法人寿芳会訪問看 〒808-0034 093-701-8901 下地　雅美 平28. 6. 1 医療法人寿芳会 芳野　元 現存

護ステーション 北九州市若松区本町二丁目１３
番２３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 445659,007,8 訪問看護ステーション 〒808-0071 093-982-0890 上野　マツ枝 平29. 2. 1 合同会社白桜 舛田　達弘 現存
四つ葉 北九州市若松区今光三丁目１番

１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 446659,008,6 産業医科大学若松病院 〒808-0024 093-285-3216 周田　智美 平29. 4. 1 学校法人産業医科大学 森山　寛 現存

訪問看護ステーション 北九州市若松区浜町一丁目１７
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 447669,000,1 訪問看護ステーション 〒807-1261 093-618-6954 白石　知子 平 6.10. 1 医療法人　慈恵睦会 眞角　正 現存

むつみ 北九州市八幡西区木屋瀬１丁目
１２番２３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 448669,002,7 八幡医師会訪問看護ス 〒805-0062 093-681-3300 白井　由里子 平 6.10. 3 公益社団法人北九州市 穴井　堅能 現存

テーション 北九州市八幡東区平野１番１号 八幡医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 449669,003,5 訪問看護ステーション 〒805-0013 093-653-0652 古殿　照代 平 8. 7. 8 医療法人　ふらて会 西野　憲史 現存

　ふらて 北九州市八幡東区昭和１丁目２
－２８－Ｂ１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 450669,004,3 ひすい訪問看護ステー 〒807-0856 093-603-0111 永渕　百合 平 9. 5. 1 特定医療法人　東筑会 早川　知宏 現存

ション 北九州市八幡西区八枝一丁目７
番３０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 451669,006,8 サポートやはた訪問看 〒807-0842 093-691-3344 内山　憲一 平11. 9. 1 医療法人　社団翠会 齊藤　雅 現存

護ステーション 北九州市八幡西区永犬丸東町３
丁目１４－８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 452669,008,4 やはた訪問看護ステー 〒807-0083 093-614-5766 荒尾　美香 平12. 1. 1 医療法人　社団明愛会 種子田　吉郎 現存

ション 北九州市八幡西区大平３丁目１
４－７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 453669,014,2 年長者の里訪問看護ス 〒805-0048 093-652-3911 篠原　陽子 平12. 4. 1 社会福祉法人　年長者 芳賀　晟壽 現存

テーション 北九州市八幡東区大蔵三丁目２ の里
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 454669,015,9 訪問看護ステーション 〒805-0059 093-644-0103 河本　みとし 平12. 4. 1 福岡県高齢者福祉生活 宮田　育郎 現存
千代 北九州市八幡東区尾倉１－１４ 協同組合

－２５２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 455669,019,1 北九州ヘルスケアサー 〒805-0019 093-661-6767 和田　千代子 平15.12. 1 北九州ヘルスケアサー 有座　宏 現存

ビス八幡　訪問看護ス 北九州市八幡東区中央２丁目２ ビス株式会社
テーション ２－１６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 456669,022,5 きらめき訪問看護ステ 〒807-0083 093-614-6639 中村　由美子 平16. 7. 1 有限会社　きらめき 寒竹　淳子 現存

ーション 北九州市八幡西区大平２丁目５
－１３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 457669,024,1 訪問看護ステーション 〒805-0050 093-671-2154 廣重　啓子 平17. 4. 1 社会福祉法人　恩賜財 金納　文彦 現存

ひまわり 北九州市八幡東区春の町２丁目 団済生会支部　福岡県
３番２７号 済生会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 458669,027,4 アップルハート訪問看 〒807-0801 093-616-0112 吉井　裕子 平19.12. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション八幡西 北九州市八幡西区本城４丁目６ 会社
－６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 459669,028,2 あったかハート訪問看 〒807-0072 093-614-5551 森部　光子 平20. 7. 1 あったかハート株式会 熊谷　安広 現存

護ステーション 北九州市八幡西区上上津役北九 社
州市八幡西区上上津役二丁目２
０番１０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 460669,029,0 ファーストライフ青山 〒806-0038 093-631-2000 石津　靖子 平20.12. 1 ファーストライフ株式 山口　直彦 現存

訪問看護ステーション 北九州市八幡西区南王子町２－ 会社
２１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 461669,030,8 訪問看護ステーション 〒807-1262 093-619-3501 岡本　祐樹 平24. 1. 1 株式会社西和商事 西尾　和子 現存

木屋瀬の杜 北九州市八幡西区野面４２０番
地３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 462669,031,6 訪問看護ステーション 〒807-0872 093-695-0015 中原　惠 平24. 3. 1 医療法人後藤外科胃腸 後藤　登 現存

　ハートぽっぽ 北九州市八幡西区浅川二丁目１ 科医院
０番２２号
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 463669,033,2 北九州ヘルスケアサー 〒806-0037 093-622-9072 綿野　香津見 平24. 8. 1 北九州ヘルスケアサー 有座　宏 現存
ビス黒崎訪問看護ＳＴ 北九州市八幡西区東王子町７－ ビス株式会社

８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 464669,035,7 訪問看護ステーション 〒807-0831 093-601-7701 金畑　竜太郎 平25. 3. 1 株式会社七絆 堀田　秀明 現存

　なずな 北九州市八幡西区則松七丁目２
２番１－２０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 465669,036,5 アップルハート訪問看 〒805-0017 093-663-3836 猪尾　明広 平25. 3. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション八幡 北九州市八幡東区山王１丁目１ 会社
１番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 466669,039,9 訪問看護ステーション 〒807-0824 093-616-0907 山内　隆児 平26. 1. 1 プーラビダ株式会社 浦濱　広太朗 現存

　プーラビダ折尾 北九州市八幡西区光明二丁目７
番２５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 467669,040,7 訪問看護の「らくす」 〒807-0072 093-614-6333 吉武　直実 平26. 2. 1 有限会社ノアーズ 座木　剛 現存

北九州市八幡西区上上津役五丁
目３番８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 468669,041,5 訪問看護ステーション 〒805-0068 093-671-1140 松尾　優子 平27. 2. 1 医療法人はるか 福永　源太 現存

桃園 北九州市八幡東区桃園一丁目５
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 469669,042,3 訪問看護ステーション 〒807-1133 093-617-6632 奥野　泰子 平27. 3. 1 一般社団法人みのり会 小笠原　德三 現存

　ウェルビーイング 北九州市八幡西区馬場山緑１番
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 470669,043,1 訪問看護ステーション 〒807-0872 093-693-2722 村上　治子 平27. 4. 1 株式会社健康サポート 岡部　勝 現存

ひだまり 北九州市八幡西区浅川二丁目９ センター
番１３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 471669,044,9 訪問看護ステーション 〒805-0061 093-662-5381 岡村　洋子 平27.10. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン八幡 北九州市八幡東区西本町一丁目 ド
１３番６号
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 472669,045,6 せいてつ訪問看護ステ 〒805-8508 093-671-9741 甲斐　幸子 平28. 1. 1 社会医療法人製鉄記念 橋　卓也 現存
ーション 北九州市八幡東区春の町一丁目 八幡病院

１番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 473669,046,4 訪問看護ステーション 〒805-0002 093-981-6927 山田　友行 平28. 4. 1 Ｙｏｕ＆ＩＣｏｒｐｏ 山田　友行 現存

ゆうあい 北九州市八幡東区枝光三丁目１ ｒａｔｉｏｎ株式会社
番３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 474669,047,2 訪問看護メンタルサポ 〒805-0019 093-663-8555 吉永　竜範 平28. 4. 1 株式会社総合管理加藤 生津　哲也 現存

ート　とむ・そーや八 北九州市八幡東区中央二丁目１
幡 ５番１２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 475669,049,8 訪問看護ステーション 〒807-0829 093-980-2107 藤本　千恵美 平28. 7. 1 有限会社ハートフル商 藤本　久充 現存

ひかり 北九州市八幡西区星和町１２番 事
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 476669,050,6 訪問看護ステーション 〒807-1133 093-618-7707 糸瀬　妙子 平28. 8. 1 株式会社こがねむし 井本　結 現存

　オリーブの木２ 北九州市八幡西区馬場山緑９番
１０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 477669,051,4 さわやか訪問看護ステ 〒807-0802 093-695-6166 本　敏和 平28. 9. 1 株式会社さわやか倶楽 内山　文治 現存

ーション八幡 北九州市八幡西区力丸町１６番 部
２号ファイン本城３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 478669,052,2 訪問看護ステーション 〒805-0048 093-616-2817 石川　珠美 平28.12. 1 株式会社ゆずりはＷＯ 櫟　正樹 現存

ゆずりは 北九州市八幡東区大蔵二丁目３ ＲＫＳ
番１３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 479669,053,0 あわーず福岡八幡訪問 〒805-0061 050-6861-0700 藤田　優 平29. 1. 1 株式会社あわーず福岡 岡橋　正之 現存

看護リハビリステーシ 北九州市八幡東区西本町一丁目 北九州
ョン ３番１８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 480669,054,8 訪問看護ステーション 〒807-0829 093-981-6386 藤本　崇光 平29. 3. 1 株式会社ＡＭＯＮ 藤本　崇光 現存

あもん 北九州市八幡西区星和町１２番
５号
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 481669,055,5 株式会社カルサイト訪 〒805-0019 093-663-1230 宮崎　佳織 平29. 5. 1 株式会社カルサイト 里村　真紀子 現存
問看護ステーションは 北九州市八幡東区中央二丁目１
るか 番１号レインボープラザ１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 482669,056,3 小児訪問看護ステーシ 〒807-1262 093-883-8191 三善　真奈美 平29. 6. 1 アクア株式会社 宇留島　幸紀 現存

ョンアクアキッズ 北九州市八幡西区野面６６７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 483669,057,1 訪問看護ステーション 〒806-0055 093-616-9791 小濱　直也 平29. 8. 1 社会福祉法人共生の里 宮本　政幸 現存

　タック幸神 北九州市八幡西区幸神二丁目３
番１６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 484669,058,9 訪問看護ステーション 〒807-1264 093-982-4753 桑幡　さおり 平29.10. 1 プーラビダ株式会社 浦濱　広太朗 現存

　プーラビダ星ヶ丘 北九州市八幡西区星ケ丘三丁目
１０番２６号１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 485669,059,7 訪問看護ステーション 〒807-1112 093-613-5555 市村　輝子 平29.11. 1 株式会社カラーズハウ 德久　徹也 現存

　きのこハウス 北九州市八幡西区千代三丁目１ ス
番６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 486669,060,5 訪問看護ステーション 〒806-0043 093-644-0056 佐藤　真理 平29.12. 1 株式会社ノーマライゼ 坂本　浩二 現存

　リアリゼ 北九州市八幡西区青山三丁目９ ーション・リアリゼ
番１３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 487669,061,3 訪問看護ステーション 〒807-0846 093-695-2204 松岡　智恵 平30. 3. 1 株式会社リップル 政池　直哉 現存

リップル 北九州市八幡西区里中二丁目１
７番１３－２１７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 488669,062,1 きゆ訪問看護ステーシ 〒807-1264 093-618-1717 花田　直樹 平30. 5. 1 絆結訪問看護合同会社 白土　由香 現存

ョン 北九州市八幡西区星ケ丘七丁目
８番２号ガーデンヒルズ星ヶ丘
２０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 489729,001,7 よしとみ訪問看護ステ 〒871-0811 0979-22-2219 山下　多恵子 平11. 6. 1 医療法人　けやき会 東　雅司 現存

ーション 築上郡吉富町広津６１１番地の
７
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 490729,004,1 訪問看護ステーション 〒871-0928 0979-64-7853 渡邊　努 平16.10. 1 社会福祉法人　敬愛会 熊谷　修 現存
　ひびき 築上郡上毛町西友枝１９３８－

１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 491729,005,8 訪問看護ステーション 〒829-0342 0930-56-5244 佐藤　紀代美 平26. 2. 1 有限会社さざんか 宮崎　文子 現存

山桃 築上郡築上町東八田８１４番地
の１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 492729,006,6 訪問看護ステーション 〒871-0811 0979-24-0020 野本　真悟 平29. 4. 1 株式会社ムーンダスト 井田　英之 現存

幸の蔵 築上郡吉富町広津３８５番地７ メディカルオフィス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 493739,003,1 つくし　訪問看護ステ 〒800-0353 093-435-2511 廣地　大輔 平14. 4. 1 社会医療法人　陽明会 山家　仁 現存

ーション 京都郡苅田町尾倉３８４３－７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 494739,006,4 はーとふる訪問看護ス 〒800-0302 093-434-1070 末松　久美 平25. 6. 1 株式会社ハートフル 横田　孝史 現存

テーション 京都郡苅田町若久町２丁目１８
番地３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 495739,007,2 訪問看護ひかり 〒800-0302 093-435-2085 友成　千賀 平28.10. 1 株式会社大国ライフ 大谷　和幸 現存

京都郡苅田町若久町二丁目１番
地９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 496739,008,0 はるかぜ訪問看護ステ 〒824-0231 0930-55-2552 山口　恵美 平29. 3. 1 ＹＭＧ株式会社 代表取締役　山口恵 現存

ーション 京都郡みやこ町犀川本庄３３４ 美
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 497749,000,5 老人訪問看護ステーシ 〒828-0027 0979-88-2016 永井　あゆみ 平 6.10. 1 医療法人　花泉会 花岡　陽一 現存

ョンくぼて 豊前市赤熊１３３０番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 498759,000,2 新田原訪問看護ステー 〒824-0025 0930-23-8877 渡邉　章子 平 6.10. 3 医療法人　敬愛会 大北　泰夫 現存

ション 行橋市東徳永３３９－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 499759,001,0 ゆくはし訪問看護ステ 〒824-0036 0930-23-4541 大松　陽子 平 8. 4. 1 社会福祉法人　みぎわ 田　允珍 現存

ーション 行橋市南泉４丁目１１番４号 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 500759,002,8 あざみ　訪問看護ステ 〒824-0041 0930-23-8083 原田　智美 平 9. 2. 1 医療法人財団　つばさ 西村　有史 現存
ーション 行橋市大野井６１８番１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 501759,003,6 大原病院訪問看護ステ 〒824-0008 0930-25-0282 﨑山　友恵 平 9. 4. 1 医療法人　起生会 大原　紀彦 現存

ーション 行橋市宮市町２－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 502759,004,4 行橋記念病院訪問看護 〒824-0033 0930-23-8111 福田　隆博 平11. 5. 1 医療法人　社団翠会 齊藤　雅 現存

ステーション 行橋市北泉３丁目１１番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 503759,006,9 ひと息の村　訪問看護 〒824-0001 0930-22-3332 白川　美弥子 平12.11. 1 医療法人　矢津内科消 矢津　剛 現存

ステーション 行橋市行事７丁目２５番３号 化器科クリニック
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 504759,007,7 あおぞらの里　行橋訪 〒824-0026 0930-26-5511 押川　千里 平13. 1. 1 株式会社　シダー 座小田　孝安 現存

問看護ステーション 行橋市道場寺１４０９－５　２
Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 505759,011,9 のぞみ訪問看護ステー 〒824-0063 0930-28-8620 濱江　美賀 平24. 4. 1 株式会社ＭＫカンパニ 濱江　健太 現存

ション 行橋市中津熊８１２－１ ー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 506759,012,7 訪問看護ステーション 〒824-0036 0930-55-1188 田中　行光 平25. 1. 1 株式会社Ｙ．Ｔ．コー 田中　行光 現存

かがやき 行橋市南泉二丁目５番１６号 ポレーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 507759,013,5 榎屋相談薬舗訪問看護 〒824-0001 0930-55-6170 畑田　恵美 平26.10. 1 榎屋相談薬舗株式会社 中尾　典義 現存

ステーション 行橋市行事四丁目１９番７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 508759,014,3 アバン・訪問看護ステ 〒824-0041 0930-26-8873 吉田　靖子 平27. 4. 1 株式会社　ケア・ウェ 豊瀬　尉 現存

ーション 行橋市大野井８７１番１ ル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 509759,015,0 ふくし生協訪問看護ス 〒824-0036 0930-26-3130 宮城　玲子 平27. 7. 1 福岡県高齢者福祉生活 吉野　髙幸 現存

テーション京築 行橋市南泉１－３４－２５ 協同組合
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 510759,016,8 訪問看護ステーション 〒824-0031 0930-22-1237 野田　悦子 平28. 2. 1 株式会社Ｓ・Ｋコーポ 藏田　修一 現存

みずき 行橋市西宮市五丁目３０番３号 レーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 511759,017,6 訪問看護　医生縁 〒824-0025 0930-26-8900 前田　昌江 平28. 6. 1 社会福祉法人　瑞豊会 理事長　相良浩巳 現存

行橋市東徳永１６７番地１３
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 512759,018,4 リハビリ訪問看護ステ 〒824-0034 0930-26-1167 渡邉　美穂 平29. 4. 1 株式会社リハソリュー 松田　浩昭 現存
ーション　りふる 行橋市泉中央八丁目１８番１号 ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 513769,000,0 門司区医師会訪問看護 〒800-0007 093-382-1165 小林　孝美 平 7. 4. 3 公益社団法人　北九州 白石　公彦 現存

ステーション「やすら 北九州市門司区小森江３丁目１ 市門司区医師会
ぎ」 ２番１１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 514769,004,2 訪問看護ケアステーシ 〒801-0851 093-321-5507 山口　智子 平17. 4. 1 有限会社　ケアステー 吉田　裕子 現存

ョン笑顔 北九州市門司区東本町１丁目２ ション笑顔
番３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 515769,005,9 みろく訪問看護ステー 〒800-0112 093-483-1661 円城寺　由貴 平18. 7. 1 みろく福祉サービス株 村上　順子 現存

ション 北九州市門司区畑１２０７番地 式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 516769,009,1 訪問看護ステーション 〒801-0841 093-321-3300 佐々木　潤 平27. 2. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン門司 北九州市門司区西海岸一丁目４ ド
番７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 517769,010,9 ＳＪＲ別院訪問看護ス 〒800-0037 093-372-0074 木村　従子 平28. 3. 1 ＪＲ九州シニアライフ 橋本　親徳 現存

テーション 北九州市門司区原町別院８番１ サポート株式会社
４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 518769,011,7 キタムラ訪問看護ステ 〒800-0114 093-481-7172 北村　大樹 平30. 2. 1 株式会社きしの森 北村　大樹 現存

ーションきしの森 北九州市門司区吉志七丁目２０
番３１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 519779,000,8 北九州市小倉医師会訪 〒802-0803 093-965-7081 加藤　ひとみ 平 6.10. 1 一般社団法人北九州市 宇野　卓也 現存

問看護ステーション 北九州市小倉南区春ケ丘１０－ 小倉医師会
１４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 520779,001,6 南小倉訪問看護ステー 〒803-0861 093-591-9050 宮下　玲子 平 6.10. 1 医療法人　共和会 熊谷　雅之 現存

ション 北九州市小倉北区篠崎１丁目５
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 521779,005,7 みどり訪問看護ステー 〒802-0071 093-941-8655 渡邊　俊之 平 6.10. 1 医療法人社団　天翆会 松井　豊 現存
ション 北九州市小倉北区黄金２丁目９

番１１号　天翆会こがね介護支
援会館

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 522779,007,3 恵友会老人訪問看護ス 〒802-0052 093-921-0438 花田　ゆかり 平 6.10. 1 医療法人社団　恵友会 津田　徹 現存

テーション 北九州市小倉北区霧ケ丘３丁目
９－２０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 523779,008,1 訪問看護ステーション 〒800-0253 093-475-7777 初山　夕夏 平 6.10. 1 医療法人　慈恵会 林田　隆博 現存

ほほえみ 北九州市小倉南区葛原本町６丁
目１０－３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 524779,011,5 訪問看護ステーション 〒802-0978 093-962-8340 大木　智成 平 8.10. 1 医療法人　小倉蒲生病 西島　英利 現存

　しあわせ 北九州市小倉南区蒲生５丁目５ 院
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 525779,012,3 健和会老人訪問看護ス 〒803-0814 093-592-5080 城下　あけみ 平 9. 4.16 公益財団法人　健和会 三宅　昌 現存

テーション・のぞみ 北九州市小倉北区大手町１４－
２２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 526779,017,2 あおぞらの里　小文字 〒802-0026 093-541-1065 濱永　和栄 平13. 1. 1 株式会社　シダー 座小田　孝安 現存

訪問看護ステーション 北九州市小倉北区大畠１丁目７
番２０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527779,019,8 訪問看護ステーション 〒800-0242 093-474-3454 宮野　理恵子 平14. 1. 1 有限会社　スマイル 和田　和人 現存

　スマイル 北九州市小倉南区津田１丁目９
番５０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 528779,024,8 北九州ヘルスケアサー 〒800-0257 093-932-8788 大園　知恵子 平15.12. 1 北九州ヘルスケアサー 有座　宏 現存

ビス湯川　訪問看護ス 北九州市小倉南区湯川５丁目９ ビス株式会社
テーション －１７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 529779,027,1 晴天訪問看護ステーシ 〒802-0811 093-921-2588 中道　操 平17. 7. 1 有限会社　晴天介護サ 秋吉　政晴 現存

ョン 北九州市小倉南区重住２丁目７ ービス
－３４
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 530779,030,5 小倉さくら訪問看護ス 〒802-0077 093-541-7785 古財　淳子 平17.11. 1 有限会社　さくら 齊藤　隆司 現存
テーション 北九州市小倉北区馬借２丁目１

－２２－２０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 531779,031,3 株式会社フジケア訪問 〒803-0826 093-871-3735 高橋　博子 平18. 1. 1 株式会社　フジケア 山本　厚生 現存

看護ステーション 北九州市小倉北区高峰町３番３
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 532779,033,9 株式会社　楽々サービ 〒802-0985 093-591-2234 鍛屋　さおり 平18. 9. 1 株式会社　楽々サービ 岩井　茂 現存

ス　訪問看護ステーシ 北九州市小倉南区志井６丁目２ ス
ョン楽々 番５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 533779,036,2 訪問看護ステーション 〒802-0972 093-961-7617 樫田　俊子 平19. 9. 1 有限会社　慈恩 毛利　雅己 現存

　じおん 北九州市小倉南区守恒１丁目１
１番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 534779,037,0 アップルハート訪問看 〒802-0974 093-963-1611 大野　直美 平19.12. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション小倉南 北九州市小倉南区徳力１丁目１ 会社
２番７号グリーンピア徳力Ⅱ　
１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 535779,038,8 訪問看護ステーション 〒802-0816 093-932-5820 小畑　礼子 平21. 8. 1 株式会社　ウキシロケ 浮城　守 現存

　いこいの里　若園 北九州市小倉南区若園三丁目１ アセンター
１－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 536779,041,2 ＳＳＩ訪問看護ステー 〒802-0056 093-383-7785 宮崎　亜由美 平22.10. 1 株式会社ＳＳＩ 宮崎　亜由美 現存

ション 北九州市小倉北区黒住町４番１
４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 537779,042,0 訪問看護ステーション 〒800-0225 093-471-8981 中村　千永美 平23. 3. 1 合同会社　こもれび 山内　博子 現存

　こもれび 北九州市小倉南区田原２丁目１
７－１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 538779,044,6 訪問看護ステーション 〒802-0077 093-513-5110 中村　恵 平23. 7. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン北九州 北九州市小倉北区馬借一丁目１ ド
３番２９号村上ビル２０２号
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 539779,045,3 ニチイケアセンター小 〒803-0851 093-562-7766 竹木　千恵 平23. 7. 1 株式会社ニチイ学館 齊藤　正俊 現存
倉訪問看護ステーショ 北九州市小倉北区木町一丁目５
ン 番６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 540779,046,1 訪問看護ステーション 〒803-0861 093-932-1800 蒲原　祐子 平24. 2. 1 有限会社いわさき 岩崎　英俊 現存

いわさき 北九州市小倉北区篠崎２丁目４
８－１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 541779,048,7 ＡＩメディカル　訪問 〒802-0077 093-533-3788 安田　智子 平25. 6. 1 株式会社ＡＩメディカ 泉　篤志 現存

看護ステーション 北九州市小倉北区馬借一丁目３ ル
番２０号３Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 542779,049,5 訪問看護ステーション 〒802-0978 093-482-1990 村上　愛子 平25.12. 1 株式会社たすかる 下野　久美子 現存

　たすかる 北九州市小倉南区蒲生二丁目１
２－１２エコ倶楽部　蒲生Ⅱ　
２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 543779,050,3 医療法人清陵会　訪問 〒803-0862 093-571-6081 野口　美由紀 平25.12. 1 医療法人清陵会 小原　尚之 現存

看護ステーション　こ 北九州市小倉北区今町三丁目１
ころとくらしのケアセ ３番１号
ンター

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 544779,051,1 訪問看護ステーション 〒802-0023 093-953-8226 松浦　善隆 平26. 3. 1 医療法人桜和会 金子　和裕 現存

　つむぎ 北九州市小倉北区下富野２丁目
１０－３１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 545779,052,9 訪問看護ステーション 〒802-0072 093-383-9237 植村　美紀 平26. 4. 1 一般社団法人ＱーＡＣ 末安　良光 現存

ＱーＡＣＴ北九州 北九州市小倉北区東篠崎三丁目 Ｔ
４番１３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 546779,053,7 訪問看護ステーション 〒802-0975 093-965-8552 依田　也寸志 平26. 4. 1 有限会社故郷 野村　美代子 現存

　ふれあい家族 北九州市小倉南区徳力団地２番
２号３１号棟３号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 547779,054,5 訪問看護ステーション 〒802-0072 093-932-0533 木村　考行 平26. 6. 1 有限会社コスモケア 坪根　雅子 現存
　コスモ 北九州市小倉北区東篠崎二丁目

６番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 548779,055,2 訪問看護リハビリステ 〒802-0971 093-962-1310 山尾　テル子 平26. 9. 1 医療法人敬天会 益川　理美子 現存

ーションとうわ 北九州市小倉南区守恒本町一丁
目２番１１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 549779,056,0 はぁーと訪問看護リハ 〒800-0236 093-474-6076 熊本　数絵 平27. 1. 1 株式会社ハートウェイ 清水　克洋 現存

ビリステーション 北九州市小倉南区下貫二丁目９
番１－１０５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 550779,057,8 福岡ざいたく医療訪問 〒803-0272 093-451-0770 白福　達也 平27. 2. 1 有限会社ソウセイ 内野　三十四 現存

看護 北九州市小倉南区長行西三丁目
１７番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 551779,058,6 訪問看護ステーション 〒802-0823 093-961-7133 濱田　幸美 平27. 4. 1 株式会社ライト 篠原　直隆 現存

　にじ色 北九州市小倉南区舞ケ丘二丁目
３番８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 552779,059,4 あったか訪問看護ステ 〒802-0085 093-932-1500 入江　里代 平27. 6. 1 あったか看護株式会社 入江　里代 現存

ーション 北九州市小倉北区吉野町３番１
０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 553779,061,0 なでしこ訪問看護ステ 〒802-0014 093-531-7455 都合　貴俊 平27. 6. 1 株式会社サンライフ 鬼木　義美 現存

ーション 北九州市小倉北区砂津一丁目５
番２６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 554779,063,6 訪問看護ステーション 〒802-0022 093-512-0507 高橋　貴子 平16. 7. 1 有限会社　在宅ナース 高橋　貴子 現存

はんずあい 北九州市小倉北区上富野五丁目 センターはんずあい
１番１０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 555779,065,1 ソウレン訪問看護 〒802-0026 093-967-3709 臨泉　摩紀 平28. 2. 1 株式会社ソウレン 内野　光次 現存

北九州市小倉北区大畠一丁目３
番１２号
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 556779,066,9 まごころ訪問看護ステ 〒800-0255 093-931-0556 吉村　綾子 平28. 2. 1 有限会社ふじせ 藤瀬　憲一 現存
ーション 北九州市小倉南区上葛原二丁目

２２番２５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 557779,068,5 アイアス訪問看護ステ 〒802-0001 093-981-6680 入江　恵美 平28. 4. 1 株式会社アイアス 久保田　紘一 現存

ーション 北九州市小倉北区浅野２丁目ス
ズキビル浅野２０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 558779,069,3 訪問看護ステーション 〒802-0032 093-533-0634 梶原　眞弓 平28. 5. 1 有限会社ワンダー 高橋　弘美 現存

花 北九州市小倉北区赤坂一丁目７
番１８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 559779,070,1 訪問看護ステーション 〒802-0842 093-962-6036 奥田　剛志 平28.10. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン小倉南 北九州市小倉南区日の出町一丁 ド
目２番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 560779,071,9 モナトリエ・訪問看護 〒802-0006 093-512-5050 榎本　一美 平29. 3. 1 株式会社モナトリエ・ 濱田　時栄 現存

ステーション 北九州市小倉北区魚町四丁目３ デ・フォレ
番８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 561779,072,7 訪問看護ステーション 〒802-0062 093-932-1244 宮田　恭子 平29. 7. 1 有限会社いわさき 岩崎　英俊 現存

　ライフスタイル 北九州市小倉北区片野新町一丁
目１番３４号２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 562779,074,3 訪問看護ステーション 〒800-0233 093-982-0663 渡辺　翔吾 平29. 8. 1 株式会社支 渡辺　翔吾 現存

　キタキュウ 北九州市小倉南区朽網西二丁目
１１番３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 563779,075,0 訪問看護ステーション 〒802-0816 093-931-0626 川原　ゆかり 平30. 1. 1 合同会社めぐり 川原　ゆかり 現存

　めぐり 北九州市小倉南区若園二丁目１
７番２８号リビオン中村２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 564779,076,8 訪問看護ステーション 〒802-0074 093-932-1177 村口　晴美 平30. 4. 1 社会福祉法人年長者の 芳賀　晟壽 現存

　三萩野 北九州市小倉北区白銀二丁目１ 里
１番４号
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 565779,077,6 訪問看護ステーション 〒802-0064 093-922-0222 渡邊　真由美 平30. 5. 1 社会福祉法人千里会 田園　直樹 現存
ひだまりテラス 北九州市小倉北区片野四丁目１

５番１３号ロイヤルプラザ７０
９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 566039,010,3 訪問看護ステーション 〒813-0024 092-691-8881 多久　みち 平11.10.18 医療法人　関クリニッ 関　雅彦 休止

ローズステーション 福岡市東区名子１丁目１－５ ク
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 567039,074,9 パーム訪問看護リハビ 〒811-0201 092-981-6712 青栁　さわみ 平27.11. 1 株式会社　ユリシーズ 中尾　善郎 休止

リステーション 福岡市東区三苫五丁目３番１－
５０４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 568039,093,9 訪問看護ひまわりステ 〒812-0044 092-406-6740 横谷　とりえ 平27.11. 1 医療法人ひまわり会 松尾　眞二郎 休止

ーション 福岡市博多区千代一丁目１番５
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 569129,009,6 ホスピカ２４時間訪問 〒815-0082 092-521-2953 小島　ひろみ 平11.10. 1 株式会社　ホスピカ 安藤　精弥 休止

看護ステーション 福岡市南区大楠１丁目８番１７
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 570129,050,0 悠愛訪問看護ステーシ 〒811-1313 092-588-1100 杉野　幸子 平29. 7. 1 ウェルビス悠愛株式会 植木　理美 休止

ョン 福岡市南区曰佐四丁目３９番２ 社
８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 571259,008,0 訪問看護ステーション 〒831-0005 0944-88-8456 副島　真也 平29. 9. 1 株式会社ＭＬＳ 北村　孔一 休止

ＭＬＳ 大川市向島１３７０番地３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 572279,004,5 訪問看護ステーション 〒830-0063 0942-27-9349 林田　和美 平18. 7. 1 株式会社未来ジャパン 下川　由美 休止

未来 久留米市荒木町荒木１３１２番
地２４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 573279,021,9 訪問看護ステーション 〒830-0018 0942-36-5831 與田　桂子 平23. 7. 1 医療法人　楠病院 田中　靖 休止

　つつじ 久留米市通町１０３番地１５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 574449,018,0 訪問看護ステーション 福岡県大牟田市大字草木５８１ 0944-32-9366 石橋　春美 平26. 5. 1 有限会社そよかぜ 重藤　紘 休止

羽山台 番地５
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 575559,004,6 いきがい筑豊　訪問看 〒820-0044 0948-26-4686 中山　佳代子 平16. 3. 1 特定非営利活動法人ア 牧瀬　利夫 休止
護ステーション 飯塚市横田８４９番地 リッサムの会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 576559,014,5 訪問看護ステーション 〒820-0040 0948-26-7800 瓜生　亜由美 平27. 1. 1 株式会社ＳＫＹ 佐々木　一成 休止

なでしこ飯塚 飯塚市吉原町６－１あいタウン
３Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 577569,008,5 あゆみ田川訪問看護ス 〒825-0016 0947-42-8445 中村　真木 平16. 4. 1 公益社団法人　福岡医 舟越　光彦 休止

テーション 田川市新町１１番地の１５ 療団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 578569,020,0 訪問看護ステーション 〒825-0005 0947-85-8601 藤川　泉 平29. 4. 1 株式会社ＲＭＫ 篭原　裕明 休止

おおぞら 田川市糒２５９５番地４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 579589,001,6 訪問看護ステーション 〒823-0012 0949-32-0282 米澤　美枝子 平11. 2. 1 医療法人　安倍病院 安倍　正志 休止

ゆうあい 宮若市長井鶴２５０番地３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 580619,002,8 訪問看護ステーション 〒807-0046 093-202-2855 宮本　サダ子 平10. 6. 1 医療法人　社団水北会 福田　良日 休止

「ともえ」 遠賀郡水巻町吉田西３丁目１３
番１３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 581649,004,8 訪問看護ステーション 〒804-0081 093-871-7871 山本　弘子 平14.12. 1 医療法人　親和会 菅　正明 休止

天神 北九州市戸畑区千防１丁目１３
番１８号　天神クリニック旧館
１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 582749,001,3 豊前築上医師会訪問看 〒828-0021 0979-82-2804 吉崎　百合子 平11.11. 1 社団法人　豊前築上医 前田　浩 休止

護ステーション 豊前市八屋１５２２－２ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 583779,014,9 こくら訪問看護ステー 〒800-0206 093-473-1010 木下　いづみ 平 9.10. 1 医療法人　社団明愛会 種子田　吉郎 休止

ション 北九州市小倉南区葛原東二丁目
１４番２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 584779,015,6 東谷医院訪問看護ステ 〒803-0186 093-451-1331 佐藤　恵津子 平12. 4. 1 医療法人　東谷医院 山家　宏夫 休止

ーション 北九州市小倉南区新道寺１２９
－４
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 585779,073,5 訪問看護ステーション 〒800-0256 093-482-2572 古川　素子 平29. 8. 1 株式会社きゅうすけ 福田　久徳 休止
　らいつ 北九州市小倉南区湯川新町三丁

目８番３１－３０９号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


