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   101,9001,0 鹿児島中央　訪問看護 〒890-0042 099-252-4878 有村　淳子 平12. 4. 1 医療法人　天翔会　 五反田　満幸 現存
ステーション 鹿児島市薬師一丁目１６番５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201,9003,6 医療法人徳洲会　南谷 〒891-0144 099-261-2266 﨑向　ひとみ 平12. 4. 1 医療法人　徳洲会 鈴木　隆夫 現存

山訪問看護ステーショ 鹿児島市下福元町７６４１番地
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301,9005,1 なでしこ訪問看護ステ 〒890-0022 099-281-9292 横山　隆子 平12. 4. 1 社会福祉法人　恩賜財 吉田　紀子 現存

ーション 鹿児島市小野町２４２７番２ 団済生会支部鹿児島県
済生会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401,9006,9 生協訪問看護ステーシ 〒890-0064 099-285-6006 川畑　久美子 平12. 4. 1 鹿児島医療生活協同組 馬渡　耕史 現存

ョン　かもいけ 鹿児島市鴨池新町５番８号 合
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501,9007,7 愛仁会訪問看護ステー 〒890-0008 099-220-5501 竹原　美智代 平12. 4. 1 医療法人　愛仁会 長柄　光子 現存

ション 鹿児島市伊敷一丁目３番１０号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601,9010,1 城西訪問看護ステーシ 〒890-0043 099-258-9380 帖佐　久美子 平12. 4. 1 医療法人　慈恵会 土橋　苑子 現存

ョン 鹿児島市鷹師１丁目４番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701,9012,7 いしき訪問看護ステー 〒890-0015 099-225-6415 神川　秀子 平12. 4. 1 医療法人　玉水会 永友　知澄 現存

ション 鹿児島市草牟田町９－１１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801,9013,5 鹿児島県看護協会訪問 〒890-0064 099-259-7019 山本　美和 平12. 4. 1 公益社団法人　鹿児島 田畑　千穂子 現存

看護ステーションかご 鹿児島市鴨池新町２１－５ 県看護協会
しま

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901,9016,8 笹貫訪問看護ステーシ 〒891-0111 099-210-0150 木場田　哲也 平12. 4. 1 公益財団法人　慈愛会 今村　英仁 現存

ョン　愛の街 鹿児島市小原町９－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001,9017,6 よしの訪問看護ステー 〒892-0877 099-244-5525 横尾　智子 平12. 4. 1 医療法人　明輝会 川上　秀一 現存

ション 鹿児島市吉野二丁目１７番１５
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1101,9020,0 訪問看護ステーション 〒891-1205 099-245-4555 松田　須美子 平12. 4. 1 医療法人　猪鹿倉会 猪鹿倉　武 現存

　パールランド 鹿児島市犬迫町２２５３番地
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  1201,9022,6 生協訪問看護ステーシ 〒891-0141 092-284-9103 野元　加代子 平12. 4. 1 鹿児島医療生活協同組 馬渡　耕史 現存
ョン　たにやま 鹿児島市谷山中央三丁目４５８ 合

２番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301,9023,4 訪問看護ステーション 〒890-0067 099-253-1121 鶴田　悦子 平12. 4. 1 医療法人　三州会 大勝　秀樹 現存

真砂本町 鹿児島市真砂本町１２－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401,9024,2 訪問看護ステーション 〒892-0852 099-223-3170 田代　夏子 平12. 4. 1 公益社団法人　鹿児島 貞方　洋子 現存

　みなみ風 鹿児島市下竜尾町５－１７ 共済会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501,9026,7 マロニエ訪問看護ステ 〒890-0014 099-226-0391 西　龍子 平12. 4. 1 社会医療法人　緑泉会 米盛　公治 現存

ーション「護国」 鹿児島市草牟田２－２９－３２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601,9027,5 訪問看護ステーション 〒891-1541 099-221-2068 小畑　いくみ 平12. 4. 1 医療法人　天陽会 今村　勝洋 現存

　さくらじま 鹿児島市野尻町５８番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701,9028,3 グリーン訪問看護ステ 〒890-0016 099-226-5038 伊地知　ゆかり 平12. 4. 1 医療法人　藤和会 米澤　士郎 現存

ーション 鹿児島市新照院町１９番１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801,9036,6 むぎのめ訪問看護ステ 〒892-0875 099-295-8697 山下　里美 平15. 7.31 社会福祉法人　麦の芽 内田　芳夫 現存

ーション 鹿児島市川上町１８６２－１ 福祉会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1901,9037,4 ナカノ訪問看護ステー 〒890-0008 099-218-3003 泊　奈津美 平16. 9.10 医療法人　ナカノ会 中野　一司 現存

ション　 鹿児島市伊敷３丁目１４番８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001,9043,2 訪問看護ステーション 〒890-0054 099-256-0304 田中　和代 平18. 5.10 株式会社　中央介護セ 田中　久嗣 現存

ちゅうおう 鹿児島市荒田二丁目２２－２ ンター
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2101,9044,0 花野訪問看護ステーシ 〒891-1204 099-228-1653 伊尻　環 平18.11. 9 株式会社　花野訪問看 伊尻　環 現存

ョン 鹿児島市花野光ケ丘一丁目３８ 護ステーション
－７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2201,9046,5 ケアネット徳洲会鹿児 〒890-0056 099-254-0311 落合　ひろえ 平19.11. 1 株式会社ケアネット徳 松下　由美子 現存

島訪問看護ステーショ 鹿児島市下荒田三丁目４４番１ 洲会鹿児島
ン ８号
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  2301,9047,3 訪問看護ステーション 〒890-0061 099-806-5050 中野　優美 平20.12.11 株式会社　美都 浦田　十糸子 現存
　美都 鹿児島市天保山町１１番８号フ

ァミール美都３０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401,9048,1 訪問看護ステーション 〒890-0073 099-275-0881 高祖　由美 平21. 6. 1 医療法人　天百合会 古田　利久 現存

　優美 鹿児島市宇宿９丁目６番５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501,9049,9 訪問看護ステーション 〒890-0082 099-299-0031 有馬　昌子 平22.12. 1 医療法人　常清会 川地　浩二 現存

おおぞら 鹿児島市紫原１丁目２５－１８
　１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2601,9050,7 訪問看護ステーション 〒890-0063 099-296-7507 内村　由加里 平23. 4. 1 有限会社　かいご屋 山邊　浩司 現存

悠 鹿児島市鴨池１丁目８－２１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2701,9051,5 こすも訪問看護ステー 〒890-0038 099-296-8222 真方　里砂 平23. 4.15 株式会社Ｂ＆Ｔ 真方　里砂 現存

ション 鹿児島市向陽一丁目１番２２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2801,9052,3 訪問看護ステーション 〒891-0104 099-264-6633 北田　光子 平23. 6.27 特定非営利活動法人夢 北田　光子 現存

夢の木 鹿児島市山田町２５－２ の木
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2901,9053,1 訪問看護ステーション 〒890-0014 099-295-3451 西田　奈緒子 平23. 8. 1 株式会社ＦＩＲＳＴＥ 西田　奈緒子 現存

　ファースト 鹿児島市草牟田一丁目２番１３ ＮＤＥＲ
号ジュネスコート１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3001,9054,9 訪問看護ステーション 〒890-0045 099-210-5590 藤野　京子 平24. 1. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン鹿児島 鹿児島市武１丁目２８－９ベレ ド
ーザ武１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3101,9055,6 訪問看護ステーション 〒890-0073 099-812-7727 森重　泰世 平24. 1. 4 株式会社　エヌ・メデ 野間　耕一郎 現存

　わきだ 鹿児島市宇宿３丁目１６－１７ ィック
　サンパール３Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3201,9057,2 訪問看護ステーション 〒890-0045 099-801-3507 森　恵 平24. 3. 1 株式会社花梨 森　恵 現存

かりん 鹿児島市武３丁目１３－４黒木
ビル３０３号室
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  3301,9059,8 訪問看護ステーション 〒890-0034 099-210-5510 山本　梢 平24. 4. 1 有限会社　ひなた 日向　みさ子 現存
　ひなた 鹿児島市田上５丁目２－１７　

カーサ大和Ⅲ１階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3401,9060,6 訪問看護ステーション 〒892-0824 099-248-8450 小川　志保 平24. 7. 1 医療法人　玉昌会 髙田　昌実 現存

　まむ　鹿児島 鹿児島市堀江町６番３号（６階
）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3501,9061,4 訪問看護ステーション 〒891-0205 099-343-1176 齋藤　直美 平24. 8.15 医療法人　参天会 新田　則孝 現存

きいれ 鹿児島市喜入前之浜町７８０８
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3601,9062,2 訪問看護ステーション 〒892-0806 099-247-1318 柳川　由美 平24.12. 1 合名会社　南邦商事 中島　賢二郎 現存

　サザン 鹿児島市池之上町９番１４号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3701,9064,8 訪問看護ステーション 〒890-0055 099-204-9161 松下　由美子 平25. 4. 1 株式会社ウェルビーイ 松下　由美子 現存

　ゆあ 鹿児島市上荒田町１０番地９　 ング　結愛
２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3801,9065,5 訪問看護ステーション 〒891-0141 099-204-9808 加藤　裕子 平25. 4. 8 株式会社　キュアコネ 加藤　裕子 現存

　てあて 鹿児島市谷山中央六丁目２２番 クト
２４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3901,9066,3 鹿児島こども訪問看護 〒890-0042 099-252-4878 下野　昌代 平25. 6. 1 医療法人　天翔会 五反田　満幸 現存

ステーション 鹿児島市薬師一丁目１６番５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4001,9068,9 鹿児島徳洲会訪問看護 〒890-0056 099-255-4317 姥　三恵子 平25.10. 1 医療法人　徳洲会 鈴木　隆夫 現存

ステーション　みずほ 鹿児島市下荒田３丁目２１番１
号　マンション幸栄２０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4101,9069,7 訪問看護ステーション 〒890-0014 099-227-0021 古田　里美 平26. 3. 1 ヒューマンケアドリー 古田　仁 現存

　オルタナ 鹿児島市草牟田２丁目１７番１ ム
７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4201,9070,5 訪問看護ステーション 〒890-0045 099-206-0520 直　みやび 平26. 5. 1 林ケアサポート株式会 井内　徹 現存

　林 鹿児島市武二丁目３２－１９ 社
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  4301,9072,1 訪問看護ステーション 〒890-0065 899-213-1277 納瀬　光子 平26. 7. 1 医療法人　三愛会 川村　英俊 現存
　ポプラ 鹿児島市郡元三丁目５番１７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401,9073,9 平和会訪問看護ステー 〒890-0082 099-298-1238 冨貴田　景子 平26. 8. 8 医療法人　平和会 久松　憲明 現存

ション 鹿児島市紫原７丁目１８－２８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4501,9076,2 訪問看護ステーション 〒891-1304 099-294-2653 田中　弘美 平26.12.15 社会福祉法人　寿康会 前田　義博 現存

　寿康園 鹿児島市本名町２３４番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4601,9077,0 訪問看護ステーション 〒890-0001 099-248-9215 山本　理香 平27. 1.15 大心メディカルセンタ 山内　敏弘 現存

ウェルカム 鹿児島市千年二丁目４２－２０ ー合同会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4701,9079,6 訪問看護　コンフォー 〒890-0031 099-296-9852 清水　小夜子 平27. 4.10 株式会社　アプリシエ 假屋　宜二 現存

ト武岡 鹿児島市武岡１丁目１１３番地 イト
３０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4801,9080,4 訪問看護ステーション 〒890-0067 099-204-0838 吉田　佐和子 平27. 4. 6 有限会社　春うらら 柳田　久美子 現存

　春うらら 鹿児島市真砂本町２０番１９号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4901,9081,2 訪問看護ステーション 〒892-0871 099-210-7333 當山　洋子 平27. 5. 1 株式会社　マテリアコ 濵田　治雄 現存

　いっ歩 鹿児島市吉野町３３６５番地　 ーポレーション
１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5001,9082,0 訪問看護ステーション 〒892-0871 099-246-3407 満　園江 平27. 5. 7 有限会社　アテーネ 日髙　憲太郎 現存

　オアシスケア 鹿児島市吉野町８８５９番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5101,9083,8 訪問看護ステーション 〒891-0112 099-260-8265 安藤　鈴江 平27. 5.11 株式会社　鈴音 安藤　鈴江 現存

　鈴の音 鹿児島市魚見町１２５番地１２
プロヌーブＹ１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5201,9084,6 ふるさぽ訪問看護リハ 〒892-0845 099-295-4406 井原　康予 平27. 7. 1 株式会社　フルサポー 内田　幸太 現存

ビリステーション鹿児 鹿児島市樋之口町３番２１号ウ トグループ
島 エストパーク１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5301,9085,3 きゅあステーション旭 〒891-0133 099-262-2222 岩﨑　淳子 平27.10. 7 社会福祉法人　旭生会 園田　希和子 現存

生会 鹿児島市平川町１３８２番地
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  5401,9086,1 訪問看護ステーション 〒890-0063 099-214-3315 田中　鳴人 平27.11. 1 有限会社　オーエイエ 大牟禮　康佑 現存
　あおぞら 鹿児島市鴨池二丁目３番１６号 ス

　えりかビル３Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5501,9087,9 訪問看護・リハビリサ 〒891-0102 099-811-2058 鈴木　美保 平28. 1. 1 株式会社　Ｌーはぴね 細樅　和誠 現存

ービス　モーション鹿 鹿児島市星ケ峯四丁目５番１号 す
児島 セントラルハイツ２０５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5601,9088,7 あなぶきケアサービス 〒890-0052 099-297-5250 畠中　真由美 平28. 2.15 あなぶきメディカルケ 大谷　佳久 現存

鹿児島 鹿児島市上之園町４番地１５ ア株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5701,9090,3 訪問看護ステーション 〒890-0055 099-214-2248 得田　ひじり 平28. 7. 1 株式会社　彩 川添　純子 現存

　いろどり 鹿児島市上荒田町３番１－３０
３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5801,9091,1 訪問看護ステーション 〒891-0141 099-260-8060 阿久根　慧 平28.10. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン谷山 鹿児島市谷山中央八丁目２７番 ルド
１１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5901,9092,9 ケアライフ南鹿児島訪 〒891-0115 099-210-1165 宮下　真樹 平28.10. 1 有限会社　ベストライ 山内　純一 現存

問看護ステーション 鹿児島市東開町１３番２９号 フ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6001,9093,7 訪問看護ステーション 〒890-0073 099-257-5210 花薗　昌子 平29. 1.22 医療法人　腎愛会 上山　逹典 現存

光陽 鹿児島市宇宿３丁目２１－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6101,9094,5 訪問看護ステーション 〒891-0113 099-210-0753 岩下　美穂子 平29. 6.20 株式会社　なごみ 壱﨑　ゆかり 現存

　せせらぎの里鹿児島 鹿児島市東谷山二丁目５番８号
南

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6201,9095,2 訪問看護ステーション 〒890-0005 099-295-6813 小林　栄治 平29. 9. 1 医療法人有隣会 植村　健吾 現存

優つばめ 鹿児島市下伊敷一丁目３１番１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6301,9096,0 訪問看護さくら 〒890-0069 099-253-0551 川上　久美子 平29.11. 1 医療法人　日章会 山本　英彦 現存

鹿児島市南郡元町２４番１５号
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  6401,9097,8 訪問看護ステーション 〒890-0082 099-800-6853 清水　小夜子 平29.12. 1 医療法人　ショコラ 西本　紀一郎 現存
しょこら 鹿児島市紫原４丁目３２番２０

号　野井倉ビル１階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6501,9098,6 訪問看護ステーション 〒890-0046 099-299-0222 藤山　美保 平30. 1.20 エイメスト株式会社 日髙　裕介 現存

　わらい 鹿児島市西田三丁目９番１号　
ＮＳビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6601,9099,4 訪問看護ステーション 〒892-0811 099-800-4929 窪田　昭子 平30. 2. 1 Ｈｅａｒｔ　ｏｆ　真 前　律子 現存

　まごころ 鹿児島市玉里団地三丁目２７番 心　株式会社
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6701,9100,0 訪問看護かえりえ宇宿 〒890-0073 099-214-3013 田口　久美子 平30. 4. 1 株式会社やさしい手 香取　幹 現存

鹿児島市宇宿３丁目１番１号　
カワイビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6803,9001,6 医療法人　青仁会鹿屋 〒893-0024 0994-44-4776 末満　りつ子 平12. 4. 1 医療法人　青仁会 池田　徹 現存

訪問看護ステーション 鹿屋市下祓川町１７９４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6903,9002,4 訪問看護ステーション 〒893-0014 0994-44-2772 稲富　千代子 平12. 4. 1 医療法人　恒心会 小倉　雅 現存

　ことぶき 鹿屋市寿八丁目７３０９－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7003,9005,7 おおすみ訪問看護ステ 〒893-0032 0994-45-4707 兵頭　信子 平22. 7. 1 株式会社訪問トータル 笠野　大輔 現存

ーション 鹿屋市川西町４４６１－１４ サービス未来
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7103,9008,1 訪問看護ステーション 〒893-0015 0994-40-0021 入田　三千代 平24. 6. 1 社会医療法人鹿児島愛 鈴木　隆夫 現存

花みずき 鹿屋市新川町６０８１番地１ 心会　
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7203,9009,9 訪問看護ステーション 〒893-0037 0994-45-6622 井上　チエ子 平25. 4. 1 株式会社　笑仁翅 井上　謙三 現存

　あじさい 鹿屋市田崎町１３１６番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7303,9010,7 訪問看護ステーション 〒893-0023 0994-45-5886 立石　美幸 平26. 1.24 特定非営利活動法人　 齋藤　鈴子 現存

　りん 鹿屋市笠之原町７４０１番地５ 隣の会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7403,9012,3 株式会社　優心　訪問 〒893-0067 0994-45-5515 立山　まゆみ 平27.12. 1 株式会社　優心 立山　まゆみ 現存
看護ステーション　優 鹿屋市大浦町１４０２８－４
心

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7503,9014,9 訪問看護ステーション 〒893-1604 0994-62-8888 上山　初美 平28.12. 1 株式会社　以和貴会ケ 西丸　昭彦 現存

　以和貴苑 鹿屋市串良町下小原３１０６ アサービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7604,9001,4 医療法人　厚生会　訪 〒898-0048 0993-73-2856 萩原　砂登美 平12. 4. 1 医療法人　厚生会 小原　該一 現存

問看護ステーション立 枕崎市火之神町６２０番地
神

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7704,9002,2 訪問看護ステーション 〒898-0089 0993-72-1508 上木原　まゆみ 平12. 4. 1 社会医療法人　慈生会 鮫島　秀弥 現存

まくらざき 枕崎市白沢北町１９１番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7804,9003,0 サザン訪問看護ステー 〒898-0017 0993-72-3335 宮田　真由美 平12. 4. 1 社会医療法人　聖医会 牧角　寛郎 現存

ション 枕崎市住吉町１４番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7906,9001,9 阿久根訪問看護ステー 〒899-1622 0996-72-3450 原田　亜祐美 平12. 4. 1 医療法人　昂和会 古郷　米次郎 現存

ション 阿久根市高松町１２番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8006,9002,7 グリーンフォレストみ 〒899-1131 0996-75-3222 坂本　恵 平12. 4. 1 医療法人　黒木会 黒木　康文 現存

かさ訪問看護ステーシ 阿久根市脇本６３１３－１
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8108,9003,1 訪問看護ステーション 〒899-0216 0996-67-0819 川本　美智子 平17.12.13 有限会社　リハシップ 川本　愛一郎 現存

　リハシップ　あい 出水市大野原町１０７８ー２ あい
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8208,9005,6 レストケア出水在宅医 〒899-0212 0996-63-1100 藤本　智恵美 平22. 5. 6 株式会社　エルリスト 森口　隆則 現存

療センター（レストケ 出水市上知識町８０６ ン
ア出水訪問

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8308,9006,4 訪問看護ステーション 〒899-0202 0996-62-4272 田島　誠 平24. 6.15 株式会社ＰＲＯＪＥＣ 田島　誠 現存

　いっぽ 出水市昭和町３５番５号 Ｔ　Ｓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8408,9007,2 訪問看護ステーション 〒899-0201 0996-79-4118 川﨑　翔子 平26. 8. 1 株式会社　キズナ 廣岡　稔晃 現存
　かけはし 出水市緑町３３番２０号安全ビ

ル２０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8508,9008,0 げんきリハサービス　 〒899-0405 0996-64-2085 北森　美穂 平28. 6. 1 株式会社　ケイツーワ 蒲原　幸樹 現存

訪問看護ステーション 出水市高尾野町下水流２２４７ イ
番地７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8610,9001,1 医療法人　浩然会　指 〒891-0401 0993-24-3696 木村　由里 平12. 4. 1 医療法人　浩然会 大重　太真男 現存

宿訪問看護ステーショ 指宿市大牟礼四丁目４－８
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8713,9001,5 訪問看護ステーション 〒891-3101 0997-22-2880 平園　和美 平12. 4. 1 社会医療法人　義順顕 田上　寛容 現存

　野の花 西之表市西之表７４６３番地 彰会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8813,9002,3 社会福祉法人　百合砂 〒891-3116 0997-28-3914 牛野　美恵 平28. 4. 1 社会福祉法人　百合砂 田上　容祥 現存

　訪問看護ステーショ 西之表市鴨女町９８番地 　
ン　ミント

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8914,9014,6 公益社団法人肝属郡医 〒891-2124 0994-36-8990 川原　喜恵子 平29. 3. 1 公益社団法人肝属郡医 池田　誠 現存

師会立訪問看護ステー 垂水市錦江町１番地１４０（老 師会
ション 健コスモス苑内）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9015,9002,8 訪問看護ステーション 〒895-0052 0996-20-4646 城　貴美代 平12. 4. 1 医療法人　大誠会 帖佐　理子 現存

　コスモス 薩摩川内市神田町１１－２０　
若松記念病院内

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9115,9004,4 社会福祉法人恩賜財団 〒895-0074 0996-20-6660 湯之前　瑞穂 平12. 4. 1 社会福祉法人　恩賜財 吉田　紀子 現存

済生会訪問看護ステー 薩摩川内市原田町２番４６号 団済生会支部鹿児島県
ションせんだい 済生会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9215,9005,1 川内市医師会訪問看護 〒895-0076 0996-22-8100 城ノ下　実千代 平12. 4. 1 公益社団法人　川内市 久留　敏弘 現存

ステーション 薩摩川内市大小路町７０－２６ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9315,9008,5 訪問看護ステーション 〒895-1203 0996-21-0021 中山　ますみ 平12. 4. 1 社会医療法人　卓翔会 鉾之原　大助 現存
　こんにちわ 薩摩川内市樋脇町市比野３００

４番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9415,9014,3 訪問看護ステーション 〒895-0072 0996-41-5291 新田　みすづ 平26. 4. 1 合同会社　みすづ 新田　みすづ 現存

　みすづ 薩摩川内市中郷町４８０５番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9515,9015,0 びっぐすまいる訪問看 〒895-0012 0996-29-5111 柳田　千草 平27. 5. 1 合同会社　ＢｉｇＳｍ 柳田　千草 現存

護ステーション 薩摩川内市平佐町１８７２番地 ｉｌｅ
グランドール平佐１１号館

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9615,9016,8 ウィル訪問看護リハビ 〒895-0055 0996-29-5802 大塚　郁美 平29. 7. 1 株式会社　ＷＩＬＬ　 重永　基樹 現存

リステーション 薩摩川内市西開聞町１２番２号 ＷＡＹ　ＥＳＴＡＴＥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9715,9017,6 ＠（あっと）訪問看護 〒895-0072 0996-22-7852 海江田　玲子 平29.11. 1 株式会社　メディナイ 山﨑　隆夫 現存

ステーション薩摩川内 薩摩川内市中郷町４６２０番地 ン
１　バーディー１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9816,9002,6 日置市医師会訪問看護 〒899-2503 099-272-2220 棈松　史子 平12. 4. 1 一般社団法人　日置市 馬場　順道 現存

ステーション 日置市伊集院町妙円寺一丁目２ 医師会
２００番６８０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9916,9003,4 訪問看護ステーション 〒899-2201 099-246-6333 仮屋　道代 平12. 4. 1 医療法人　誠心会 前原　くるみ 現存

ゆの里 日置市東市来町湯田３６０７番
地５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10016,9006,7 ローズ訪問看護ステー 〒899-3101 099-246-8507 古市　綾乃 平28. 6. 1 医療法人　みゆき会 坪内　みゆき 現存

ション 日置市日吉町日置４０３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10116,9007,5 訪問看護ステーション 〒899-2502 099-813-7540 有村　春菜 平30. 2. 1 株式会社　友助会 大知　佑介 現存

ラポル 日置市伊集院町徳重３丁目３－
１５－１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10217,9001,6 大隅地域訪問看護ステ 〒899-8106 0994-82-4270 吉田　由実子 平12. 4. 1 医療法人　愛誠会 徳留　稔 現存

ーション 曽於市大隅町下窪町１番地
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 10317,9002,4 末吉訪問看護ステーシ 〒899-8602 0986-76-1260 小田　るみ子 平12. 4. 1 医療法人　参篤会 高原　篤行 現存
ョン 曽於市末吉町栄町２丁目１２－

１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10417,9003,2 さくら訪問看護ステー 〒899-8608 0986-28-8146 重留　和美 平20. 5. 1 株式会社　オアシス 重留　和美 現存

ション 曽於市末吉町南之郷４３５４番
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10518,9004,8 こじか訪問看護ステー 〒899-2101 0996-29-4424 松園　進矢 平28. 9.14 株式会社ＫＯＪＩＫＡ 荒木　寛 現存

ション いちき串木野市湊町二丁目９２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10618,9006,3 いちき串木野市医師会 〒896-0078 0996-32-2020 畑中　勇二 平25. 8. 1 公益社団法人　いちき 丸田　修士 現存

立脳神経外科センター いちき串木野市生福５３９１番 串木野市医師会
　訪問看護ステーショ 地３
ン　さくら

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10719,9001,2 生協訪問看護ステーシ 〒899-4332 0995-64-0503 岩﨑　亮子 平12. 4. 1 鹿児島医療生活協同組 馬渡　耕史 現存

ョン　こくぶ 霧島市国分中央三丁目３８番１ 合
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10819,9004,6 姶良地区医師会訪問看 〒899-5106 0995-42-8996 上薗　妙子 平12. 4. 1 公益社団法人　姶良地 八木　幸夫 現存

護ステーション 霧島市隼人町内山田一丁目６番 区医師会
５２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10919,9005,3 訪問看護ステーション 〒899-4201 0995-57-3337 上村　奈緒 平12. 4. 1 医療法人　財団浩誠会 杉安　浩一郎 現存

あんしん 霧島市霧島田口２１４３番地１
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11019,9006,1 訪問看護ステーション 〒899-6507 0995-76-1191 加藤　るり子 平12. 4. 1 医療法人　大成会 寺脇　照代 現存

　　牧園 霧島市牧園町宿窪田９３９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11119,9008,7 訪問看護ステーション 〒899-6603 0995-78-3851 前田　まゆみ 平12. 4. 1 社会福祉法人　桃蹊会 古江　増蔵 現存

　サンライト 霧島市牧園町高千穂３６１７番
地６４０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11219,9009,5 訪問看護ステーション 〒899-5111 0995-42-2554 矢神　美幸 平12. 4. 1 医療法人　松城会 岩城　政秋 現存
姫城 霧島市隼人町姫城一丁目２７９

番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11319,9010,3 株式会社霧島リハウォ 〒899-5106 0995-57-5151 坂口　恵 平20. 4. 1 株式会社　霧島リハウ 芦谷　浩之 現存

ーク絆訪問看護ステー 霧島市隼人町内山田１１１０－ ォーク　絆
ション ２番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11419,9011,1 ニチイケアセンター隼 〒899-5115 0995-64-2461 上原　玲子 平23. 9. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

人訪問看護ステーショ 霧島市隼人町東郷１０８８－１
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11519,9012,9 訪問看護ステーション 〒899-4351 0995-73-3966 松下　恵 平26. 4. 1 株式会社　てらす 中島　竜作 現存

　テラス 霧島市国分新町二丁目１５番７
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11619,9013,7 訪問看護ステーション 〒899-4305 080-3345-1690 有馬　夕子 平27. 1. 5 特定非営利活動法人Ｒ 前原　利彦 現存

　めばえ 霧島市国分郡田２３８番地２ ｙｏｕｉｋｕＣｉｒｃ
ｌｅはなは

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11719,9014,5 ステップハート　訪問 〒899-4332 0995-73-3531 岩戸　智美 平27. 7. 1 株式会社ユニティ 濵田　桂太朗 現存

看護ステーション 霧島市国分中央四丁目１２番２
２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11819,9015,2 訪問看護ステーション 〒899-5111 080-6468-1826 西　由美子 平29. 3.28 株式会社遠友舎 吉滿　きみ代 現存

「支え」 霧島市隼人町姫城１８４１－１
　アイリス姫城２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11919,9016,0 訪問看護ステーション 〒899-4346 0995-48-5510 大岩　このみ 平29. 8.14 株式会社ジョイントラ 緒方　大地 現存

　リカバリー 霧島市国分府中町３５番５０号 イフ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12025,9003,5 訪問看護・リハ　クオ 〒895-1804 0996-52-1113 中島　洋子 平12. 4. 1 医療法人　クオラ　 松下　兼一 現存

ラＵ 薩摩郡さつま町船木２３１１－
８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 12126,9003,3 訪問看護ステーション 〒899-1301 0996-88-5875 田邊　直美 平26. 3. 1 株式会社　ケアクラフ 大平　怜也 現存
　達者の家 出水郡長島町蔵之元３６９６番 トマン

地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12226,9004,1 ナガシマ訪問看護ステ 〒899-1303 0996-88-6264 赤瀬　和寿 平29. 4. 1 合同会社ケアサークル 赤瀬　和寿 現存

ーション 出水郡長島町指江８２番地１３ 長島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12328,9001,3 訪問看護ステーション 〒899-6201 0995-54-1727 池田　広美 平27. 5. 1 株式会社　スマイルラ 永吉　るり子 現存

　えがお 姶良郡湧水町木場９５６番地６ イフケア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12429,9004,5 訪問看護ステーション 〒899-8313 0994-71-0077 林　みどり 平12. 4. 1 医療法人　玲心会 春別府　稔仁 現存

ふるる 曽於郡大崎町野方６０４７番地
３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12530,9001,9 医療法人社団春陽会高 〒893-1207 0994-65-1555 吉留　明美 平12. 4. 1 医療法人　社団春陽会 上園　春仁 現存

山訪問看護ステーショ 肝属郡肝付町新富５５０－１
ンたんぽぽ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12630,9005,0 訪問看護ステーション 〒893-2303 0994-28-3055 恒川　美加 平18. 7.19 有限会社　ライフサポ 荒武　正史 現存

菜の花 肝属郡錦江町馬場９９８番地１ ート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12730,9008,4 訪問看護ステーション 〒893-2601 0994-26-1456 原口　裕美 平24. 3. 1 有限会社　川口薬局 川口均　川口完 現存

養花天 肝属郡南大隅町佐多伊座敷３９
０４ー３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12831,9002,5 訪問看護ステーション 〒891-4404 099-747-2887 岩切　里美 平28. 5. 1 合同会社　アイメディ 岩切　里美 現存

　雲雀 熊毛郡屋久島町尾之間９１３－ ック　
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12931,9003,3 訪問看護ステーション 〒891-3701 0997-26-0062 村田　郁美 平28.10.20 合同会社　コトノハ 村田　郁美 現存

　ことの葉 熊毛郡南種子町中之上２６１６
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13040,9001,8 加世田訪問看護ステー 〒897-0006 0993-53-8787 松木　ちえみ 平12. 4. 1 社会福祉法人　野の花 吉井　淳二 現存

ション 南さつま市加世田本町５４番６ 会
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 13140,9002,6 訪問看護ステーション 〒897-0031 0993-52-6028 大久保　則江 平15. 7. 7 有限会社　満天 枦木　良江 現存
　満天 南さつま市加世田東本町３番地

１５ニューコーポ加世田１０２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13240,9004,2 さつま訪問看護ステー 〒899-3515 0993-77-2110 福留　マサ子 平15. 3.10 有限会社　ライフデザ 坂口　まり子 現存

ション 南さつま市金峰町中津野１２０ イン
７番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13341,9001,6 志布志訪問看護リハビ 〒899-7103 0994-72-5110 宮路　ミチ子 平12. 4. 1 医療法人　左右会 橋口　渡 現存

リステーション 志布志市志布志町志布志一丁目
１３番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13441,9002,4 曽於医師会立訪問看護 〒899-7402 0994-71-6388 木藤　みづえ 平12. 4. 1 公益社団法人曽於医師 肝付　兼達 現存

ステーション 志布志市有明町野井倉８２８８ 会
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13542,9001,4 訪問看護ステーション 〒894-0044 0997-57-6750 富丸　和昭 平14.11.28 公益財団法人　慈愛会 今村　英仁 現存

　イルカ 奄美市名瀬浜里町１７１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13642,9002,2 生協訪問看護ステーシ 〒894-0036 0997-54-4443 師玉　たつみ 平12. 4. 1 奄美医療生活協同組合 杉原　雄治 現存

ョンあまみ 奄美市名瀬長浜町８－７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13742,9003,0 大島郡医師会訪問看護 〒894-0046 0997-55-6251 伊集院　珠美 平12. 4. 1 社団法人　大島郡医師 向井　奉文 現存

ステーション 奄美市名瀬小宿３４１１ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13842,9004,8 奄美市訪問看護ステー 〒894-0512 0997-55-2805 直田　みどり 平18. 3.20 奄美市 朝山　毅 現存

ション「ふれ愛」 奄美市笠利町中金久４５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13942,9005,5 ハートリハ奄美訪問看 〒894-0027 0997-53-7001 白浜　さつき 平24. 2. 1 株式会社　和月 白浜　和晃 現存

護ステーション 奄美市名瀬末広町１６番１号　
２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14042,9006,3 名瀬徳洲会訪問看護ス 〒894-0061 0997-54-2285 足立　和香美 平24.10. 1 医療法人徳洲会 徳田　虎雄 現存

テーション 奄美市名瀬朝日町２８番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 14142,9007,1 ネリヤ訪問ステーショ 〒894-0007 0997-57-7180 大山　真奈美 平25. 6. 1 医療法人ネリヤ 徳田　英弘 現存
ン 奄美市名瀬和光町３１番１４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14242,9008,9 訪問看護ステーション 〒894-0062 08092441896 堀越　順子 平26.11. 1 ホームナースほほえみ 宮田　政文 現存

　ほほえみ 奄美市名瀬有屋町２９番地３１ 合同会社
　２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14343,9001,2 訪問看護ステーション 〒891-0204 099-343-5507 濵田　直美 平17. 9. 1 美厚福祉株式会社 新原　厚子 現存

きずな 鹿児島市喜入一倉町５２４３番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14443,9003,8 訪問看護ステーション 〒897-0302 0993-58-7155 山口　清恵 平13.12.27 社会福祉法人滴々会 浮邉　正和 現存

音野舎 南九州市知覧町郡２０６９番地
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14543,9004,6 川辺訪問看護ステーシ 〒897-0215 0993-56-4038 新越　智子 平12. 4. 1 医療法人　菊野会 菊野　光郎 現存

ョン　小菊 南九州市川辺町平山３８１５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14643,9005,3 生協訪問看護ステーシ 〒897-0221 0993-58-3136 木原　由紀美 平12. 4. 1 鹿児島医療生活協同組 馬渡　耕史 現存

ョン　万之瀬 南九州市川辺町田部田６３８７ 合
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14743,9006,1 有限会社　まどか訪問 〒897-0133 0993-58-9110 中﨑　真理子 平17.11. 1 有限会社　まどか訪問 中﨑　真理子 現存

看護ステーション 南九州市川辺町下山田１８３７ 看護ステーション
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14843,9008,7 一歩訪問看護ステーシ 〒891-0705 0993-38-0888 前田　町子 平26. 6. 1 有限会社　冨美 加治佐　照美 現存

ョン 南九州市頴娃町上別府８４１３
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14944,9003,6 訪問看護ステーション 〒895-2511 09952-3-0227 岩瀬　和代 平12. 4. 1 医療法人　恵明会 松元　博美 現存

　とどろ 伊佐市大口里４９１番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15045,9001,7 訪問看護ステーション 〒899-5241 0995-63-3609 脇田　律子 平13. 7. 2 有限会社文月会 脇田　律子 現存

こころ 姶良市加治木町木田２３５６番
地４
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 15145,9002,5 訪問看護ステーション 〒899-5231 0995-63-8881 内野　智草 平20. 3. 1 医療法人　玉昌会 高田　昌実 現存
　まむ 姶良市加治木町反土２１５６－

５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15245,9003,3 訪問看護ステーション 〒899-5652 0995-65-8097 西間庭　悦美 平12. 4. 1 特定医療法人　大進会 大久保　直義 現存

姶良 姶良市平松５０６２番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15345,9005,8 訪問看護ステーション 〒899-5432 0995-67-6111 梅田　香代 平21. 8. 1 医療法人　こころの陽 小牧　伸一郎 現存

　こもれ陽 姶良市宮島町５５番地８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15445,9006,6 訪問看護ステーション 〒899-5421 0995-65-7115 篠原　裕見子 平24. 4. 1 有限会社　ケアサービ 柳川　ケイ子 現存

優 姶良市東餠田１５４番地４ ス研究所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15545,9008,2 アシスト訪問看護ステ 〒899-5431 0995-56-0195 原　俊弘 平26. 7. 1 株式会社　アイシス 原　俊弘 現存

ーション 姶良市西餠田１９２５番地１２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15601,9009,3 訪問看護ステーション 〒890-0073 099-284-7888 圖師　圭子 平12. 4. 1 医療法人　博悠会 中村　哲三郎 休止

　うすき 鹿児島市宇宿７丁目１番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15701,9031,7 訪問看護ステーション 〒892-0822 099-226-9655 若山　ひとみ 平12. 4. 1 社会医療法人　天陽会 厚地　良彦 休止

　あさひ 鹿児島市泉町１６番９号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15801,9038,2 訪問看護ステーション 〒891-1304 099-246-9090 安樂　恵里子 平12. 4. 1 医療法人　碩済会 木本　恵子 休止

　夕映え 鹿児島市本名町４７０番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15901,9067,1 訪問看護ステーション 〒891-0114 090-8412-1475 安楽　美枝 平25. 9.13 株式会社　鹿児島ホス 平川　幸弘 休止

　はぴねす 鹿児島市小松原２丁目１２番１ ピタリティサービス
１号遠矢ビル３０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16001,9075,4 さつま訪問看護ステー 〒892-0833 099-216-3739 坂口　まり子 平26.11.19 有限会社　ライフデザ 坂口　まり子 休止

ション松原 鹿児島市松原町１番１３号１０ イン
０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16103,9013,1 訪問看護ステーション 〒893-0037 0994407676 坂下　真紀 平29. 1. 1 株式会社　橋元 橋元　四男 休止

　ヘルスサポートかの 鹿屋市田崎町２２２２番地１７
や
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 16203,9015,6 訪問看護ステーション 〒893-0064 0994-35-1303 立元　理香 平29. 5. 1 株式会社　エソール 白坂　茂美 休止
　西原 鹿屋市西原二丁目３４番２７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16308,9004,9 出水市訪問看護ステー 〒899-0501 0996-64-9711 早瀬　順子 平18. 3.13 出水市 吉満　重人 休止

ション 出水市野田町上名６１０３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16410,9005,2 訪問看護ステーション 〒891-0402 0993-24-4315 藏元　小百合 平12. 4. 1 医療法人　明正会 今林　正典 休止

　菜の花 指宿市十町３９８－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16510,9008,6 徳光苑訪問看護ステー 〒891-0513 0993-35-0220 中村　なるみ 平12. 4. 1 社会福祉法人　尚徳会 橋口　満視 休止

ション 指宿市山川岡児ケ水１２１１番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16614,9002,1 訪問看護ステーション 〒891-2104 0994-32-4888 西原　牧子 平28. 5. 1 株式会社　観麗 井手元　誠 休止

　みらい 垂水市田神４０８番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16732,9012,2 寿老園訪問看護ステー 〒894-1507 0997-72-3364 藤野　いそ子 平19. 4. 1 社会福祉法人　潤正会 藤野　耕一 休止

ション 大島郡瀬戸内町古仁屋　瀬久井
西７番地３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16841,9003,2 訪問看護ステーション 〒899-7601 0994-87-2070 福元　智和 平26. 5.13 株式会社　アクティブ 福元　智和 休止

　福ちゃん 志布志市松山町新橋２６７番地 フロンティア
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16942,9009,7 訪問看護ステーション 〒894-0504 0997-55-2271 押川　紫乃 平28. 5.16 医療法人　碧山会 朝沼　榎 休止

　アマンデー 奄美市笠利町節田大湊１４５０
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17045,9007,4 訪問看護ステーション 〒899-5304 0995-52-0241 満尾　幸子 平25. 4.15 社会福祉法人建昌福祉 伊東　安男 休止

南天園 姶良市蒲生町下久徳５４３番地 会
２

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


