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   101,9001,4 長崎市医師会保健福祉 〒850-0875 095-818-6636 浅野　文乃 平 5.10. 1 一般社団法人長崎市医 小森　清和 現存
センター訪問看護事業 長崎市栄町２番２２号 師会
所

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201,9002,2 長崎県看護協会訪問看 〒850-0874 095-828-8747 金子　和美 平 6. 4.15 公益社団法人長崎県看 副島　都志子 現存

護ステーションＹＯＵ 長崎市魚の町３番２８号 護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301,9003,0 十善会訪問看護ステー 〒850-0905 095-829-3714 宮崎　郁子 平 6. 5.16 社会福祉法人十善会 小川　繁晴 現存

ション 長崎市籠町８番３０号　スカイ
ビル２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401,9004,8 訪問看護ステーション 〒850-0952 095-879-7350 梅枝　千代子 平 6. 6. 1 社会医療法人健友会 宮崎　幸哉 現存

そよかぜ 長崎市戸町２丁目２０番５７号
池口ビル１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501,9005,5 訪問看護ステーション 〒852-8052 095-855-3881 口石　美保 平 7.11. 1 社会医療法人春回会 井上　健一郎 現存

〝ひまわり〟 長崎市岩屋町２６番１７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601,9006,3 フランシスコ訪問看護 〒852-8126 095-846-1888 佐竹　啓子 平 8. 4. 1 宗教法人聖フランシス 古川　正子 現存

ステーション 長崎市石神町１３番３９号 コ病院会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701,9007,1 訪問看護ステーション 〒852-8022 095-861-9708 吉田　チヨ 平 8.10. 1 医療法人緑風会 上戸　穂高 現存

あじさい 長崎市富士見町２２番２２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801,9008,9 医療法人昭和会　昭和 〒850-0918 095-824-7041 山口　敦子 平 9. 4. 1 医療法人昭和会 南　宣行 現存

会訪問看護ステーショ 長崎市大浦町１０番４０号
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901,9009,7 訪問看護ステーション 〒852-8065 095-855-0002 河間　保子 平 9. 7. 1 社会福祉法人平成会 久保　安之 現存

横尾 長崎市横尾３丁目２６－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001,9013,9 訪問看護ステーション 〒852-8107 095-844-4911 松尾　幸洋 平10. 2. 1 医療法人友愛会 田川　雅浩 現存

あんこう 長崎市浜口町１４番１６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1101,9015,4 長崎南訪問看護ステー 〒851-0251 095-823-2689 寺田　千江美 平12. 1. 4 医療法人保善会（田上 蒔本　恭 現存

ション２１ 長崎市田上２丁目１４番１５号 病院）
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  1201,9017,0 医療法人社団春秋会　 〒850-0921 095-833-2078 浅田　百合 平12. 9. 1 医療法人社団春秋会 永田　剛 現存
訪問看護ステーション 長崎市松が枝町３番２０号
太陽

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301,9019,6 訪問看護ステーション 〒851-0133 095-838-7303 今村　ひとみ 平14. 3. 1 有限会社総合療育リハ 山田　星三 現存

たちばな 長崎市矢上町３１番１４号 ・サービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401,9023,8 訪問看護ステーション 〒852-8112 095-842-8738 横川　明子 平18. 3. 1 有限会社Ｇｒａｃｉａ 清川　伸子 現存

　かいごの花みずき 長崎市本尾町２番３２号１０１ ｓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501,9027,9 たおやかに・訪問看護 〒851-2324 0959-37-6352 川口　美佐子 平20. 5. 1 一道合同会社 上野　智代子 現存

ステーション 長崎市上黒崎町８７３番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601,9028,7 訪問看護ステーション 〒851-0122 095-838-5365 山口　走野子 平20. 8. 1 合同会社訪問看護ステ 山口　走野子 現存

さくら 長崎市界１丁目９番２号　大稲 ーションさくら
ビル

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701,9029,5 訪問看護ステーション 〒850-0015 095-811-5077 小笹　留美 平20. 9. 1 合同会社　Ｔｈｒｅｅ 松尾　史江 現存

　ゆめライフ 長崎市桜馬場１丁目１－７ ・Ｍ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801,9030,3 訪問看護ステーション 〒851-0401 095-892-8439 月川　沢子 平20.10. 1 医療法人共生会 茅野　丈二 現存

　ゆうあい 長崎市蚊焼町２３４８番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1901,9034,5 訪問看護ステーション 〒851-0134 095-839-1239 北野　さつき 平23. 2. 1 株式会社パールの風 前川　静恵 現存

矢上 長崎市田中町３８５番４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001,9035,2 訪問看護ステーション 〒851-0123 095-839-3358 山田　一男 平23. 8. 1 合同会社リハビリサポ 大田　豊彦 現存

あさひ 長崎市網場町４８８－２ ートあすか
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2101,9036,0 訪問看護ステーション 〒852-8061 095-855-2300 喜屋武　スヨ子 平23. 9. 1 株式会社デュエル 元山　勇人 現存

ほっと 長崎市滑石五丁目５番２３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2201,9038,6 ニチイケアセンター長 〒850-0015 095-811-4502 三浦　浩子 平23.10. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

崎　訪問看護ステーシ 長崎市桜馬場１丁目２番４号グ
ョン リーンビル３Ｆ
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  2301,9039,4 訪問看護ステーション 〒851-0251 095-895-7499 亀井　順二 平24. 3. 1 特定非営利活動法人対 亀井　順二 現存
対人愛ＮＪ 長崎市田上２丁目６番１７号 人愛ＮＪ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401,9040,2 訪問看護事業所サンハ 〒852-8034 095-814-0050 西　淳子 平24. 3. 1 社会福祉法人致遠会 野濱　哲二 現存

イツ 長崎市城栄町１７番１４号佐々
野ビル２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501,9041,0 リハビリ訪問看護ステ 〒850-0982 095-832-5500 山下　八千代 平24. 4. 1 ＴｏｔａｌＨａｂｉｌ 川副　巧成 現存

ーション　クローバー 長崎市柳田町１００番地 ｉｔａｔｉｏｎＳｙｓ
ｔｅｍ（株

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2601,9042,8 訪問看護ステーション 〒852-8054 095-855-0511 山田　誠 平24. 4. 1 医療法人　厚生会 松本　純隆 現存

　すみ香 長崎市エミネント葉山町２番５
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2701,9044,4 訪問看護ステーション 〒850-0068 095-865-2303 松本　しおり 平24.11. 1 株式会社ＵＦイニシア 海山　礼童 現存

　はーとふる長崎 長崎市福田本町１８５番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2801,9048,5 エース訪問看護ステー 〒850-0954 095-893-8637 川原　恭子 平25. 7. 1 合同会社Ａｃｅ　ｉｎ 川原　恭子 現存

ション 長崎市新戸町３丁目３番２８号 ｃ．
　山川ビル１０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2901,9050,1 訪問看護ステーション 〒851-0103 095-839-2051 岩永　美恵子 平26. 4. 1 医療法人　和仁会 臼井　和裕 現存

東長崎和仁会 長崎市中里町９６番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3001,9051,9 セントケア訪問看護ス 〒850-0994 095-878-1011 岡野　千鶴 平26. 4. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション長崎みなみ 長崎市竿浦町７２２番地３勝亦 社
テナント　１０５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3101,9052,7 陽の出訪問看護ステー 〒852-8021 095-807-2659 秋山　朱里 平26. 6. 1 株式会社ユースリー 宮田　貴史 現存

ション 長崎市城山町１８番９号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3201,9053,5 合同会社訪問看護ステ 〒851-2215 095-850-5079 松島　由美 平26. 6. 1 合同会社訪問看護ステ 松島　由美 現存

ーション鳴見 長崎市鳴見台２丁目５番１１号 ーション鳴見
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3301,9054,3 訪問看護在宅療養ステ 〒850-0994 095-878-2500 毎熊　ふみ子 平26.11. 1 社会福祉法人清心会 寺澤　律子 現存
ーション　桃花竿浦 長崎市竿浦町９２３番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3401,9057,6 訪問看護ステーション 〒852-8065 095-855-3828 篠﨑　洋子 平27. 5. 1 訪問看護ステーション 篠﨑　洋子 現存

想合同会社 長崎市横尾２丁目１２番１１－ 想合同会社
２０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3501,9058,4 アシスト訪問看護リハ 〒851-0103 095-832-0780 松川　亜紀 平27. 9. 1 株式会社アシスト 立山　雅也 現存

ビリステーション東長 長崎市中里町１１９３番地１　
崎 Ｂ２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3601,9059,2 社会医療法人長崎記念 〒851-0301 095-871-5006 船津　千香子 平28. 7. 1 社会医療法人長崎記念 吉武　孝敏 現存

病院　訪問看護ステー 長崎市深堀町１丁目１４５番地 病院
ション ２２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3701,9060,0 訪問看護ステーション 〒852-8061 095-894-8923 向井　由紀枝 平28. 9. 1 株式会社そらいず 向井　由紀枝 現存

日々希 長崎市滑石６丁目９番２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3801,9061,8 訪問看護ステーション 〒851-2216 095-850-6600 荒木　泰子 平28.10. 1 一般社団法人太寿会 河野　浩太 現存

　きずな 長崎市豊洋台１丁目３２番２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3901,9062,6 医療法人　清潮会　訪 〒851-0403 095-893-8633 山下　洋一 平29. 4. 1 医療法人清潮会 塚﨑　寛 現存

問看護ステーションあ 長崎市布巻町１６５番地１
んしん

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4001,9063,4 訪問看護ステーション 〒852-8145 095-849-2223 三田村　幸香 平29. 4. 1 株式会社　希企画 藤本　達也 現存

　クローバー・ガーデ 長崎市昭和１丁目８番５号
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4101,9064,2 訪問看護ステーション 〒850-0045 095-894-8009 森　尚子 平29. 6. 1 一般社団法人　楢の木 松尾　誠司 現存

ならの木 長崎市宝町９番１４号　２階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4201,9065,9 訪問看護ステーション 〒852-8118 095-894-5030 千代田　晃一 平29.10. 1 株式会社司コーポレー 庄司　鉄平 現存

　スマイルきゅあ 長崎市松山町４番３２号長崎第 ション
一ビル　４階
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  4301,9066,7 訪問看護ステーション 〒850-0007 095-827-6063 江口　浩子 平30. 2. 1 株式会社　ル・クール 安藤　伸吉 現存
　ル・クール 長崎市立山５丁目１７番５３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401,9067,5 日本赤十字社長崎原爆 〒852-8511 095-865-7806 峰　しのぶ 平30. 4. 1 日本赤十字社 近衞　忠煇 現存

病院訪問看護ステーシ 長崎市茂里町３番１５号
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4502,9001,2 千住訪問看護ステーシ 〒857-0026 0956-23-9273 上田　忍 平 7.10. 1 特定医療法人雄博会 千住　雅博 現存

ョン 佐世保市宮地町５番５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4602,9002,0 一般社団法人佐世保市 〒857-0801 0956-22-0707 越智　幸代 平 8. 4. 1 一般社団法人佐世保市 久保　次郎 現存

医師会訪問看護ステー 佐世保市祇園町２５７番地 医師会
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4702,9003,8 訪問看護ステーション 〒858-0923 0956-28-0381 佐藤　照美 平 8. 4.15 医療法人誠愛会 佐藤　道彦 現存

かしまえ 佐世保市日野町８５６－９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4802,9004,6 白十字会訪問看護ステ 〒857-1165 0956-33-3200 古川　雅由美 平10.10.16 社会医療法人財団白十 富永　雅也 現存

ーション 佐世保市大和町３０番地 字会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4902,9005,3 訪問看護ステーション 〒857-0832 0956-34-0352 松元　美奈子 平12. 1. 4 医療法人光省会 福田　俊郎 現存

ふじわら 佐世保市藤原町３７番８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5002,9006,1 指定訪問看護ステーシ 〒859-3242 0956-58-7897 森　亜砂子 平16. 4. 1 医療法人社団　創平会 厨　平 現存

ョン　くりや 佐世保市指方町２２１７番地１ 　
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5102,9012,9 訪問看護ステーション 〒857-0854 0956-32-6661 山口　幸恵 平28. 3. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン佐世保 佐世保市福石町８番１号　しげ ド
るビル１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5202,9013,7 あいず訪問看護リハビ 〒857-0878 0956-59-8140 小林　賢一 平28. 6. 1 株式会社　あいず 西　晃一郎 現存

リステーション佐世保 佐世保市山県町６番３号　プロ
スペール１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5302,9015,2 訪問看護リハビリステ 〒857-0144 0956-37-8733 深草　葉月 平29. 4. 1 株式会社　愛佳 下釜　豊広 現存

ーション　エール 佐世保市皆瀬町６７９
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  5402,9016,0 訪問看護ステーション 〒858-0908 0956-47-8715 鈴木　小夜子 平30. 1.16 株式会社　アンジェ 藤本　尚美 現存
　花いちご 佐世保市光町１番地７５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5502,9017,8 巡回ステーションのな 〒857-0142 0956-41-0339 佐々野　睦美 平30. 3. 1 株式会社円 藤田　純平 現存

か 佐世保市野中町１７１番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5602,9018,6 訪問看護ステーション 〒857-0136 0956-49-3930 百村　祐樹 平30. 4. 1 株式会社　平野メディ 平野　義多郎 現存

　こころ佐世保 佐世保市田原町１７番２７号フ カルカンパニー
ォルムアイ１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5702,9019,4 訪問看護ホームナース 〒857-0044 0956-37-9099 髙田　康代 平30. 4. 1 株式会社　Ｃｏｎｎｅ 米倉　良一 現存

佐世保市相生町２番２６号２階 ｃｔ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5803,9001,0 一般社団法人島原市医 〒855-0851 0957-64-5080 村里　季代 平 6. 6.13 一般社団法人島原市医 髙尾　雅已 現存

師会訪問看護ステーシ 島原市萩原一丁目１２３０番地 師会
ョンＱ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5903,9002,8 指定訪問看護ステーシ 〒855-0031 0957-63-5753 植木　輝美 平13.11. 1 医療法人ウイング 高城　昭紀 現存

ョンウイング大手門 島原市前浜町丙２１番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6003,9005,1 訪問看護あおぞら福祉 〒855-0864 0957-63-9977 山本　美樹 平24. 9. 1 株式会社あおぞら福祉 山本　登志之 現存

会 島原市秩父が浦町９番地１ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6103,9006,9 訪問看護ステーション 〒855-0821 0957-61-1515 荒木　喜久美 平29. 1. 1 医療法人社団　幸寿会 川口　哲 現存

　こころ 島原市湊新地町４２９番地　溝
田ハイツ１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6204,9001,8 諫早医師会訪問看護ス 〒854-0003 0957-22-1040 近藤　祐子 平 8. 9. 1 一般社団法人諫早医師 佐藤　光治 現存

テーション「たんぽぽ 諫早市泉町２３番３号 会
」

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6304,9002,6 宮崎病院訪問看護ステ 〒854-0067 0957-25-5800 廣田　カツエ 平10. 7. 1 社会医療法人三佼会 宮崎　久弥 現存

ーション 諫早市久山台１０番地５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6404,9003,4 長崎県看護協会訪問看 〒854-0072 0957-25-8410 江島　美樹 平10. 7. 1 公益社団法人長崎県看 副島　都志子 現存
護ステーション　いさ 諫早市永昌町２３番６号 護協会
はや

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6504,9004,2 西諫早訪問看護ステー 〒854-0063 0957-27-1400 中園　早織 平10. 7. 1 医療法人祥仁会 千葉　憲哉 現存

ションのんのこ 諫早市貝津町３０１５番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6604,9007,5 訪問看護ステーション 〒854-0001 0957-47-9885 鴨川　智江美 平23. 2. 1 社会福祉法人南高愛隣 田島　光浩 現存

きらり 諫早市福田町３５７番地 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6704,9009,1 訪問看護ステーション 〒854-0022 0957-22-0267 寺田　梨枝 平23. 6. 1 特定非営利活動法人あ 青島　加代 現存

あおぞら 諫早市幸町６５番２１号 おぞら
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6804,9010,9 諫早記念病院訪問看護 〒854-0006 0957-41-2121 酒井　里枝 平24. 4. 1 医療法人宏善会 髙橋　惠美 現存

ステーション 諫早市天満町６番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6904,9011,7 訪問看護ステーション 〒854-0071 0957-35-8010 木場　満江 平24. 8. 1 合同会社スマイルナー 木場　満江 現存

こば 諫早市永昌東町１６番６号　き ス
みまち荘１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7004,9012,5 訪問看護ステーション 〒854-0003 0957-47-6152 能田　八千代 平27.12. 1 合同会社　ラウンドハ 酒井　富美子 現存

　ハート 諫早市泉町２０番２０号 ート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7104,9013,3 日本赤十字社長崎原爆 〒859-0401 0957-47-6344 坂口　直子 平28. 7. 1 日本赤十字社 近衞　忠煇 現存

諫早病院訪問看護ステ 諫早市多良見町化屋９８６番地
ーション ２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7204,9014,1 訪問看護・リハビリス 〒854-0001 0957-47-6869 松永　美香 平28. 9. 1 ＦｉｔＬＩＦＥＤＥＳ 坂枝　真一 現存

テーション　あいのわ 諫早市福田町３８番５１号 ＩＧＮ株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7304,9015,8 在宅リハビリ訪問看護 〒854-0062 0957-46-3320 佐藤　鮎子 平29. 5. 1 株式会社Ｈｕｍａｎ　 髙妻　雅裕 現存

ステーションＴＯＭＯ 諫早市小船越町５９７番地１２ Ｌｏｏｐ
諫早

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7404,9016,6 訪問看護ステーション 〒854-0022 0957-21-1255 林田　朋子 平29. 8. 1 株式会社ジャストイン 園田　卓二 現存

　ジャストインケア 諫早市幸町２９４番地１ ケア
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  7504,9017,4 訪問看護ステーション 〒854-0045 0957-51-4246 芥川　あかね 平30. 2. 1 株式会社　ＢＥＥＷＩ 鹿田　隆史 現存
花ゆめ 諫早市新道町２４０番地５３ ＳＥ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7604,9018,2 ファミーユ訪問看護ス 〒854-0056 0957-47-6006 中ノ瀬　美鈴 平30. 4. 1 一般社団法人　コネク 武田　晃一 現存

テーション 諫早市土師野尾町１８３３番地 ト
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7705,9001,5 大村市医師会訪問看護 〒856-0820 0957-52-8731 尾﨑　千恵 平 5. 2. 1 一般社団法人大村市医 朝長　昭光 現存

ステーション 大村市協和町７７９番地 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7805,9002,3 訪問看護ステーション 〒856-0014 0957-54-5649 竹下　敬子 平17. 9. 1 特定非営利活動法人こ 石田　一美 現存

　秋櫻 大村市田下町９３０－１ すもすケアセンター
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7905,9004,9 訪問看護ステーション 〒856-0826 0957-48-5600 桑原　茂子 平23. 9. 1 虹色ひろば合同会社 桑原　茂子 現存

虹 大村市東三城町１２番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8005,9005,6 訪問看護ステーション 〒856-0041 0957-42-4236 三田村　美津子 平25. 1. 1 一般社団法人ナースパ 三田村　美津子 現存

ナースパワーあい 大村市徳泉川内町８３６番地１ ワーあい
９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8105,9007,2 ロイヤル大村訪問看護 〒856-0815 0957-46-3062 中島　明美 平28.11. 1 株式会社社会福祉総合 北原　弘美 現存

ステーション 大村市森園町１６２５番１ 研究所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8205,9008,0 訪問看護ステーション 〒856-0802 0957-47-5024 小松　百合子 平29. 5. 1 社会福祉法人ｆａｍｉ 長﨑　省吾 現存

　フローラ 大村市皆同町４３８番地３ ｌｉａｒ　ｆｌｏｒａ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8306,9001,3 長崎県看護協会訪問看 〒853-0041 0959-74-3078 柿森　悦子 平 9. 1. 6 公益社団法人長崎県看 副島　都志子 現存

護ステーション福江 五島市籠淵町２３６０番地１ 護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8406,9002,1 山下訪問看護ステーシ 〒853-0042 0959-75-0336 永山　雅夫 平12. 2. 1 医療法人山下医院 山下　豊 現存

ョン 五島市吉田町２３８２－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8506,9003,9 訪問看護ステーション 〒853-0005 0959-72-7272 塩塚　和子 平13.12. 1 特定非営利活動法人ふ 塩塚　和子 現存

鐙瀬 五島市末広町１番地１０ くえ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8606,9004,7 さゆり会訪問看護ステ 〒853-0011 0959-72-2810 矢倉　礼子 平20.12. 1 社会福祉法人さゆり会 林田　輝久 現存
ーション 五島市下大津町５５０番地４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8706,9005,4 社会福祉法人岐宿園　 〒853-0701 0959-82-0138 有川　悦子 平29. 7. 1 社会福祉法人岐宿園 田端　重雄 現存

訪問看護ステーション 五島市岐宿町岐宿２６８３番地
岐宿園 ２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8807,9003,7 平戸市訪問看護ステー 〒859-5363 0950-28-1112 末吉　良美 平23. 4. 1 平戸市 黒田　成彦 現存

ション 平戸市草積町１１２５番地１２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8907,9004,5 指定訪問看護事業所　 〒859-5153 0950-23-8812 小松　千春 平28. 6. 1 社会福祉法人　敬昌会 久枝　啓介 現存

あんじん 平戸市戸石川町４９１番地６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9008,9003,5 訪問看護ステーション 〒859-4752 0956-75-0265 櫻井　久美 平26. 8. 1 医療法人社団　壮志会 押渕　英展 現存

ほのぼの・松浦　 松浦市御厨町里免３７番地の１ 　
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9108,9004,3 伊万里松浦病院附属訪 〒859-4507 0956-72-5075 平川　由美子 平27. 4. 1 独立行政法人　地域医 尾身　茂 現存

問看護ステーション 松浦市志佐町庄野免２７４番地 療機能推進機構
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9208,9005,0 訪問看護ステーション 〒859-4743 0956-75-3322 大橋　智子 平27. 6. 1 桃李株式会社 大橋　尚生 現存

　もも 松浦市星鹿町下田免１７２－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9311,9001,3 訪問看護ステーション 〒851-2127 095-857-8800 髙比良　かつえ 平 9. 4. 9 医療法人光善会 瀬良　敬祐 現存

「コスモス」 西彼杵郡長与町高田郷２４４５
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9411,9004,7 慈恵病院訪問看護ステ 〒859-0401 0957-28-5511 内藤　博美 平12. 5. 1 医療法人社団淳生会 松本　卓郎 現存

ーション 諫早市多良見町化屋９９５番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9511,9007,0 訪問看護ステーション 〒851-3102 095-884-0999 明瀬　久美子 平17.12. 1 有限会社　こすもす会 道脇　昭文 現存

きんかい 長崎市琴海村松町７４３－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9611,9008,8 訪問看護ステーション 〒851-2130 095-883-3386 元平　泉 平18. 4. 1 医療法人　常葉会　長 本多　光幸 現存

ながよ 西彼杵郡長与町まなび野１丁目 与病院
２－１
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  9711,9009,6 訪問看護ステーション 〒852-8135 095-844-3411 堀　智宏 平18. 5. 1 有限会社　エスプリ 大井　昭 現存
　あおば 長崎市千歳町３番８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9811,9010,4 訪問看護ステーション 〒851-3423 0959-28-1514 中尾　美智子 平26.11. 1 医療法人　栄寿会 林田　博典 現存

えがお 西海市西彼町八木原郷３４５３
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9911,9012,0 訪問看護ステーション 〒851-3421 0959-28-1185 土井　美穂 平30. 5. 1 医療法人萌愛会 二瓶　正徳 現存

あかり 西海市西彼町伊ノ浦郷１２７番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10012,9001,1 訪問看護ステーション 〒859-3807 0957-47-0059 原冨　ゆかり 平12. 3. 1 医療法人さざなみ 鈴木　治徳 現存

かけはし 東彼杵郡東彼杵町彼杵宿郷１０
８５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10112,9002,9 訪問看護ステーション 〒859-3702 0956-20-7558 中村　マサ子 平26. 2. 1 医療法人優和会 河野　宏 現存

きりん 東彼杵郡波佐見町湯無田郷１２
８番地１４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10212,9003,7 訪問看護ステーション 〒859-3615 0956-82-3751 出口　祐子 平27. 4. 1 独立行政法人　国立病 楠岡　英雄 現存

　さくらそう 東彼杵郡川棚町下組郷２００５ 院機構
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10314,9001,7 訪問看護ステーション 〒859-1504 0957-72-6688 坂本　良子 平 9. 2. 1 医療法人栄和会 泉川　卓也 現存

あい 南島原市深江町丁２６６３番地
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10414,9003,3 訪問看護ステーション 〒859-2602 0957-87-5680 上原　康代 平10.10. 1 医療法人弘池会 池永　弘二 現存

はまゆう 南島原市加津佐町戊４４５０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10514,9006,6 愛の訪問看護ステーシ 〒854-0301 0957-36-3370 中與　加代子 平12. 3.25 医療法人伴帥会 貝田　英二 現存

ョン 雲仙市愛野町甲３８６８番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10614,9008,2 菜の花クリニック訪問 〒859-2412 0957-85-3690 飯盛　加代 平17. 5. 1 医療法人ＮＡＮＯグル 太田　大作 現存

看護ステーション 南島原市南有馬町乙９６３番地 ープ
２
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 10714,9010,8 株式会社こぴっと訪問 〒854-0514 0957-73-9500 松尾　洋子 平26. 9. 1 株式会社こぴっと 松尾　洋子 現存
看護ステーション美輪 雲仙市小浜町北本町８５１番１

－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10814,9011,6 訪問看護ステーション 〒859-1315 080-1755-5961 松川　美代 平27. 5. 1 合資会社　ケアセンタ 山﨑　津也子 現存

友悠 雲仙市国見町土黒戊４２番地２ ー友悠
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10915,9004,8 北松中央病院　訪問看 〒859-6131 0956-65-3303 松本　豊子 平17. 5. 1 地方独立行政法人　北 東山　康仁 現存

護ステーション　たん 佐世保市江迎町赤坂２９９番地 松中央病院
ぽぽ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11015,9005,5 セントケア訪問看護ス 〒857-0311 0956-62-2070 中村　ますみ 平29.10. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション長崎北 北松浦郡佐々町本田原免２１６ 社
－８　濱田店舗Ａ号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11116,9002,0 上五島病院訪問看護ス 〒857-4404 0959-52-3000 田坂　紀子 平21. 4. 1 長崎県病院企業団 米倉　正大 現存

テーション 南松浦郡新上五島町青方郷１５
４９番地１１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11217,9001,0 ひかり訪問看護ステー 〒811-5131 0920-47-5903 豊島　豊美 平 8. 4. 1 社会医療法人　玄州会 光武　新人 現存

ション 壱岐市郷ノ浦町永田触２７５番
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11317,9002,8 訪問看護ステーション 〒811-5215 0920-48-8008 長嶋　保代 平22. 8. 1 株式会社　ＣＳＫ 平山　長一朗 現存

勝本 壱岐市石田町石田西触１０７１
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11418,9001,8 社会福祉法人あすか福 〒817-0016 0920-52-9054 川上　敬子 平12. 5. 1 社会福祉法人あすか福 素花　源之 現存

祉会あすか訪問看護ス 対馬市厳原町東里３３８－１ 祉会
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11519,9002,4 上対馬病院訪問看護ス 〒817-1701 0920-86-4321 山﨑　富子 平21. 4. 1 長崎県病院企業団 米倉　正大 現存

テーション 対馬市上対馬町比田勝６３０番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11601,9031,1 医療法人　柴友会　晴 〒851-0402 095-892-1191 柴田　博子 平21. 3. 1 医療法人柴友会　晴海 柴田　茂守 休止
海台クリニック訪問看 長崎市晴海台町４３番５号 台クリニック
護ステーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11701,9047,7 訪問看護ステーション 〒850-0003 095-895-7784 森　千枝子 平25. 4. 1 社会福祉法人白之会 白髭　豊 休止

　もみの木 長崎市片淵１丁目１３番２７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11801,9049,3 訪問看護ステーション 〒851-0101 095-832-0066 伊東　理沙 平26. 2. 1 ＬＩＦＥ・ＤＥＳＩＧ 勝矢　圭一 休止

　王樹 長崎市古賀町９９３番地１ Ｎ株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11901,9056,8 訪問看護ステーション 〒851-2215 095-860-9100 辻村　友子 平27. 2. 1 有限会社ケイ＆エヌ 金澤　忠 休止

虹 長崎市鳴見台２丁目２８番１５
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12002,9009,5 中村内科　訪問看護ス 〒859-3213 0956-38-1166 田方　直美 平20. 4. 1 医療法人　英尚会 中村　貴 休止

テーション 佐世保市権常寺町１４９１番地
７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12102,9011,1 俵町浜野病院訪問看護 〒857-0016 0956-22-6548 柴田　ひとみ 平24. 5. 1 医療法人わかば会 濵野　裕 休止

ステーション 佐世保市俵町２２番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12205,9006,4 訪問看護ステーション 〒856-0024 0957-47-5230 白濱　美由紀 平27. 7. 1 医療法人　敬天会 野村　宏 休止

　すわの杜 大村市諏訪１丁目６０５番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12311,9011,2 ケアーズ訪問看護ステ 〒851-2102 095-865-7093 飯田　万紀子 平28. 4. 1 株式会社　ロードリン 飯田　万紀子 休止

ーション時津 西彼杵郡時津町浜田郷５６５－ ク
１３　ロードマンション　３０
３号

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


