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   101･9001･3 熊本市医師会在宅ケア 〒860-0811 096-366-7359 北本　明子 平 4. 7. 7 （社）熊本市医師会 福島　敬祐 現存
センター訪問看護ステ 熊本市中央区本荘５－１６－１
ーション ０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201･9002･1 訪問看護ステーション 〒860-0084 096-345-8111 木村　浩美 平 4.12.28 （医）社団寿量会 米満　弘一郎 現存

清雅苑 熊本市北区山室６－８－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301･9003･9 訪問看護ステーション 〒862-0073 096-324-4861 今富　千鶴 平 5. 1.13 （医）金澤会 金澤　知徳 現存

城西 熊本市西区島崎２－１１－１３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401･9004･7 訪問看護ステーション 〒862-0913 096-381-9034 宮﨑　たか代 平 5. 3.31 医療法人堀尾会 平田　好文 現存

　たくまだい熊本 熊本市東区尾ノ上１丁目１４番
２７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501･9006･2 訪問看護ステーション 〒862-0931 096-388-0929 田中　芳美 平 6.12.19 （医）成仁会 田上　洋行 現存

ふれ愛 熊本市東区戸島町２－３－１５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601･9007･0 成城訪問看護ステーシ 〒860-0872 096-343-7780 別城　由美子 平 7. 2.14 医療法人山部会 山部　英則 現存

ョン 熊本市北区室園町１０－１７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701･9009･6 熊本県看護協会訪問看 〒862-0918 096-365-1323 木下　弘子 平 7. 6.26 公益社団法人　熊本県 嶋田　晶子 現存

護ステーションくまも 熊本市東区花立５丁目１４番１ 看護協会
と ７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801･9011･2 訪問看護ステーション 〒861-5347 096-276-1446 寺岡　浩 平 8. 1. 4 （医）財団聖十字会 理事長　末永英慈 現存

のぞみ 熊本市西区河内町船津８９２番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901･9013･8 はるかぜ訪問看護ステ 〒860-0047 096-351-6228 伊原　由紀 平 8. 5.10 （医）社団清心会 清田　武俊 現存

ーション 熊本市西区春日４丁目１８－２
８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001･9014･6 訪問看護ステーション 〒862-0000 096-363-0101 森安　玲子 平 8. 7.15 一般財団法人　杏仁会 伊津野　良治 現存

フォレスト熊本 熊本市中央区渡鹿５丁目１－３
７
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  1101･9015･3 訪問看護ステーション 〒861-4131 096-358-7188 山下　直美 平 8.12.13 （医）社団松下会 （医）社団松下会　 現存
しらふじ 熊本市南区薄場１丁目１０番２ 代表者

８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1201･9017･9 在宅ステーション水前 〒862-0951 096-384-5580 宇土　明美 平 9. 4.24 （医）清和会 理事長　東野裕司 現存

寺訪問看護事業所 熊本市中央区上水前寺１丁目６
番５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301･9018･7 あきた病院訪問看護ス 〒861-4121 096-227-1920 西　克美 平 9. 4.24 医療法人むすびの森 佐渡　公一 現存

テーションたんぽぽ 熊本市南区会富町１１２０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401･9019･5 鶴翔苑訪問看護ステー 〒862-0925 096-387-8171 井上　由美 平 9.12. 1 （医）社団鶴友会 鶴田　克家 現存

ション 熊本市東区保田窪本町１０－１
１２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501･9020･3 訪問看護ステーション 〒860-0834 096-284-1921 田中　理恵 平10. 3.17 （医）博光会 富島　三貴 現存

みゆきの里 熊本市南区江越２丁目７－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601･9023･7 訪問看護ステーション 〒861-8034 096-380-0677 小林　由紀子 平11. 3.29 （医）財団聖十字会 理事長　末永英慈 現存

聖嶺 熊本市東区八反田３丁目２０－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701･9026･0 武蔵ケ丘訪問看護ステ 〒862-8003 096-339-1161 中川　香織 平11.10. 1 （医）田中会 理事長　田中英一 現存

ーション 熊本市北区楠７丁目１５番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801･9027･8 訪問看護ステーション 〒862-0949 096-375-7126 矢嶋　由紀子 平11.11.18 社会医療法人　芳和会 大石　史弘 現存

八王寺の杜 熊本市中央区国府３丁目１９番
４２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1901･9029･4 訪問看護ステーション 〒862-0962 096-370-5730 小橋　圭子 平11.12. 6 （株）ヴィーヴル （株）ヴィーヴル　 現存

ヴィーヴル 熊本市南区田迎１－７－２０ 代表取締役三宅眞理
子

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001･9030･2 訪問看護ステーション 〒862-0082 096-319-2122 沖　竜也 平12. 2.18 （医）富尾会 堀田　宣之 現存

らいふ 熊本市西区池田３丁目３８－１
１
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  2101･9036･9 訪問看護ステーション 〒860-0866 096-215-1294 浪床　智恵美 平12. 6.30 株式会社アクティブ・ 阿比留　雅子 現存
はーと 熊本市北区清水亀井町１６－１ ケア

０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2201･9037･7 訪問看護ステーション 〒860-0817 096-363-8911 平14. 7. 1 営利法人　スワン株式 島津　富則 現存

スワン株式会社 熊本市中央区迎町２－１－２３ 会社
１８．４．２５廃止　２７．７
．１３市役所確認

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2301･9038･5 たっくリハサポートセ 〒861-8010 096-337-3382 河添　こず恵 平16. 4. 1 株式会社くますま 河添　竜志郎 現存

ンター 熊本市東区上南部２丁目１番６
７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401･9040･1 Ｃ＆Ｒ 〒862-0000 096-211-8011 竹川　薫 平16.10. 1 医療法人　ＣＣＲ 千田　治道 現存

熊本市中央区島崎１丁目３２－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501･9041･9 訪問看護ステーション 〒861-4105 096-211-7335 北里　宏美 平17. 4. 1 株式会社　紅い華ヘル 代表取締役　河添佐 現存

　紅い華 熊本市南区元三町２－９－２２ パーステーション 恵子
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2601･9045･0 訪問看護ステーション 〒860-0826 096-311-1011 濱崎　ももよ 平18. 8. 1 アイティーアイ株式会 代表取締役　市川誠 現存

いきいきらいふ 熊本市南区平田２－１２－１８ 社 一郎
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2701･9050･0 セントケア訪問看護ス 〒860-0824 096-213-8151 古賀　智子 平19.12. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション熊本 熊本市中央区十禅寺１丁目３－ 社
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2801･9051･8 萬生会訪問看護ステー 〒862-0920 096-282-8320 北住　紀美子 平20. 5. 1 特定医療法人萬生会 河北　誠 現存

ション 熊本市東区月出２丁目４番２３
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2901･9052･6 朝日野訪問看護ステー 〒861-8072 096-341-1655 犬童　裕子 平20. 7. 1 医療法人朝日野会 清水　安全 現存

ション 熊本市北区室園町１４番３２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3001･9053･4 訪問看護ステーション 〒862-0913 096-386-8131 坊村　洋子 平20. 8.10 医療法人社団仁風会 比企　裕 現存
尾ノ上 熊本市東区尾ノ上３丁目１番３

４号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3101･9054･2 九州記念病院訪問看護 〒862-0956 096-383-2121 宮本　ひでみ 平21. 1. 1 医療法人社団岡山会 岡山　洋二 現存

ステーション 熊本市中央区水前寺公園３－３
８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3201･9055･9 訪問看護ステーション 〒860-0821 096-386-2411 本田　有里 平21. 8. 1 株式会社住心 山下　明美 現存

椿熊本事業所 熊本市中央区本山３丁目５－１
５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3301･9056･7 ニチイケアセンター保 〒862-0000 096-386-0377 野中　春美 平21.10. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

田窪　訪問看護ステー 熊本市東区保田窪４－１０－６
ション ８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3401･9058･3 訪問看護ステーション 〒862-0950 096-340-8580 松村　英二 平23. 3. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン熊本 熊本市中央区水前寺１丁目１９ ド
番２３号スカイコーポ水前寺１
階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3501･9059･1 訪問看護ステーション 〒860-0813 096-288-2778 坂本　奈穂 平23. 5.10 株式会社ＳＨＩＦＴ 国中　優治 現存

　ラシクアーレ 熊本市中央区琴平２丁目６－４
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3601･9060･9 江津しょうぶ苑訪問看 〒862-0946 096-370-5853 石橋　由美 平24. 6. 1 有限会社　九州松栄産 木村　秀雄 現存

護ステーション 熊本市東区画図町所島１０３９ 業
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3701･9061･7 訪問看護ステーション 〒861-4113 096-288-0954 西　真喜子 平24.12. 1 有限会社　トータルラ 奥村　好誠 現存

　えりあ 熊本市南区八幡８丁目４－２０ イフケア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3801･9065･8 訪問看護ステーション 〒860-0085 096-223-8322 光田　純恵 平25. 6. 1 有限会社　在宅サービ 山中　敦子 現存

　かみふうせん 熊本市北区高平３丁目１１－５ スかみふうせん
８　宮の森ハイツ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3901･9066･6 ＫＫＦ訪問看護ステー 〒860-0072 096-359-3399 西川　総 平25. 6. 1 社会福祉法人　熊本厚 野口　駿 現存
ション 熊本市西区花園７丁目２５－２ 生事業福祉会

３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4001･9067･4 訪問看護ステーション 〒861-4157 096-358-7355 荒牧　康子 平25. 9. 1 医療法人　相生会 入江　伸 現存

きんもくせい 熊本市南区富合町古閑１０１２
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4101･9069･0 訪問看護ステーション 〒862-0904 096-285-6507 西村　洋子 平25.12. 1 株式会社　ヘルスケア 片山　紘子 現存

わかば 熊本市東区栄町３－１ わかば
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4201･9070･8 訪問看護ステーション 〒861-0141 096-272-5271 川上　和美 平26. 2. 1 医療法人　横田会 横田　周三 現存

ステップ 熊本市北区植木町投刀塚２９５
番地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4301･9073･2 ｉＳＳヘルスケア　訪 〒861-8072 096-341-7211 波多野　惠津子 平26. 4. 1 株式会社　ｉＳＳヘル 波多野　惠津子 現存

問看護ステーション 熊本市北区室園町３－４８マリ スケア
ーハイム２０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4401･9074･0 箱根崎訪問看護ステー 〒861-0117 096-274-7600 木村　武 平26. 5. 1 医療法人　滄溟会 中原　紘嗣 現存

ション 熊本市北区植木町正清８７９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4501･9076･5 看護小規模多機能型居 〒860-0047 096-352-1155 境　純子 平26. 7. 1 医療法人社団　清心会 清田　武俊 現存

宅介護はるかぜ 熊本市西区春日４丁目１８－２
８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4601･9077･3 アップルハート訪問看 〒861-0134 096-215-3360 小篠　悦子 平26.10. 1 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション熊本北 熊本市北区植木町舞尾５８９－ 会社
１中山テナント２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4701･9078･1 訪問看護ステーション 〒860-0834 096-288-2385 宮本　博文 平26.10.20 合同会社　轍 宮本　博文 現存

　轍 熊本市南区江越１丁目２９番１
６号パレステージ平成１０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4801･9079･9 訪問看護ステーション 〒861-4173 096-378-1111 石坂　幸子 平26.11.24 医療法人桜十字 西川　朋希 現存
桜十字 熊本市南区御幸木部１丁目１番

１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4901･9080･7 ロイヤル飛田訪問看護 〒861-5514 096-346-1500 宮崎　優 平26.12. 1 株式会社　社会福祉総 北原　弘美 現存

ステーション 熊本市北区飛田４丁目３－８１ 合研究所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5001･9081･5 訪問看護ステーション 〒861-4101 096-245-6171 芝田　美穂 平27. 1. 1 合同会社　訪問看護ス 松永　忍 現存

奏 熊本市南区近見１丁目３番１号 テーション奏
　池永ビル５０４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5101･9082･3 訪問看護ステーション 〒861-8019 096-388-2721 坂田　美鈴 平26.12.26 有限会社　リビング・ 坂田　和也 現存

ふきのとう 熊本市東区下南部２丁目１５－ ウイル・サポート
１１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5201･9083･1 リハステーションｓｐ 〒861-8001 096-273-6404 宮川　清美 平27. 4. 1 株式会社ＥＭＩＡＳ 松井　亨 現存

ｉｔｏースピットー光 熊本市北区武蔵ケ丘７丁目４－
の森 １０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5301･9084･9 訪問看護ステーション 〒861-4157 096-358-7600 岩野　義弘 平27. 6. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン南熊本 熊本市南区富合町古閑９５９－ ルド
１富合町複合Ａ棟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5401･9087･2 訪問看護ステーション 〒862-0913 096-213-1055 増田　松代 平27. 7. 1 社会福祉法人　仁風会 比企　裕 現存

　昭和 熊本市東区尾ノ上三丁目３番１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5501･9088･0 あまてらす訪問看護ス 〒861-4172 096-285-3932 浅尾　雅美 平27. 8.17 ケアバックス株式会社 若松　英一 現存

テーション 熊本市南区御幸笛田２丁目１５
－３８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5601･9089･8 訪問看護ステーション 〒862-0942 096-377-5561 高杉　リエ子 平27.11.18 株式会社　こころ 萩野　公一 現存

湧水の郷 熊本市東区江津３丁目４番１２
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5701･9093･0 黒髪しょうぶ苑訪問看 〒860-0862 096-346-6888 今村　孝子 平28. 6. 1 有限会社九州松栄産業 木村　秀雄 現存
護ステーション 熊本市中央区黒髪５丁目４番３

０号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5801･9094･8 訪問看護ステーション 〒861-8001 096-215-2777 潮谷　美由紀 平28. 6.17 株式会社　ｄｒｅａｍ 亀井　信一郎 現存

　まごころ 熊本市北区武蔵ケ丘７丁目２－ 　ｆａｃｔｏｒｙ
６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5901･9095･5 あすなろ熊本訪問看護 〒861-4214 0964-53-9909 對田　久美 平28. 7. 1 株式会社　ゆとり 丸山　勝平 現存

ステーション 熊本市南区城南町舞原３４４番
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6001･9096･3 訪問看護　地域リハス 〒861-0000 096-245-6873 渡邊　絹代 平28. 7. 1 株式会社　グローバル 白石　尊康 現存

テーション　あーくす 熊本市北区弓削六丁目２６番１ 介護サービス
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6101･9097･1 訪問看護ステーション 〒861-8001 096-339-8671 後藤　洋介 平28.10. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン光の森　 熊本市北区武蔵ケ丘７丁目３－ ルド
１５松本ビル２０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6201･9098･9 訪問看護ステーション 〒862-0969 096-288-6513 田中　清美 平28.11. 1 有限会社　千広 廣瀬　修 現存

　レイフル 熊本市南区良町５丁目１５－２
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6301･9099･7 助さん格さん訪問看護 〒862-0941 096-321-6383 児玉　孝 平29. 1. 1 ＫＴ企画合同会社 児玉　孝 現存

ステーション 熊本市中央区出水６丁目２８ー
１５１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6401･9100･3 訪問看護ステーション 〒862-0953 096-237-7413 河野　浩子 平28.12.19 ピュアスマイル株式会 関口　勝裕 現存

　ライム 熊本市中央区上京塚町４－１５ 社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6501･9101･1 訪問看護ステーション 〒861-4101 096-245-6617 玉川　洋光 平29. 3. 1 合同会社　たまのなか 中嶋　慎一郎 現存

　ひとつな 熊本市南区近見６丁目１１－１
奥田ビル１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6601･9102･9 訪問看護ステーション 〒860-0811 096-362-1227 蓑田　純子 平29. 4. 1 合同会社　まいん 蓑田　純子 現存
　まいん 熊本市中央区本荘２丁目１－１

２中川ビル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6701･9103･7 訪問看護ステーション 〒862-0962 096-202-0412 小川　めぐみ 平29. 4. 1 熊本在宅生活支援サー 緒方　光 現存

　レシーブ 熊本市南区田迎５丁目１－３０ ビス株式会社
　１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6801･9104･5 小児訪問看護ステーシ 〒860-0826 096-285-9590 日高　千鶴 平29. 5. 1 株式会社ひろ 和田　廣一 現存

ョンＳｔｅｋｉ 熊本市南区平田１丁目１４－１
９草野ビル２－２０６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6901･9105･2 ココファンナーシング 〒862-0950 096-384-0222 寺澤　真美 平29. 5. 1 株式会社学研ココファ 五郎丸　徹 現存

熊本 熊本市中央区水前寺一丁目２４ ン
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7001･9107･8 訪問看護ステーション 〒862-0922 096-383-5556 新本　好美 平29. 7. 1 株式会社　ケアベース 濵田　文子 現存

　ケアベース 熊本市東区三郎二丁目２番１３
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7101･9108･6 訪問看護ステーション 〒861-4203 0964-42-9342 水棹　千恵 平29. 7. 5 合同会社　サンスマイ 松本　由美 現存

　サンフラワー 熊本市南区城南町隈庄４２２ ル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7201･9110･2 けいず訪問看護ステー 〒862-0972 096-237-6964 鈴木　理香 平29. 7. 1 株式会社ＲＥＲＯＴＴ 堀北　直輝 現存

ション 熊本市中央区新大江三丁目１０ Ｏ
番８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7301･9111･0 訪問看護ステーション 〒861-4161 096-358-2533 上田　仁美 平29. 9. 1 株式会社　和剛 田端　照子 現存

　てる照 熊本市南区富合町小岩瀬３３１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7401･9112･8 ライフサポート熊本　 〒861-8043 096-285-6312 安尾　真希 平29.12. 1 一般社団法人　地域密 川原　秀夫 現存

訪問看護ステーション 熊本市東区戸島西１丁目２３番 着ケア協会
６３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7501･9113･6 ＪＡＰＡＮ　ＩＮＮＯ 〒861-8006 096-277-8282 日吉　志明 平29.12.27 有限会社　誠心会 佐藤　幸記 現存

ＶＡＴＩＯＮ 熊本市北区龍田２丁目３番３号
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  7601･9114･4 ＫＩＴ訪問看護ステー 〒862-0924 096-385-2222 菅野　由美子 平30. 2. 1 合同会社ＫＩＴ企画 東　博子 現存
ション 熊本市中央区帯山７丁目２３－

４１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7701･9115･1 訪問看護ステーション 〒861-5287 096-247-6014 津田　美希 平30. 4. 1 合同会社　ｌｉｖｉｎ 神山　博行 現存

　縁（えん）小島 熊本市西区小島九丁目１番４０ ｇ　ｓｐａｃｅ
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7801･9116･9 訪問看護ステーション 〒860-0851 096-345-9505 平島　かほり 平30. 4. 1 株式会社　ＯＭＩ 平島　将臣 現存

　Ｒｅａｆくまもと 熊本市中央区子飼本町１－２５
シンフォニーハイツ１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7901･9117･7 訪問看護ステーション 〒862-0918 096-282-8756 田中　大貴 平30. 4. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン東熊本 熊本市東区花立５丁目１０番２ ルド
５号エスポアール・フルール１
０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8001･9118･5 訪問看護ステーション 〒861-4171 096-285-3102 広田　マチ子 平30. 4.15 株式会社　クローバー 福田　史恒 現存

　はなな 熊本市南区御幸西３丁目９番３ フィールド
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8101･9119･3 訪問看護ステーション 〒860-0046 090-9570-8541 新堀　友也 平30. 5. 1 合同会社　ＮＥＷＣＡ 新堀　友也 現存

　紫苑の民 熊本市西区横手５丁目１５番４ ＮＡＬ
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8201･9120･1 看多機ホーム　湧心苑 〒862-0941 096-277-1775 荒木　尚美 平30. 5. 1 医療法人社団　藤榮会 末藤　榮一 現存

ふれあい館 熊本市中央区出水１丁目４番２
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8302･9000･3 訪問看護ステーション 〒866-0827 0965-30-8953 一口　春代 平15. 1.29 有限会社　あい 徳永　和代 現存

あい 八代市島田町８６３－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8402･9001･1 八代市医師会訪問看護 〒866-0074 0965-32-9291 中山　里美 平 4.12. 9 一般社団法人　八代市 会長　田渕勝典 現存

ステーション 八代市平山新町４４３８－３ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8502･9002･9 訪問看護ステーション 〒869-5152 0965-31-6458 國田　琴美 平 6. 6. 1 （福）権現福祉会 松本　善孝 現存
向春苑 八代市揚町３５番地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8602･9003･7 訪問看護ステーション 〒866-0893 0965-31-5763 矢鉾　朝子 平 7. 9. 1 （医）敬仁会 佐々木　康人 現存

けいじん 八代市海士江町２８１７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8702･9004･5 訪問看護ステーション 〒866-0891 0965-33-8977 白濱　里美 平11. 1.18 （医）社団優林会 （医）社団優林会　 現存

ゆうりん 八代市古閑浜町西塩浜３４０１ 代表者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8802･9005･2 訪問看護ステーション 〒866-0024 0965-37-1777 森口　寿英 平11. 1.12 （医）カジオ会 理事長　梶尾博 現存

とまと 八代市郡築一番町１８０－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8902･9007･8 訪問看護ステーション 〒866-0865 0965-39-8220 山本　文子 平17. 4. 1 株式会社　シラサギ 代表取締役　片山篤 現存

　シラサギ 八代市北の丸町３－５０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9002･9008･6 訪問看護ステーション 〒866-0023 0965-46-5850 増永　由美 平18. 4. 1 有限会社　勝寿会 代表取締役　小林寿 現存

スマイル 八代市郡築二番町９３－２ 男
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9102･9010･2 かがやき園訪問看護ス 〒866-0856 0965-30-0125 柳田　聖子 平19. 2. 2 田方福祉株式会社 代表取締役　田方初 現存

テーション 八代市通町８－３０ 美
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9202･9012･8 訪問看護ステーション 〒866-0015 0965-45-9731 木村　眞由美 平21. 1.16 株式会社トータル・ケ 高島　誠也 現存

　トータルケア 八代市築添町１７５９－１３ ア・サービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9302･9013･6 訪問看護ステーション 〒866-0857 0965-45-9605 山下　理恵 平23. 4. 1 株式会社和音 山下　理恵 現存

和音 八代市出町４号１８番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9402･9014･4 訪問看護ステーション 〒866-0892 0965-30-8185 宮田　絹代 平23.12. 1 有限会社ラポール新世 元杉　和則 現存

　絆 八代市古閑下町２２２４番地 園
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9502･9016･9 すずらんの里訪問看護 〒866-0073 0965-35-0118 園田　恭子 平25. 2. 1 社会福祉法人天龍会 福田　リツ子 現存

ステーション 八代市本野町２５６８－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9602･9017･7 訪問看護ステーション 〒869-4703 0965-30-1277 山田　恵子 平25. 9.11 有限会社　キッポー 濵田　サチエ 現存

　キッポー 八代市千丁町新牟田２５２０番
地２
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  9702･9018･5 訪問看護ステーション 〒866-0012 0965-39-3348 飯田　哲也 平25.11.11 社会福祉法人しらぬい 坂田　四方治 現存
しらぬい 八代市高小原町１５０９－１ 会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9802･9019･3 平成病院訪問看護ステ 〒866-0895 0965-32-5113 前﨑　博之 平26. 9. 1 医療法人社団平成会 新井　浩子 現存

ーション 八代市大村町８８８番地４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9902･9020･1 訪問看護ライフケアス 〒866-0895 0965-45-5329 本郷　帝子 平27. 7. 1 合同会社　Ｆ・Ｎ・Ｃ 畑中　孝介 現存

テーション 八代市大村町３４２番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10002･9021･9 訪問看護ひらき 〒866-0016 0965-32-6511 森永　京美 平28. 6. 1 医療法人社団誠和会 開　俊郎 現存

八代市新地町６番２５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10102･9022･7 訪問看護ステーション 〒866-0083 0965-45-9692 山本　文子 平28.10. 1 株式会社　万葉福祉会 山田　政行 現存

　和花 八代市植柳下町１９５２－２－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10202･9023･5 訪問看護ステーション 〒869-4703 0965-37-8800 宮永　麻利子 平29. 4. 1 合同会社Ｓｅｅｄ　ｌ 八田　慶太 現存

　ひとつなぎ 八代市千丁町新牟田１４０２－ ｅａｆ
３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10302･9024･3 訪問看護ステーション 〒866-0844 0965-43-3305 一山　由紀美 平29. 5. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン八代　 八代市旭中央通６番地６旭中央 ド
ビル３階西号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10402･9025･0 訪問看護ステーション 〒866-0883 0965-62-9181 西田　晶子 平29. 6. 1 株式会社ＩＳＫ 城下　一恵 現存

　花あかり 八代市松江町５４０番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10503･9000･1 訪問看護ステーション 〒868-0083 0966-24-7802 村山　ひで子 平13. 8.10 （有）九州ライフサポ （有）九州ライフサ 現存

はっぴーらいふ 人吉市下林町２９２－１ ート ポート　代表者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10603･9001･9 人吉市医師会訪問看護 〒868-0037 0966-22-7780 前田　留美 平 4.12.28 一般社団法人　人吉市 岐部　明廣 現存

ステーション 人吉市南泉田町７２－２ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10703･9002･7 訪問看護ステーション 〒868-0041 0966-22-1881 井口　順子 平 7. 2. 3 （医）社団健成会 山田　和彦 現存

リバーサイド御薬園 人吉市七地町２８番地１
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 10803･9003･5 訪問看護ステーション 〒868-0036 0966-24-3888 入江　祐公 平 8. 4.17 （医）愛生会 （医）愛生会　代表 現存
愛生会 人吉市二日町２２ 者

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10903･9004･3 なごみ訪問看護ステー 〒868-0012 0966-22-0058 宮野　洋至 平15.12.25 有限会社　なごみ在宅 宮野　洋至 現存

ション 人吉市相良町６番地１ 支援サービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11003･9007･6 訪問看護ステーション 〒868-0021 0966-26-4155 堀之内　明子 平21. 8. 1 合同会社コンフィセン 堀之内　明子 現存

楽日和 人吉市鬼木町１５２９番地２３ ス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11103･9008･4 訪問看護ステーション 〒868-0011 0966-24-2011 豊田　京子 平22.11.13 医療法人社団　とやま 外山　裕二 現存

　いちょう並木 人吉市宝来町１２番地７ クリニック
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11203･9009･2 訪問看護ステーション 〒868-0008 0966-32-9930 福山　百合子 平24. 5. 6 株式会社　絆人 恒松　裕介 現存

　３ｒｄ　Ｈａｎｄ 人吉市中青井町３０７番地６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11303･9010･0 訪問看護ステーション 〒868-0025 0966-24-3510 蓑星　茂美 平26. 9. 5 有限会社介護生活研究 福山　幸義 現存

すずらん 人吉市瓦屋町１１７４番地２ 所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11403･9011･8 医療法人外山胃腸病院 〒868-0037 0966-35-7117 那須　緑 平29.11. 1 医療法人外山胃腸病院 岐部　明廣 現存

訪問看護ステーション 人吉市南泉田町５－３５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11503･9012･6 独立行政法人地域医療 〒868-8555 0966-22-2191 藤村　友子 平30. 4. 1 独立行政法人地域医療 尾身　茂 現存

機能推進機構人吉医療 人吉市老神町３５番地 機能推進機構
センター附属訪問看護
ステーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11603･9013･4 訪問看護ステーション 〒868-0821 0966-23-1553 小出　冬美 平30. 4.20 合同会社　寿楽 井上　隆治 現存

　寿楽 人吉市上漆田町字茂ヶ野４２６
８番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11704･9000･9 ウイズ 〒864-0031 0968-65-8119 園田　千恵美 平17. 5. 6 有限会社　天風 穴井　一之 現存

荒尾市川登１８６８－９　庄山
ビル１９．１１．１５廃止　２
７．７．１３市役所確認

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11804･9001･7 荒尾市医師会訪問看護 〒864-0004 0968-63-0077 光武　紀美子 平 4.12. 9 一般社団法人　荒尾市 藤瀨　隆司 現存
ステーション 荒尾市宮内１０９２ 医師会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11904･9002･5 慈眼苑訪問看護ステー 〒864-0041 0968-64-2010 他力　淑子 平 8. 2.15 （医）洗心会 熊本　孝司 現存

ション 荒尾市荒尾１９９７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12004･9004･1 訪問看護ステーション 〒864-0041 0968-65-5114 神戸　智子 平23. 2. 1 医療法人杏林会 鴻江　勇和 現存

緑ヶ丘 荒尾市荒尾４１８６番地１５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12105･9002･2 訪問看護ステーション 〒867-0051 0966-63-6789 山田　芳枝 平 8. 7.15 （医）啓愛会 眞鍋　哲郎 現存

白梅 水俣市昭和町２丁目４番１６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12205･9003･0 訪問看護ステーション 〒867-0045 0966-63-6010 梅北　志津子 平11. 5.18 社会医療法人　芳和会 大石　史弘 現存

協立 水俣市桜井町２－２－１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12305･9004･8 訪問看護ステーション 〒867-0012 0966-62-3746 宮﨑　信子 平19. 6. 6 有限会社　みやざき介 代表取締役　宮﨑信 現存

みやざき 水俣市古城１－４－２２ 護センター 子
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12405･9006･3 ニチイケアセンター水 〒867-0013 0966-68-9950 澄川　明香 平23.10. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

俣　訪問看護ステーシ 水俣市長野町１１番地１１４号
ョン １階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12506･9000･4 和 〒865-0001 0968-73-3909 平14. 8.23 　有限会社　訪問看護 宮本　和子 現存

玉名市月田２１０７－３ ステーション和
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12606･9001･2 玉名郡市医師会訪問看 〒865-0005 0968-72-2910 牧野　ひとみ 平 4.12. 1 一般社団法人玉名郡市 平山　晴章 現存

護ステーション 玉名市玉名２１８６ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12706･9002･0 訪問看護ステーション 〒865-0041 0968-74-5151 坂本　佐代子 平 8. 4. 1 （医）信和会 蓮澤　浩明 現存

樹心台 玉名市伊倉北方２７２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12806･9005･3 ライフケア訪問看護ス 〒865-0056 0968-71-6810 中内　直子 平22. 1. 1 有限会社ライフケア 山中　重子 現存

テーション 玉名市滑石２３０５番地４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12906･9006･1 公立玉名中央病院訪問 〒865-0064 0968-71-0433 德丸　葉子 平29.10. 2 地方独立行政法人くま 中野　哲雄 現存

看護ステーション 玉名市中１９１７番地１ もと県北病院機構



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

［熊本県］               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     14 頁

 13007･9002･8 社団法人天草郡市医師 〒863-0046 0969-22-0690 園田　ひろ子 平 5. 7.22 （社）天草郡市医師会 酒井　一守 現存
会訪問看護センター 天草市亀場町食場１１８１－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13108･9001･8 鹿本医師会福祉看護セ 〒861-0501 0968-44-5225 松山　照代 平 5. 2.26 一般社団法人　鹿本医 幸村　克典 現存

ンター 山鹿市山鹿３３２－１ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13208･9002･6 山鹿中央訪問看護ステ 〒861-0501 0968-44-1313 豊田　智子 平10. 5.28 （医）春水会 水足　秀一郎 現存

ーション 山鹿市山鹿１５５４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13308･9004･2 訪問看護ステーション 〒861-0382 0968-46-6530 黒田　優紀 平25. 6. 1 ＮＰＯ法人安暖手 永田　いつ子 現存

大道 山鹿市方保田８２８－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13408･9005･9 ケアーズ訪問看護リハ 〒861-0304 0968-46-2111 片山　香代 平28. 4. 1 相互建設株式会社 川端　康臣 現存

ビリステーション山鹿 山鹿市鹿本町御宇田３４５－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13510･9001･4 菊池郡市医師会訪問看 〒861-1306 0968-24-1880 稲田　恵子 平 5. 2.26 一般社団法人　菊池郡 岩倉　雄一郎 現存

護ステーション 菊池市大琳寺７５番地１ 市医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13610･9003･0 訪問看護ステーション 〒861-1323 0968-23-7570 永田　小夜子 平25.12. 1 株式会社ともづなリハ 冨来　一到 現存

　ともづな 菊池市西寺１５８１番地 サービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13710･9005･5 訪問看護ステーション 〒861-1331 0968-41-5966 緒方　洋平 平28. 9. 1 ＮＰＯ法人創源 緒方　洋平 現存

そうげん 菊池市隈府４９４番地１６大忠
ビル

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13810･9006･3 訪問看護ステーション 〒861-1201 0968-38-0055 立尾　多美子 平30. 2. 1 株式会社ヒューマンシ 西岡　和彦 現存

Ｎｏａｈ 菊池市泗水町吉富２１０－６０ ステム
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13911･9000･4 医療法人小田会ケアセ 〒869-0463 0964-22-7756 石井　梨恵 平16. 8. 5 医療法人社団　小田会 理事長　小田哲也 現存

ンターみどりかわ訪問 宇土市野鶴町３５２
看護ステー

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14011･9001･2 すみれ訪問看護ステー 〒869-0421 0964-22-0402 片岡　かすみ 平 5. 2.26 医療法人　再生会 （医）再生会　理事 現存

ション 宇土市南段原町１６４－５ 長荒木邦生
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 14111･9002･0 看護リハビリセンター 〒869-0431 0964-23-5266 橋本　てる代 平 6. 8.17 （医）社団金森会 金森　正周 現存
　こころ 宇土市本町６－７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14211･9004･6 訪問看護ステーション 〒869-4811 0965-52-0355 園川　美穂 平21. 8. 1 株式会社翔栄 早田　巧 現存

きらら 八代郡氷川町鹿野１３０１番地
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14311･9005･3 訪問看護ステーション 〒869-0424 0964-27-5253 金守　伸 平29. 4.17 有限会社　蘇峯 井本　義朗 現存

　七彩 宇土市神馬町５２５番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14412･9000･2 上天草訪問看護ステー 〒866-0202 0969-62-1125 東矢　道子 平 5. 9.14 上天草市 上天草市長　堀江隆 現存

ション 上天草市龍ケ岳町高戸１４１９ 臣
－１９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14512･9002･8 訪問看護ステーション 〒869-3603 0964-27-4433 濵﨑　奈津子 平29. 2.15 株式会社　Ｓｔｅｋｉ 那須　正剛 現存

　Ｃｒｕｔｏ大矢野 上天草市大矢野町中４８７番１
３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14613･9001･8 宇城総合訪問看護セン 〒869-0511 0964-27-8855 岩崎　千枝美 平19. 4. 1 医療法人社団　仁水会 理事長　清水寛 現存

ター 宇城市松橋町曲野３４７５－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14713･9003･4 タガワブレース訪問看 〒869-0605 0964-43-5533 石原　初代 平21. 3.24 株式会社タガワブレー 田川　光司 現存

護ステーション 宇城市小川町南部田１５５６番 ス
地ー１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14813･9006･7 訪問看護ステーション 〒869-0543 0964-32-4511 田中　久美 平26.10. 1 有限会社　癒しの輪 切通　清子 現存

　愛話園 宇城市松橋町南豊崎４５５番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14913･9007･5 訪問看護・リハビリス 〒869-0605 0964-27-4641 四海　巳恵 平26. 9.17 合同会社ＭＡＫＥＦＩ 四海　公貴 現存

テーションふぃっと 宇城市小川町南部田２１８－１ Ｔ
スプリングビレッジⅠ－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15013･9008･3 総合訪問看護ステーシ 〒869-0532 0964-33-8730 長尾　恵理 平26.10. 1 株式会社あそか 岩本　照美 現存

ョン花美月 宇城市松橋町久具１７３１番地
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 15113･9010･9 訪問看護ステーション 〒869-0623 0964-43-5502 園田　厚子 平30. 4.10 株式会社なごやかハウ 澤村　雅勝 現存
　ねむの花 宇城市小川町川尻字新開５３１ ス

番３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15214･9001･6 訪問看護ステーション 〒869-2301 0967-32-3255 北里　加代子 平26. 9. 1 医療法人社団坂梨会 坂梨　嘉壽惠 現存

春草苑 阿蘇市内牧１１１２番地５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15314･9002･4 ハートナース 〒869-2307 0967-24-6262 黒木　みほこ 平27. 2. 1 医療法人　坂梨ハート 坂梨　俊彦 現存

阿蘇市小里２４９番地２ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15415･9002･1 訪問看護リハステーシ 〒863-0031 0969-66-9680 鶴田　恵美子 平25.12. 1 株式会社　リハビリテ 小川　知己 現存

ョンＲＩＣＨＥ 天草市南新町１０番地１５ ーションコムラッド
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15515･9003･9 訪問看護ステーション 〒863-1161 0969-42-3838 寺田　美濃 平26.10. 1 特定非営利活動法人つ 倉本　剛史 現存

あこう 天草市宮地岳町１７３４番２号 なぐ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15615･9004･7 訪問看護リハステーシ 〒863-0013 0969-66-9635 塚元　麻理子 平27. 7.24 特定非営利活動法人　 山中　景介 現存

ョン　らいと 天草市今釜新町３６５７－２ らいと
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15715･9005･4 訪問看護ステーション 〒863-0003 0969-22-9610 立尾　寿海 平28. 5. 1 株式会社　ＰＬＵＮＵ 那須　正剛 現存

　Ｃｒｕｔｏあまくさ 天草市本渡町本渡２６１１－４ ＲＳＥ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15815･9006･2 訪問看護ステーション 〒863-0043 0969-24-8011 平井　富也 平30. 4. 1 株式会社てのひら 平井　富也 現存

みるて 天草市亀場町亀川７５８番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 15915･9007･0 独立行政法人地域医療 〒863-0033 0969-23-7782 有江　恵理 平30. 4. 1 独立行政法人地域医療 尾身　茂 現存

機能推進機構天草中央 天草市東町１０１番地 機能推進機構
総合病院附属訪問看護
ステーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16016･9001･1 合志市社協訪問看護ス 〒861-1102 096-242-7000 野田　幸美 平20. 5. 1 社会福祉法人合志市社 荒木　義行 現存

テーション 合志市須屋２２５１番地１ 会福祉協議会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16116･9002･9 訪問看護ステーション 〒861-1112 096-288-2311 石橋　直美 平21. 9. 1 ＮＰＯ法人ＮＥＸＴＥ 島津　智之 現存

ステップ・キッズ 合志市幾久富１１２３－５ Ｐ
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 16216･9003･7 セントケア訪問看護ス 〒861-1112 096-247-1070 横山　文子 平23. 4. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存
テーション合志 合志市幾久富１６５６番地４５ 社

９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16316･9005･2 訪問看護ステーション 〒861-1102 090-2859-0440 内田　愛美 平29. 4.16 株式会社ＪＩＮ 濱　仁哉 現存

あおい 合志市須屋２９７番地４６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16422･9001･9 訪問看護ステーション 〒869-3205 0964-34-1050 田嵜　奈美枝 平10.10. 5 （社）熊本厚生会 渡辺　七郎 現存

青海苑 宇城市三角町波多２６１番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16522･9002･7 豊洋園訪問看護ステー 〒869-3413 0964-54-1108 松本　佳代 平12. 3. 9 （社）黎明福祉会 石川　洋一 現存

ション 宇城市三角町里浦２８５５－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16623･9006･6 訪問看護ステーション 〒861-4407 0964-46-3638 小田原　美和 平20. 8. 1 医療法人愛生会 村井　映 現存

きらり 下益城郡美里町中小路９０４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16724･9002･3 訪問看護ステーション 〒869-0101 0968-78-7212 森崎　りゆ子 平 9. 4.18 （医）社団聖和会 木通　隆行 現存

ありあけ 玉名郡長洲町宮野２７７５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16824･9003･1 熊本県看護協会訪問看 〒869-0123 0968-78-7788 谷口　絹代 平10. 7.17 公益社団法人　熊本県 嶋田　晶子 現存

護ステーションながす 玉名郡長洲町長洲１３０６ 看護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 16924･9008･0 和水町立病院訪問看護 〒865-0136 0968-86-4733 牛島　美雪 平18. 3. 1 和水町立病院訪問看護 和水町長　福原秀治 現存

ステーション 玉名郡和水町江田４０４０ ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17026･9001･0 訪問看護ステーション 〒869-1103 096-232-1191 後藤　美保 平 6. 7.22 （医）社団熊本清仁会 （医）社団熊本清仁 現存

菊陽台 菊池郡菊陽町久保田２９８４ 会　代表者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17126･9002･8 訪問看護ステーション 〒869-1106 096-232-3113 江藤　美鈴 平 7. 3.27 社会医療法人社団熊本 理事長　坂口満 現存

ひまわり 菊池郡菊陽町曲手７６０ 丸田会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17226･9005･1 訪問看護ステーション 〒869-1235 096-294-2838 安永　明美 平10. 7. 8 （医）社団恵生会 理事長　田島徹 現存

　おおづ 菊池郡大津町室２６１－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 17326･9007･7 訪問看護ステーション 〒869-1102 096-232-8519 大津留　道子 平12. 1.14 社会医療法人　芳和会 大石　史弘 現存
きくよう 菊池郡菊陽町原水字下中野５５

８７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17426･9009･3 熊本セントラル病院訪 〒869-1235 096-285-8110 渡邉　由美子 平22. 4. 1 医療法人潤心会 南野　隆一 現存

問看護ステーション 菊池郡大津町室９５５番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17526･9011･9 訪問看護ステーション 〒869-1102 096-284-1814 中島　ゆみ 平24. 6. 1 株式会社　エヌ・ティ 中島　隆文 現存

　ソレイユ 菊池郡菊陽町原水１１５７番地 システムズ
３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17626･9012･7 訪問看護ステーション 〒869-1101 096-237-7565 桐原　理恵子 平27. 9. 1 株式会社　オールド 桐原　理恵子 現存

　ＨＥＡＲＴ 菊池郡菊陽町津久礼３０４４番
地２２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17727･9002･6 阿蘇郡市医師会立訪問 〒869-2225 0967-34-1086 岩下　真紀 平 5. 1.28 一般社団法人阿蘇郡市 平田　智美 現存

看護ステーション 阿蘇市黒川１１７８ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17827･9003･4 阿蘇郡市医師会立南部 〒869-1602 0967-63-1255 甲斐　和枝 平 6.10. 6 一般社団法人阿蘇郡市 平田　智美 現存

訪問看護ステーション 阿蘇郡高森町高森１６１２－１ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 17927･9004･2 おぐに訪問看護ステー 〒869-2501 0967-46-6050 大塚　由加里 平11. 4.28 小国町外１ケ町公立病 小国町外１ケ町公立 現存

ション 阿蘇郡小国町宮原１７４２－１ 院組合 病院組合　代表者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18027･9005･9 みどりの里訪問看護ス 〒869-2501 0967-46-6650 田原　由有子 平21. 5. 1 医療法人社団大徳会 内田　徳郎 現存

テーション 阿蘇郡小国町宮原４２５番地の
５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18127･9006･7 ２４時間介護看護サー 〒869-1412 0967-67-1606 清水　厚子 平29. 4. 1 株式会社　南阿蘇ケア 荒牧　律子 現存

ビスはな 阿蘇郡南阿蘇村久石２７１５番 サービス
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18228･9000･8 訪問看護ステーション 〒861-2235 096-286-2525 岡野　美岐子 平14. 5.29 （医）永田会 （医）永田会　代表 現存

トラスティーホームげ 上益城郡益城町福富前畑８０９ 者
んき 番地３
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 18328･9003･2 訪問看護ステーション 〒861-3101 096-237-2237 西村　節美 平11. 3.31 （医）回生会 理事長　鬼木泰博 現存
回生会 上益城郡嘉島町鯰１８７３－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18428･9004･0 谷田病院訪問看護ステ 〒861-4601 096-234-3485 谷口　小百合 平12. 3.10 （医）谷田会 谷田　理一郎 現存

ーション 上益城郡甲佐町岩下１２３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18528･9005･7 そよう病院訪問看護ス 〒861-3902 0967-83-1122 興梠　美鈴 平17. 2.11 山都町 山都町長　梅田穰 現存

テーション 上益城郡山都町滝上４７６番地
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18628･9006･5 荒瀬病院訪問看護ステ 〒861-4602 096-234-1161 山本　春美 平18. 5.17 荒瀬病院訪問看護ステ 理事長　荒瀬一巳 現存

ーション 上益城郡甲佐町緑町３３１ ーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18728･9009･9 一心リハビリテーショ 〒861-2233 096-282-8612 金澤　恭子 平25. 7. 1 株式会社ＡＮＣＨＯＲ 金澤　浩 現存

ン訪問看護ステーショ 上益城郡益城町惣領１４４５－
ン １レジデンス益城Ｇ－１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18828･9011･5 訪問看護ステーション 〒861-3106 那須　正剛 平26. 5. 1 株式会社ＰＬＵＮＵＲ 那須　正剛 現存

　Ｃｒｕｔｏ 上益城郡嘉島町上島２１１０－ ＳＥ
３グローリービル２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18928･9012･3 益城病院　訪問看護ス 〒861-2233 096-286-3612 豊永　宜子 平26. 5. 1 社会医療法人ましき会 犬飼　邦明 現存

テーション 上益城郡益城町惣領１５３０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19028･9013･1 訪問看護リハビリステ 〒861-2101 096-286-0153 松永　由加合 平27. 4. 1 株式会社ケイアンドワ 櫛山　勇次 現存

ーション福丸 熊本市東区桜木３丁目７番７号 イ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19128･9014･9 ケアーズ訪問看護リハ 〒861-3901 0967-74-4755 山内　恵美 平27. 8. 1 株式会社　共生 吉玉　薫 現存

ビリステーション　は 上益城郡山都町馬見原７９４－
あとふる ８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19228･9015･6 訪問看護ステーション 〒861-2241 096-289-7680 渡邉　若江 平28. 7. 1 一般社団法人暖和会 渡邉　若江 現存

　暖和会 上益城郡益城町宮園８３１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 19328･9016･4 訪問看護ステーション 〒861-3207 096-282-0801 田代　一美 平29. 2. 1 株式会社　山都 田代　英雄 現存
みふね 上益城郡御船町御船１０７２－

１　２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19428･9017･2 藤の花訪問看護ステー 〒861-3207 096-281-7080 信友　まち子 平30. 4. 1 株式会社弘プラン 古閑　敬幸 現存

ション 上益城郡御船町御船１０７５番
地６リバーハイツ１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19529･9001･4 訪問看護ステーション 〒869-4606 0965-62-1340 湯野　さとみ 平 9. 8.13 （社）代医会 （社）代医会　代表 現存

八祥苑 八代郡氷川町早尾１０９７ 者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19629･9003･0 セントケア訪問看護ス 〒869-4602 0965-62-2121 岩﨑　桂子 平25. 4. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション八代 八代郡氷川町宮原字下宮後４７ 社
９番

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19730･9002･0 訪問看護ステーション 〒869-5461 0966-61-3056 中尾　優子 平11.11. 2 （医）新清会 （医）新清会　代表 現存

しあわせ 葦北郡芦北町芦北字塩屋田尻２ 者
７２７－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19830･9003･8 訪問看護ステーション 〒869-5442 0966-82-4192 小笠原　千鶴子 平25.10. 1 株式会社ＴＹＣ 岩井　有里 現存

はなみ 葦北郡芦北町花岡１６７５番地
１９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 19930･9004･6 美里訪問看護ステーシ 〒869-6301 0966-84-0916 吉田　真紀 平29.10. 1 有限会社美里在宅支援 一川　清一 現存

ョン 葦北郡芦北町天月１３３７番地 事業所
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20031･9001･0 球磨郡医師会訪問看護 〒868-0501 0966-42-6383 出利葉　和子 平 5. 3.15 一般社団法人　球磨郡 山村　正統 現存

ステーション 球磨郡多良木町多良木３０５１ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20131･9005･1 ニチイケアセンターに 〒868-0302 0966-34-5222 平橋　育子 平26. 6. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

しき　訪問看護ステー 球磨郡錦町一武１６４１番地
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 20231･9006･9 球磨郡公立多良木病院 〒868-0501 0966-42-3301 織田　伸一 平27.11. 1 球磨郡公立多良木病院 大島　茂樹 現存
　訪問看護ステーショ 球磨郡多良木町多良木４２１０ 企業団
ン　たいよう

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20331･9007･7 訪問看護ステーション 〒868-0431 0966-45-5721 永　みつる 平29.12. 1 医療法人誠心会 東　敏寛 現存

あさぎり 球磨郡あさぎり町岡原北９４４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20432･9001･8 天草訪問看護ステーシ 〒863-0037 0969-32-2111 山口　陽子 平 4.12. 1 （医）一陽会 新谷　陽一郎 現存

ョン 天草市諏訪町１番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20532･9003･4 訪問看護ステーション 〒863-2502 0969-35-0181 冨山　多恵子 平 8. 8. 9 社会医療法人　稲穂会 永野　忠相 現存

はまゆう 天草郡苓北町上津深江２７８－
１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20601･9021･1 訪問看護ステーション 〒861-5273 096-329-5666 丸野　頼子 平10. 6. 1 （医）光寿会 （医）光寿会　代表 休止

なすび園 熊本市西区沖新町３３５３ 者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20701･9032･8 訪問看護ステーション 〒862-0000 096-382-6614 松田　つよみ 平12. 2.29 （医）祐基会 （医）祐基会　代表 休止

おびやま 熊本市中央区帯山４丁目３５１ 者
－３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20801･9043･5 訪問看護　ステーショ 〒862-0000 096-334-3151 宮本　博文 平17. 5. 6 有限会社　ライフ・ア 園田　謙市 休止

ン　いこい 熊本市中央区出水６－２２－２ シスト
３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 20901･9063･3 訪問看護ステーション 〒862-0972 096-363-1170 福嶋　百合子 平25. 2. 1 ＮＰＯ法人　老いと病 竹熊　千晶 休止

　われもこう 熊本市中央区新大江１丁目２６ いの文化研究所　われ
番８号 もこう

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21001･9071･6 訪問介護看護センター 〒861-4173 096-378-1111 藤山　仁美 平25. 4.22 医療法人　桜十字 西川　朋希 休止

桜十字 熊本市南区御幸木部１丁目１－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21101･9075･7 訪問看護ステーション 〒861-8037 096-288-7349 谷川　香代子 平26. 8. 1 医療法人社団　永誠会 永野　忠 休止

　すみれ 熊本市東区長嶺西２丁目１５番
１２４号
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 21201･9085･6 みどりの樹訪問看護ス 〒862-0911 096-288-6335 久多見　民代 平27. 6. 1 株式会社　リープス・ 中島　理子 休止
テーション 熊本市東区健軍１－２４－２０ ケア

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21301･9086･4 ナースステーション　 〒861-5515 096-351-1192 峰　貴美代 平27. 6. 1 株式会社　Ａ．Ｃ．Ｅ 緒方　伴泰 休止

たいじゅ 熊本市北区四方寄町１６７２－
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21402･9015･1 訪問看護事業所夕葉町 〒866-0833 0965-35-7111 田上　幸子 平24. 4. 1 医療法人　明朋会 高橋　繁實 休止

八代市夕葉町７番地３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21508･9000･0 訪問看護ステーション 〒861-0501 0968-42-8030 菅村　裕子 平17. 7. 8 有限会社　ともづなリ 取締役　冨来一到 休止

　ともづなリハサービ 山鹿市山鹿字温泉３９ ハサービス
ス

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21610･9004･8 訪問看護ステーション 〒861-1304 0968-36-9011 村上　寿美 平28. 2. 1 株式会社　青空 宮本　千佳子 休止

　なのはな 菊池市深川３０９番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21712･9001･0 訪問看護ステーション 〒869-3601 0964-56-5221 柳口　悦子 平17. 5. 6 有限会社　パートナー 佐伯　順一 休止

　パートナー 上天草市大矢野町登立９６１６
－１５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21813･9009･1 訪問看護ステーション 〒869-0513 0964-33-7330 大山　由紀子 平29. 6. 1 有限会社　寿泉 浦中　英介 休止

　光の風 宇城市松橋町萩尾６７０番地ケ
アホーム光の風

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 21924･9005･6 訪問看護ステーション 〒865-0072 0968-84-3717 宮崎　裕紀子 平12. 3.29 （医）安田会 （医）安田会　代表 休止

星雲荘 玉名市横島町横島３３８４番地 者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22026･9004･4 ひらせ記念リハビリ苑 〒861-1116 096-248-7768 隈部　方子 平 9. 8.13 （医）平瀬会 平瀬　努 休止

老人訪問看護ピースフ 合志市福原３１１１
ルＳＴ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 22128･9010･7 訪問看護ステーション 〒861-3455 0967-75-0130 北田　志保 平26. 1. 1 株式会社　山都 田代　英雄 休止

山都 上益城郡山都町北中島５０５番
地５
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 22231･9003･6 訪問看護ステーション 〒868-0093 0966-35-0152 西　りえ子 平23. 4. 1 医療法人　仙寿会 緒方　俊一郎 休止
相良 球磨郡相良村川辺１７６４

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


