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   101･9001･9 オリブ山訪問看護ステ 〒903-0804 098-886-7985 玉城　喜美代 平 4.10. 1 特定医療法人　葦の会 田頭　真一 現存
ーション 那覇市首里石嶺町４丁目２３８

番地２メディカル石嶺３階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201･9002･7 老人訪問看護ステーシ 〒902-0067 098-866-8585 浦底　力 平 4.11. 1 社会福祉法人おもと会 石井　和博 現存

ョンおもと園 那覇市安里１丁目７番３号　７
Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301･9004･3 小禄訪問看護ステーシ 〒901-0152 098-857-2060 長嶺　美野 平 6. 9.22 医療法人　禄寿会 高江洲　良一 現存

ョン 那覇市小禄二丁目１番地３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401･9008･4 大名訪問看護ステーシ 〒903-0802 098-886-5070 本田　利美恵 平10. 9.29 社会福祉法人ゆうなの 神谷　幸枝 現存

ョン 那覇市首里大名町１丁目４３番 会
地の２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501･9011･8 訪問看護ステーション 〒902-0073 098-835-9618 伊地　香理 平22.10. 1 株式会社ケアネット徳 新垣　光男 現存

一日橋 那覇市上間３４４番地の１グレ 洲会沖縄
イスハイムうえま２０７号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601･9012･6 かなさん訪問看護ステ 〒900-0003 098-943-1151 玉城　幸造 平25. 3. 1 株式会社ちむぐくる 山田　友和 現存

ーション 那覇市安謝一丁目２２番５６号
　Ｍ’Ｓハウス１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701･9013･4 訪問看護ステーション 〒902-0064 098-855-7100 宮里　寿美 平25. 4. 1 医療法人おもと会 石井　和博 現存

かみはら 那覇市寄宮一丁目９番地の５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801･9016･7 訪問看護ステーション 〒902-0072 098-836-2725 長濱　貴子 平25. 9. 1 株式会社　医療看護は 長濱　貴子 現存

　はまむや 那覇市真地２０５番地　スカイ まむや
ハイム１０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901･9017･5 訪問看護ステーション 〒900-0031 098-955-3484 山内　久美子 平25.10. 1 合同会社　大愛 山内　久美子 現存

いのり 那覇市若狭１丁目１８番１１号
コーポグランソロ１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1001･9018･3 おもろまち訪問看護ス 〒902-0061 098-943-1132 上原　ひろみ 平26.12. 1 医療法人　エイチ・エ 名嘉村　博 現存
テーション 那覇市古島２丁目１６番２５－ ス・アール

２階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1101･9021･7 訪問看護ステーション 〒902-0067 098-882-1260 大野　由梨香 平27. 4. 1 ＲｅｃｏｖｅｒｙＩｎ 大河原　峻 現存

リカバリー沖縄 那覇市安里３６７番地５号　我 ｔｅｒｎａｔｉｏｎａ
謝ビル　１Ｆ ｌ株式会社

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1201･9023･3 訪問看護ステーション 〒903-0801 098-886-9181 比嘉　道子 平27. 8. 1 訪問看護ステーション 比嘉　道子 現存

道 那覇市首里末吉町１丁目７８番 道ＨＩＧＡ株式会社
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301･9024･1 しなさき訪問看護ステ 〒902-0077 098-996-2964 屋比久　絵美理 平27. 9. 1 株式会社志情 屋比久　進 現存

ーション 那覇市長田一丁目１７番地５長
田ハイツＡ棟１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401･9025･8 Ｋｕｋｕｒｕ訪問看護 〒901-0155 098-859-8768 鈴木　恵 平27. 9. 1 一般社団法人Ｋｕｋｕ 鈴木　恵 現存

ステーション　ムーム 那覇市金城４丁目１番地１　レ ｒｕ
ー ジデンスタカラ２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501･9026･6 訪問看護ステーション 〒902-0073 098-851-7356 宮城　美智代 平28. 4. 1 合同会社十彩 大城　ユミ子 現存

心結 那覇市上間３３６番地７コーポ
丸栄１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601･9027･4 訪問看護ステーション 〒902-0075 098-840-0083 荻堂　さなえ 平28. 4. 1 株式会社りゅうせきエ 崎山　嗣峰 現存

ぴたさぽ 那覇市国場３２番地 ネプロ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701･9028･2 訪問看護ステーション 〒903-0812 098-886-5585 重　かよ子 平28. 5. 1 有限会社シルバーケア 宮城　功 現存

夢 那覇市首里当蔵町二丁目１６番 夢
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801･9029･0 訪問看護ステーション 〒900-0006 098-917-2242 金田　千代子 平28. 8. 1 株式会社サザンコミュ 吉元　和浩 現存

　おれんじエイド 那覇市おもろまち二丁目６－３ ニケーションズ
６ニューウィングわたり　４０
２号



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

［沖縄県］               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      3 頁

  1901･9030･8 訪問看護ステーション 〒902-0064 098-851-9245 與那城　結美子 平28. 9. 1 株式会社リンクス 與那城　結美子 現存
よりそい 那覇市寄宮三丁目３番１１号オ

ークレイクビレッジ１０７号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001･9031･6 訪問看護ステーション 〒902-0075 098-995-8875 垣花　賢司 平29. 7. 1 株式会社琉球の街 島　勝司 現存

琉球の街 那覇市国場８７２－４グリーン
パル

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2101･9032･4 はぴなす訪問看護ステ 〒901-0156 098-996-2480 末吉　嘉代 平29.10. 1 アゼル・イニシアティ 遠藤　靖博 現存

ーション那覇小禄 那覇市田原１－１７－１ ブ株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2201･9033･2 コモエスタ訪問看護ス 〒903-0804 098-887-3020 照屋　八千代 平30. 4. 1 株式会社　ゆい沖縄 城間　盛弘 現存

テーション 那覇市首里石嶺町４－４３３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2301･9034･0 訪問看護ステーション 〒900-0014 098-800-2597 水戸　郭典 平30. 4. 1 合同会社ｂｏｎｄｓ 水戸　郭典 現存

　ケアプラス 那覇市松尾２－１９－３２－２
０１開南ＪＴビル

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401･9035･7 訪問看護ステーション 〒901-0147 098-858-2288 牧志　一史 平30. 4. 1 株式会社偕生ケアサー 安里　カンナ 現存

　エスタジオ小禄 那覇市宮城一丁目１８番１号エ ビス
スタジオ小禄２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501･9036･5 訪問看護ステーション 〒902-0062 098-885-5265 徳元　力也 平30. 5. 1 株式会社エヌホームナ 野口　怜美 現存

ゆいゆい 那覇市松川三丁目１２－２４真 ーシング
栄里アパート１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2602･9001･7 訪問看護ステーション 〒904-1107 098-964-7611 高良　清仁 平27.12. 1 合同会社　ライフサポ 高良　清仁 現存

あゆむ うるま市石川曙３丁目２番地２ ートストック
８号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2703･9001･5 訪問看護ステーション 〒904-2205 098-972-7123 濱崎　美喜子 平 7. 5.18 医療法人和泉会 高江洲　義英 現存

いずみ苑 うるま市栄野比１１５０番地１
階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2803･9002･3 訪問看護ステーション 〒904-2243 098-979-0511 町田　ひなみ 平13. 4.16 公益社団法人　沖縄県 仲座　明美 現存

　のぞみ うるま市宮里８４２番５ 看護協会
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  2903･9003･1 訪問看護ステーション 〒904-2215 098-979-4771 上間　とも子 平21.12. 1 株式会社ケアネット徳 新垣　光男 現存
うるま うるま市みどり町５丁目１４－ 洲会沖縄

７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3003･9004･9 訪問看護ステーション 〒904-2224 098-979-3907 下地　節子 平23. 9. 1 株式会社ヘルスケアサ 下地　節子 現存

　青空 うるま市大田７１８番地１ ポート青空
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3103･9005･6 訪問看護ステーション 〒904-2226 098-989-3820 新垣　恵美子 平25. 5. 1 株式会社　リズム 豊田　陽子 現存

　リズム うるま市仲嶺５３０番地３４　
仲嶺ハイツＢ－１３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3203･9007･2 訪問看護ひまわり 〒904-2236 098-974-5425 上原　洋子 平26.11. 1 有限会社在宅介護サー 上江洲　安信 現存

うるま市喜仲１丁目３－１８　 ビスひまわり
１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3304･9002･1 訪問看護ステーション 〒904-2143 098-939-1638 神谷　紀子 平15. 2.14 社会医療法人　敬愛会 宮里　善次 現存

　なかがみ 沖縄市知花六丁目２５番１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3404･9006･2 訪問看護ステーション 〒904-2172 098-934-3034 島尻　孝子 平23.11. 1 一般社団法人　白樺会 島尻　孝子 現存

白樺 沖縄市泡瀬一丁目２３番１３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3504･9008･8 訪問看護ステーション 〒904-2151 098-939-6140 平良　恵子 平24. 8. 1 合資会社　ケア・コミ 平良　恵子 現存

　三丁目 沖縄市松本三丁目７番２７号 ュニティ三丁目
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3604･9009･6 訪問看護ステーション 〒904-2173 098-923-1854 山根　誠 平26. 4. 1 合同会社　心の糧 山根　誠 現存

　こころのかて 沖縄市比屋根６－１０－１１　
メゾンかりゆし１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3704･9010･4 まなざし訪問看護ステ 〒904-0013 098-989-3466 照屋　夏杏 平27. 2. 1 株式会社まなざし 照屋　一樹 現存

ーション 沖縄市室川二丁目３３番７３号
２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3804･9011･2 かなさん訪問看護ステ 〒904-2153 098-923-0543 伊集　貴宣 平27.10. 1 株式会社　ちむぐくる 山田　友和 現存

ーション中部 沖縄市美里３丁目１番１号トー
マス美里１０１
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  3904･9012･0 訪問看護ステーション 〒904-2153 098-923-3648 仲本　幹子 平27.10. 1 有限会社　共栄産業 比嘉　太一 現存
もみの木 沖縄市美里一丁目３－２仲本ア

パート１０２号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4004･9014･6 訪問看護ステーション 〒904-2164 098-938-4855 山口　文彦 平27.12. 1 合同会社りんく 山口　文彦 現存

ひだまり 沖縄市桃原３３８番地４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4104･9015･3 訪問看護　ニヘーデー 〒904-2163 098-989-5922 喜納　照子 平28. 1. 1 有限会社ニヘーデービ 西平　守利 現存

ビル 沖縄市大里５６番地 ル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4204･9016･1 訪問看護ステーション 〒904-2173 090-8414-4959 山口　美那子 平28. 1. 1 合同会社リアンｌｉｅ 山口　美那子 現存

　リアンｌｉｅｎ 沖縄市比屋根六丁目１０番１３ ｎ
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4304･9017･9 あわせ訪問看護ステー 〒904-2172 098-989-3815 大城　哲次 平28.11. 1 医療法人タピック 宮里　好一 現存

ション 沖縄市泡瀬四丁目４１番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4404･9018･7 一般社団法人中部地区 〒904-0006 098-921-2434 荒川　裕紀子 平29. 7. 1 一般社団法人　中部地 中田　安彦 現存

医師会訪問看護ステー 沖縄市八重島２丁目１１番１２ 区医師会
ション 号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4504･9019･5 訪問看護ステーション 〒904-2172 098-937-5001 曽根　ルチア 平29.10. 1 ＮＰＯ法人ぶどう園の 曽根　ルチア 現存

クララ 沖縄市泡瀬４丁目２２番１３号 会
高江洲アパート１０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4604･9020･3 訪問看護ステーション 〒904-2153 098-921-1620 大田　雪美 平29.10. 1 合同会社大愛 山内　久美子 現存

いのり　中部支店 沖縄市美里３丁目８番６号メゾ
ンティーダ１０４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4704･9021･1 訪問看護ステーション 〒904-2165 098-938-6530 桑江　えり子 平30. 1. 1 合同会社訪問看護ステ 桑江　えり子 現存

いづも 沖縄市宮里三丁目８番７号　１ ーションいづも
Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4804･9022･9 訪問看護ステーション 〒904-2156 098-934-1558 仲松　里美 平30. 1. 1 合同会社　Ｍｏｎｓｔ 島尻　恵美 現存

色彩 沖縄市美里仲原町３－２３　宮 ｅｒａ
城アパート１－Ａ
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  4904･9023･7 訪問看護ステーション 〒904-2172 098-983-4664 知念　由紀 平30. 1. 1 合同会社　ちむわざ 島田　茂 現存
　ちむわざ 沖縄市泡瀬三丁目２６番５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5005･9000･2 訪問看護ステーション 〒901-2224 098-942-8262 仲田　栄寿 平 7.12.27 医療法人　球陽会 富名腰　徹 現存

　かいほう 宜野湾市真志喜２丁目２２番２
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5105･9001･0 訪問看護ステーション 〒901-2211 098-894-1760 幸地　かおり 平 8. 3.26 医療法人　緑水会 末永　英文 現存

ぎのわん 宜野湾市宜野湾３－４－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5205･9002･8 訪問看護ステーション 〒901-2225 098-870-9223 桃原　正司 平14.10.15 有限会社　ヒューマン 代表取締役　桃原ケ 現存

　はごろも 宜野湾市大謝名一丁目２０番地 ケア　はごろも イ子
２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5305･9004･4 訪問看護ステーション 〒901-2215 098-898-1711 玉城　裕貴 平15. 5. 1 有限会社　看護・リハ 竹元　肇 現存

「葵」 宜野湾市真栄原３－１７－２宜 ビリステーション
野湾レディースクリニックビル
２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5405･9005･1 訪問看護ステーション 〒901-2215 098-897-9768 奥原　君代 平16.11. 1 有限会社　ウエラコー 宇栄原　健司 現存

　あさひ 宜野湾市真栄原３丁目２８番１ ポレーション
号　１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5505･9006･9 訪問看護ステーション 〒901-2226 098-890-5181 城間　蒔子 平17. 8.26 有限会社　フィーチャ 伊波　亜矢子 現存

　みかん 宜野湾市嘉数２丁目２番１号　 ー企画
２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5605･9010･1 訪問看護ステーション 〒901-2215 098-917-1899 金城　智博 平28. 1. 1 株式会社発想 嘉数　長雄 現存

カルペ・ディエム 宜野湾市真栄原二丁目１５番－
２９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5705･9011･9 トータルサポートセン 〒901-2212 098-893-0398 古波藏　貴子 平28. 1. 1 有限会社　ＭＫコーポ 宮里　秀美 現存

ターよつ葉訪問看護ス 宜野湾市長田四丁目１４－１８ レーション
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5806･9001･8 訪問看護ステーション 〒906-0013 09807-3-5871 本村　京子 平10. 5.12 公益社団法人　沖縄県 仲座　明美 現存
みやこ 宮古島市平良下里１１６５番地 看護協会

４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5906･9002･6 訪問看護ステーション 〒906-0012 0980-73-5838 池間　惠美子 平18. 4.28 医療法人ムサアザ会い 池村　幸 現存

　幸 宮古島市平良西里９７８番地の けむら小児科
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6006･9004･2 訪問看護ステーション 〒906-0013 0980-72-3556 前里　直也 平25. 7. 1 合同会社サンライズみ 前里　直也 現存

サンライズ 宮古島市平良下里１５４１番地 やこ
２　サンヒルズオオヤマⅡ１０
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6106･9005･9 多幸会訪問看護ステー 〒906-0013 0980-79-0587 狩俣　真弓 平26. 5. 1 有限会社多幸会 小川　明子 現存

ション 宮古島市平良下里８５１番地９
　１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6206･9006･7 訪問看護ステーション 〒906-0007 0980-72-3070 仲間　昌美 平26. 9. 1 合同会社みつばち 仲間　玄尚 現存

みつばち 宮古島市平良東仲宗根２０９番
地３のひなアパート１Ｆ中

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6306･9007･5 訪問看護ステーション 〒906-0007 0980-79-5477 瑞慶山　喜美枝 平26.10. 1 株式会社ビザライ 勝連　聖史 現存

うららか 宮古島市平良東仲宗根４７５番
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6406･9009･1 訪問看護ステーション 〒906-0006 0980-79-5114 桶田　由紀子 平29. 5. 1 医療法人鳥伝白川会 泰川　恵吾 現存

　ドクターゴン 宮古島市平良西仲宗根１４９６
－７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6507･9000･8 訪問看護ステーション 〒907-0003 09808-8-5556 又吉　恵子 平 8.10.29 医療法人　緑の会 大島　常功 現存

　太陽の里 石垣市平得７番地３３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6607･9001･6 訪問看護ステーション 〒907-0022 09808-4-1221 後原　芳枝 平11.10. 4 公益社団法人　沖縄県 仲座　明美 現存

うりずん 石垣市大川５４７番地　興ビル 看護協会
２階２０４号室
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  6707･9002･4 訪問看護ステーション 〒907-0004 0980-84-3939 君島　智子 平18. 3.22 有限会社　ゆいケアサ 平安座　唯盛 現存
ゆいケアサービス 石垣市登野城７４番地の４ ービス

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6807･9004･0 訪問看護ステーション 〒907-0002 0980-84-1808 脇坂　久美子 平24. 4. 1 合同会社　あんじゅ 脇坂　久美子 現存

　あんじゅ 石垣市真栄里５５８－７サザン
リッチ先嶋１０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6908･9001･4 つるかめ訪問看護ステ 〒901-2132 098-877-0645 比嘉　玲子 平 5. 8. 2 社会医療法人　仁愛会 宮城　敏夫 現存

ーション 浦添市伊祖４丁目２１番－１１
ストークキャッスル浦添

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7008･9002･2 訪問看護ステーション 〒901-2133 098-876-7720 具志堅　光江 平10. 9. 1 医療法人八重瀬会 山内　英樹 現存

　ぐしくま 浦添市城間一丁目３７番５号　
南ビル２Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7108･9007･1 浦添訪問看護ステーシ 〒901-2132 098-870-8020 町田　尊 平22.11. 1 医療法人　エイチ・エ 名嘉村　博 現存

ョン　伊祖 浦添市伊祖二丁目２４番１号 ス・アール
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7208･9008･9 訪問看護ステーション 〒901-2103 098-874-0502 福田　幸子 平23. 2. 1 訪問看護ステーション 福田　幸子 現存

生き生き 浦添市仲間２丁目３番２号コー 生き生き株式会社
ポラスみやぎ１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7308･9009･7 きずな訪問看護ステー 〒901-2126 098-917-0337 奥間　賢一朗 平25. 8. 1 株式会社絆グループ 奥間　賢一朗 現存

ション 浦添市宮城三丁目４番１４号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7408･9010･5 はぴなす訪問看護ステ 〒901-2111 098-917-4468 遠藤　久乃 平28. 9. 1 アゼル・イニシアティ 遠藤　靖博 現存

ーション 浦添市経塚６７６番地スコット ブ株式会社
ハウス２０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7508･9011･3 訪問看護ステーション 〒901-2101 098-878-1184 作取　伊都子 平29.10. 1 株式会社ライフテラス 新城　邦子 現存

　いやしの邦 浦添市西原５丁目４５番２号 うらにし
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7609･9002･0 訪問看護ステーション 〒905-0018 0980-54-5055 比嘉　悦子 平10.10.27 医療法人　松風会 山城　昌昭 現存

桃源郷 名護市大西三丁目１９番２５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7709･9003･8 りゅうしん訪問看護ス 〒905-0007 0980-53-7777 宮城　由美恵 平11. 2.17 医療法人　琉心会 島袋　茂照 現存
テーション 名護市屋部４６８番地の１医療

法人　琉心会　勝山病院　１階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7809･9005･3 ちゅら訪問看護ステー 〒905-0022 0980-51-0051 大城　佐枝美 平26. 4. 1 株式会社ＨａｉＳａｉ 松浦　文昭 現存

ション 名護市世冨慶５０５－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7909･9006･1 こもれ陽　訪問看護ス 〒905-1152 0980-52-5055 仲嶺　邦子 平27. 4. 1 特定非営利活動法人　 仲嶺　邦子 現存

テーション 名護市伊差川２４４番地１０３ こもれ陽
号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8009･9008･7 かりゆしぬ村指定訪問 〒905-0006 0980-53-5580 比嘉　由香里 平27. 4. 1 社会福祉法人　松籟会 仲兼久　文政 現存

看護ステーション 名護市宇茂佐１８７３番地の１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8109･9009･5 はぴねす訪問看護ステ 〒905-0019 0980-43-6677 藤島　広美 平27. 9. 1 合同会社はぴねす訪問 藤島　広美 現存

ーション 名護市大北四丁目３番７号メゾ 看護ステーション
ン丸崎１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8209･9010･3 涼風訪問看護ステーシ 〒905-0018 0980-43-6370 諸見里　涼子 平29. 8. 1 涼風訪問看護ステーシ 諸見里　涼子 現存

ョン 名護市大西一丁目１番１号１０ ョン株式会社
１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8310･9001･0 訪問看護ステーション 〒901-0313 098-994-0888 金城　直美 平10. 7. 1 医療法人陽和会　 譜久原　朝和 現存

「ひまわり」 糸満市賀数４０６番地の１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8410･9002･8 訪問看護ステーション 〒901-0361 098-996-4715 西銘　成子 平27. 6. 1 合同会社テンタス 西銘　成子 現存

テンタス 糸満市糸満９８９番地の７４、
１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8511･9001･8 訪問看護ステーション 〒904-0411 098-966-2560 福地　裕子 平17. 8. 1 有限会社　ケアステー 當山　初代 現存

うんな 国頭郡恩納村恩納６１２１番地 ションうんな
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8611･9002･6 どりーむ訪問看護ステ 〒904-1201 098-968-8904 親泊　朝光 平24. 7. 1 株式会社　どりーむ 高江洲　末子 現存

ーション 国頭郡金武町金武３４４７番地
１
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  8711･9003･4 ひまわり訪問看護ステ 〒904-0401 0989-67-8577 豊里　泰子 平25. 4. 1 ひまわり訪問看護ステ 豊里　泰子 現存
ーション 国頭郡恩納村名嘉真２６０５番 ーション合同会社

地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8811･9004･2 訪問看護ステーション 〒904-1303 098-983-2515 桑江　希世美 平25.12. 1 医療法人桑江皮膚科医 桑江　朝彦 現存

ぎのざ桑の実 国頭郡宜野座村惣慶１８９４－ 院
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8911･9005･9 がんじゅう家訪問看護 〒905-0225 0980-47-7036 金城　郁子 平26. 7. 1 株式会社　がんじゅう 武石　八重子 現存

ステーション 国頭郡本部町崎本部３５８番地 家
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9011･9006･7 訪問看護ステーション 〒904-0411 098-966-8387 大城　絵利子 平29. 7. 1 合同会社ナーシングケ 伊藝　美代子 現存

ぷくじ 国頭郡恩納村恩納２８５８番地 アハウスぷくじ
の３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9112･9000･8 訪問看護ステーション 〒901-2311 098-935-5818 安次富　睦子 平 7. 4.28 医療法人　アガペ会 涌波　淳子 現存

若松 中頭郡北中城村喜舎場３６０番
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9212･9005･7 訪問看護ステーション 〒903-0115 098-946-2000 増田　直子 平10.10.27 医療法人　愛和会 宮城　聡 現存

　和（なごみ） 中頭郡西原町池田７５７番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9312･9006･5 訪問看護ステーション 〒904-0302 098-958-1619 中野　雅美 平14. 9.24 有限会社　ケアステー 上地　美枝子 現存

花織 中頭郡読谷村喜名４９７－１４ ション花織
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9412･9008･1 訪問看護ステーション 〒901-2424 098-942-3915 呉屋　優子 平23. 3. 1 一般社団法人　ふたふ 新垣　絹子 現存

　ふたふぁ 中頭郡中城村南上原７３２番地 ぁ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9512･9009･9 聖隷訪問看護ステーシ 〒904-0203 098-989-3003 仲里　智秋 平25. 3. 1 社会福祉法人　聖隷福 山本　敏博 現存

ョンゆい 中頭郡嘉手納町嘉手納２７０－ 祉事業団
１９　平安名ビル２階　南

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  9612･9010･7 訪問看護ステーション 〒903-0125 098-988-3265 松岡　典枝 平25. 8. 1 株式会社さわふじ 松岡　典枝 現存
さわふじ 中頭郡西原町上原２丁目２３番

地の２　サンテラス屋良Ｔ－１
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9712･9011･5 訪問看護ステーション 〒904-0323 098-958-6396 大城　節子 平26. 5. 1 株式会社　ケアハウス 大城　節子 現存

　健やか 中頭郡読谷村高志保９２番地 健やか
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9812･9012･3 訪問看護ステーション 〒903-0103 098-944-3300 比嘉　藤子 平26. 8. 1 社会医療法人　かりゆ 安里　哲好 現存

　はーとらいふ 中頭郡西原町小那覇１６０６番 し会
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9912･9013･1 アソシアソーシャルサ 〒904-0117 098-989-1720 冨着　一枝 平27. 4. 1 株式会社アソシア 神谷　牧人 現存

ポート 中頭郡北谷町北前１－１０－８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10012･9015･6 訪問看護ステーション 〒901-2424 098-895-1870 小石原　秀喜 平29. 4. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン沖縄 中頭郡中城村南上原６２４番地 ド
１Ｍａ．サンビスカ１０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10112･9016･4 訪問看護かーさ 〒903-0126 098-946-1711 玉城　睦子 平29. 4. 1 株式会社ＰＯＳＴリハ 饒平名　忍 現存

中頭郡西原町棚原一丁目１１番
地の３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10213･9001･4 沖縄メディカル訪問看 〒901-1415 098-947-3556 照屋　妙子 平 4. 9. 1 医療法人　真徳会 大山　朝賢 現存

護ステーション 南城市佐敷新開１番地３４４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10313･9002･2 友愛会　訪問看護ステ 〒901-0362 098-840-3290 渡嘉敷　美和子 平 4.11. 1 社会医療法人友愛会　 比嘉　國郎 現存

ーション 糸満市真栄里８７０番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10413･9003･0 訪問看護ステーション 〒901-1105 098-888-3405 宮城　愛子 平 5.12. 1 公益社団法人　沖縄県 仲座　明美 現存

はえばる 島尻郡南風原町新川２７２番地 看護協会
の１７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10513･9004･8 ふれあい訪問看護ステ 〒901-1111 098-889-5652 大城　玲子 平 6. 4. 5 医療法人　信和会 宮城　信雄 現存

ーション 島尻郡南風原町兼城６４２番地
の１



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

［沖縄県］               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     12 頁

 10613･9006･3 訪問看護ステーション 〒901-0215 098-851-0107 呉屋　京子 平10.10.27 医療法人　おもと会 石井　和博 現存
おもと　とよみの杜 豊見城市渡嘉敷１５０番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10713･9008･9 訪問看護ステーション 〒901-0417 098-835-7881 嘉数　世利子 平16.10. 1 医療法人沖縄徳洲会南 鈴木　隆夫 現存

　いこい 島尻郡八重瀬町外間１０４－５ 部徳洲会病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10813･9010･5 ふたば　訪問看護ステ 〒901-1111 098-889-8913 田本　あゆみ 平22. 4. 1 株式会社タモト 田本　敏幸 現存

ーション 島尻郡南風原町兼城２７４番地
の１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10913･9012･1 信山会訪問看護ステー 〒901-1414 098-988-0638 井上　輝美 平26. 2. 1 医療法人　信山会 小山　信二 現存

ション南城つはこ 南城市佐敷津波古４３２番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11013･9013･9 エクスプロア訪問看護 〒901-0241 098-856-5181 濱田　千斗星 平26. 6. 1 一般社団法人　ホリス 濱田　千斗星 現存

ステーション 豊見城市豊見城９７５－１０ ティック・エクスプロ
ア

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11113･9014･7 訪問看護ステーション 〒901-0411 098-998-1868 野口　怜美 平27. 4. 1 株式会社エヌホームナ 野口　怜美 現存

ゆいゆい 島尻郡八重瀬町友寄９０１番地 ーシング
１コーポラス大城１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11213･9015･4 訪問看護ステーション 〒901-0608 098-948-7180 小谷　篤 平27. 4. 1 株式会社Ｋ’ｓ 小谷　篤 現存

ひなた 南城市玉城親慶原１５３番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11313･9016･2 訪問看護ステーション 〒901-1201 098-945-2641 諸見里　和子 平28. 3. 1 一般社団法人豊の会 波照間　律子 現存

ぶどうの木 南城市大里嶺井５１５番地４Ｓ
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11413･9018･8 訪問看護ステーション 〒901-1116 098-882-6170 大城　友美 平28. 7. 1 有限会社　はっぴー 親川　郁子 現存

　はっぴー 島尻郡南風原町照屋２９９番地
１桃テラス１０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11513･9020･4 ウィル訪問看護ステー 〒901-0205 098-856-8150 山川　将人 平28.10. 1 株式会社ゆいんちゅ 山川　将人 現存

ション豊見城 豊見城市根差部６９０番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11613･9021･2 訪問看護ステーション 〒901-1111 098-888-4151 平良　由美 平29. 7. 1 有限会社　ベストツー 名嘉　順一 現存
　ベストかねぐすく 島尻郡南風原町兼城２６５－１ ル

０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11713･9022･0 訪問看護ステーション 〒901-1203 098-917-0358 大城　親吉 平29. 9. 1 日南株式会社 新垣　憲良 現存

縁 南城市大里大城２００５番地の
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11813･9023･8 訪問看護ステーション 〒901-1116 098-889-0003 宮城　康信 平29. 9. 1 合同会社　月桃の花 宮城　康信 現存

シーサー 島尻郡南風原町照屋２８番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11913･9024･6 生協ケアセンター　訪 〒901-0201 098-836-1187 小濱　華恵 平30. 4. 1 沖縄医療生活協同組合 上原　昌義 現存

問看護ステーションに 豊見城市真玉橋５９３番地の１
じ とよみ生協病院別館３階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12013･9025･3 訪問看護ステーション 〒901-0212 098-894-6475 桃原　祥斉 平30. 4. 1 有限会社　リサイクル 玉城　栄 現存

　エール～応援～ 豊見城市平良１３２番地８光陽 センター沖縄
マンション１０３号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12114･9000･4 訪問看護ステーション 〒906-0506 09807-8-6601 川満　千代美 平12. 3.14 医療法人　祐真会 奥原　典一 現存

いらぶ 宮古島市伊良部長浜１３９２－
７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12215･9000･1 有限会社えん与那国訪 〒907-1801 0980-87-2708 阿部　百合子 平13. 3.19 有限会社えん与那国 田本　秀章 現存

問看護ステーション 八重山郡与那国町与那国４０２
２番地９６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12301･9014･2 スマイル訪問看護ステ 〒902-0063 098-996-2375 阿波連　愛香 平25. 4. 1 株式会社アレクシード 砂川　泰秀 休止

ーション 那覇市三原二丁目３４番８号ク
リエール三原１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12401･9019･1 リハビリ訪問看護ステ 〒903-0804 098-943-9481 宮城　晶子 平27. 3. 1 地域福祉ネット合同会 比嘉　歩 休止

ーションミュー 那覇市首里石嶺町四丁目１９９ 社
番地７号　サンシャイン石嶺１
Ｆ
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 12501･9022･5 訪問看護ステーション 〒902-0064 098-854-5551 石塚　美和 平27. 4. 1 医療法人　寿仁会 大仲　良一 休止
　アレグリア 那覇市寄宮２丁目１番１８号　

ユートピア沖縄２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12603･9006･4 訪問看護ステーション 〒904-2241 098-989-1779 仲榮眞　盛明 平26. 1. 1 合同会社　ケアハンズ 仲榮眞　盛明 休止

三心 うるま市兼箇段１０８６番地　
メゾンロイヤル２０５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12703･9008･0 訪問看護　あい・ゆう 〒904-2314 098-923-1180 知花　有子 平28. 2. 1 株式会社雄美会 山内　紀惠子 休止

　健やか うるま市勝連平敷屋４３０番地
２　１０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12803･9009･8 みどり町おひさま訪問 〒904-2215 098-972-7335 仲村　智恵美 平28. 4. 1 医療法人　緑和会 前田　清貴 休止

看護ステーション うるま市みどり町５丁目１３番
１９号ピュアコート・ファミー
ユ１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12905･9008･5 訪問看護ステーション 〒901-2224 098-917-2871 古見　智也子 平26. 9. 1 株式会社　ＫＯＢＯＨ 小堀　泰紀 休止

　ちんすこう 宜野湾市真志喜三丁目２６番９ ＯＵＳＥ
－１０２　コーポＹ・Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13005･9009･3 リハビリ訪問看護ステ 〒901-2223 098-943-5998 杉山　真弓 平27.11. 1 合同会社エナジー 比嘉　宏人 休止

ーションぎのわん 宜野湾市大山六丁目２５番７号
パークサイドテラス１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13107･9003･2 訪問看護ステーション 〒907-0001 0980-87-0772 安田　優子 平22.11. 1 合同会社　ほっとケア 安田　優子 休止

　やふぁてぃ 石垣市大浜３８６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13208･9006･3 訪問看護ステーション 〒901-2101 098-874-6651 屋宜　清美 平19.11. 1 株式会社ケアネット徳 新垣　光男 休止

浦添 浦添市西原１丁目１３番地１号 洲会沖縄
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13309･9000･4 やんばる訪問看護ステ 〒905-0006 0980-52-7757 根保　徳幸 平 7. 7. 4 医療法人タピック 宮里　好一 休止

ーション 名護市宇茂佐１７６３番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13410･9000･2 訪問看護ステーション 〒901-0305 098-994-4418 山城　園美 平 9. 2.17 医療法人　以和貴会 名嘉　勝男 休止

西崎 糸満市西崎３丁目３７９番地
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 13511･9000･0 しんあい訪問看護ステ 〒904-1203 098-965-6686 島袋　養子 平 8. 8. 1 医療法人　信愛会 早川　潤一 休止
ーション 国頭郡金武町屋嘉２７２４番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13612･9004･0 訪問看護ステーション 〒901-2412 098-870-3855 内間　勝江 平10.10.27 医療法人　守礼の会 宣保　好彦 休止

中城 中頭郡中城村奥間９０９番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


