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   101,9001,5 訪問看護ステーション 〒840-0801 0952-33-0333 市丸　聡美 平 6.10. 1 医療法人　清友会 野口　清 現存
　かささぎ 佐賀市駅前中央２丁目１－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201,9003,1 佐賀県看護協会訪問看 〒840-0841 0952-29-7633 瀬戸口　千恵子 平 7. 7.26 公益社団法人　佐賀県 内田　素子 現存

護ステーション 佐賀市緑小路６番地１０号 看護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301,9005,6 嘉瀬訪問看護ステーシ 〒840-0861 0952-25-9284 釘本　和美 平 8.11.11 医療法人　長生会 島田　利平 現存

ョン 佐賀市嘉瀬町中原１９７３番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401,9006,4 訪問看護ステーション 〒840-0013 0952-25-1788 野中　由佳 平 9. 4. 1 医療法人　智仁会 吉原　正博 現存

よろこび 佐賀市北川副町新郷６５４－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501,9007,2 訪問看護ステーション 〒849-0913 0952-33-0199 小林　裕美子 平11. 4. 1 医療法人　春陽会 上村　春甫 現存

うえむら 佐賀市兵庫町渕１９０６番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601,9010,6 特定非営利活動法人訪 〒840-0857 0952-41-1477 片桐　都茂子 平16. 7. 1 特定非営利活動法人訪 片桐　都茂子 現存

問看護ステーション陽 佐賀市鍋島町八戸３１３８番地 問看護ステーション陽
だまり 山田ビル１０２号 だまり

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701,9011,4 訪問看護ステーション 〒840-0806 0952-31-1441 竹下　紀美子 平16.10. 1 医療法人　杏仁会 石丸　大輔 現存

　太陽 佐賀市神園３丁目１８番４５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801,9012,2 訪問看護ステーション 〒840-0516 0952-63-0111 森　とき子 平17.10. 1 佐賀市立富士大和温泉 川﨑　敬治 現存

ふじ 佐賀市富士町梅野１７２１番地 病院
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901,9016,3 ニチイケアセンターさ 〒849-0937 0952-34-5535 山内　智子 平23. 7. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

が　訪問看護ステーシ 佐賀市鍋島三丁目１４番２８号
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001,9018,9 医療法人社団敬愛会　 〒849-0917 0952-37-6301 辻　敦子 平25. 4. 1 医療法人社団敬愛会 内田　康文 現存

クローバー訪問看護ス 佐賀市高木瀬町長瀬１１６７番
テーション 地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1101,9019,7 訪問看護ステーション 〒840-0815 0952-24-6776 志津田　仁子 平26. 2. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存
デューン佐賀 佐賀市天神１－２－５５　益本 ド

天神ビル１Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1201,9021,3 セントケア訪問看護ス 〒849-0918 0952-41-1960 田口　貴美 平27. 4. 1 セントケア九州株式会 東　善郎 現存

テーション佐賀 佐賀市兵庫南三丁目１番１９号 社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301,9022,1 やよい訪問看護ステー 〒840-2105 0952-47-5091 喜多　静子 平27. 4. 1 社会福祉法人　福壽会 松下　和德 現存

ション 佐賀市諸富町諸富津２０９番地
３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401,9023,9 訪問看護ステーション 〒840-2205 0952-20-1660 尾形　康介 平27. 4. 1 一般財団法人　包括型 秋山　勇 現存

えのか 佐賀市川副町南里７０２番地１ 地域ケア研究財団
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501,9024,7 訪問看護ステーション 〒849-0918 山下　明美 平28. 4. 1 株式会社　メディカル 飯田　桂士 現存

なのはな 佐賀市兵庫南４丁目１９－２ インプレス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601,9025,4 訪問看護ステーション 〒840-0027 0952-20-6002 江口　好美 平28. 6. 1 医療法人　至誠会 山口　龍太郎 現存

　こより 佐賀市本庄町本庄２６４番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701,9026,2 訪問看護ステーション 〒849-0936 0952-60-8800 盛永　素子 平28.10. 1 社会福祉法人　あんず 石丸　大輔 現存

　にじいろ 佐賀市鍋島町森田５８３－１ 鍋島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801,9027,0 在宅リハビリ訪問看護 〒849-0922 0952-20-3020 大野　徹 平28.10. 1 株式会社　Ｈｕｍａｎ 髙妻　雅裕 現存

ステーションＴＯＭＯ 佐賀市高木瀬東３丁目１３番１ 　Ｌｏｏｐ
佐賀 ０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1901,9028,8 訪問看護ステーション 〒849-0918 0952-29-2600 松尾　早希子 平29. 2. 1 株式会社　ライフサポ 馬渡　定巳 現存

　きぼう 佐賀市兵庫南２丁目４－２２ ートＮＥＯ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001,9029,6 訪問看護ステーション 〒840-2201 0952-20-0875 髙木　俊次 平29.10. 1 医療法人　樟風会 松永　啓介 現存

　くすの風 佐賀市川副町福富８２７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2101,9030,4 在宅看護センター佐賀 〒840-0023 城戸　麻衣子 平30. 4. 1 一般社団法人　ライフ 馬場　美代子 現存

ほっこり 佐賀市本庄町袋１８２－１ ナビゲート
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  2202,9001,3 済生会訪問看護ステー 〒847-0853 0955-73-3178 秋庭　美幸 平 6.10. 1 社会福祉法人　恩賜財 園田　孝志 現存
ションなでしこ唐津 唐津市江川町６９４番１ 団済生会支部佐賀県済

生会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2302,9002,1 唐津訪問看護ステーシ 〒847-0875 0955-75-0324 井手　純子 平 9. 7. 1 医療法人社団　芳香会 田中　路子 現存

ョン 唐津市西唐津一丁目６１６７番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2402,9003,9 訪問看護ステーション 〒847-0011 0955-75-0331 三塩　美和 平11. 4. 1 医療法人　修賢会　藤 藤﨑　大整 現存

のぞみ 唐津市栄町２５７８番地１３ 崎病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2502,9006,2 訪問看護ステーション 〒847-0022 0955-74-3836 坂本　安代 平20. 4. 1 有限会社　在宅介護お 吉井　栄子 現存

　行かなくっ茶 唐津市鏡３７６９番地１０２ 世話宅配便
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2602,9007,0 訪問看護ステーション 〒847-0022 0955-77-1011 伊勢田　千康子 平28. 6. 1 医療法人　松籟会 井上　洋一郎 現存

　しょうらい 唐津市鏡４３０４番地の１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2702,9008,8 訪問看護ステーション 〒847-0031 0955-58-8866 大島　るみ 平29. 2. 1 医療法人　唐虹会 進藤　龍一 現存

　はる 唐津市原９９０番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2802,9009,6 訪問看護ステーション 〒847-0056 0955-58-8892 熊本　健一 平30. 4. 1 ＫーＬａ　ｖｉｅ　株 熊本　健一 現存

　笑えれば 唐津市坊主町５４８－２　１Ｆ 式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2902,9010,4 訪問看護ステーション 〒847-0881 0955-73-1919 荒木　敬博 平30. 4. 1 株式会社　しろくま薬 亀山　達也 現存

しろくま 唐津市竹木場４９００－２３ 局
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3003,9001,1 訪問看護ステーション 〒841-0035 0942-85-1441 中富　洋子 平 6.10. 1 医療法人　斎藤内科医 斎藤　博之 現存

ふれあい 鳥栖市東町１丁目１０５８ 院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3103,9007,8 医療法人せとじまクリ 〒841-0047 0942-87-5170 吉田　泉 平19. 9. 1 医療法人　せとじまク 瀬戸島　謙三 現存

ニック　訪問看護ステ 鳥栖市今泉町２４３４番地１ リニック
ーションセントポーリ
ア

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3203,9008,6 チャイム訪問看護ステ 〒841-0016 0942-87-5233 浦田　信子 平22. 8. 1 株式会社　チャイムチ 浦田　信子 現存
ーション 鳥栖市田代外町６５５番地１５ ャイム訪問看護ステー

ション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3303,9009,4 訪問看護ステーション 〒841-0033 0942-85-8765 塚本　亘 平24. 1. 1 医療法人　仁徳会 今村　治郎 現存

あんしん 鳥栖市本通町１丁目８５５－１
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3403,9010,2 訪問看護ステーション 〒841-0005 0942-50-8070 皆藤　知佳 平24. 4. 1 社会福祉法人　寿楽園 鹿毛　牧子 現存

寿楽 鳥栖市弥生が丘一丁目１８番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3503,9011,0 エンジェル訪問看護ス 〒841-0061 0942-82-5550 清原　洋子 平24. 9. 1 医療法人社団　如水会 理事長　今村一郎 現存

テーション 鳥栖市轟木町１５２３番地６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3603,9013,6 聖マリア病院鳥栖訪問 〒841-0004 0942-81-1134 梶原　早百合 平25. 4. 1 社会医療法人　雪の聖 井手　義雄 現存

看護ステーション 鳥栖市神辺町字合町１５８８－ 母会
６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3703,9014,4 あいぞら訪問看護ステ 〒841-0016 0942-84-4332 宮野　康樹 平25. 4. 1 株式会社　愛空 和泉　幸恵 現存

ーション 鳥栖市田代外町６５５－２０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3803,9015,1 プラスワン訪問看護ス 〒841-0038 0942-50-9530 新郷　寛和 平26. 3. 1 株式会社ハートケア鳥 松本　和彦 現存

テーション 鳥栖市古野町２６８番地３ 栖
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3903,9016,9 訪問看護ステーション 〒841-0005 0942-85-8989 堤　智恵子 平26.11. 1 株式会社　バイタル 福岡　加奈恵 現存

　弥生が丘 鳥栖市弥生が丘２丁目６番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4003,9017,7 幸訪問看護ステーショ 〒841-0035 0942-87-1500 福永　晴美 平27. 6. 1 幸合同会社 松本夛美子　福永晴 現存

ン 鳥栖市東町２丁目８８５番地７ 美
中川原アパート１０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4103,9018,5 訪問看護ステーション 〒841-0071 0942-50-8386 前　愛子 平29. 6. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン鳥栖 鳥栖市原古賀町二本松３０３５ ルド
メディカルステージ新鳥栖１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4204,9001,9 にこにこ訪問看護ステ 〒846-0003 0952-74-2166 北島　岳美 平 7. 8. 7 医療法人　剛友会 諸隈　太郎 現存
ーション 多久市北多久町多久原２４１４

番地７０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4304,9002,7 訪問看護ステーション 〒846-0003 0952-75-3663 野田　輝彦 平12.10. 1 医療法人社団　高仁会 織田　優美子 現存

なずな 多久市北多久町多久原２５１２
番地２４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4405,9001,6 訪問看護ステーション 〒848-0027 0955-22-8812 北野　薫 平 6.10. 1 医療法人　精仁会 隅田　達男 現存

あおぞら 伊万里市立花町２９２７番地９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4505,9002,4 光仁会訪問看護ステー 〒849-4253 0955-28-5335 金井田　都 平 8. 8. 1 医療法人　光仁会 西田　博 現存

ション 伊万里市山代町峰６５２２番地
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4605,9006,5 訪問看護ステーション 〒848-0027 0955-22-7700 江口　純子 平24. 6. 1 株式会社いこいの里佐 浮城　守 現存

いこいの里伊万里 伊万里市立花町２３９４番地１ 賀
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4705,9007,3 訪問看護ステーション 〒848-0031 0955-24-9388 大川内　五枝 平26. 7. 1 社会医療法人謙仁会 山元　章生 現存

なないろ 伊万里市二里町八谷搦１３番地
５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4805,9008,1 訪問看護ステーション 〒848-0031 0955-25-9795 山口　恵里子 平28. 9. 1 医療法人　山のサナー 富田　均 現存

　願いのなる木 伊万里市二里町八谷搦１１７９ レ・クリニック
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4906,9001,4 武雄杵島地区医師会　 〒843-0023 0954-22-3344 松永　尚美 平 8. 6.24 一般社団法人　武雄杵 古賀　義行 現存

きしま訪問看護ステー 武雄市武雄町昭和３００番地 島地区医師会
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5006,9002,2 訪問看護ステーション 〒843-0024 0954-26-8100 田中　徳子 平24. 1. 1 特定非営利活動法人　 中村　儀成 現存

　道の家 武雄市武雄町富岡１１０８３番 ゆとり
地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

［佐賀県］               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      6 頁

  5106,9004,8 訪問看護ステーション 〒843-0023 0954-33-0012 元田　三紀 平29. 4. 1 株式会社　Ｎｕｒｓｉ 元田　三紀 現存
　ｅａｓｅ 武雄市武雄町昭和８０１果林コ ｎｇ　Ｃａｒｅ　Ｐｌ

ーポ１０２ ｕｓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5207,9001,2 訪問看護ステーション 〒849-1311 0954-63-3352 小森　ヒロ子 平 9. 9. 1 社会医療法人　祐愛会 織田　正道 現存

ゆうあい 鹿島市高津原４３０６番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5307,9003,8 ぷーたんの家　訪問看 〒849-1324 0954-60-5538 大道　ミツ子 平28. 3. 1 ＯＭ合同会社 大道　ミツ子 現存

護ステーション 鹿島市飯田丙１３００番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5411,9002,2 アップルハート訪問看 〒842-0031 0952-55-7701 中村　真美 平23. 7.15 麻生介護サービス株式 栁　倫明 現存

護ステーション吉野ヶ 神埼郡吉野ヶ里町吉田２１８０ 会社
里 番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5512,9003,8 医療法人　光風会　訪 〒849-0111 0942-89-2800 田中　毅 平27. 1. 1 医療法人　光風会 江本　すずな 現存

問看護ステーション　 三養基郡みやき町白壁２９２７
ひかりあ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5612,9004,6 株式会社よつば会よつ 〒849-0102 0942-80-1632 古賀　幸恵 平28. 2. 1 株式会社よつば会よつ 藤吉　英樹 現存

ば訪問ステーション 三養基郡みやき町簑原今宿１６ ば訪問ステーション
８６番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5712,9005,3 メディケア基山　訪問 〒841-0204 0942-92-7034 山川　泰明 平28. 3. 1 株式会社　メディケア 山川　泰明 現存

看護リハビリステーシ 三養基郡基山町宮浦３９７－４
ョン 幹ビル１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5812,9006,1 医療法人三樹会　みき 〒849-0123 0952-52-7282 石丸　五月 平28.11. 1 医療法人　三樹会 橋本　謙 現存

訪問看護ステーション 三養基郡上峰町坊所２７６番地
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5913,9002,8 訪問看護ステーション 〒845-0032 0952-73-3083 無津呂　久美 平18. 7. 1 医療法人ロコメディカ 江口　尚久 現存

三日月 小城市三日月町金田１０５４番 ル　江口病院　
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6013,9003,6 医療法人ひらまつ病院 〒845-0001 0952-72-8400 堀口　奈緒子 平21. 8. 1 医療法人　ひらまつ病 平松　克輝 現存
　訪問看護ステーショ 小城市小城町７２３番地２４ 院
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6113,9005,1 訪問看護ステーション 〒845-0004 0952-73-2161 中野　芳江 平27. 4. 1 小城市 尾形　徹 現存

　おぎ 小城市小城町松尾４１００
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6214,9002,6 まつのみ訪問看護ステ 〒847-0021 0955-77-2611 勝山　つるえ 平10. 5. 1 医療法人　松籟会 井上　洋一郎 現存

ーション 唐津市松南町１１９番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6315,9001,5 訪問看護ステーション 〒844-0027 0955-41-1070 松本　久美 平11. 8. 1 社会医療法人　謙仁会 山元　章生 現存

みどり 西松浦郡有田町南原甲６７８番
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6415,9004,9 訪問看護ステーション 〒849-4165 0955-46-5221 常磐　誠子 平27. 2. 1 有限会社　佐賀ステリ 梶木屋　克彦 現存

まどか 西松浦郡有田町黒川丙６２７番 ィサービス
地１６メゾンせいわ　２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6515,9005,6 訪問看護ステーション 〒844-0017 針尾　良子 平28. 5. 1 特定非営利活動法人　 友永　英子 現存

ともなが 西松浦郡有田町戸杓丙１２４番 居宅介護支援事業所と
地３ もなが

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6616,9001,3 訪問看護ステーション 〒849-1113 0952-84-7001 定松　早苗 平 9. 7. 1 医療法人　透現 藤井　利雄 現存

かちがら巣 杵島郡白石町福吉１８０８番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6716,9004,7 白石共立病院訪問看護 〒849-1112 0952-84-6060 山口　節子 平14.10. 1 医療法人静便堂 沖田　信光 現存

ステーション菜の花 杵島郡白石町福田三本榎１２９
６番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6816,9005,4 訪問看護ステーション 〒849-0503 0952-71-6200 諸石　弘子 平27. 9. 1 医療法人　敬天堂 古賀　義行 現存

　タンポポ 杵島郡江北町惣領分２４２０番
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6916,9006,2 杵籐訪問看護リハビリ 〒849-1207 0954-68-0205 久保田　美幸 平29. 4. 1 ふみ地域ケア　株式会 片渕　貴文 現存

ステーション　ふみ 杵島郡白石町深浦１２６－１ 社
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  7017,9001,1 訪問看護ステーション 〒843-0301 0954-43-1941 野村　直子 平 6.10. 1 医療法人財団　友朋会 中川　龍治 現存
まごころ 嬉野市嬉野町下宿乙１９１９番

地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7117,9002,9 太良町訪問看護ステー 〒849-1602 0954-67-1097 秀島　綾子 平15. 5. 1 太良町 岩島　正昭 現存

ション 藤津郡太良町多良１５２０番地
１２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7220,9001,5 訪問看護ステーション 〒842-0003 0952-97-9541 宮﨑　明子 平26.10. 1 株式会社　ルーツ 原　昌弘 現存

　バルーン 神埼市神埼町本堀２７３５－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7303,9012,8 真心の園訪問看護ステ 〒841-0072 0942-82-2301 執行　弥生 平24.10. 1 社会福祉法人椎原寿恵 中川原　三和子 休止

ーション 鳥栖市村田町１２５０番地１ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7406,9003,0 訪問看護ステーション 〒843-0023 0954-33-0201 増田　友枝 平29. 3. 1 株式会社　愛まんてん 池田　サチ子 休止

　ハートフルまんてん 武雄市武雄町昭和１６－７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7510,9004,0 訪問看護ステーション 〒840-2105 0952-47-3255 矢ヶ部　一四 平12. 4. 1 医療法人社団　博文会 小柳　博嗣 休止

もろどみ 佐賀市諸富町諸富津２３０番地
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7613,9006,9 清看訪問看護ステーシ 〒849-0303 0952-37-7326 藤井　ヒサヨ 平28. 6. 1 燦燦会株式会社 下田　隆子 休止

ョン 小城市牛津町牛津２４３番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7713,9007,7 こども訪問看護ステー 〒845-0024 0952-65-5332 大野　真如 平30. 4. 1 一般社団法人　あまね 大野　真如 休止

ション　ＫＡＲＩＮ 小城市三日月町道辺１２６６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


