[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

1

01,9001,1

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

医療法人 社団 晴緑会
みやざき訪問看護ステーション

事業所所在地

〒880‑0003
宮崎市高松町２番１６号

電話（FAX）番号

32‑7070

受理番号

1頁

算定開始年月日

(訪看10) 第
16号
平成24年 4月 1日
(訪看23) 第
21号
平成20年 4月 1日
(訪看25) 第
11号
平成10年 7月 1日
(訪看30) 第
13号
平成30年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
2
01,9002,9 宮崎医療生活協同組合
〒880‑0023
0985‑23‑7728
(訪看23) 第
15号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーションれいんぼう
宮崎市和知川原２丁目２５−１
(訪看25) 第
7号
平成10年 7月 1日
(訪看30) 第
10号
平成28年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
3
01,9004,5 社会医療法人同心会
〒880‑0041
0985‑39‑8127
(訪看10) 第
15号
平成24年 4月 1日
古賀訪問看護ステーション あおぞら
宮崎市池内町数太木１７６３番地３
(訪看23) 第
9号
平成20年 4月 1日
(訪看25) 第
9号
平成10年 7月 1日
(訪看29) 第
9号
平成30年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
4
01,9005,2 一般社団法人藤元メディカルシステム
〒880‑0941
0985‑53‑8282
(訪看23) 第
19号
平成20年 4月 1日
藤元中央訪問看護ステーション
宮崎市北川内町乱橋３５８４番地１
(訪看25) 第
26号
平成12年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
5
01,9007,8 一般財団法人潤和リハビリテーション振興財
〒880‑2112
0985‑48‑0316
(訪看23) 第
7号
平成20年 4月 1日
団
宮崎市小松１１３３番地 サービス付き高齢
(訪看25) 第
16号
平成11年 3月 1日
訪問看護ステーションやわらぎ
者向け住宅カーサ・アルバ壱番館２階
(訪看29) 第
3号
平成28年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
6
01,9008,6 医療法人 社団 敬寿会
〒880‑0925
0985‑56‑6633
(訪看23) 第
30号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーション 敬寿
宮崎市本郷北方字池田４０４３−１
(訪看25) 第
29号
平成12年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
7
01,9009,4 社会医療法人 善仁会
〒880‑0122
0985‑37‑1234
(訪看23) 第
1号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーション一ッ葉
宮崎市塩路江良の上２７８３番地１８
(訪看25) 第
8号
平成10年 7月 1日
(訪看29) 第
8号
平成29年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
8
01,9010,2 医療法人社団康友会
〒889‑2162
0985‑65‑2026
(訪看23) 第
24号
平成20年 4月 1日
パーム訪問看護ステーション
宮崎市青島４丁目６番３号
(訪看25) 第
23号
平成12年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
9
01,9011,0 医療法人 緑耀会
〒889‑2151
0985‑58‑3311
(訪看23) 第
64号
平成21年 9月 1日
訪問看護ステーション こみどり
宮崎市熊野４７０番地２
(訪看25) 第
62号
平成20年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
10
01,9012,8 社会医療法人 耕和会
〒880‑0917
0985‑51‑6800
(訪看23) 第
2号
平成20年 4月 1日
城ヶ崎訪問看護ステーション なのはな
宮崎市城ケ崎３丁目２番地１
(訪看25) 第
1号
平成10年 5月 1日

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

11

01,9016,9

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

2頁

算定開始年月日

独立行政法人 地域医療機能推進機構
〒880‑0932
0985‑63‑5130
(訪看23) 第
40号
平成20年 6月 1日
独立行政法人 地域医療機能推進機構 宮崎
宮崎市大坪西１丁目２番１号
(訪看25) 第
21号
平成11年12月 1日
江南病院附属訪問看護ステーション
(訪看29) 第
6号
平成29年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
12
01,9023,5 医療法人社団誠友会
〒880‑0925
0985‑53‑5457
(訪看10) 第
7号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーションなんぶ
宮崎市本郷北方字津和田 ３３７３−１
(0985‑53‑5456) (訪看23) 第
3号
平成20年 4月 1日
(訪看25) 第
35号
平成15年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
13
01,9024,3 有限会社チェリーブロッサム
〒880‑0925
0985‑84‑7310
(訪看23) 第
20号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーションさくらの花
宮崎市本郷北方２９９４番地
(訪看25) 第
37号
平成16年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
14
01,9025,0 有限会社 ケアプロジェクト
〒880‑0841
0985‑25‑1105
(訪看10) 第
26号
平成24年 9月 1日
訪問看護ステーションケアふる宮崎
宮崎市吉村町南田甲１０５１番地１２
(訪看23) 第
74号
平成24年 1月 1日
(訪看25) 第
73号
平成24年 1月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
15
01,9026,8 公益社団法人 宮崎県看護協会
〒880‑0211
30‑1876
(訪看23) 第
4号
平成20年 4月 1日
宮崎県看護協会訪問看護ステーション なで
宮崎市佐土原町下田島１２２２０ー９
(訪看25) 第
30号
平成12年 5月 1日
しこ２号館
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
16
01,9029,2 有限会社オアシスクリエイト
〒880‑0903
0985‑63‑3080
(訪看23) 第
12号
平成20年 4月 1日
友愛訪問看護ステーション
宮崎市太田４丁目４−１６ Ｋ川崎ビル２Ｆ
(訪看25) 第
44号
平成17年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
17
01,9033,4 株式会社 ＹＵＭＥ
〒880‑2112
0985‑50‑1560
(訪看23) 第
33号
平成20年 5月 1日
訪問看護ステーション 夢
宮崎市小松２６０番地
(0985‑50‑1560) (訪看25) 第
48号
平成19年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
18
01,9035,9 有限会社 愛ヴィレッジ
〒889‑2154
0985‑58‑5210
(訪看23) 第
42号
平成20年 9月 1日
訪問看護ステーション どんぐり
宮崎市学園木花台桜２丁目２１番地３
(0985‑55‑3160) (訪看25) 第
47号
平成18年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
19
01,9037,5 公益社団法人 宮崎県看護協会
〒889‑1612
0985‑55‑6712
(訪看23) 第
65号
平成20年 4月 1日
宮崎県看護協会訪問看護ステーション なで
宮崎市清武町岡１丁目２８−１１ 高野ⅢＨ
(訪看25) 第
65号
平成12年 5月 1日
しこ３号館
ＡＹＡＴＥ１Ｆ事務所
(訪看29) 第
7号
平成29年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
20
01,9039,1 株式会社アルテディア
〒880‑0841
0985‑22‑4210
(訪看23) 第
77号
平成24年 4月 1日
ヒーリングライフ宮崎
宮崎市吉村町浮之城甲２０番地１
(0985‑25‑5584) (訪看25) 第
76号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

21

01,9041,7

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

3頁

算定開始年月日

株式会社ニチイ学館
〒880‑0033
0985‑35‑7161
(訪看23) 第
68号
平成23年 7月 1日
ニチイケアセンター神宮 訪問看護ステーシ
宮崎市神宮西２丁目１３８番地
(0985‑35‑7162) (訪看25) 第
67号
平成23年 7月 1日
ョン
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
22
01,9043,3 株式会社Ｎ・フィールド
〒880‑0804
0985‑89‑0143
(訪看10) 第
18号
平成24年 5月 1日
訪問看護ステーション デューン宮崎
宮崎市宮田町１１番２４号 黒木ビル２０１
(0985‑89‑0144)
号
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
23
01,9044,1 セントケア九州株式会社
〒880‑0024
0985‑31‑4351
(訪看23) 第
70号
平成23年10月 1日
セントケア訪問看護ステーション宮崎
宮崎市祇園２丁目２３−２
(0985‑35‑2961) (訪看25) 第
69号
平成23年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
24
01,9045,8 株式会社 ライフサポート絆
〒880‑0879
0985‑64‑8684
(訪看10) 第
20号
平成24年 7月17日
訪問看護ステーション安心夢
宮崎市宮崎駅東２丁目４番地１２号 ＫＳＴ
(0985‑64‑8574) (訪看23) 第
80号
平成24年 7月17日
ビル２０２
(訪看25) 第
79号
平成24年 7月17日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
25
01,9046,6 一般財団法人 弘潤会
〒880‑0837
0985‑62‑0811
(訪看23) 第
82号
平成24年10月 1日
訪問看護ステーション のびやか
宮崎市村角町北田１３４−６
(0985‑62‑0812) (訪看25) 第
81号
平成24年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
26
01,9048,2 有限会社 聖
〒880‑0925
0985‑65‑7010
(訪看10) 第
22号
平成24年11月10日
訪問看護ステーション 翔
宮崎市本郷北方２７０８
(0985‑65‑7011) (訪看23) 第
83号
平成24年11月10日
(訪看25) 第
82号
平成24年11月10日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
27
01,9049,0 合同会社 花水木
〒880‑2322
0985‑82‑6688
(訪看23) 第
85号
平成25年 6月 1日
花水木訪問看護ステーション
宮崎市高岡町五町４０７−１番地
(訪看25) 第
84号
平成25年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
28
01,9050,8 株式会社 ラフターライフ
〒880‑0056
0985‑35‑7410
(訪看23) 第 106号
平成27年 7月 1日
訪問看護ステーション らふたーらいふ
宮崎市神宮東２−３−５５ 河﨑ビル２０３
(0985‑35‑7410) (訪看25) 第 109号
平成27年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
29
01,9051,6 医療法人 如月会
〒880‑0925
0985‑20‑0805
(訪看10) 第
23号
平成25年 7月 1日
訪問看護ステーション こころ
宮崎市本郷北方２４８７番地３
(0985‑20‑0805) (訪看23) 第
88号
平成25年 7月 1日
(訪看25) 第
87号
平成25年 7月 1日
(訪看27) 第
4号
平成29年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
30
01,9053,2 合同会社 らいふわーく看護
〒880‑2114
0985‑89‑5535
(訪看23) 第
92号
平成26年 7月 1日
訪問看護ステーション 葵
宮崎市富吉２３４３番地
(訪看25) 第
92号
平成26年 7月 1日

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

31

01,9054,0

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

4頁

算定開始年月日

有限会社 安中工業
〒880‑0211
0985‑72‑3155
(訪看23) 第 101号
平成27年 5月 1日
ナーシングセンター・オーシャン
宮崎市佐土原町下田島８６１３−１
(0985‑73‑2119) (訪看25) 第 103号
平成27年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
32
01,9055,7 認定特定非営利活動法人 ホームホスピス宮
〒880‑0913
0985‑53‑6056
(訪看10) 第
33号
平成27年 5月 1日
崎
宮崎市恒久二丁目１９−６
(訪看23) 第
96号
平成27年 2月 9日
訪問看護ステーション ぱりおん
(訪看25) 第
98号
平成27年 2月 9日
(訪看27) 第
2号
平成27年 9月 1日
(訪看28) 第
2号
平成27年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
33
01,9056,5 リ・バース 株式会社
〒880‑2101
0985‑89‑4717
(訪看10) 第
39号
平成28年 3月 1日
こどもとおとなの訪問看護 ろけっと★ステ
宮崎市跡江６６５
(0985‑89‑4723) (訪看23) 第 100号
平成27年 4月 1日
ーション
(訪看25) 第 102号
平成27年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
34
01,9057,3 有限会社阿吽
〒880‑0024
0985‑30‑4939
(訪看23) 第
99号
平成27年 4月 1日
訪問看護ステーション燦久寿
宮崎市祇園４丁目８５
(0985‑41‑4301) (訪看25) 第 101号
平成27年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
35
01,9058,1 株式会社 ふれあいケアセンター
〒880‑0121
0985‑30‑2138
(訪看23) 第 104号
平成27年 6月 1日
訪問看護ステーション Ａ・ＰＥ・ＳＴ
宮崎市島之内９７０６番地４
(0985‑30‑2575) (訪看25) 第 107号
平成27年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
36
01,9059,9 医療法人如月会
〒880‑0804
0985‑82‑7880
(訪看10) 第
36号
平成27年 6月 1日
医療法人如月会 訪問看護ステーションそら
宮崎市宮田町８番７号 赤レンガ館４階
(0985‑82‑7881) (訪看23) 第 105号
平成27年 6月 1日
(訪看25) 第 108号
平成27年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
37
01,9061,5 株式会社Ｎ・フィールド
〒889‑1611
0985‑85‑6180
(訪看10) 第
37号
平成27年 7月 1日
訪問看護ステーション デューン南宮崎
宮崎市清武町新町二丁目８番地１０ フレッ
(0985‑85‑6181)
シュ・Ⅰ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
38
01,9062,3 医療法人真愛会 髙宮病院
〒880‑0841
0985‑61‑9588
(訪看10) 第
38号
平成27年 8月 1日
訪問看護ステーション ブーゲンビリアの丘
宮崎市吉村町大町甲１９３１番地
(0985‑61‑9580) (訪看23) 第 118号
平成28年 6月 1日
(訪看25) 第 122号
平成28年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
39
01,9063,1 合同会社４８会
〒880‑2212
0985‑69‑1682
(訪看23) 第 113号
平成27年12月 1日
合同会社４８会 訪問看護ステーション ク
宮崎市高岡町下倉永７２１（１Ｆ）
(0985‑69‑1682) (訪看25) 第 113号
平成27年12月 1日
オーレ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

40

01,9064,9

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

5頁

算定開始年月日

医療法人慈光会
〒880‑0945
0985‑78‑2005
(訪看10) 第
44号
平成28年 9月 1日
宮崎若久病院訪問看護ステーション ラ．ポ
宮崎市福島町寺山３１４７番地
(0985‑78‑2006) (訪看23) 第 123号
平成28年 9月 1日
ール
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
41
01,9067,2 医療法人如月会
〒880‑0806
0985‑82‑8332
(訪看10) 第
53号
平成29年 6月 1日
医療法人如月会 訪問看護ステーションあゆ
宮崎市広島一丁目１２番１４号 小野ビル１
(0985‑82‑8333) (訪看23) 第 131号
平成29年 6月 1日
み
Ｆ
(訪看25) 第 127号
平成29年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
42
01,9068,0 株式会社インクルネットひなた
〒889‑1613
0985‑69‑6538
(訪看10) 第
55号
平成30年 2月 1日
訪問看護ステーションおあふ
宮崎市清武町西新町１１−３
(0985‑69‑6618) (訪看23) 第 139号
平成30年 2月 1日
(訪看25) 第 137号
平成30年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
43
01,9070,6 株式会社 結絆
〒880‑0942
0985‑78‑3588
(訪看10) 第
56号
平成30年 3月 1日
結 訪問看護ステーション
宮崎市生目台東１丁目２０番地３ 沖田ビル
(0985‑78‑3589) (訪看23) 第 148号
平成30年 7月 1日
１Ｆ
(訪看25) 第 145号
平成30年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
44
01,9071,4 社会福祉法人慶明会
〒880‑0121
0985‑89‑0255
(訪看23) 第 145号
平成30年 5月 1日
住吉慶明会訪問看護ステーション
宮崎市島之内６７１９−１ オーシャンハイ
(0985‑89‑0257) (訪看25) 第 139号
平成30年 5月 1日
ツ１０１号室
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
45
01,9073,0 合同会社訪問看護ステーションハピネス
〒880‑0916
0985‑78‑3393
(訪看10) 第
58号
平成30年 8月 1日
合同会社訪問看護ステーションハピネス
宮崎市恒久１１８２番地４
(0985‑78‑3394) (訪看23) 第 150号
平成30年 8月 1日
(訪看25) 第 143号
平成30年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
46
01,9076,3 一般財団法人弘潤会
〒880‑0916
0985‑51‑3111
(訪看10) 第
60号
平成30年 9月 1日
一般財団法人弘潤会 訪問看護ステーション
宮崎市恒久５５６７番地
(0985‑51‑3114) (訪看23) 第 152号
平成30年 9月 1日
みつば
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
47
01,9077,1 一般社団法人一路会
〒880‑0816
0985‑78‑2321
(訪看10) 第
61号
平成30年10月 1日
訪問看護ステーション たすと
宮崎市江平東２丁目３番８号
(0985‑78‑2322)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
48
02,9002,7 一般社団法人 藤元メディカルシステム
〒885‑0055
0986‑25‑1313
(訪看23) 第
39号
平成20年 6月 1日
藤元総合訪問看護ステーション
都城市早鈴町１７街区１号
(訪看25) 第
12号
平成10年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
49
02,9003,5 医療法人 魁成会
〒885‑0077
0986‑22‑7676
(訪看23) 第
37号
平成20年 6月 1日
訪問看護ステーションことぶき
都城市松元町１５街区１０号
(訪看25) 第
53号
平成19年 4月 1日

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

50

02,9005,0

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

一般社団法人都城市北諸県郡医師会
都城市郡医師会立 訪問看護ステーション

事業所所在地

〒885‑0002
都城市太郎坊町１３６４番地１

電話（FAX）番号

0986‑57‑0086
(0986‑57‑0087)

受理番号

6頁

算定開始年月日

(訪看10) 第
5号
平成20年 4月 1日
(訪看23) 第
26号
平成20年 4月 1日
(訪看25) 第
33号
平成13年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
51
02,9010,0 医療法人 与州会
〒885‑0053
0986‑21‑3061
(訪看23) 第
76号
平成24年 4月 1日
訪問看護ステーションウェルネス
都城市上東町２７街区１６号
(訪看25) 第
75号
平成24年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
52
02,9014,2 有限会社訪問介護ステーションかえで
〒885‑0084
0986‑22‑4602
(訪看25) 第
38号
平成16年12月 1日
訪問看護ステーションかえで
都城市五十町１６９４番地２
(0986‑22‑4602)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
53
02,9019,1 株式会社 リハケア研究所ウィル
〒885‑0042
0986‑36‑4801
(訪看23) 第
95号
平成27年 2月 1日
リハケアステーション都城
都城市上長飯町３８号１番地
(訪看25) 第
97号
平成27年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
54
02,9025,8 株式会社ソートフル
〒885‑1203
0986‑58‑3678
(訪看23) 第
79号
平成24年 6月 1日
訪問看護ステーション 優癒
都城市高城町大井手字佐土原大道２１６７番
(0986‑58‑3678) (訪看25) 第
78号
平成24年 6月 1日
地４１
(訪看26) 第
1号
平成29年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
55
02,9026,6 株式会社マルエイ自動車
〒889‑1900
0986‑36‑5558
(訪看10) 第
27号
平成26年 3月 1日
訪問看護ステーション おひさま
北諸県郡三股町大字宮村字植木２８６０−１
(0986‑36‑5557) (訪看23) 第
87号
平成24年 8月 1日
(訪看25) 第
86号
平成24年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
56
02,9027,4 株式会社 ハートハンズ
〒885‑0085
0986‑21‑8077
(訪看23) 第
84号
平成25年 5月 1日
くぼはら訪問看護ステーション
都城市平塚町３１７２−１
(0986‑21‑8078) (訪看25) 第
83号
平成25年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
57
02,9028,2 社会福祉法人 光生会
〒885‑0022
0986‑36‑5515
(訪看23) 第 115号
平成28年 1月 1日
訪問看護ステーション 光
都城市小松原町１１４１
(0986‑36‑6662) (訪看25) 第 106号
平成27年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
58
02,9029,0 西日本総合福祉株式会社
〒885‑0011
0986‑46‑1622
(訪看23) 第
93号
平成26年10月 1日
訪問看護ステーション 元気
都城市下川東四丁目３２１０番地
(0986‑46‑1623) (訪看25) 第
93号
平成26年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
59
02,9030,8 合同会社 訪夢
〒889‑1801
0986‑57‑5227
(訪看10) 第
51号
平成29年 5月 1日
訪問看護ステーション 来夢
都城市山之口町富吉２８１３−２
(訪看23) 第 108号
平成27年 8月 1日
(訪看25) 第 111号
平成27年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

60

02,9031,6

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

株式会社トータル・ケアサービス
訪問看護ステーション エール

事業所所在地

電話（FAX）番号

〒885‑0091
都城市横市町５８７６番地９

0986‑36‑8831
(0986‑36‑8832)

受理番号

7頁

算定開始年月日

(訪看10) 第
49号
平成29年 4月 1日
(訪看23) 第 119号
平成28年 6月 1日
(訪看25) 第 119号
平成28年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
61
02,9032,4 有限会社 ケアセンターみやこじま
〒885‑0044
0986‑27‑6571
(訪看23) 第 125号
平成28年12月 1日
訪問看護ステーション ふるる
都城市安久町５５９６番地３
(0986‑39‑3711) (訪看25) 第 123号
平成28年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
62
02,9033,2 社会福祉法人スマイリング・パーク
〒885‑1105
0986‑45‑3351
(訪看10) 第
48号
平成29年 3月 1日
訪問看護ステーションほほえみの園
都城市丸谷町４６７０番地
(0986‑45‑3352) (訪看23) 第 117号
平成28年 5月 1日
(訪看25) 第 116号
平成28年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
63
02,9034,0 合同会社ＴＯＭＯＩ
〒885‑0074
0986‑26‑2636
(訪看10) 第
43号
平成28年 6月 1日
訪問看護ステーション友
都城市甲斐元町１１街区４号
(0986‑26‑2636) (訪看23) 第 120号
平成28年 6月 1日
(訪看25) 第 117号
平成28年 6月 1日
(訪看27) 第
3号
平成28年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
64
02,9036,5 合同会社メディカルケア・ウィム・土原
〒885‑0016
0986‑57‑6117
(訪看10) 第
40号
平成28年 6月 1日
訪問看護ステーションＣＵＲＡ都城
都城市早水町１７号４番地１山下第二ビル３
(0986‑57‑6118) (訪看23) 第 140号
平成30年 4月 1日
０１号
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
65
02,9038,1 株式会社Ｎ・フィールド
〒885‑0073
0986‑21‑2632
(訪看10) 第
46号
平成28年10月 1日
訪問看護ステーション デューン都城
都城市姫城町５街区２３号 ひまわりオフィ
(0986‑21‑2633)
ス２階
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
66
02,9039,9 株式会社アクティブフロンティア
〒885‑0063
0986‑39‑5686
(訪看10) 第
54号
平成29年12月 1日
訪問看護ステーション 福ちゃん
都城市梅北町９４３８番地１
(0986‑77‑5937) (訪看23) 第 136号
平成29年 9月 1日
(訪看25) 第 132号
平成29年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
67
02,9040,7 医療法人 倫生会
〒885‑0037
0986‑57‑0240
(訪看23) 第 149号
平成30年 7月 1日
三州訪問看護ステーションもも
都城市花繰町３街区１４号
(0986‑57‑0240) (訪看25) 第 142号
平成30年 7月 1日
(訪看26) 第
2号
平成30年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
68
03,9002,5 宮崎医療生活協同組合
〒882‑0851
0982‑31‑1442
(訪看23) 第
16号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーションそれいゆ
延岡市浜砂１丁目５番６号
(訪看25) 第
17号
平成11年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

69

03,9003,3

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

8頁

算定開始年月日

医療法人 博生会
〒882‑0803
0982‑32‑1854
(訪看23) 第
14号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーションエクセルケア
延岡市大貫町１丁目２８５０番地１
(訪看25) 第
36号
平成15年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
70
03,9005,8 医療法人 隆誠会
〒882‑0863
0982‑32‑8362
(訪看10) 第
17号
平成24年 4月 1日
訪問看護ステーション はまゆり
延岡市緑ケ丘５丁目２番２２号
(訪看23) 第 142号
平成30年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
71
03,9008,2 有限会社 富士
〒882‑0804
0982‑20‑0252
(訪看23) 第
60号
平成20年 7月 1日
訪問看護ステーション きたかた
延岡市西階町１丁目４２０６−１
(0982‑20‑0253) (訪看25) 第
60号
平成20年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
72
03,9010,8 セントケア九州株式会社
〒882‑0863
0982‑26‑1077
(訪看23) 第
72号
平成23年10月 1日
セントケア訪問看護ステーション延岡
延岡市緑ケ丘５丁目１１番２５
(0982‑26‑2650) (訪看25) 第
71号
平成23年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
73
03,9013,2 有限会社 アドニス介護支援サービス
〒882‑0842
0982‑28‑0038
(訪看23) 第 109号
平成27年 9月 1日
憩いの郷 みつぜ
延岡市三ツ瀬町２丁目２番地５
(0982‑28‑0039) (訪看25) 第
95号
平成27年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
74
03,9015,7 合同会社フィロソフィカルナーシングス
〒882‑0864
0982‑29‑3903
(訪看10) 第
28号
平成26年 4月28日
訪問看護ステーション ひとしずく
延岡市塩浜町２丁目１８５８番７
(訪看23) 第 112号
平成27年12月 1日
(訪看25) 第
90号
平成26年 4月28日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
75
03,9016,5 医療法人社団 光学堂
〒882‑0872
0982‑26‑7578
(訪看23) 第
94号
平成26年12月 1日
訪問看護事業所 あたご
延岡市愛宕町三丁目２３番地
(訪看25) 第
94号
平成26年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
76
03,9017,3 有限会社 アドニス介護支援サービス
〒882‑0842
0982‑28‑0038
(訪看23) 第 110号
平成27年 9月 1日
訪問看護ステーション みつぜ
延岡市三ツ瀬町２丁目２番地５
(訪看25) 第
96号
平成27年 2月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
77
03,9018,1 株式会社 ニチイ学館
〒882‑0832
0982‑26‑8837
(訪看23) 第
97号
平成27年 3月 1日
ニチイケアセンター西小路訪問看護ステーシ
延岡市西小路６番地６
(訪看25) 第
99号
平成27年 3月 1日
ョン
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
78
03,9020,7 株式会社 陽のひかり
〒882‑0862
0982‑40‑3832
(訪看10) 第
47号
平成28年12月 1日
訪問看護ステーション 陽のひかり
延岡市浜町４０８番地２８ 浜アネックス１
(0982‑40‑3863) (訪看23) 第 126号
平成28年12月 1日
０２号
(訪看25) 第 124号
平成28年12月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
79
03,9021,5 セントケア九州株式会社
〒882‑0863
0982‑23‑1005
(訪看23) 第 128号
平成29年 3月 1日
セントケア看護小規模緑ヶ丘
延岡市緑ケ丘２丁目１１番２４号
(0982‑32‑1013) (訪看25) 第 136号
平成29年11月 1日

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

80

03,9024,9

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

9頁

算定開始年月日

一般財団法人 潤和リハビリテーション振興
〒882‑0854
0982‑21‑6216
(訪看23) 第 147号
平成30年 6月 1日
財団
延岡市長浜町１丁目１７７７番地
(0982‑21‑6212) (訪看25) 第 141号
平成30年 6月 1日
延岡リハビリテーション病院 訪問看護ステ
ーション はまかぜ
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
81
04,9004,9 株式会社 はまぼう
〒889‑3143
0987‑27‑0021
(訪看23) 第
78号
平成24年 5月 9日
はまぼう訪問看護ステーション
日南市下方１３７６番地４
(0987‑27‑0032) (訪看25) 第
77号
平成24年 5月 9日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
82
04,9005,6 株式会社 裕富
〒889‑3207
0987‑55‑6500
(訪看23) 第 102号
平成27年 5月 1日
訪問看護ステーション ほっこりはうす
日南市南郷町東町１０−１２ 東アパート１
(訪看25) 第 105号
平成27年 5月 1日
号
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
83
04,9006,4 株式会社 ひなこ
〒889‑2536
0987‑67‑5762
(訪看23) 第 132号
平成29年 7月 1日
訪問看護ステーション ひなこ
日南市吾田西一丁目３番２４
(0987‑67‑4867) (訪看25) 第 128号
平成29年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
84
04,9007,2 社会福祉法人慶明会
〒889‑2535
0987‑55‑1515
(訪看10) 第
59号
平成30年 9月 1日
日南慶明会訪問看護ステーション
日南市飫肥１丁目４番３６号
(0987‑55‑0128) (訪看23) 第 146号
平成30年 5月 1日
(訪看25) 第 140号
平成30年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
85
05,9001,2 公益社団法人宮崎県看護協会
〒886‑0003
0984‑24‑1828
(訪看23) 第
17号
平成20年 4月 1日
宮崎県看護協会訪問看護ステーションなでし
小林市堤字平ノ上２２６０番地１
(訪看25) 第
20号
平成11年10月 1日
こ１号館
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
86
05,9003,8 一般社団法人 西諸医師会
〒886‑0007
0984‑25‑0033
(訪看23) 第
25号
平成20年 4月 1日
一般社団法人西諸医師会立訪問看護ステーシ
小林市真方１１５番地
(訪看25) 第
22号
平成12年 1月 1日
ョンきりしま
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
87
05,9004,6 医療法人 友愛会
〒886‑0212
0984‑25‑7373
(訪看23) 第
86号
平成25年 7月 1日
（医）友愛会野尻中央病院訪問看護ステーシ
小林市野尻町東麓１１７０
(0984‑44‑0629) (訪看25) 第
85号
平成25年 7月 1日
ョン夢の杜
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
88
05,9005,3 医療法人養気会
〒886‑0007
0984‑23‑4154
(訪看23) 第 122号
平成28年 9月 1日
池井病院訪問看護ステーションひとみ
小林市真方８７番地
(0984‑23‑4156) (訪看25) 第 120号
平成28年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

89

05,9006,1

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

10頁

算定開始年月日

医療法人けんゆう会
〒886‑0003
080‑2726‑6738 (訪看23) 第 138号
平成29年10月 1日
医療法人けんゆう会 園田訪問看護ステーシ
小林市堤３００５番地１
(0984‑22‑3243) (訪看25) 第 135号
平成29年10月 1日
ョン
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
90
06,9001,0 一般社団法人 日向市東臼杵郡医師会
〒883‑0052
0982‑54‑7770
(訪看23) 第
8号
平成20年 4月 1日
日向市東臼杵郡医師会立訪問看護ステーショ
日向市鶴町１丁目６番２号
(訪看25) 第
27号
平成12年 4月 1日
ン
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
91
06,9009,3 合同会社天照
〒883‑0021
0982‑66‑6004
(訪看23) 第 111号
平成27年 9月 1日
訪問看護ステーション あやめ
日向市財光寺９７２番地１０
(0982‑66‑6005) (訪看25) 第 112号
平成27年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
92
06,9010,1 株式会社ロクジ
〒883‑0062
0982‑60‑1840
(訪看10) 第
50号
平成29年 4月 1日
訪問看護ステーションにちりん
日向市日知屋１６７５１番地
(0982‑60‑1708) (訪看23) 第 129号
平成29年 4月 1日
(訪看25) 第 126号
平成29年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
93
06,9011,9 特定非営利活動法人あったかほーむ愛あい
〒883‑0021
0982‑57‑3442
(訪看23) 第 137号
平成29年 9月 1日
訪問看護ステーション ジャックとまめの木
日向市財光寺２９３９番地８
(0982‑57‑3448) (訪看25) 第 133号
平成29年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
94
07,9000,0 医療法人 昌浩会
〒888‑0012
0987‑72‑2648
(訪看10) 第
19号
平成24年 6月 1日
訪問看護ステーション西浜
串間市西浜１丁目５番２号
(訪看23) 第 144号
平成30年 4月 1日
(訪看25) 第
45号
平成18年 5月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
95
08,9000,8 医療法人 隆徳会
〒881‑0016
0983‑43‑2431
(訪看10) 第
13号
平成24年 4月 1日
ひまわり訪問看護ステーション
西都市御舟町１丁目９３番地２
(訪看23) 第
11号
平成20年 4月 1日
(訪看25) 第
50号
平成12年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
96
08,9003,2 医療法人 暁星会
〒881‑0113
0983‑44‑6168
(訪看10) 第
24号
平成26年 3月 1日
訪問看護ステーション並木
西都市下三財８１２４番地８
(訪看23) 第
18号
平成20年 4月 1日
(訪看25) 第
14号
平成10年11月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
97
08,9004,0 株式会社 Ｎ・フィールド
〒881‑0033
0983‑32‑6380
(訪看10) 第
57号
平成30年 7月 1日
訪問看護ステーション デューン西都
西都市妻１６９８番地１
(0983‑32‑6381)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
98
09,9002,2 医療法人 武雄会
〒889‑4301
0984‑33‑6300
(訪看23) 第
10号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーションひかり
えびの市原田２２００番地９
(訪看25) 第
6号
平成10年 6月 1日

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

99

09,9003,0

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

事業所所在地

電話（FAX）番号

受理番号

11頁

算定開始年月日

（有）ケアプロジェクト
〒889‑4221
0984‑35‑1601
(訪看23) 第
29号
平成20年 4月 1日
訪問看護ステーションケアふる
えびの市栗下２０９−５
(訪看25) 第
31号
平成12年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
100
09,9004,8 合同会社Ｅプラスケア
〒889‑4301
0984‑27‑3130
(訪看10) 第
52号
平成29年 6月 1日
訪問看護ステーションおうち生活応援団
えびの市原田１７８１番地
(0984‑27‑3130) (訪看23) 第 130号
平成29年 6月 1日
(訪看25) 第 134号
平成29年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
101
17,9014,0 社会福祉法人 三股町社会福祉協議会
〒889‑1901
0986‑52‑7133
(訪看23) 第
32号
平成20年 5月 1日
三股町訪問看護ステーションなごみ
北諸県郡三股町樺山３３８４番地２
(訪看25) 第
39号
平成15年10月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
102
17,9015,7 株式会社ハラケアシステム
〒889‑1914
0986‑58‑7600
(訪看23) 第 143号
平成30年 4月 1日
訪問看護ステーション たでいけ至福の園
北諸県郡三股町蓼池３６３７番地１
(0986‑58‑7601) (訪看25) 第 138号
平成30年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
103
19,9004,7 医療法人 慶明会
〒880‑1111
0985‑75‑9880
(訪看23) 第
59号
平成20年 5月 1日
医療法人慶明会 訪問看護ステーション か
東諸県郡国富町岩知野７６２番地
(0985‑30‑6677) (訪看25) 第
59号
平成20年 5月 1日
がやき
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
104
19,9006,2 有限会社 一期一会
〒880‑1101
0985‑75‑8005
(訪看10) 第
11号
平成23年 9月 1日
一期一会 訪問看護ステーション
東諸県郡国富町本庄４８３２−７
(0985‑75‑1510) (訪看23) 第
69号
平成23年 9月 1日
(訪看25) 第
68号
平成23年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
105
19,9007,0 株式会社希望ＮＯＺＯＭＩ
〒880‑1101
0985‑30‑6601
(訪看23) 第 134号
平成29年 8月 1日
訪問看護ステーション希星
東諸県郡国富町本庄４３１３番地１
(0985‑75‑8246) (訪看25) 第 130号
平成29年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
106
20,9003,7 有限会社エコフィールド
〒889‑1302
0983‑47‑0588
(訪看23) 第
35号
平成20年 6月 1日
訪問看護ステーション湯癒亭
児湯郡川南町平田字垂門２３７９番地１
(0983‑27‑7890) (訪看25) 第
42号
平成17年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
107
20,9009,4 特定非営利活動法人 ハッピーデイズ
〒889‑1402
0983‑33‑0330
(訪看10) 第
41号
平成28年 5月 1日
訪問看護ステーション はぴ
児湯郡新富町三納代２２２６−２
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
108
20,9010,2 株式会社 作松
〒889‑1301
0983‑35‑4802
(訪看10) 第
42号
平成28年 5月 1日
訪問看護ステーション 花ほたる
児湯郡川南町川南２０２０８番地１
(訪看23) 第
98号
平成27年 4月 1日
(訪看25) 第 100号
平成27年 4月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
109
20,9011,0 株式会社 ＲＥーＰＬＵＳ
〒884‑0102
0983‑26‑6002
(訪看23) 第 103号
平成27年 5月 1日
訪問看護ステーション Ｌｉｆｅ
児湯郡木城町椎木字出店４１６１番地
(訪看25) 第 104号
平成27年 4月 1日

[宮崎県]

届出受理指定訪問看護事業所名簿

[平成30年10月 1日現在]
項番

ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ

110

20,9012,8

平成30年10月 1日作成
事業者名／事業所名

株式会社 フクシア
訪問看護ステーション あみぃ

事業所所在地

電話（FAX）番号

〒883‑0051
日向市向江町１丁目３５番地 シエースタ・
ひなたⅠ １０３号

0982‑66‑5734
(0982‑66‑5737)

受理番号

12頁

算定開始年月日

(訪看10) 第
35号
平成27年 6月 1日
(訪看23) 第 107号
平成27年 7月 1日
(訪看25) 第 110号
平成27年 7月 1日
(訪看28) 第
3号
平成28年 8月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
111
20,9013,6 株式会社兒玉
〒889‑1403
0983‑32‑5008
(訪看23) 第 116号
平成28年 3月 1日
訪問看護 優
児湯郡新富町上富田３８０５番地
(0983‑21‑5301) (訪看25) 第 115号
平成28年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
112
20,9014,4 医療法人如月会
〒884‑0001
0983‑32‑0881
(訪看10) 第
45号
平成28年 9月 1日
医療法人如月会 訪問看護ステーションひな
児湯郡高鍋町高鍋町６９４−１ メゾンサテ
(0983‑32‑0882) (訪看23) 第 124号
平成28年 9月 1日
た
ィーユ １階１号室
(訪看25) 第 121号
平成28年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
113
21,9002,7 医療法人 浩洋会
〒889‑0621
0982‑63‑0251
(訪看10) 第
4号
平成13年 5月 1日
訪問看護ステーション かどがわ
東臼杵郡門川町東栄町４丁目５番１２号
(訪看23) 第 151号
平成30年 9月 1日
(訪看25) 第 144号
平成30年 9月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
114
21,9003,5 特定非営利活動法人かどがわ・ざわざわ会
〒889‑0621
0982‑63‑6050
(訪看10) 第
25号
平成26年 3月 1日
訪問看護ステーション こばる
東臼杵郡門川町東栄町２丁目２番地１
(0982‑63‑7776) (訪看23) 第
89号
平成26年 3月 1日
(訪看25) 第
88号
平成26年 3月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
115
21,9004,3 特定非営利活動法人ひむか福祉サービス
〒889‑0603
0982‑63‑3331
(訪看10) 第
30号
平成26年11月 1日
訪問看護ステーションひむか
東臼杵郡門川町加草１５４１番地１
(0982‑63‑4011) (訪看23) 第
91号
平成26年 6月 1日
(訪看25) 第
91号
平成26年 6月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
116
21,9006,8 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 宮崎県済
〒889‑0616
0982‑63‑8002
(訪看23) 第 121号
平成28年 7月 1日
生会
東臼杵郡門川町南町４丁目１２８番地
(0982‑63‑8003) (訪看25) 第 118号
平成28年 7月 1日
宮崎県済生会訪問看護ステーション なでし
こ日向
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
117
22,9001,7 高千穂町
〒882‑1101
0982‑73‑1717
(訪看23) 第 133号
平成29年 7月 1日
高千穂町訪問看護ステーション
西臼杵郡高千穂町三田井４３５番地１
(訪看25) 第 129号
平成29年 7月 1日
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

