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   1019,000.4 訪問看護ステーション 〒030-0933 017-737-0141 木村　聡子 平 5. 5. 6 社会福祉法人　諏訪ノ 齊藤　悦生 現存
ひまわり 青森市諏訪沢字丸山６６番地１ 森会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2019,001.2 訪問看護ステーション 〒038-0032 017-761-1100 大澤　まき子 平 5. 7. 1 社会福祉法人　すずか 村上　秀一 現存

すずかけ 青森市里見２丁目１３－１ けの里
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3019,007.9 訪問看護ステーション 〒030-0936 017-726-5656 齊藤　孝子 平11.10.25 社会福祉法人　恵寿福 藤本　ふみ 現存

やよい 青森市矢田前字弥生田４７－２ 祉会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4019,013.7 じけいかい訪問看護ス 〒038-0021 017-783-4978 野澤　美栄子 平16. 2. 1 一般社団法人　慈恵会 丹野　智宙 現存

テーション 青森市安田字近野１３６－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5019,014.5 訪問看護ステーション 〒030-0847 017-731-2325 杉田　清子 平16. 6. 9 有限会社おおぞら 五十嵐　律子 現存

のぞみ 青森市東大野１－１－１２レト
ア１０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6019,015.2 生協訪問看護ステーシ 〒030-0131 017-738-2101 奥崎　大 平16. 7. 1 青森保健生活協同組合 横山　祐介 現存

ョン八甲 青森市問屋町一丁目１５番１０
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7019,016.0 協立訪問看護ステーシ 〒030-0847 017-762-5511 髙橋　千津子 平16. 8. 1 青森保健生活協同組合 横田　祐介 現存

ョン 青森市東大野二丁目３－７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8019,017.8 訪問看護ステーション 〒030-0121 017-728-2202 木村　寿美 平17.11.16 医療法人　芙蓉会 村上　惇 現存

　マザー 青森市妙見３丁目１１－１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9019,019.4 訪問看護ステーション 〒030-0142 017-762-3461 佐藤　亜佐美 平19. 8.23 株式会社　アストラル 坂本　清昭 現存

　アストラル 青森市野木字山口１５番地１１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10019,020.2 株式会社　あんさん　 〒030-0856 017-718-3757 沼倉　昌洋 平21.10.23 株式会社　あんさん　 沼倉　昌洋 現存

訪問看護ステーション 青森市西大野四丁目１２番地２ 訪問看護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11019,021.0 訪問看護ステーション 〒030-0822 017-735-1500 寺戸　順子 平23. 6.17 株式会社ハートケアサ 前澤　久美子 現存

はーとけあ 青森市中央一丁目２７番５号 ービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12019,022.8 訪問看護ステーション 〒030-0943 017-752-9119 外川　広太郎 平23. 9. 1 株式会社あうら 川越　幸夫 現存
あうら 青森市幸畑２丁目６番１０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13019,023.6 訪問看護リハビリステ 〒030-0131 017-738-8111 五十嵐　睦子 平26.10. 1 株式会社ケアスマイル 大里　洋志 現存

ーション　スマイル 青森市問屋町２丁目１４番地６ 青森
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14019,024.4 訪問看護ステーション 〒030-0823 017-775-2300 木村　紀代子 平26. 6. 1 株式会社　ユリカ 和田　裕子 現存

　ユリカ 青森市橋本２丁目１５番８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15019,025.1 まちだ訪問看護ステー 〒038-0058 017-763-3360 田中　朝子 平27. 6. 1 株式会社　光仁介護サ 工藤　美智子 現存

ション 青森市羽白字沢田４４番地２ ービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16019,027.7 訪問看護ステーション 〒038-0058 017-753-2330 小谷　勝吾 平27. 8. 1 株式会社あかり 小谷　勝吾 現存

　あかり 青森市羽白字沢田７１９番地３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17019,028.5 あおかい訪問看護青森 〒030-0961 017-752-0044 大久保　忍 平28. 4. 1 有限会社　青森介護サ 櫛引　由希子 現存

東 青森市浪打一丁目１４番３号　 ービス
ＪＭＧビル３階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18019,029.3 訪問看護ステーション 〒030-0861 017-775-8556 俵山　大輔 平28. 5. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン青森 青森市長島２丁目１６－２　岩 ルド
渕ビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19019,030.1 医療法人雄心会　新都 〒038-0003 017-757-8373 成田　恵美 平28. 6. 1 医療法人雄心会 伊藤　丈雄 現存

市訪問看護ステーショ 青森市石江字高間１０４番地１
ン ５６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20019,031.9 ほーむおんナースステ 〒030-0915 017-763-0972 雪田　昇一 平29. 4. 1 株式会社ケアサークル 雪田　昇一 現存

ーション 青森市小柳六丁目２１番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21019,032.7 ハピネス訪問看護ステ 〒038-1332 0172-88-8038 宇野　一志 平29. 5. 1 ハピネス株式会社 土岐　富子 現存

ーション 青森市浪岡下十川字村元５９番
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22029,000.2 訪問看護ステーション 〒036-8072 0172-37-6070 若杉　明子 平 6. 4. 1 社会福祉法人　誠風会 梅村　芳文 現存

ことぶき 弘前市清野袋字岡部４３３－１
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  23029,003.6 城東訪問看護ステーシ 〒036-8093 0172-26-0046 福田　安規子 平 7. 6. 2 社会福祉法人桃仁会 下田　肇 現存
ョン 弘前市城東中央４丁目１番地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24029,004.4 津軽保健生活協同組合 〒036-8045 0172-36-8833 越田　潤子 平 7. 8. 1 津軽保健生活協同組合 安田　肇 現存

健生訪問看護ステーシ 弘前市野田一丁目１番地２７
ョンたまち

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25029,007.7 訪問看護ステーション 〒036-8057 0172-32-0011 工藤　美奈子 平10.11.27 医療法人弘愛会 橘　正人 現存

ふれあい 弘前市八幡町三丁目１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26029,011.9 訪問看護ステーション 〒036-8311 0172-99-1234 工藤　美知子 平12. 2.28 社会福祉法人弘前豊徳 下山　保則 現存

トナカイハウス 弘前市大川字中桜川１８番地１ 会
０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27029,014.3 バンドーウェルフェア 〒036-8065 0172-37-0051 伊藤　珠美 平12. 4. 1 バンドーウェルフェア 坂本　朋文 現存

グループ株式会社訪問 弘前市西城北２丁目６番地３ グループ株式会社
看護事業部

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28029,016.8 エコール訪問看護ステ 〒036-8003 0172-39-6655 川村　哲子 平17. 5. 1 東洋シルバーサービス 木村　純 現存

ーション 弘前市駅前町１０番地６ 株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29029,017.6 訪問看護ステーション 〒036-8164 0172-89-3125 加藤　米子 平17.11. 1 有限会社　聖友 花田　育子 現存

ほのか 弘前市泉野五丁目６番地７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30029,018.4 訪問看護ステーション 〒036-8103 0172-26-6460 伊藤　真由美 平18. 5. 1 有限会社　アシスト 伊藤　真由美 現存

　アシスト 弘前市川先３丁目４－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31029,019.2 訪問看護ステーション 〒036-8234 0172-40-0543 高橋　恵津子 平18. 7. 1 株式会社　オアシス 佐々木　裕和 現存

あいびす 弘前市館野１丁目３番地２３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32029,022.6 早稲田ケアサポート 〒036-8087 0172-29-1911 木村　美代子 平18.10. 1 合資会社　もったいな 佐藤　隆司 現存

弘前市早稲田４丁目７－９エル い商事
ダーファミリー弘前

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33029,023.4 サンワ訪問ステーショ 〒036-8254 0172-39-6377 木村　真由美 平21. 9.24 三和工業株式会社 石山　敏彦 現存

ン 弘前市清水３丁目１－１５
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  34029,024.2 有限会社ケアサポート 〒036-8045 0172-39-7051 棟方　時子 平19. 3.20 有限会社ケアサポート 棟方　時子 現存
かがやき 弘前市野田一丁目４番地１６ かがやき

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35029,026.7 ひいらぎ訪問看護ステ 〒036-8006 0172-31-0575 齊藤　純子 平22. 1.28 ひいらぎ訪問看護ステ 齊藤　純子 現存

ーション 弘前市南大町一丁目１１番地３ ーション株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36029,027.5 訪問看護ステーション 〒036-1331 0172-82-3337 左右田　美代子 平23. 4. 1 株式会社善世会 崎野　豊良 現存

高舘山 弘前市五代字沼田１３－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37029,028.3 ナースステーション向 〒036-8054 0172-34-1077 葛西　ゆう子 平23. 6. 1 社会福祉法人　音羽会 小田桐　一門 現存

外瀬 弘前市田町五丁目６番地４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38029,029.1 訪問看護事業所　共 〒036-8163 0172-35-0078 須郷　敏子 平23.12.15 株式会社　共 須郷　紘輔 現存

弘前市清原二丁目１０番地２０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39029,030.9 訪問看護ステーション 〒036-8144 0172-88-7180 石川　悠子 平24. 1. 1 株式会社　ユー 石川　悠子 現存

　原ヶ平 弘前市原ケ平２丁目５番地３５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40029,031.7 訪問看護ステーション 〒036-8171 0172-37-8100 齋藤　むつ子 平24. 4. 1 株式会社ゴールド 外崎　嘉子 現存

りんご 弘前市取上二丁目１４番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41029,032.5 ニチイケアセンター弘 〒036-8093 0172-29-6015 溝江　聡子 平24. 5. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

前訪問看護ステーショ 弘前市城東中央五丁目４番地１
ン Ｄ－ＷＩＮＧ　１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42029,034.1 石川訪問看護ステーシ 〒036-8124 0172-92-3372 阿部　美穂 平26. 5.14 医療法人　恩幸会 工藤　幸志 現存

ョンやすらぎ 弘前市石川字大仏下２５－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43029,036.6 訪問看護ステーション 〒036-8062 0172-88-5788 齋藤　由紀子 平27. 4. 1 日本健康開発株式会社 瀧澤　克子 現存

　ひなた 弘前市青山二丁目１番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44029,037.4 ビーンズ訪問看護ステ 〒036-8084 0172-29-3545 三浦　公子 平27. 7. 1 ライフタック株式会社 佐藤　誠 現存

ーション 弘前市高田三丁目１番地１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45039,002.6 ねんりん訪問看護ステ 〒031-0802 0178-46-2233 松橋　直子 平 4. 9.30 医療法人南六会 六郷　則仁 現存

ーション 八戸市小中野一丁目４番５２号
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  46039,004.2 杏の里訪問看護ステー 〒031-0833 0178-25-0111 松川　則子 平 7. 3.31 医療法人謙昌会 西山　弘文 現存
ション 八戸市大久保大山３１－２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47039,006.7 リハビリパーク訪問看 〒031-0802 0178-22-9000 長川　千鶴子 平 7. 9.29 医療法人杏林会 石山　隆 現存

護ステーション 八戸市小中野一丁目３番３２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48039,007.5 長者訪問看護ステーシ 〒031-0022 0178-46-5855 小笠原　峰子 平 7.11. 8 医療法人康和会 関野　千佳子 現存

ョン 八戸市糠塚字下道７－３９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49039,008.3 訪問看護ステーション 〒039-1161 0178-28-1900 石田　紋子 平 8. 1. 9 公益財団法人シルバー 田中　由紀子 現存

ケアポート 八戸市河原木字北沼２２－３９ リハビリテーション協
会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50039,009.1 コスモス訪問看護ステ 〒031-0081 0178-24-7888 泉久保　敦子 平 8. 2.23 医療法人社団豊仁会 菅原　耕 現存

ーション 八戸市柏崎一丁目１０－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51039,010.9 かしわざき訪問看護ス 〒031-0802 0178-45-5031 嶋守　貴子 平 8.12.20 医療法人千隆会　 岸原　千秋 現存

テーション 八戸市小中野二丁目２－１２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52039,011.5 訪問看護・介護ステー 〒039-1104 0178-70-1622 大井　広美 平 9. 4.25 医療法人青仁会 千葉　潜 現存

ション　五福 八戸市田面木字赤坂２４－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53039,012.5 八戸市医師会訪問看護 〒031-0081 0178-71-2100 大浦　智香子 平 9. 6. 2 一般社団法人八戸市医 会長　高木伸也 現存

ステーション 八戸市柏崎六丁目２６－１ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54039,014.1 生協訪問看護ステーシ 〒031-0001 0178-44-8300 小山　ちえ子 平 9.12.22 八戸医療生活協同組合 内田　弘志 現存

ョン虹 八戸市類家５丁目３８番２０号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55039,017.4 八太郎山居宅支援セン 〒039-1161 0178-21-2238 向井　照美 平17. 5.10 社会福祉法人　秋葉会 高橋　秀磁 現存

ター訪問看護ステーシ 八戸市河原木字八太郎山３－１
ョン ４０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56039,018.2 訪問看護ステーション 〒031-0073 0178-71-2157 栃木　智恵子 平17.10.11 株式会社　東北産業 　上山　貢 現存

売市訪問看護サービス 八戸市売市一丁目２－２７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  57039,019.0 訪問看護ステーション 〒039-1111 0178-51-8846 柴田　愛美 平17.12. 1 株式会社　明倫 河原木　一郎 現存
　結 八戸市東白山台三丁目２０－５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58039,022.4 訪問看護ステーション 〒031-0814 0178-30-1313 久保　夏海 平21. 6. 1 医療法人　仁泉会 田中　由紀子 現存

えがおみょう 八戸市妙分枝３８－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59039,023.2 おおひらき訪問看護サ 〒031-0841 0178-20-9511 冨田　早苗 平22.12.28 有限会社インフィニッ 石黒　一寿 現存

ービス 八戸市鮫町字大開１５－２ ト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60039,024.0 ニチイケアセンター八 〒039-1166 0178-73-2775 田向　たまき 平23. 9.20 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

戸　訪問看護ステーシ 八戸市根城三丁目４番１７号
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61039,025.7 訪問看護ステーション 〒039-1101 0178-73-5339 古川　優子 平24. 6. 1 株式会社ゆとり 工藤　久子 現存

ゆとり 八戸市尻内町字表河原３１－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62039,028.1 ビリーブ訪問看護八戸 〒031-0001 0178-24-5718 金子　仁美 平25.10. 1 株式会社　ビリーブケ 福士　修 現存

中央 八戸市類家四丁目８番１号 アサポート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63039,029.9 訪問看護ステーション 〒039-1105 0178-32-7382 根岸　寿年 平25.10. 1 医療法人　メディカル 髙田　将司 現存

やわた 八戸市八幡字下樋田１番地４ フロンティア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64039,030.7 訪問看護ステーション 〒031-0081 0178-51-8782 峰　瑞恵 平26. 4. 1 株式会社　西町 石橋　伸之 現存

西町 八戸市柏崎１丁目８－２２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65039,031.5 訪問看護ステーション 〒031-0833 0178-32-7510 渡部　文子 平26. 7. 1 株式会社　愛和の里　 渡部　文子 現存

愛和の里リーベ 八戸市大久保字下長根２０番地 リーベ
５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66039,033.1 たものき訪問看護事業 〒039-1104 0178-32-7588 内城　真奈美 平27. 7. 1 株式会社　サンメディ 川村　貴通 現存

所 八戸市田面木字堤下９番地４　 ックス
１０６号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67039,034.9 訪問看護ステーション 〒031-0801 0178-71-1329 服部　智子 平27. 8. 1 合同会社　オウル 中里　藤枝 現存

　ふくろう 八戸市江陽一丁目３番１６号
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  68039,035.6 なかざわ訪問看護ステ 〒031-0823 0178-35-2915 国光　奈美子 平27.10. 1 有限会社　ＮＥＥＤＳ 中澤　維之 現存
ーション 八戸市湊高台二丁目１２－２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69039,036.4 訪問看護ステーション 〒031-0823 0178-80-7310 佐々木　栄子 平27.10. 2 株式会社　みなとみら 佐々木　栄子 現存

ひだまり家 八戸市湊高台４丁目２－１０ い
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70039,037.2 あおい訪問看護ステー 〒031-0081 0178-20-8533 畑山　美恵子 平27.12. 1 合同会社　アライブコ 工藤　志朗 現存

ション 八戸市柏崎二丁目２番６号ソラ ーポレーション
ーナ１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71039,038.0 しろがね訪問看護ステ 〒031-0822 0178-80-7808 船場　洋子 平28. 2. 1 株式会社　しずく 高橋　絹子 現存

ーション 八戸市白銀町字堀ノ内６番５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72039,039.8 訪問看護ステーション 〒031-0801 0178-20-8172 松山　祐貴 平29. 3. 1 株式会社アットティー 田中　貴大 現存

アットティー 八戸市江陽四丁目２番３４号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73039,040.6 訪問看護事業所ライン 〒031-0813 0178-20-7706 磯嶋　早苗 平29. 4. 1 株式会社ピュアハート 出貝　一則 現存

ヒルズ 八戸市新井田木戸場２０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74039,041.4 ミライフルホームナー 〒031-0004 0178-51-6298 小笠原　郁子 平30. 1. 1 株式会社ミライフル 張間　翔 現存

スサービス八戸 八戸市南類家２丁目１７番１９
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75039,042.2 訪問看護ステーション 〒039-1113 0178-20-8158 万德　麻記 平30. 3. 1 特定非営利活動法人ポ 福士　一 現存

　おはな 八戸市西白山台五丁目１１番１ ッケル
２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76049,002.4 ハート訪問看護ステー 〒036-0517 0172-53-8010 村岡　弘子 平13. 5. 1 有限会社居宅支援ハー 村岡　弘子 現存

ション 黒石市松原７８－１３ ト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77049,005.7 訪問看護ステーション 〒036-0332 0172-88-6310 村上　留理子 平25. 7.15 株式会社　杏苑 蛭名　勝 現存

あんずの里 黒石市牡丹平字福民西７７－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78059,001.3 訪問看護ステーション 〒037-0045 0173-34-2737 森　弘美 平 9. 2.10 医療法人済生堂 増田　満枝 現存

マスダ 五所川原市新町４１



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

［青森県］               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      8 頁

  79059,005.4 訪問看護ステーション 〒037-0035 0173-34-8701 赤木　優子 平17.12. 1 有限会社　サンライズ 福士　浩子 現存
　あおぞら 五所川原市湊字船越３１１－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80059,006.2 訪問看護ステーション 〒037-0085 0173-38-3480 窪田　泉 平20. 4. 1 医療法人社団清泉会 布施　泉 現存

結 五所川原市芭蕉１８－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81059,007.0 訪問看護のざと 〒037-0611 0173-26-6303 柳原　優子 平26. 6. 1 医療法人　済生堂 増田　満枝 現存

五所川原市神山字牧原５６番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82059,008.8 訪問看護ステーション 〒037-0012 0173-38-3521 工藤　小百合 平27. 4. 1 社会福祉法人　拓心会 島村　美由紀 現存

　ハルニレ 五所川原市水野尾字懸樋２２２
番地３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83059,009.6 訪問看護ステーション 〒037-0066 0173-34-0535 阿部　多枝子 平30. 1. 4 医療法人白生会 百田　行雅 現存

白生会 五所川原市中平井町１４２－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84069,000.3 十和田訪問看護ステー 〒034-0061 0176-25-8822 中村　みちえ 平10. 2.26 社会福祉法人福祉の里 山本　孝司 現存

ション 十和田市切田字横道１００－２
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  85069,004.5 訪問看護ステーション 〒034-0011 0176-58-0765 高木　典子 平17.11. 1 医療法人　幸仁会 高松　幸作 現存

みちのく 十和田市稲生町４番２３号第一
田中ビル　２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  86069,006.0 訪問看護ステーション 〒034-0031 0176-21-2715 岡沼　文子 平18. 4.16 有限会社　だいち 田島　浩行 現存

　ちくば 十和田市東三番町１０番５５－
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  87069,009.4 訪問看護ステーション 〒034-0037 0176-23-3369 南　輝美 平21. 6. 1 医療法人　仁泉会 田中　由紀子 現存

　えがお 十和田市穂並町６－２７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  88069,010.2 訪問看護ステーション 〒034-0032 0176-25-3289 福村　順子 平22. 4.13 株式会社　ふたば 小原　章 現存

　ふたば 十和田市東四番町８番６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  89069,012.8 訪問看護ステーション 〒034-0011 0176-21-3033 中村　登代子 平27. 3. 1 社会福祉法人　生きが 山端　政博 現存
どんぐり村 十和田市稲生町１３番７号 い十和田

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  90069,013.6 みどりの風訪問看護ス 〒034-0093 0176-58-6727 太田　緑 平29. 4. 1 一般社団法人　緑の杜 太田　緑 現存

テーション 十和田市西十二番町１０番２０
号　石倉荘１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  91079,000.1 三沢訪問看護ステーシ 〒033-0042 0176-50-1139 中村　由佳子 平10.11.25 社会福祉法人楽晴会 齊藤　淳 現存

ョン 三沢市栄町三丁目１２５－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  92079,003.5 ひばり訪問看護ステー 〒033-0022 0176-58-7791 浪岡　栄里子 平11. 3.12 社会福祉法人常光会 出戸　勝 現存

ション 三沢市三沢字南山６０－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  93079,004.3 訪問看護ステーション 〒033-0022 0176-50-1707 堤　洋子 平11. 4.12 公益財団法人シルバー 田中　由紀子 現存

ケアポートみさわ 三沢市三沢園沢２１９－１０４ リハビリテーション協
会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  94079,007.6 のぞみ訪問看護ステー 〒033-0001 0176-50-1888 金崎　和子 平26. 7. 1 社会福祉法人　希望 吉田　耕悦 現存

ション 三沢市中央町四丁目６番１３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  95079,008.4 ハッピー訪問看護ステ 〒033-0044 0176-58-0230 木村　秀世 平27. 4. 1 株式会社ハッピー 木村　幸治 現存

ーション 三沢市古間木山１４１番１８４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  96079,009.2 ニチイケアセンター三 〒033-0041 0176-50-1715 杉本　敦子 平28.10. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

沢訪問看護ステーショ 三沢市大町二丁目８－３
ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  97089,000.9 みちのく訪問看護ステ 〒035-0067 0175-24-3163 吉田　愛 平10.11.25 社会福祉法人　青森社 理事長　建部玲子 現存

ーション むつ市十二林１７番１号 会福祉振興団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  98089,001.7 公済会訪問看護ステー 〒035-0071 0175-23-7228 湯川　いづみ 平12. 2.23 一般社団法人公済会 澁田　明德 現存

ションやまびこ むつ市小川町一丁目１－５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  99089,003.3 訪問看護ステーション 〒035-0053 0175-31-1414 浅利　由美子 平27. 2. 1 らぽーる株式会社 浅利　由美子 現存

　むつ むつ市緑町１６番１８号ヴィヴ
ィエンダＡ棟
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 100099,002.3 訪問看護ステーション 〒038-3106 070-6489-1727 葛西　京子 平27. 4. 1 宗教法人　日本基督教 千葉　敦志 現存
にじの樹 つがる市柏玉水米袋１５番地１ 団木造教会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 101109,003.9 訪問看護ステーション 〒036-0242 0172-57-3135 小野　めぐみ 平30. 3. 1 社会福祉法人　柏友会 成田　英世 現存

おのえ荘 平川市猿賀池上１００番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 102209,000.4 清風荘訪問看護ステー 〒039-3321 017-758-1211 堤　智佳美 平11.10.15 社会福祉法人宏仁会 長根　祐子 現存

ション 東津軽郡平内町小湊字薬師堂６
３－６０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 103219,000.2 深浦町訪問看護ステー 〒038-2503 0173-84-3050 佐藤　郁代 平12. 1.17 深浦町 平沢　敬義 現存

ション 西津軽郡深浦町関字栃沢７８－
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 104219,001.0 あじがさわ訪問看護ス 〒038-2705 0173-82-1150 山本　節子 平12. 4.28 株式会社幸友会 松木　呂伯 現存

テーションしあわせ 西津軽郡鰺ヶ沢町南浮田町字金
沢街道ノ沢５５番地９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 105229,002.6 訪問看護ステーション 〒036-8302 工藤　吏津子 平11. 1.11 医療法人仙知会 大塚　勝幸 現存

のぞみ 弘前市高杉字五反田２３０－１
田町支所：弘前市田町４丁目７
－２　Ｈ２４．３．１～

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 106239,002.4 三笠訪問看護ステーシ 〒036-0155 0172-44-8282 工藤　かおる 平11. 5.28 社会福祉法人三笠苑 佐藤　和哉 現存

ョン 平川市字西和田２０１番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 107239,004.0 ときわ会訪問看護ステ 〒038-1216 0172-65-4335 工藤　昌子 平12. 2.23 医療法人ときわ会 西田　傳 現存

ーション 南津軽郡藤崎町榊字亀田２－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 108239,005.7 訪問看護ステーション 〒038-0211 0172-47-8151 三浦　壽美子 平13. 2.15 有限会社三楽会 千葉　真理子 現存

おおわに 南津軽郡大鰐町大鰐字湯野川原
９２－１３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 109239,007.3 訪問看護ステーション 〒036-0104 0172-57-5330 千葉　美穂 平16.11. 1 医療法人みらい会 須藤　尚紀 現存

なごみ 平川市柏木町字藤山３４－２３
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 110239,008.1 訪問看護ステーション 〒038-1141 0172-88-7633 仲宗根　みゆき 平28. 8. 1 津軽三育介護サービス 亀谷　純三 現存
ぶどうの実 南津軽郡田舎館村川部字上西田 株式会社

１３０番地１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 111249,003.0 鶴田町社会福祉協議会 〒038-3503 0173-23-2355 寺田　喜代子 平16. 4. 1 社会福祉法人鶴田町社 中野　（臣手又）司 現存

訪問看護ステーション 北津軽郡鶴田町鶴田字鷹ノ尾３ 会福祉協議会
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 112249,005.5 訪問看護ステーション 〒038-3671 0172-40-3088 佐藤　正芳 平30. 1.11 有限会社ユアホーム 奈良　都志紀 現存

ライラック 北津軽郡板柳町掛落林字前田２
６２番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 113259,001.1 訪問看護ステーション 〒039-2153 0178-56-3808 小山田　ひとみ 平 9. 9.30 公益財団法人シルバー 田中　由紀子 現存

ケアポートしもだ 上北郡おいらせ町山崎２６０８ リハビリテーション協
－５ 会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 114259,005.2 彩香園アルテリーベ訪 〒039-2402 0176-58-1611 野月　めぐみ 平12. 1.27 社会福祉法人秋葉会 高橋　てる 現存

問看護ステーション 上北郡東北町大浦字境ノ沢１２
７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 115259,006.0 公立野辺地病院訪問看 〒039-3141 0175-65-1085 坂本　レイ子 平25.10. 1 北部上北広域事務組合 中谷　純逸 現存

護ステーション 上北郡野辺地町鳴沢９番地１２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 116279,006.6 ごのへ訪問看護ステー 〒039-1702 0178-77-2160 小笠原　カツエ 平17.12. 1 社会福祉法人　さくら 高橋　芳江 現存

ション　ｉｎ　さくら 三戸郡五戸町倉石中市字新山平 会
荘 ６４－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 117279,008.2 田子町訪問看護ステー 〒039-0201 0179-32-3177 松山　慶 平22. 3.18 田子町 山本　晴美 現存

ション 三戸郡田子町田子字前田２－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 118279,012.4 はらクリ訪問看護ステ 〒039-0802 0178-84-4111 沖田　博子 平26. 9. 1 医療法人　はらだクリ 原田　英也 現存

ーション 三戸郡南部町苫米地字白山堂１ ニック
３番２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 119279,013.2 訪問看護リハビリステ 〒039-1518 0178-51-9553 赤坂　喜美 平28. 4. 1 一般社団法人　心酔 赤坂　喜美 現存
ーション愛あい 三戸郡五戸町下モ沢向２１－４

０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 120019,004.6 訪問看護ステーション 〒030-0801 017-723-9990 宮田　和歌子 平 7.12. 1 医療法人　三良会 村上　秀一 休止

しんまち 青森市新町二丁目１番８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 121019,026.9 訪問看護ステーション 〒030-0965 017-744-3333 工藤　千夏 平27. 7. 1 株式会社　メイクホー 原子　靖民 休止

　青い鳥 青森市松森１丁目１５－１５ ム
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 122029,001.0 訪問看護ステーション 〒036-8233 0172-87-2010 工藤　文子 平 6. 9.30 社会福祉法人津軽富士 野呂　友子 休止

弘前 弘前市山崎一丁目３－７ 見会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 123029,021.8 訪問看護ステーション 〒036-8245 0172-89-1600 横山　睦代 平18.10. 1 社会福祉法人　愛成会 佐々木　哲 休止

　自由ヶ丘 弘前市金属町５－３０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 124029,033.3 訪問看護ステーション 〒036-1322 0172-34-6558 澤田　節子 平24. 6. 1 株式会社ライフアリー 佐藤　康人 休止

スマイル 弘前市駒越字村元１２３番地１ ナ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 125029,038.2 フレディ訪問看護ステ 〒036-8034 0172-31-1105 山田　智恵子 平27.11. 1 株式会社フレディ吉祥 吉田　賀代子 休止

ーション 弘前市徒町１６番地１第八狩野 会
弘前ビル　２０５号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 126039,013.3 えんぶり物語訪問看護 〒039-1161 0178-21-1600 工藤　悦子 平 9.10.28 医療法人杏林会 医療法人杏林会　代 休止

ステーション 八戸市河原木字神才２２－２ 表者
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 127039,026.5 訪問看護ステーション 〒031-0023 0178-20-8770 浅賀　幸子 平24. 8. 1 有限会社ほおずき 相馬　とせ子 休止

ほおずき 八戸市是川四丁目３番地３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 128039,027.3 ひので訪問看護サービ 〒031-0077 0178-44-8059 柳町　智子 平25. 5.26 有限会社　サンライズ 西村　博義 休止

ズ 八戸市長根２丁目１４－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 129039,032.3 ナーシングステーショ 〒039-1165 0178-28-6367 中居　幸子 平26. 7. 1 有限会社ファンクショ 熊坂　譲 休止

ンベルメゾンＫ 八戸市石堂一丁目２７番２５号 ナルアーツ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 130049,006.5 訪問看護ステーション 〒036-0388 0172-55-8672 吉川　留惠子 平26. 2. 1 株式会社　福寿 小倉　享 休止
きらら 黒石市西ケ丘２７４番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 131069,011.0 訪問看護ステーション 〒034-0106 0176-58-5119 藤田　京子 平25. 2. 1 社会福祉法人義乃会 中野渡　福美 休止

なかよし荘 十和田市深持字南平３１２番１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 132079,002.7 やすらぎ訪問看護ステ 〒033-0001 0176-51-1868 松岡　多恵子 平11. 2. 1 社会福祉法人同仁会 小鹿　和子 休止

ーション 三沢市中央町二丁目３番３１号
　Ｂ号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 133099,001.5 ディスパッチ訪問看護 〒038-3101 0173-26-6260 内村　郁代子 平26.10. 1 株式会社　ディスパッ 塚本　山和 休止

ステーション つがる市柏鷺坂清見７１番地１ チ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 134249,000.6 サンライフいきいき訪 〒037-0202 0173-53-2462 太田　タマ子 平12. 3.31 社会福祉法人峰寿会 角田　昌只 休止

問看護ステーション 五所川原市金木町芦野２００－
１２３７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 135259,002.9 野の花訪問看護ステー 〒039-3131 0175-65-1222 細津　優 平10. 5.18 医療法人公仁会 志田　正一 休止

ション 上北郡野辺地町野辺地１５０－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 136259,003.7 訪問看護ステーション 〒034-0301 0176-70-3112 佐々木　百合子 平10. 7. 2 医療法人仁泉会 田中　由紀子 休止

おいらせ 十和田市奥瀬字中平１５５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 137269,000.1 訪問看護ステーション 〒039-4224 0175-46-3055 和田　静子 平19. 9.14 合同会社介護サービス 和田　静子 休止

　「和」 下北郡東通村白糠家ノ上４３－ 事業所　和
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 138279,010.8 おひさま訪問看護ステ 〒039-1212 0178-88-2991 下田　郷子 平24.11. 1 合同会社ともなが草 友永　美智子 休止

ーション 三戸郡階上町蒼前西６丁目９番
地３２１８

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


