
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

［岩手県］               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      1 頁

   101,9000,3 （公社）岩手県看護協 〒020-0117 019-663-5202 及川　建弘 平 5. 8.26 公益社団法人岩手県看 及川　吏智子 現存
会立盛岡訪問看護ステ 盛岡市緑が丘二丁目７番３号 護協会
ーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201,9001,1 盛岡市医師会訪問看護 〒020-0013 019-621-3773 加藤　晴美 平 9.11.17 一般社団法人　盛岡市 和田　利彦 現存

ステーション 盛岡市愛宕町１８番６号 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301,9003,7 盛岡医療生活協同組合 〒020-0835 019-635-6826 鈴木　幸子 平11. 6.23 盛岡医療生活協同組合 尾形　文智 現存

訪問看護ステーション 盛岡市津志田２６地割３０番地
かわくぼ １

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401,9007,8 訪問看護ステーション 〒020-0857 019-632-3100 戸塚　朱美 平12. 3.29 医療法人　友愛会 小暮　信人 現存

ゆうあい 盛岡市北飯岡１丁目２番２５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501,9008,6 ケア・テック訪問看護 〒020-0013 019-623-5212 北田　美子 平12. 5. 1 株式会社ケア・テック 餘目　健次 現存

ステーション 盛岡市愛宕町１０番２７号株式
会社ケア・テック２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601,9010,2 指定訪問看護ステーシ 〒020-0103 019-662-6111 田中　奈保子 平15. 1. 1 医療法人　共生会 河嶋　寛 現存

ョンまつぞの 盛岡市西松園三丁目２１－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701,9011,0 訪問看護ステーション 〒020-0801 019-652-7848 主濱　愛 平16. 7. 1 有限会社　杜の都 大村　千亜紀 現存

もりのみやこ 盛岡市浅岸一丁目４番１５号大
塚ビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801,9013,6 八角病院訪問看護ステ 〒028-4125 0196-82-1102 中村　美智子 平 7. 1.10 医療法人　日新堂 八角　有紀 現存

ーション 盛岡市好摩字夏間木７０番地１
９０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901,9014,4 たぐち訪問看護ステー 〒020-0015 019-621-2345 伊藤　陽子 平18. 5. 1 株式会社　たぐちメデ 田口　絢子 現存

ション 盛岡市本町通一丁目３番６号 ィカル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001,9017,7 内丸病院訪問看護ステ 〒020-0015 019-653-5400 鎌田　眞紀 平18. 8. 1 社団医療法人　久仁会 高橋　通宏 現存

ーション 盛岡市本町通一丁目６番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  1101,9019,3 指定訪問看護ステーシ 〒020-0055 019-689-3513 滝村　明美 平19. 4. 1 特定医療法人盛岡つな 小西　一樹 現存
ョン盛岡つなぎ温泉病 盛岡市繋字尾入野６４番地９ ぎ温泉病院
院メディケアプラザ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1201,9021,9 ほうもんかんごイスト 〒020-0823 019-658-8887 斎藤　珠理 平19.10. 1 株式会社ｍｉｃａｒｅ 斎藤　珠理 現存

盛岡 盛岡市門１丁目５番４０号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301,9022,7 ブライトステージ 〒020-0878 019-625-2001 吉田　香織 平20. 2. 4 有限会社　ブライトス 及川　慶一 現存

盛岡市肴町３番１８号　　２階 テージ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401,9023,5 訪問看護ステーション 〒020-0401 019-675-1250 佐々木　伯信 平20.11. 1 社会医療法人　智徳会 智田　文徳 現存

せいわ 盛岡市手代森９地割７０番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501,9025,0 訪問看護ステーション 〒020-0107 019-665-2788 菊池　紀子 平21.10. 5 株式会社　パルトナー 髙橋　秀也 現存

不来方 盛岡市松園二丁目２１－６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601,9026,8 訪問看護ステーション 〒020-0011 019-681-6973 山口　トキヨ 平23. 4. 1 （株）プロスペリティ 代表取締役　山口ト 現存

まごころ 盛岡市三ツ割二丁目５番７号 ・ナーシングサービス キヨ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701,9031,8 リハヴィレッジいわて 〒020-0831 019-618-9182 吉田　ルミ 平24.12. 1 株式会社リハヴィレッ 菊池　詞 現存

訪問看護ステーション 盛岡市三本柳５地割３番３４号 ジいわて
ステップハウスウィング１Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801,9032,6 さんきょう訪問看護ス 〒020-0824 019-652-3882 高橋　和枝 平25. 2. 1 株式会社　三協医科器 齊藤　哲哉 現存

テーション 盛岡市東安庭一丁目２３－３６ 械
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1901,9033,4 フレアス訪問看護ステ 〒020-0866 019-635-8448 澤田　眞樹 平25. 3. 1 株式会社フレアス 澤登　拓 現存

ーション盛岡 盛岡市本宮３－４０－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001,9034,2 やちだもの家訪問看護 〒020-0125 019-648-5551 大森　牧子 平25. 4.18 第一商事株式会社 柴田　義春 現存

ステーション 盛岡市上堂２－３－１６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2101,9035,9 訪問看護ステーション 〒020-0834 019-681-4747 川崎　徳子 平25.10. 1 合同会社　スプリング 澤口　春子 現存

はるかぜ 盛岡市永井１９－１９７－２－ ブリーズ
Ｃ
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  2201,9037,5 訪問看護ステーション 〒020-0877 019-651-2111 矢羽々　葉子 平26. 4. 1 医療法人　遠山病院 千葉　知 現存
虹ノ橋 盛岡市下ノ橋町６番１４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2301,9038,3 訪問看護ステーション 〒020-0061 019-681-9909 長谷川　郁子 平26. 7.16 株式会社Ｉメディカル 小川　敦雄 現存

・アイ 盛岡市北山１丁目５番３６号　
１階３号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401,9039,1 訪問看護ステーション 〒020-0045 019-613-9305 上村　愛美 平26. 9. 1 株式会社Ｎフィールド 又吉　弘章 現存

デューン盛岡 盛岡市盛岡駅西通一丁目２７番
６５号Ｍシティ杜の大橋１０１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501,9043,3 シーキューブ訪問看護 〒020-0857 019-656-8811 藤村　のぶえ 平27. 5.22 株式会社　八角商店 八角　明伸 現存

リハビリステーション 盛岡市北飯岡２丁目２１－１８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2601,9044,1 訪問看護ステーション 〒020-0834 019-601-8320 佐藤　純子 平27.11. 2 株式会社　カーレ 髙橋　秀也 現存

らら 盛岡市永井１７地割７０番地３
０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2701,9046,6 訪問看護ステーション 〒020-0866 門屋　久美子 平28. 2. 1 株式会社アンビス 柴原　慶一 現存

　アンビス盛岡 盛岡市本宮六丁目１番２５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2801,9047,4 訪問看護ステーション 〒020-0116 019-681-1250 浅沼　道子 平28. 2. 4 株式会社　スピカ 菊池　理香 現存

・きらら 盛岡市箱清水一丁目４番１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2901,9049,0 おとめいろ　ＴＨＥ　 〒020-0861 019-613-3171 友安　弘美 平28.10. 1 株式会社ことのは医療 松嶋　大 現存

ナース 盛岡市仙北２丁目１－２０ 研究所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3001,9050,8 株式会社プレーゴ訪問 〒020-0866 019-656-5120 藤川　嘉子 平29. 5.15 株式会社プレーゴ 水本　慶 現存

看護ステーション 盛岡市本宮３丁目９番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3101,9051,6 訪問看護　蕾（つぼみ 〒020-0125 019-601-8873 橋本　恵里佳 平29. 8. 1 合同会社　つぼみ福祉 佐藤　栄樹 現存

） 盛岡市上堂一丁目１９番２２号 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  3201,9052,4 訪問看護ステーション 〒020-0836 019-601-8032 福来　路帆 平29. 9.19 株式会社宇宙心ステー 石井　義道 現存
太陽の宇宙 盛岡市津志田西１丁目１７番５ ション

５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3301,9053,2 媛小春訪問看護ステー 〒020-0125 080-2808-1732 春山　祐美子 平29.10.20 有限会社　ぬぐまるの 菊池　要子 現存

ション 盛岡市上堂１丁目１７番５３号 家
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3401,9054,0 一般財団法人　岩手済 〒020-0003 019-662-3511 佐藤　美佳子 平29.11. 1 一般財団法人　岩手済 三田　ひろみ 現存

生医会　訪問看護ステ 盛岡市下米内二丁目４番１２号 生医会
ーション　なかつがわ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3501,9055,7 一般財団法人　岩手済 〒020-0807 019-624-5550 米澤　慎子 平30. 4. 1 一般財団法人　岩手済 三田　ひろみ 現存

生医会　こころの訪問 盛岡市加賀野３丁目１４番１号 生医会
看護ステーション三田

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3602,9000,1 宮古山口訪問看護ステ 〒027-0063 0193-62-3945 芳賀　京子 平 4.11.26 社団医療法人　新和会 及川　新 現存

ーション 宮古市山口五丁目３番２０号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3702,9003,5 訪問看護ステーション 〒027-0027 0193-65-6112 昆　なつえ 平20. 2. 1 株式会社かがやきライ 金沢　道子 現存

かがやきナースケア 宮古市磯鶏西６番１４号 フ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3802,9004,3 訪問看護ステーション 〒027-0096 0193-63-5217 ガルシア　小織 平21. 4. 1 株式会社　メディケア ガルシア　小織 現存

　メディケア 宮古市崎鍬ケ崎第１地割字寒風 ・システム
１１番地２６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3902,9005,0 訪問看護ステーション 〒027-0096 0193-64-3322 坂下　英治 平21. 6. 1 医療法人　仁泉会 田中　由紀子 現存

ほほえみ 宮古市崎鍬ケ崎第９地割３９番
地２７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4002,9006,8 訪問看護ステーション 〒027-0065 0193-65-7288 松登　裕子 平28. 3. 7 株式会社　ファミリン 高橋　浩之 現存

　ファミリー 宮古市黒森町２番２２号　ハイ グ
ツ黒森１０３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4102,9007,6 株式会社　咲希　訪問 〒027-0084 0193-65-9117 菊地　美紀 平30. 4. 1 株式会社咲希 菊地　美紀 現存

看護ステーション 宮古市末広町７－２９浜木ビル
１Ｆ
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  4203,9000,9 気仙訪問看護ステーシ 〒022-0002 0192-27-8101 近藤　優子 平 5. 2. 1 医療法人　勝久会 木川田　典彌 現存
ョン 大船渡市大船渡町山馬越１８８

番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4303,9001,7 ジャパンケア大船渡 〒022-0003 0192-27-6232 新沼　育子 平20. 9. 1 株式会社ジャパンケア 菊井　徹也 現存

大船渡市盛町みどり町８ー１３ サービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4405,9000,4 総合花巻病院訪問看護 〒025-0075 0198-22-6466 高橋　紀代子 平10. 3.30 公益財団法人総合花巻 大島　俊克 現存

ステーション 花巻市花城町４番２８号 病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4505,9001,2 花巻市医師会訪問看護 〒025-0000 0198-41-1551 伊藤　真奈美 平11. 9.22 一般社団法人　花巻市 三浦　良雄 現存

ステーション 花巻市南万丁目９７０番地５ 医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4605,9002,0 ゆかわ脳外科訪問看護 〒025-0091 0198-22-4360 菊池　幸子 平15. 4. 1 医療法人　梟栄会 湯川　英機 現存

ステーション愛 花巻市西大通り二丁目２番１０
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4705,9007,9 くくる花巻訪問看護ス 〒025-0052 0198-29-5175 平澤　利恵子 平25. 1.15 一般社団法人恵幸会 平澤　利恵子 現存

テーション 花巻市野田３５１番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4806,9001,0 日高見訪問看護リハビ 〒024-0072 0197-65-3111 藤澤　幸子 平 6. 1.21 医療法人社団　敬和会 金澤　重俊 現存

リステーション 北上市北鬼柳２２地割４６番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4906,9006,9 訪問看護ステーション 〒024-0004 0197-72-5294 村瀬　裕子 平16.11. 1 株式会社　アクティブ 阿比留　博 現存

みのり岩手 北上市村崎野１５地割２７８ ・ケア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5006,9007,7 訪問看護ステーション 〒024-0084 0197-62-0031 髙橋　昭子 平21.12. 1 合同会社歩み 髙橋　昭子 現存

あゆみ 北上市さくら通り四丁目１番３
５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5106,9009,3 ハートケアステーショ 〒024-0004 0197-72-6360 昆野　寿枝 平25. 5. 1 株式会社絆Ｐｌａｎｅ 昆野　寿枝 現存

ン絆 北上市村崎野１５地割１４番地 ｔ
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5206,9011,9 訪問看護ステーション 〒024-0035 0197-88-3013 内舘　真由美 平29. 5. 1 社会福祉法人恩賜財団 伊藤　彬 現存
北上済生会 北上市花園町一丁目６番８号 済生会支部岩手県済生

会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5306,9012,7 訪問看護ステーション 〒024-0031 019-772-8607 島森　和恵 平29. 6. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

　デューン北上 北上市青柳町一丁目２番２４号 ド
葵ビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5407,9001,8 リハビリタウンくじ訪 〒028-0014 0194-53-0056 大沢　サトミ 平27. 4. 1 医療法人　健生会 竹下　敏光 現存

問看護ステーション 久慈市旭町第８地割１００番地
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5508,9000,8 訪問看護ステーション 〒028-0541 0198-62-1596 佐々木　美穂子 平 6. 7. 6 社会福祉法人　遠野市 臼井　悦男 現存

とおの 遠野市松崎町白岩字薬研淵１番 社会福祉協議会
地３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5608,9002,4 訪問看護ステーション 〒028-0516 0198-68-3410 昆　篤子 平23. 4. 1 在宅ケアまごころ合同 昆　篤子 現存

まごころ 遠野市穀町１２番２５号　サン 会社
コーポ宮田２０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5709,9002,2 訪問看護ステーション 〒021-0021 0191-21-1881 木村　祐子 平11. 5.31 医療法人　三秋会 長澤　茂 現存

なのはな 一関市中央町二丁目５番１３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5809,9003,0 花泉訪問看護ステーシ 〒029-3205 0191-82-5420 今野　たき子 平10. 5.12 医療法人　磐清会 木村　力夫 現存

ョン 一関市花泉町涌津字悪法師３８
番地３１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5909,9004,8 （公社）岩手県看護協 〒029-0302 0191-71-4011 鈴木　美和子 平12. 7. 3 公益社団法人岩手看護 及川　吏智子 現存

会立東山訪問看護ステ 一関市東山町長坂字西本町５８ 協会
ーション －５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6009,9005,5 （公社）岩手県看護協 〒029-0803 0191-51-1366 熊谷　眞貴子 平12. 7. 3 公益社団法人岩手看護 及川　吏智子 現存

会立千厩訪問看護ステ 一関市千厩町千厩字町浦３２－ 協会
ーション ２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6109,9007,1 訪問看護ステーション 〒029-0202 0191-43-2422 淺見　昌子 平18.12.11 株式会社　ホームゆり 佐藤　義雄 現存
ホームゆりの木 一関市川崎町薄衣町裏４２番地 の木

１１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6209,9010,5 ふじさわ訪問看護ステ 〒029-3405 0191-63-5213 千葉　千代美 平11. 6.29 一関市 一関市病院事業病院 現存

ーション 一関市藤沢町藤沢字町裏５２番 事業管理者　佐藤元
地２ 美

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6309,9011,3 株式会社　きくちまさ 〒029-1111 0191-56-2205 菊地　優子 平25. 6. 1 株式会社　きくちまさ 菊地　優子 現存

こ訪問看護ステーショ 一関市千厩町奥玉沢前１７－２ こ訪問看護ステーショ
ン ン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6409,9013,9 訪問看護ステーション 〒029-0302 0191-48-3327 菅原　みち子 平27. 9. 1 株式会社　あらや 菅原　晃弘 現存

　さくら 一関市東山町長坂字町３２５番
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6509,9014,7 一関病院　訪問看護ス 〒021-0884 0191-23-2050 瀬戸　広子 平28.10. 1 医療法人　博愛会 佐藤　隆次 現存

テーションわかば 一関市大手町３番３６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6609,9015,4 ケアビレッジ一関ケア 〒021-0041 0191-33-1040 佐藤　千秋 平30. 4. 1 株式会社リツワ 佐々木　輝 現存

サービスステーション 一関市赤荻月町１７６番地
訪問看護事業所

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6710,9000,4 松原訪問看護ステーシ 〒029-2205 0192-53-1878 戸羽　久恵 平10.12.25 医療法人　勝久会 木川田　典彌 現存

ョン 陸前高田市高田町字中田６９番
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6810,9001,2 あゆみ訪問看護ステー 〒029-2206 0192-47-3434 武蔵　香織 平22. 9. 1 株式会社　ウェルファ 齊藤　裕基 現存

ション陸前高田 陸前高田市米崎町佐野１５２－ ー
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6911,9001,0 あゆみ訪問看護ステー 〒026-0024 0193-31-3388 上澤　真樹 平18. 7.20 株式会社　ウェルファ 齊藤　裕基 現存

ション 釜石市大町２丁目２番２４号 ー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7011,9002,8 フジクラ訪問看護リハ 〒026-0412 0193-55-4591 林　明 平25.11. 7 有限会社　藤倉建設 藤原　善生 現存
ビリステーション 釜石市栗林町第２２地割１４番

地５
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7113,9000,8 （公社）岩手県看護協 〒028-6101 0195-22-1500 坂脇　恵 平11. 8.20 公益社団法人岩手看護 及川　吏智子 現存

会立二戸訪問看護ステ 二戸市福岡字八幡下１１－１ 協会
ーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7215,9003,7 訪問看護ステーション 〒023-1101 0197-35-0123 山内　こう子 平12. 5. 1 （有）えさし在宅セン 玉澤　悦子 現存

たまちゃん 奥州市江刺岩谷堂字二本木７１ ター
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7315,9005,2 前沢訪問看護ステーシ 〒029-4208 0197-41-3205 千葉　咲子 平11. 8.20 奥州市病院事業管理者 柏山　徹郎 現存

ョン 奥州市前沢字立石１８０番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7415,9006,0 訪問看護ステーション 〒023-0045 0197-34-4288 高橋　八枝子 平20.10. 1 株式会社みどり薬局 安藤　早苗 現存

　みどり 奥州市水沢大町６６番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7515,9007,8 ニチイケアセンター水 〒023-0816 0197-51-2636 向　弘子 平23. 6. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

沢　訪問看護ステーシ 奥州市水沢西町２番１０号
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7615,9009,4 複合型サービス事業所 〒023-1131 神田　幸恵 平25.12.26 社会福祉法人聖愛育成 海鋒　守 現存

聖愛園にっかわ 奥州市江刺愛宕八日市１－２ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7715,9010,2 訪問看護ゆたかな家っ 〒023-0403 0197-47-6010 千葉　みどり 平27. 8. 1 株式会社ケアサービス 佐々木　裕 現存

こ 奥州市胆沢若柳字下松原８０番 ゆたか
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7815,9011,0 水沢病院訪問看護ステ 〒023-0053 0197-25-3833 遠藤　恵 平28. 4. 1 総合水沢病院 柏山　徹郎 現存

ーションきらり 奥州市水沢大手町三丁目１番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7915,9012,8 社団医療法人　啓愛会 〒023-0104 0197-47-4750 菅野　しく子 平28.10. 1 社団医療法人　啓愛会 井筒　岳 現存

　東水沢訪問看護ステ 奥州市水沢羽田町駅前２丁目８
ーション ７番地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  8015,9013,6 指定訪問看護ステーシ 〒023-1131 0197-47-6727 寺島　栄子 平29. 7. 1 合同会社桜樹 寺島　栄子 現存
ョンさくら 奥州市江刺愛宕字沼ノ上３２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8115,9014,4 こころ訪問看護ステー 〒023-0863 0197-27-0262 三田　幸絵 平30. 5. 1 合同会社結心 三田　幸絵 現存

ション 奥州市水沢川端１８７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8216,9001,9 康済会訪問看護ステー 〒020-0771 019-687-6560 勝田　真由美 平11. 6.25 社会福祉法人　康済会 久保谷　康夫 現存

ション滝沢 滝沢市大釜竹鼻１６３－１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8316,9002,7 訪問看護ステーション 〒020-0735 工藤　直子 平23. 4. 1 ゆうゆい株式会社 代表取締役　高橋栄 現存

ありがとう 滝沢市篠木黒畑５６番地１ 子
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8416,9003,5 サン・ケアサービスセ 〒020-0662 019-684-6254 河原木　初枝 平26. 4. 1 有限会社イリク 荒木　牧子 現存

ンター訪問看護事業所 滝沢市鵜飼大緩４７番地２８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8516,9004,3 在宅ボックス滝沢訪問 〒020-0638 019-699-1155 宮城　路子 平26. 9.16 医療法人ゆとりが丘ク 髙橋　邦尚 現存

看護ステーション 滝沢市土沢５５８番地 リニック
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8616,9006,8 訪問看護ステーション 〒020-0632 019-681-3615 坂本　いとな 平29. 4. 1 有限会社　トータルり 冨澤　和博 現存

　りはびり学校いわて 滝沢市牧野林１０４８－７ はびり
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8721,9008,4 しずくいし訪問看護ス 〒020-0542 019-681-6502 松本　夕季 平25. 7. 1 特定非営利活動法人ヘ 立身　政信 現存

テーション　心 岩手郡雫石町万田渡７４－１ ルスプロモーションい
わて

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8822,9000,9 訪問看護ステーション 〒028-3614 019-698-1388 坂本　由美子 平11. 5.25 医療法人社団　帰厚堂 木村　宗孝 現存

やはば 紫波郡矢巾町又兵エ新田第５地
割３３５番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8922,9001,7 特定非営利活動法人し 〒028-3309 019-671-1220 阿部　愛子 平12. 7. 1 特定非営利活動法人し 阿部　愛子 現存

わ訪問看護ステーショ 紫波郡紫波町北日詰大日堂２番 わ訪問看護ステーショ
ン虹 地１ ン虹

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9022,9002,5 訪問看護ステーション 〒028-3301 019-656-7137 苗代澤　洋子 平27.11.11 合同会社　縁 苗代澤　洋子 現存

　縁 紫波郡紫波町中島前郷１３４－
１８
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  9122,9003,3 訪問看護ステーション 〒028-3615 019-613-4493 飯嶋　純一 平28.10. 1 株式会社グッドナース 飯嶋　純一 現存
結いの手 紫波郡矢巾町南矢幅第７地割４

４５番地薬王堂岩手矢巾店２階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9225,9000,2 金ケ崎町訪問看護ステ 〒029-4503 0197-44-4560 高橋　嬢子 平 8. 3.29 金ケ崎町 髙橋　由一 現存

ーション 胆沢郡金ケ崎町西根鑓水９８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9325,9003,6 花憩庵訪問看護ステー 〒029-4503 0197-42-5001 佐々木　未来 平24. 3. 1 医療法人社団　創生会 上田　雅道 現存

ション 胆沢郡金ケ崎町西根谷来浦４６
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9430,9001,0 あゆみ訪問看護ステー 〒028-1352 0193-77-5757 齊藤　裕基 平20.12. 1 株式会社　ウェルファ 齊藤　裕基 現存

ション山田 下閉伊郡山田町飯岡６地割９番 ー
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9530,9002,8 山田町社協指定訪問看 〒028-1321 0193-82-4000 松尾　珠実 平30. 4. 1 社会福祉法人　山田町 箱石　紅子 現存

護ステーション 下閉伊郡山田町山田第１５地割 社会福祉協議会
８２番地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9632,9000,8 株式会社　結愛サービ 〒028-5312 0195-32-3737 佐藤　静子 平15.11.13 株式会社　結愛サービ 尻引　順一 現存

ス公社指定訪問看護ス 二戸郡一戸町一戸字砂森９３番 ス公社
テーション 地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9701,9042,5 訪問看護ステーション 〒020-0851 019-613-7201 中村　晴美 平27. 6. 1 ナラビットホールディ 松嶋　大 休止

みんなのものがたり・ 盛岡市向中野５－１７－１８ ングス株式会社
てんしさん

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9801,9045,8 訪問看護ステーション 〒020-0134 019-601-6777 樋沢　友美 平27.12. 1 株式会社　紫峰会 樋沢　晃 休止

「ふくろうの家」 盛岡市南青山町１９－２４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9906,9000,2 訪問看護ステーション 〒024-0043 0197-65-3811 小原　文子 平 5.12.15 医療法人　優親会 及川　優 休止

北上 北上市立花第１０地割２８番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 10006,9010,1 指定訪問看護事業所　 〒024-0004 0197-72-7920 木村　千恵美 平26. 9.19 株式会社真心　デイサ 菊池　拓也 休止
在宅ケアサービス安寿 北上市村崎野１５地割５３９番 ービス安寿

地２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10109,9001,4 シルバーヘルス訪問看 〒021-0852 0191-26-5050 木村　ひで子 平 9. 9. 4 医療法人　白光 橋本　種仁 休止

護ステーション 一関市沢２９８番２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10209,9008,9 訪問看護ステーション 〒029-0132 0191-23-2621 千葉　京子 平21.12. 1 有限会社ヤマフジ 槻山　早男 休止

こころ 一関市滝沢字宮田５１－１２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10311,9000,2 はまゆり訪問看護ステ 〒026-0052 0193-23-6010 千葉　万里子 平 5.11. 1 医療法人　楽山会 中村　好和 休止

ーション 釜石市小佐野町３丁目９番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10414,9000,6 訪問看護ステーション 〒028-7303 0195-71-1122 東舘　佐代子 平11. 5.20 一般財団法人　みちの 及川　忠人 休止

のぞみ 八幡平市柏台二丁目８番３号 く愛隣協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10515,9002,9 えさし訪問看護ステー 〒023-1101 0197-35-8481 菊地　陽子 平10. 4.30 医療法人　青樹会 小野寺　克 休止

ション 奥州市江刺岩谷堂字下惣田２９
０番３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10615,9008,6 指定訪問看護ステーシ 〒023-1103 0197-47-5666 寺島　栄子 平26.11.21 合同会社前畑 髙橋　秀年 休止

ョンはなみずき 奥州市江刺西大通り１－１１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10716,9005,0 訪問看護ステーション 〒020-0664 019-613-3016 去石　みよ子 平28. 9. 1 医療法人社団　松誠会 伊藤　浩信 休止

なのはな 滝沢市鵜飼笹森４２番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10821,9004,3 訪問看護ステーション 〒028-5403 0195-67-1117 立花　きみ代 平15. 4. 1 医療法人　敬仁会 西島　康之 休止

　すこやかくずまき 岩手郡葛巻町江刈第５地割字四
日市１５５番７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10929,9000,4 ふれあいおおつち訪問 〒028-1121 0193-42-5686 小笠原　実智代 平12. 3.28 医療法人　あかね会 赤羽　照雄 休止

看護ステーション 上閉伊郡大槌町小鎚第１４地割
字蕨打長８２－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 11030,9000,2 田野畑村訪問看護ステ 〒028-8407 0194-33-3101 畠山　とし子 平16. 4. 1 田野畑村訪問看護ステ 田野畑村　村長 休止
ーション 下閉伊郡田野畑村田野畑１２０ ーション

番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


