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   10290018  石巻市医師会附属訪問 〒986-0855 0225-95-6583 阿部　朋美 平 8. 6.17 一般社団法人石巻市医 千葉　淳 現存
看護ステーション 石巻市大街道東四丁目２番１０ 師会

号クレンビル１号館１階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20290026  ひまわり訪問看護ステ 〒986-0859 0225-21-5151 渡部　峯子 平10. 1. 5 医療法人社団健育会 竹川　節男 現存

ーション 石巻市大街道西３－１－２８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30290059  仁明会訪問看護ステー 〒986-0853 0225-21-8207 阿部　笑子 平15. 8. 1 医療法人社団仁明会 齋藤　仁一 現存

ション青葉 石巻市門脇一番谷地５７－１８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40290091  訪問看護ステーション 〒986-0832 0225-92-5301 阿部　ひろみ 平18. 7. 1 医療法人　有恒会 樹神　弘郎 現存

こだま 石巻市泉町３－１０－４０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50290109  医療法人　啓仁会　訪 〒987-1222 0225-73-5331 鈴木　真澄 平19. 9. 1 医療法人　啓仁会 矢吹　甚吾 現存

問看護ステーションふ 石巻市広渕字焼巻２
かや

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60290158  仁明会訪問看護ステー 〒986-0041 0225-23-2355 菊地　京子 平26. 2. 1 医療法人　社団　仁明 齋藤　仁一 現存

ションみなと 石巻市伊原津２－１－２ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70290166  ぷりけあ訪問看護ステ 〒986-0861 0225-98-6491 佐々木　あかね 平26. 4. 1 ぷりけあ株式会社 佐々木　あかね 現存

ーション 石巻市蛇田字南久林１４－３ユ
ニバーサルⅠ　１０２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80290174  セントケア訪問看護ス 〒986-0866 0225-22-1061 亀山　康子 平27. 4. 1 セントケア宮城株式会 楠本　大 現存

テーション石巻あけぼ 石巻市茜平２－１－７ 社
の

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90290182  医療法人社団　健育会 〒986-0859 0225-98-4213 渡部　峯子 平27. 3. 1 医療法人社団　健育会 竹川　節男 現存

　ナースインホームひ 石巻市大街道西３丁目１番２８
まわり 号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100290190  あん暖手ナースステー 〒987-1221 0225-24-6982 木村　美智 平28.12.15 株式会社　国土コンサ 大森　隆幸 現存

ション 石巻市須江字しらさぎ台３丁目 ルティング
３番８号メゾン・ド・エグレッ
トＢ１０１・１０２

［宮城県］
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  110390016  公益財団法人宮城厚生 〒985-0085 022-366-5539 永井　知枝 平 7.11. 1 公益財団法人宮城厚生 小熊　信 現存
協会ケアステーション 塩竈市庚塚１－３ 協会
しおかぜ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  120390024  塩釜医師会訪問看護ス 〒985-0024 022-364-3455 太田　愛子 平 8. 2. 1 公益社団法人宮城県塩 鳥越　紘二 現存

テーション 塩竈市錦町７－１０ 釜医師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130390032  悠泉　訪問看護事業所 〒985-0001 022-361-5377 本宮　由紀枝 平21. 2. 1 株式会社　紅葉 川崎　泰泉 現存

塩竈市新浜町二丁目１番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140390040  護療舎訪問看護ステー 〒985-0061 022-367-3256 泉　緩奈 平22. 6. 1 医療法人財団　五倫会 髙橋　正倫 現存

ション 塩竈市清水沢四丁目３７番２０
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150390057  ケアビレッジ塩竃ケア 〒985-0061 022-354-0038 千田　修一 平29. 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 塩竈市清水沢四丁目３９番地１
訪問看護事業所 号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160590029  南三陸訪問看護ステー 〒988-0085 0226-22-6895 千葉　美由紀 平11. 8. 2 社会福祉法人キングス 佐藤　春子 現存

ション 気仙沼市三日町１－２－２８ ・ガーデン宮城
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170590037  訪問看護ステーション 〒988-0076 0226-23-5323 千田　淑子 平23. 6. 2 医療法人くさの実会 猪苗代　盛貞 現存

春圃 気仙沼市舘山一丁目１番４３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180590045  訪問看護ステーション 〒988-0122 0226-29-6113 村上　佐智子 平23. 7.15 株式会社　ハートナー 鎌野　倫加 現存

　あした　気仙沼ステ 気仙沼市松崎五駄鱈１３－３末 シング高松
ーション 永アパート１号棟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190690019  白石市医師会訪問看護 〒989-0276 0224-24-2267 木下　美和 平10. 7.15 一般社団法人白石市医 小松　和久 現存

ステーション 白石市大手町１－１ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200690027  訪問看護ステーション 〒989-0218 0224-26-6806 加藤　由美 平28. 5. 1 株式会社　ＴｒｅｅＴ 佐藤　弘樹 現存

　リズム白石蔵王 白石市鷹巣東三丁目８番１号 ｕｍｂｏＩｄｅａｃｔ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  210694003  看護小規模多機能　リ 〒989-0218 加藤　由美 平28. 5. 1 株式会社　Ｔｒｅｅ　 佐藤　弘樹 現存
ズム白石蔵王 白石市鷹巣東三丁目８番１号 Ｔｕｍｂｏ　Ｉｄｅａ

ｃｔ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220790017  名取訪問看護ステーシ 〒981-1231 022-382-3650 田渕　富久美 平 6.10. 1 社会福祉法人宮城福祉 遠藤　公夫 現存

ョン 名取市手倉田字山２０８－１ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230790025  あすなろ訪問看護ステ 〒981-1224 022-384-9079 武田　早苗 平 9. 2. 3 医療法人社団洞口会 洞口　淳 現存

ーション 名取市増田字柳田８－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240790058  訪問看護ステーション 〒981-1226 022-381-6520 本多　ひとみ 平13. 8. 1 有限会社すぽっとけあ 浅尾　末治 現存

すぽっと 名取市植松一丁目４番１０号 サポート
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250790074  宮城県立精神医療セン 〒981-1231 022-384-9107 佐藤　理香 平26. 4.15 地方独立行政法人宮城 西條　茂 現存

ター　訪問看護ステー 名取市手倉田字山無番地 県立病院機構
ション　ゆとり

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260790090  太陽の郷　愛島　ナー 〒981-1240 022-797-3662 佐藤　はなだ 平28. 8. 1 株式会社　太陽デパー 阿部　栄一 現存

スステーション 名取市愛島郷二丁目１１－３ ト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270790108  訪問看護ステーション 〒981-1225 022-397-7531 引地　恵美 平29. 7.15 株式会社ジーマープル 小林　嘉一 現存

　シンシア 名取市飯野坂四丁目４番１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280990013  公益財団法人宮城厚生 〒985-0831 022-361-1311 鈴木　留美子 平11. 4. 1 公益財団法人宮城厚生 小熊　信 現存

協会ケアステーション 多賀城市笠神１－８－２８ 協会
つくし

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290990021  仙塩訪問看護ステーシ 〒985-0842 022-367-0501 比良　孝子 平11. 4.14 医療法人寳樹会 鈴木　寛寿 現存

ョン 多賀城市桜木２－１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300990047  さくらビレッジ訪問看 〒985-0842 022-365-9727 鈴木　広美 平28.12.15 株式会社ｓｅａｓｏｎ 渡邊　晃 現存

護ステーション 多賀城市桜木二丁目２番２２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  311190019  南東北訪問看護ステー 〒989-2427 0223-23-4566 真壁　恭子 平 8.11. 1 社会医療法人将道会 渡邉　一夫 現存

ション 岩沼市里の杜１－２－６
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  321290041  登米市訪問看護ステー 〒987-0364 0225-76-6210 遠藤　和子 平17. 4. 1 登米市 熊谷　盛廣 現存
ション 登米市土手下６７－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  331290058  訪問看護ステーション 〒987-0611 0220-35-2656 佐々木　裕三子 平21. 6. 1 医療法人仁泉会 田中　由紀子 現存

ふれあいなかだ 登米市中田町浅水字上川面６５
番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  341390015  公益社団法人宮城県看 〒987-2216 0228-24-8151 千葉　真弓 平 9. 4.15 公益社団法人宮城県看 佃　祥子 現存

護協会栗原訪問看護ス 栗原市築館伊豆２－７－１７ 護協会
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  351390049  訪問看護ステーション 〒989-4802 0228-43-1213 鈴木　貞子 平18. 3.15 医療法人　一秀会 金野　真一 現存

まごころ 栗原市金成末野台下３１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  361390056  桜樹訪問看護ステーシ 〒989-5501 0228-32-7175 髙橋　まさ子 平24. 4. 1 株式会社リハサポート 大友　昭彦 現存

ョン 栗原市若柳川北元町裏１１４ 桜樹
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  371590010  公益財団法人宮城厚生 〒989-6115 0229-24-2997 木村　恵子 平18. 3.31 公益財団法人宮城厚生 小熊　信 現存

協会ケアステーション 大崎市古川駅東２－１２－１８ 協会
あゆみ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  381590028  大崎市医師会訪問看護 〒989-6162 0229-22-5317 若松　典子 平18. 3.31 一般社団法人　大崎市 近江　徹廣 現存

ステーション 大崎市古川駅前大通２－４－３ 医師会
８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  391590044  公益社団法人宮城県看 〒989-6321 0229-52-5135 安住　アケミ 平18. 3.31 公益社団法人宮城県看 佃　祥子 現存

護協会大崎訪問看護ス 大崎市三本木字善並田１５６番 護協会
テーション 地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  401590051  介護老人保健施設ヒュ 〒987-1303 0229-55-3349 遠藤　由美子 平24. 1. 1 医療法人　而成会 松本　啓 現存

ーマンシティ松山訪問 大崎市松山金谷字中田７６番１
看護ステーション 大崎ミッドタウン総合メディケ

アセンター３階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  411590069  ニチイケアセンター古 〒989-6105 0229-21-0620 熊谷　恵美子 平24. 7. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存
川訪問看護ステーショ 大崎市古川福沼１丁目１４番３
ン ５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  421590085  医療法人社団健育会大 〒987-1304 0229-87-5560 阿部　まなみ 平25.12. 1 医療法人社団　健育会 竹川　節男 現存

崎ひまわり訪問看護ス 大崎市松山千石字亀田１８４
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  431590093  訪問看護ステーション 〒989-6142 0229-25-4303 伊澤　和也 平27. 5. 1 合同会社訪問看護ステ 伊澤　和也 現存

和み 大崎市古川中島町３番１０号 ーション和み
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  441590101  セントケア訪問看護ス 〒989-6228 0229-26-3035 槇　正和 平29.10. 1 セントケア宮城株式会 楠本　大 現存

テーション岩出山 大崎市古川清水字成田宮田５８ 社
番地４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  451590119  医療法人鳳珠会まさむ 〒989-6232 0229-25-4749 今井　芳美 平29.12. 1 医療法人鳳珠会 正井　佑典 現存

ね訪問看護ステーショ 大崎市古川沢田字筒場浦８２番
ン イオンタウン古川ショッピング

センター内
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  461690026  あおい訪問看護ステー 〒981-3311 022-771-8930 渡邊　ちとみ 平16. 8.13 有限会社あおい 小野　久恵 現存

ション富谷 富谷市富谷一枚沖１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  472190018  （社）蔵王町社会福祉 〒989-0821 0224-33-2940 村上　貴代 平15. 8. 1 社会福祉法人蔵王町社 伊藤　重富 現存

協議会訪問看護ステー 刈田郡蔵王町円田十文字北３番 会福祉協議会
ション 地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  482290016  公益社団法人宮城県看 〒989-1601 0224-87-8788 渋谷　幸江 平10. 3. 2 公益社団法人宮城県看 上田　笑子 現存

護協会柴田・角田地域 柴田郡柴田町船岡中央２丁目７ 護協会
訪問看護ステーション 番１９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  492290024  訪問看護ステーション 〒989-1751 0224-58-7707 遊佐　美千代 平12. 6.30 株式会社ジャパンケア 対馬　徳昭 現存

ハッピー槻木 柴田郡柴田町槻木新町１－３－ サービス
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  502290032  南桜訪問看護ステーシ 〒989-1272 0224-51-5056 菊地　けい子 平15. 9. 1 有限会社　ケイ 轡　ふぢ子 現存
ョン 柴田郡大河原町南桜町４－１４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  512290040  みやぎ県南中核病院附 〒989-1305 0224-82-1711 荒井　恵子 平19. 4. 1 みやぎ県南中核病院企 下瀬川　徹 現存

属訪問看護ステーショ 柴田郡村田町村田字西６２（み 業団
ン やぎ県南中核病院附属村田診療

所内）
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  522490012  やまもと訪問看護ステ 〒989-2202 0223-37-3045 三浦　智香子 平 8. 5. 1 医療法人社団松村クリ 松村　吉史 現存

ーション 亘理郡山元町高瀬字合戦原５４ ニック
－２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  532490038  リハビリ訪問看護ステ 〒989-2383 0223-35-6027 中里　綾 平24. 4. 1 株式会社クオリティー 渡部　浩之 現存

ーション　つばさ仙南 亘理郡亘理町逢隈田沢字早川７ ライフ
５－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  542490046  すこやか訪問看護ステ 〒989-2331 0223-36-7883 水谷　一子 平29. 7.15 合同会社みらい介護 高橋　朝弥 現存

ーション 亘理郡亘理町吉田字原２４７番
地１９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  552690025  松島医療生活協同組合 〒981-0213 022-353-3295 岩渕　純子 平11. 6. 1 松島医療生活協同組合 蒲生　功 現存

訪問看護ステーション 宮城郡松島町松島字普賢堂１－
まつしま ４まつしまの郷

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  562690066  ねんりん訪問看護ステ 〒985-0824 022-357-0272 佐藤　静 平27. 8. 1 株式会社年輪 佐藤　静 現存

ーション 宮城郡七ヶ浜町境山二丁目９番
２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  572790023  くろかわ訪問看護ステ 〒981-3621 022-347-1677 石塚　玲子 平10. 5. 1 黒川地域行政事務組合 浅野　元 現存

ーション 黒川郡大和町吉岡字西桧木６０ 理事会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  582790031  大郷訪問看護ステーシ 〒981-3515 022-359-2562 杉山　有子 平12. 3.31 医療法人社団俊香会 杉山　善助 現存

ョン 黒川郡大郷町羽生字中ノ町１１
番１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  592890021  公益社団法人宮城県看 〒981-4241 0229-64-1551 高橋　由利 平12. 3. 1 公益社団法人宮城県看 佃　祥子 現存
護協会加美訪問看護ス 加美郡加美町南町１８１－１ 護協会
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  603190017  涌谷町訪問看護ステー 〒987-0121 0229-43-5111 鈴木　義子 平 6.10. 1 涌谷町 大橋　信夫 現存

ション 遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７
８（医療福祉センター内）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  613190025  公益社団法人宮城県看 〒987-0038 0229-32-2296 伊藤　恵 平 9. 2. 3 公益社団法人宮城県看 佃　祥子 現存

護協会こごた訪問看護 遠田郡美里町駅東１－２－１ 護協会
ステーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  623690024  りあす訪問看護ステー 〒986-0725 0226-46-3664 阿部　美智枝 平17.10. 1 南三陸町 佐藤　仁 現存

ション 本吉郡南三陸町志津川沼田１４
－３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  635190015  仙台ロイヤルケアセン 〒989-3214 022-394-7755 岡崎　禅 平 6.10. 1 医療法人財団明理会 中村　哲也 現存

ター訪問看護ステーシ 仙台市青葉区みやぎ台１－３１
ョン －１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  645190023  公益社団法人宮城県看 〒981-0933 022-219-1093 藤本　貴子 平 7. 3.16 公益社団法人宮城県看 佃　祥子 現存

護協会青葉訪問看護ス 仙台市青葉区柏木２－３－２３ 護協会
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  655190031  仙台北訪問看護ステー 〒981-0935 022-275-0511 中島　ふみ 平 9. 6. 2 医療法人社団　千葉ク 千葉　純治 現存

ション 仙台市青葉区三条町１６－１２ リニック
センリーフＳＴ３０１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  665190049  上杉訪問看護ステーシ 〒980-0011 022-221-5568 村形　多美子 平 9. 7.10 一般財団法人周行会 佐藤　俊哉 現存

ョン 仙台市青葉区上杉２丁目３番３
号ノースフォービル３Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  675190056  小松島訪問看護ステー 〒981-0906 022-718-5077 須藤　美恵子 平 9. 8. 1 社会福祉法人仙台基督 斉藤　久吉 現存

ション 仙台市青葉区小松島新堤７－１ 教育児院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  685190080  こ～ぷのお家　桜ヶ丘 〒981-0961 022-303-0828 池下　久美 平11. 7. 1 社会福祉法人こーぷ福 吉田　孝 現存
訪問看護ステーション 仙台市青葉区桜ケ丘２－２０－ 祉会

１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  695190098  せんだんの丘指定訪問 〒989-3201 022-233-3111 齊藤　陽子 平12. 4. 1 医療法人社団東北福祉 伊藤　恒敏 現存

看護ステーション 仙台市青葉区国見ケ丘６－１２ 会せんだんの丘
６－５１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  705190106  訪問看護ステーション 〒989-3122 022-391-1082 橋本　禎子 平12.11. 1 有限会社ゆいまーる 橋本　禎子 現存

ゆいまーる 仙台市青葉区栗生３－１７－１
　ブルーベリー栗生２０５号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  715190114  セコム仙台訪問看護ス 〒980-0011 022-211-6088 乳井　恵子 平13. 2. 1 セコム医療システム株 小松　淳 現存

テーション 仙台市青葉区上杉１－７－３０ 式会社
エグゼクティブ上杉２２２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  725190122  イーライフ訪問看護ス 〒980-0003 022-726-3577 松　まり子 平16. 9. 1 有限会社　イーライフ 松　まり子 現存

テーション 仙台市青葉区小田原５－１－５
３－１０４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  735190130  葉山地域包括サービス 〒981-0917 022-273-4917 矢萩　裕美 平17.12. 1 社会福祉法人仙台市社 菅田　賢治 現存

ステーション葉山訪問 仙台市青葉区葉山町８－１ 会事業協会
看護センター

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  745190189  セコム仙台北訪問看護 〒981-0901 022-728-8826 桑田　久美子 平24. 1.15 セコム医療システム株 小松　淳 現存

ステーション 仙台市青葉区北根黒松１番３０ 式会社
号セコム仙台ビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  755190205  ＫＫＲ公済訪問看護ス 〒980-0804 022-263-2733 岡本　真紀子 平25. 9. 1 国家公務員共済組合連 松元　崇 現存

テーション 仙台市青葉区大町１－３－５ 合会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  765190262  ひばり訪問看護ステー 〒980-0011 022-728-8160 中村　建 平27. 3.15 株式会社ひばり 青戸　陽祐 現存

ション 仙台市青葉区上杉６－６－４７
－２Ｓｆｉｄａ　上杉Ｂ棟１号
室
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  775190270  株式会社はづき訪問看 〒980-0871 022-301-6860 佐々木　喜代子 平27. 5. 1 株式会社はづき訪問看 佐々木　喜代子 現存
護ステーション 仙台市青葉区八幡４丁目１７番 護ステーション

１７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  785190296  ギアール・サービス訪 〒989-3124 022-392-1331 針生　厚子 平27.10. 1 有限会社ギアール・サ 庄司　紗世子 現存

問看護ステーション 仙台市青葉区上愛子字街道６１ ービス
－２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  795190304  あおいくま訪問看護リ 〒980-0803 022-281-9592 石田　奈緒巳 平29. 3. 1 あおいくまメディカル 目黒　憲一 現存

ハビリステーション仙 仙台市青葉区国分町三丁目４番 株式会社
台 １０号ヒルトップ晩翠４階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  805190312  日本訪問看護師養成協 〒980-0003 022-281-8126 中川　純子 平29. 7. 1 株式会社中川 中川　裕章 現存

会訪問看護ステーショ 仙台市青葉区小田原四丁目２番
ン ５０号２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  815190338  訪問看護ステーション 〒981-0943 022-727-1060 津久井　みき 平30. 3. 1 社会福祉法人元気村 神成　裕介 現存

国見あおば翔裕園 仙台市青葉区国見六丁目８６番
１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  825190346  訪問看護ステーション 〒980-0011 022-302-7926 笹原　恵子 平30. 4. 1 株式会社ここみケア 兼子　広喜 現存

Ｓｏｒａ 仙台市青葉区上杉一丁目１５番
３３号上杉えるえるビル３Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  835190353  訪問看護ステーション 〒989-3121 022-302-2460 星　徳枝 平30. 4. 1 医療法人ひろせ会 田中　由紀子 現存

ひろせ 仙台市青葉区郷六字大森４番地
の２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  845190361  なの花訪問看護ステー 〒980-0021 022-395-7233 藤本　亘史 平30. 5. 1 株式会社ひまわり看護 富山　浩太郎 現存

ション仙台 仙台市青葉区中央四丁目４番８ ステーション
号３階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  855290039  仙台東部訪問看護ステ 〒983-0833 022-296-2055 伊藤　かおる 平 9. 4. 1 社会医療法人　康陽会 中島　康之 現存

ーション 仙台市宮城野区東仙台５－２５
－６３
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  865290047  訪問看護ステーション 〒983-0821 022-255-3066 蓮田　和子 平 9.10. 1 医療法人　岩切病院 中嶋　俊之 現存
とまと 仙台市宮城野区岩切字稲荷４１

－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  875290062  有限会社ホームナース 〒983-0047 022-292-5650 升澤　佳江 平13.11.15 有限会社ホームナース 京極　あや子 現存

仙台銀杏町訪問看護ス 仙台市宮城野区銀杏町２８－１ 仙台
テーション ９　パルネットコスモ１０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  885290070  フォーレスト訪問看護 〒983-0821 022-396-0030 鈴木　敏幸 平17. 5. 1 有限会社在宅支援チー 千葉　博信 現存

ステーション 仙台市宮城野区岩切字谷地１５ ムフォーレスト
番１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  895290088  セコム仙台東訪問看護 〒983-0036 022-788-2082 高橋　栄子 平19. 8.15 セコム医療システム株 小松　淳 現存

ステーション 仙台市宮城野区苦竹１－５－１ 式会社
成田米穀店２０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  905290096  訪問看護ステーション 〒983-0833 022-253-3294 上杉　絵理子 平23. 6. 1 株式会社　アクティブ 阿比留　雅子 現存

みのり仙台 仙台市宮城野区東仙台二丁目１ ・ケア
４番２２号オフィスＭＡ１階１
号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  915290104  訪問看護ステーション 〒983-0833 022-385-6117 鳴海　幸 平23. 9.15 株式会社　もりのとび 金成　秀夫 現存

もりのとびら 仙台市宮城野区東仙台１丁目７ ら
番１号ロイヤルヒルズ東仙台１
－Ａ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  925290146  ケアーズ訪問看護リハ 〒983-0841 022-355-8817 菊池　真知子 平27. 3.15 有限会社菊地ハガネ 菊地　一 現存

ビリステーション仙台 仙台市宮城野区原町２－４－２
東 ０イーストキャッスル仙台２０

１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  935290161  東北ナースステーショ 〒983-0044 022-794-8570 正野　千鶴子 平29. 5. 1 医療法人社団希翔会 安田　浩康 現存

ン 仙台市宮城野区宮千代二丁目１
５番地の１コンフォートＫＭ１
階１００号室
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  945290179  セントケア訪問看護ス 〒983-0833 022-292-1380 伊藤　久美子 平30. 1. 1 セントケア宮城株式会 楠本　大 現存
テーション仙台東 仙台市宮城野区東仙台二丁目１ 社

７－５ロックスビル２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  955290187  わかな訪問看護リハビ 〒983-0005 022-703-1035 齊藤　ゆかり 平30. 4. 1 株式会社和奏 山添　泰輔 現存

リステーション 仙台市宮城野区福室五丁目１４
番７号ファミール福室２０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  965294007  セントケア看護小規模 〒983-0005 022-387-1055 島貫　一美 平29. 4. 1 セントケア東北株式会 楠本　大 現存

仙台中野 仙台市宮城野区福室７丁目１番 社
７１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  975390011  公益社団法人宮城県看 〒984-0032 022-352-3324 佐藤　功子 平 6.10. 1 公益社団法人宮城県看 佃　祥子 現存

護協会若林訪問看護ス 仙台市若林区荒井八丁目７番地 護協会
テーション の４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  985390037  あおい訪問看護ステー 〒984-0032 022-390-7640 小池　晴美 昭14. 5. 1 有限会社あおい 小野　久恵 現存

ション若林 仙台市若林区荒井三丁目２－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  995390060  訪問看護ステーション 〒984-0838 022-289-7045 千葉　典子 平20. 7. 1 株式会社ファインプロ 千葉　英夫 現存

　愛の手 仙台市若林区上飯田２－２７－ ジット・チバ
１８

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1005390078  訪問看護ステーション 〒984-0826 022-794-7381 真山　京子 平23.10. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

デューン仙台 仙台市若林区若林２丁目２－１ ド
グリーンハイツⅡ１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1015390094  訪問看護ステーション 〒984-0831 022-355-6358 佐藤　太 平26. 6. 1 株式会社ファーストコ 佐藤　太 現存

ファーストケア仙台 仙台市若林区沖野三丁目６－６ ミュニケーション
０プロスペリテ沖野２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1025390110  訪問看護ココ・ステー 〒984-0074 022-796-9738 鈴木　陽子 平28. 6. 1 株式会社ココライフ 森　彰三 現存

ション仙台中央 仙台市若林区東七番丁１７番地
３階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1035390128  訪問看護ステーション 〒984-0826 022-352-4122 板橋　政子 平28. 8.15 医療法人社団　宏洋会 清水　雅行 現存
わかばやし 仙台市若林区若林５丁目４番４ 　清水内科外科医院

４号エステートピア蘭３番館１
０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1045390136  ハイジア訪問看護リハ 〒984-0823 022-794-7540 星　ルミ子 平28. 9.15 有限会社　東北塩ビ 深澤　英則 現存

ビリステーション 仙台市若林区遠見塚２丁目６－
５三リリアントシルフ　１０１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1055390144  セコム仙台若林訪問看 〒984-0816 022-216-4780 武田　伸恵 平28.12. 1 セコム医療システム株 小松　淳 現存

護ステーション 仙台市若林区河原町一丁目１番 式会社
２３号イガストゲート河原町２
０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1065390151  セントケア訪問看護ス 〒984-0826 022-285-1030 黒澤　洋司 平29. 7. 1 セントケア東北株式会 楠本　大 現存

テーション若林 仙台市若林区若林七丁目１番２ 社
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1075390169  ハイジア訪問看護リハ 〒984-0823 022-794-7540 星　ルミ子 平29.12. 1 合同会社日本メディカ 須知　享 現存

ビリステーション 仙台市若林区遠見塚二丁目６－ ル
５三リリアントシルフ１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1085390177  訪問看護ステーション 〒984-0806 022-302-4752 堀尾　とみゑ 平30. 3. 1 医療法人社団桜蘭会 堀之内　節 現存

それいゆ 仙台市若林区舟丁３番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1095490019  西中田訪問看護ステー 〒981-1105 022-241-6124 斎藤　正子 平 7. 7. 1 医療法人社団誠英会 小林　誠一 現存

ション 仙台市太白区西中田２－１９－
５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1105490027  公益財団法人宮城厚生 〒982-0003 022-246-6554 仙石　千賀子 平 7.10. 2 公益財団法人宮城厚生 小熊　信 現存

協会ケアステーション 仙台市太白区郡山７－１６－８ 協会
郡山

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1115490043  公益財団法人宮城厚生 〒982-0011 022-247-2252 村上　智美 平10.11. 2 公益財団法人宮城厚生 小熊　信 現存
協会ケアステーション 仙台市太白区長町３－７－２６ 協会
ながまち 長町病院　北棟２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1125490076  宮城ろうふく会　あき 〒982-0251 022-281-5087 松浦　千春 平14. 5.31 社会福祉法人　宮城ろ 山崎　透 現存

う訪問看護ステーショ 仙台市太白区茂庭字合ノ沢南３ うふく会
ン ９－１仙台秋保ＯＣビル１０３

号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1135490100  訪問看護ステーション 〒982-0014 022-246-8501 阿部　由美 平22. 2. 1 医療法人武田内科医院 小林　芳江 現存

菜の花 仙台市太白区大野田四丁目３０
番地の５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1145490118  袋原訪問看護ステーシ 〒981-1107 022-242-8635 橋本　裕子 平23. 4. 1 社会福祉法人　仙台ビ 髙橋　治 現存

ョン 仙台市太白区東中田四丁目１１ ーナス会
－４５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1155490126  訪問看護ステーション 〒982-0003 022-397-9367 片山　美穂 平23. 4. 1 株式会社　こうけん 今野　雅隆 現存

　結（ゆい） 仙台市太白区郡山８－２－２４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1165490134  こころサポート太白訪 〒982-0014 022-393-8795 岩沼　牧子 平24. 3.15 宮城訪問看護ステーシ 平塚　陽子 現存

問看護ステーション 仙台市太白区大野田四丁目６番 ョン株式会社
地の１リバーサイド三樹１号館
２０４号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1175490142  訪問看護ステーション 〒982-0033 022-743-1580 渡部　亜裕美 平24. 4. 1 株式会社　わざケア 渡部　達也 現存

　わざケア 仙台市太白区富田字上野西１６
－６小島興産事務所２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1185490167  ネクサスコート愛宕訪 〒982-0842 022-393-4631 阿部　真二 平24. 6. 1 株式会社ネクサスケア 山木　正幸 現存

問看護ステーション 仙台市太白区越路９番１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1195490175  こ～ぷのお家緑ヶ丘訪 〒982-0027 022-304-5633 黒須　喜美子 平24. 9. 1 社会福祉法人こ～ぷ福 内舘　昭子 現存

問看護ステーション 仙台市太白区大塒町３番１号 祉会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1205490183  訪問看護ステーション 〒981-1106 022-395-5337 洞口　真美 平25. 3. 1 医療法人社団葵会 新谷　幸義 現存
葵会仙台 仙台市太白区柳生字台５７－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1215490209  訪問看護ステーション 〒982-0014 022-797-6539 川村　都希子 平25. 8. 1 株式会社グッドライフ 小橋　仁 現存

カモミール 仙台市太白区大野田四丁目１８ ケア
番地の４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1225490217  訪問看護ステーション 〒981-1106 022-302-7583 財津　雅俊 平26. 4. 1 株式会社優援 財津　雅俊 現存

　ゆうえん 仙台市太白区柳生４－２－２佐
藤ハイツ　２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1235490225  ないとうクリニック訪 〒982-0252 022-796-9320 安田　洋子 平26. 4. 1 医療法人社団　静実会 内藤　久実子 現存

問看護ステーション 仙台市太白区茂庭台３－３０－
３０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1245490233  エムツー訪問看護ステ 〒982-0012 022-302-5611 高橋　めぐみ 平26. 6. 1 М２ファーマシー株式 松村　雅博 現存

ーション仙台長町 仙台市太白区長町南３－９－２ 会社
８バリーハイツ１０５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1255490258  めぐみケア訪問看護リ 〒982-0012 022-746-8558 伊藤　美保子 平26.10. 1 株式会社フジワーク 白石　純一 現存

ハビリステーション 仙台市太白区長町南３－１５－
７グローリーハイツＮｏ．３－
２０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1265490274  訪問看護ステーション 〒982-0011 022-226-7168 佐々木　祐子 平27. 6. 1 医療法人太長会 浅沼　達二 現存

グリーン・ハート 仙台市太白区長町五丁目９番１
３号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1275490308  グリーンライフ仙台訪 〒982-0007 022-304-3373 高橋　さやか 平28. 3. 1 シップヘルスケアファ 長南　登志 現存

問看護ステーション 仙台市太白区あすと長町１丁目 ーマシー東日本株式会
３番１号ＳＨＩＰ仙台ビル 社

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1285490316  医療法人松田会　八木 〒982-0841 022-738-8246 梨子下　明美 平28. 4. 1 医療法人松田会 松田　惠三郎 現存

山訪問看護ステーショ 仙台市太白区向山２丁目１１番
ン ３６号向山アパート１階
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 1295490324  セントケア訪問看護ス 〒982-0818 022-307-1418 鬼木　孝規 平28. 7. 1 セントケア東北株式会 楠本　大 現存
テーション太白山田 仙台市太白区山田新町７２番地 社

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1305490332  訪問看護ステーション 〒982-0033 022-226-7273 三井　美香 平29. 4. 1 社会福祉法人ノテ福祉 対馬　德昭 現存

　ノテ富沢 仙台市太白区富田字京ノ中９９ 会
（５８Ｂ－５１Ｌ）

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1315490340  在宅リハビリ看護ステ 〒981-1106 022-398-8072 桜場　ゆかり 平29.12. 1 株式会社ユニバーサル 土屋　和彦 現存

ーションつばさ南仙台 仙台市太白区柳生五丁目１２番 山形
７号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1325490357  ナースウェル仙台訪問 〒981-1103 022-302-6725 片岡　佳子 平30. 5.15 株式会社ケアウェル 佐藤　潤司 現存

看護 仙台市太白区中田町字東６０番
地の２５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1335590016  公益財団法人宮城厚生 〒981-3212 022-378-5442 佐藤　田鶴子 平 7.10. 9 公益財団法人宮城厚生 小熊　信 現存

協会ケアステーション 仙台市泉区長命ケ丘２－１－１ 協会
いずみ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1345590024  松田訪問看護ステーシ 〒981-3204 022-378-8887 梨子下　明美 平 8. 4.15 医療法人松田会 松田　好史 現存

ョン 仙台市泉区寺岡１丁目２５番地
の１７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1355590040  公益社団法人宮城県看 〒981-3111 022-773-6620 佐々木　裕子 平12. 2.15 公益社団法人宮城県看 上田　笑子 現存

護協会泉かむり訪問看 仙台市泉区松森字城前９－２ 護協会
護ステーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1365590081  スマイルケアステーシ 〒981-3213 022-719-8333 河口　勝男 平20. 4. 1 株式会社　小野看護総 小野　芳勝 現存

ョン青葉 仙台市泉区南中山１－３０－１ 合研究所
１コンフォート泉１０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1375590107  ネクサスコート泉中央 〒981-3133 022-344-6106 鈴木　美樹子 平21. 9. 1 株式会社ネクサスケア 山木　正幸 現存

訪問看護ステーション 仙台市泉区泉中央四丁目１４番
地の５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1385590115  セントケア訪問看護ス 〒981-3125 022-218-1171 小野　友美 平22. 8.15 セントケア東北株式会 楠本　大 現存
テーション仙台 仙台市泉区みずほ台１０－４ロ 社

ージェみずほ台１０７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1395590131  ありがとう 〒981-3132 09029807898 岸野　美代子 平23. 1. 1 合同会社　ありがとう 岸野　美代子 現存

仙台市泉区将監１２丁目１１番
９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1405590149  ジャパンケア仙台泉 〒981-3111 022-373-7083 髙橋　玲子 平23.10. 1 株式会社ジャパンケア 菊井　徹也 現存

仙台市泉区松森字鹿島５３番９ サービス
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1415590164  泉中央南おひさま訪問 〒981-3126 022-771-1051 和田　弘美 平27. 5. 1 医療法人ならの杜 新藤　哲 現存

看護ステーション 仙台市泉区泉中央南１４番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1425590180  グッドタイムサポート 〒981-3137 022-772-5867 平27. 4. 1 社会福祉法人　創生会 伊東　鐘賛 現存

泉大沢 仙台市泉区大沢３丁目５番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1435590198  絆訪問看護ステーショ 〒981-3133 022-343-8035 長谷部　由美 平29. 3. 1 株式会社絆訪問看護ス 長谷部　由美 現存

ン 仙台市泉区泉中央四丁目１９番 テーション
地の１プラーナ泉中央２１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1445590206  訪問看護・リハビリス 〒981-3121 022-342-0220 鈴木　純子 平29. 4. 1 株式会社サンメディッ 川村　貴通 現存

テーション虹 仙台市泉区上谷刈３丁目２－１ クス
ビューシティ泉Ⅰ　１０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1455590214  訪問看護ステーション 〒981-3121 022-341-6340 島貫　美沙子 平29. 5. 1 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存

デューン泉 仙台市泉区上谷刈一丁目１－２ ド
５リバーパーク上谷刈１０２号
室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1465590222  訪問看護ステーション 〒981-3111 022-341-6850 森岡　絵理 平29. 5. 1 株式会社リジョイス 立川　真也 現存

るふらん 仙台市泉区松森字内町６０コー
ポ斉藤２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1475590230  医療法人徳洲会富谷訪 〒981-3131 022-206-5822 伊澤　ひとみ 平29. 6. 1 医療法人徳洲会 鈴木　隆夫 現存
問看護ステーション 仙台市泉区七北田字駕籠沢１５

番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1485590248  エムツー訪問看護ステ 〒981-3135 022-725-5857 小川口　敦子 平30. 4. 1 Ｍ２ファーマシー株式 松村　雅博 現存

ーション泉 仙台市泉区八乙女中央三丁目２ 会社
番３０号リバーサイド及川１０
６号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1495590255  医療法人松田会寺岡訪 〒981-3204 022-341-1387 黒瀧　早苗 平30. 4. 1 医療法人松田会 松田　惠三郎 現存

問看護ステーション 仙台市泉区寺岡五丁目８番地の
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1500290208  よつばｐｌｕｓ訪問看 〒986-2137 0225-98-6330 木村　美智 平29. 2.15 医療法人　仁泉会 田中　由紀子 休止

護ステーション 石巻市さくら町五丁目１３番地
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1510790066  訪問看護ステーション 〒981-1241 022-386-3660 阿部　由美 平21. 6. 1 医療法人仁泉会 田中　由紀子 休止

ふれあい 名取市高舘熊野堂字岩口下１－
２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1520790082  訪問看護ステーション 〒989-2411 022-797-7661 丸子　亮子 平27.12. 1 株式会社　ジェイバッ 平山　浩之 休止

ケアサポート本郷 名取市本郷字町田７９番地 ク
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1535190247  八幡訪問看護ステーシ 〒980-0871 022-341-1408 三上　文子 平26. 9. 1 社会福祉法人　青葉福 庄子　清典 休止

ョン 仙台市青葉区八幡４－７－６ 祉会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1545290153  訪問看護ステーション 〒983-0803 022-253-7541 奈良　久美 平27. 7. 1 株式会社　ここみケア 兼子　広喜 休止

ここさいむら　小田原 仙台市宮城野区小田原３丁目４
番５５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1555390086  ソーレメディカルホー 〒984-0037 022-282-2811 江尻　史恵 平24. 4.15 株式会社タイヨウ 安藤　政弘 休止

ム蒲町訪問看護ステー 仙台市若林区蒲町３０番２２号
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 1565490159  ニチイケアセンター南 〒981-1106 022-306-2855 芝田　愛子 平24. 5.15 株式会社ニチイ学館 齊藤　正俊 休止
仙台訪問看護ステーシ 仙台市太白区柳生六丁目３－１
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1575490290  訪問看護ステーション 〒981-1104 022-702-7716 小林　麻由 平27.12. 1 医療法人社団　祐人会 益子　啓 休止

　ゆうじん 仙台市太白区中田５丁目４番１
９号在宅センター内

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


