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   10190050  中通訪問看護ステーシ 〒010-0001 018-837-2501 鎌田　百合子 平12. 4. 1 社会医療法人明和会 小林　仁 現存
ョン 秋田市中通五丁目９番２２号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20190092  ニコニコ訪問看護ステ 〒010-0146 018-873-6171 草皆　康子 平12. 4. 1 医療法人久幸会 稲庭　千弥子 現存

ーション 秋田市下新城中野字琵琶沼１２
４番地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30190100  秋田緑ヶ丘訪問看護ス 〒011-0911 018-846-2227 佐々木　知美 平12. 4. 1 医療法人久盛会 後藤　忠久 現存

テーション 秋田市飯島字堀川８４番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40190118  訪問看護いずみ 〒010-0802 018-862-1577 田村　悦子 平12. 4. 1 社会福祉法人秋田中央 進藤　金一 現存

秋田市外旭川字三千刈１１４－ 福祉会
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50190209  訪問看護ステーション 〒010-0914 018-853-4120 菊地　富貴子 平12. 4. 1 公益社団法人秋田県看 髙島　幹子 現存

あきた 秋田市保戸野千代田町１６番１ 護協会
６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60190217  秋田市医師会訪問看護 〒010-0975 018-864-1551 朝倉　奈緒子 平12. 4. 1 社団法人秋田市医師会 松岡　一志 現存

ステーション 秋田市八橋南一丁目８番５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70190225  御野場訪問看護ステー 〒010-1424 018-829-3200 森　のぶこ 平12. 4. 1 医療法人正観会 皆河　崇志 現存

ション 秋田市御野場七丁目２番３２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80190241  外旭川訪問看護ステー 〒010-0802 018-868-5718 菅原　牧子 平12. 4. 1 医療法人惇慧会 穂積　恒 現存

ション 秋田市外旭川字中谷地４６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90190258  厚生連あきた訪問看護 〒011-0948 018-880-3002 前田　美佐 平12. 7. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

ステーション 秋田市飯島西袋１丁目１番１号 合連合会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100190266  虹の街訪問看護ステー 〒010-0063 018-831-5652 竹浪　ゆり 平14. 7. 1 株式会社虹の街 畠山　政二 現存

ション 秋田市牛島西一丁目３番８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110190316  訪問看護ステーション 〒010-0001 018-827-3515 山本　真紀子 平26. 1. 1 社会福祉法人　桜丘会 松渕　和博 現存

　幸 秋田市中通六丁目４番２７号
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  120190324  訪問看護ステーション 〒011-0942 018-807-0132 佐々木　あけみ 平26. 5. 1 有限会社　心理教育相 石山　宏央 現存
笑咲 秋田市土崎港東２丁目１４－７ 談室クローバー

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  130190332  パリケアあきた訪問看 〒010-0932 018-838-0828 佐々木　康子 平27. 4. 1 株式会社　パリケアあ 鈴木　嘉彦 現存

護ステーション 秋田市川元開和町１番３５号　 きた
東和ビル２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  140190340  ななかまどの街訪問看 〒010-1412 018-853-5026 加賀谷　純一 平27. 4. 1 有限会社　エリアサポ 阿部　真 現存

護ステーション 秋田市御所野下堤２丁目１－７ ート秋田
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  150190357  グレイスコール訪問看 〒011-0917 018-827-5075 相馬　孝子 平27. 7.15 株式会社グレイスコー 國安　玲佳 現存

護ステーションいいじ 秋田市飯島道東２丁目１２番４ ル
ま ５号ハイ・ロードブリッチ１－

Ｂ号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  160190365  訪問看護ステーション 〒010-0001 018-827-3527 市村　あゆみ 平27. 8. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン秋田 秋田市中通１丁目３－３９ダイ ルド
アパレス中通１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  170190373  ハートボックス訪問看 〒010-1427 018-874-9876 三浦　望 平27.10. 1 株式会社　明日葉 髙橋　耕治 現存

護ステーション 秋田市仁井田新田一丁目１６－
４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  180190381  秋田在宅ケアセンター 〒010-0051 887-3886 石川　京子 平27.10. 1 有限会社　在宅ケアセ 髙貝　博美 現存

訪問看護ステーション 秋田市下北手松崎字家ノ前２４ ンター
こころ －１２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  190190399  訪問看護ステーション 〒010-0914 018-853-5575 田中　明子 平27.10.15 株式会社　メディカル 金谷　郁子 現存

　すみれ 秋田市保戸野千代田町１３－４ リーフ
１　アイリフォームビル２Ｂ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  200190407  訪問看護ステーション 〒010-0042 018-874-7482 後藤　雅子 平28. 4. 1 有限会社　優介護 本多　竜喜 現存

ハートプレイス 秋田市桜１丁目９番１３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  210190415  彩の風　訪問看護ステ 〒010-0062 018-853-1016 田畑　美雪 平28. 6. 1 株式会社　彩の風 田畑　美雪 現存
ーション 秋田市牛島東３丁目９番７号ア

ルカサール城南１０１号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  220190431  訪問看護ステーション 〒011-0911 018-838-7011 宮腰　広美 平30. 1.15 有限会社ケアサービス 栗山　文子 現存

彩 秋田市飯島字飯島水尻５０１番 おちあい
地１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  230190449  訪問看護ステーション 〒010-0063 018-825-0215 石川　智美 平30. 4. 1 医療法人　回生会 小泉　トモ子 現存

ひまわり 秋田市牛島西一丁目７番５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  240290025  厚生連山本訪問看護ス 〒016-0014 0185-52-3111 工藤　ゆき子 平12. 4. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 能代市落合字上前田地内 合連合会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  250290173  能代市山本郡医師会立 〒016-0151 0185-58-3892 伊藤　納都子 平12. 4. 1 一般社団法人能代市山 山須田　健 現存

能代山本訪問看護ステ 能代市檜山字新田沢１０５番地 本郡医師会
ーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  260290181  訪問看護ステーション 〒016-0014 0185-88-8212 牧野　明美 平23. 5. 1 有限会社ケアサービス 栗山　文子 現存

彩べえ 能代市落合上釜谷地１８５ おちあい
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  270290199  訪問看護ステーション 〒016-0014 0185-88-8416 若狭　恵美子 平24. 7. 1 株式会社松峰園 玉山　智之 現存

　松峰園 能代市落合字落合７２－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  280290207  訪問看護リハビリステ 〒016-0844 0185-74-6163 野上　愛 平28. 2. 1 株式会社　秋田福祉企 保坂　修 現存

ーションわかば 能代市花園町２６番２２号 画
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  290290215  独立行政法人地域医療 〒016-0851 0185-52-1460 大高　喜代美 平28. 3. 1 独立行政法人地域医療 尾身　茂 現存

機能推進機構　秋田病 能代市緑町５番２２号 機能推進機構
院附属訪問看護ステー
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  300390155  厚生連平鹿訪問看護ス 〒013-0042 0182-32-5121 石川　知子 平12. 4. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 横手市前郷八ツ口３番１ 合連合会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  310390163  ＪＡ秋田ふるさと指定 〒013-0102 0182-56-0292 堀江　良子 平19. 6. 1 秋田ふるさと農業協同 小田嶋　契 現存
訪問看護ステーション 横手市平鹿町醍醐字道中後２８ 組合

番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  320390171  ナースステーションふ 〒019-1108 0182-53-2055 金　美穂子 平20. 4. 1 有限会社介護のパート 高橋　陽子 現存

きのとう 横手市山内土渕字中島８６番地 ナーです
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  330390197  街かどケアステーショ 〒013-0036 0182-23-8441 藤村　美予 平27. 3.15 株式会社ＪＡＷＡ 土井　利国 現存

ンさらさ 横手市駅前町７－１７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  340390213  虹の街訪問看護ステー 〒013-0074 0182-23-5376 松川　純子 平28. 7. 1 株式会社　虹の街 遠藤　久 現存

ション横手 横手市三本柳字寺田１３５番３
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  350390247  訪問看護ステーション 〒013-0068 0182-23-8671 新田　智子 平28. 4. 1 株式会社　ｅｓｐａｃ 栗田　高志 現存

あじさい 横手市梅の木町７－２０　大久 ｅ
ビル　２－Ａ号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  360390262  すずらん訪問看護ステ 〒013-0461 0182-38-8355 佐藤　千夜子 平28. 4.15 株式会社すずらん看護 木村　和則 現存

ーション横手 横手市大雄三村東１８番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  370390270  条里ケアセンター 〒013-0060 荻原　忠 平28. 5. 1 株式会社　悠楽舎 荻原　忠 現存

横手市条里一丁目１５番７号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  380490047  大館訪問看護ステーシ 〒017-0872 0186-49-3210 山内　誠子 平12. 4. 1 医療法人光智会 池田　研 現存

ョン 大館市片山町三丁目１４番１４
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  390490054  訪問看護ステーション 〒017-0872 0186-44-5350 庄司　敦子 平12. 4. 1 公益社団法人秋田県看 髙島　幹子 現存

おおだてハチ公 大館市片山町三丁目１０番５１ 護協会
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  400490104  訪問看護ステーション 〒017-0837 0186-57-8393 北山　麗子 平26. 6. 1 株式会社　かりんの実 北山　麗子 現存

　かりん 大館市餌釣字山王下１１０番地
４
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  410490112  訪問看護リハビリステ 〒017-0887 0186-59-6238 日景　彩 平27. 9. 1 株式会社スフィーダ 保坂　修 現存
ーションまごころ 大館市水門町５番１１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  420490120  虹の街訪問看護ステー 〒017-0046 0186-59-5041 藤原　佑季子 平29. 4. 1 株式会社　虹の街 遠藤　久 現存

ション大館 大館市清水三丁目１番２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  430590028  第一病院訪問看護ステ 〒015-0834 0184-24-1161 岡部　留美 平12. 4. 1 社会医療法人青嵐会 小松　大芽 現存

ーション 由利本荘市岩渕下１０４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  440590192  厚生連由利訪問看護ス 〒015-0051 0184-27-1230 鈴木　知栄子 平12. 4. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 由利本荘市川口字家後３８番地 合連合会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  450590218  ほのぼの看護ステーシ 〒015-0843 0184-28-0007 佐藤　由美子 平29. 4. 1 有限会社　よろ津や 佐藤　由美子 現存

ョン 由利本荘市東梵天９５番地２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  460590226  「わかば」訪問看護ス 〒015-0013 0184-24-5601 米田　真紀 平29. 6. 1 池田ライフサポート＆ 池田　壮亮 現存

テーション 由利本荘市石脇　田尻野７番３ システム株式会社
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  470690026  訪問看護ステーション 〒010-0511 0185-22-0066 小林　貞子 平12.10. 1 公益社団法人秋田県看 髙島　幹子 現存

おが 男鹿市船川港船川字片田７４番 護協会
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  480790016  厚生連雄勝訪問看護ス 〒012-0055 0183-72-1591 小川　米子 平12. 4. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 湯沢市山田字勇ヶ岡２５　雄勝 合連合会
中央病院内

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  490790024  訪問看護ステーション 〒012-0036 0183-72-5322 藤谷　美也子 平26.11.15 株式会社ｅｃｈｏｅｓ 髙橋　めぐみ 現存

うらら 湯沢市両神１３０－６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  500890089  大曲訪問看護ステーシ 〒014-0062 0187-62-8577 髙橋　友子 平12. 4. 1 社会医療法人明和会 小林　仁 現存

ョン 大仙市大曲上栄町４番３号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  510890113  厚生連仙北訪問看護ス 〒014-0027 0187-63-2111 藤村　美幸 平12. 4. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 大仙市大曲通町８番６５号 合連合会
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  520890154  ニチイケアセンター大 〒014-0102 0187-66-8051 近江　考子 平23. 5. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存
曲 大仙市四ツ屋字下古道５５番１

号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  530890162  おうようかん訪問看護 〒014-0011 0187-73-7384 斉藤　辰美 平27. 5. 1 有限会社　鷹揚館 鷹觜　隆則 現存

ステーション 大仙市富士見町３－８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  540990186  厚生連鹿角訪問看護ス 〒018-5201 0186-31-0102 石井　知佐子 平12. 7. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 鹿角市花輪字向畑１８番地 合連合会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  551190034  訪問看護ステーション 〒018-3324 0186-62-9976 豊村　江利子 平18. 4. 1 一般財団法人たかのす 松橋　雅子 現存

　はぁと 北秋田市大町８番２３号 福祉公社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  561190059  北秋田市社協訪問看護 〒018-4301 0186-72-3494 廣瀬　千賀子 平26. 4. 1 社会福祉法人　北秋田 髙坂　祐司 現存

ステーション 北秋田市米内沢字大樋１番地２ 市社会福祉協議会
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  571190067  訪問看護ステーション 〒018-4221 0186-84-8222 伊藤　芙美子 平28. 7. 1 株式会社　メディフェ 福島　尚 現存

　実 北秋田市下杉字上清水沢７４番 ア
地１－２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  581290016  訪問看護ステーション 〒014-0367 0187-42-8668 鈴木　ひでみ 平25. 9. 1 有限会社　福寿 長澤　典雄 現存

かくのだて 仙北市角館町勝楽１２３－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  591390014  訪問看護ステーション 〒018-0411 0184-44-8099 高橋　美佐子 平26. 1. 1 株式会社三光メディケ 安倍　秋一 現存

　ハルモニア・にかほ にかほ市院内字嶋田４２番地１ ア
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  602190140  厚生連北秋訪問看護ス 〒018-4221 0186-62-4871 中村　奈穂子 平12. 4. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 北秋田市下杉字上清水沢１６－ 合連合会
２９

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  612390039  南秋田訪問看護ステー 〒018-1401 018-877-7116 菅原　五由利 平12. 4. 1 医療法人正和会 小玉　敏央 現存

ション 潟上市昭和大久保字街道下９２
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  622390047  天王訪問看護ステーシ 〒010-0201 018-878-7810 藤田　美紀子 平12. 4. 1 医療法人敬徳会 藤原　慶正 現存
ョン 潟上市天王字北野３０７－５５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  632390062  厚生連湖東訪問看護ス 〒018-1605 018-875-2100 沢木　明美 平12. 4. 1 秋田県厚生農業協同組 小野地　章一 現存

テーション 南秋田郡八郎潟町川崎貝保９８ 合連合会
番１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  642390070  五城目訪問看護ステー 〒018-1725 018-852-5182 田中　頼子 平17. 4. 1 社会福祉法人五城目町 一関　敏弘 現存

ション 南秋田郡五城目町西磯ノ目１丁 社会福祉協議会
目６番１０号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  652690040  医療法人社団杏真会六 〒019-1404 0187-84-7080 佐藤　理子 平16. 5. 1 医療法人社団杏真会 相澤　治孝 現存

郷訪問看護ステーショ 仙北郡美郷町六郷字馬町６４番
ン 地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  662690057  訪問看護ステーション 〒019-1402 0187-73-6332 近藤　恭子 平25.10.15 株式会社ろくごうめで 近藤　輝佳 現存

　ひだまりの郷 仙北郡美郷町野中字宮崎５８－ ぃかる
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  670190274  新秋会訪問看護ステー 〒011-0946 018-845-7530 藤原　良子 平16. 4.26 社会福祉法人新秋会 阿部　二郎 休止

ション 秋田市土崎港中央三丁目４番１
９号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  680190423  山王訪問看護ステーシ 〒010-0951 018-853-5808 堀尾　朗子 平28. 6. 1 医療法人　栄山会 最上　榮藏 休止

ョン 秋田市山王二丁目１番４９号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  690290223  訪問看護ステーション 〒016-0014 0185-88-8855 櫻田　恭佑 平30. 1.15 有限会社レストラン二 佐藤　社喜 休止

はまなす温泉 能代市落合字亀谷地１番地１０ 条
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  700390189  菜康苑訪問看護ステー 〒013-0102 0182-25-4575 佐藤　英子 平25. 4. 1 有限会社てんぞ 阿﨑　清美 休止

ション 横手市平鹿町醍醐字道中５６番
地２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  710590200  医師会訪問看護ステー 〒015-0866 0184-27-2890 三浦　寿子 平21. 4. 1 一般社団法人由利本荘 渡邊　廉 休止

ションせんがり 由利本荘市堤脇４０番地１ 医師会
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  720890139  あすなろ訪問看護ステ 〒014-0001 0187-66-8815 松本　陽子 平16. 3. 1 株式会社大曲仙北介護 畠山　伸夫 休止
ーション 大仙市花館字間倉２５０－８ 支援事業所

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  730890170  あいりす訪問看護ステ 〒014-0805 0187-73-7115 竹村　佳奈 平28.10. 1 ナーシングコミュニケ 石塚　直 休止

ーション 大仙市高梨字田茂木９２番地 ーション株式会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


