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   101,9000,0 至誠堂訪問サービスセ 〒990-0047 023-631-1674 佐藤　久美 平 4.12.24 医療法人社団　松柏会 髙橋　敬治 現存
ンターコスモス 山形市旅篭町１－７－２３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201,9001,8 訪問看護ステーション 〒990-2473 023-685-8061 山川　一枝 平 5. 4.30 公益社団法人　山形県 井上　栄子 現存

やまがた 山形市松栄一丁目５番６３号 看護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301,9002,6 訪問看護ステーション 〒990-2321 023-628-3977 堀江　美紀子 平 8. 3.13 医療法人社団　悠愛会 大島　扶美 現存

ふれあい 山形市桜田西４－１－１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401,9004,2 篠田訪問看護ステーシ 〒990-0045 023-623-1104 大澤　てい子 平10.11.30 医療法人　篠田好生会 篠田　昭男 現存

ョン 山形市桜町２－６８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501,9005,9 済生会山形訪問看護ス 〒990-0818 023-682-0135 岡田　陽子 平11. 3.19 社会福祉法人　恩賜財 濱崎　允 現存

テーション 山形市沖町７９－１ 団済生会支部山形県済
生会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601,9009,1 はーと＆はーと訪問看 〒990-2445 615-7071 松野　まさ 平15. 9. 1 有限会社はーと＆はー 松野　まさ 現存

護事業所 山形市南栄町二丁目８－１１ とケアセンター
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701,9011,7 在宅リハビリ看護ステ 〒990-2324 023-627-7011 大宮　京子 平16. 3.30 株式会社　ユニバーサ 土屋　和彦 現存

ーションつばさ 山形市青田南６番１３号 ル山形
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801,9012,5 あすなろ訪問看護ステ 〒990-2481 023-647-6271 小野　とし 平20. 1.21 株式会社　あすなろ 山口　弘子 現存

ーション 山形市あかねケ丘三丁目１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901,9013,3 訪問看護ステーション 〒990-2483 023-644-3364 斧　智香子 平22. 5.20 大和メディカル株式会 冨樫　正彦 現存

　樫の木 山形市上町４－６－２４ 社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001,9014,1 ナースケア山形 〒990-0886 023-682-8544 梁瀬　真由美 平23. 2. 4 株式会社ダブルシーシ 三浦　広寿 現存

山形市嶋南二丁目２番７号 ー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1101,9016,6 エ・アロールフライン 〒990-0038 023-642-1799 伊藤　節子 平23. 6.23 株式会社サン・シード 伊藤　節子 現存

グナース 山形市幸町１５番１６号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1201,9018,2 セントケア訪問看護ス 〒990-0031 023-615-1014 磯沼　祐可里 平26. 5.29 セントケア東北株式会 楠本　大 現存

テーション山形 山形市十日町三丁目６番４３号 社
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  1301,9021,6 訪問看護ステーション 〒990-0827 023-666-6557 竹田　雅代 平27.12.25 株式会社Ｎ・フィール 又吉　弘章 現存
　デューン山形 山形市城南町一丁目１８番１７ ド

号ダイヤ６５駅西２０３号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401,9022,4 オールケア山形 〒990-0831 023-674-8871 高橋　惠子 平28. 4.27 株式会社リリーフ 斉藤　抄奈絵 現存

山形市西田三丁目３番１５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501,9023,2 リハビリ特化型　訪問 〒990-0066 023-665-5590 阿部　恵 平28. 6.23 株式会社あお空 長岡　千晃 現存

看護ステーション菜の 山形市印役町四丁目５番２３号
花

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601,9024,0 訪問看護ステーション 〒990-2316 023-688-7254 酒井　祥子 平29. 4. 1 株式会社　Ｌ．ｃｒｉ 廣谷　昇 現存

　ライズ 山形市片谷地１２４番地１０１ ｐ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701,9025,7 訪問看護リハビリステ 〒990-2413 023-687-1420 岸　利恵 平29. 6.27 社会福祉法人　敬寿会 金澤　壽香 現存

ーション敬寿園 山形市南原町三丁目１６番１号
佐藤ビル１０２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1804,9000,4 医療法人舟山病院米沢 〒992-0027 0238-24-2344 舟山　進 平 5. 3.24 医療法人　舟山病院 舟山　進 現存

訪問看護ステーション 米沢市駅前２－４－８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1904,9001,2 三友堂訪問看護ステー 米沢市大字塩野２７５５番地の 0238-21-8125 高橋　時子 平 9. 3.26 一般財団法人　三友堂 仁科　盛之 現存

ション ３ 病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2004,9002,0 訪問看護ステーション 〒992-0039 0238-26-8760 三浦　千賀 平14. 5.14 有限会社　なごみの部 我妻　厚子 現存

ナーシングなごみ 米沢市門東町２－８－３８ 屋
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2104,9004,6 訪問看護ステーション 〒992-0037 0238-22-1622 清野　則子 平21. 6. 1 特定非営利活動法人　 坂本　政 現存

きずな 米沢市本町３丁目１－５５ きずな
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2204,9006,1 訪問看護ステーション 〒992-0012 0238-40-1885 清野　則子 平25. 4. 1 株式会社訪問看護ステ 代表取締役　磯部信 現存

きらり 米沢市金池７丁目５番２１号 ーションきらり 子
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2304,9007,9 ぬくもり訪問看護ステ 〒992-0015 0238-26-1632 矢木　俊平 平28. 7. 7 株式会社ぬくもり 矢木　琴子 現存

ーション 米沢市立町４３３９番地
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  2404,9008,7 米沢市立病院訪問看護 〒992-8502 0238-22-2610 安部　淳子 平28. 9.30 米沢市 渡邊　孝男 現存
ステーションつむぎ 米沢市相生町６番３６号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2507,9000,7 社）鶴岡地区医師会訪 〒997-0035 0235-25-3055 本間　幸井 平 8. 3.13 一般社団法人　鶴岡地 土田　兼史 現存

問看護ステーションハ 鶴岡市馬場町１－３４ 区医師会
ローナース

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2607,9001,5 訪問看護ステーション 〒997-0824 0235-25-8880 石崎　テル子 平10. 8.19 庄内医療生活協同組合 佐藤　満雄 現存

きずな 鶴岡市日枝字海老島１５９－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2707,9002,3 訪問看護ステーション 〒997-0862 0235-33-8950 五十嵐　良一 平23.11.18 株式会社訪問看護ステ 五十嵐　良一 現存

庄内 鶴岡市ほなみ町２番８号 ーション庄内
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2807,9004,9 リハビリ訪問看護ステ 〒997-0046 0235-25-3050 平27. 2.23 有限会社モリヤオート 森屋　正志 現存

ーションみどり 鶴岡市みどり町６番４１－１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2907,9005,6 訪問看護リハビリステ 〒997-0010 0235-23-8718 野口　幸子 平27. 3.16 株式会社アジュダンテ 石井　康記 現存

ーション　アジュダン 鶴岡市余慶町６番２２号
テ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3007,9007,2 訪問看護ステーション 〒997-0011 0235-29-2134 阿部　美津江 平28. 7.28 医療法人　いぶき会 阿部　修一 現存

　タカラ 鶴岡市宝田１丁目９番８０号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3107,9008,0 訪問看護ステーション 〒997-0042 0235-64-0762 川俣　沙織 平28.11.14 株式会社ｋｕｋｕｒｕ 川俣　沙織 現存

　にこ 鶴岡市新形町２番１３号グラン
デ新形３１１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3207,9009,8 訪問看護ステーション 〒997-0831 0235-64-8785 釼持　朝子 平29. 6.28 コネクト株式会社 堀　将 現存

　とるて 鶴岡市大西町５番２８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3308,9001,3 訪問看護ステーション 〒998-0044 0234-26-5533 土門　祐 平 8. 6.28 医療法人　健友会 中島　良明 現存

かがやき 酒田市中町３－５－２３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3408,9003,9 訪問看護ステーション 〒998-0843 0234-21-7345 斉藤　真弓 平11. 9.17 一般社団法人酒田地区 栗谷　義樹 現存

スワン 酒田市千石町二丁目３番２０号 医師会十全堂
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  3508,9004,7 訪問看護すずらん 〒998-0011 0234-35-8355 亀川　恵美 平19. 4.23 有限会社　介護プラザ 　小野　元子 現存
酒田市上安町３－７－１２ すずらん

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3608,9006,2 コンフォート樫の木 〒998-0878 0234-43-1771 阿部　かほり 平27. 3.27 株式会社樫の木 冨樫　正樹 現存

酒田市こあら二丁目４番地の６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3708,9007,0 訪問看護ステーション 〒998-0012 0234-43-0948 阿部　かおり 平27. 5.25 特定非営利活動法人ぴ 阿部　かおり 現存

ぴーす 酒田市下安町１５番地の５ ーす
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3808,9008,8 訪問看護ステーション 〒998-0875 0234-25-8380 小嶋　由美 平27.12.18 特定非営利活動法人あ 齋藤　綠 現存

あらた 酒田市東町一丁目１５番地の２ らた
５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3908,9009,6 訪問看護ステーション 〒998-0852 0234-43-1888 佐藤　和夫 平30. 2. 1 株式会社　ケアサービ 佐藤　潤一郎 現存

らいふ 酒田市こがね町２丁目２３番地 ス鳥海
の３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4011,9000,9 訪問看護ステーション 〒996-0002 0233-28-7330 柿崎　由美子 平11. 8.18 公益社団法人　山形県 井上　栄子 現存

新庄 新庄市金沢１８３５番地８２ユ 看護協会
ニオン新庄ビル２０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4111,9002,5 医療法人徳洲会新庄徳 〒996-0041 0233-29-4607 渡部　悦子 平17.10.27 医療法人　徳洲会 鈴木　隆夫 現存

洲会訪問看護ステーシ 新庄市鳥越字駒場４６２３
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4211,9003,3 訪問看護ステーション 〒996-0022 0233-29-3871 青柳　紀子 平19. 4. 1 株式会社　あたしん家 川又　真貴子 現存

あたしん家 新庄市住吉町１０５１－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4311,9004,1 訪問看護ステーション 〒996-0002 080-5557-2867 野尻　大介 平29. 9. 1 コウ・アーユス株式会 野尻　直樹 現存

アーユス新庄 新庄市金沢１８７７番地１５ 社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4412,9000,7 寒河江市西村山郡訪問 〒991-0021 0237-83-3223 古澤　英子 平 8.10. 1 一般社団法人寒河江市 和田　潤一 現存

看護ステーション 寒河江市中央２－２－１ 西村山郡訪問看護事業
団

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



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

［山形県］               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      5 頁

  4512,9001,5 訪問看護つつじ 〒991-0041 0237-85-1326 荒木　はま子 平26. 6. 4 特定非営利活動法人あ 伊藤　昌子 現存
寒河江市寒河江字塩水６番１ じさい

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4613,9000,5 かみのやま訪問看護ス 〒999-3161 023-672-6767 中川　陽子 平 8. 3.13 医療法人社団　みゆき 武井　寛 現存

テーション 上山市弁天２－２－１１ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4713,9001,3 訪問看護ステーション 〒999-3103 023-672-2556 八鍬　和子 平12. 3.27 社会医療法人二本松会 峯田　武興 現存

「あららぎ」 上山市金谷字下河原１３７０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4814,9000,3 訪問看護ステーション 〒995-0037 0237-55-3730 須藤　京子 平10. 7.23 公益社団法人　山形県 井上　栄子 現存

むらやま 村山市楯岡俵町２０－１６ 看護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4915,9000,0 長井市訪問看護ステー 〒993-0002 0238-83-2155 金田　弘美 平11. 9.30 長井市 内谷　重治 現存

ション 長井市屋城町２番１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5015,9002,6 訪問看護ステーション 〒993-0042 0238-87-1119 倉持　尚美 平30. 1.11 有限会社　さくら商会 菅野　康夫 現存

　さくら 長井市平山２７８２番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5116,9000,8 天童訪問看護ステーシ 〒994-0025 023-654-2450 氏家　由佳 平 8. 4.17 医療法人社団　丹心会 吉岡　信弥 現存

ョン 天童市鎌田本町３丁目６番１１
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5216,9001,6 訪問看護ステーション 〒994-0000 023-651-2206 齋藤　千香子 平 8. 6.28 公益社団法人　山形県 井上　栄子 現存

まいづる 天童市南小畑　２－２－２１ 看護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5316,9002,4 ラ・フォーレ天童老人 〒994-0102 023-651-2838 折原　さえ子 平 9. 3.26 医療法人社団　斗南会 秋野　貞子 現存

訪問看護ステーション 天童市道満１９３－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5417,9001,4 訪問看護ステーション 〒999-3702 0237-53-6424 平26. 6. 1 ドリーム株式会社 代表取締役　荒木敬 現存

にじ 東根市温泉町三丁目４－３８－ 子
１１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5517,9002,2 あえりあ訪問看護ステ 〒999-3711 0237-53-6830 星川　杏奈 平27. 6.18 株式会社あえりあ 三澤　妙子 現存

ーション 東根市中央３丁目２番１９号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  5617,9003,0 医療法人社団明山会山 〒999-3712 0237-53-6815 清野　将之 平29. 2.21 医療法人社団明山会 山本　登 現存
形ロイヤル訪問看護ス 東根市大森二丁目３番６号
テーション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5719,9000,2 南陽訪問看護ステーシ 〒999-2221 0238-40-3007 菊地　誠 平 8. 2.13 社会医療法人　公徳会 佐藤　忠宏 現存

ョン 南陽市椚塚１１８０－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5822,9000,6 訪問看護ステーション 〒990-0331 023-667-0005 布施　由美子 平10. 4. 1 医療法人社団　悠愛会 大島　扶美 現存

メルヘン 東村山郡山辺町大寺字竹の花１
１５２－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5923,9001,2 青空訪問看護事業所 〒999-3533 0237-88-0171 山泉　泰子 平21. 9.15 有限会社青空介護サー 田宮　順子 現存

西村山郡河北町西里両所１９９ ビス
７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6026,9001,5 高畠町訪問看護ステー 〒992-0351 0238-52-4605 髙橋　祐子 平10. 4. 1 高畠町 寒河江　信 現存

ション 東置賜郡高畠町高畠３７９－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6126,9003,1 湖山病院訪問看護ステ 〒999-0145 0238-42-2071 石川　容子 平19. 3. 9 医療法人社団　緑愛会 湖山　聖道 現存

ーション 東置賜郡川西町下奥田字穴澤平
３７９６－２０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6227,9000,5 白鷹町訪問看護ステー 〒992-0831 0238-86-0123 菅原　芳子 平 9. 3.26 白鷹町 白鷹町病院事業管理 現存

ション 西置賜郡白鷹町荒砥甲４８８ 者　高橋一二三
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6327,9001,3 おぐに訪問看護ステー 〒999-1356 0238-61-1002 渡部　玲子 平10. 4. 1 小国町 小国町長　仁科洋一 現存

ション 西置賜郡小国町あけぼの１－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6427,9002,1 飯豊町訪問看護ステー 〒999-0604 0238-86-2232 渋谷　敏子 平12. 3.28 飯豊町 飯豊　町長 現存

ション 西置賜郡飯豊町椿３６５４－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6530,9000,9 訪問看護ステーション 〒999-7781 0234-43-2964 齋藤　喜和子 平11. 1. 6 医療法人徳州会 理事長　鈴木隆夫 現存

ひまわり 東田川郡庄内町余目松陽１－１
－６

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



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

［山形県］               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      7 頁

  6632,9003,9 訪問看護ステーション 〒999-8300 0234-28-8166 小田原　恵子 平22.12.21 医療法人社団順仁堂 佐藤　進 現存
ゆざ 飽海郡遊佐町遊佐字石田７番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6701,9007,5 訪問看護ステーション 〒990-2482 023-644-2999 鈴木　光枝 平11.12. 1 株式会社　あっぷるケ 武田　秀則 休止

あっぷる 山形市久保田一丁目７番７号 アサービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6804,9005,3 ニチイケアセンター米 〒992-0012 0238-26-5222 黒澤　恵里 平24. 9.18 株式会社ニチイ学館 代表取締役　齊藤正 休止

沢訪問看護ステーショ 米沢市金池５丁目１３番２１号 俊
ン

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


