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   101,9001,7 しゃくなげ訪問看護ス 〒960-8141 024-521-6630 菊地　雅江 平 6.11. 9 公益社団法人福島県看 今野　静 現存
テーション 福島市渡利字七社宮１１１ 護協会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   201,9003,3 訪問看護ステーション 〒960-8251 024-558-8060 渡部　典美 平 8.11.29 きらり健康生活協同組 栗村　知 現存

しみず 福島市北沢又字番匠田５ 合
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   301,9006,6 大原訪問看護ステーシ 〒960-8101 024-522-3456 髙橋　幸子 平 9. 6.24 一般財団法人　大原記 平子　健 現存

ョン 福島市上町６番１号 念財団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   401,9007,4 ひまわり訪問看護ステ 〒960-1101 024-545-8380 丹野　美幸 平 9. 8.26 社会医療法人　秀公会 樋口　郁夫 現存

ーション 福島市大森字柳下１６－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   501,9008,2 訪問看護ステーション 〒960-8055 024-531-6860 保　美菜 平 9.10.27 きらり健康生活協同組 栗村　知 現存

すかわ 福島市野田町一丁目１３番５８ 合
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   601,9009,0 済生会福島訪問看護ス 〒960-1101 024-544-5188 近野　典子 平10. 6.29 社会福祉法人　恩賜財 井上　仁 現存

テーション 福島市大森下原田２５ 団済生会支部福島県済
生会

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   701,9010,8 訪問看護ステーション 〒960-8074 024-528-5320 後藤　たみ子 平10. 6.29 医療法人　回生堂 田島　健 現存

「回生」 福島市西中央一丁目１２－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   801,9011,6 けいあい訪問看護ステ 〒960-8163 024-546-2227 赤坂　あき子 平10. 8.31 医療法人　社団　敬愛 菊地　節夫 現存

ーション 福島市方木田字本方木田４６－ 会
１敬愛会方木田ビル　１階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   901,9013,2 訪問看護ステーション 〒960-1241 024-567-7007 鈴木　幸子 平10.11.27 医療法人　すずきクリ 鈴木　定雄 現存

松陵 福島市松川町字桜内７番地の２ ニック
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1001,9014,0 福島赤十字訪問看護ス 〒960-8117 024-526-3344 佐藤　利恵 平10.12.24 日本赤十字社 近衞　忠煇 現存

テーション 福島市入江町８９－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1101,9016,5 訪問看護ステーション 〒960-8251 024-556-1230 松本　常代 平11. 4.28 社会医療法人福島厚生 千葉　勝実 現存

ささや 福島市北沢又字成出１６－２ 会
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  1201,9017,3 エルダーランド訪問看 〒960-8165 024-545-8431 佐藤　敏枝 平12. 4. 1 医療法人　白寿会 三瓶　松太郎 現存
護ステーション 福島市吉倉字谷地５２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1301,9018,1 福島医療生協　訪問看 〒960-0241 024-559-2360 山田　峰子 平13.10. 1 福島医療生活協同組合 齋藤　直哉 現存

護さくらみずステーシ 福島市笹谷字塗谷地２０－１
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1401,9019,9 南東北福島　訪問看護 〒960-8254 024-544-6477 渡辺　裕子 平17. 7. 1 一般財団法人　脳神経 渡邉　一夫 現存

ステーション　結 福島市南沢又字曲堀東２３－２ 疾患研究所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1501,9020,7 ハッピー愛ランド訪問 〒960-0112 024-552-1773 安齋　奈緒子 平18. 7.14 社会福祉法人北信福祉 上西　皓愃 現存

看護ステーション 福島市南矢野目字才ノ後６－２ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1601,9021,5 ふくしま訪問看護ステ 〒960-8163 024-597-7770 阿曽　真紀子 平21. 2. 1 ふくしま在宅支援ステ 阿曽　真紀子 現存

ーション 福島市方木田字前川原１１－１ ーション株式会社
　２階

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1701,9024,9 ロング・ライフ訪問看 〒960-8165 024-563-6147 佐久間　晴子 平23.10. 1 社会福祉法人　ライフ 三瓶　松太郎 現存

護ステーション 福島市吉倉字谷地７３番１ ・タイム・福島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1801,9025,6 訪問看護ステーション 〒960-8062 024-521-9225 笹川　正子 平23.11. 1 有限会社　ちちんぷい 神野　富子 現存

　ゆとり 福島市清明町１－１０ ぷい
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1901,9026,4 ニチイケアセンター鎌 〒960-0111 024-552-5370 鈴木　美江子 平24. 4. 1 株式会社ニチイ学館 森　信介 現存

田　訪問看護ステーシ 福島市丸子字町頭１４－１
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2001,9028,0 訪問看護ステーション 〒960-2262 024-572-5381 花瀬　綾子 平26.11. 1 株式会社あゆみ工房 宍戸　美紀子 現存

あゆみ 福島市在庭坂字松原１１番地の
５２

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2101,9032,2 一般財団法人　脳神経 〒960-2102 024-593-5174 堀　ひろみ 平28. 5. 1 一般財団法人　脳神経 渡邉　一夫 現存

疾患研究所　訪問看護 福島市荒井北３丁目１－１３ 疾患研究所
ステーション　南東北
福島
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  2201,9033,0 しあわせ訪問看護リハ 〒960-0111 024-552-2811 東城　佑佳 平28. 5. 1 株式会社しあわせ介護 河原　英弘 現存
ビリステーション丸子 福島市丸子字富塚３４－６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2301,9034,8 訪問看護ステーション 〒960-0211 024-563-3900 出口　美和 平29. 7. 1 社会福祉法人　緑風福 菊池　節夫 現存

花桃館 福島市飯坂町湯野湯ノ上１３－ 祉会
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2401,9035,5 訪問看護ステーション 〒960-8057 024-573-5242 鈴木　武 平29.11. 1 株式会社　ツリーベル 鈴木　武 現存

　きぼう 福島市笹木野字末梨１４－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2501,9036,3 サポート２４訪問看護 〒960-8252 024-563-3170 　知樹 平30. 2. 1 マイクスコーポレーシ 澤村　幹成 現存

ステーション 福島市御山字松川原１－２２ ョン有限会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2601,9300,3 ２４時間訪問介護看護 〒960-0211 024-563-3900 出口　美和 平25. 4. 1 社会福祉法人とやの福 田畝　誠司 現存

ステーション　花桃館 福島市飯坂町湯野字湯ノ上１３ 祉会
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2701,9301,1 看護小規模多機能型居 〒960-8254 024-597-6574 沼崎　美津子 平28. 4. 1 一般財団法人　脳神経 渡邉　一夫 現存

宅介護事業所　在宅看 福島市南沢又字曲堀東２３－２ 疾患研究所
護センター　結の学校

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2801,9302,9 定期巡回・随時対応型 〒960-8254 024-572-3668 市川　歩 平29.11. 1 社会福祉法人　陽光会 坂井　邦昭 現存

訪問介護看護事業所　 福島市南沢又字水門下１６０－
森の風 ３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2902,9002,3 竹田訪問看護ステーシ 〒965-0862 0242-27-0711 星　かおる 平 5. 3. 1 一般財団法人　竹田健 竹田　秀 現存

ョン 会津若松市本町１番１号 康財団
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3002,9004,9 訪問看護なないろステ 〒965-0818 0242-28-9831 福地　淳子 平10. 8.31 会津医療生活協同組合 佐藤　忠彦 現存

ーション 会津若松市東千石１－２－１３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3102,9007,2 穴澤訪問看護ステーシ 〒965-0801 0242-22-4030 長谷川　千代子 平12. 3.23 公益財団法人　穴澤病 穴澤　咊光 現存

ョン 会津若松市宮町１番地１号 院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

［福島県］               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      4 頁

  3202,9010,6 会津中央訪問看護ステ 〒965-0813 0242-37-0277 菅谷　幹子 平 4. 8.11 一般財団法人　温知会 南　嘉輝 現存
ーション 会津若松市東山町石山字院内１

７１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3302,9011,4 夢と共生の２１グルー 〒965-0833 0242-28-5353 新田　京子 平15. 4. 1 有限会社　夢と共生の 大隅　保光 現存

プ　訪問看護ステーシ 会津若松市明和町５－５ ２１グループ
ョン百寿

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3402,9013,0 こころ訪問看護ステー 〒965-0862 0242-27-4805 渡部　悌一 平24. 9. 1 株式会社ｃｌｕｓｔｅ 齋藤　英宣 現存

ション 会津若松市本町３番２０号 ｒ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3502,9015,5 訪問看護ステーション 〒965-0037 0242-36-7571 後藤　久子 平26. 5. 1 公益社団法人会津社会 平泉　順子 現存

アース 会津若松市中央１丁目５－２７ 事業協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3603,9002,1 いずみ訪問看護ステー 〒963-8833 024-921-5246 後藤　芳子 平 5.10. 1 公益財団法人　湯浅報 湯浅　大郎 現存

ション 郡山市香久池一丁目１８番１１ 恩会
号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3703,9003,9 南東北訪問看護ステー 〒963-8052 024-934-5560 岡部　宏美 平 8. 3.29 一般財団法人　脳神経 渡邉　一夫 現存

ション　ゴールドメデ 郡山市八山田７丁目１４９ 疾患研究所
ィア

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3803,9004,7 桑野訪問看護ステーシ 〒963-8034 024-923-6174 高橋　まゆみ 平 8. 8.30 郡山医療生活協同組合 坪井　正夫 現存

ョン 郡山市島二丁目９番１８号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  3903,9005,4 太田訪問看護ステーシ 〒963-8022 024-925-0661 猪俣　三保 平 8. 9.30 一般財団法人　太田綜 堀江　孝至 現存

ョン 郡山市西ノ内二丁目５－２０ 合病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4003,9006,2 田村訪問看護ステーシ 〒963-1154 024-965-1155 日野　智子 平 9.11. 5 医療法人　慈繁会 土屋　繁之 現存

ョン 郡山市田村町岩作字穂多礼２１
６－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4103,9014,6 さくら訪問看護ステー 〒963-8034 024-991-5170 星井　睦子 平11. 1.27 医療法人　てちがわら 鉄地川原　正顕 現存

ション 郡山市島一丁目１７番３号 内科
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  4203,9015,3 やすらぎ訪問看護ステ 〒963-8026 024-931-3251 力丸　真由美 平11. 1.27 医療法人　やすらぎ会 五十嵐　忠行 現存
ーション 郡山市並木二丁目１２番地７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4303,9016,1 ウェル訪問看護ステー 〒963-0102 024-946-0582 丹野　美智子 平11. 3.25 社会医療法人あさかホ 佐久間　啓 現存

ション 郡山市安積町笹川字目光池西６ スピタル
－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4403,9017,9 たるかわ訪問看護ステ 〒963-0209 024-966-2270 芦澤　さとみ 平11.10.29 医療法人　たるかわク 樽川　由里子 現存

ーション 郡山市御前南一丁目１３番地 リニック
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4503,9021,1 太田熱海訪問看護ステ 〒963-1385 024-984-3195 田中　美津代 平13. 7. 1 一般財団法人　太田綜 堀江　孝至 現存

ーション 郡山市熱海町熱海５－２４０ 合病院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4603,9023,7 寿訪問看護ステーショ 〒963-8026 024-931-4866 栗城　美津子 平15. 7. 1 有限会社　寿訪問看護 村山　節子 現存

ン 郡山市並木３－６－３オフィス ステーション
並木３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4703,9026,0 Ｌ―ＣＵＢ訪問看護八 〒963-8052 024-991-1042 鈴木　富美子 平18. 5. 1 株式会社　エヌジェイ 橋本　弘幸 現存

山田 郡山市八山田３－８－２ アイ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4803,9028,6 訪問看護ステーション 〒963-0221 024-962-9925 大野　遥 平20. 4. 1 株式会社グリーンケア 山浦　康之 現存

亀田 郡山市亀田西６７ ブリッジ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4903,9030,2 星訪問看護ステーショ 〒963-8803 024-956-2322 影山　啓子 平23. 8. 1 公益財団法人星総合病 星　北斗 現存

ン 郡山市横塚２丁目２０－３６ 院
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5003,9034,4 キュアホーム訪問看護 〒963-1165 024-943-9881 赤坂　和子 平25. 8. 1 キュアホーム株式会社 蔭山　寿一 現存

ステーション 郡山市田村町徳定字下河原４３
４番地の３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5103,9035,1 郡山医師会訪問看護ス 〒963-8031 024-934-1271 八巻　政代 平26. 6. 1 一般社団法人　郡山医 土屋　繁之 現存

テーション 郡山市上亀田１番地の１ 師会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5203,9036,9 ケアステーションあす 〒963-8002 024-923-5121 吉田　隆子 平26. 8. 1 一般財団法人慈山会医 坪井　永保 現存

なろ 郡山市駅前１丁目１２番３号 学研究所
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  5303,9037,7 訪問看護ステーション 〒963-8001 024-953-8979 上野　麻美 平26. 8. 1 社会福祉法人清樹会 五十嵐　弘一 現存
　逢座 郡山市大町一丁目１３番１５号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5403,9038,5 医療法人むつき会　む 〒963-8033 024-927-5538 佐々木　聖子 平26.11. 1 医療法人むつき会 佐久間　源三郎 現存

つき訪問看護ステーシ 郡山市亀田一丁目５１番１２号
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5503,9041,9 アイリス訪問看護ステ 〒963-8033 024-973-8140 穗積　直美 平27.11. 1 株式会社　キョーショ 穗積　賢治 現存

ーション 郡山市亀田１丁目４－３ランド ー
パレスアミティエ１０６号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5603,9042,7 訪問看護ステーション 〒963-0204 024-983-3058 大野　あや子 平27.12. 1 株式会社　エフズカン 千葉　正裕 現存

・エフズ 郡山市土瓜１丁目４９番地笹内 パニー
ビル１号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5703,9044,3 訪問看護ステーション 〒963-8001 024-935-7727 吉田　壮太朗 平28. 6. 1 株式会社　Ｎ・フィー 又吉　弘章 現存

　デューン郡山 郡山市大町２丁目１２番１３号 ルド
宝栄郡山ビル３０２号室

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5803,9045,0 訪問看護ステーション 〒963-8053 024-983-9006 菅野　紀子 平29. 8. 1 医療法人ＭＲＣ 栁沼　正俊 現存

欅 郡山市八山田西五丁目２５番地
ベルハイムＤ－１０３

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5904,9001,1 おりづる老人訪問看護 〒970-8026 0246-22-9950 仲居　美千子 平 7. 4. 1 財団法人　磐城済世会 松村　耕三 現存

ステーション いわき市平字小太郎町１番地の
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6004,9002,9 かしま訪問看護ステー 〒971-8143 0246-58-7026 根本　寿子 平 7. 7.10 社団医療法人　養生会 中山　大 現存

ション いわき市鹿島町下蔵持字里屋７
の１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6104,9004,5 医療生協　訪問看護ス 〒971-8151 0246-53-5190 長谷部　美知子 平 8.10.31 浜通り医療生活協同組 矢吹　道徳 現存

テーションかもめ いわき市小名浜岡小名字山ノ神 合
４０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  6204,9007,8 コスモス訪問看護ステ 〒970-8036 0246-25-8182 鈴木　聡子 平11. 3.29 医療法人　医和生会 山内　俊明 現存
ーション いわき市平谷川瀬三十九町１９

－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6304,9010,2 訪問看護ステーション 〒970-1152 0246-47-0311 中村　博光 平11. 6.23 医療法人　桂生会 金成　秀生 現存

あんさぁ いわき市好間町中好間字六反歩
１－４６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6404,9014,4 よつくら訪問看護ステ 〒979-0202 0246-66-0855 佐藤　昌代 平12. 4.24 社会福祉法人　楽寿会 木村　守和 現存

ーション いわき市四倉町上仁井田字横川
７４－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6504,9019,3 訪問看護ステーション 〒970-8026 0246-80-8111 西山　美恵子 平20. 5. 1 公益財団法人　ときわ 常盤　峻士 現存

　きゅあ いわき市平字堂根町２番１ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6604,9021,9 医療法人社団正風会　 〒971-8101 0246-54-5802 遠藤　里美 平20. 7. 1 医療法人社団正風会 石井　正三 現存

小名浜訪問看護ステー いわき市小名浜本町６０
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6704,9022,7 わかば訪問看護ステー 〒974-8261 0246-62-5990 飯島　眞弓 平20.10.27 医療法人　信誠会 永井　有 現存

ション いわき市植田町本町２丁目５－
７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6804,9024,3 訪問看護ステーション 〒973-8403 0246-68-6276 小松　京子 平21. 9. 1 ＮＰＯ法人　訪問看護 皆川　夏樹 現存

　ぱれっと いわき市内郷綴町沼尻４９－３ ステーション　ぱれっ
ファーストハイツ１０５ と

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  6904,9025,0 ニチイケアセンター小 〒971-8151 0246-73-0105 髙野　陽子 平24. 4. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

名浜　訪問看護ステー いわき市小名浜岡小名三丁目６
ション －１４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7004,9026,8 くれは訪問看護ステー 〒974-8232 0246-77-2201 水沼　美津子 平25. 3. 1 社団医療法人　呉羽会 緑川　靖彦 現存

ション いわき市錦町落合１番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  7104,9027,6 惠泉マリア訪問看護ス 〒979-0146 0246-84-5941 大月　亜矢子 平25.11. 1 株式会社ヴィタポート 水谷　幹夫 現存
テーション いわき市勿来町　関田西２丁目

７－７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7204,9030,0 いわき訪問看護リハビ 〒972-8318 0246-82-2843 佐藤　幸夫 平27. 6. 1 株式会社　英 荻野　英昭 現存

リステーション いわき市常磐関船町屋津３７－
４２ユニキューブ矢津Ａ棟

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7304,9031,8 ｉ―ｓｔｅｐ訪問看護 〒970-8026 0246-84-5808 鈴木　人美 平27. 9. 1 ｉ―ｓｔｅｐ株式会社 藤井　秀徳 現存

ステーション いわき市平紅葉町４３－４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7404,9300,7 医療法人　華頂会　訪 〒970-8045 0246-38-5850 吉田　圭一 平30. 5. 1 医療法人　華頂会 加藤　英材 現存

問看護ステーション　 いわき市郷ケ丘三丁目３２番５
いわき事業所 号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7505,9001,8 福島県厚生農業協同組 〒961-0005 0248-22-2270 神田　やよえ 平11.10.29 福島県厚生農業協同組 森合　桂一 現存

合連合会しらかわ訪問 白河市豊地上弥次郎２－１ 合連合会
看護ステー

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7605,9004,2 らふえる訪問看護ステ 〒961-0031 0248-21-9681 大野　絵里 平27. 4. 1 株式会社ふくしま介護 井上　洋 現存

ーション白河 白河市道東７－１０７ 福祉サービス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7705,9100,8 複合型サービス　東の 〒961-0309 0248-34-1777 小湊　美樹 平26. 1. 1 医療法人緑桜会 大平　博三 現存

こみち 白河市東深仁井田字道山６番地
１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7806,9001,6 訪問看護ステーション 〒975-0014 0244-23-7373 志賀　早苗 平 7. 2.20 医療法人　伸裕会 渡辺　泰章 現存

ゆうゆう 南相馬市原町区西町一丁目５０
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  7906,9005,7 ライブリー南相馬訪問 〒975-0061 0244-25-4050 加藤　貴之 平17. 4. 1 特定非営利活動法人ラ 加藤　トミ子 現存

看護ステーション 南相馬市原町区大木戸南東方１ イブリー小高訪問看護
０１－１２ ステーショ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8007,9001,4 公立岩瀬病院訪問看護 〒962-0857 0248-75-5026 結城　光 平 9. 5.23 公立岩瀬病院企業団 伊東　幸雄 現存

ステーション 須賀川市長禄町１番地
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  8107,9002,2 南東北訪問看護ステー 〒962-0032 0248-73-3260 須藤　郁恵 平 9. 9.11 一般財団法人　脳神経 渡邉　一夫 現存
ションたんぽぽ 須賀川市大袋町２０６－２ 疾患研究所

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8207,9004,8 さんあい訪問看護ステ 〒962-0052 0248-75-2253 千葉　敦子 平12. 2.29 医療法人　三愛会 池田　史仁 現存

ーション 須賀川市西川字隠久保１３６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8307,9005,5 南東北春日訪問看護ス 〒962-0817 0248-63-7278 植田　君子 平15. 7. 1 医療法人社団　三成会 渡邉　一夫 現存

テーション 須賀川市南上町１２３－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8407,9006,3 やまだ訪問看護ステー 〒962-0051 0248-63-1257 常松　かよ子 平16. 4. 1 医療法人　山田クリニ 山田　善夫 現存

ション 須賀川市越久三斗内７５－４ ック
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8507,9007,1 訪問看護ステーション 〒962-0844 0248-94-7010 渡邉　照子 平29. 1. 1 合同会社　こころのあ 児島　一行 現存

　こころのあい 須賀川市東町５４－７ い
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8608,9006,1 さくうん訪問看護ステ 〒966-0902 0241-22-3378 鈴木　みどり 平12.10. 1 医療法人　昨雲会 飯塚　卓 現存

ーション 喜多方市松山町村松字北原３６
３４－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8708,9007,9 ニチイケアセンターし 〒969-3512 0241-28-1898 加藤　智子 平24. 5. 1 株式会社　ニチイ学館 森　信介 現存

おかわ　訪問看護ステ 喜多方市塩川町東栄町二丁目２
ーション －６

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8809,9001,0 相馬方部訪問看護ステ 〒976-0011 0244-35-6333 荒　三枝子 平 9. 9.26 相馬方部衛生組合 立谷　秀清 現存

ーション 相馬市新沼字坪ヶ迫１４２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8909,9003,6 訪問看護ステーション 〒976-0032 0244-35-1552 蛯原　昌子 平16.10. 1 有限会社　ライフケア 渡部　徹也 現存

四季 相馬市大曲字大毛内５０ ＴＷ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9009,9004,4 リハビリ訪問看護ステ 〒976-0011 0244-36-1127 佐藤　晶美 平18. 4. 1 株式会社　クオリティ 渡部　浩之 現存

ーション　つばさ 相馬市新沼字坪ヶ迫１１－１ ーライフ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9109,9006,9 訪問看護ステーション 〒976-0016 0244-26-9792 佐藤　照美 平26. 4. 1 相双に新しい精神科医 大川　貴子 現存

なごみ 相馬市沖ノ内１丁目２－８ 療保健福祉システムを
つくる会
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  9210,9001,8 おおぞら訪問看護ステ 〒964-0867 0243-22-3869 古宮　貴子 平 8. 6.24 医療法人　辰星会 枡　一彦 現存
ーション 二本松市住吉１００番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9310,9002,6 独立行政法人地域医療 〒964-8501 0243-22-6266 五十嵐　礼子 平11. 3.25 独立行政法人地域医療 尾身　茂 現存

機能推進機構二本松病 二本松市成田町１－５５３ 機能推進機構
院附属訪問看護ステー
ション

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9410,9003,4 ＪＷＳ陽だまりの郷　 〒964-0901 0243-24-6071 神門　雅子 平28. 1. 1 日本福祉サービス株式 渡辺　仁一郎 現存

訪問看護リハビリステ 二本松市表二丁目７８７番地オ 会社
ーション モテⅠ－２０１号

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9512,9003,0 訪問看護ステーション 〒975-0003 0244-26-6730 山崎　弘美 平25. 5. 1 合同会社えーる 紺野　ちか子 現存

えーる 南相馬市原町区栄町２丁目７８
番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9613,9002,0 指定訪問看護事業所「 〒960-0758 024-573-9825 坂田　悦子 平25. 5. 1 医療法人　掛田中央内 高野　俊夫 現存

柿の里訪問看護ステー 伊達市梁川町桜町１１７ 科
ション」

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9720,9001,7 ほばら訪問看護ステー 〒960-0665 024-575-2826 三浦　恵美子 平 8. 5. 1 公益財団法人　仁泉会 佐藤　喜三郎 現存

ション 伊達市保原町岡代１０－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9820,9002,5 掛田訪問看護ステーシ 〒960-0801 024-586-2163 菅野　清子 平 6.12.28 医療法人　掛田中央内 高野　俊夫 現存

ョン 伊達市霊山町掛田字岡３０－９ 科
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  9920,9003,3 あぶくま訪問看護ステ 〒960-0419 024-583-5100 馬場　真知子 平 8. 4.30 公益財団法人　仁泉会 佐藤　喜三郎 現存

ーション 伊達市広前６－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10020,9004,1 福島医療生協訪問看護 〒960-1301 024-562-4175 加藤　仁美 平 8. 9.30 福島医療生活協同組合 齋藤　直哉 現存

やまなみステーション 福島市飯野町字後川２７－２
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10120,9006,6 済生会川俣訪問看護ス 〒960-1406 024-566-2323 高野　昌子 平24.10. 1 社会福祉法人恩賜財団 井上　仁 現存

テーション 伊達郡川俣町鶴沢字川端２－４ 済生会支部福島県済生
会
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 10220,9007,4 訪問看護ステーション 〒969-1784 024-572-3013 佐藤　由美子 平28. 5. 1 合同会社　ほしぞら 佐藤　由美子 現存
ほしぞら 伊達郡国見町小坂字小坂５０－

１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10320,9008,2 るーちぇ訪問看護ステ 〒969-1629 024-563-3217 半澤　美佐子 平29. 4. 1 Ｖｉｖｏ　Ｃｏ．株式 小野　高夫 現存

ーション　あじさい 伊達郡桑折町西町７５番１ 会社
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10421,9001,5 谷訪問看護ステーショ 〒969-1131 0243-34-3244 斎藤　加代子 平11. 3.25 医療法人　慈久会 谷　良久 現存

ン 本宮市本宮南町裡１２９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10523,9001,1 医療法人　正生会　し 〒969-5345 0241-69-1880 佐藤　妙子 平10.11. 5 医療法人　正生会 佐藤　正文 現存

もごう訪問看護ステー 南会津郡下郷町塩生字下タ原１
ション ３１７

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10623,9004,5 福島県立南会津病院　 〒967-0006 0241-62-7235 平野　真希 平29.11.15 福島県病院局 阿部　正文 現存

みなみあいづ訪問看護 南会津郡南会津町永田字風下１
ステーション ４－１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10724,9001,9 会津西訪問看護ステー 〒969-6192 0242-56-5010 栗城　幸子 平11. 3.29 医療法人　明精会 小松　紘 現存

ション 会津若松市北会津町東小松２３
３５番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10825,9003,2 医療法人社団敬天会　 〒969-3122 0242-72-0610 小椋　ひろみ 平17. 1. 1 医療法人社団敬天会 小川　昭子 現存

敬愛訪問看護ステーシ 耶麻郡猪苗代町カキ田３９３
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10925,9004,0 西会津町訪問看護事業 〒969-4401 0241-48-1334 鈴木　恵子 平26. 4. 1 西会津町 薄　友喜 現存

所 耶麻郡西会津町登世島字田畑乙
２０４２番地６５

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11026,9001,4 福島県厚生農業協同組 〒969-6556 0242-83-3521 和田　ゆう子 平 9. 4.14 福島県厚生農業協同組 森合　桂一 現存

合連合会ばんげ訪問看 河沼郡会津坂下町字逆水５０番 合連合会
護ステーシ 地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11128,9001,0 すみれ訪問看護ステー 〒969-0213 0248-44-2566 橋本　佳代子 平 6. 3. 1 公益財団法人　会田病 会田　征彦 現存

ション 西白河郡矢吹町本町１９８番地 院
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 11228,9004,4 ニコニコ訪問看護ステ 〒961-8051 0248-31-2626 緑川　万里子 平12. 4. 1 医療法人社団　博英会 金子　大成 現存
ーション 西白河郡西郷村下前田東５－１

　大松ビル２階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11328,9005,1 医療法人あさひ会訪問 〒969-0223 0248-42-5666 遠藤　いみ子 平15. 2. 1 医療法人あさひ会 渡部　恭行 現存

看護ステーション 西白河郡矢吹町文京町２２６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11428,9007,7 泉崎南東北訪問看護ス 〒969-0101 0248-53-3533 加藤　浩美 平21. 4. 1 一般財団法人　脳神経 渡邉　一夫 現存

テーション 西白河郡泉崎村泉崎字山ヶ入１ 疾患研究所
０１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11528,9100,0 福島県立矢吹病院訪問 〒969-0284 0248-41-1645 大沼　清勝 平29. 4. 1 福島県 阿部　正文 現存

看護ステーションのび 西白河郡矢吹町滝八幡１００
のび

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11629,9002,6 福島県厚生農業協同組 〒963-5405 0247-43-0073 菊池　早苗 平11.11.30 福島県厚生農業協同組 森合　桂一 現存

合連合会はなわ訪問看 東白川郡塙町塙字大町１丁目５ 合連合会
護ステーシ 番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11729,9003,4 医療法人久慈会　サミ 〒963-6123 0247-33-3223 金澤　敏子 平15. 4. 1 医療法人久慈会　 深谷　久美 現存

ィ訪問看護ステーショ 東白川郡棚倉町関口字上志宝７
ン ３番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11830,9001,6 愛恵訪問看護ステーシ 〒963-7847 0247-26-8560 中野　千恵子 平10. 9.28 医療法人　社団　愛恵 大野　悦人 現存

ョン 石川郡石川町古舘３３７ 会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11930,9002,4 誠励会　訪問看護ステ 〒963-8202 0247-55-3333 石塚　純子 平19.12. 1 医療法人　誠励会 佐川　文彦 現存

ーション　ひらた 石川郡平田村上蓬田清水内４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12031,9001,4 しゃくなげ三春訪問看 〒963-7769 0247-62-0061 宮本　順子 平11. 3.29 公益社団法人福島県看 今野　静 現存

護ステーション 田村郡三春町担橋一丁目２番５ 護協会
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12131,9003,0 訪問看護ステーション 〒963-3401 0247-72-3313 藤井　百合子 平11. 9.29 公立小野町地方綜合病 村上　春吉 現存

　こまちの里 田村郡小野町小野新町字槻木内 院企業団
６番地２
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 12231,9004,8 南東北訪問看護ステー 〒963-4312 0247-81-1882 横内　美智子 平12. 3.17 一般財団法人　脳神経 渡邉　一夫 現存
ション船引 田村市船引町船引字城ノ内１７ 疾患研究所

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12331,9005,5 訪問看護ステーション 〒963-4312 0247-81-2552 酒井　今日子 平13.12. 1 医療法人　崇敬会 清水　敬介 現存

「さくら」 田村市船引町船引字馬場４３－
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12432,9005,3 訪問看護ステーション 〒979-0402 0240-23-5994 青木　武彦 平30. 1.11 医療法人社団養高会 高野　己保 現存

　たかの 双葉郡広野町下北迫字東町２１
４番地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12533,9001,0 訪問看護ステーション 〒979-2442 0244-46-5125 羽根田　民子 平12. 1.31 福島県厚生農業協同組 森合　桂一 現存

万葉 南相馬市鹿島区横手字川原２番 合連合会
地

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12601,9015,7 あづまの郷訪問看護ス 〒960-1107 024-593-0715 布施　とき子 平11. 3.29 社団法人とやの福祉会 安田　純治 休止

テーション 福島市上鳥渡字北河原２番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12701,9027,2 グリーンライト訪問看 〒960-0211 024-542-7777 管理者　不在 平24.11. 1 社会福祉法人福島福祉 三瓶　松太郎 休止

護ステーション 福島市飯坂町湯野字梁尻１番の 会
１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12802,9014,8 訪問看護　米代の家 〒965-0875 0242-28-6541 坂井　愛 平25. 5. 1 日本精測株式会社 佐藤　光信 休止

会津若松市米代２丁目１－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 12902,9016,3 訪問看護ステーション 〒965-0863 0242-85-6645 若林　真弓 平27. 6. 1 株式会社Ｃ．Ｌ．工房 鈴木　達也 休止

　ケアーズあいづ 会津若松市湯川町１番５８号プ
リンスビル２－Ｆ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13003,9009,6 うねめ訪問看護ステー 〒963-8026 024-925-0718 森合　ヨシ子 平10. 3.24 医療法人　慈敬会 乾　裕昭 休止

ション 郡山市並木３丁目５－１８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13103,9025,2 訪問看護ステーション 〒963-8052 024-983-5037 管理者　不在 平18. 4. 1 有限会社　あがぺ舎 菊地　絹子 休止

　あざみ 郡山市八山田５丁目１７４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 13204,9009,4 あすなろ訪問看護ステ 〒979-0333 0246-79-0700 平田　智子 平11. 6.14 医療法人あべクリニッ 阿部　俊文 休止
ーション いわき市久之浜町久之浜字水深 ク

９番
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13304,9016,9 やぶき訪問看護ステー 〒974-8223 0246-62-5092 吉田　ゆき江 平15. 8. 1 社団医療法人　尚佑会 矢吹　惠 休止

ション いわき市佐糠町東１－１８－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13404,9023,5 ナーシングサービスい 〒970-8026 0246-35-6067 斉藤　早穂 平21. 1. 1 ナーシングサービスい 福田　壽雄 休止

わき訪問看護ステーシ いわき市平字四軒町２２－２２ わき株式会社
ョン

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13504,9028,4 安泰訪問看護ステーシ 〒972-8321 0246-43-2850 青木　武彦 平26. 1. 1 株式会社　安泰 新妻　泰志 休止

ョン いわき市常磐湯本町日渡１１７
－４

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13604,9029,2 ハピネス訪問看護ステ 〒973-8409 0246-26-8113 馬目　君江 平27. 4. 1 ハート株式会社 紺野　直美 休止

ーション いわき市内郷御台境町六反田７
８番地の１

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13705,9003,4 すいせん訪問看護ステ 〒961-0309 0248-34-1776 竹抜　智加子 平22. 5. 1 医療法人　緑桜会 大平　博三 休止

ーション 白河市東深仁井田字道山６番地
１０

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 13832,9002,0 福島県厚生農業協同組 〒979-1472 0240-33-2900 岩東　茂子 平11.11.30 福島県厚生農業協同組 永瀬　隆雄 休止

合連合会ふたば訪問看 双葉郡双葉町新山字久保前１０ 合連合会
護ステー　 ０番地

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


