指定医療機関 （訪問看護事業者等）
医療機関名称

令和４年（２０２２年）５月１日時点
医療機関住所

電話番号

指定終了日

ｉＳＳヘルスケア訪問看護ステーション

熊本市北区室園町3-48マリーハイム203号

096-341-7211

令和8年12月31日

あきた病院訪問看護ステーションたんぽぽ

熊本市南区会富町１１２０

096-227-1920

令和8年12月31日

朝日野訪問看護ステーション

熊本市北区室園町14-32

096-341-1655

令和8年12月31日

あすなろ熊本 訪問看護ステーション

熊本市南区城南町舞原344-2 あすなろ熊本1番館

0964-53-9909

令和6年3月31日

アップルハート訪問看護ステーション熊本北

熊本市北区清水本町18-17Ｋ-ｓｍａｒｔ清水本町2Ｆ-Ｂ

096-245-7357

令和8年12月31日

あまてらす訪問看護ステーション

熊本市南区御幸笛田２丁目１５－３８

096-285-3932

令和9年7月31日

UMICAHI訪問看護リハビリ

熊本市東区小峯2-1-8-102

096-285-3664

令和9年3月31日

鶴友会訪問看護ステーション

熊本市東区保田窪本町１０－１１２

096-387-8171

令和8年12月31日

かたーれ訪問看護ステーション

熊本市中央区大江1丁目30番19号

096-285-9770

令和7年9月30日

北くまもと訪問看護ステーション

熊本市北区飛田4丁目3番81号

096-346-1500

令和8年3月31日

九州記念病院訪問看護ステーション

熊本市中央区水前寺公園３－３８

096-383-2121

令和8年12月31日

熊本県看護協会訪問看護ステーションくまもと

熊本市東区花立５丁目１４番１７号

096-365-1323

令和8年12月31日

熊本市医師会在宅ケアセンター訪問看護ステーション 熊本市中央区本荘５－１６－１０

096-366-7339

令和8年12月31日

熊本市立植木病院訪問看護ステーション

熊本市北区植木町岩野285番地29

096-273-2111

令和8年6月30日

黒髪しょうぶ苑訪問看護ステーション

熊本市中央区黒髪五丁目４－３０

096-346-8601

令和10年6月30日

ＫＩＴ訪問看護ステーション

熊本市北区弓削５丁目25番1号

096-385-2222

令和6年2月29日
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指定医療機関 （訪問看護事業者等）

令和４年（２０２２年）５月１日時点

医療機関名称

医療機関住所

電話番号

指定終了日

ＫＫＴ訪問看護ステーション

熊本市西区花園七丁目２５－２３

096-359-3399

令和4年9月30日

けいず訪問看護ステーション

熊本市中央区新大江３丁目10-8

096-237-6964

令和6年2月29日

江津しょうぶ苑訪問看護ステーション

熊本市東区画図町所島１０３９

096-370-5853

令和8年12月31日

ココファンナーシング熊本

熊本市中央区水前寺１－２４－１

096-384-0222

令和5年4月30日

在宅ステーション水前寺訪問看護事業所

熊本市中央区上水前寺１丁目６番５号

096-384-5580

令和8年12月31日

Ｃ＆Ｒ

熊本市中央区島崎１丁目３２－１

096-211-8011

令和8年12月31日

シップ訪問看護ステーション九品寺

熊本市中央区九品寺6-2-21 ラ・レジェンダ九品寺602

096-247-6690

令和9年6月30日

ＪＡＰＡＮ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ

熊本市北区龍田2丁目3番3号

096-277-8282

令和6年5月31日

しろ訪問かんごステーション

熊本市東区山ノ内3-5-5

096-200-7325

令和9年12月31日

助さん格さん訪問看護ステーション

熊本市東区長嶺西1丁目8番22号

096-321-6383

令和4年11月30日

成城訪問看護ステーション

熊本市北区室園町１０－１７

096-343-7780

令和8年12月31日

セントケア看護小規模くまもと

熊本市東区新外三丁目3番33号

096-214-6550

令和7年7月31日

セントケア訪問看護ステーション熊本

熊本市中央区十禅寺１丁目３番１号

096-278-7701

令和8年12月31日

セントケア訪問看護ステーション熊本北

熊本市北区植木町豊田４８１番地１福田アパートⅠ１０２号

096-275-1255

令和7年10月31日

たっくリハサポートセンター

熊本市東区上南部２丁目１番６７号

096-389-1116

令和8年12月31日

長寿の里訪問看護ステーション

熊本市西区城山薬師2丁目10-10

096-329-1112

令和9年4月30日
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指定医療機関 （訪問看護事業者等）
医療機関名称

令和４年（２０２２年）５月１日時点
医療機関住所

電話番号

指定終了日

定期巡回サービス グッドファイブ

熊本市中央区琴平2丁目6-44

096-374-8778

令和9年3月31日

帝人訪問看護ステーション平成

熊本市中央区平成2-1-7エクセレント203号室

096-377-1200

令和8年9月30日

ナースステーションたいじゅ

熊本市北区四方寄町1672-2

096-351-1192

令和9年1月31日

ニチイケアセンター保田窪訪問看護ステーション 熊本市東区保田窪４－１０－６８

096-386-0377

令和8年12月31日

八景水谷昭和館訪問看護ステーション

熊本市北区山室4丁目9-30

096-343-0031

令和9年1月31日

はるかぜ訪問看護ステーション

熊本市西区春日3丁目25番1号

096-351-6228

令和8年12月31日

萬生会訪問看護ステーション

熊本市東区月出4丁目４-31

096-282-8320

令和8年12月31日

訪問看護ステーション たくまだい熊本

熊本市東区尾ノ上１丁目１４番２７号

096-381-9034

令和8年12月31日

訪問看護ステーション のの花

熊本市東区保田窪5丁目11-99-C-1

096-385-7180

令和6年5月31日

訪問看護ステーション☆エンジェル

熊本市西区横手5丁目15番46号

096-295-2281

令和7年12月31日

訪問看護ステーションＣｒｕｔｏ京町

熊本市中央区京町2丁目7番34号

096-359-0408

令和8年6月30日

訪問看護ステーションＳｏｗａｋａ

熊本市東区月出1丁目3-25パルハウス坂本203

096-285-7364

令和8年9月30日

訪問看護ステーションspito－スピット

熊本市東区石原1丁目2-5

096-380-0101

令和9年10月31日

訪問看護ステーションいきいきらいふ

熊本市南区平田２－１２－１８

096-311-1011

令和8年12月31日

訪問看護ステーションいまここ

熊本市北区龍田八丁目１５番１１８号Ｂ－Ⅲ

096-297-8718

令和7年8月31日

訪問看護ステーションいろは

熊本市中央区帯山3丁目4-20Aビル201

096-285-9087

令和8年10月31日
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指定医療機関 （訪問看護事業者等）
医療機関名称

令和４年（２０２２年）５月１日時点
医療機関住所

電話番号

指定終了日

訪問看護ステーションヴィーヴル

熊本市南区田迎１－７－２０

096-370-5730

令和8年12月31日

訪問看護ステーションヴォイス

熊本市中央区呉服町2丁目28-2ＵＬＤビル101

096-277-1603

令和8年6月30日

訪問看護ステーションえいど

熊本市東区花立5丁目12-1-1

096-331-5633

令和9年1月31日

訪問看護ステーションえりあ

熊本市南区富合町南田尻471

096-320-3163

令和9年7月31日

訪問看護ステーション縁（えん）小島

熊本市西区小島９丁目１番４０号

096-247-6014

令和8年1月31日

訪問看護ステーションおれんじ

熊本市南区八分字町2580番地1 ルナーラハウス1階101号室

096-223-5902

令和10年4月30日

訪問看護ステーションKanau

熊本市南区南高江7丁目9-157

096-320-1633

令和9年9月30日

訪問看護ステーション奏

熊本市南区近見一丁目３－１池永ビル５０４号

096-245-6171

令和10年6月30日

訪問看護ステーションきんもくせい

熊本市南区富合町古閑１０１２番地

096-358-7355

令和8年12月31日

訪問看護ステーションくすのき

熊本市北区龍田9丁目2-12 アーバンハイツ1-C

096-295-6198

令和8年9月30日

訪問看護ステーションCruto渡鹿

熊本市中央区渡鹿3丁目11-1

096-363-9610

令和9年3月31日

訪問看護ステーションCruto八景水谷

熊本市北区飛田4丁目5-25

096-344-9610

令和10年4月30日

訪問看護ステーションクレイン

熊本市東区月出４丁目４－７４

096-234-7738

令和10年1月31日

訪問看護ステーション紅い華

熊本市南区元三町２－９－２２

096-211-7338

令和8年12月31日

訪問看護ステーションケアベース

熊本市中央区三郎1丁目1番80号

096-383-5556

令和8年10月31日

訪問看護ステーションコリブリ

熊本市南区江越1丁目10番18号

096-234-7580

令和10年2月29日
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指定医療機関 （訪問看護事業者等）

令和４年（２０２２年）５月１日時点

医療機関名称

医療機関住所

電話番号

指定終了日

訪問看護ステーションサンフラワー

熊本市南区城南町隈庄７８８―５

0964-42-9342

令和5年8月31日

訪問看護ステーション城西

熊本市西区島崎２－１１－１３

096-324-4861

令和8年12月31日

訪問看護ステーションしらふじ

熊本市南区薄場１丁目１０番２８号

096-320-2110

令和8年12月31日

訪問看護ステーションすみれ

熊本市東区長嶺西２丁目１５番１２４号

096-288-7349

令和7年12月31日

訪問看護ステーション清雅苑

熊本市北区山室６－８－１

096-345-8111

令和8年12月31日

訪問看護ステーション聖嶺

熊本市東区八反田３丁目２０－１

096-380-0677

令和8年12月31日

訪問看護ステーション椿

熊本市中央区本山3丁目5番15号

096-288-5122

令和8年4月30日

訪問看護ステーションデューン熊本

熊本市中央区水前寺１丁目１９番２３号スカイコーポ水前寺１階

096-340-8580

令和8年12月31日

訪問看護ステーションデューン西熊本

熊本市西区春日3丁目25-10ルミエール明日香1階

096-288-3057

令和6年10月31日

訪問看護ステーションデューン南熊本

熊本市南区富合町古閑959-1富合複合A棟

096-358-7600

令和6年6月30日

訪問看護ステーションともに

熊本市西区池田３丁目４４番１号桜が丘病院内

096-201-2348

令和7年10月31日

訪問看護ステーションのぞみ

熊本市西区河内町船津８９２番地

096-276-1446

令和8年12月31日

訪問看護ステーションハイコムライフ

熊本市北区楠８丁目１４番３３号

096-215-8156

令和7年11月30日

訪問看護ステーションはじめ

熊本市南区並建町518

096-321-6527

令和9年3月31日

訪問看護ステーションぱすてるっこ

熊本市中央区薬園町９番１５薬園ハイツ１－Ａ

096-285-9087

令和7年7月31日

訪問看護ステーション八王寺の杜

熊本市中央区国府３丁目１９番４２号

096-375-7126

令和8年12月31日
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指定医療機関 （訪問看護事業者等）
医療機関名称

令和４年（２０２２年）５月１日時点
医療機関住所

電話番号

指定終了日

訪問看護ステーションはなぞの

熊本市西区花園一丁目12番8号

096-247-6522

令和10年4月30日

訪問看護ステーションはなな

熊本市南区御幸西３丁目９番３６号

096-285-3102

令和6年9月30日

訪問看護ステーションひとつな

熊本市南区近見６丁目１１-１奥田ビル１Ｆ

096-245-6617

令和5年12月31日

訪問看護ステーションフォレスト熊本

熊本市中央区渡鹿５丁目１－３７

096-363-0101

令和8年12月31日

訪問看護ステーションふきのとう

熊本市東区下南部２丁目１５-１１

096-388-2721

令和10年1月31日

訪問看護ステーションふれ愛

熊本市東区戸島2丁目3番15号

096-388-0929

令和8年12月31日

訪問看護ステーション ほのあかり

熊本市北区清水万石5丁目6番16号

096-202-2901

令和9年5月31日

訪問看護ステーションまいん

熊本市中央区本荘２丁目１―１２

096-362-1227

令和5年4月30日

訪問看護ステーションまいん・みなみ

熊本市南区南高江6丁目8-26

096-200-1133

令和8年4月30日

訪問看護ステーションまごころ

熊本市北区武蔵ケ丘７丁目２－６

096-215-2777

令和6年5月31日

訪問看護ステーションまつお

熊本市北区楠4丁目13-10

096-245-7824

令和8年5月31日

訪問看護ステーション 湊

熊本市北区鶴羽田1丁目11-33サンビレッジ長田Ⅱ102号

096-247-6829

令和9年9月30日

訪問看護ステーションみゆきの里

熊本市南区御幸笛田町字西宮ノ前1202

096-284-1921

令和8年12月31日

訪問看護ステーション優愛

熊本市北区清水新地3丁目1-30

096-240-2680

令和9年8月31日

訪問看護ステーション湧水の郷

熊本市東区江津3丁目4-12

096-377-5561

令和6年6月30日

訪問看護ステーション吉野乃丘

熊本市南区城南町坂野1793-1

0964-28-1106

令和9年5月31日
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指定医療機関 （訪問看護事業者等）

令和４年（２０２２年）５月１日時点

医療機関名称

医療機関住所

電話番号

指定終了日

訪問看護ステーションらいふ

熊本市西区池田３丁目３８－１１

096-319-2122

令和8年12月31日

訪問看護ステーションライム

熊本市中央区上京塚町４－１５

096-237-7413

令和5年1月31日

訪問看護ステーションラシクアーレ

熊本市中央区琴平２丁目６－４４

096-288-2778

令和8年12月31日

訪問看護ステーションラピレス

熊本市北区清水亀井町５５番６３号ＴＯＲＴＵＥ Ｂ－２

096-288-4574

令和8年7月31日

訪問看護ステーションLuna☆Stella

熊本市東区佐土原1丁目5番11号

096-221-6066

令和9年12月31日

訪問看護ステーション レイフル

熊本市南区良町5丁目15-22

096-288-6513

令和10年9月30日

訪問看護ステーションレシーブ

熊本市北区徳王1丁目2-46

096-202-0412

令和5年2月28日

訪問看護ステーションわかば

熊本市東区栄町3-1

096-285-6507

令和8年12月31日

訪問看護ステーションわれもこう ぷらす

熊本市中央区水前寺5丁目17-18アネシス水前寺1階

096-273-8585

令和8年9月30日

訪問看護地域リハステーションあーくす

熊本市北区弓削六丁目２６番１号

096-245-6873

令和4年8月31日

訪問看護ステーション夢眠くまもとみなみ

熊本市南区御幸西3丁目9番36号

096-288-6077

令和9年3月31日

武蔵ケ丘訪問看護ステーション

熊本市北区楠７丁目１５番１号

096-342-5302

令和8年12月31日

ライフサポート熊本訪問看護ステーション

熊本市東区戸島西1丁目23番63号

096-285-6312

令和6年3月31日

リデルホーム浄行寺

熊本市中央区薬園町2番1号

096-223-5359

令和9年5月31日

Let'sナース！熊本東

熊本市東区三郎１丁目１２番２５号

096-383-5555

令和6年7月31日

Let'sナース！桜十字

熊本市南区御幸木部１丁目１－１

096-378-1111

令和8年12月31日
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