別紙２

令和元年度
番号
1

2

3

4

5

6

受入訪問看護ステーションリスト一覧

施設正式名称

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

スト熊本

看護事業所

ョン熊本
訪問看護事業所 C＆R

ーション

9

訪問看護ステーション清雅苑

14

15

3番1号
熊本市中央区島崎１丁目 32
－1

黒髪しょうぶ苑訪問看護ステ 熊本市中央区黒髪 5 丁目

けいず訪問看護ステーション

13

目 6-5

セントケア訪問看護ステーシ 熊本市中央区十禅寺 1 丁目

8

12

－37

在宅ステーション水前寺訪問 熊本市中央区上水前寺 1 丁

訪問看護ステーションまいん

11

－10

訪問看護ステーションフォレ 熊本市中央区渡鹿５丁目１

7

10

所在地

武蔵ヶ丘訪問看護ステーショ
ン
訪問看護ステーションはーと
リハステーション spito-スピ
ット-光の森
JAPAN INNOVATION

4-30
熊本市中央区本荘 2 丁目
1-12
熊本市中央区新大江 3 丁目
10 番 8 号
熊本市北区山室６丁目８番
１号
熊本市北区楠７丁目 15－１
熊本市北区清水亀井町 16－
10
熊本市北区弓削 4 丁目 8-10
熊本市北区龍田２丁目３－
３

訪問看護ステーションステッ 熊本市北区植木町投刀塚２
プ

９５－２

訪問看護ステーションレシー 熊本市北区徳王 1 丁目２－
ブ

４６

TEL

FAX

096-366-7339

096-366-7359

096-375-1411

096-363-3363

096-384-5580

096-384-5581

096-278-7701

096-278-8011

096-211-8011

096-211-8336

096-346-8601

096-346-6887

096-362-1227

096-285-9939

096-237-6964

096-237-6965

096-345-8112

096-343-0517

096-342-5302

096-348-0317

096-215-1294

096-215-1295

096-273-6404

096-273-6405

096-277-8282

096-288-1335

096-272-5271

096-272-5271

096-202-0412

096-201-6000

16

訪問看護ステーション城西

17

訪問看護ステーションのぞみ

18

19

訪問看護ステーション 縁（え
ん）

小島

訪問看護ステーションたくま
だい熊本

20

訪問看護ステーションふれ愛

21

訪問看護ステーション聖嶺

22

たっくリハサポートセンター

23

鶴翔苑訪問看護ステーション

24

ニチイケアセンター保田窪

25

訪問看護ステーションわかば

26

27

28

29

30

熊本市西区島崎２丁目 11－

096-324-4861

096-359-7727

熊本市西区河内町船津 892

096-276-1446

096-276-1478

熊本市西区小島 9 丁目 1-40

096-247-6014

096-247-6015

熊本市東区尾ノ上 1-14-27

096-381-9034

096-386-1502

096-388-0929

096-380-4808

096-380-0677

096-349-7188

096-389-1116

096-292-8005

096-387-8171

096-387-7001

096-386-0377

096-386-8370

096-285-6507

096-285-6504

096-383-5556

096-385-6273

096-320-2111

096-320-2116

熊本市南区江越 2 丁目 7-1

096-284-1921

096-379-8917

熊本市南区田迎 1-7-20

096-370-5730

096-373-2218

096-311-1011

096-311-1012

13

熊本市東区戸島２丁目３－
15
熊本市東区八反田３丁目２
０-１
熊本市東区上南部２丁目
1-67
熊本市東区保田窪本町 10－
112
熊本市東区保田窪４丁目１
０番６８号
熊本市東区栄町 3-1

訪問看護ステーションケアベ 熊 本 市 東 区 三 郎 2 丁 目
ース

2-131

訪問看護ステーションしらふ 熊 本 市 南 区 薄 場 1 丁 目
じ
訪問看護ステーションみゆき
の里
訪問看護ステーションヴィー
ヴル

10-28

訪問看護ステーションいきい 熊本市南区平田 2 丁目 12 番
きらいふ

18 号

31

32

33

34

35

医療法人相生会訪問看護ステ 熊本市南区富合町古閑 1012
ーションきんもくせい

096-358-7355

096-357-0085

096-285-3932

096-285-8914

熊本市南区近見 6 丁目 11-1

096-245-6617

096-245-6618

熊本市南区江越 2-14-26

096-285-3418

096-285-3419

熊本県合志市幾久富 1123-5

096-227-9002

096-227-9004

番地

あまてらす訪問看護ステーシ 熊 本 市 南 区 御 幸 笛 田
ョン
訪問看護ステーションひとつ
な
エール訪問看護ステーション
訪問看護ステーショステップ･
キッズ

2-15-38

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細

№1 熊本市医師会在宅ケアセンター訪問看護ステーション
〒860-0811 熊本市中央区本荘５丁目 16－10
TEL：096-366-7339
FAX：096-366-7359
担当者：北本

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：2～3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】なし

受入期間：2 月～3 月
受入時間：10：00～15：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№2 訪問看護ステーションフォレスト熊本
〒862-0970 熊本市中央区渡鹿５丁目１－37
TEL：096-375-1411
FAX：096-363-3363
担当者：森安

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、精
神科訪問、訪問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】利用者様、ご家族様の都合により特別な医療処置の実施には同行
できない場合もございます。ご了承ください。

受入期間：8 月、12 月
受入時間：8：30～17：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№3 在宅ステーション水前寺訪問看護事業所
〒862-0951 熊本市中央区上水前寺 1 丁目 6-5
TEL：096-384-5580
FAX：096-384-5581
担当者：宇土

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】なし

受入期間：要相談
受入時間：9：00～17：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護ステーション
〒2 熊本市中央区渡鹿５丁目１－37
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
フォレスト熊本
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№4 セントケア訪問看護ステーション熊本
〒860-0824 熊本市中央区十禅寺 1 丁目 3 番 1 号
TEL：096-278-7701
FAX：096-278-8011
担当者：末次

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、精
神科訪問、訪問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒不可

【備考】なし

受入期間：11 月、１～２月
受入時間：9：00～18：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№5 訪問看護事業所 C＆R
〒860-0073 熊本市中央区島崎１丁目 32－1
TEL：096-211-8011
FAX：096-211-8336
担当者：竹川

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4～8 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】受け入れ時期については、学生実習と重複を避けるため要相談で
す。

受入期間：11 月～1 月（要相
談）
受入時間：9：00～18：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№6 黒髪しょうぶ苑訪問看護ステーション
〒860-0862 熊本市中央区黒髪 5 丁目 4-30
TEL：096-346-6888
FAX：096-346-6887
担当者：今村

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、精神科訪問、
訪問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】介護の複合施設の中にある小規模 ST です。介護学生、看護学生
を受け入れています。

受入期間：1 月～3 月
受入時間：8：30～17：30
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護事業所 C＆R
〒5 熊本市中央区島崎１丁目 32－1
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№7 訪問看護ステーションまいん
〒860-0811 熊本市中央区本荘 2 丁目 1-12
TEL：096-362-1227
FAX：096-285-9939
担当者：井手尾

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、精
神科訪問、訪問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】なし

受入期間：11 月中旬～12 月
受入時間：8：30～17：30
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№8 けいず訪問看護ステーション
〒862-0972 熊本市中央区新大江 3 丁目 10 番 8 号
TEL：096-237-6964
FAX：096-237-6965
担当者：正木

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、精
神科訪問、訪問リハ
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：1 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
□在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】ご不明な点、疑問等ありましたらお尋ねください。

受入期間：7 月～11 月
受入時間：10：00～16：00
受入人数：2 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
□吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№9 訪問看護ステーション清雅苑
〒860-8518 熊本市北区山室６丁目８番１号
TEL：096-345-8112
FAX：096-343-0517
担当者：松尾

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】受け入れ時期については、学生実習と重複を避けるため要相談で
す。

受入期間：要相談
受入時間：8：30～17：00
受入人数：1 人/回

■在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ けいず訪問看護ステー
〒8 熊本市中央区新大江 3 丁目 10 番 8 号
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
ション
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№10 武蔵ヶ丘訪問看護ステーション
〒862-8003 熊本市北区楠７丁目 15－１
TEL：096-342-5302
FAX：096-348-0317
担当者：藤田

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：2～3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】新規相談が多く、研修の対応が難しい場合もあります。スタッフ
の訪問看護歴は 1 年程度です。

受入期間：要相談
受入時間：8：30～17：30
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
□吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№11 訪問看護ステーションはーと
〒861-8066 熊本市北区清水亀井町 16－10
TEL：096-215-1294
FAX：096-215-1295
担当者：浪床

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、
、
、訪問リハ、
看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒不可

【備考】なし

受入期間：9 月～11 月
受入時間：9：00～16：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№12 リハステーション spito-スピット-光の森
〒861-8001 熊本市北区武蔵ヶ丘７丁目４－１０
TEL：096-273-6404
FAX：096-273-6405
担当者：宮川

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、精神科訪問、
訪問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

□経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能(PT・OT・ST)

【備考】なし

受入期間：7 月～2 月
受入時間：9：00～17：00
受入人数：2 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
□吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護ステーション
〒11 熊本市北区清水亀井町 16－10
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
はーと
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№13 JAPAN INNOVATION
〒861-8006 熊本市北区龍田２丁目３－３
TEL：096-277-8282
FAX：096-288-1335
担当者：森光

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、精神科訪問、
看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
□在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】医療機関の方とももっと連携していきたいと思っています。是非
よろしくお願いします。

受入期間：6 月～3 月
受入時間：8:30～17:30
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№14 訪問看護ステーションステップ
〒861-0141 熊本市北区植木町投刀塚２９５－２
【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、精神科訪問
TEL：096-272-5271
FAX：096-272-5271
担当者：川上

【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：5 週間前まで

□経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
□在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】なし

受入期間：11 月～3 月
受入時間：9：00～13：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
□吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
■特別な医療処置は行っていない

№15 訪問看護ステーションレシーブ
〒861-5525 熊本市北区徳王 1 丁目２－４６
【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ
TEL：096-202-0412
FAX：096-201-6000
担当者：緒方

【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：2 週間前まで

経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能(PT)

【備考】なし

受入期間：8 月～11 月
受入時間：9：30～16：30
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
□吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護ステーション
〒14 熊本市北区植木町投刀塚２９５－２
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
ステップ
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№16 訪問看護ステーション城西
〒860-0073 熊本市西区島崎２丁目 11－13
TEL：096-324-4861
FAX：096-359-7727
担当者：甲斐

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、精神科訪問、
訪問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】在宅で頑張られている利用者やその家族と、ぜひお話をしてみて
ください。

受入期間：要相談
受入時間：8:30～17:00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№17 訪問看護ステーションのぞみ
〒861-5347 熊本市西区河内町船津 892
TEL：096-276-1446
FAX：096-276-1478
担当者：寺岡

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4～8 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】受け入れ時期については、学生実習と重複を避けるため要相談で
す。

受入期間：10 月～12 月
受入時間：9:00～16:00
受入人数：1～2 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№18 訪問看護ステーション 縁（えん） 小島
〒861-5287 熊本市西区小島 9 丁目 1-40
【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、看取り
TEL：096-247-6014
FAX：096-247-6015
担当者：神山

【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒不可

【備考】受け入れ時期については、学生実習と重複を避けるため要相談で
す。

受入期間：要相談
受入時間：9：00～17：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護ステーション
〒17 熊本市西区河内町船津 892
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
のぞみ
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№19 訪問看護ステーションたくまだい熊本
〒862-0913 熊本市東区尾ノ上 1-14-27
TEL：096-381-9034
FAX：096-386-1502
担当者：日髙
受入期間：8/3～9/22、10/4
～11/4
受入時間：8：30～17：15
受入人数：2 人/回

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】
■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

申込締切：4 週間前まで
※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】なし

№20 訪問看護ステーションふれ愛
〒861-8041 熊本市東区戸島２丁目３－15
TEL：096-388-0929
FAX：096-380-4808
担当者：河野

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】申込時に訪問したい利用者の希望をお伝えください。

受入期間：11 月後半～1 月
受入時間：9：00～17：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№21 訪問看護ステーション聖嶺
〒861-8034 熊本市東区八反田３丁目２０-１
TEL：096-380-0677
FAX：096-349-7188
担当者：北原

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】なし

受入期間：12 月～1 月
受入時間：8：30～17：00
受入人数：2 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護ステーション
〒20 熊本市東区戸島２丁目３－15
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
ふれ愛
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№22 たっくリハサポートセンター
〒861-8001 熊本市東区上南部２丁目 1-67
TEL：096-389-1116
FAX：096-292-8005
担当者：河添

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：2 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談(PT・OT)

【備考】なし

受入期間：4 月～3 月（随時）
受入時間：8：30～17：30
受入人数：1 人/回

■在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№23 鶴翔苑訪問看護ステーション
〒862-0925 熊本市東区保田窪本町 10－112
【サービス実施状況】、緊急時の対応、訪問リハ、看取り
TEL：096-387-8171
FAX：096-387-7001
担当者：井上

【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：2 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】なし

受入期間：8 月～10 月
受入時間：9：00～16：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№24 ニチイケアセンター保田窪
〒862-0926 熊本市東区保田窪４丁目１０番６８号
【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、看取り
TEL：096-386-0377
FAX：096-386-8370
担当者：野中

【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】なし

受入期間：10 月～12 月
受入時間：9：00～18：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 鶴翔苑訪問看護ステー
〒23 熊本市東区保田窪本町 10－112
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
ション
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№25 訪問看護ステーションわかば
〒862-0904 熊本市東区栄町 3-1
TEL：096-285-6507
FAX：096-285-6504
担当者：西村

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】なし

受入期間：10 月～11 月
受入時間：8：30～17：00
受入人数：1～2 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№26 訪問看護ステーションケアベース
〒862-0922 熊本市東区三郎 2 丁目 2-131
TEL：096-383-5556
FAX：096-385-6273
担当者：新本

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】なし

受入期間：10 月以降
受入時間：9：00～16：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
□気管カニューレ
□吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№27 訪問看護ステーションしらふじ
〒861-4131 熊本市南区白藤５丁目１番１号
TEL：096-320-2111
FAX：096-320-2116
担当者：山下

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】なし

受入期間：12 月～1 月
受入時間：8：30～17：30
受入人数：2 人/回

■在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護ステーション
〒26 熊本市東区三郎 2 丁目 2-131
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
ケアベース
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№28 訪問看護ステーションみゆきの里
〒860-0834 熊本市南区江越 2 丁目 7-1
TEL：096-284-1921
FAX：096-379-8917
担当者：田中

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

□経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】なし

受入期間：1 月～3 月
受入時間：8：30～17：30
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№29 訪問看護ステーションヴィーヴル
〒860-0832 熊本市南区田迎 1-7-20
TEL：096-370-5730
FAX：096-373-2218
担当者：小橋

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】なし

受入期間：11 月中旬～3 月
受入時間：8：30～17：30
受入人数：1 人/回

■在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№30 訪問看護ステーションいきいきらいふ
〒860-0826 熊本市南区平田 2 丁目 12 番 18 号
TEL：096-311-1011
FAX：096-311-1012
担当者：濱崎

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能(PT・OT)

【備考】なし

受入期間：9 月以降
受入時間：8：30～17：00
受入人数：1 人/回

■在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ 訪問看護ステーション
〒29 熊本市南区田迎 1-7-20
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
ヴィーヴル
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№31 医療法人相生会訪問看護ステーションきんもくせい
〒861-4157 熊本市南区富合町古閑 1012 番地
TEL：096-358-7355
FAX：096-357-0085
担当者：荒牧

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、訪問リハ、看
取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒要相談

【備考】利用者状況で医療処置の状況も変わります。他院、他事業所から
の同行依頼と重ならない日程で調整したいと思います。

受入期間：11 月～2 月
受入時間：8：30～17：30
受入人数：1 人/回

■在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№32 あまてらす訪問看護ステーション
〒861-4172 熊本市南区御幸笛田 2-15-38
TEL：096-285-3932
FAX：096-285-8914
担当者：田中

【サービス実施状況】、緊急時の対応、小児訪問、精神科訪問、訪問リハ、
看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：2～3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】受入期間中に希望の利用者さんが居られない可能性もあります。

受入期間：9 月～11 月
受入時間：9：00～18：00
受入人数：1 人/回

■在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
■人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№33 訪問看護ステーションひとつな
〒861-4101 熊本市南区近見 6 丁目 11-1
【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、精神科訪問
TEL：096-245-6617
FAX：096-245-6618
担当者：日向

【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：4 週間前まで

□経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
□点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
□在宅酸素療法（HOT)
□人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒不可

【備考】精神科訪問看護がメインです。

受入期間：要相談
受入時間：9：00～18：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
□気管カニューレ
□吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
■特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
№ あまてらす訪問看護ス
〒32 熊本市南区御幸笛田 2-15-38
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
テーション
TEL FAX
担当者：

【利用者の特色】その他（

）

令和元年度 受入訪問看護ステーションリスト詳細
№34 エール訪問看護ステーション
〒860-0834 熊本市南区江越 2-14-26
TEL：096-285-3418
FAX：096-285-3419
担当者：中村

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：3 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
■在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
■膀胱留置カテーテル
■腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】ひまわり在宅クリニックを併設しており、在宅について広範囲に
学ぶことが可能です。

受入期間：随時
受入時間：9：00～18：00
受入人数：1 人/回

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
■人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
■麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

№35 訪問看護ステーショステップ･キッズ
〒861-1112 熊本県合志市幾久富 1123-5
TEL：096-227-9002
FAX：096-227-9004
担当者：石橋

【サービス実施状況】24 時間電話相談対応、緊急時の対応、小児訪問、訪
問リハ、看取り
【特別な医療処置の実施状況】

申込締切：2 週間前まで

■経管栄養法（胃ろうを含む）
□在宅中心静脈栄養法（IVH)
■点滴・静脈注射
□膀胱留置カテーテル
□腎ろう・膀胱ろう
■在宅酸素療法（HOT)
■人工呼吸療法（ﾚｽﾋﾟﾚｰﾀｰ、ﾍﾞﾝﾁﾚｰﾀｰ）

※看護師以外の職種の受入
⇒可能

【備考】保健師の参加も必要であると感じております。

№

〒35 熊本県合志市幾久富 1123-5

受入期間：9 月～10 月
受入時間：8：30～13：00
受入人数：1 人/回

訪問看護ステーショス

□在宅自己腹膜灌流（CAPD）
□人工肛門（ストマ）
□人工膀胱
■気管カニューレ
■吸引
□麻薬を用いた疼痛管理
□特別な医療処置は行っていない

※「受入人数」は一回の訪問に同行可能な人数です。
テップ･キッズ
TEL FAX
※「サービス実施状況」「特別な医療処置の実施状況」については、令和元年５月時点の内容です。
担当者：

【利用者の特色】その他（

受入期間：

【特別な医療処置の実施】

受入時間：

□経管栄養法（胃ろうを含む）

）

□人口呼吸療法（レスピレーター、
ベンチレーター）
□在宅自己腹膜灌流（CAPD）

