訪問看護ステーション
№
1

訪問看護事業者名
訪問看護ステーション城西

所在地

訪問看護ステーション名

熊本市西区島崎2丁目11番13号 訪問看護ステーション城西

2 有限会社 九州松栄産業

熊本市南区田迎1丁目7-14

3 有限会社 千広

熊本市東区画図町重富567-7 訪問看護ステーション レイフル

訪問看護ステーション所在地

指定年月日

熊本市西区島崎2丁目11番13号 H28.4.1

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5丁目4－30 H28.8.1
熊本市南区良町5-15-22

H28.11.1

4 株式会社グローバル介護サービス 熊本市北区龍田弓削1丁目16番38号 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6丁目26番1号 H29.2.1
5 医療法人 桜十字

熊本市南区御幸木部1丁目1番1号 訪問看護ステーション桜十字

熊本市南区御幸木部1丁目1番1号 H29.4.1

6 熊本在宅生活支援サービス株式会社熊本市北区徳王1丁目2-48

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

H29.4.1

7 株式会社ヘルスケアわかば

訪問看護ステーションわかば

熊本市東区栄町3-1

H29.5.1

熊本市南区良町3丁目10番6号 小児訪問看護ステーションＳｔｅｋｉ

熊本市南区平田1丁目14-19草野ビル2-206

H29.5.1

熊本市南区野田2-9-12

熊本市南区城南町隈庄788-5 H29.10.1

8

株式会社 ひろ

9 合同会社サンスマイル

熊本市東区栄町3-1

訪問看護ステーションサンフラワー

熊本市中央区本荘2丁目1-12 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 H29.10.1

11 株式会社REROTTO

熊本市中央区新大江3丁目10番8号 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番8号

12 一般社団法人地域密着ケア協会

熊本市東区戸島西1丁目23番63号 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 H30.4.1

13 株式会社のの花

熊本市東区保田窪5丁目11-99エクセレント
ビューＪＴＣ-1

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エクセ
レントビューＪＴＣ-1

14 有限会社誠心会

熊本市北区室園町10番53号

ＪＡＰＡＮ ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ

熊本市北区龍田2丁目3番3号 H30.9.1

熊本市南区江越2-14-26

エール訪問看護ステーション

熊本市南区江越2-14-26

H31.3.1

熊本市西区河内町船津897

訪問看護ステーションのぞみ

熊本市西区河内町船津892

R1.8.1

10

15

合同会社まいん

医療法人ソレイユ

16 医療法人聖十字会

H30.3.1

H30.6.1

熊本市中央区出水8丁目15番13号 訪問看護ステーションみらい
17 合同会社 訪問看護ステーションみらい

熊本市中央区出水8丁目15番13号 R1.9.1

18 合同会社 萩村会

熊本市中央区薬園町9-15薬園ハイツ1-A

熊本市中央区薬園町9-15薬園ハイツ1-A

R1.10.1

19 セントケア九州株式会社

熊本市中央区十禅寺1丁目3番1号 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1号 福田アパートⅠ102号

R1.12.1

20 株式会社 ＱＲｅａＳ

熊本市北区鶴羽田2丁目12-31 訪問看護ステーションＱＲｅａ

熊本市北区飛田4丁目5番25号 R2.1.1

21 合同会社 ＮＥＷＣＡＮＡＬ

熊本市西区横手5丁目15番46号 訪問看護ステーッション 紫苑の民

熊本市西区横手5丁目15番46号 R2.1.1

22 帝人ヘルスケア株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番1号

帝人訪問看護ステーション平成

23 株式会社 ＳＨＩＦＴ

熊本市中央区琴平2-6-44

訪問看護ステーション ラシクアーレ 熊本市中央区琴平2-6-44

24 株式会社ゼロヨンゼロハチ

熊本市東区健軍1丁目37番6号 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 R2.7.1

25 NPO法人 糸

熊本市東区長嶺東4丁目4番31号 訪問看護ステーション いまここ

熊本市北区龍田8-15-118 B-Ⅲ R2.9.1

訪問看護ステーションぱすてるっこ

熊本市中央区平成2-1-7エクセレント203号室

R2.6.1
R2.6.1

26 帝人訪問看護ステーション株式会社 東京都千代田区霞が関3丁目2-1 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

R2.10.1

27 合同会社 ＩＴコーポレーション

熊本市東区新外3丁目6-26ボナールハイム新外105

訪問看護ステーション ニーズ

熊本市東区新外3丁目6-26ボナールハイム新外105

R2.12.1

28 （同）訪問看護ステーション奏

熊本市南区近見1丁目３－１池永ビル５０４号

（同）訪問看護ステーション奏

熊本市南区近見３－１池永ビル５０４号

R3.1.1

29 訪問看護ステーション 紅い華

熊本市南区元三町2丁目9-22 訪問看護ステーション 紅い華

熊本市南区元三町2丁目9-22 R3.1.1

30 医療法人社団 寿量会

熊本市北区山室6丁目8番1号 訪問看護ステーション 清雅苑

熊本市北区山室6丁目8番1号 R3.1.1

31 株式会社 くますま

熊本市東区上南部2丁目1-67 たっくリハサポートセンター

熊本市東区上南部2丁目1-67 R3.1.1

32 ケアバックス株式会社

熊本市南区御幸笛田2丁目15-38 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 R3.1.1

熊本市東区保田窪本町10番地112 鶴友会訪問看護ステーション
33 医療法人社団 鶴友会 鶴友会訪問看護ステーション

熊本市東区保田窪本町10番地112 R3.1.1

34 アイティーアイ株式会社

長崎県長崎市興善町6番7号

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丁目12番18号 R3.1.1

35 一般財団法人 杏仁会

熊本市中央区渡鹿5-1-37

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5-1-37

熊本市北区室園町10-17
36 医療法人山部会 成城訪問看護ステーション

医療法人山部会 成城訪問看護ステーション

熊本市南区御幸笛田６丁目7-40 訪問看護ステーション みゆきの里
37 医療法人博光会訪問看護ステーションみゆきの里

38 医療法人社団 松下会

熊本市南区白藤5丁目1番1号 訪問看護ステーション しらふじ

熊本市北区室園町10-17

R3.1.1
R3.1.1

熊本市南区御幸笛田６丁目7-40 R3.1.1
熊本市南区薄場1丁目10番28号 R3.1.1

熊本市東区尾ノ上1丁目14-27 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14-27 R3.1.1
39 訪問看護ステーションたくまだい熊本

40 医療法人 CCR

熊本市中央区島崎1丁目32-1 C＆R

41 公益社団法人 熊本県看護協会

熊本市東区東町3丁目10番39号 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

R3.1.1

42 医療法人 むすびの森

熊本市南区会富町1120

R3.1.1

43 医療法人 成仁会

熊本市東区戸島2丁目3番15号 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 R3.1.1

熊本市南区田迎町田井島224番地 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

44

特定医療法人 萬生会

あきた病院訪問看護ステーション たんぽぽ

熊本市島崎1丁目32-1

熊本市南区会富町1120

R3.1.1

R3.1.1

45 麻生介護サービス株式会社

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27-22 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

R3.1.1

46 セントケア九州株式会社

熊本市中央区十禅寺1丁目3番1号 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 R3.1.1

熊本市中央区本荘5丁目16番10号
訪問看護ステーション一般社団法人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丁目16番10号 R3.1.1
47 一般社団法人熊本市医師会在宅ケアセンター

48 有限会社 九州松栄産業

熊本市南区田迎1丁目7-14

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 R3.1.1

49 株式会社SandK

熊本市中央区琴平2丁目6-44

定期巡回サービス グッドファイブ

熊本市中央区琴平2-6-44

R3.4.1

50 株式会社ゼロヨンゼロハチ

熊本市東区健軍1丁目37番6号

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

R3.5.1

