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保険医療機関名称

令和4年6月1日現在
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保険医療機関所在地

電話番号

指定年月日
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0461290074

やまと訪問看護ステーション

987-0511 登米市迫町佐沼字南元丁72番地

0220-23-8822

令和4年5月1日 令和10年4月30日

0460294036

訪問看護ステーション まごころ園

986-0821 石巻市住吉町1丁目9-3

0225-90-4417

令和4年5月1日 令和10年4月30日

0460590045

訪問看護ステーションあした 気仙沼ステーション

気仙沼市松崎五駄鱈１３－３末永アパー
988-0122
ト１号棟

0226-29-6113

令和4年5月1日 令和10年4月30日

0461590044

公益社団法人宮城県看護協会 大崎訪問看護
ステーション

989-6321 大崎市三本木字善並田１５６

0229-52-5135

令和4年4月1日 令和10年3月31日

0462690025

松島医療生活協同組合 訪問看護ステーション
まつしま

宮城郡松島町松島字普賢堂１－４ まつ
981-0213
しまの郷

022-353-3295

令和4年3月1日 令和10年2月29日

0461590127

たつみの風訪問看護ステーション

989-6103 大崎市古川江合寿町一丁目5番地12

0229-47-5159

令和4年2月1日 令和10年1月31日

0460294010

訪問看護ステーション火の鳥

986-0132 石巻市小船越字堤下66番地

0225-25-6245

令和4年2月1日 令和10年1月31日

0460390057

ケアビレッジ塩竃ケアサービスステーション訪問
看護事業所

985-0061 塩釜市清水沢4丁目39-1

022-354-0038

令和3年12月1日 令和9年11月30日

0460290026

医療法人社団健育会 ひまわり訪問看護ステー
ション

986-0859 石巻市大街道西3丁目1-28

0225-21-5151

令和3年12月1日 令和9年11月30日

0461590085

医療法人社団健育会 大崎ひまわり訪問看護ス
テーション

989-6154 大崎市古川三日町2丁目3-43

0229-25-5074

令和3年12月1日 令和9年11月30日

0461194003

訪問看護ステーションココエル 岩沼

989-2436 岩沼市吹上三丁目6番17号

0223-36-7538

令和3年10月1日 令和9年9月30日

0460590052

気仙沼訪問看護ステーション

988-0103 気仙沼市赤岩港321-1

0226-25-8323

令和3年9月1日 令和9年8月31日

0461590150

リハナースステーション古川

989-6126 大崎市古川台町2-23

0229-25-6912

令和3年5月1日 令和9年4月30日

0462490038

リハビリ訪問看護ステーションつばさ仙南

989-2383 亘理郡亘理町逢隈田沢字早川75-1

0223-35-6027

令和3年3月1日 令和9年2月28日

0462790064

訪問看護ステーションのぞみ 杜の丘

981-3628 黒川郡大和町杜の丘1-14-2

022-343-8807

令和2年12月1日 令和8年11月30日

0461290041

登米市訪問看護ステーション

987-0364 登米市豊里町土手下６７－１

0225-76-6210

令和2年11月1日 令和8年10月31日

0462190034

訪問看護ステーション ココシフレ蔵王

989-0842 刈田郡蔵王町塩沢字上野29-21

0224-26-8040

令和2年10月1日 令和8年9月30日

0461590135

訪問看護ステーションみやび

989-6171 大崎市古川北町二丁目4番22号

0229-25-6235

令和2年10月1日 令和8年9月30日

0461590101

セントケア訪問看護ステーション岩出山

989-6228 大崎市古川清水字成田宮田58-4

0229-26-3035

令和2年9月1日 令和8年8月31日

0460590029

南三陸訪問看護ステーション

988-0085 気仙沼市三日町３－１－１

0226-22-6895

令和2年9月1日 令和8年8月31日

0462290016

公益社団法人宮城県看護協会 柴田・角田地域
訪問看護ステーション

989-1601 柴田郡柴田町船岡中央２－７－１９

0224-87-8788

令和2年8月1日 令和8年7月31日

0460690019

一般社団法人白石市医師会 訪問看護ステー
ション

989-0276 白石市大手町１番１号 健康センター内

0224-24-2267

令和2年5月1日 令和8年4月30日

0460290166

ぷりけあ訪問看護ステーション

986-0861

石巻市蛇田字南久林１４－３ ユニバー
サルⅠ１０２号

0225-98-6491

令和2年4月1日 令和8年3月31日

0460790074

宮城県立精神医療センター 訪問看護ステー
ションゆとり

981-1231 名取市手倉田字山無番地

022-384-9107

令和2年4月1日 令和8年3月31日

0460690027

訪問看護ステーション リズム白石蔵王

989-0218 白石市鷹巣東３－８－１

0224-26-6806

令和1年9月1日 令和7年8月31日

0462290057

リハビリ訪問看護ステーションばうむ

989-1613

0224-87-6792

令和1年7月1日 令和7年6月30日

0460390016

公益財団法人宮城厚生協会 ケアステーション
しおかぜ

985-0085 塩竃市庚塚１－３

022-366-5539

平成31年4月1日 令和7年3月31日

0460390024

塩釜医師会訪問看護ステーション

985-0024 塩竃市錦町７－１０

022-364-3455

平成31年4月1日 令和7年3月31日

0460990013

公益財団法人宮城厚生協会
ケアステーションつくし

985-0831 多賀城市笠神１－８－２８

022-361-1311

平成31年4月1日 令和7年3月31日

0461290066

医療法人社団健育会 登米ひまわり訪問看護ス
テーション

987-0511 登米市迫町佐沼字八幡1-8-3

0220-23-7761

平成31年4月1日 令和7年3月31日

0461690026

あおい訪問看護ステーション富谷

981-3311 富谷市富谷一枚沖１０

022-725-6527

平成31年3月1日 令和7年2月28日

0462490046

すこやか訪問看護ステーション

989-2331 亘理郡亘理町吉田字原２４７－１９

0223-36-7883

平成31年2月1日 令和7年1月31日

0462190018

社会福祉法人蔵王町社会福祉協議会 蔵王町
訪問看護ステーション

989-0821 刈田郡蔵王町大字円田字十文字北３－１

0224-33-2940

平成30年10月1日 令和6年9月30日

0460290091

訪問看護ステーションこだま

986-0832 石巻市泉町３－１０－４０

0225-92-5301

平成30年9月1日 令和6年8月31日

0460790025

あすなろ訪問看護ステーション

981-1224 名取市増田字柳田８－３

022-384-9079

平成30年8月1日 令和6年7月31日

0460790017

名取訪問看護ステーション

981-1231 名取市手倉田字山２０８－１

022-382-3650

平成30年1月1日 令和5年12月31日

柴田郡大河原町大谷字町向２１１－３セ
ブンビル２Ｆ
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指定自立支援医療機関（精神通院医療）リスト
【訪問看護事業所】
医療機関番号

保険医療機関名称

令和4年6月1日現在
郵便番号

保険医療機関所在地

電話番号

指定年月日

有効期限

0462890021

公益社団法人宮城県看護協会 加美訪問看護
ステーション

981-4241 加美郡加美町字南町１８１－１

0229-64-1551

平成29年11月1日 令和5年10月31日

0461390015

公益社団法人宮城県看護協会 栗原訪問看護
ステーション

987-2216 栗原市築館伊豆２－７－１７

0228-24-8151

平成29年9月1日 令和5年8月31日

0460290190

あん暖手ナースステーション

987-1221 石巻市渡波字上榎壇１２９－１

0225-24-6982

平成29年1月1日 令和4年12月31日

0463190025

公益社団法人宮城県看護協会 こごた訪問看護
ステーション

987-0038 遠田郡美里町駅東１－２－１

0229-32-2296

平成28年7月1日 令和4年6月30日
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