
R4.4.1現在

市町 事業所名 事業所所在地 電話番号

訪問看護ステーションアイリス 岩国市錦見7-16-1 0827-41-0363

訪問看護ステーションつくし 岩国市南岩国町2-77-23 0827-32-8338

訪問看護ステーションわかあゆ 岩国市麻里布町3-5-5 0827-29-2500

訪問看護ステーションひだまり 岩国市周東町祖生5720-1 0827-85-5865

訪問看護ステーションあゆみ 岩国市玖珂町4999-1 0827-28-5305

あまの訪問看護ステーション 岩国市牛野谷町3-49-53 0827-32-6265

訪問ステーションてとてと岩国 岩国市麻里布町3-16-22-301-A 0827-28-6360

訪問看護ステーション無花果（Ｍｕｋａｋａ） 岩国市牛野谷町1-5-25 0827-31-9887

訪問看護ステーション千樹の杜 岩国市周東町下久原蔵本2580-2 0827-84-5555

訪問看護ステーションひがし 岩国市元町2-2-16 0827-30-9071

訪問看護ステーションむろの樹 岩国市室の木町3-6-12 0827-28-6411

訪問看護ステーションｃｏｃｏlｏ 岩国市南岩国4-59-7 0827-34-0003

岩国市立訪問看護ステーションさくら 岩国市美和町渋前1776 0827-95-0123

なぎさ訪問看護ステーション 柳井市余田1850－5 0820-24-0520

周東総合病院訪問看護ステーション いちご 柳井市古開作1000-1 0820-22-3715

ゆうわ訪問看護ステーション 柳井市古開作479-3 0820-27-6001

訪問看護ステーションすおうおおしま 大島郡周防大島町小松1415-1 0820-79-2031

いい日の里 訪問看護ステーション 大島郡周防大島町椋野1338-1 0820-79-0120

訪問看護ステーションなないろ 大島郡周防大島町小松91-4 0820-79-2224

平生 平生訪問看護ステーションきらら 熊毛郡平生町平生町569-14 0820-56-1000

徳山医師会訪問看護ステーション 周南市東山町6-28 0834-31-9610

訪問看護ステーション しんなんよう 周南市富田2679-1 0834-63-1324

訪問看護ステーションゆめ風車 周南市宮の前2-6-27 0834-61-2510

訪問看護ステーション周南高原 周南市須々万本郷29-1 0834-88-0391

訪問看護ステーション元気村 周南市湯野字向山109-22 0834-82-0001

ＪＣＨＯ徳山中央病院附属訪問看護ステーション 周南市孝田町1-1 0834-28-4475

訪問看護リハビリステーションねこの手 周南市岡田町10-7 0834-34-1600

株式会社訪問看護ステーションもみじ 周南市城ヶ丘3-1-35 0834-28-5652

徳山病院訪問看護ステーションサルビア 周南市南浦山町5-14 0834-34-1510

訪問看護ステーションこもれび 周南市城ケ丘4-3504-22 0834-34-1811

下松 訪問看護ステーション下松・きらら 下松市生野屋南1-10-1 0833-45-3370

山口県看護協会訪問看護ステーションひかり 光市浅江5-4-22 0833-74-0505

訪問看護ステーションつむぎ 光市光井4-31-12　フレグランス光101 0833-48-8103

リハビリ＆ケア訪問看護ステーションのあ 光市島田2-11-6 0833-48-6818

阿知須訪問看護ステーション 山口市阿知須4241-4 0836-65-5393

小郡訪問看護ステーション 山口市小郡下郷747-21 083-974-0123

済生会山口地域ケアセンター
在宅複合型施設やすらぎ訪問看護ステーション

山口市朝倉町4-55-6 083-924-6613

訪問看護ステーションアクティブ大内 山口市大内矢田北5-11-1 083-927-8358

訪問看護ステーションすこやかナース 山口市阿知須4716-14 0836-65-5585

訪問看護ステーションハローナースきつなん 山口市鋳銭司3381 083-985-1220

訪問看護ステーションハローナース山口 山口市黒川3380 083-921-1625

山口赤十字訪問看護ステーション 山口市八幡馬場53-1 083-923-0152

佐々木訪問看護ステーション 山口市泉都町9-7 083-934-5031

青藍会在宅医療支援センター新山口訪問看護ステーション 山口市小郡平成町1-18 083-976-2400

訪問看護 花の森 山口市下小鯖2698-1 083-929-3924

県内訪問看護ステーション一覧
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小郡第一総合病院訪問看護ステーション 山口市小郡下郷862-3 083-974-1717

済生会山口地域ケアセンター
居宅介護サービス複合施設にほ苑訪問看護事業所

山口市仁保中郷988-1 083-929-5081

さきがけ訪問看護ステーション 山口市鋳銭司6000-1 083-986-3660

訪問看護おかふじ 山口市宮島町2-10 083-941-5671

山口市社会福祉協議会あとう訪問看護ステーション 山口市阿東地福上1697 083-952-6001

秋穂訪問看護ステーション 山口市秋穂東5592-1 083-984-8060

訪問看護ステーション　デューン山口
山口市小郡下郷3372-8
マンションヒロ１階２号室

083-972-2366

青藍会在宅医療支援センター山口訪問看護ステーション 山口市吉敷中東1-1-2 083-924-8778

訪問看護ステーション　クローバーケア 山口市小郡上郷1745-5 083-976-6968

ポラスケア訪問看護ステーション 山口市湯田温泉1-1-7 083-902-5551

訪問看護ステーションふれんず 山口市江良1－7－1 083-941-5151

訪問看護ステーションこうとく 山口市周布町3－18 083-941-6544

訪問看護ステーション　イルソーレ 山口市小郡下郷770-3 083-976-8211

訪問看護ステーション　といろ 山口市小郡下郷3040-5 083-902-5583

きらら山口訪問看護リハビリステーション 山口市佐山1258-1 083-902-8622

あてくろ訪問看護ステーション 山口市小郡明治2-9-13 083-976-8339

さんコープ訪問看護ステーション　宮野 山口市桜畠2-9-17 083-902-5866

セノーテ訪問看護　宇部山口防府ステーション 山口市小郡花園町1-12 083-902-1428

好日苑訪問看護ステーション 防府市戎町2-5-1 0835-26-5012

訪問看護ステーションさわやかナース 防府市新田775-1 0835-26-1132

訪問看護ステーションはくあいナース 防府市三田尻1-1-24 0835-26-2628

訪問看護ステーションハローナース防府 防府市台道1634-1 0835-32-3132

山口県看護協会訪問看護ステーションほうふ 防府市上右田2686 0835-24-3538

三田尻訪問看護ステーション 防府市東松崎町4-29 0835-27-6332

訪問看護ステーションスマイルネット防府 防府市佐野152-1 0835-28-8766

原田訪問看護センター 防府市国衙5-9-27 0835-25-4774

自遊の街訪問看護ステーションつばさ 防府市栄町1-6-1　KSﾋﾞﾙ4F 0835-26-6657

訪問看護ステーションオールケアー 防府市沖今宿1-18-20 0835-27-2826

訪問看護ステーションはぴね防府 防府市田島1460-4 0835-26-5100

株式会社ピーエー訪問看護ステーションゆうの風三田尻 防府市警固町1-6-42 0835-28-7883

岸津苑訪問看護ステーション 防府市岸津2-24-20 0835-26-6500

訪問看護ステーション東風 防府市下右田350-3 0835-28-8511

訪問看護ステーションプルメリア 防府市新田818-1 0835-28-1170

ハートブリッジ訪問看護ステーション 防府市田島1943-4 0835-28-1227

合同会社訪問看護ステーションほのか 防府市新田518-1 0835-28-1168

ふうき訪問看護ステーション 防府市国分寺町5-29 0835-28-1990

ヘスティア華城訪問看護ステーション 防府市伊佐江1039-1 0835-27-1133

宇部市医師会訪問看護ステーション 宇部市中村3-12-52-11 0836-22-4410

さるびあ訪問看護ステーション 宇部市浜町2-1-3 0836-36-1173

仁心会訪問看護ステーション和み 宇部市寿町3-3-25 0836-39-1772

泉仁会訪問看護ステーション 宇部市木田40-20 0836-62-1055

医療法人聖比留会　セントヒル訪問看護ステーション 宇部市妻崎開作108 0836-43-9797

虹の訪問看護ステーション
宇部市五十目山町16－41－1
シティハイムＦ1－Ａ

0836-33-5358

訪問看護ステーションハローナース宇部 宇部市西岐波229-3 0836-51-1300
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ホームナース立花訪問看護ステーション 宇部市浜田3-24-1 0836-39-2858

ハピナース・エル訪問看護ステーション 宇部市恩田町2-18-26 0836-32-0468

訪問看護ステーション白鳥 宇部市南小羽山町1-8-16 0836-37-0233

ニチイケアセンター西岐波訪問看護ステーション 宇部市西岐波浜田1545-1 0836-54-0582

訪問看護ステーションハローナース宇部西 宇部市際波字東河田287-1 0836-45-1215

サンキ・ウエルビィ訪問看護ステーション宇部 宇部市西岐波4412-1 0836-38-7004

訪問看護ステーションあん 宇部市岬町2-5-31 0836-43-6662

訪問看護ステーション未来 宇部市船木1017-5 0836-67-3018

リハビリ訪問看護ステーションＦｕｎ　ｔｏ　Ｌｉｆｅ 宇部市西岐波4470-8 0836-39-3727

訪問看護ステーションケアヒルズ扶老会 宇部市船木833 0836-69-0020

おもてなし訪問看護リハビリステーション 宇部市上宇部吉原471-11 0836-38-8118

訪問看護ステーション私の家 宇部市沖ノ旦中一ノ原953－2 0836-55-5521

西日本訪問看護ステーションエスコート 宇部市島1-7-13森ビル２階 0836-39-3215

ライフステップ創訪問看護ステーション 宇部市妻崎開作1014-3 0836-44-3355

メンタル訪問看護ステーション心愛夢 宇部市海南町2-58-1　ＯＸビル３階 0836-21-1560

訪問看護ステーションりんく 宇部市海南町2-58-1　オックスビル２階 0836-39-7638

きわなみ訪問看護ステーション 宇部市際波726-3 0836-39-9873

いろは訪問看護ステーション 宇部市昭和町3－4－32 0836-39-8381

訪問看護ステーションきみかげナース 宇部市黒石北4－4－35－205 0836-38-8974

てらす訪問看護ステーション 宇部市西岐波柳ケ瀬785-6 0836-51-0511

美祢市訪問看護ステーション 美祢市秋芳町秋吉5335-1 0837-62-1156

こころ訪問看護ステーション 美祢市大嶺町東分372-5村田ﾋﾞﾙ202 0837-54-2010

山陽小野田医師会訪問看護ステーション 山陽小野田市東高泊1947-1 0836-81-0295

虹の訪問看護ステーション山陽小野田 山陽小野田市くし山1-34-7 0836-38-5765

訪問看護ステーションかがやき 山陽小野田市鴨庄10-4 0836-72-0339

訪問看護ステーション　そらり 山陽小野田市西高泊1334-1 0836-39-5232

訪問看護ステーションフクシア 山陽小野田市厚狭埴生田498-1 0836-39-5677

小野田赤十字訪問看護ステーション 山陽小野田市小野田3700 0836-88-0165

訪問看護ステーション翔陽 山陽小野田市新生2-8-8 0836-39-7169

訪問看護ステーションゆとり 山陽小野田市住吉本町1－5－15 0836-55-4403

医療法人茜会あかね老人訪問看護ステーション 下関市上新地町1-5-8-205 083-224-2880

医療法人茜会勝山訪問看護ステーション 下関市大字田倉221-11 083-257-4338

社会医療法人松涛会　松涛会訪問看護ステーション 下関市彦島江の浦町9-4-5 083-266-6888

光風園病院訪問看護ステーション 下関市長府才川2-21-2 083-248-5588

豊前田訪問看護ステーション 下関市豊前田町2-4-10弘仁ビル3階 083-228-1910

下関市豊浦地域ケアセンター訪問看護ステーション 下関市豊浦町大字小串10007-3 083-772-2231

あおぞらの里　下関訪問看護ステーション 下関市伊崎町1-1-9サンヒルズビル2F 083-228-3833

アイユウの苑訪問看護サービス 下関市彦島迫町3-17-2 083-261-4337

下関市社協ほうほく訪問看護ステーション 下関市豊北町大字滝部3140-1 083-782-1594

下関市社協とよた訪問看護ステーション 下関市豊田町大字矢田194 083-766-2016

済生会貴船福祉ケアセンター貴船園訪問看護ステーション 下関市貴船町3-4-1 083-223-0261

独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター
附属訪問看護ステーション

下関市新地西町4-1 083-250-7116

訪問看護ステーションにじの丘 下関市菊川町大字田部223-1 083-287-0564

東亜訪問看護ステーション 下関市一の宮学園町2-2 083-257-0195

ファイン訪問看護ステーション 下関市大字冨任131 083-258-4010
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訪問看護ステーションたけひさ 下関市武久町2-53-8 083-255-5505

セレスト訪問看護ステーション 下関市秋根南町2-7-28 083-250-8111

くにのぶ訪問看護ステーション 下関市新垢田南町1-13-23 083-250-8855

関門医療センタービーンズ訪問看護ステーション 下関市長府外浦町1-1 083-241-1199

笑顔（スマイル）訪問看護サービス 下関市稗田中町4-18 083-250-3588

訪問看護ステーションデューン下関 下関市秋根本町1-7-9新下関ビル301号室 083-242-1601

ハートケア訪問看護ステーション 下関市川中豊町3-3-5 083-242-1991

在宅看護センターヴィータ 下関市王喜本町3-7-3 083-227-2820

下関病院訪問看護ステーション 下関市梶栗町4-2-34 083-258-0830

安夢住ナースセンター 下関市長府新松原町3-30 083-242-5211

訪問看護リハビリステーションラポル 下関市王司上町3-2-12 083-242-1122

フリーナースネットケア　H-Nsサービス 下関市熊野町2-4-18 083-250-6027

セービング訪問看護ステーション 下関市幡生宮の下町8-12 083-242-2000

訪問看護ステーション　ゆとり　下関 下関市形山みどり町15-13　岡田ビル1階1号 083-242-0833

株式会社訪問看護ステーション陽向 萩市土原300-6 0838-22-5710

かねた訪問看護ステーション 萩市吉田町1 0838-21-4700

玉木病院訪問看護ステーション 萩市瓦町49 0838-25-0050

萩・田万川みたらし訪問看護ステーション 萩市下田万2730 08387-3-0001

長門総合病院訪問看護ステーション 長門市東深川85 0837-22-2506

訪問看護ステーションこころの樹 長門市東深川1408-4 0837-23-1717

訪問看護ステーションすこやか 長門市仙崎294 0837-27-0100

訪問看護ステーションｆ 長門市東深川1365-11 0837-27-0119

下関

萩
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