
指定自立支援医療機関（精神通院医療）　訪問看護ステーション 一覧 R5.3.1現在

連番 指 定 医 療 機 関 名 郵便番号 所  在   地 指定日 更 新 日 有効期限 備考

1 一般社団法人西諸医師会立訪問看護ステーションきりしま 886-0007 小林市真方１１５番地 平成19年3月1日 平成31年3月1日 令和7年2月28日

2 訪問看護ステーションやわらぎ 880-2112 宮崎市大字小松１１３３番地 平成19年3月1日 平成31年3月1日 令和7年2月28日

3 医療法人社団健成会原田医院 885-0013 都城市郡元町３２４５番地 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

4 訪問看護ステーション　はまゆり　　　　　 882-0863 延岡市緑ケ丘５丁目２番２２号 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

5 訪問看護ステーションかどがわ　　　　　　 889-0621 東臼杵郡門川町東栄町４－５－１２ 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

6 宮崎県看護協会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝなでしこ３号館 889-1612 宮崎市清武町船引６４４－６２新町橋レジデンス１F事務所 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

7 一般社団法人日向市東臼杵郡医師会立訪問看護ステーション 883-0052 日向市鶴町１－６－２ 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

8 くぼはら訪問看護ステーション 885-0085 都城市平塚町３１７２ー１ 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

9 都城市郡医師会立訪問看護ステーション 885-0002 都城市太郎坊町１３６４番地１ 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

10 医療法人敬和会戸嶋病院 885-0018 都城市郡元１丁目９番地５ 平成19年4月1日 平成31年4月1日 令和7年3月31日

11 訪問看護ステーションケアふる 889-4221 えびの市大字栗下２０９番地５ 平成19年11月1日 令和1年11月1日 令和7年10月31日

12 訪問看護ステーションケアふる宮崎 880-0841 宮崎市吉村町南田甲１０５１－１２ 平成19年11月1日 令和1年11月1日 令和7年10月31日

13 公益社団法人宮崎県看護協会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝなでしこ２号館 880-0211 宮崎市佐土原町下田島１２２２０－９ 平成20年4月1日 令和2年4月1日 令和8年3月31日

14 訪問看護ステーション敬寿 880-0925 宮崎市本郷北方字池田４０４３－１ 平成21年4月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日

15 訪問看護ステーションなでしこ１号館 886-0003 小林市堤２２６０－１ 平成21年4月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日

16 医療法人社団　晴緑会　みやざき訪問看護ステーション 880-0003 宮崎市高松町２番１６号 平成22年6月1日 令和4年6月1日 令和10年5月31日

17 訪問看護ステーション　夢 880-2112 宮崎市大字小松２６０番地 平成22年9月1日 令和4年9月1日 令和10年8月31日

18 古賀訪問看護ステーションあおぞら 880-0041 宮崎市池内町数太木１７６３－３ 平成22年12月1日 令和4年12月1日 令和10年11月30日

19 訪問看護ステーション湯癒亭 889-1302 川南町大字平田２３７９番地１ 平成23年1月1日 令和5年1月1日 令和10年12月31日

20 訪問看護ステーションさくらの花 880-0925 宮崎市大字本郷北方２９９４番地 平成23年8月1日 平成29年8月1日 令和5年7月31日

21 訪問看護ステーションデューン宮崎 880-0804 宮崎市宮田町１１－２４　黒木ビル２０１号 平成23年10月1日 平成29年10月1日 令和5年9月30日

22 ひまわり訪問看護ステーション 881-0016 西都市御舟町１丁目９３－２ 平成24年3月1日 平成30年3月1日 令和6年2月29日

23 訪問看護ステーションTOMO宮崎 880-0835 宮崎市阿波岐原町前浜４２７６ー６７３ 平成24年11月1日 平成30年11月1日 令和6年10月31日

24 訪問看護ステーション　翔 880-0925 宮崎市本郷北方２７０８番地 平成25年7月1日 令和1年7月1日 令和7年6月30日

25 社会医療法人如月会　訪問看護ステーションこころ 880-0804 宮崎市宮田町８番７号　赤レンガ館４階 平成25年7月1日 令和1年7月1日 令和7年6月30日

26 一期一会訪問看護ステーション 880-1101 国富町大字本庄４８３２－７ 平成25年8月1日 令和1年8月1日 令和7年7月31日

27 友愛訪問看護ステーション 880-0903 宮崎市太田町４丁目４－１６ K川崎ビル２F 平成25年11月1日 令和1年11月1日 令和7年10月31日

28 訪問看護ステーション　ひとしずく 882-0864 延岡市塩浜町２丁目１８５８番７ 平成26年7月1日 令和2年7月1日 令和8年6月30日

29 医療法人社団光学堂　訪問看護事業所あたご 882-0872 延岡市愛宕町３丁目２３番地 平成26年11月1日 令和2年11月1日 令和8年10月31日

30 高千穂町訪問看護ステーション 882-1101 高千穂町大字三田井４３５－１ 平成27年4月1日 令和3年4月1日 令和9年3月31日

31 社会医療法人如月会　訪問看護ステーションそら 880-0806 宮崎市宮田町７番４号如月こかげ館３階 平成27年7月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日

32 訪問看護ステーション　デューン南宮崎 889-1611 宮崎市清武町新町２丁目８－１０フレッシュ・Ⅰ 平成27年7月1日 令和3年7月1日 令和9年6月30日

33 訪問看護ステーション　ブーゲンビリアの丘 880-0841 宮崎市吉村町大町甲１９３１番地 平成27年8月1日 令和3年8月1日 令和9年7月31日

34 訪問看護ステーション光 885-0022 都城市小松原町１１４１ 平成28年4月1日 令和4年4月1日 令和10年3月31日

35 三股町訪問看護ステーションなごみ 889-1901 三股町大字樺山３３８４番地２ 平成28年5月1日 令和4年5月1日 令和10年4月30日

36 訪問看護ステーションＣＵＲＡ都城 885-0078 都城市宮丸町２８４０番地１ 平成28年6月1日 令和4年6月1日 令和10年5月31日

37 こどもとおとなの訪問看護ろけっと★ステーション 880-2101 宮崎市跡江６６５ 平成28年8月1日 令和4年8月1日 令和10年7月31日

38 社会医療法人如月会　訪問看護ステーションひなた 884-0001 高鍋町大字高鍋町６９４－１メゾンサティーユ１階１号室 平成28年9月1日 令和4年9月1日 令和10年8月31日

39 宮崎若久病院訪問看護ステーションラ．ポール 880-0945 宮崎市福島町寺山３１４７番地 平成28年10月1日 令和4年10月1日 令和10年9月30日

40 訪問看護ステーション　デューン都城 885-0073 都城市姫城町５街区２３号ひまわりオフィス２階 平成28年10月1日 令和4年10月1日 令和10年9月30日

41 訪問看護ステーションＴＯＭＯ都城 885-0001 都城市金田町２７２０ 平成28年10月1日 令和4年10月1日 令和10年9月30日

42 訪問看護ステーション陽のひかり 882-0862 延岡市浜町４０８番地２８浜アネックス１０２号 平成29年1月1日 令和5年1月1日 令和10年12月31日

43 訪問看護ステーションにちりん 883-0062 日向市大字日知屋１６７５１番地 平成29年4月1日 令和5年3月31日

44 訪問看護ステーションぱりおん 880-0913 宮崎市恒久２丁目１９－６ 平成29年4月1日 令和5年3月31日

45 社会医療法人如月会訪問看護ステーションあゆみ 880-0865 宮崎市広島一丁目１２番１4号　小野ビル1F 平成29年6月1日 令和5年5月31日 休止

46 はまぼう訪問看護ステーション 889-3143 日南市大字下方１３７６番地４ 平成29年8月1日 令和5年7月31日

47 訪問看護ステーション希星 880-1101 東諸県郡国富町大字宮王丸154-8 平成29年9月1日 令和5年8月31日

48 訪問看護ステーションTOMO延岡 882-0866 延岡市平原町２丁目１３６０－１ 平成29年9月1日 令和5年8月31日

49 訪問看護ステーションおあふ 889-1613 宮崎市清武町西新町１１－３ 平成30年2月1日 令和6年1月31日

50 結　訪問看護ステーション 880-0942 宮崎市生目台東１丁目２０番地３ 平成30年3月1日 令和6年2月29日

51 訪問看護ステーション　デューン西都 881-0034 西都市大字妻１６９８番地１ 平成30年7月1日 令和6年6月30日

52 訪問看護ステーションおうち生活応援団 889-4301 えびの市大字永山９４３番地１ 平成30年8月1日 令和6年7月31日

53 合同会社訪問看護ステーションハピネス 880-0913 宮崎市大字恒久４１０７番地２ 平成30年9月1日 令和6年8月31日

54 訪問看護ステーション　たすと 880-0816 宮崎市江平東２丁目３番８号 平成30年10月1日 令和6年9月30日

55 一般財団法人弘潤会　訪問看護ステーション　みつば 880-0916 宮崎市大字恒久５５６７番地 平成30年11月1日 令和6年10月31日 休止

56 医療法人　緑耀会　訪問看護ステーションこみどり 880-2151 宮崎市熊野４７０番地２ 平成31年1月1日 令和6年12月31日

57 訪問看護ステーションFESTA宮崎 880-0927 宮崎市源藤町葉山２６３番地４葉山マンション６０３号 平成31年2月1日 令和7年1月31日

58 訪問看護ステーション安心夢宮崎 880-0121 宮崎市大字島之内９６８６－１０ 令和1年5月1日 令和7年4月30日

59 訪問看護ステーションCalm 880-0854 宮崎市一の宮町７９番地 シャンテ一の宮１０１号 令和1年6月1日 令和7年5月31日

60 ココロとカラダのリハビリステーション　ほのか 889-1612 宮崎市清武町岡一丁目１４番地４ 令和1年6月1日 令和7年5月31日

61 訪問看護ステーションふれあい 889-1603 宮崎市清武町正手１丁目４１番地 令和1年6月1日 令和7年5月31日

62 医療法人明石会曽根病院訪問看護ステーション 882-0063 延岡市古川町２６０番地１ 令和1年8月1日 令和7年7月31日

63 あいず訪問看護ステーション宮崎 880-0951 宮崎市大塚町乱橋４５５１番地１ ユーワホームズ本社ビル 令和1年8月1日 令和7年7月31日

64 訪問看護ステーション　コルディアーレ宮崎 880-0844 宮崎市柳丸町１２１－３　パストラル柳丸Ⅰ１０１号室 令和1年9月1日 令和7年8月31日

65 訪問看護ステーション　花ほたる 889-1301 川南町大字平田１４２８番地８ 令和1年9月1日 令和7年8月31日

66 訪問看護ステーション　来夢 889-1801 都城市山之口町冨吉２８１３－２ 令和1年12月1日 令和7年11月30日

67 訪問看護ステーション　IRODORI 889-1901 三股町大字樺山３４７３ 令和1年12月1日 令和7年11月30日

68 看護小規模多機能そら 880-0804 宮崎市宮田町１０番１３号ケアステーション如月３階 令和1年12月1日 令和7年11月30日

69 訪問看護リハビリステーションはんもっく 880-0916 宮崎市大字恒久４７６９番地１６ 令和2年1月1日 令和7年12月31日

70 宮崎県済生会訪問看護ステーションなでしこ日向 889-0692 門川町南町４丁目１２８番地 令和2年9月1日 令和8年8月31日

71 ＴＭステーション 880-0044 宮崎市大字瓜生野字垂門３７５６番地１ 令和2年11月1日 令和8年10月31日

72 訪問看護ステーション笑歩 885-0004 都城市都北町５５７６番地１　２Ｆ 令和3年3月1日 令和9年2月28日

73 日南慶明会訪問看護ステーション 889-2533 日南市星倉１丁目６－１ 令和3年4月1日 令和9年3月31日

74 太陽訪問看護リハビリステーション宮崎 880-0817 宮崎市江平東町６－１４ 令和3年5月1日 令和9年4月30日

75 訪問看護ステーションほほえみの園 885-0042 都城市上長飯町５－１ 令和3年5月1日 令和9年4月30日
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76 城ヶ崎訪問看護ステーションなのはな 880-0917 宮崎市城ヶ崎３丁目２－１ 令和3年5月1日 令和9年4月30日

77 訪問看護ステーション　ベスト 889-1605 宮崎市清武町加納乙１３２－３ 令和3年7月1日 令和9年6月30日

78 有限会社　むらやん介護サービス訪問看護 883-0015 日向市永江町３丁目１２２番地 令和3年7月1日 令和9年6月30日

79 訪問看護ステーション　かなで 883-0033 日向市大字塩見字小堤１４１６８番地 令和3年7月1日 令和9年6月30日

80 訪問看護ステーションあいに 880-0951 宮崎市大塚町窪田３３２６　２０２号 令和3年10月1日 令和9年9月30日

81 訪問看護ステーションわすれな草 880-0912 宮崎市大字赤江２０５第２関屋コーポ１０１ 令和3年11月1日 令和9年10月31日

82 藤元総合訪問看護ステーション 885-0055 都城市早鈴町１７街区１号 令和3年12月1日 令和9年11月30日

83 訪問看護ステーションえん 883-0003 日向市伊勢ケ浜１１９番地 令和4年1月1日 令和9年12月31日

84 訪問看護ステーションＣａｌｍ小松 880-2112 宮崎市大字小松１２０３－８ 令和4年3月1日 令和10年2月29日

85 訪問看護ステーションｃｏｃｏｒｏ美 885-0042 都城市上長飯町５８号１３番地 令和4年3月1日 令和10年2月29日

86 まいづる訪問看護リハビリステーション 884-0003 高鍋町大字南高鍋７０５７番地１ 令和4年5月1日 令和10年4月30日

87 かかりつけ訪問看護ステーションふた葉 883-0012 日向市江良町４丁目８１番地柏田テナント１階北側号室 令和4年6月1日 令和10年5月31日

88 訪問看護ステーションすずり 880-0907 宮崎市淀川３丁目１０－１２日髙ビル１階 令和4年8月1日 令和10年7月31日

89 訪問看護ステーションＨｏｐｅ 880-0856 宮崎市日ノ出町４６番地１清野ビル６０２号室 令和4年8月1日 令和10年7月31日

90 在宅看護センターＲｅｉｒ　Ｍｉｙａｚａｋｉ 880-0927 宮崎市源藤町原田３６８－１　串間ビル２０３ 令和4年8月1日 令和10年7月31日

91 訪問看護ステーションＬｉｆｅ 884-0102 木城町大字椎木４６４６番地２ 令和4年8月1日 令和10年7月31日

92 訪問看護ステーションぽぴー 883-0011 日向市曽根町１丁目１０８番地 令和4年9月1日 令和10年8月31日

93 訪問看護ステーション夢紡ぎ 880-0913 宮崎市恒久三丁目３０番地２４ 令和4年10月1日 令和10年9月30日

94 訪問看護ステーションＭａｈａｌｏ 889-0601 門川町須賀崎３丁目２３番地 令和4年10月1日 令和10年9月30日

95 訪問看護ステーションＹｅｌｌ 884-0002 高鍋町大字北高鍋７２番地 令和4年12月1日 令和10年11月30日

96 訪問ケア・ステーションにじ 889-1613 宮崎市清武町西新町１１－６エスペランザ清武１０３ 令和5年1月1日 令和10年12月31日

97 訪問看護ステーションｃｏｎｎｅｃｔ　ｍｏｏｎ 880-0903 宮崎市太田１丁目３－３１コーポ大淀２０１ 令和5年2月1日 令和11年1月31日

98 ☆在宅看護☆すてら 880-0927 宮崎市源藤町原田３６８－１串間ビル４０１号 令和5年3月1日 令和11年2月28日


