
管轄保健所 区分 名称 郵便番号 住所
1 習志野 訪問看護ステーション ハートホームズ訪問看護リハビリステーション 273-0105 鎌ケ谷市鎌ケ谷２－１５－１６
2 習志野 訪問看護ステーション 初富訪問看護ステーション 273-0121 鎌ケ谷市初富１１４
3 習志野 訪問看護ステーション 医療法人沖縄徳洲会 訪問看護ステーション シルバーケア 273-0121 鎌ケ谷市初富１２５－１
4 習志野 訪問看護ステーション 鎌ケ谷訪問看護ステーション 273-0121 鎌ケ谷市初富８０８－４１４
5 習志野 訪問看護ステーション さかいリハ訪問看護ステーション・鎌ケ谷 273-0112 鎌ケ谷市東中沢２－１８－７－２０２
6 習志野 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション鎌ヶ谷 273-0113 鎌ケ谷市道野辺中央２－１－３３坪沼第二ビル２０１号
7 習志野 訪問看護ステーション リコーナースステーション 273-0137 鎌ケ谷市道野辺本町２－２６－１－４０１
8 習志野 訪問看護ステーション やましな訪問看護リハビリステーション 273-0123 鎌ケ谷市南初富６－５－６５
9 習志野 訪問看護ステーション ホープ訪問看護ステーション 275-0002 習志野市実籾５－３－１７共栄ビル２０２号室

10 習志野 訪問看護ステーション 医療法人社団 愛友会 新習志野訪問看護ステーション 275-0025 習志野市秋津３-５-２
11 習志野 訪問看護ステーション コウジー訪問看護ステーション習志野 275-0025 習志野市秋津４－１７－１５
12 習志野 訪問看護ステーション 済生会ならしの訪問看護ステーション 275-0006 習志野市泉町１－１－１
13 習志野 訪問看護ステーション ハピネス訪問看護ステーション 習志野 275-0021 習志野市袖ケ浦１－２１－６ルミエール袖ケ浦１０３
14 習志野 訪問看護ステーション 津田沼訪問看護ステーション 275-0026 習志野市谷津１－１０－１３－２F
15 習志野 訪問看護ステーション 谷津訪問看護ステーション 275-0026 習志野市谷津２ー２３ー１１
16 習志野 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションくるみ 275-0016 習志野市津田沼3-8-19カーサソラーレ102
17 習志野 訪問看護ステーション いしいさん家の訪問看護 275-0001 習志野市東習志野５－２３ー１
18 習志野 訪問看護ステーション シュガーハート・習志野訪問看護ステーション 275-0012 習志野市本大久保２－１０－１５ランプリール１０１
19 習志野 訪問看護ステーション 医療法人社団澄乃会 向日葵ナースステーション 276-0042 八千代市ゆりのき台５－１－２ブライトリーフ１・２・３階

20 習志野 訪問看護ステーション 株式会社まちナース まちのナースステーション八千代 276-0042 八千代市ゆりのき台５－２－３
21 習志野 訪問看護ステーション かぼすケア訪問看護ステーション 276-0042 八千代市ゆりのき台６－１７－２フローラＣ２０３
22 習志野 訪問看護ステーション ワールド訪問看護ステーション 276-0047 八千代市吉橋１１６１－４
23 習志野 訪問看護ステーション 勝田台訪問看護ステーション 276-0024 八千代市勝田６２２－２
24 習志野 訪問看護ステーション アウル訪問看護ステーション勝田台 276-0023 八千代市勝田台１－２－５いなほ第２ビル４階
25 習志野 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション「さくら咲くやちよ」 276-0023 八千代市勝田台１－３９－２０
26 習志野 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションスマイルリンク 276-0020 八千代市勝田台北２-１５-５
27 習志野 訪問看護ステーション セントマーガレット訪問看護ステーション 276-0022 八千代市上高野４５０
28 習志野 訪問看護ステーション ケアーズ訪問看護リハビリステーション八千代東 276-0028 八千代市村上1735-69タウンプラザ201
29 習志野 訪問看護ステーション 医療法人社団 心和会 大和田訪問看護ステーション 276-0045 八千代市大和田３２８-１
30 習志野 訪問看護ステーション さかいリハ訪問看護ステーション・八千代 276-0045 八千代市大和田４７４-７ コーエーハイツ１０１
31 習志野 訪問看護ステーション 千葉勤医協 さわやか訪問看護ステーション 276-0045 八千代市大和田６６３－４
32 習志野 訪問看護ステーション My self訪問看護ステーション 276-0046 八千代市大和田新田１２７－１４
33 習志野 訪問看護ステーション てとてと訪問看護ステーションやちよ 276-0032 八千代市八千代台東１－１７－１２八千代シティプラザＡ棟１１号

34 習志野 訪問看護ステーション かえでケア訪問看護ステーション 276-0031 八千代市八千代台北９－４－６アドラブール４５ １０１号

35 習志野 訪問看護ステーション シニアガーデン・ナースステーション八千代 276-0015 八千代市米本２２５６－３
36 習志野 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション八千代緑が丘 276-0049 八千代市緑が丘２－２－１０秋葉緑が丘ビル６０１号室
37 市川 訪問看護ステーション 医療法人社団 城東桐和会 タムス浦安訪問看護ステーション 279-0023 浦安市高洲７－２－３２
38 市川 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション あゆみ 279-0004 浦安市猫実５－１８－２０－５０１号ＫＯビル
39 市川 訪問看護ステーション 浦安訪問看護ステーション 279-0021 浦安市富岡４－１－１０
40 市川 訪問看護ステーション なごみ訪問看護ステーション 279-0043 浦安市富士見１－１０－２１
41 市川 訪問看護ステーション 聖隷訪問看護ステーション浦安 279-0002 浦安市北栄1-2-25アドバンスビル3階A
42 市川 訪問看護ステーション 総合リハビリ訪問看護ステーション 279-0002 浦安市北栄３－９－１３貴富ビル２F
43 市川 訪問看護ステーション ケアラビット訪問看護ステーション 279-0002 浦安市北栄４－２０－１０
44 市川 訪問看護ステーション 大野中央訪問看護ステーション 272-0821 市川市下貝塚３－３１－２
45 市川 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションはーねす 272-0123 市川市幸２－１２－１０
46 市川 訪問看護ステーション まごころ訪問看護ステーション行徳 272-0133 市川市行徳駅前１－１２－１７奥村ビル２０１号室
47 市川 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション市川 272-0133 市川市行徳駅前１－１－８ポートレート１階
48 市川 訪問看護ステーション らいおんハート訪問看護リハビリステーション行徳 272-0133 市川市行徳駅前１－５－１メゾンドサンク１０１
49 市川 訪問看護ステーション さくら－咲楽－訪問看護ステーション 272-0035 市川市新田３－１０－１２ア・ピース曽谷１階
50 市川 訪問看護ステーション 訪問看護リハビリステーションヒューマン・ケア市川 272-0035 市川市新田4-17-21トーヨーハイツ101
51 市川 訪問看護ステーション 一般社団法人市川市医師会訪問看護ステーション 272-0826 市川市真間１-９-１０
52 市川 訪問看護ステーション 東京歯科大学すがの訪問看護ステーション 272-8513 市川市菅野５－１１－１３
53 市川 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションなのは 272-0832 市川市曽谷３－１３－７
54 市川 訪問看護ステーション つばさ訪問看護ステーション 272-0832 市川市曽谷６－３－１
55 市川 訪問看護ステーション 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 いちかわ訪問看護ステーション 272-0032 市川市大洲４－１０－２１
56 市川 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション きらきら 272-0805 市川市大野町２－１０５－１
57 市川 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションすみれ 272-0835 市川市中国分２－１１－６
58 市川 訪問看護ステーション ビュートゾルフ行徳 訪問看護ステーション 272-0138 市川市南行徳１－１３－１７メゾンロイヤル１０５号
59 市川 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションくくる 272-0804 市川市南大野１－４４－１本村店舗２Ｆ
60 市川 訪問看護ステーション ユニベンチ訪問看護リハビリステーション 272-0023 市川市南八幡1-22-3TYビル1階
61 市川 訪問看護ステーション セコム市川訪問看護ステーション 272-0023 市川市南八幡３－３－１６アグレ本八幡２０１
62 市川 訪問看護ステーション 訪問看護リハビリステーション ホームケア本八幡 272-0023 市川市南八幡３－５－１５並木ビル４０１
63 市川 訪問看護ステーション ケアーズ訪問看護リハビリステーション本八幡 272-0023 市川市南八幡５－３－７第三セエム２０６号室
64 市川 訪問看護ステーション 医療法人友康会 訪問看護ステーションゆうこう 272-0135 市川市日之出１７－９ アルテ１F
65 市川 訪問看護ステーション 八幡訪問看護ステーション 272-0021 市川市八幡３－２９－２０ 秋葉ビル２０５
66 市川 訪問看護ステーション 道しるべ訪問看護ステーション 272-0837 市川市堀之内3-19-15サンエトワール201号室
67 市川 訪問看護ステーション 新行徳ロイヤル訪問看護ステーション 272-0133 市川市本行徳５５２５－４
68 市川 訪問看護ステーション 学研ココファン・ナーシング市川 272-0816 市川市本北方３－１２－１０
69 松戸 訪問看護ステーション ゆうゆう訪問看護ステーション 270-1168 我孫子市根戸１２３０番地エステートピア小池１０１号
70 松戸 訪問看護ステーション さくら訪問看護ステーション 270-1147 我孫子市若松１４１－３第２伊原ビル２０１
71 松戸 訪問看護ステーション けやきの里訪問看護ステーション 270-1173 我孫子市青山４１７
72 松戸 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション我孫子 270-1142 我孫子市泉１－１７－１０３
73 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションまど 270-1121 我孫子市中峠1135-1花島ハイツ102
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74 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション ケアプライド 270-1122 我孫子市中里１４０－５
75 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション あらき 270-1119 我孫子市南新木１－６－３
76 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションふさ 270-1101 我孫子市布佐８３４－２８
77 松戸 訪問看護ステーション ハロー訪問看護ステーション 270-1153 我孫子市緑１－１－３リヴェールコスモス４０３
78 松戸 訪問看護ステーション 医療法人社団北野朋会 松戸脳神経内科訪問看護ステーション 271-0043 松戸市旭町１－１６０
79 松戸 訪問看護ステーション 秋桜訪問看護ステーション 271-0061 松戸市栄町西3-991-15
80 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護Clover 270-0031 松戸市横須賀２－５－５
81 松戸 訪問看護ステーション あんず訪問看護ステーション 270-2254 松戸市河原塚４１１－１－１０１
82 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護 かえりえ河原塚 270-2254 松戸市河原塚６９－１
83 松戸 訪問看護ステーション 千葉西訪問看護ステーション 270-2251 松戸市金ケ作１０７－１
84 松戸 訪問看護ステーション 栗ヶ沢訪問看護ステーション 270-0022 松戸市栗ケ沢７８９番地２０
85 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション レ・アーリ 270-2213 松戸市五香３－９－４
86 松戸 訪問看護ステーション 株式会社アース 訪問看護サボテン 270-2213 松戸市五香６－１－９
87 松戸 訪問看護ステーション シルバーケア常盤平訪問看護ステーションけやき 270-2218 松戸市五香西５－２８
88 松戸 訪問看護ステーション 松戸市東松戸訪問看護ステーション 270-2222 松戸市高塚新田１２３－１３
89 松戸 訪問看護ステーション 梨香台訪問看護ステーション 270-2222 松戸市高塚新田５１２－８６
90 松戸 訪問看護ステーション 千葉松戸訪問看護ステーション 271-0077 松戸市根本１６３－２第一羽黒ビル１Ｆ
91 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション粋々大学いろは 270-0021 松戸市小金原４－３４－１８－２Ｆ
92 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護 楓 270-0021 松戸市小金原６－５－１３
93 松戸 訪問看護ステーション セコム松戸訪問看護ステーション 271-0092 松戸市松戸１１６４－２
94 松戸 訪問看護ステーション ハイネス訪問看護ステーション 271-0092 松戸市松戸１２９１－４コスモ松戸ステーションビュー１０７

95 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護サボテン松戸 271-0092 松戸市松戸２０９４－１０リバーサイドエイボン１０１
96 松戸 訪問看護ステーション 北松戸訪問看護ステーション 271-0064 松戸市上本郷２０８９
97 松戸 訪問看護ステーション あい訪問看護ステーション 270-2261 松戸市常盤平1-20-4
98 松戸 訪問看護ステーション こころ訪問看護ステーション 270-2261 松戸市常盤平５－１２－１５チェリービーンズマンション２０２

99 松戸 訪問看護ステーション 常盤平訪問看護ステーション 270-2261 松戸市常盤平７-５-２
100 松戸 訪問看護ステーション てあてリハビリ訪問看護ステーション松戸 270-2265 松戸市常盤平陣屋前4-17-402
101 松戸 訪問看護ステーション スマイルリハ訪問看護ステーション松戸 270-2265 松戸市常盤平陣屋前７－３ 秋谷ビル１０２
102 松戸 訪問看護ステーション 医療法人財団明理会 新松戸ロイヤル訪問看護ステーション 270-0034 松戸市新松戸１－４０１－１
103 松戸 訪問看護ステーション にじいろ訪問看護ステーション 270-0034 松戸市新松戸２－１５－３森ビル４階
104 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ぐり～ん 270-0034 松戸市新松戸３－１３日暮ビル２０２
105 松戸 訪問看護ステーション たんぽぽ訪問看護ステーション 新松戸出張所 270-0034 松戸市新松戸４-２-２エスエフ新松戸ビル３Ｆ
106 松戸 訪問看護ステーション エムズ訪問看護ステーション 270-0034 松戸市新松戸７－５１９ルーミー新松戸９号館１０２号
107 松戸 訪問看護ステーション めいと訪問看護ステーション 270-0006 松戸市大金平２－６７－１
108 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションよつば 270-0006 松戸市大金平４－２２４－２
109 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションはれのひ 270-0006 松戸市大金平５ー３６５－８ ２階
110 松戸 訪問看護ステーション 医療法人社団清志会 大倉記念訪問看護ステーション 270-0005 松戸市大谷口１３３－１
111 松戸 訪問看護ステーション 元気訪問看護ステーション 271-0053 松戸市中根５１７
112 松戸 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション松戸馬橋 271-0054 松戸市中根長津町２３６
113 松戸 訪問看護ステーション セントケア看護小規模松戸 271-0054 松戸市中根長津町２３６
114 松戸 訪問看護ステーション ルポゼ東松戸訪問看護事業所 270-2225 松戸市東松戸3-15-16
115 松戸 訪問看護ステーション マナココチ訪問看護ステーション 270-2253 松戸市日暮１－３－１及川ビル４０２
116 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護かえりえ八柱 270-2253 松戸市日暮４－３－３
117 松戸 訪問看護ステーション ケアンド松戸訪問看護ステーション 270-2253 松戸市日暮５－１８３染谷ビル５０２
118 松戸 訪問看護ステーション ひぐらし訪問看護ステーション 270-0023 松戸市八ケ崎3-60-11
119 松戸 訪問看護ステーション 有限会社ヘルスケアサービス 訪問看護ステーションゆいまーる 270-0023 松戸市八ケ崎３－７９－５
120 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションふくろう 271-0063 松戸市北松戸２－３－６六協ビル３階
121 松戸 訪問看護ステーション えがお訪問看護ステーション 270-2243 松戸市野菊野６野菊野団地６－１０４
122 松戸 訪問看護ステーション まごころリハ訪問看護ステーション松戸六高台 270-2203 松戸市六高台2-8イマゼンビル102号
123 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護サボテン六高台 270-2203 松戸市六高台３－７７
124 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション オガールむつみ 270-2204 松戸市六実４－１２－６
125 松戸 訪問看護ステーション まつど訪問看護ステーション 270-2204 松戸市六実４－３－２岡田ビル３階３０１号室
126 松戸 訪問看護ステーション AGO株式会社みのり訪問看護ステーション 270-0138 流山市おおたかの森１－１１－６ セントラルレジデンスおおたかの森５０５

127 松戸 訪問看護ステーション たんぽぽ訪問看護ステーション 270-0174 流山市下花輪409-6
128 松戸 訪問看護ステーション 看護クラーク南柏 270-0143 流山市向小金２－４４２－１エーワイハイツ２０１
129 松戸 訪問看護ステーション ケアーズ訪問看護ステーション江戸川台 270-0115 流山市江戸川台西２-１４１ロータリービル1階E号室
130 松戸 訪問看護ステーション ふたば訪問看護ステーション 270-0116 流山市中野久木５３０－１
131 松戸 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション とんぼ 270-0114 流山市東初石２－１１７－３－２階
132 松戸 訪問看護ステーション 初石訪問看護ステーション 270-0114 流山市東初石２-１３３－１ ヴィラ初石1階
133 松戸 訪問看護ステーション 花いちもんめ訪問看護ステーション 270-0114 流山市東初石３-１０３-６７
134 松戸 訪問看護ステーション 生活クラブ風の村訪問看護ステーション流山 270-0101 流山市東深井２０－２９
135 松戸 訪問看護ステーション プリオ流山訪問看護ステーション 270-0163 流山市南流山１－１７－１セントラルコーポ３０３
136 松戸 訪問看護ステーション ブライトライフ訪問看護ステーション 270-0164 流山市流山４－４０８セットボア２０１
137 野田 訪問看護ステーション こばり訪問看護ステーション 278-0004 野田市横内１７－３
138 野田 訪問看護ステーション アイアークス野田訪問看護ステーション 278-0026 野田市花井１２１－３ＭＲビル２Ｆ
139 野田 訪問看護ステーション ラウンド＆ケア訪問看護ステーション野田 278-0022 野田市山崎２６９９－８５
140 野田 訪問看護ステーション たんぽぽ訪問看護ステーション 野田南部出張所 278-0022 野田市山崎字宿里１７３７－２
141 野田 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションゆい 278-0033 野田市上花輪１５５８－１
142 野田 訪問看護ステーション 野田病院訪問看護ステーション こすもす 270-0237 野田市中里1554-1
143 野田 訪問看護ステーション ファミリア訪問看護ステーション 270-0235 野田市尾崎８０７－１１
144 野田 訪問看護ステーション さわやか訪問看護ステーション 278-0037 野田市野田８４０
145 印旛 訪問看護ステーション 有限会社フレンズ印西 270-1337 印西市草深２３０２－３
146 印旛 訪問看護ステーション グッドナース訪問看護リハビリステーション 270-1327 印西市大森２５６７－２大森ハイツ１０１
147 印旛 訪問看護ステーション 訪問ステーションてとてと印西 270-1339 印西市牧の台１－１－２
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148 印旛 訪問看護ステーション ハロー訪問看護ステーション印西 270-1326 印西市木下１５２１－６４真仲ビルＡ
149 印旛 訪問看護ステーション だいそう訪問看護リハビリステーション印西 270-1326 印西市木下１６７８－１海宝ビル１０１
150 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションあえりの里 270-1516 印旛郡栄町安食2-1-18後藤ビル2階2号室
151 印旛 訪問看護ステーション 医療法人社団育誠會さかえ訪問看護ステーション 270-1516 印旛郡栄町安食２４２１
152 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションきずな 285-0855 佐倉市井野１０２５－１－１０５
153 印旛 訪問看護ステーション NPO FUNFUN訪問看護ステーション佐倉 285-0855 佐倉市井野1400-88
154 印旛 訪問看護ステーション ＲＵＮＲＵＮリハビリ訪問看護ステーション 285-0855 佐倉市井野１４００－８８
155 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション サポートオール 285-0866 佐倉市臼井台１２５７
156 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護 さくらケア 285-0014 佐倉市栄町１２－１－１０７
157 印旛 訪問看護ステーション さくらリハビリ訪問看護ステーション 285-0837 佐倉市王子台１－１４－４松戸ビル１－Ａ
158 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション 夢眠ちば 285-0841 佐倉市下志津２１４－１
159 印旛 訪問看護ステーション せいれい訪問看護ステーション佐倉 285-0825 佐倉市江原台２－３６－２
160 印旛 訪問看護ステーション 生活クラブ風の村訪問看護ステーションさくら 285-0011 佐倉市山崎５２９－１
161 印旛 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション佐倉 285-0819 佐倉市寺崎北４－７－６
162 印旛 訪問看護ステーション セントケア看護小規模佐倉 285-0819 佐倉市寺崎北４－７－６
163 印旛 訪問看護ステーション クランベリー訪問看護ステーション・佐倉 285-0846 佐倉市上志津１６６９－６－３０６
164 印旛 訪問看護ステーション ういず・ユー白ゆり訪問看護ステーション 285-0845 佐倉市西志津４－７－８
165 印旛 訪問看護ステーション みなもと訪問看護リハビリステーション 285-0813 佐倉市石川５７７－７日清ビル２０２号室
166 印旛 訪問看護ステーション 厚生園訪問リハビリステーション 285-0025 佐倉市鏑木町３２０
167 印旛 訪問看護ステーション 厚生園訪問看護ステーション 285-0025 佐倉市鏑木町３２０
168 印旛 訪問看護ステーション ユーカリが丘訪問看護ステーション 285-0859 佐倉市南ユーカリが丘２－１－１００
169 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションありがとう 284-0026 四街道市つくし座3-4-19
170 印旛 訪問看護ステーション まごころ訪問看護ステーション 284-0043 四街道市めいわ３－１６－８（２階）
171 印旛 訪問看護ステーション 医療法人社団もねの里会 もねの里訪問看護ステーション 284-0016 四街道市もねの里２－７－２５ハイツオークスⅣー１
172 印旛 訪問看護ステーション コープみらい四街道訪問看護ステーション 284-0001 四街道市大日１７９４－３
173 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションわらび 284-0045 四街道市美しが丘２－５－１－１０７
174 印旛 訪問看護ステーション あさひ訪問看護ステーション 284-0044 四街道市和良比２４４－２８
175 印旛 訪問看護ステーション 千葉しすい病院 訪問看護ステーション 285-0905 酒々井町上岩橋１１６０－２
176 印旛 訪問看護ステーション 成田訪問看護ステーション 286-0845 成田市押畑８９６
177 印旛 訪問看護ステーション つかだファミリークリニック訪問看護ステーション 286-0014 成田市郷部２９２－１クローバーホームA
178 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション るりから 286-0048 成田市公津の杜２－１４－３－３０２
179 印旛 訪問看護ステーション 成田訪問看護ステーション玲光苑 286-0031 成田市新町１０３７－６３
180 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション 成田の未来 286-0041 成田市飯田町１２４－５９
181 印旛 訪問看護ステーション 成田赤十字訪問看護ステーション 286-8523 成田市飯田町９０－１
182 印旛 訪問看護ステーション ふじの花リハビリ訪問看護ステーション 286-0045 成田市並木町２５－３１７クオーレB
183 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション キュアハート しろい 270-1431 白井市根１７２６－４ヴィラ西白井A号室
184 印旛 訪問看護ステーション 北総白井訪問看護ステーション 270-1431 白井市根３３１－２
185 印旛 訪問看護ステーション さつきの里 訪問看護ステーション 270-1426 白井市笹塚３－２５－１
186 印旛 訪問看護ステーション 医療法人社団聖仁会 白井聖仁会訪問看護ステーション 270-1425 白井市池の上１－１５－２
187 印旛 訪問看護ステーション 生活クラブ風の村訪問看護ステーション八街 289-1106 八街市榎戸８８８
188 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション スマイル 289-1113 八街市八街へ１９９－１８７５
189 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション スマイルＫ 289-1115 八街市八街ほ５９９－４１
190 印旛 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション・マーガレット 289-1141 八街市富山１３１４－３６１２
191 香取 訪問看護ステーション 多古町訪問看護ステーション 289-2241 香取郡多古町多古３８８ー１
192 香取 訪問看護ステーション 東庄町訪問看護ステーション 289-0612 香取郡東庄町石出２６９２－４
193 香取 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションさわら 287-0003 香取市佐原イ２２１４－１
194 香取 訪問看護ステーション 香取市訪問看護ステーション 287-0001 香取市佐原ロ２１２７
195 香取 訪問看護ステーション ニチイケアセンター北佐原訪問看護ステーション 287-0871 香取市篠原ロ字店洲１８２１－２
196 香取 訪問看護ステーション 医療法人 三省会おみがわ訪問看護ステーション 289-0312 香取市本郷７６７番地２
197 香取 訪問看護ステーション リハビリ訪問看護ステーションＮＥＸＴかとり 289-0314 香取市野田１９５３－３１
198 海匝 訪問看護ステーション 楽天堂訪問看護ステーション 289-2511 旭市イ１６６２－４
199 海匝 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションHEART 289-2504 旭市ニ１７５８－１
200 海匝 訪問看護ステーション 訪問リハビリ看護サービス モーション旭 289-2613 旭市後草１１９６－３
201 海匝 訪問看護ステーション ヤックス訪問看護ステーション旭 289-0515 旭市入野７０３－１
202 海匝 訪問看護ステーション アイフィットネス・リハビリ訪問看護ステーション 289-2132 匝瑳市高７４１－２
203 海匝 訪問看護ステーション 匝瑳市訪問看護ステーションつばきの里 289-2144 匝瑳市八日市場イ１３０４
204 海匝 訪問看護ステーション 社会福祉法人九十九里ホーム 九十九里ホーム訪問看護ステーション 289-2147 匝瑳市飯倉２１
205 海匝 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション双葉 288-0048 銚子市双葉町６－５
206 海匝 訪問看護ステーション にこ・ナース 288-0837 銚子市長塚町３－２６４－１
207 海匝 訪問看護ステーション 医療法人積仁会 島田訪問看護ステーション 288-0052 銚子市浜町５－１０
208 山武 訪問看護ステーション 横芝光町訪問看護ステーション 289-1727 山武郡横芝光町宮川１２１００
209 山武 訪問看護ステーション ケアセンター24松尾 訪問看護ステーション 289-1527 山武市松尾町大堤567-1
210 山武 訪問看護ステーション 地方独立行政法人さんむ医療センター訪問看護ステーション 289-1326 山武市成東１６７
211 山武 訪問看護ステーション なるとう訪問看護りはびりステーション 289-1345 山武市津辺２５２－１
212 山武 訪問看護ステーション とうがね訪問看護ステーション 289-1327 山武市姫島270-1
213 山武 訪問看護ステーション mana訪問看護リハビリステーション 289-1802 山武市蓮沼ロ－２７７４
214 山武 訪問看護ステーション 医療法人社団阿?の会 訪問看護ステーション杜の街 299-3255 大網白里市みどりが丘２－３６－２
215 山武 訪問看護ステーション ヤックス訪問看護ステーション大網 299-3264 大網白里市柿餅３４
216 山武 訪問看護ステーション リアン・メディおおあみ訪問看護ステーション 299-3235 大網白里市駒込７８０－１
217 山武 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション大網 299-3251 大網白里市大網３２１－３
218 山武 訪問看護ステーション 訪問看護プラセル九十九里 299-3201 大網白里市北今泉３０４５
219 山武 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションソフィア 283-0038 東金市関下３７７－８
220 山武 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションはな 283-0005 東金市田間３－７－６東金ハイツ１０５
221 山武 訪問看護ステーション 有限会社トライ二十四 ケアセンター24訪問看護ステーション 283-0005 東金市田間７６５－６
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222 山武 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション れんげ草 283-0068 東金市東岩崎１１－５ フォンテ東金１０２
223 山武 訪問看護ステーション 山武中央訪問看護ステーション さんむ・ナース 283-0802 東金市東金９９１
224 山武 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション 東金 283-0067 東金市東上宿１－３－１７
225 山武 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションはなみずき 283-0053 東金市東中島１５８－１２
226 長生 訪問看護ステーション 有限会社千葉訪問ケアセンター 299-4312 長生郡一宮町宮原７５４-３
227 長生 訪問看護ステーション まごころ訪問看護リハビリステーション 297-0121 長生郡長南町長南２６１４－２
228 長生 訪問看護ステーション グレイト訪問看護リハビリステーション 297-0035 茂原市下永吉２０７６－１
229 長生 訪問看護ステーション 茂原訪問看護ステーション 297-0035 茂原市下永吉字川田７９６
230 長生 訪問看護ステーション 仁訪問看護ステーション 297-0029 茂原市高師５４－３
231 長生 訪問看護ステーション いこい訪問看護ステーション茂原 297-0037 茂原市早野２７９１－１
232 長生 訪問看護ステーション 一般社団法人茂原市長生郡医師会訪問看護ステーション 297-0024 茂原市八千代１-５-４
233 夷隅 訪問看護ステーション いすみ訪問看護ステーション 298-0123 いすみ市苅谷１１７７
234 夷隅 訪問看護ステーション ヤックス訪問看護ステーション大原 298-0001 いすみ市若山４９
235 夷隅 訪問看護ステーション やすらぎの郷訪問看護ステーション 299-5213 勝浦市芳賀４４１－１
236 夷隅 訪問看護ステーション 亀田訪問看護ステーション勝浦 299-5225 勝浦市墨名６５１－１
237 安房 訪問看護ステーション 鋸南町訪問看護ステーション 299-1902 安房郡鋸南町保田５６０番地
238 安房 訪問看護ステーション 鴨川市国保訪問看護ステーション 296-0112 鴨川市宮山２３３
239 安房 訪問看護ステーション 医療法人明星会 東条訪問看護ステーション 296-0044 鴨川市広場１６６５
240 安房 訪問看護ステーション エビハラ老人訪問看護ステーション嶺岡 299-2862 鴨川市太海６３０－１０
241 安房 訪問看護ステーション ほがらか訪問看護ステーション 296-0024 鴨川市池田９８
242 安房 訪問看護ステーション まごの手訪問看護ステーション 296-0041 鴨川市東町８５２
243 安房 訪問看護ステーション 亀田訪問看護センター 296-8602 鴨川市東町９２９ 亀田総合病院内
244 安房 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションフローラ 296-0033 鴨川市八色４２９
245 安房 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションセンターキュア 294-0052 館山市亀ケ原７５１－１
246 安房 訪問看護ステーション なのはな訪問看護ステーション 294-0034 館山市沼１６０４－４
247 安房 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションおひさま 294-0051 館山市正木１３１４－１
248 安房 訪問看護ステーション 医療法人鉄蕉会 亀田訪問看護ステーション館山 294-0051 館山市正木４３０４－９
249 安房 訪問看護ステーション ほほえみ訪問看護ステーション 294-0056 館山市船形９０９
250 安房 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションたてやま 294-0037 館山市長須賀１９６
251 安房 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション事業医療法人博正会 ナースケア北条 294-0045 館山市北条１０９６－１
252 安房 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションそよかぜ 295-0021 南房総市千倉町平舘６４０－１
253 安房 訪問看護ステーション 医療法人光洋会 まごころ訪問看護ステーション 294-0822 南房総市本織３０－１
254 君津 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーションきみつ 299-1146 君津市大和田４－２－１４
255 君津 訪問看護ステーション セントケア看護小規模きみつ 299-1146 君津市大和田４－２－１４
256 君津 訪問看護ステーション ベル訪問看護ステーション 299-1106 君津市中島２７０－１
257 君津 訪問看護ステーション 君津訪問看護ステーション 299-1144 君津市東坂田４－８－１９
258 君津 訪問看護ステーション メディケアー君津訪問看護ステーション 299-1134 君津市八幡字八幡前６２－１
259 君津 訪問看護ステーション さつき台訪問看護ステーション 299-0246 袖ケ浦市長浦駅前４－２－１
260 君津 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションわくわく 293-0001 富津市大堀２－９－２１
261 君津 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション「わたしたちの生きる証」 299-1611 富津市長崎字熊ノ下２７４
262 君津 訪問看護ステーション 望みの門訪問看護ステーション 293-0021 富津市富津６１７－１４
263 君津 訪問看護ステーション 医療法人社団史祥会 房総メディカル第２クリニック 訪問看護ステーション 292-0065 木更津市吾妻２４３－１
264 君津 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション木更津 292-0803 木更津市幸町２－１－６
265 君津 訪問看護ステーション セントケアさいわい 292-0803 木更津市幸町２－１－６
266 君津 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション きづな 292-0063 木更津市江川５２３－２
267 君津 訪問看護ステーション まり訪問看護ステーション 292-0827 木更津市港南台４－２１－１２
268 君津 訪問看護ステーション すまいるリハ訪問看護ステーション 292-0802 木更津市真舟５－２－３
269 君津 訪問看護ステーション かもめ訪問看護ステーション 292-0036 木更津市菅生６８９
270 君津 訪問看護ステーション 医療法人社団 松清医院訪問看護ステーション 292-0042 木更津市清見台南１－７－１８
271 君津 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション ロフ 292-0805 木更津市大和２－１２－１０ロフ壱番館１Ｆ
272 君津 訪問看護ステーション 医療法人社団 成亮会 リビングサポート木更津訪問看護ステーション 292-0043 木更津市東太田４－２０－５１
273 君津 訪問看護ステーション Ｒｉａｎ訪問看護ステーション 292-0826 木更津市畑沢南２－１５－６
274 君津 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション パープル 292-0826 木更津市畑沢南２－３０－１５
275 市原 訪問看護ステーション 奏 訪問看護ステーション 市原 290-0054 市原市五井中央東２－２８－７フレグランスひろA２０２
276 市原 訪問看護ステーション バナナの葉訪問看護ステーション 290-0265 市原市今富２０８－１
277 市原 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションわたぼうし 299-0110 市原市姉崎東２－２－６ ケイティビル３階
278 市原 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションつくしんぼ 299-0110 市原市姉崎東３－３－７
279 市原 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションユー・アイ 290-0022 市原市西広１３１
280 市原 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションひかり 299-0102 市原市青柳１－２－１３ 井上ビルB
281 市原 訪問看護ステーション 鶴舞訪問看護ステーション 290-0511 市原市石川１０７８
282 市原 訪問看護ステーション 結家訪問看護ステーション 290-0001 市原市草刈９８２
283 市原 訪問看護ステーション ラミーナ訪問看護ステーション 290-0003 市原市辰巳台東１－１１－７辰巳台イーストメゾン１０５
284 市原 訪問看護ステーション 辰巳訪問看護ステーション 290-0003 市原市辰巳台東５－７－６
285 市原 訪問看護ステーション 医療法人健老会 姉ケ崎訪問看護ステーション 299-0118 市原市椎津２５５８－１
286 市原 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション市原 290-0074 市原市東国分寺台２－２－６
287 市原 訪問看護ステーション セントケア看護小規模市原 290-0074 市原市東国分寺台２－２－６
288 市原 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション杏 290-0011 市原市能満１７７４－１
289 市原 訪問看護ステーション 梅香苑指定訪問看護ステーション 290-0221 市原市馬立８０２－１
290 市原 訪問看護ステーション 白金訪問看護ステーション 290-0059 市原市白金町１－７０
291 市原 訪問看護ステーション ケアーズ訪問看護リハビリステーション市原北 290-0069 市原市八幡北町２－７－１７
292 船橋市 訪問看護ステーション 船橋市訪問看護ステーション 273-0021 船橋市海神２-１３-２５中央保健センター内
293 船橋市 訪問看護ステーション 船橋中央病院附属訪問看護ステーション 273-8556 船橋市海神６－１３－１０
294 船橋市 訪問看護ステーション さかいリハ訪問看護ステーション・西船橋 273-0024 船橋市海神町南１－１７４２－１
295 船橋市 訪問看護ステーション さくら訪問看護リハビリステーション 273-0048 船橋市丸山３－５１－１１
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296 船橋市 訪問看護ステーション イリーゼ船橋塚田訪問看護ステーション 273-0044 船橋市行田１－４０－２２
297 船橋市 訪問看護ステーション 医療法人沖縄徳洲会 訪問看護ステーションほのぼの 274-8503 船橋市高根台２-１１-１ 千葉徳州会病院内
298 船橋市 訪問看護ステーション 生活クラブ風の村訪問看護ステーション高根台 274-0065 船橋市高根台６－２－２２ ロイヤルSXビル２０２
299 船橋市 訪問看護ステーション クラーチ訪問看護ステーション船橋 274-0065 船橋市高根台７－１８－１５クラーチ・メディーナ船橋
300 船橋市 訪問看護ステーション あったかホーム訪問看護リハビリステーション 274-0807 船橋市咲が丘１－２５－６イストワール２０３
301 船橋市 訪問看護ステーション アミカ船橋訪問看護ステーション 273-0045 船橋市山手３－６－１０
302 船橋市 訪問看護ステーション SOMPOケア 船橋山野 訪問看護 273-0026 船橋市山野町１８０－３明建第５ビル２０２号室
303 船橋市 訪問看護ステーション ケアーズイズモ訪問看護リハビリステーション 274-0063 船橋市習志野台２－３２－１－１０３
304 船橋市 訪問看護ステーション シュガーハート・船橋訪問看護ステーション 274-0063 船橋市習志野台４－２９－１２メゾンリッシュ１０１
305 船橋市 訪問看護ステーション 東京リハビリ訪問看護ステーション船橋 274-0063 船橋市習志野台４－６－１６バイエルン習志野台１０１
306 船橋市 訪問看護ステーション エール訪問看護ステーション 274-0063 船橋市習志野台６－２４－１０
307 船橋市 訪問看護ステーション くれよん訪問看護リハビリステーション船橋 274-0814 船橋市新高根１－５－１３カサ・フローラ新高根１０１
308 船橋市 訪問看護ステーション ハピネス訪問看護リハビリステーション 274-0814 船橋市新高根６－３８－１２－２０２
309 船橋市 訪問看護ステーション セコム船橋訪問看護ステーション 273-0031 船橋市西船４－１１－１０ 第５田中ビル２０２
310 船橋市 訪問看護ステーション ＭＡＮＡ訪問看護ステーション 273-0031 船橋市西船４－１５－２４
311 船橋市 訪問看護ステーション 訪問看護リハビリステーションヒューマン・ケア総合センター 273-0031 船橋市西船4-18-12ベラージュ西船201
312 船橋市 訪問看護ステーション 株式会社AMS アムス訪問看護ステーション 273-0031 船橋市西船５－２０－１ アーバンハイツ梨本１０３
313 船橋市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション・バイモ苑 273-0042 船橋市前貝塚町１９８-２４
314 船橋市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションＣＡＳＡ船橋 274-0825 船橋市前原西３－２１－９－３０３
315 船橋市 訪問看護ステーション ウェルネス訪問看護リハビリステーション 274-0825 船橋市前原西４－３９－１Anhelo東船橋１０１
316 船橋市 訪問看護ステーション いけだ訪問看護ステーション 274-0824 船橋市前原東１－６－４
317 船橋市 訪問看護ステーション 前原ハート 訪問介護ステーション 274-0824 船橋市前原東４－２１－６
318 船橋市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションはーねす 274-0824 船橋市前原東５－４４－２１－１０３
319 船橋市 訪問看護ステーション サニー訪問看護ステーション 273-0035 船橋市中山１－８－１６稲川ビル２階
320 船橋市 訪問看護ステーション スマイルリハ訪問看護ステーション船橋 273-0002 船橋市東船橋１－３５－１７
321 船橋市 訪問看護ステーション 看護クラーク西船橋 273-0036 船橋市東中山２－２－１９プリマヴェーラ２０２
322 船橋市 訪問看護ステーション ロータス訪問看護ステーション 273-0047 船橋市藤原５－２３－２
323 船橋市 訪問看護ステーション イリーゼ訪問看護ステーション 三咲 274-0813 船橋市南三咲１－２０－１０
324 船橋市 訪問看護ステーション 訪問看護 かえりえ 新高根 274-0813 船橋市南三咲4-4-14
325 船橋市 訪問看護ステーション 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 みなみはま訪問看護ステーション 273-0044 船橋市南本町６－２ 健康会館３階
326 船橋市 訪問看護ステーション 社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会 ふたわ訪問看護ステーション 274-8506 船橋市二和東５－１－１
327 船橋市 訪問看護ステーション ぞうさん訪問看護ステーション 274-0805 船橋市二和東６－１６－１６－２F
328 船橋市 訪問看護ステーション 船橋市リハビリセンター訪問看護ステーション 274-0822 船橋市飯山満町２－５１９－３
329 船橋市 訪問看護ステーション セコメディック訪問看護ステーション 274-0053 船橋市豊富町６９６-１
330 船橋市 訪問看護ステーション セントケア訪問看護ステーション船橋 273-0864 船橋市北本町１－１０－１５
331 船橋市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションきゃろっと 273-0864 船橋市北本町２－６６－２０
332 船橋市 訪問看護ステーション フローレンス船橋 273-0033 船橋市本郷町６１８－１
333 船橋市 訪問看護ステーション セコム船橋本町訪問看護ステーション 273-0005 船橋市本町１－１７－３ 市川ビル２０１号室
334 船橋市 訪問看護ステーション アン訪問看護ステーション 273-0005 船橋市本町２－２９－９ １階
335 船橋市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション デューン船橋 273-0005 船橋市本町５－８－５アメニィティプラザ１０４
336 船橋市 訪問看護ステーション 株式会社ビーオアシス おあしすリハビリ訪問看護ステーション船橋 273-0005 船橋市本町６－１９－８－１０２
337 船橋市 訪問看護ステーション 悠 273-0011 船橋市湊町３－１９－５
338 船橋市 訪問看護ステーション さかいリハ訪問看護ステーション・船橋 274-0077 船橋市薬円台５-６-６
339 柏市 訪問看護ステーション 柏おひさま訪問看護ステーション 277-0028 柏市関場町４－２３
340 柏市 訪問看護ステーション ケアーズ訪問看護リハビリテーション柏 277-0861 柏市高田1284-3
341 柏市 訪問看護ステーション あさがお訪問看護ステーション 277-0861 柏市高田８２５－８
342 柏市 訪問看護ステーション 医療法人社団協友会 こすもす訪問看護ステーション 277-0862 柏市篠籠田６７０－１－１０３
343 柏市 訪問看護ステーション 南柏訪問看護ステーション 277-0053 柏市酒井根２－３－２０
344 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護リハビリステーション 和気あいあい 277-0827 柏市松葉町７－２６－５－２０１
345 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションけやきの木 277-0885 柏市西原１－４－１牧野ビル１Ｆ
346 柏市 訪問看護ステーション 特定非営利活動法人たいむ たいむ訪問看護ステーション 277-0055 柏市青葉台１－１－８ テラス上野２
347 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションあやめ柏 277-0033 柏市増尾１－１３－２３小山台ハイツＡ
348 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションひまわり 277-0902 柏市大井１８４９-１４
349 柏市 訪問看護ステーション 柏の葉訪問看護ステーション 277-0813 柏市大室１－２４－１
350 柏市 訪問看護ステーション 奉仕会訪問看護リハビリステーション 277-0086 柏市東１－２－４４３階
351 柏市 訪問看護ステーション 生活クラブ風の村訪問看護ステーション光ヶ丘 277-0061 柏市東中新宿４－５－１２
352 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションほうむ 277-0931 柏市藤ケ谷５４４－１
353 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション乃愛 277-0944 柏市南高柳４－２１
354 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護 明日葉 277-0054 柏市南増尾５－２２－３１
355 柏市 訪問看護ステーション こひつじ南柏訪問看護ステーション 277-0855 柏市南柏１－７－６サポーレ南柏２０１
356 柏市 訪問看護ステーション アプリシェイト訪問看護ステーション 277-0855 柏市南柏２－６－１８アブニール南柏１０２号室
357 柏市 訪問看護ステーション オレンジナースステーション 277-0005 柏市柏１０２０－１３
358 柏市 訪問看護ステーション ハーブランド訪問看護ステーション 277-0005 柏市柏３－７－２６ ３階
359 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション柏陽だまり 277-0005 柏市柏５５５－８－２０２
360 柏市 訪問看護ステーション 医療法人社団天宣会 北柏訪問看護ステーション 277-0004 柏市柏下２６５
361 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションしおり 277-0081 柏市富里１－１－２
362 柏市 訪問看護ステーション 公益財団法人柏市医療公社はみんぐ訪問看護ステーション 277-0825 柏市布施１－３
363 柏市 訪問看護ステーション ナーシングサポート あびこ 277-0823 柏市布施新町3-30-2-101
364 柏市 訪問看護ステーション ものがたり訪問看護ステーションかしわ 277-0823 柏市布施新町４－１３－８
365 柏市 訪問看護ステーション 豊四季訪問看護ステーション 277-0863 柏市豊四季３０４-２３サンウインド１０２
366 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーションMOM 277-0863 柏市豊四季字新宿９４５－７３７
367 柏市 訪問看護ステーション スギ訪問看護ステーション豊四季台 277-0845 柏市豊四季台１ー3－１
368 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護かえりえ新柏 277-0071 柏市豊住１－３－２５
369 柏市 訪問看護ステーション みつばち訪問看護ステーション 277-0832 柏市北柏２-１-６
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370 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション はなえみ 柏 277-0832 柏市北柏３－１８－１５ハッピーマンション３０１
371 柏市 訪問看護ステーション 学研ココファン・ナーシング柏 277-0843 柏市明原４－１０－１２
372 柏市 訪問看護ステーション 訪問看護ステーション ビュートゾルフ柏 277-0082 柏市緑ヶ丘１１－５


