
令和5年5月15日現在
医療圏 医療機関名 所在地 指定満了日
01佐久 Ａライン訪問看護ステーション 佐久市猿久保668番地1-3号 令和8年12月31日
01佐久 エフビー訪問看護ステーションさく 佐久市中込3713-11 令和8年12月31日
01佐久 エフビー訪問看護ステーションとちの実 小諸市御幸町1-5-20 令和10年7月31日
01佐久 ケイジン訪問看護ステーション中込 佐久市中込1-17-8 令和8年12月31日
01佐久 ケイジン訪問看護ステーション塚原 佐久市塚原1894-1 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションばんり 佐久市⾧土呂793-12 令和9年10月31日
01佐久 らいおんハート訪問看護ステーション佐久 佐久市前山321-3 令和10年8月31日
01佐久 佐久総合病院 訪問看護ステーション 佐久市臼田197番地 令和8年12月31日
01佐久 佐久穂町訪問看護ステーション 南佐久郡佐久穂町高野町328番地 令和8年12月31日
01佐久 川上村訪問看護ステーション 南佐久郡川上村原308 令和8年12月31日
01佐久 川西赤十字訪問看護ステーション 佐久市望月342番地 令和9年3月31日
01佐久 訪問看護ステーション Ｍｅｄｉｃａｌ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｔｅａｍ 北佐久郡御代田町大字御代田1984-1 禅屋ｺｰﾎﾟ西ﾃﾅﾝﾄ 令和7年3月31日
01佐久 訪問看護ステーション アピラ 北佐久郡御代田町御代田4108-1430 令和9年9月30日
01佐久 訪問看護ステーション ほっちのロッヂ 軽井沢町発地1274-113 令和7年12月12日
01佐久 訪問看護ステーションあさま 佐久市岩村田1862-1 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションあやめ小諸 小諸市大字御影新田792-1 マンション三景102 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションかるいざわ 北佐久郡軽井沢町⾧倉2375-1 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションこうみ 南佐久郡小海町小海4269-9 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションこもろ 小諸市南町2丁目2番27号 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションのぞみ 小諸市東雲6-2-3ささやきﾆｭｰﾀｳﾝＡ棟304号室 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションほのか 佐久市臼田83-1 令和10年1月31日
01佐久 訪問看護ステーションやちほ 南佐久郡佐久穂町畑660番地 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーションわかば 佐久市臼田197番地 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーション岩村田 佐久市岩村田802-1 令和8年12月31日
01佐久 訪問看護ステーション御代田 北佐久郡御代田町御代田4107-139 令和9年4月30日
02上小 そよ風訪問看護ステーション 上田市中丸子1771-1 令和8年12月31日
02上小 ニチイケアセンター上田緑が丘訪問看護ステーション 上田市緑が丘3丁目21番12号 令和8年12月31日
02上小 ほほ笑み訪問看護ステーション 上田市小泉813-10 令和7年6月30日
02上小 医療法人丸山会 御所苑訪問看護ステーション 上田市御所666番地 令和7年9月30日
02上小 塩田訪問看護ステーション 上田市中野29-2 令和8年12月31日
02上小 公益社団法人⾧野県看護協会訪問看護ステーションしらかば 東御市鞍掛610-2 令和8年12月31日
02上小 上田生協訪問看護ステーション 上田市上塩尻393-1 令和8年12月31日
02上小 上田中央訪問看護ステーション 上田市中央1丁目4番10号 令和8年12月31日
02上小 神科訪問看護ステーション 上田市住吉322 令和8年12月31日
02上小 大屋リハビリ訪問看護ステーション 上田市大屋213 令和8年12月31日
02上小 訪問看護ステーションしらゆり 上田市上丸子328-1 令和8年12月31日
02上小 訪問看護ステーションねつ 東御市祢津332-2 令和11年5月31日
02上小 訪問看護ステーションみまき 東御市布下37 令和8年12月31日
02上小 訪問看護ステーションやまなみ 上田市塩川1333 令和8年12月31日
02上小 訪問看護ステーションやまびこ 上田市小泉72-1 令和8年12月31日
02上小 訪問看護ステーションよだくぼ 小県郡⾧和町古町2857 令和8年12月31日
02上小 訪問看護ステーション真田 上田市真田町⾧7141-1 令和8年12月31日
02上小 訪問看護ステーション芳田 上田市芳田1415-6 令和5年12月31日
02上小 北大手訪問看護ステーション 上田市中央西1丁目2番10号 令和8年12月31日
03諏訪 ｙｕｉ訪問看護ステーション 諏訪郡下諏訪町社6529-6 令和9年5月31日
03諏訪 アクア岡谷訪問看護ステーション 岡谷市塚間町２丁目6059-1 令和10年11月30日
03諏訪 あん訪問看護ステーション 茅野市ちの3499-1 タカハシビル3階 令和9年4月30日
03諏訪 つるかめ訪問看護ステーション 諏訪市中洲福島5317-1 令和11年4月30日
03諏訪 ニチイケアセンターおかや訪問看護ステーション 岡谷市⾧地権現町1-7-26 令和8年12月31日
03諏訪 ハーツ訪問ナースステーション 諏訪市高島1-27-2 令和9年9月30日
03諏訪 訪問看護ステーションあやめ上田 上田市中之条307-1 かどやリースビル202号室 令和10年11月30日
03諏訪 訪問看護ステーションケアラビットおかや 岡谷市幸町1-6 岡谷日報ビル 令和10年1月31日
03諏訪 やさしい手わかみや訪問看護ステーション 岡谷市若宮1-3-15 ﾙﾐｴｰﾙ花岡D 令和6年5月31日
03諏訪 岡谷市訪問看護ステーション 岡谷市本町4丁目11番33号 令和8年12月31日
03諏訪 諏訪共立訪問看護ステーション 諏訪郡下諏訪町西弥生町4928-1 令和8年12月31日

指定医療機関一覧（訪問看護）



令和5年5月15日現在
医療圏 医療機関名 所在地 指定満了日
03諏訪 諏訪赤十字訪問看護ステーション 諏訪市湖岸通り5丁目11番50号 令和8年12月31日
03諏訪 諏訪中央病院訪問看護ステーションいろは 茅野市玉川4300 令和8年12月31日
03諏訪 訪問看護ステーションふじみ（サテライトみづうみを含む）  諏訪郡富士見町落合11106-1（諏訪市豊田2400-9） 令和8年12月31日
03諏訪 訪問看護ステーションみづうみ 諏訪市豊田2400-9 令和8年12月31日
03諏訪 訪問看護ステーションりんどう 茅野市塚原2丁目5番45号 令和8年12月31日

04上伊那 アクア駒ヶ根訪問看護ステーション 駒ヶ根市赤穂16878 令和9年3月31日
04上伊那 ここ花訪問看護ステーション 伊那市西春近3308-3 令和7年3月31日
04上伊那 伊那中央病院訪問看護ステーション 伊那市小四郎久保1313-1 令和9年9月30日
04上伊那 伊南訪問看護ステーション 駒ｹ根市赤穂3213-1 令和8年12月31日
04上伊那 辰野町訪問看護ステーション 上伊那郡辰野町辰野1445-5 令和8年12月31日
04上伊那 訪問看護ステーションすずたけ 伊那市美篶7792-3 令和8年12月31日
04上伊那 訪問看護ステーションはなもも 上伊那郡箕輪町中箕輪14432-1 令和9年9月30日
04上伊那 訪問看護ステーションふれあい 上伊那郡箕輪町大字中箕輪8944-1 令和9年4月30日
04上伊那 訪問看護ステーションみどり 上伊那郡箕輪町大字中箕輪11329-1 令和8年12月31日
04上伊那 訪問看護ステーションゆりかご 駒ヶ根市赤穂9194-10 令和9年5月31日
04上伊那 訪問看護ステーションよつば 伊那市西春近4053番地6 令和7年11月30日
05飯伊 あち訪問看護ステーション 下伊那郡阿智村駒場447番地2 令和9年7月31日
05飯伊 ふたば訪問看護ステーション 飯田市上郷黒田1436-1 令和8年12月31日
05飯伊 訪問看護ステーションわか葉 飯田市松尾寺所7337 令和10年9月30日
05飯伊 みつばさ訪問看護ステーション 飯田市鼎上山3800-5 令和8年12月31日
05飯伊 みつばさ訪問看護ステーションたかもり 下伊那郡高森町下市田2964-188 ２F 令和9年10月31日
05飯伊 円会訪問看護ステーション 下伊那郡高森町牛牧2468-4 令和8年12月31日
05飯伊 下伊那赤十字訪問看護ステーション 下伊那郡松川町元大島3159-1 令和8年12月31日
05飯伊 公益社団法人⾧野県看護協会飯伊訪問看護ステーション 飯田市鼎切石4358-1 令和8年12月31日
05飯伊 ⾧野県立阿南病院 訪問看護ステーションさくら 下伊那郡阿南町北條2009-1 令和8年3月31日
05飯伊 飯田市訪問看護ステーション 飯田市八幡町438 令和8年12月31日
05飯伊 飯田病院訪問看護ステーションたんぽぽ 飯田市大通1-30-2 令和8年12月31日
05飯伊 訪問看護ステーション ａｆｆｅｃｔｉｏｎ 飯田市鼎上茶屋3340-1 味の万世2F 令和6年4月30日
05飯伊 訪問看護ステーション わか葉 飯田市松尾寺所7043-1 令和10年11月23日
05飯伊 訪問看護ステーションふれあい 下伊那郡高森町吉田481-1 令和8年12月31日
05飯伊 訪問看護ステーション健和会 飯田市鼎上山1552-1 令和8年12月31日
06木曽 公益社団法人⾧野県看護協会木曽訪問看護ステーション 木曽郡木曽町日義4852-1 令和8年12月31日
07松本 相澤訪問看護ステーションひまわり安曇野 安曇野市穂高787 令和11年3月31日
07松本 アクア松本訪問看護ステーション 松本市里山辺104-2 令和9年10月31日
07松本 エミナス訪問看護ステーション 松本市笹賀5301-1 令和9年4月30日
07松本 ツクイ松本西訪問看護ステーション 松本市笹賀5514-6 令和7年6月30日
07松本 なべりん訪問看護あいステーション 松本市双葉8番10号 令和6年1月31日
07松本 ニチイケアセンター寿中訪問看護ステーション 松本市寿中1-5-33 令和8年12月31日
07松本 ハートフル訪問看護ステーション広丘 塩尻市広丘野村1656-1 令和9年5月31日
07松本 訪問看護ステーション デューン松本 松本市深志二丁目8番6号 OTKビル3階 令和7年4月30日
07松本 訪問看護ステーション リーベまつかわ 北安曇郡松川村5689-77 令和10年11月30日
07松本 訪問看護ステーションST 塩尻市広丘吉田1598-1 令和10年6月30日
07松本 訪問看護ステーションあやめ安曇野 安曇野市豊科4757-1 令和10年10月31日
07松本 訪問看護ステーションわらわ 安曇野市豊科高家5211番地4 令和10年4月30日
07松本 穂高病院訪問看護ステーション ふるる 安曇野市穂高4634番地 令和10年9月30日
07松本 ポッケ訪問看護ステーション 松本市今井2616-1 令和7年9月30日
07松本 みのる訪問看護リハビリステーション 松本市寿中2-4-13メゾンブリアンベルB105 令和10年1月31日
07松本 ゆめの里和田訪問看護ステーション 松本市和田2240-33 令和8年12月31日
07松本 安曇野市社協訪問看護ステーション 安曇野市穂高5808-1 令和8年12月31日
07松本 安曇野赤十字訪問看護ステーション 安曇野市豊科5685番地 令和8年12月31日
07松本 安曇野南訪問看護ステーション 安曇野市三郷小倉6086-2 令和8年12月31日
07松本 安曇野北訪問看護ステーション 安曇野市豊科5637-15 令和8年12月31日
07松本 医療法人心泉会ロ－ズガーデン訪問看護ステーション 松本市村井町西2-16-1 令和8年12月31日
07松本 一之瀬訪問看護ステーション 松本市島立2104 令和8年12月31日
07松本 株式会社ほっと・はあと 安曇野市穂高北穂高2667番地2 令和6年4月30日
07松本 丸の内訪問看護ステーション 松本市島立674-1 令和8年12月31日
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07松本 桔梗ケ原病院訪問看護ステーション 塩尻市宗賀1294-1 令和8年12月31日
07松本 公益社団法人⾧野県看護協会南松本訪問看護ステーション 松本市双葉4番16号 令和8年12月31日
07松本 篠﨑訪問看護ステーション 安曇野市豊科高家5089-1 令和8年12月31日
07松本 社会福祉法人てまり 訪問看護ほっとステーション 松本市小屋北1-16-33 令和6年6月30日
07松本 松本協立訪問看護ステーション 松本市巾上9-26 令和8年12月31日
07松本 松本市立病院訪問看護ステーション 松本市波田4417-180 令和8年12月31日
07松本 松本西訪問看護ステーション 松本市城西1丁目9番2号 令和8年12月31日
07松本 相澤訪問看護ステーションひまわり 松本市本庄2丁目10番21号 令和8年12月31日
07松本 相澤訪問看護ステーションひまわり塩尻事業所 塩尻市大字大門79-2 令和8年12月31日
07松本 藤森訪問看護ステーション 松本市中央3丁目2番7号 令和8年12月31日
07松本 峠茶屋訪問看護ステーション 松本市刈谷原町533-1 令和8年11月30日
07松本 訪問看護ステーション ケアラビット 松本市出川町17-31 令和7年4月30日
07松本 訪問看護ステーション れんげそう 安曇野市三郷温4372-42 令和7年8月31日
07松本 訪問看護ステーションアイ・ユーほたか 安曇野市穂高4563-7 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーションあおいそら 松本市笹賀2795-1 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーションあけみ野 松本市浅間温泉一丁目24-8 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーションあず 松本市梓川倭2689-10 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーションあずみの里 安曇野市豊科高家5285-11 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーションきずな 安曇野市堀金烏川5119 令和9年1月31日
07松本 訪問看護ステーションつばさ 安曇野市堀金烏川1079-1 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーションめぐみ 松本市里山辺67-1 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーションメロディー 松本市笹賀3972-1 令和8年12月31日
07松本 訪問看護ステーション社協・ふれあい 塩尻市広丘堅石2151-2 令和8年12月31日
07松本 訪問看護わらわ 安曇野市豊科穂高8307-3 令和5年9月30日
08大北 いけだ訪問看護ステーション 北安曇郡池田町池田2005-1 令和8年12月31日
08大北 大町市訪問看護ステーション 大町市大町3130 令和8年12月31日
08大北 訪問看護ステーションあづみ 北安曇郡池田町池田3207-1 令和8年12月31日
08大北 訪問看護ステーションいやし 北安曇郡池田町大字池田3207番地1 令和8年12月31日
08大北 訪問看護ステーションはくば 北安曇郡白馬村神城21551番地 令和8年12月31日
08大北 訪問看護ステーションフロ－ラ 北安曇郡池田町会染8660-1 令和8年12月31日
08大北 北アルプス訪問看護ステーション 大町市大町2619 令和8年12月31日
09⾧野 アムール⾧野 訪問看護ステーション ⾧野市若里二丁目10-2 令和6年9月30日
09⾧野 アムール七瀬 訪問看護ステーション ⾧野市大字鶴賀34-1 令和10年10月31日
09⾧野 川西医院訪問看護ステーション 埴科郡坂城町中之条872 令和10年1月31日
09⾧野 グリーン訪問看護ステーション 須坂市大字仁礼7-10 令和8年12月31日
09⾧野 ケア－ズ訪問看護ステーションながのの看護 ⾧野市大字栗田857番地1BBBﾋﾞﾙ302号室 令和10年2月29日
09⾧野 こすもけあくらぶ訪問看護ステーション ⾧野市川中島町今里87-6 令和10年5月31日
09⾧野 コンフォート訪問看護ステーション ⾧野市大字鶴賀西鶴賀町1528 令和9年11月30日
09⾧野 サルーテ⾧野リハビリ訪問看護ステーション ⾧野市大字南⾧野妻科962 令和5年9月30日
09⾧野 セリタの訪問看護ステーション ⾧野市篠ノ井布施高田747番地 令和8年3月31日
09⾧野 ニチイケアセンター篠ノ井中央訪問看護ステーション ⾧野市篠ノ井御幣川1157-1 令和8年12月31日
09⾧野 ファミリア訪問看護ステーション ⾧野市東後町36-3 表参道大門ヒルズ3F 令和9年4月30日
09⾧野 訪問看護ステーション デューン⾧野 ⾧野市鶴賀七瀬705番地1 王神ﾋﾞﾙB1階 令和10年11月30日
09⾧野 訪問看護ステーションあやめ千曲 千曲市寂蒔1036-2 第2ハイツ山本201号室 令和10年6月30日
09⾧野 訪問看護ステーション絆 ⾧野市大字稲葉2462-2 ハイツ小島106号 令和10年5月31日
09⾧野 みらい訪問看護ステーション ⾧野市篠ノ井布施高田1009番地1ユニティービル1階 令和10年4月30日
09⾧野 むすびの森篠ノ井訪問看護ステーション ⾧野市篠ノ井布施五明3462番地 令和5年10月31日
09⾧野 むすび野訪問看護ステーション 上水内郡信濃町大字古間846 令和6年10月31日
09⾧野 医心館 訪問看護ステーション ⾧野 ⾧野市稲葉916-1 令和8年9月30日
09⾧野 戸隠介護サ－ビスセンター訪問看護事業所 ⾧野市戸隠豊岡1533-2 令和8年12月31日
09⾧野 公益社団法人⾧野県看護協会須高訪問看護ステーション 須坂市大字須坂1528-7ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ80 令和8年12月31日
09⾧野 小布施町看護小規模多機能型居宅介護施設 上高井郡小布施町大字小布施851番地の4 令和7年4月30日
09⾧野 ⾧野市民病院訪問看護ステーション ⾧野市富竹1333-1 令和8年12月31日
09⾧野 ⾧野赤十字訪問看護ステーション ⾧野市若里5-22-1 令和8年12月31日
09⾧野 東口メンタルクリニック 訪問看護ステーション カシオペア ⾧野市栗田240-3 令和8年9月30日
09⾧野 飯綱訪問看護ステーション 上水内郡飯綱町牟礼2220番地 令和8年12月31日
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09⾧野 訪問看護かえりえ⾧野 ⾧野市大字高田65-1 令和11年1月5日
09⾧野 訪問看護ステーション しなのぐらし 上高井郡小布施町小布施1225-1 令和5年10月31日
09⾧野 訪問看護ステーション はる風 千曲市大字寂蒔103-1 令和5年11月30日
09⾧野 訪問看護ステーションアプリコット 千曲市杭瀬下58番地 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションあやめ⾧野 ⾧野市稲田3-20-11 サニーハイツ稲田103 令和9年1月31日
09⾧野 訪問看護ステーションあゆみ ⾧野市大字風間1100-415 令和9年10月31日
09⾧野 訪問看護ステーションきいろ ⾧野市石渡47-5 令和9年10月31日
09⾧野 訪問看護ステーションこころ ⾧野市青木島町大塚1430番地1 令和6年7月31日
09⾧野 訪問看護ステーションコスモス ⾧野市小島田町449 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションしののい ⾧野市篠ノ井会666-1 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションしらかば 須坂市大字須坂1528-3 島田ビル2階 令和11年2月28日
09⾧野 訪問看護ステーションしんまち ⾧野市信州新町上条137 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションスマイル 千曲市上山田温泉3-34-3 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションとよの ⾧野市豊野町豊野659-1 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションながの ⾧野市東鶴賀町1906-47 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションフィオーレ ⾧野市稲葉上千田102-1 令和6年1月31日
09⾧野 訪問看護ステーションふれあい田町 ⾧野市田町2099 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションまつしろ ⾧野市松代町松代176-14 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーションよつ葉 ⾧野市若里5-8-6 令和6年8月31日
09⾧野 訪問看護ステーション愛和 ⾧野市鶴賀1044-2 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーション希望 上高井郡小布施町大字小布施851番地の4 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーション治田の里 千曲市稲荷山1780番地 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーション嫩草 ⾧野市上野2-119-1 令和8年12月31日
09⾧野 訪問看護ステーション嫩草・たかやま 上高井郡高山村大字高井4486-1 令和9年7月31日
09⾧野 訪問看護リハビリステーションつばさ ⾧野市川合新田414番地1-2 ハイム北岡B棟 令和6年7月31日
10北信 訪問看護ステーションあやめ中野 中野市三好町２丁目3-13 ラ・セゾン高見澤 102号室 令和11年1月31日
10北信 飯山赤十字訪問看護ステーション 飯山市飯山226-1 令和8年12月31日
10北信 訪問看護ステーションあいあい 飯山市飯山2128-22 令和8年12月31日
10北信 訪問看護ステーションせせらぎ 中野市西1丁目5番63号 令和8年12月31日
10北信 訪問看護ステーションたかやしろ 下高井郡山ノ内町夜間瀬2449-2 令和8年12月31日
10北信 訪問看護ステーションちとせ 中野市一本木322-1 令和8年12月31日
10北信 訪問看護ステーションなかの（きたしなのサテライトを含む） 中野市西1-5-63（飯山市大字常郷28-1） 令和8年12月31日


