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   1 079,002.6 株式会社　絆 〒769-2516  0879-25-7715 (訪看10) 第     2号 平成24年 4月 1日
    訪問看護ステーション　絆 東かがわ市土居１０５番地木村ビル１階東側 (0879-25-7716)
    １号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 039,005.8 社会福祉法人若竹会 〒762-0055  0877-85-3195 (訪看10) 第     3号 平成24年 6月 1日
    社会福祉法人若竹会訪問看護ステーションわ 坂出市築港町１丁目５－３５　ベルトピアⅡ (0877-85-3196)
    かたけ ４０８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 019,021.9 プライマリケア株式会社 〒760-0080  087-813-3515 (訪看10) 第     5号 平成25年 2月 1日
    プライマリケア訪問看護ステーション 高松市木太町１８６２－９　河村マンション (087-813-3516)
    １階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 089,003.2 合同会社ハートオブナーシング 〒767-0012  090-75781834 (訪看10) 第     7号 平成25年 8月 1日
    みんなの訪問看護ステーション 三豊市高瀬町上勝間１６５６番地４ (0875-73-4533)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 019,012.8 高松市 〒761-1612  087-893-0031 (訪看10) 第     8号 平成24年 5月 1日
    高松市民病院塩江分院訪問看護ステーション 高松市塩江町安原上東９９番地１ (087-893-0104)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 159,001.1 医療法人社団　有隣会 〒761-2305  087-876-6656 (訪看10) 第     9号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　どんぐり 綾歌郡綾川町滝宮１１２２番地１ (087-876-6657)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 019,029.2 株式会社　松 〒760-0066  087-802-5335 (訪看10) 第    10号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　なごみ 高松市福岡町４丁目２０番８号 (087-802-5336)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 159,002.9 公益社団法人香川県看護協会 〒769-0102  087-864-9077 (訪看10) 第    11号 平成26年 7月 1日
    （公社）香川県看護協会訪問看護ステーショ 高松市国分寺町国分１５２－４ (087-864-9080)
    ンこくぶ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 019,031.8 一般社団法人　在宅療養ネットワーク 〒760-0068  087-802-2237 (訪看10) 第    12号 平成26年 8月 1日
    ゆりかごナースセンター 高松市松島町２丁目１２番４号 (087-802-2238)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 129,002.6 株式会社ＴＥＮＫＹＯ 〒761-4434  0879-62-9885 (訪看10) 第    13号 平成26年11月 1日
    訪問看護ステーションメーア 小豆郡小豆島町西村字芹甲２３６８番地炭山 (0879-62-9886)
    アパート１０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  11 029,006.8 公益社団法人　香川県看護協会 〒763-0047  0877-85-9985 (訪看10) 第    14号 平成27年 1月 1日
    公益社団法人香川県看護協会　まるがめ訪問 丸亀市西本町１丁目７番２９号矢野ビル１階 (0877-85-9986)
    看護ステーション 東、２階西
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 019,001.1 公益社団法人香川県看護協会 〒761-8071  087-814-9975 (訪看10) 第    15号 平成27年 3月 1日
    公益社団法人香川県看護協会高松訪問看護ス 高松市伏石町２１８０番地３０ (087-814-9985)
    テーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 019,039.1 株式会社　Ｎ・フィールド 〒760-0062  087-802-2613 (訪看10) 第    16号 平成27年 6月 1日
    訪問看護ステーション　デューン高松 高松市塩上町一丁目５番７号エトワール・レ (087-802-2614)
    ーベン２階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 019,040.9 医療法人社団　健愛会 〒761-1701  087-879-0403 (訪看10) 第    17号 平成27年10月 1日
    訪問看護ステーション　ウィズユー 高松市香川町大野４６８番地１バウムＢ２０ (087-879-0402)
    １号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 019,042.5 株式会社ルピナス 〒761-0301  087-880-1850 (訪看10) 第    18号 平成27年11月 1日
    訪問看護ステーションあんず 高松市林町２５５９番地６ (087-880-1851)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 039,009.0 医療法人社団五色会 〒762-0023  0877-48-0061 (訪看10) 第    19号 平成27年12月 1日
    訪問看護ステーション　Ｇステーション 坂出市加茂町６７８番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 079,005.9 合同会社　せきれい 〒769-2516  0879-49-2000 (訪看10) 第    20号 平成28年 1月 1日
    訪問看護ステーション　せきれい 東かがわ市土居１８５番地４メゾン１０１号 (0879-49-2001)
    室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 069,003.6 社会福祉法人津田福祉会 〒769-2401  0879-42-1150 (訪看10) 第    21号 平成28年 2月 1日
    さわやか荘訪問看護ステーション さぬき市津田町津田２２０７番地 (0879-42-1153)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 029,009.2 株式会社　ヒカリ 〒763-0071  0877-43-7201 (訪看10) 第    22号 平成28年11月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション　ヒ 丸亀市田村町１２３８番地 (0877-43-7202)
    カリ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 089,006.5 三豊市 〒769-1101  0875-23-6061 (訪看10) 第    23号 平成29年 1月 1日
    三豊市立永康病院訪問看護ステーション 三豊市詫間町詫間１３０３番地５ (0875-23-6062)
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  21 019,054.0 Ｙ’ｓ．ＰＲＩＤＥ株式会社 〒761-8072  087-880-5772 (訪看10) 第    24号 平成29年 1月15日
    訪問看護ステーション　ビートかがわ 高松市三条町３１４番地３藤川ビル２階 (087-880-5791)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 019,055.7 社会福祉法人　高松市社会福祉協議会 〒760-0066  087-806-0502 (訪看10) 第    25号 平成29年 2月 1日
    社会福祉法人　高松市社会福祉協議会訪問看 高松市福岡町二丁目２４番１０号 (087-811-5255)
    護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23 019,059.9 有限会社　サクラコーポレーション 〒761-0113  087-844-2118 (訪看10) 第    27号 平成29年 6月 1日
    訪問看護ステーション　さくら 高松市屋島西町２３０２－１ (087-844-2118)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24 019,038.3 株式会社　周 〒760-0052  087-873-2868 (訪看10) 第    28号 平成29年 7月 1日
    訪問看護ステーションあまね 高松市瓦町二丁目８番地４０サークルビル２ (087-873-2869)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 019,062.3 株式会社　ＡＮＳＡーｉ 〒761-0121  087-818-7337 (訪看10) 第    29号 平成29年10月 1日
    訪問看護ステーション　ＡＮＳＡ 高松市牟礼町牟礼４６６番地７ (087-818-7337)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 019,063.1 株式会社ナーシングケア 〒761-8078  087-888-7774 (訪看10) 第    30号 平成29年11月 1日
    ナース亀 高松市仏生山町甲１８５番地４　加藤ビル３ (087-888-7783)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 029,008.4 アーチ株式会社 〒761-2406  0877-57-1701 (訪看10) 第    32号 平成30年 1月 1日
    アーチ訪問看護 丸亀市綾歌町栗熊東７１－１ (0877-86-4668)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 129,003.4 株式会社一期一会 〒761-4111  0879-61-9015 (訪看10) 第    33号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション一会 小豆郡土庄町甲１３６０番地７４ (0879-61-9115)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 019,064.9 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 〒761-0313  087-813-2851 (訪看10) 第    34号 平成30年 1月 1日
    ＩＭＣ訪問看護ステーション 高松市下田井町８０番地２ (087-813-2858)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 019,056.5 合同会社　泰守の会 〒761-8033  087-805-3525 (訪看10) 第    35号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーションやすもり 高松市飯田町１３３２番地３ (087-805-3525)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 069,005.1 株式会社ケアサポートハート 〒769-2102  087-895-2633 (訪看10) 第    36号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ケアハート さぬき市鴨庄４４４３番地９１ (087-895-0103)
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  32 059,002.0 株式会社ことひき看護ステーション 〒768-0060  0875-57-8681 (訪看10) 第    37号 平成30年 4月 1日
    ことひき看護ステーション　訪問看護部 観音寺市観音寺町甲１２３５ホテルサニーイ (0875-24-8682)
    ン７階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1 019,001.1 公益社団法人香川県看護協会 〒761-8071  087-814-9975 (訪看23) 第     1号 平成20年 4月 1日
    公益社団法人香川県看護協会高松訪問看護ス 高松市伏石町２１８０番地３０ (087-814-9985)
    テーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 019,002.9 香川医療生活協同組合 〒760-0073  087-862-1039 (訪看23) 第     2号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションひまわり 高松市栗林町１丁目３番２３号 (087-862-1039)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 019,005.2 香川県厚生農業協同組合連合会 〒761-0113  087-843-4775 (訪看23) 第     3号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　やしま 高松市屋島西町２１０５番地１７ (087-843-4775)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 019,010.2 一般財団法人三宅医学研究所 〒760-0018  087-812-5550 (訪看23) 第     4号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　みやけ 高松市天神前５番５号 (087-831-2109)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 019,015.1 株式会社　ハートナーシング高松　　 〒760-0003  087-862-0505 (訪看23) 第     5号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　あした 高松市西町１３番２７号 (087-862-0505)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 039,001.7 一般社団法人坂出市医師会 〒762-0003  0877-44-2911 (訪看23) 第     6号 平成20年 4月 1日
    坂出市医師会訪問看護ステーション 坂出市久米町１丁目１７番地１１号 (0877-46-1003)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 049,002.3 香川医療生活協同組合 〒765-0011  0877-56-5566 (訪看23) 第     7号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　ほがらか 善通寺市上吉田町六丁目８番９号 (0877-56-5567)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 139,001.6 香川医療生活協同組合 〒761-0612  087-891-0503 (訪看23) 第    10号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　みき 木田郡三木町氷上１１２－１ (087-864-4121)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 159,001.1 医療法人社団　有隣会 〒761-2305  087-876-6656 (訪看23) 第    11号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　どんぐり 綾歌郡綾川町滝宮１１２２番地１ (087-876-6657)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 159,002.9 公益社団法人香川県看護協会 〒769-0102  087-864-9077 (訪看23) 第    12号 平成20年 4月 1日
    （公社）香川県看護協会訪問看護ステーショ 高松市国分寺町国分１５２－４ (087-864-9080)
    ンこくぶ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 179,002.5 医療法人社団豊南会 〒769-1613  0875-52-2533 (訪看23) 第    14号 平成20年 4月 1日
    香川井下病院　訪問看護ステーション 観音寺市大野原町花稲１４７３番地１ (0875-52-1681)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12 709,001.6 三豊総合病院企業団 〒769-1601  0875-52-6624 (訪看23) 第    15号 平成20年 4月 1日
    三豊総合病院企業団訪問看護ステーション 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 (0875-52-6624)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 709,011.5 綾川町 〒761-2103  087-876-2266 (訪看23) 第    16号 平成20年 4月 1日
    綾川町指定訪問看護ステーション 綾歌郡綾川町陶１７２０番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 159,003.7 香川県厚生農業協同組合連合会 〒761-2305  087-876-1145 (訪看23) 第    18号 平成20年 7月 1日
    訪問看護ステーション　たきのみや 綾歌郡綾川町滝宮４８６番地 (087-876-1302)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 019,017.7 株式会社　ケアサービス長谷川 〒760-0061  087-851-7008 (訪看23) 第    19号 平成20年 8月 1日
    訪問看護ステーション長谷川 高松市築地町７－８ (087-802-3521)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 019,003.7 医療法人社団伸萌会 〒761-8004  087-816-6901 (訪看23) 第    20号 平成20年11月 1日
    訪問看護ステーションハピネス 高松市中山町７７２－１ (087-882-8899)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 019,018.5 有限会社　エイトヒルズ・コーポレーション 〒761-0301  087-866-7627 (訪看23) 第    21号 平成20年11月 1日
    ナース夕凪 高松市林町１９８６番地１ (087-866-7629)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 079,002.6 株式会社　絆 〒769-2516  0879-25-7715 (訪看23) 第    23号 平成22年 2月 1日
    訪問看護ステーション　絆 東かがわ市土居１０５番地木村ビル１階東側 (0879-25-7716)
    １号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 019,013.6 有限会社　インプロ 〒761-8078  087-814-6780 (訪看23) 第    24号 平成23年 8月 1日
    訪問看護ステーション　ハートリス 高松市仏生山町甲１９０６－２ (087-814-6787)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 049,001.5 医療法人　社団　純心会 〒765-0073  0877-63-5885 (訪看23) 第    25号 平成24年 4月 1日
    善通寺前田病院訪問看護ステーション　愛の 善通寺市中村町８９４－１ (0877-63-5897)
    手
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 029,004.3 セントケア四国株式会社 〒763-0082  0877-23-1016 (訪看23) 第    26号 平成24年 7月 1日
    セントケア訪問看護ステーション丸亀 丸亀市土器町東７丁目４５７ (0877-23-1060)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 039,006.6 社会福祉法人　敬世会 〒762-0043  0877-45-1178 (訪看23) 第    27号 平成24年 8月 1日
    城山訪問看護ステーション 坂出市寿町一丁目３番１号 (0877-44-3081)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23 089,003.2 合同会社ハートオブナーシング 〒767-0012  090-75781834 (訪看23) 第    28号 平成24年10月 1日
    みんなの訪問看護ステーション 三豊市高瀬町上勝間１６５６番地４ (0875-73-4533)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24 019,031.8 一般社団法人　在宅療養ネットワーク 〒760-0068  087-802-2237 (訪看23) 第    29号 平成25年 1月 1日
    ゆりかごナースセンター 高松市松島町２丁目１２番４号 (087-802-2238)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 159,004.5 有限会社　バイス 〒769-0205  0877-49-6313 (訪看23) 第    31号 平成25年 7月 1日
    バイス訪問看護ステーションひかり 綾歌郡宇多津町浜五番丁６６番地３　
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 019,020.1 ひまわり介護　有限会社 〒761-8024  087-882-7131 (訪看23) 第    33号 平成25年10月 1日
    ひまわり訪問看護ステーション 高松市鬼無町藤井１２６－１ (087-882-7131)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 029,006.8 公益社団法人　香川県看護協会 〒763-0047  0877-85-9985 (訪看23) 第    34号 平成25年10月 1日
    公益社団法人香川県看護協会　まるがめ訪問 丸亀市西本町１丁目７番２９号矢野ビル１階 (0877-85-9986)
    看護ステーション 東、２階西
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 019,032.6 株式会社　なつめ 〒760-0080  087-813-6568 (訪看23) 第    36号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　なつめ 高松市木太町１１８８－２ (087-813-6028)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 029,003.5 医療法人社団　田村クリニック 〒763-0048  0877-43-5534 (訪看23) 第    37号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　シレーナ 丸亀市幸町１丁目４－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 019,029.2 株式会社　松 〒760-0066  087-802-5335 (訪看23) 第    38号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　なごみ 高松市福岡町４丁目２０番８号 (087-802-5336)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 019,033.4 株式会社　ケアライン 〒761-8073  087-864-5367 (訪看23) 第    39号 平成26年 6月 1日
    訪問看護ステーション　ケアライン 高松市太田下町２６４５番地１ (087-864-5368)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 019,035.9 株式会社　ＱＯＬ　訪問看護ステーションＱ 〒761-0121  087-899-7770 (訪看23) 第    40号 平成26年 9月15日
    ちゃん 高松市牟礼町牟礼１１４６－１ (087-899-7771)
    訪問看護ステーションＱちゃん
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 129,002.6 株式会社ＴＥＮＫＹＯ 〒761-4434  0879-62-9885 (訪看23) 第    41号 平成26年11月 1日
    訪問看護ステーションメーア 小豆郡小豆島町西村字芹甲２３６８番地炭山 (0879-62-9886)
    アパート１０１



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　２４時間対応体制加算] 平成30年 6月 4日作成 4頁

  34 019,038.3 株式会社　周 〒760-0052  087-873-2868 (訪看23) 第    43号 平成27年 4月 1日
    訪問看護ステーションあまね 高松市瓦町二丁目８番地４０サークルビル２ (087-873-2869)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35 089,004.0 グデオカ株式会社 〒767-0031  0875-23-7172 (訪看23) 第    44号 平成27年 5月 1日
    ぐっでいリハビリ訪問看護ステーション鳥坂 三豊市三野町大見甲４４４７番地１ (0875-23-7172)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 019,009.4 公益社団法人　香川県看護協会 〒761-8073  087-813-9997 (訪看23) 第    45号 平成27年 5月 1日
    公益社団法人香川県看護協会　看護小規模多 高松市太田下町３０２６－３ (087-813-9997)
    機能型居宅介護　在宅ケアステーションみち
    しるべ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37 039,008.2 医療法人　然 〒762-0032  0877-85-8082 (訪看23) 第    46号 平成27年 5月15日
    訪問看護ステーションみのり 坂出市駒止町２丁目４番３９号 (0877-85-8584)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38 019,042.5 株式会社ルピナス 〒761-0301  087-880-1850 (訪看23) 第    47号 平成27年 6月 1日
    訪問看護ステーションあんず 高松市林町２５５９番地６ (087-880-1851)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39 019,040.9 医療法人社団　健愛会 〒761-1701  087-879-0403 (訪看23) 第    49号 平成27年 9月 1日
    訪問看護ステーション　ウィズユー 高松市香川町大野４６８番地１バウムＢ２０ (087-879-0402)
    １号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40 089,005.7 医療法人社団田村クリニック 〒767-0011  0875-23-6837 (訪看23) 第    51号 平成27年11月 1日
    訪問看護ステーション　たかせ　 三豊市高瀬町下勝間２１５３番地３ (0875-23-6838)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 019,043.3 独立行政法人地域医療機能推進機構 〒760-0073  087-863-6868 (訪看23) 第    52号 平成27年12月 1日
    独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん 高松市栗林町三丁目５番９号 (087-863-6867)
    病院附属訪問看護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42 079,005.9 合同会社　せきれい 〒769-2516  0879-49-2000 (訪看23) 第    53号 平成28年 1月 1日
    訪問看護ステーション　せきれい 東かがわ市土居１８５番地４メゾン１０１号 (0879-49-2001)
    室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43 069,003.6 社会福祉法人津田福祉会 〒769-2401  0879-42-1150 (訪看23) 第    54号 平成28年 2月 1日
    さわやか荘訪問看護ステーション さぬき市津田町津田２２０７番地 (0879-42-1153)



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　２４時間対応体制加算] 平成30年 6月 4日作成 5頁

  44 019,044.1 セントケア四国株式会社 〒761-8058  087-867-1088 (訪看23) 第    55号 平成28年 4月 1日
    セントケア訪問看護ステーション高松 高松市勅使町６３４番地１ (087-867-1025)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45 019,045.8 株式会社　ＡＴ 〒761-8024  087-816-6131 (訪看23) 第    56号 平成28年 6月 1日
    あっとナースステーション 高松市鬼無町藤井１２６番地１－２ (087-816-6131)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 019,047.4 株式会社　ライフアップ川口 〒760-0076  087-873-2921 (訪看23) 第    57号 平成28年 6月 1日
    訪問看護　ことり 高松市観光町５３４番地２ (087-873-2922)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47 049,005.6 株式会社ケアライン 〒765-0013  090-5278-4365 (訪看23) 第    58号 平成28年 7月 1日
    訪問看護ステーション　ケアライン西 善通寺市文京町四丁目８番２５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48 089,006.5 三豊市 〒769-1101  0875-23-6061 (訪看23) 第    59号 平成28年 7月 1日
    三豊市立永康病院訪問看護ステーション 三豊市詫間町詫間１３０３番地５ (0875-23-6062)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49 049,006.4 株式会社　スフィーダ 〒765-0053  090-9836-8000 (訪看23) 第    61号 平成28年 9月 1日
    訪問看護ステーション　しんちゃん家 善通寺市生野町字山端１８２３番地１石原ハ (0877-63-0554)
    イツ１１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50 039,010.8 株式会社　さくらんぼ 〒762-0025  0877-85-8283 (訪看23) 第    62号 平成28年10月 1日
    株式会社　さくらんぼ 坂出市川津町３７０４番地１セジュールケイ
    Ｃ１０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 019,050.8 一空株式会社 〒760-0017  087-813-0119 (訪看23) 第    63号 平成28年10月 1日
    いっくぅ訪問看護ステーション 高松市番町二丁目４番１号クレメイン番町１ (087-813-0299)
    Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52 019,034.2 あなぶきメディカルケア株式会社 〒761-8071  087-899-6433 (訪看23) 第    64号 平成28年11月 1日
    あなぶきケアサービス高松訪問看護事業所 高松市伏石町２１７１番１アルファリビング (087-899-6401)
    伏石南
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53 029,009.2 株式会社　ヒカリ 〒763-0071  0877-43-7201 (訪看23) 第    65号 平成28年11月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション　ヒ 丸亀市田村町１２３８番地 (0877-43-7202)
    カリ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　２４時間対応体制加算] 平成30年 6月 4日作成 6頁

  54 019,048.2 医療法人社団赤井ヒポクラテスの樹医匠会 〒761-8013  087-881-2776 (訪看23) 第    66号 平成28年12月 1日
    医療法人社団赤井ヒポクラテスの樹医匠会　 高松市香西東町３１５番地２ (087-881-5831)
    訪問看護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55 019,051.6 株式会社　架け橋 〒761-0321  087-813-1822 (訪看23) 第    67号 平成28年12月 1日
    訪問看護ステーションかけはし 高松市前田西町９８番地１ (087-813-1833)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 019,036.7 株式会社光華生活改善研究所 〒761-8071  087-865-5055 (訪看23) 第    68号 平成29年 2月 1日
    訪問ナースステーション・光華 高松市伏石町２１０３－２１ＫＯＨＫＡビル (087-865-5057)
    　１階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57 019,055.7 社会福祉法人　高松市社会福祉協議会 〒760-0066  087-806-0502 (訪看23) 第    69号 平成29年 2月 1日
    社会福祉法人　高松市社会福祉協議会訪問看 高松市福岡町二丁目２４番１０号 (087-811-5255)
    護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58 159,005.2 株式会社　彩 〒761-2103  087-877-1400 (訪看23) 第    70号 平成29年 2月 1日
    訪問看護ステーション　Ｒｅ：Ｈｏｍｅ 綾歌郡綾川町陶３２５９番地４ (087-877-1400)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59 019,057.3 医療法人社団　牛山クリニック 〒761-8041  080-4033-3938 (訪看23) 第    71号 平成29年 3月 1日
    訪問看護ステーション福 高松市檀紙町１１３３番地２　Ａ－１０３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60 019,056.5 合同会社　泰守の会 〒761-8033  087-805-3525 (訪看23) 第    72号 平成29年 3月 1日
    訪問看護ステーションやすもり 高松市飯田町１３３２番地３ (087-805-3525)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 019,049.0 有限会社アプロ 〒760-0071  087-880-5821 (訪看23) 第    73号 平成29年 5月 1日
    訪問看護すてーしょん　こころ 高松市藤塚町三丁目８番１６号 (087-883-0201)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62 019,058.1 株式会社　ｌｉｆｅ　ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ 〒769-0103  050-1508-2060 (訪看23) 第    74号 平成29年 4月 1日
    いしかわ訪問看護ステーション 高松市国分寺町福家字中福家甲３１５８番１ (087-874-2215)
    ３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63 019,059.9 有限会社　サクラコーポレーション 〒761-0113  087-844-2118 (訪看23) 第    75号 平成29年 6月 1日
    訪問看護ステーション　さくら 高松市屋島西町２３０２－１ (087-844-2118)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64 069,004.4 社会福祉法人　津田福祉会 〒769-2401  0879-42-1150 (訪看23) 第    76号 平成29年 7月 1日
    さわやか荘定期巡回・随時対応型訪問介護 さぬき市津田町津田２２０７番地 (0879-42-1153)



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　２４時間対応体制加算] 平成30年 6月 4日作成 7頁

  65 019,060.7 合同会社　恭雅 〒761-1406  087-899-5031 (訪看23) 第    77号 平成29年 7月15日
    訪問看護ステーション『青い鳥』 高松市香南町西庄１６７１－２ (087-885-8839)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 039,002.5 医療法人　然 〒762-0033  0877-45-4566 (訪看23) 第    78号 平成29年 8月 1日
    看護小規模多機能型居宅介護　然 坂出市谷町２丁目２番４８号 (0877-45-4456)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67 019,063.1 株式会社ナーシングケア 〒761-8078  087-888-7774 (訪看23) 第    79号 平成29年11月 1日
    ナース亀 高松市仏生山町甲１８５番地４　加藤ビル３ (087-888-7783)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68 129,003.4 株式会社一期一会 〒761-4111  0879-61-9015 (訪看23) 第    80号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション一会 小豆郡土庄町甲１３６０番地７４ (0879-61-9115)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69 019,064.9 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 〒761-0313  087-813-2851 (訪看23) 第    81号 平成30年 1月 1日
    ＩＭＣ訪問看護ステーション 高松市下田井町８０番地２ (087-813-2858)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70 019,041.7 株式会社ニチイ学館 〒760-0066  087-811-0621 (訪看23) 第    82号 平成30年 2月 1日
    ニチイケアセンター福岡町　訪問看護ステー 高松市福岡町２丁目１４番１６号 (087-811-0627)
    ション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 019,067.2 特定非営利活動法人　自立ケアシステム香川 〒761-8057  087-866-6317 (訪看23) 第    83号 平成30年 4月 1日
    特定非営利活動法人　自立ケアシステム香川 高松市田村町１２００－１ (087-866-6319)
    訪問看護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72 019,068.0 株式会社　共生 〒761-8077  087-880-3298 (訪看23) 第    84号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション　共生 高松市出作町３７７番地５ (087-880-3298)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73 059,002.0 株式会社ことひき看護ステーション 〒768-0060  0875-57-8681 (訪看23) 第    85号 平成30年 4月 1日
    ことひき看護ステーション　訪問看護部 観音寺市観音寺町甲１２３５ホテルサニーイ (0875-24-8682)
    ン７階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74 069,005.1 株式会社ケアサポートハート 〒769-2102  087-895-2633 (訪看23) 第    86号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ケアハート さぬき市鴨庄４４４３番地９１ (087-895-0103)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75 169,006.8 株式会社トータルライフネット 〒766-0023  0877-89-1477 (訪看23) 第    87号 平成30年 4月 1日
    指定訪問看護ステーション　ナースネット 仲多度郡まんのう町吉野２１８９番地１ (087-883-0039)



届出受理指定訪問看護事業所名簿
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[平成30年 6月 1日現在　２４時間対応体制加算] 平成30年 6月 4日作成 8頁

  76 019,052.4 医療法人財団博仁会 〒761-8024  087-802-2622 (訪看23) 第    88号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーションきなし 高松市鬼無町藤井４３５番地１ (087-881-3282)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77 019,061.5 株式会社　うらら 〒761-1402  087-899-7868 (訪看23) 第    89号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション　うらら 高松市香南町由佐２１０番地２ (087-899-7898)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78 039,009.0 医療法人社団五色会 〒762-0023  0877-48-0061 (訪看23) 第    90号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション　Ｇステーション 坂出市加茂町６７８番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79 019,012.8 高松市 〒761-1612  087-893-0031 (訪看23) 第    91号 平成30年 4月 1日
    高松市民病院塩江分院訪問看護ステーション 高松市塩江町安原上東９９番地１ (087-893-0104)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80 019,022.7 有限会社　チームケア寿 〒761-0312  087-840-7415 (訪看23) 第    92号 平成30年 4月 1日
    チームケアことぶき訪問看護 高松市東山崎町９６０番１ (087-840-7416)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 069,001.0 社会福祉法人　祐正福祉会 〒769-2321  0879-43-1102 (訪看23) 第    93号 平成30年 4月 1日
    ヌーベルさんがわ訪問看護ステーション さぬき市寒川町石田東甲１７０番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82 029,008.4 アーチ株式会社 〒761-2406  0877-57-1701 (訪看23) 第    94号 平成30年 4月 1日
    アーチ訪問看護 丸亀市綾歌町栗熊東７１－１ (0877-86-4668)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83 019,019.3 株式会社　ケアサービス長谷川 〒761-0102  087-814-7266 (訪看23) 第    95号 平成30年 5月 1日
    看護小規模多機能型居宅介護　長谷川 高松市新田町甲２１８９番地１ (087-814-7268)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84 019,070.6 株式会社リンクスケア 〒761-8076  087-814-5115 (訪看23) 第    96号 平成30年 5月 1日
    訪問看護ステーション恵 高松市多肥上町１４１１番地１ (087-814-5116)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　特別管理加算] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 019,002.9 香川医療生活協同組合 〒760-0073  087-862-1039 (訪看25) 第     1号 平成10年 4月 1日
    訪問看護ステーションひまわり 高松市栗林町１丁目３番２３号 (087-862-1039)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 159,001.1 医療法人社団　有隣会 〒761-2305  087-876-6656 (訪看25) 第     3号 平成10年 5月 1日
    訪問看護ステーション　どんぐり 綾歌郡綾川町滝宮１１２２番地１ (087-876-6657)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 019,005.2 香川県厚生農業協同組合連合会 〒761-0113  087-843-4775 (訪看25) 第     5号 平成11年 7月 1日
    訪問看護ステーション　やしま 高松市屋島西町２１０５番地１７ (087-843-4775)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 179,002.5 医療法人社団豊南会 〒769-1613  0875-52-2533 (訪看25) 第     9号 平成12年 2月 1日
    香川井下病院　訪問看護ステーション 観音寺市大野原町花稲１４７３番地１ (0875-52-1681)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 049,002.3 香川医療生活協同組合 〒765-0011  0877-56-5566 (訪看25) 第    11号 平成12年 3月 1日
    訪問看護ステーション　ほがらか 善通寺市上吉田町六丁目８番９号 (0877-56-5567)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 149,002.2 （医社）以和貴会 〒761-1402  087-879-3632 (訪看25) 第    12号 平成12年 4月 1日
    訪問看護ステーション　いわき 高松市香南町由佐南門１１３番地１ (087-879-1105)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 019,001.1 公益社団法人香川県看護協会 〒761-8071  087-814-9975 (訪看25) 第    13号 平成12年 4月 1日
    公益社団法人香川県看護協会高松訪問看護ス 高松市伏石町２１８０番地３０ (087-814-9985)
    テーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 039,001.7 一般社団法人坂出市医師会 〒762-0003  0877-44-2911 (訪看25) 第    14号 平成12年 4月 1日
    坂出市医師会訪問看護ステーション 坂出市久米町１丁目１７番地１１号 (0877-46-1003)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 159,002.9 公益社団法人香川県看護協会 〒769-0102  087-864-9077 (訪看25) 第    15号 平成12年 5月 1日
    （公社）香川県看護協会訪問看護ステーショ 高松市国分寺町国分１５２－４ (087-864-9080)
    ンこくぶ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 139,001.6 香川医療生活協同組合 〒761-0612  087-891-0503 (訪看25) 第    18号 平成13年 6月 1日
    訪問看護ステーション　みき 木田郡三木町氷上１１２－１ (087-864-4121)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 019,010.2 一般財団法人三宅医学研究所 〒760-0018  087-812-5550 (訪看25) 第    19号 平成14年 5月 1日
    訪問看護ステーション　みやけ 高松市天神前５番５号 (087-831-2109)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12 159,003.7 香川県厚生農業協同組合連合会 〒761-2305  087-876-1145 (訪看25) 第    20号 平成17年 1月 1日
    訪問看護ステーション　たきのみや 綾歌郡綾川町滝宮４８６番地 (087-876-1302)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 159,004.5 有限会社　バイス 〒769-0205  0877-49-6313 (訪看25) 第    21号 平成17年11月 1日
    バイス訪問看護ステーションひかり 綾歌郡宇多津町浜五番丁６６番地３　
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 709,001.6 三豊総合病院企業団 〒769-1601  0875-52-6624 (訪看25) 第    24号 平成10年 5月 1日
    三豊総合病院企業団訪問看護ステーション 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 (0875-52-6624)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 019,003.7 医療法人社団伸萌会 〒761-8004  087-816-6901 (訪看25) 第    26号 平成19年 3月 1日
    訪問看護ステーションハピネス 高松市中山町７７２－１ (087-882-8899)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 019,012.8 高松市 〒761-1612  087-893-0031 (訪看25) 第    27号 平成19年 3月 1日
    高松市民病院塩江分院訪問看護ステーション 高松市塩江町安原上東９９番地１ (087-893-0104)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 709,011.5 綾川町 〒761-2103  087-876-2266 (訪看25) 第    28号 平成19年 3月 1日
    綾川町指定訪問看護ステーション 綾歌郡綾川町陶１７２０番地１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 019,015.1 株式会社　ハートナーシング高松　　 〒760-0003  087-862-0505 (訪看25) 第    29号 平成19年 2月 1日
    訪問看護ステーション　あした 高松市西町１３番２７号 (087-862-0505)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 049,001.5 医療法人　社団　純心会 〒765-0073  0877-63-5885 (訪看25) 第    31号 平成19年 7月 1日
    善通寺前田病院訪問看護ステーション　愛の 善通寺市中村町８９４－１ (0877-63-5897)
    手
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 019,017.7 株式会社　ケアサービス長谷川 〒760-0061  087-851-7008 (訪看25) 第    35号 平成20年 2月 1日
    訪問看護ステーション長谷川 高松市築地町７－８ (087-802-3521)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 029,003.5 医療法人社団　田村クリニック 〒763-0048  0877-43-5534 (訪看25) 第    36号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　シレーナ 丸亀市幸町１丁目４－１０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 019,018.5 有限会社　エイトヒルズ・コーポレーション 〒761-0301  087-866-7627 (訪看25) 第    37号 平成20年11月 1日
    ナース夕凪 高松市林町１９８６番地１ (087-866-7629)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23 079,002.6 株式会社　絆 〒769-2516  0879-25-7715 (訪看25) 第    39号 平成22年 2月 1日
    訪問看護ステーション　絆 東かがわ市土居１０５番地木村ビル１階東側 (0879-25-7716)
    １号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24 019,013.6 有限会社　インプロ 〒761-8078  087-814-6780 (訪看25) 第    41号 平成23年 8月 1日
    訪問看護ステーション　ハートリス 高松市仏生山町甲１９０６－２ (087-814-6787)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 019,026.8 しんしん企畫株式会社 〒761-1402  087-813-5683 (訪看25) 第    43号 平成23年10月15日
    しんしん企畫　訪問看護ステーション　高松 高松市香南町由佐３５０番地１ (087-813-5684)
    南事業所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 019,022.7 有限会社　チームケア寿 〒761-0312  087-840-7415 (訪看25) 第    44号 平成24年 6月 1日
    チームケアことぶき訪問看護 高松市東山崎町９６０番１ (087-840-7416)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 029,004.3 セントケア四国株式会社 〒763-0082  0877-23-1016 (訪看25) 第    46号 平成24年 7月 1日
    セントケア訪問看護ステーション丸亀 丸亀市土器町東７丁目４５７ (0877-23-1060)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 039,006.6 社会福祉法人　敬世会 〒762-0043  0877-45-1178 (訪看25) 第    47号 平成24年 8月 1日
    城山訪問看護ステーション 坂出市寿町一丁目３番１号 (0877-44-3081)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 089,003.2 合同会社ハートオブナーシング 〒767-0012  090-75781834 (訪看25) 第    48号 平成24年10月 1日
    みんなの訪問看護ステーション 三豊市高瀬町上勝間１６５６番地４ (0875-73-4533)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 019,031.8 一般社団法人　在宅療養ネットワーク 〒760-0068  087-802-2237 (訪看25) 第    49号 平成25年 1月 1日
    ゆりかごナースセンター 高松市松島町２丁目１２番４号 (087-802-2238)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 019,020.1 ひまわり介護　有限会社 〒761-8024  087-882-7131 (訪看25) 第    53号 平成25年10月 1日
    ひまわり訪問看護ステーション 高松市鬼無町藤井１２６－１ (087-882-7131)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 029,006.8 公益社団法人　香川県看護協会 〒763-0047  0877-85-9985 (訪看25) 第    54号 平成25年10月 1日
    公益社団法人香川県看護協会　まるがめ訪問 丸亀市西本町１丁目７番２９号矢野ビル１階 (0877-85-9986)
    看護ステーション 東、２階西
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 019,032.6 株式会社　なつめ 〒760-0080  087-813-6568 (訪看25) 第    55号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　なつめ 高松市木太町１１８８－２ (087-813-6028)
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  34 019,029.2 株式会社　松 〒760-0066  087-802-5335 (訪看25) 第    56号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　なごみ 高松市福岡町４丁目２０番８号 (087-802-5336)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35 019,033.4 株式会社　ケアライン 〒761-8073  087-864-5367 (訪看25) 第    57号 平成26年 6月 1日
    訪問看護ステーション　ケアライン 高松市太田下町２６４５番地１ (087-864-5368)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 069,001.0 社会福祉法人　祐正福祉会 〒769-2321  0879-43-1102 (訪看25) 第    58号 平成26年 8月 1日
    ヌーベルさんがわ訪問看護ステーション さぬき市寒川町石田東甲１７０番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37 019,035.9 株式会社　ＱＯＬ　訪問看護ステーションＱ 〒761-0121  087-899-7770 (訪看25) 第    59号 平成26年 9月15日
    ちゃん 高松市牟礼町牟礼１１４６－１ (087-899-7771)
    訪問看護ステーションＱちゃん
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38 129,002.6 株式会社ＴＥＮＫＹＯ 〒761-4434  0879-62-9885 (訪看25) 第    60号 平成26年11月 1日
    訪問看護ステーションメーア 小豆郡小豆島町西村字芹甲２３６８番地炭山 (0879-62-9886)
    アパート１０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39 089,004.0 グデオカ株式会社 〒767-0031  0875-23-7172 (訪看25) 第    62号 平成27年 4月 1日
    ぐっでいリハビリ訪問看護ステーション鳥坂 三豊市三野町大見甲４４４７番地１ (0875-23-7172)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40 019,038.3 株式会社　周 〒760-0052  087-873-2868 (訪看25) 第    63号 平成27年 4月 1日
    訪問看護ステーションあまね 高松市瓦町二丁目８番地４０サークルビル２ (087-873-2869)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 019,009.4 公益社団法人　香川県看護協会 〒761-8073  087-813-9997 (訪看25) 第    64号 平成27年 5月 1日
    公益社団法人香川県看護協会　看護小規模多 高松市太田下町３０２６－３ (087-813-9997)
    機能型居宅介護　在宅ケアステーションみち
    しるべ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42 039,008.2 医療法人　然 〒762-0032  0877-85-8082 (訪看25) 第    65号 平成27年 5月15日
    訪問看護ステーションみのり 坂出市駒止町２丁目４番３９号 (0877-85-8584)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43 019,042.5 株式会社ルピナス 〒761-0301  087-880-1850 (訪看25) 第    66号 平成27年 6月 1日
    訪問看護ステーションあんず 高松市林町２５５９番地６ (087-880-1851)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  44 169,006.8 株式会社トータルライフネット 〒766-0023  0877-89-1477 (訪看25) 第    67号 平成27年 7月 1日
    指定訪問看護ステーション　ナースネット 仲多度郡まんのう町吉野２１８９番地１ (087-883-0039)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45 019,040.9 医療法人社団　健愛会 〒761-1701  087-879-0403 (訪看25) 第    68号 平成27年 9月 1日
    訪問看護ステーション　ウィズユー 高松市香川町大野４６８番地１バウムＢ２０ (087-879-0402)
    １号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 029,008.4 アーチ株式会社 〒761-2406  0877-57-1701 (訪看25) 第    69号 平成27年11月 1日
    アーチ訪問看護 丸亀市綾歌町栗熊東７１－１ (0877-86-4668)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47 089,005.7 医療法人社団田村クリニック 〒767-0011  0875-23-6837 (訪看25) 第    70号 平成27年11月 1日
    訪問看護ステーション　たかせ　 三豊市高瀬町下勝間２１５３番地３ (0875-23-6838)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48 019,043.3 独立行政法人地域医療機能推進機構 〒760-0073  087-863-6868 (訪看25) 第    71号 平成27年12月 1日
    独立行政法人地域医療機能推進機構りつりん 高松市栗林町三丁目５番９号 (087-863-6867)
    病院附属訪問看護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49 079,005.9 合同会社　せきれい 〒769-2516  0879-49-2000 (訪看25) 第    72号 平成28年 1月 1日
    訪問看護ステーション　せきれい 東かがわ市土居１８５番地４メゾン１０１号 (0879-49-2001)
    室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50 069,003.6 社会福祉法人津田福祉会 〒769-2401  0879-42-1150 (訪看25) 第    73号 平成28年 2月 1日
    さわやか荘訪問看護ステーション さぬき市津田町津田２２０７番地 (0879-42-1153)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 019,044.1 セントケア四国株式会社 〒761-8058  087-867-1088 (訪看25) 第    74号 平成28年 4月 1日
    セントケア訪問看護ステーション高松 高松市勅使町６３４番地１ (087-867-1025)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52 019,045.8 株式会社　ＡＴ 〒761-8024  087-816-6131 (訪看25) 第    75号 平成28年 6月 1日
    あっとナースステーション 高松市鬼無町藤井１２６番地１－２ (087-816-6131)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53 019,047.4 株式会社　ライフアップ川口 〒760-0076  087-873-2921 (訪看25) 第    76号 平成28年 6月 1日
    訪問看護　ことり 高松市観光町５３４番地２ (087-873-2922)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54 049,005.6 株式会社ケアライン 〒765-0013  090-5278-4365 (訪看25) 第    77号 平成28年 7月 1日
    訪問看護ステーション　ケアライン西 善通寺市文京町四丁目８番２５号
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  55 089,006.5 三豊市 〒769-1101  0875-23-6061 (訪看25) 第    78号 平成28年 7月 1日
    三豊市立永康病院訪問看護ステーション 三豊市詫間町詫間１３０３番地５ (0875-23-6062)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 049,006.4 株式会社　スフィーダ 〒765-0053  090-9836-8000 (訪看25) 第    80号 平成28年 9月 1日
    訪問看護ステーション　しんちゃん家 善通寺市生野町字山端１８２３番地１石原ハ (0877-63-0554)
    イツ１１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57 039,010.8 株式会社　さくらんぼ 〒762-0025  0877-85-8283 (訪看25) 第    81号 平成28年10月 1日
    株式会社　さくらんぼ 坂出市川津町３７０４番地１セジュールケイ
    Ｃ１０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58 019,050.8 一空株式会社 〒760-0017  087-813-0119 (訪看25) 第    82号 平成28年10月 1日
    いっくぅ訪問看護ステーション 高松市番町二丁目４番１号クレメイン番町１ (087-813-0299)
    Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59 019,034.2 あなぶきメディカルケア株式会社 〒761-8071  087-899-6433 (訪看25) 第    83号 平成28年11月 1日
    あなぶきケアサービス高松訪問看護事業所 高松市伏石町２１７１番１アルファリビング (087-899-6401)
    伏石南
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60 029,009.2 株式会社　ヒカリ 〒763-0071  0877-43-7201 (訪看25) 第    84号 平成28年11月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション　ヒ 丸亀市田村町１２３８番地 (0877-43-7202)
    カリ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 019,048.2 医療法人社団赤井ヒポクラテスの樹医匠会 〒761-8013  087-881-2776 (訪看25) 第    85号 平成28年12月 1日
    医療法人社団赤井ヒポクラテスの樹医匠会　 高松市香西東町３１５番地２ (087-881-5831)
    訪問看護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62 019,051.6 株式会社　架け橋 〒761-0321  087-813-1822 (訪看25) 第    86号 平成28年12月 1日
    訪問看護ステーションかけはし 高松市前田西町９８番地１ (087-813-1833)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63 019,036.7 株式会社光華生活改善研究所 〒761-8071  087-865-5055 (訪看25) 第    88号 平成29年 2月 1日
    訪問ナースステーション・光華 高松市伏石町２１０３－２１ＫＯＨＫＡビル (087-865-5057)
    　１階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  64 019,055.7 社会福祉法人　高松市社会福祉協議会 〒760-0066  087-806-0502 (訪看25) 第    89号 平成29年 2月 1日
    社会福祉法人　高松市社会福祉協議会訪問看 高松市福岡町二丁目２４番１０号 (087-811-5255)
    護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65 159,005.2 株式会社　彩 〒761-2103  087-877-1400 (訪看25) 第    90号 平成29年 2月 1日
    訪問看護ステーション　Ｒｅ：Ｈｏｍｅ 綾歌郡綾川町陶３２５９番地４ (087-877-1400)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 019,057.3 医療法人社団　牛山クリニック 〒761-8041  080-4033-3938 (訪看25) 第    91号 平成29年 3月 1日
    訪問看護ステーション福 高松市檀紙町１１３３番地２　Ａ－１０３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67 019,056.5 合同会社　泰守の会 〒761-8033  087-805-3525 (訪看25) 第    92号 平成29年 3月 1日
    訪問看護ステーションやすもり 高松市飯田町１３３２番地３ (087-805-3525)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  68 019,049.0 有限会社アプロ 〒760-0071  087-880-5821 (訪看25) 第    93号 平成29年 5月 1日
    訪問看護すてーしょん　こころ 高松市藤塚町三丁目８番１６号 (087-883-0201)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69 019,058.1 株式会社　ｌｉｆｅ　ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓ 〒769-0103  050-1508-2060 (訪看25) 第    94号 平成29年 4月 1日
    いしかわ訪問看護ステーション 高松市国分寺町福家字中福家甲３１５８番１ (087-874-2215)
    ３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70 019,052.4 医療法人財団博仁会 〒761-8024  087-802-2622 (訪看25) 第    96号 平成29年 6月 1日
    訪問看護ステーションきなし 高松市鬼無町藤井４３５番地１ (087-881-3282)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 019,059.9 有限会社　サクラコーポレーション 〒761-0113  087-844-2118 (訪看25) 第    97号 平成29年 6月 1日
    訪問看護ステーション　さくら 高松市屋島西町２３０２－１ (087-844-2118)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72 069,004.4 社会福祉法人　津田福祉会 〒769-2401  0879-42-1150 (訪看25) 第    98号 平成29年 7月 1日
    さわやか荘定期巡回・随時対応型訪問介護 さぬき市津田町津田２２０７番地 (0879-42-1153)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73 019,060.7 合同会社　恭雅 〒761-1406  087-899-5031 (訪看25) 第    99号 平成29年 7月15日
    訪問看護ステーション『青い鳥』 高松市香南町西庄１６７１－２ (087-885-8839)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74 019,061.5 株式会社　うらら 〒761-1402  087-899-7868 (訪看25) 第   100号 平成29年 8月 1日
    訪問看護ステーション　うらら 高松市香南町由佐２１０番地２ (087-899-7898)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　特別管理加算] 平成30年 6月 4日作成 8頁

  75 039,002.5 医療法人　然 〒762-0033  0877-45-4566 (訪看25) 第   101号 平成29年 8月 1日
    看護小規模多機能型居宅介護　然 坂出市谷町２丁目２番４８号 (0877-45-4456)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 019,063.1 株式会社ナーシングケア 〒761-8078  087-888-7774 (訪看25) 第   102号 平成29年11月 1日
    ナース亀 高松市仏生山町甲１８５番地４　加藤ビル３ (087-888-7783)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77 129,003.4 株式会社一期一会 〒761-4111  0879-61-9015 (訪看25) 第   103号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション一会 小豆郡土庄町甲１３６０番地７４ (0879-61-9115)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78 019,064.9 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 〒761-0313  087-813-2851 (訪看25) 第   104号 平成30年 1月 1日
    ＩＭＣ訪問看護ステーション 高松市下田井町８０番地２ (087-813-2858)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  79 019,041.7 株式会社ニチイ学館 〒760-0066  087-811-0621 (訪看25) 第   105号 平成30年 2月 1日
    ニチイケアセンター福岡町　訪問看護ステー 高松市福岡町２丁目１４番１６号 (087-811-0627)
    ション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  80 019,067.2 特定非営利活動法人　自立ケアシステム香川 〒761-8057  087-866-6317 (訪看25) 第   107号 平成30年 4月 1日
    特定非営利活動法人　自立ケアシステム香川 高松市田村町１２００－１ (087-866-6319)
    訪問看護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  81 019,068.0 株式会社　共生 〒761-8077  087-880-3298 (訪看25) 第   108号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション　共生 高松市出作町３７７番地５ (087-880-3298)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  82 069,005.1 株式会社ケアサポートハート 〒769-2102  087-895-2633 (訪看25) 第   110号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ケアハート さぬき市鴨庄４４４３番地９１ (087-895-0103)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  83 019,019.3 株式会社　ケアサービス長谷川 〒761-0102  087-814-7266 (訪看25) 第   111号 平成30年 5月 1日
    看護小規模多機能型居宅介護　長谷川 高松市新田町甲２１８９番地１ (087-814-7268)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  84 019,070.6 株式会社リンクスケア 〒761-8076  087-814-5115 (訪看25) 第   112号 平成30年 5月 1日
    訪問看護ステーション恵 高松市多肥上町１４１１番地１ (087-814-5116)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　訪問看護基本療養費の注２及び注４に規定する専門の研修を受けた看護師] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 159,002.9 公益社団法人香川県看護協会 〒769-0102  087-864-9077 (訪看26) 第     1号 平成24年 7月 1日
    （公社）香川県看護協会訪問看護ステーショ 高松市国分寺町国分１５２－４ (087-864-9080)
    ンこくぶ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 709,001.6 三豊総合病院企業団 〒769-1601  0875-52-6624 (訪看26) 第     2号 平成24年 8月 1日
    三豊総合病院企業団訪問看護ステーション 観音寺市豊浜町姫浜７０８番地 (0875-52-6624)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 019,001.1 公益社団法人香川県看護協会 〒761-8071  087-814-9975 (訪看26) 第     3号 平成27年10月 1日
    公益社団法人香川県看護協会高松訪問看護ス 高松市伏石町２１８０番地３０ (087-814-9985)
    テーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 049,006.4 株式会社　スフィーダ 〒765-0053  090-9836-8000 (訪看26) 第     4号 平成28年 9月 1日
    訪問看護ステーション　しんちゃん家 善通寺市生野町字山端１８２３番地１石原ハ (0877-63-0554)
    イツ１１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　精神科複数回訪問加算] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 159,001.1 医療法人社団　有隣会 〒761-2305  087-876-6656 (訪看27) 第     1号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　どんぐり 綾歌郡綾川町滝宮１１２２番地１ (087-876-6657)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 019,029.2 株式会社　松 〒760-0066  087-802-5335 (訪看27) 第     2号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　なごみ 高松市福岡町４丁目２０番８号 (087-802-5336)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 159,002.9 公益社団法人香川県看護協会 〒769-0102  087-864-9077 (訪看27) 第     3号 平成26年 7月 1日
    （公社）香川県看護協会訪問看護ステーショ 高松市国分寺町国分１５２－４ (087-864-9080)
    ンこくぶ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 029,006.8 公益社団法人　香川県看護協会 〒763-0047  0877-85-9985 (訪看27) 第     4号 平成27年 1月 1日
    公益社団法人香川県看護協会　まるがめ訪問 丸亀市西本町１丁目７番２９号矢野ビル１階 (0877-85-9986)
    看護ステーション 東、２階西
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 019,040.9 医療法人社団　健愛会 〒761-1701  087-879-0403 (訪看27) 第     5号 平成27年10月 1日
    訪問看護ステーション　ウィズユー 高松市香川町大野４６８番地１バウムＢ２０ (087-879-0402)
    １号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 079,005.9 合同会社　せきれい 〒769-2516  0879-49-2000 (訪看27) 第     6号 平成28年 1月 1日
    訪問看護ステーション　せきれい 東かがわ市土居１８５番地４メゾン１０１号 (0879-49-2001)
    室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 029,009.2 株式会社　ヒカリ 〒763-0071  0877-43-7201 (訪看27) 第     7号 平成28年12月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション　ヒ 丸亀市田村町１２３８番地 (0877-43-7202)
    カリ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 019,055.7 社会福祉法人　高松市社会福祉協議会 〒760-0066  087-806-0502 (訪看27) 第     8号 平成29年 2月 1日
    社会福祉法人　高松市社会福祉協議会訪問看 高松市福岡町二丁目２４番１０号 (087-811-5255)
    護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 089,003.2 合同会社ハートオブナーシング 〒767-0012  090-75781834 (訪看27) 第     9号 平成29年 4月 1日
    みんなの訪問看護ステーション 三豊市高瀬町上勝間１６５６番地４ (0875-73-4533)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 019,059.9 有限会社　サクラコーポレーション 〒761-0113  087-844-2118 (訪看27) 第    10号 平成29年 6月 1日
    訪問看護ステーション　さくら 高松市屋島西町２３０２－１ (087-844-2118)



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　精神科複数回訪問加算] 平成30年 6月 4日作成 2頁

  11 019,038.3 株式会社　周 〒760-0052  087-873-2868 (訪看27) 第    11号 平成29年 7月 1日
    訪問看護ステーションあまね 高松市瓦町二丁目８番地４０サークルビル２ (087-873-2869)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 019,063.1 株式会社ナーシングケア 〒761-8078  087-888-7774 (訪看27) 第    12号 平成29年11月 1日
    ナース亀 高松市仏生山町甲１８５番地４　加藤ビル３ (087-888-7783)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 129,003.4 株式会社一期一会 〒761-4111  0879-61-9015 (訪看27) 第    14号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション一会 小豆郡土庄町甲１３６０番地７４ (0879-61-9115)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 019,064.9 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 〒761-0313  087-813-2851 (訪看27) 第    15号 平成30年 1月 1日
    ＩＭＣ訪問看護ステーション 高松市下田井町８０番地２ (087-813-2858)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 069,005.1 株式会社ケアサポートハート 〒769-2102  087-895-2633 (訪看27) 第    16号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ケアハート さぬき市鴨庄４４４３番地９１ (087-895-0103)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　精神科重症患者支援管理連携加算] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 159,001.1 医療法人社団　有隣会 〒761-2305  087-876-6656 (訪看28) 第     1号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　どんぐり 綾歌郡綾川町滝宮１１２２番地１ (087-876-6657)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 019,029.2 株式会社　松 〒760-0066  087-802-5335 (訪看28) 第     2号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーション　なごみ 高松市福岡町４丁目２０番８号 (087-802-5336)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 159,002.9 公益社団法人香川県看護協会 〒769-0102  087-864-9077 (訪看28) 第     3号 平成26年 7月 1日
    （公社）香川県看護協会訪問看護ステーショ 高松市国分寺町国分１５２－４ (087-864-9080)
    ンこくぶ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 129,002.6 株式会社ＴＥＮＫＹＯ 〒761-4434  0879-62-9885 (訪看28) 第     4号 平成26年11月 1日
    訪問看護ステーションメーア 小豆郡小豆島町西村字芹甲２３６８番地炭山 (0879-62-9886)
    アパート１０１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 029,006.8 公益社団法人　香川県看護協会 〒763-0047  0877-85-9985 (訪看28) 第     5号 平成27年 1月 1日
    公益社団法人香川県看護協会　まるがめ訪問 丸亀市西本町１丁目７番２９号矢野ビル１階 (0877-85-9986)
    看護ステーション 東、２階西
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 019,040.9 医療法人社団　健愛会 〒761-1701  087-879-0403 (訪看28) 第     6号 平成27年10月 1日
    訪問看護ステーション　ウィズユー 高松市香川町大野４６８番地１バウムＢ２０ (087-879-0402)
    １号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 079,005.9 合同会社　せきれい 〒769-2516  0879-49-2000 (訪看28) 第     7号 平成28年 1月 1日
    訪問看護ステーション　せきれい 東かがわ市土居１８５番地４メゾン１０１号 (0879-49-2001)
    室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 029,009.2 株式会社　ヒカリ 〒763-0071  0877-43-7201 (訪看28) 第     8号 平成28年12月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション　ヒ 丸亀市田村町１２３８番地 (0877-43-7202)
    カリ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 019,055.7 社会福祉法人　高松市社会福祉協議会 〒760-0066  087-806-0502 (訪看28) 第     9号 平成29年 2月 1日
    社会福祉法人　高松市社会福祉協議会訪問看 高松市福岡町二丁目２４番１０号 (087-811-5255)
    護ステーション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 089,003.2 合同会社ハートオブナーシング 〒767-0012  090-75781834 (訪看28) 第    10号 平成29年 4月 1日
    みんなの訪問看護ステーション 三豊市高瀬町上勝間１６５６番地４ (0875-73-4533)



届出受理指定訪問看護事業所名簿

項番 ｽﾃｰｼｮﾝｺｰﾄﾞ 事業者名／事業所名 事業所所在地 電話（FAX）番号 算定開始年月日受理番号

[平成30年 6月 1日現在　精神科重症患者支援管理連携加算] 平成30年 6月 4日作成 2頁

  11 019,038.3 株式会社　周 〒760-0052  087-873-2868 (訪看28) 第    11号 平成29年 7月 1日
    訪問看護ステーションあまね 高松市瓦町二丁目８番地４０サークルビル２ (087-873-2869)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 019,063.1 株式会社ナーシングケア 〒761-8078  087-888-7774 (訪看28) 第    12号 平成29年11月 1日
    ナース亀 高松市仏生山町甲１８５番地４　加藤ビル３ (087-888-7783)
    階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 129,003.4 株式会社一期一会 〒761-4111  0879-61-9015 (訪看28) 第    13号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション一会 小豆郡土庄町甲１３６０番地７４ (0879-61-9115)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 019,064.9 株式会社アイ・エム・シーライフステージ 〒761-0313  087-813-2851 (訪看28) 第    14号 平成30年 1月 1日
    ＩＭＣ訪問看護ステーション 高松市下田井町８０番地２ (087-813-2858)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


