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   1 15,9003,8 特定非営利活動法人さわやか徳島 〒771-1232  088-692-3457 (訪看10) 第     1号 平成19年 4月 1日
    さわやか徳島訪問看護ステーション 板野郡藍住町富吉字地神６０－３ (088-692-3457)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 01,9037,6 医療法人鈴木会 〒771-1151  088-666-3030 (訪看10) 第     3号 平成21年 2月 1日
    訪問看護ステーション応神 徳島市応神町古川字日ノ上３６番地の１ (088-665-8034)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 01,9039,2 株式会社みらい 〒770-8073  088-678-7291 (訪看10) 第     4号 平成21年 9月 1日
    訪問看護ステーションフリージア 徳島市八万町　上福万９－１５ (088-678-7292)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 01,9036,8 医療法人養生園 〒770-0862  088-677-5832 (訪看10) 第     5号 平成22年 1月 1日
    訪問看護ステーション蕾 徳島市城東町２丁目７番１２号 (088-677-5833)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 02,9006,9 社会福祉法人小渦会 〒772-0012  088-685-8810 (訪看10) 第     6号 平成24年 6月 1日
    訪問看護ステーションスマイル 鳴門市撫養町小桑島字前浜１７９－９ (088-685-8810)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 01,9001,2 社会福祉法人すだち会 〒770-8012  088-663-0117 (訪看10) 第     7号 平成24年 8月 1日
    大神子訪問看護ステーション 徳島市大原町余慶７１番地２ (088-663-2603)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 13,9000,9 社会福祉法人すだち会 〒779-1108  0884-44-6661 (訪看10) 第     8号 平成24年 8月 1日
    羽ノ浦訪問看護ステーション 阿南市羽ノ浦町明見１３５番地１ (0884-44-6509)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 01,9043,4 株式会社ａｉｄ 〒770-0006  088-679-6800 (訪看10) 第     9号 平成25年 2月 1日
    訪問看護ステーション泉 徳島市北矢三町３丁目２番７０－２５号 (088-679-6801)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 04,9002,4 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-1235  0884-21-2230 (訪看10) 第    10号 平成25年 4月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 阿南市那賀川町苅屋３２５番地２ (0884-21-2231)
    ション阿南
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 01,9048,3 株式会社なかた 〒770-0003  088-624-7316 (訪看10) 第    12号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーションなかた 徳島市北田宮一丁目１番地４号 (088-624-7318)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 01,9047,5 プラスナース株式会社 〒770-0856  088-678-8028 (訪看10) 第    13号 平成26年 4月 1日
    きりん訪問看護ステーション 徳島市中洲町一丁目６４番地２ (088-678-8018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 01,9049,1 株式会社リハホワイト 〒770-0011  088-678-9800 (訪看10) 第    14号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーションＦｏｒＹｏｕ 徳島市北佐古一番町７番１０ (088-678-9333)



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

[徳島県]

[平成30年 6月 1日現在　精神科訪問看護基本療養費] 平成30年 6月 4日作成 2頁

  13 18,9001,6 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-4403  0883-55-4110 (訪看10) 第    15号 平成26年11月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４－１ (0883-55-4110)
    ション半田
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 01,9002,0 公益社団法人徳島県看護協会 〒770-0801  088-624-9777 (訪看10) 第    16号 平成26年11月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 徳島市上助任町蛭子９８－７６ (088-624-9666)
    ション徳島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 01,9035,0 合同会社こばと 〒770-0921  088-624-3308 (訪看10) 第    17号 平成26年12月 1日
    訪問看護ステーションこばと 徳島市栄町４丁目１０番地 (088-624-3308)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 01,9045,9 医療法人倚山会 〒770-0905  088-678-5777 (訪看10) 第    18号 平成27年 1月 1日
    咲くら訪問看護ステーション山手 徳島市東大工町１丁目１９番地 (088-678-5777)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 14,9002,3 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-2305  0884-77-3777 (訪看10) 第    19号 平成27年 3月 1日
    訪問看護ステーション海部 海部郡美波町奥河内字井ノ上１３－７ (0884-77-2185)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 17,9002,6 （医）青鳳会 〒776-0013  0883-26-0850 (訪看10) 第    20号 平成27年 7月 1日
    訪問看護ステーションみま 吉野川市鴨島町上下島４９５番地１３ (0883-24-2957)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 15,9011,1 ＨＲ株式会社 〒771-1301  088-624-7788 (訪看10) 第    21号 平成27年 7月 1日
    あーる訪問看護ステーション 板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺２５番地３３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 01,9050,9 合同会社　 はじめ 〒772-0017  088-635-0745 (訪看10) 第    22号 平成27年 8月 1日
    訪問看護ステーション・暁 鳴門市撫養町立岩元地２９７　タニグチハイ (088-635-0747)
    ツ１０６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 15,9007,9 株式会社アイダック 〒779-0102  088-672-7885 (訪看10) 第    23号 平成27年12月 1日
    アイダック訪問看護ステーション 板野郡板野町川端字若王寺３７－１ (088-672-7884)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 01,9040,0 医療法人きたじま倚山会 〒771-0144  088-624-7719 (訪看10) 第    24号 平成28年 4月 1日
    きたじま訪問看護リハビリステーション 徳島市川内町　榎瀬７４４－１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23 01,9056,6 株式会社Ｎ・フィールド 〒770-0831  088-624-2010 (訪看10) 第    25号 平成28年 6月 1日
    訪問看護ステーションデューン徳島 徳島市寺島本町西１丁目１０番　幸田ビル３ (088-624-2011)
    階
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  24 01,9053,3 イツモスマイル株式会社 〒770-0022  088-611-3131 (訪看10) 第    26号 平成28年 7月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイル 徳島市佐古二番町５番１１号 (088-611-3130)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 06,9002,9 一般社団法人にし阿波健康会 〒778-0002  0883-87-7222 (訪看10) 第    27号 平成28年10月 1日
    訪問看護ステーション柚の木 三好市池田町マチ２５０７－１０　さかべテ (0883-87-7223)
    ナント２Ｆ－１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 01,9058,2 株式会社さよなき 〒770-0041  088-660-2697 (訪看10) 第    28号 平成28年10月 1日
    訪問看護ステーションれんげ草 徳島市蔵本元町一丁目５番地 (088-660-2697)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 01,9025,1 株式会社そら 〒770-0047  088-633-5010 (訪看10) 第    29号 平成29年 8月 1日
    訪問看護ステーションそら 徳島市名東町３丁目２３２－２６ (088-652-5573)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 01,9061,6 イツモスマイル株式会社 〒770-0003  088-611-3131 (訪看10) 第    30号 平成29年10月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイルｐｌｕ 徳島市北田宮一丁目７番１９号 (088-611-3130)
    ｓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 04,9007,3 医療法人翠松会 〒774-0017  0884-22-2662 (訪看10) 第    31号 平成29年11月 9日
    訪問看護ステーションナイチンゲール 阿南市見能林町南林３９６番 (0884-22-2661)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 16,9001,0 篠原商事有限会社 〒771-1401  088-660-5155 (訪看10) 第    32号 平成30年 1月 1日
    訪問看護リハビリステーション笑くぼ 阿波市吉野町柿原字西二条２２５番地４　ド (088-660-5155)
    ルチェカーサ２号棟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 04,9006,5 株式会社友愛 〒774-0030  0884-24-8338 (訪看10) 第    33号 平成30年 1月 1日
    らいずリハビリ訪問看護ステーション 阿南市富岡町玉塚６７－１ (0884-24-8337)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 17,9004,2 医療法人あおぞら内科 〒776-0014  0883-36-9227 (訪看10) 第    34号 平成30年 1月 1日
    あおぞら内科訪問看護ステーション 吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東７２０番地 (0883-36-9228)
    ７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 01,9034,3 株式会社和 〒770-0812  088-678-3331 (訪看10) 第    35号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション青空 徳島市北常三島町二丁目４８番地１ (088-678-3332)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34 01,9063,2 株式会社ナーシーズ 〒771-4263  088-678-2551 (訪看10) 第    36号 平成30年 4月 1日
    きりん訪問看護ステーション 徳島市丈六町　丈領１７４番地の１４
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   1 01,9004,6 徳島健康生活協同組合 〒770-0802  088-622-9858 (訪看23) 第     1号 平成20年 4月 1日
    とくしま健生訪問看護ステーション 徳島市吉野本町６丁目３０－４ (088-622-3635)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 01,9009,5 （医）いちえ会 〒770-0852  088-626-7392 (訪看23) 第     3号 平成20年 4月 1日
    いちご訪問看護ステーション 徳島市徳島町２丁目５５番地２ (088-626-7397)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 01,9024,4 株式会社ホームケアべんり堂 〒770-0006  088-634-1801 (訪看23) 第     4号 平成20年 4月 1日
    ホームケアべんり堂訪問看護ステーション 徳島市北矢三町１丁目１番１５号 (088-631-6633)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 03,9001,8 （医）敬和会 〒773-0023  08853-5-7333 (訪看23) 第     5号 平成20年 4月 1日
    ひかり訪問看護ステーション 小松島市坂野町字平田１８番地２ (08853-5-7330)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 04,9001,6 （医）新心会 〒779-1510  0884-36-3648 (訪看23) 第     7号 平成20年 4月 1日
    ひまわり訪問看護ステーション 阿南市新野町信里６番地１ (0884-36-3641)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 04,9002,4 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-1235  0884-21-2230 (訪看23) 第     8号 平成20年 4月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 阿南市那賀川町苅屋３２５番地２ (0884-21-2231)
    ション阿南
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 02,9003,6 （社）鳴門市医師会 〒772-0003  088-683-1020 (訪看23) 第     9号 平成20年 4月 1日
    鳴門市医師会訪問看護ステーション 鳴門市撫養町南浜字東浜４３５番地 (088-683-1021)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 13,9000,9 社会福祉法人すだち会 〒779-1108  0884-44-6661 (訪看23) 第    11号 平成20年 4月 1日
    羽ノ浦訪問看護ステーション 阿南市羽ノ浦町明見１３５番地１ (0884-44-6509)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 18,9000,8 （医）芳越会 〒779-3610  0883-55-0228 (訪看23) 第    12号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションみやの 美馬市脇町脇町３４０番地 (0883-55-0233)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 01,9002,0 公益社団法人徳島県看護協会 〒770-0801  088-624-9777 (訪看23) 第    13号 平成20年 4月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 徳島市上助任町蛭子９８－７６ (088-624-9666)
    ション徳島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 01,9005,3 （医）はやし会 〒770-0943  088-626-0305 (訪看23) 第    14号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションとみだ 徳島市中昭和町２丁目９４番地 (088-626-0770)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12 16,9000,2 徳島県厚生農業協同組合連合会 〒771-1603  0883-36-2662 (訪看23) 第    16号 平成20年 4月 1日
    ＪＡ徳島厚生連訪問看護ステーションあわ 阿波市市場町市場　岸ノ下１９０番地１ (0883-36-5952)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 18,9001,6 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-4403  0883-55-4110 (訪看23) 第    17号 平成20年 4月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４－１ (0883-55-4110)
    ション半田
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 17,9002,6 （医）青鳳会 〒776-0013  0883-26-0850 (訪看23) 第    18号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションみま 吉野川市鴨島町上下島４９５番地１３ (0883-24-2957)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 03,9000,0 （医）慈友会 〒773-0021  08853-7-0055 (訪看23) 第    19号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションライフナース 小松島市赤石町１３番２４号 (08853-5-7338)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 15,9003,8 特定非営利活動法人さわやか徳島 〒771-1232  088-692-3457 (訪看23) 第    20号 平成20年 4月 1日
    さわやか徳島訪問看護ステーション 板野郡藍住町富吉字地神６０－３ (088-692-3457)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 01,9030,1 合同会社大地 〒770-0937  088-652-0361 (訪看23) 第    21号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションとわ 徳島市富田橋４丁目４８－２ (088-652-0351)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 01,9000,4 一般社団法人　徳島市医師会 〒770-0847  088-622-1193 (訪看23) 第    23号 平成20年 4月 1日
    徳島市医師会訪問看護ステーション 徳島市幸町３丁目７７番地 (088-622-1198)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 19,9002,2 徳島健康生活協同組合 〒779-4803  0883-76-3716 (訪看23) 第    24号 平成20年 5月 1日
    西部健生訪問看護ステーション 三好市吉岡１６１番地の１ (0883-76-3713)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 12,9001,9 （福）有誠福祉会 〒779-3212  088-674-7291 (訪看23) 第    26号 平成20年 5月 1日
    まこと訪問看護ステーション 名西郡石井町藍畑　東覚円１０３番地３ (088-674-7295)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 17,9000,0 一般社団法人吉野川市医師会 〒776-0033  0883-22-3488 (訪看23) 第    28号 平成20年 6月 1日
    一般社団法人吉野川市医師会訪問看護ステー 吉野川市鴨島町飯尾４００番地１ (0883-22-3488)
    ション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 13,9001,7 徳島県厚生農業協同組合連合会 〒779-1101  0884-44-3780 (訪看23) 第    29号 平成20年 6月 1日
    ＪＡ徳島厚生連訪問看護ステーション共栄 阿南市羽ノ浦町中庄字蔵のホケ３６ (0884-44-4179)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[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 3頁

  23 01,9035,0 合同会社こばと 〒770-0921  088-624-3308 (訪看23) 第    30号 平成20年 8月 1日
    訪問看護ステーションこばと 徳島市栄町４丁目１０番地 (088-624-3308)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24 01,9001,2 社会福祉法人すだち会 〒770-8012  088-663-0117 (訪看23) 第    31号 平成21年 5月 1日
    大神子訪問看護ステーション 徳島市大原町余慶７１番地２ (088-663-2603)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 01,9022,8 特定非営利活動法人どりーまぁサービス 〒770-0872  088-626-3237 (訪看23) 第    32号 平成21年 5月 1日
    どりーまぁ訪問看護ステーション 徳島市北沖洲４丁目１４番３８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 01,9039,2 株式会社みらい 〒770-8073  088-678-7291 (訪看23) 第    34号 平成21年 9月 1日
    訪問看護ステーションフリージア 徳島市八万町　上福万９－１５ (088-678-7292)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 01,9034,3 株式会社和 〒770-0812  088-678-3331 (訪看23) 第    36号 平成21年12月 1日
    訪問看護ステーション青空 徳島市北常三島町二丁目４８番地１ (088-678-3332)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 01,9042,6 医療法人徳島往診クリニック 〒770-8053  088-678-8141 (訪看23) 第    37号 平成22年 4月 1日
    徳島往診クリニック附属訪問看護ステーショ 徳島市沖浜東２丁目１７番 (088-678-8525)
    ン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 17,9004,2 医療法人あおぞら内科 〒776-0014  0883-36-9227 (訪看23) 第    38号 平成24年 1月 1日
    あおぞら内科訪問看護ステーション 吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東７２０番地 (0883-36-9228)
    ７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 01,9044,2 合同会社あいか 〒770-8051  088-678-5761 (訪看23) 第    39号 平成24年 5月 1日
    訪問看護ステーションあいか 徳島市沖浜町２丁目１２番地ＳＡＲＡ林Ⅳ２ (088-678-5762)
    ０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 01,9043,4 株式会社ａｉｄ 〒770-0006  088-679-6800 (訪看23) 第    40号 平成24年 6月 1日
    訪問看護ステーション泉 徳島市北矢三町３丁目２番７０－２５号 (088-679-6801)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 15,9001,2 （福）凌雲福祉会 〒771-1253  088-637-3388 (訪看23) 第    41号 平成24年 9月 1日
    凌雲訪問看護ステーション 板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の１ (088-637-3360)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 02,9001,0 （医）久仁会 〒772-0053  088-683-6205 (訪看23) 第    42号 平成25年 4月 1日
    やまかみ訪問看護ステーション 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０５番地の２ (088-683-6206)
    ９
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  34 01,9045,9 医療法人倚山会 〒770-0905  088-678-5777 (訪看23) 第    44号 平成25年 4月 1日
    咲くら訪問看護ステーション山手 徳島市東大工町１丁目１９番地 (088-678-5777)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35 01,9046,7 セントケア四国株式会社 〒770-8055  088-611-1035 (訪看23) 第    45号 平成25年 4月 1日
    セントケア訪問看護ステーション徳島 徳島市山城町東浜傍示６９－４オフィスＭ２ (088-611-2121)
    Ａ－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 02,9008,5 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 〒772-0001  088-685-0395 (訪看23) 第    46号 平成25年 4月 1日
    徳島県鳴門病院訪問看護ステーション 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 (088-683-1855)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37 01,9047,5 プラスナース株式会社 〒770-0856  088-678-8028 (訪看23) 第    47号 平成25年 5月 1日
    きりん訪問看護ステーション 徳島市中洲町一丁目６４番地２ (088-678-8018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38 01,9014,5 医療法人倚山会 〒770-0941  088-657-6660 (訪看23) 第    48号 平成25年12月 1日
    咲くら訪問看護ステーション万代 徳島市万代町４丁目２番地２ (088-657-6661)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39 17,9001,8 徳島県厚生農業協同組合連合会 〒776-0014  0883-26-2320 (訪看23) 第    50号 平成26年 6月 1日
    ＪＡ徳島厚生連訪問看護ステーション協同 吉野川市鴨島町知恵島西知恵島１２０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40 15,9007,9 株式会社アイダック 〒779-0102  088-672-7885 (訪看23) 第    51号 平成26年 7月 1日
    アイダック訪問看護ステーション 板野郡板野町川端字若王寺３７－１ (088-672-7884)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 01,9049,1 株式会社リハホワイト 〒770-0011  088-678-9800 (訪看23) 第    52号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーションＦｏｒＹｏｕ 徳島市北佐古一番町７番１０ (088-678-9333)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42 14,9002,3 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-2305  0884-77-3777 (訪看23) 第    53号 平成27年 3月 1日
    訪問看護ステーション海部 海部郡美波町奥河内字井ノ上１３－７ (0884-77-2185)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43 01,9050,9 合同会社　 はじめ 〒772-0017  088-635-0745 (訪看23) 第    54号 平成27年 5月 1日
    訪問看護ステーション・暁 鳴門市撫養町立岩元地２９７　タニグチハイ (088-635-0747)
    ツ１０６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44 15,9011,1 ＨＲ株式会社 〒771-1301  088-624-7788 (訪看23) 第    56号 平成27年 7月 1日
    あーる訪問看護ステーション 板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺２５番地３３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  45 01,9025,1 株式会社そら 〒770-0047  088-633-5010 (訪看23) 第    57号 平成27年 8月 1日
    訪問看護ステーションそら 徳島市名東町３丁目２３２－２６ (088-652-5573)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 15,9010,3 医療法人清樹会 〒771-1231  088-679-9500 (訪看23) 第    58号 平成27年10月 1日
    訪問看護ステーション彩 板野郡藍住町富吉字豊吉８６－１ (088-693-0663)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47 01,9054,1 株式会社ＭＴＫ 〒770-0047  088-635-0102 (訪看23) 第    59号 平成27年11月 1日
    訪問看護ステーションゆめ 徳島市名東町１丁目９９－２ (088-635-0103)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48 16,9001,0 篠原商事有限会社 〒771-1401  088-660-5155 (訪看23) 第    60号 平成27年12月 1日
    訪問看護リハビリステーション笑くぼ 阿波市吉野町柿原字西二条２２５番地４　ド (088-660-5155)
    ルチェカーサ２号棟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49 03,9009,1 医療法人松風会 〒773-0022  0885-38-0018 (訪看23) 第    61号 平成28年 1月 1日
    南部訪問看護ステーション 小松島市大林町字北浦２０番地１ (0885-35-7362)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50 01,9053,3 イツモスマイル株式会社 〒770-0022  088-611-3131 (訪看23) 第    62号 平成28年 3月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイル 徳島市佐古二番町５番１１号 (088-611-3130)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 01,9055,8 株式会社Ｒｏｏｍ 〒770-0862  088-652-6409 (訪看23) 第    63号 平成28年 4月 1日
    訪問看護ステーションルーム 徳島市城東町一丁目７－２４ (088-653-0290)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52 06,9002,9 一般社団法人にし阿波健康会 〒778-0002  0883-87-7222 (訪看23) 第    64号 平成28年 5月 1日
    訪問看護ステーション柚の木 三好市池田町マチ２５０７－１０　さかべテ (0883-87-7223)
    ナント２Ｆ－１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53 01,9057,4 株式会社コンフィデンスケア 〒779-3123  088-679-4008 (訪看23) 第    65号 平成28年 8月 1日
    訪問看護ステーションはーと 徳島市国府町観音寺２４１番地４ (088-679-4009)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54 01,9058,2 株式会社さよなき 〒770-0041  088-660-2697 (訪看23) 第    66号 平成28年10月 1日
    訪問看護ステーションれんげ草 徳島市蔵本元町一丁目５番地 (088-660-2697)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55 02,9009,3 株式会社ＧＥＮＫＩ・杉 〒772-0051  088-678-3088 (訪看23) 第    67号 平成29年 4月 1日
    ナースサポートゆとり 鳴門市鳴門町高島字竹島３６３番地１ (088-678-3330)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  56 04,9006,5 株式会社友愛 〒774-0030  0884-24-8338 (訪看23) 第    68号 平成29年 6月 1日
    らいずリハビリ訪問看護ステーション 阿南市富岡町玉塚６７－１ (0884-24-8337)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  57 16,9002,8 医療法人いちえ会 〒771-1701  0883-35-2156 (訪看23) 第    69号 平成29年 7月 1日
    阿波伊月訪問看護ステーション 阿波市阿波町大原１０７番地１ (0883-35-2206)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58 01,9061,6 イツモスマイル株式会社 〒770-0003  088-611-3131 (訪看23) 第    70号 平成29年10月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイルｐｌｕ 徳島市北田宮一丁目７番１９号 (088-611-3130)
    ｓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59 15,9012,9 合同会社誉 〒771-1202  088-692-4703 (訪看23) 第    71号 平成29年11月 1日
    ほまれ訪問看護ステーション 板野郡藍住町奥野字原８６－１ロマンスハイ
    ツ１０５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60 04,9007,3 医療法人翠松会 〒774-0017  0884-22-2662 (訪看23) 第    72号 平成29年11月 9日
    訪問看護ステーションナイチンゲール 阿南市見能林町南林３９６番 (0884-22-2661)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 01,9037,6 医療法人鈴木会 〒771-1151  088-666-3030 (訪看23) 第    73号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション応神 徳島市応神町古川字日ノ上３６番地の１ (088-665-8034)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62 12,9000,1 一般社団法人　名西郡医師会 〒779-3205  088-674-2178 (訪看23) 第    74号 平成30年 4月 1日
    名西郡医師会訪問看護ステーション 名西郡石井町高原　東高原１００番地の９ (088-674-2178)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63 01,9063,2 株式会社ナーシーズ 〒771-4263  088-678-2551 (訪看23) 第    75号 平成30年 4月 1日
    きりん訪問看護ステーション 徳島市丈六町　丈領１７４番地の１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64 15,9013,7 株式会社リエゾン 〒771-1223  088-679-9551 (訪看23) 第    76号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーションあい 板野郡藍住町東中富字敷地傍示５番地４ (088-679-9552)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65 03,9005,9 （福）愛心会 〒773-0015  08853-5-0611 (訪看23) 第    77号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーションはなみずき 小松島市中田町字新開５８番地 (08853-2-2277)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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   1 01,9004,6 徳島健康生活協同組合 〒770-0802  088-622-9858 (訪看25) 第     1号 平成12年 4月 1日
    とくしま健生訪問看護ステーション 徳島市吉野本町６丁目３０－４ (088-622-3635)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 03,9000,0 （医）慈友会 〒773-0021  08853-7-0055 (訪看25) 第     2号 平成12年 4月 1日
    訪問看護ステーションライフナース 小松島市赤石町１３番２４号 (08853-5-7338)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 01,9009,5 （医）いちえ会 〒770-0852  088-626-7392 (訪看25) 第     3号 平成12年 4月 1日
    いちご訪問看護ステーション 徳島市徳島町２丁目５５番地２ (088-626-7397)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 12,9000,1 一般社団法人　名西郡医師会 〒779-3205  088-674-2178 (訪看25) 第     5号 平成12年 4月 1日
    名西郡医師会訪問看護ステーション 名西郡石井町高原　東高原１００番地の９ (088-674-2178)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 01,9002,0 公益社団法人徳島県看護協会 〒770-0801  088-624-9777 (訪看25) 第     6号 平成12年 4月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 徳島市上助任町蛭子９８－７６ (088-624-9666)
    ション徳島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 01,9000,4 一般社団法人　徳島市医師会 〒770-0847  088-622-1193 (訪看25) 第     8号 平成12年 4月 1日
    徳島市医師会訪問看護ステーション 徳島市幸町３丁目７７番地 (088-622-1198)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 16,9000,2 徳島県厚生農業協同組合連合会 〒771-1603  0883-36-2662 (訪看25) 第    10号 平成12年 4月 1日
    ＪＡ徳島厚生連訪問看護ステーションあわ 阿波市市場町市場　岸ノ下１９０番地１ (0883-36-5952)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 01,9001,2 社会福祉法人すだち会 〒770-8012  088-663-0117 (訪看25) 第    11号 平成12年 4月 1日
    大神子訪問看護ステーション 徳島市大原町余慶７１番地２ (088-663-2603)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 12,9001,9 （福）有誠福祉会 〒779-3212  088-674-7291 (訪看25) 第    12号 平成12年 4月 1日
    まこと訪問看護ステーション 名西郡石井町藍畑　東覚円１０３番地３ (088-674-7295)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 17,9000,0 一般社団法人吉野川市医師会 〒776-0033  0883-22-3488 (訪看25) 第    14号 平成12年 4月 1日
    一般社団法人吉野川市医師会訪問看護ステー 吉野川市鴨島町飯尾４００番地１ (0883-22-3488)
    ション
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 01,9005,3 （医）はやし会 〒770-0943  088-626-0305 (訪看25) 第    15号 平成12年 4月 1日
    訪問看護ステーションとみだ 徳島市中昭和町２丁目９４番地 (088-626-0770)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  12 01,9007,9 （医）明和会 〒779-3121  088-637-2070 (訪看25) 第    16号 平成12年 4月 1日
    まごころ訪問看護ステーション 徳島市国府町和田字居内１０７番地 (088-637-2070)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 13,9000,9 社会福祉法人すだち会 〒779-1108  0884-44-6661 (訪看25) 第    18号 平成12年 4月 1日
    羽ノ浦訪問看護ステーション 阿南市羽ノ浦町明見１３５番地１ (0884-44-6509)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 15,9001,2 （福）凌雲福祉会 〒771-1253  088-637-3388 (訪看25) 第    19号 平成12年 4月 1日
    凌雲訪問看護ステーション 板野郡藍住町矢上字安任１５６番地の１ (088-637-3360)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 18,9000,8 （医）芳越会 〒779-3610  0883-55-0228 (訪看25) 第    22号 平成12年 4月 1日
    訪問看護ステーションみやの 美馬市脇町脇町３４０番地 (0883-55-0233)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 17,9002,6 （医）青鳳会 〒776-0013  0883-26-0850 (訪看25) 第    23号 平成12年 4月 1日
    訪問看護ステーションみま 吉野川市鴨島町上下島４９５番地１３ (0883-24-2957)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 04,9002,4 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-1235  0884-21-2230 (訪看25) 第    25号 平成12年 4月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 阿南市那賀川町苅屋３２５番地２ (0884-21-2231)
    ション阿南
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 18,9001,6 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-4403  0883-55-4110 (訪看25) 第    26号 平成12年 4月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４－１ (0883-55-4110)
    ション半田
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 04,9001,6 （医）新心会 〒779-1510  0884-36-3648 (訪看25) 第    27号 平成12年 4月 1日
    ひまわり訪問看護ステーション 阿南市新野町信里６番地１ (0884-36-3641)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 01,9014,5 医療法人倚山会 〒770-0941  088-657-6660 (訪看25) 第    32号 平成12年 4月 1日
    咲くら訪問看護ステーション万代 徳島市万代町４丁目２番地２ (088-657-6661)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 02,9001,0 （医）久仁会 〒772-0053  088-683-6205 (訪看25) 第    33号 平成12年 4月 1日
    やまかみ訪問看護ステーション 鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂２０５番地の２ (088-683-6206)
    ９
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 03,9001,8 （医）敬和会 〒773-0023  08853-5-7333 (訪看25) 第    35号 平成12年 4月 1日
    ひかり訪問看護ステーション 小松島市坂野町字平田１８番地２ (08853-5-7330)



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

[徳島県]

[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 3頁

  23 01,9008,7 （医）慈成会 〒770-8004  088-678-9551 (訪看25) 第    36号 平成12年 5月 1日
    訪問看護ステーションてらさわ 徳島市津田西町１丁目３番９号 (088-662-2578)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24 13,9003,3 （福）愛心会 〒779-1113  0884-42-3839 (訪看25) 第    37号 平成12年 9月 1日
    訪問看護ステーションコスモス 阿南市那賀川町芳崎３６７ (0884-42-0611)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 19,9002,2 徳島健康生活協同組合 〒779-4803  0883-76-3716 (訪看25) 第    38号 平成13年 1月 4日
    西部健生訪問看護ステーション 三好市吉岡１６１番地の１ (0883-76-3713)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 02,9003,6 （社）鳴門市医師会 〒772-0003  088-683-1020 (訪看25) 第    39号 平成15年 4月 1日
    鳴門市医師会訪問看護ステーション 鳴門市撫養町南浜字東浜４３５番地 (088-683-1021)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 17,9003,4 有限会社メディウェル 〒779-3303  0883-26-3412 (訪看25) 第    41号 平成15年 7月 1日
    訪問看護ステーションリハビリ倶楽部 吉野川市川島町桑村２３０１番地の２ (0883-26-3413)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 18,9002,4 （有）マリル 〒779-3610  0883-53-6518 (訪看25) 第    45号 平成16年11月 1日
    訪問看護ステーションマリル 美馬市脇町脇町字大堀７７７－１－２Ｆ (0883-53-6518)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 01,9022,8 特定非営利活動法人どりーまぁサービス 〒770-0872  088-626-3237 (訪看25) 第    47号 平成16年11月 1日
    どりーまぁ訪問看護ステーション 徳島市北沖洲４丁目１４番３８
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 01,9024,4 株式会社ホームケアべんり堂 〒770-0006  088-634-1801 (訪看25) 第    51号 平成16年12月10日
    ホームケアべんり堂訪問看護ステーション 徳島市北矢三町１丁目１番１５号 (088-631-6633)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 01,9025,1 株式会社そら 〒770-0047  088-633-5010 (訪看25) 第    53号 平成17年10月 1日
    訪問看護ステーションそら 徳島市名東町３丁目２３２－２６ (088-652-5573)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 03,9006,7 医療法人道志社 〒770-8012 (訪看25) 第    54号 平成17年 9月 1日
    訪問看護ステーションアイナ 徳島市大原町千代ヶ丸１４６番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 13,9001,7 徳島県厚生農業協同組合連合会 〒779-1101  0884-44-3780 (訪看25) 第    55号 平成12年 4月 1日
    ＪＡ徳島厚生連訪問看護ステーション共栄 阿南市羽ノ浦町中庄字蔵のホケ３６ (0884-44-4179)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34 01,9027,7 特定非営利活動法人ひだまりの家 〒779-3125  088-643-1760 (訪看25) 第    56号 平成18年 4月 1日
    ひだまり訪問看護ステーション 徳島市国府町早淵３５番地１サンシティ国府 (088-643-1761)



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

[徳島県]

[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 4頁

  35 15,9003,8 特定非営利活動法人さわやか徳島 〒771-1232  088-692-3457 (訪看25) 第    57号 平成12年 4月 1日
    さわやか徳島訪問看護ステーション 板野郡藍住町富吉字地神６０－３ (088-692-3457)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 01,9030,1 合同会社大地 〒770-0937  088-652-0361 (訪看25) 第    59号 平成19年 7月 1日
    訪問看護ステーションとわ 徳島市富田橋４丁目４８－２ (088-652-0351)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37 01,9015,2 （医）一洋会 〒779-3131  088-644-0688 (訪看25) 第    62号 平成20年 8月 1日
    訪問看護ステーションさくら 徳島市下町本丁５９の２６ (088-644-0689)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38 01,9035,0 合同会社こばと 〒770-0921  088-624-3308 (訪看25) 第    63号 平成20年 8月 1日
    訪問看護ステーションこばと 徳島市栄町４丁目１０番地 (088-624-3308)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39 01,9039,2 株式会社みらい 〒770-8073  088-678-7291 (訪看25) 第    64号 平成21年 9月 1日
    訪問看護ステーションフリージア 徳島市八万町　上福万９－１５ (088-678-7292)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40 14,9001,5 医療法人松原会 〒775-0203  0884-73-1376 (訪看25) 第    66号 平成21年11月 1日
    訪問看護ステーションおおざと 海部郡海陽町大里字松原３４番地４２１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 01,9042,6 医療法人徳島往診クリニック 〒770-8053  088-678-8141 (訪看25) 第    67号 平成22年 4月 1日
    徳島往診クリニック附属訪問看護ステーショ 徳島市沖浜東２丁目１７番 (088-678-8525)
    ン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42 17,9004,2 医療法人あおぞら内科 〒776-0014  0883-36-9227 (訪看25) 第    69号 平成24年 1月 1日
    あおぞら内科訪問看護ステーション 吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東７２０番地 (0883-36-9228)
    ７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43 01,9044,2 合同会社あいか 〒770-8051  088-678-5761 (訪看25) 第    70号 平成24年 5月 1日
    訪問看護ステーションあいか 徳島市沖浜町２丁目１２番地ＳＡＲＡ林Ⅳ２ (088-678-5762)
    ０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44 01,9043,4 株式会社ａｉｄ 〒770-0006  088-679-6800 (訪看25) 第    71号 平成24年 6月 1日
    訪問看護ステーション泉 徳島市北矢三町３丁目２番７０－２５号 (088-679-6801)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45 01,9045,9 医療法人倚山会 〒770-0905  088-678-5777 (訪看25) 第    74号 平成25年 4月 1日
    咲くら訪問看護ステーション山手 徳島市東大工町１丁目１９番地 (088-678-5777)



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

[徳島県]

[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 5頁

  46 01,9046,7 セントケア四国株式会社 〒770-8055  088-611-1035 (訪看25) 第    75号 平成25年 4月 1日
    セントケア訪問看護ステーション徳島 徳島市山城町東浜傍示６９－４オフィスＭ２ (088-611-2121)
    Ａ－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47 02,9008,5 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 〒772-0001  088-685-0395 (訪看25) 第    76号 平成25年 4月 1日
    徳島県鳴門病院訪問看護ステーション 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 (088-683-1855)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48 01,9047,5 プラスナース株式会社 〒770-0856  088-678-8028 (訪看25) 第    77号 平成25年 5月 1日
    きりん訪問看護ステーション 徳島市中洲町一丁目６４番地２ (088-678-8018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49 01,9034,3 株式会社和 〒770-0812  088-678-3331 (訪看25) 第    78号 平成24年 4月 1日
    訪問看護ステーション青空 徳島市北常三島町二丁目４８番地１ (088-678-3332)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50 01,9048,3 株式会社なかた 〒770-0003  088-624-7316 (訪看25) 第    80号 平成26年 6月 1日
    訪問看護ステーションなかた 徳島市北田宮一丁目１番地４号 (088-624-7318)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 17,9001,8 徳島県厚生農業協同組合連合会 〒776-0014  0883-26-2320 (訪看25) 第    81号 平成26年 6月 1日
    ＪＡ徳島厚生連訪問看護ステーション協同 吉野川市鴨島町知恵島西知恵島１２０
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52 15,9007,9 株式会社アイダック 〒779-0102  088-672-7885 (訪看25) 第    82号 平成26年 7月 1日
    アイダック訪問看護ステーション 板野郡板野町川端字若王寺３７－１ (088-672-7884)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53 01,9049,1 株式会社リハホワイト 〒770-0011  088-678-9800 (訪看25) 第    83号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーションＦｏｒＹｏｕ 徳島市北佐古一番町７番１０ (088-678-9333)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  54 14,9002,3 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-2305  0884-77-3777 (訪看25) 第    84号 平成27年 3月 1日
    訪問看護ステーション海部 海部郡美波町奥河内字井ノ上１３－７ (0884-77-2185)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  55 01,9050,9 合同会社　 はじめ 〒772-0017  088-635-0745 (訪看25) 第    85号 平成27年 5月 1日
    訪問看護ステーション・暁 鳴門市撫養町立岩元地２９７　タニグチハイ (088-635-0747)
    ツ１０６
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  56 15,9011,1 ＨＲ株式会社 〒771-1301  088-624-7788 (訪看25) 第    86号 平成27年 7月 1日
    あーる訪問看護ステーション 板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺２５番地３３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[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 6頁

  57 15,9010,3 医療法人清樹会 〒771-1231  088-679-9500 (訪看25) 第    88号 平成27年10月 1日
    訪問看護ステーション彩 板野郡藍住町富吉字豊吉８６－１ (088-693-0663)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  58 01,9053,3 イツモスマイル株式会社 〒770-0022  088-611-3131 (訪看25) 第    89号 平成27年10月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイル 徳島市佐古二番町５番１１号 (088-611-3130)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  59 01,9054,1 株式会社ＭＴＫ 〒770-0047  088-635-0102 (訪看25) 第    90号 平成27年11月 1日
    訪問看護ステーションゆめ 徳島市名東町１丁目９９－２ (088-635-0103)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  60 16,9001,0 篠原商事有限会社 〒771-1401  088-660-5155 (訪看25) 第    91号 平成27年12月 1日
    訪問看護リハビリステーション笑くぼ 阿波市吉野町柿原字西二条２２５番地４　ド (088-660-5155)
    ルチェカーサ２号棟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  61 03,9009,1 医療法人松風会 〒773-0022  0885-38-0018 (訪看25) 第    92号 平成28年 1月 1日
    南部訪問看護ステーション 小松島市大林町字北浦２０番地１ (0885-35-7362)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  62 01,9055,8 株式会社Ｒｏｏｍ 〒770-0862  088-652-6409 (訪看25) 第    93号 平成28年 4月 1日
    訪問看護ステーションルーム 徳島市城東町一丁目７－２４ (088-653-0290)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  63 06,9002,9 一般社団法人にし阿波健康会 〒778-0002  0883-87-7222 (訪看25) 第    95号 平成28年 5月 1日
    訪問看護ステーション柚の木 三好市池田町マチ２５０７－１０　さかべテ (0883-87-7223)
    ナント２Ｆ－１号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  64 01,9057,4 株式会社コンフィデンスケア 〒779-3123  088-679-4008 (訪看25) 第    96号 平成28年 8月 1日
    訪問看護ステーションはーと 徳島市国府町観音寺２４１番地４ (088-679-4009)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  65 01,9058,2 株式会社さよなき 〒770-0041  088-660-2697 (訪看25) 第    97号 平成28年10月 1日
    訪問看護ステーションれんげ草 徳島市蔵本元町一丁目５番地 (088-660-2697)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  66 02,9009,3 株式会社ＧＥＮＫＩ・杉 〒772-0051  088-678-3088 (訪看25) 第    98号 平成29年 4月 1日
    ナースサポートゆとり 鳴門市鳴門町高島字竹島３６３番地１ (088-678-3330)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  67 04,9006,5 株式会社友愛 〒774-0030  0884-24-8338 (訪看25) 第    99号 平成29年 6月 1日
    らいずリハビリ訪問看護ステーション 阿南市富岡町玉塚６７－１ (0884-24-8337)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[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 7頁

  68 16,9002,8 医療法人いちえ会 〒771-1701  0883-35-2156 (訪看25) 第   100号 平成29年 7月 1日
    阿波伊月訪問看護ステーション 阿波市阿波町大原１０７番地１ (0883-35-2206)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  69 03,9005,9 （福）愛心会 〒773-0015  08853-5-0611 (訪看25) 第   101号 平成29年 9月 1日
    訪問看護ステーションはなみずき 小松島市中田町字新開５８番地 (08853-2-2277)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  70 01,9059,0 医療法人いちえ会 〒770-0942  088-656-1515 (訪看25) 第   102号 平成29年10月 1日
    カメリア訪問看護ステーション 徳島市昭和町８丁目４８番地３０ (088-656-1519)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  71 01,9060,8 医療法人いちえ会 〒770-0865  088-611-1518 (訪看25) 第   103号 平成29年10月 1日
    末広訪問看護ステーション 徳島市南末広町１番１２号 (088-611-1519)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  72 01,9061,6 イツモスマイル株式会社 〒770-0003  088-611-3131 (訪看25) 第   104号 平成29年10月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイルｐｌｕ 徳島市北田宮一丁目７番１９号 (088-611-3130)
    ｓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  73 15,9012,9 合同会社誉 〒771-1202  088-692-4703 (訪看25) 第   105号 平成29年11月 1日
    ほまれ訪問看護ステーション 板野郡藍住町奥野字原８６－１ロマンスハイ
    ツ１０５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  74 04,9007,3 医療法人翠松会 〒774-0017  0884-22-2662 (訪看25) 第   106号 平成29年11月 9日
    訪問看護ステーションナイチンゲール 阿南市見能林町南林３９６番 (0884-22-2661)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  75 01,9062,4 合資会社　みつば 〒770-0045  088-633-0040 (訪看25) 第   107号 平成30年 3月 1日
    訪問看護ステーションみつば 徳島市南庄町二丁目２４番地の１ (088-633-0086)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  76 01,9037,6 医療法人鈴木会 〒771-1151  088-666-3030 (訪看25) 第   108号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション応神 徳島市応神町古川字日ノ上３６番地の１ (088-665-8034)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  77 01,9063,2 株式会社ナーシーズ 〒771-4263  088-678-2551 (訪看25) 第   109号 平成30年 4月 1日
    きりん訪問看護ステーション 徳島市丈六町　丈領１７４番地の１４
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  78 15,9013,7 株式会社リエゾン 〒771-1223  088-679-9551 (訪看25) 第   110号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーションあい 板野郡藍住町東中富字敷地傍示５番地４ (088-679-9552)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[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 02,9008,5 地方独立行政法人徳島県鳴門病院 〒772-0001  088-685-0395 (訪看26) 第     1号 平成25年 4月 1日
    徳島県鳴門病院訪問看護ステーション 鳴門市撫養町黒崎字小谷３２番 (088-683-1855)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 13,9001,7 徳島県厚生農業協同組合連合会 〒779-1101  0884-44-3780 (訪看26) 第     2号 平成25年 4月 1日
    ＪＡ徳島厚生連訪問看護ステーション共栄 阿南市羽ノ浦町中庄字蔵のホケ３６ (0884-44-4179)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[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 01,9001,2 社会福祉法人すだち会 〒770-8012  088-663-0117 (訪看27) 第     1号 平成26年 4月 1日
    大神子訪問看護ステーション 徳島市大原町余慶７１番地２ (088-663-2603)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 04,9002,4 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-1235  0884-21-2230 (訪看27) 第     2号 平成26年 6月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 阿南市那賀川町苅屋３２５番地２ (0884-21-2231)
    ション阿南
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 01,9049,1 株式会社リハホワイト 〒770-0011  088-678-9800 (訪看27) 第     3号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーションＦｏｒＹｏｕ 徳島市北佐古一番町７番１０ (088-678-9333)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 01,9002,0 公益社団法人徳島県看護協会 〒770-0801  088-624-9777 (訪看27) 第     4号 平成26年11月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 徳島市上助任町蛭子９８－７６ (088-624-9666)
    ション徳島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 18,9001,6 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-4403  0883-55-4110 (訪看27) 第     5号 平成26年11月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４－１ (0883-55-4110)
    ション半田
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 01,9035,0 合同会社こばと 〒770-0921  088-624-3308 (訪看27) 第     6号 平成26年12月 1日
    訪問看護ステーションこばと 徳島市栄町４丁目１０番地 (088-624-3308)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 14,9002,3 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-2305  0884-77-3777 (訪看27) 第     7号 平成27年 3月 1日
    訪問看護ステーション海部 海部郡美波町奥河内字井ノ上１３－７ (0884-77-2185)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 01,9043,4 株式会社ａｉｄ 〒770-0006  088-679-6800 (訪看27) 第     8号 平成27年 8月 1日
    訪問看護ステーション泉 徳島市北矢三町３丁目２番７０－２５号 (088-679-6801)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 15,9011,1 ＨＲ株式会社 〒771-1301  088-624-7788 (訪看27) 第     9号 平成27年10月 1日
    あーる訪問看護ステーション 板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺２５番地３３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 01,9053,3 イツモスマイル株式会社 〒770-0022  088-611-3131 (訪看27) 第    10号 平成28年 7月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイル 徳島市佐古二番町５番１１号 (088-611-3130)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 01,9058,2 株式会社さよなき 〒770-0041  088-660-2697 (訪看27) 第    11号 平成28年10月 1日
    訪問看護ステーションれんげ草 徳島市蔵本元町一丁目５番地 (088-660-2697)



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

[徳島県]

[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

  12 01,9025,1 株式会社そら 〒770-0047  088-633-5010 (訪看27) 第    12号 平成29年 8月 1日
    訪問看護ステーションそら 徳島市名東町３丁目２３２－２６ (088-652-5573)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 01,9061,6 イツモスマイル株式会社 〒770-0003  088-611-3131 (訪看27) 第    13号 平成29年10月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイルｐｌｕ 徳島市北田宮一丁目７番１９号 (088-611-3130)
    ｓ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 04,9007,3 医療法人翠松会 〒774-0017  0884-22-2662 (訪看27) 第    14号 平成29年11月 9日
    訪問看護ステーションナイチンゲール 阿南市見能林町南林３９６番 (0884-22-2661)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 16,9001,0 篠原商事有限会社 〒771-1401  088-660-5155 (訪看27) 第    15号 平成30年 1月 1日
    訪問看護リハビリステーション笑くぼ 阿波市吉野町柿原字西二条２２５番地４　ド (088-660-5155)
    ルチェカーサ２号棟
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 04,9006,5 株式会社友愛 〒774-0030  0884-24-8338 (訪看27) 第    16号 平成30年 1月 1日
    らいずリハビリ訪問看護ステーション 阿南市富岡町玉塚６７－１ (0884-24-8337)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 01,9037,6 医療法人鈴木会 〒771-1151  088-666-3030 (訪看27) 第    17号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション応神 徳島市応神町古川字日ノ上３６番地の１ (088-665-8034)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[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 01,9001,2 社会福祉法人すだち会 〒770-8012  088-663-0117 (訪看28) 第     1号 平成26年 4月 1日
    大神子訪問看護ステーション 徳島市大原町余慶７１番地２ (088-663-2603)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 04,9002,4 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-1235  0884-21-2230 (訪看28) 第     2号 平成26年 6月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 阿南市那賀川町苅屋３２５番地２ (0884-21-2231)
    ション阿南
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 01,9049,1 株式会社リハホワイト 〒770-0011  088-678-9800 (訪看28) 第     3号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーションＦｏｒＹｏｕ 徳島市北佐古一番町７番１０ (088-678-9333)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 01,9002,0 公益社団法人徳島県看護協会 〒770-0801  088-624-9777 (訪看28) 第     4号 平成26年11月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 徳島市上助任町蛭子９８－７６ (088-624-9666)
    ション徳島
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 18,9001,6 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-4403  0883-55-4110 (訪看28) 第     5号 平成26年11月 1日
    公益社団法人徳島県看護協会訪問看護ステー 美馬郡つるぎ町半田字中藪２３４－１ (0883-55-4110)
    ション半田
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 14,9002,3 公益社団法人徳島県看護協会 〒779-2305  0884-77-3777 (訪看28) 第     6号 平成27年 3月 1日
    訪問看護ステーション海部 海部郡美波町奥河内字井ノ上１３－７ (0884-77-2185)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 01,9043,4 株式会社ａｉｄ 〒770-0006  088-679-6800 (訪看28) 第     7号 平成27年 8月 1日
    訪問看護ステーション泉 徳島市北矢三町３丁目２番７０－２５号 (088-679-6801)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 15,9011,1 ＨＲ株式会社 〒771-1301  088-624-7788 (訪看28) 第     8号 平成27年10月 1日
    あーる訪問看護ステーション 板野郡上板町鍛冶屋原字妙楽寺２５番地３３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 01,9058,2 株式会社さよなき 〒770-0041  088-660-2697 (訪看28) 第     9号 平成28年10月 1日
    訪問看護ステーションれんげ草 徳島市蔵本元町一丁目５番地 (088-660-2697)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 01,9025,1 株式会社そら 〒770-0047  088-633-5010 (訪看28) 第    10号 平成29年 8月 1日
    訪問看護ステーションそら 徳島市名東町３丁目２３２－２６ (088-652-5573)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 16,9001,0 篠原商事有限会社 〒771-1401  088-660-5155 (訪看28) 第    11号 平成30年 1月 1日
    訪問看護リハビリステーション笑くぼ 阿波市吉野町柿原字西二条２２５番地４　ド (088-660-5155)
    ルチェカーサ２号棟



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

[徳島県]

[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

  12 04,9006,5 株式会社友愛 〒774-0030  0884-24-8338 (訪看28) 第    12号 平成30年 1月 1日
    らいずリハビリ訪問看護ステーション 阿南市富岡町玉塚６７－１ (0884-24-8337)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 01,9037,6 医療法人鈴木会 〒771-1151  088-666-3030 (訪看28) 第    13号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーション応神 徳島市応神町古川字日ノ上３６番地の１ (088-665-8034)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[平成30年 6月 1日現在　機能強化型訪問看護管理療養費１] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 17,9004,2 医療法人あおぞら内科 〒776-0014  0883-36-9227 (訪看29) 第     1号 平成28年 1月 1日
    あおぞら内科訪問看護ステーション 吉野川市鴨島町知恵島字北須賀東７２０番地 (0883-36-9228)
    ７
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[平成30年 6月 1日現在　機能強化型訪問看護管理療養費２] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 01,9053,3 イツモスマイル株式会社 〒770-0022  088-611-3131 (訪看30) 第     2号 平成30年 4月 1日
    訪問看護ステーションイツモスマイル 徳島市佐古二番町５番１１号 (088-611-3130)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[徳島県]

[平成30年 6月 1日現在　２４時間連絡体制加算] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 01,9007,9 （医）明和会 〒779-3121  088-637-2070 (訪看24) 第    18号 平成12年 4月 1日
    まごころ訪問看護ステーション 徳島市国府町和田字居内１０７番地 (088-637-2070)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 01,9008,7 （医）慈成会 〒770-8004  088-678-9551 (訪看24) 第    37号 平成12年 5月 1日
    訪問看護ステーションてらさわ 徳島市津田西町１丁目３番９号 (088-662-2578)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 13,9003,3 （福）愛心会 〒779-1113  0884-42-3839 (訪看24) 第    38号 平成12年 9月 1日
    訪問看護ステーションコスモス 阿南市那賀川町芳崎３６７ (0884-42-0611)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 17,9003,4 有限会社メディウェル 〒779-3303  0883-26-3412 (訪看24) 第    42号 平成15年 7月 1日
    訪問看護ステーションリハビリ倶楽部 吉野川市川島町桑村２３０１番地の２ (0883-26-3413)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 18,9002,4 （有）マリル 〒779-3610  0883-53-6518 (訪看24) 第    46号 平成16年11月 1日
    訪問看護ステーションマリル 美馬市脇町脇町字大堀７７７－１－２Ｆ (0883-53-6518)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 15,9005,3 有限会社坂東 〒771-1272  088-641-2172 (訪看24) 第    52号 平成18年 4月 1日
    訪問看護ステーションばんどう 板野郡藍住町勝瑞　成長４６－１１ (088-641-2172)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 03,9006,7 医療法人道志社 〒770-8012 (訪看24) 第    55号 平成17年 9月 1日
    訪問看護ステーションアイナ 徳島市大原町千代ヶ丸１４６番地
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 01,9027,7 特定非営利活動法人ひだまりの家 〒779-3125  088-643-1760 (訪看24) 第    56号 平成18年 4月 1日
    ひだまり訪問看護ステーション 徳島市国府町早淵３５番地１サンシティ国府 (088-643-1761)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 01,9015,2 （医）一洋会 〒779-3131  088-644-0688 (訪看24) 第    62号 平成20年 8月 1日
    訪問看護ステーションさくら 徳島市下町本丁５９の２６ (088-644-0689)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 14,9001,5 医療法人松原会 〒775-0203  0884-73-1376 (訪看24) 第    64号 平成21年11月 1日
    訪問看護ステーションおおざと 海部郡海陽町大里字松原３４番地４２１
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 01,9048,3 株式会社なかた 〒770-0003  088-624-7316 (訪看24) 第    69号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーションなかた 徳島市北田宮一丁目１番地４号 (088-624-7318)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 03,9005,9 （福）愛心会 〒773-0015  08853-5-0611 (訪看24) 第    73号 平成29年 9月 1日
    訪問看護ステーションはなみずき 小松島市中田町字新開５８番地 (08853-2-2277)



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

[徳島県]

[平成30年 6月 1日現在　２４時間連絡体制加算] 平成30年 6月 4日作成 2頁

  13 01,9059,0 医療法人いちえ会 〒770-0942  088-656-1515 (訪看24) 第    74号 平成29年10月 1日
    カメリア訪問看護ステーション 徳島市昭和町８丁目４８番地３０ (088-656-1519)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 01,9060,8 医療法人いちえ会 〒770-0865  088-611-1518 (訪看24) 第    75号 平成29年10月 1日
    末広訪問看護ステーション 徳島市南末広町１番１２号 (088-611-1519)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 01,9062,4 合資会社　みつば 〒770-0045  088-633-0040 (訪看24) 第    76号 平成30年 3月 1日
    訪問看護ステーションみつば 徳島市南庄町二丁目２４番地の１ (088-633-0086)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


