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   1 019,011.8 医療法人　おくら会 〒780-0901  088-821-0075 (訪看10) 第     3号 平成10年 7月 1日
    訪問看護ステーションふじと 高知市上町１－３－３０ (088-821-0875)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 019,024.1 医療法人　新松田会 〒780-0051  088-823-3603 (訪看10) 第     5号 平成12年11月 1日
    訪問看護ステーションあたご 高知市愛宕町１丁目４番７号 (088-826-3739)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 049,003.9 医療法人　つくし会 〒783-0005  088-864-0151 (訪看10) 第     6号 平成16年 9月 1日
    訪問看護ステーションおおそね 南国市大そね乙１２５９－５ (088-864-0151)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 019,007.6 社会医療法人　近森会 〒780-0056  088-871-7274 (訪看10) 第     8号 平成17年 2月 1日
    訪問看護ステーションラポールちかもり 高知市北本町１丁目１－７ (088-871-7431)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 019,038.1 医療法人　精華園 〒781-0270  088-842-7070 (訪看10) 第     9号 平成20年 1月 1日
    訪問看護ステーション　うみべ 高知市長浜２５７番地宙いろホーム１Ｆ (088-842-7070)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 019,028.2 有限会社　ナースケア 〒780-0844  088-855-6012 (訪看10) 第    13号 平成24年 4月 1日
    訪問看護ステーションナースケア 高知市永国寺町１番４３号　ハイツ永国寺３ (088-855-6013)
    ０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 099,003.8 医療法人　祥星会 〒788-0051  0880-63-0333 (訪看10) 第    14号 平成24年 4月 1日
    訪問看護ステーションであい 宿毛市押ノ川１０５２－１ (0880-63-0333)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 019,006.8 医療法人　仁生会 〒780-0901  088-825-4387 (訪看10) 第    16号 平成24年 9月 1日
    訪問看護ステーション高知西 高知市上町５丁目４－１　ピュアリフレビル (088-825-4387)
    ６階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 079,005.7 医療法人　一条会 〒787-0019  0880-31-2266 (訪看10) 第    17号 平成24年10月 1日
    訪問看護ステーションやすらぎ 四万十市具同字上永田２２７８－１ (0880-37-2218)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 059,002.8 一般社団法人　高知市医師会 〒781-1101  088-852-5904 (訪看10) 第    18号 平成25年 1月 1日
    高知市医師会立訪問看護ステーション「土佐 土佐市高岡町甲１７９２－２ (088-852-5906)
    」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 109,003.6 株式会社グリーンハーツ 〒787-0033  0880-34-8887 (訪看10) 第    20号 平成26年 3月 1日
    グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十 四万十市中村大橋通７丁目１２－１５ (0880-34-8888)
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  12 049,004.7 株式会社　らいさす 〒783-0093  088-863-2039 (訪看10) 第    21号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーションドリームチーム 南国市物部１３１－１ (088-863-2039)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 129,001.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒782-0034  0887-52-3978 (訪看10) 第    22号 平成26年 5月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション香美 香美市土佐山田町宝町４丁目４番３２号ＹＳ (0887-52-3990)
    マンション１１１号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 059,003.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒781-1102  088-854-8107 (訪看10) 第    23号 平成26年 5月 1日
    訪問看護ステーション虹心 土佐市高岡町乙１１７９番地２１号ＹＭマン (088-854-6681)
    ション２０３号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 019,036.5 医療法人　山口会 〒781-8121  088-885-6714 (訪看10) 第    24号 平成26年 5月 1日
    訪問看護ステーション　こうせい 高知市葛島１丁目９－５０ (088-885-6714)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 029,002.5 株式会社ゆうあい 〒781-7107  090-1579-3352 (訪看10) 第    25号 平成26年 5月 1日
    訪問看護ステーション　奥郷 室戸市元甲１０７６ (0887-98-7018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 019,025.8 医療法人　竹下会 〒780-0870  088-822-2608 (訪看10) 第    26号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーション芽生（めばえ） 高知市本町２－４－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 259,001.8 医療法人　前田会 〒781-1301  0889-26-2667 (訪看10) 第    27号 平成26年10月 1日
    訪問看護ステーションおち 高岡郡越知町越知甲２１４４番地１ (0889-26-2688)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 019,002.7 医療法人　仁泉会 〒780-8050  088-844-4736 (訪看10) 第    28号 平成26年10月 1日
    訪問看護ステーションあさくら 高知市鴨部３丁目４－２７－７ (088-840-1260)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 109,002.8 医療法人　創治 〒787-0015  0880-35-3838 (訪看10) 第    29号 平成26年11月 1日
    竹本病院訪問看護ステーション 四万十市右山１９７３番地８ (0880-35-4155)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 249,004.5 いの町 〒781-2106  088-893-0220 (訪看10) 第    32号 平成27年 5月 1日
    いの町立訪問看護ステーション 吾川郡いの町駅南町１３６９ (088-893-1101)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 209,003.5 医療法人　おくら会 〒781-5701  0887-33-3807 (訪看10) 第    33号 平成27年 7月 1日
    訪問看護ステーションげいせい 安芸郡芸西村和食甲４２６８ (0887-33-3807)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  23 019,047.2 愛が鍾まる　株式会社 〒780-8081  088-821-9668 (訪看10) 第    34号 平成27年 8月 1日
    てのひら訪問看護リハビリステーション 高知市若草町１６番５号Ａ (088-821-9667)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24 019,005.0 医療法人　恕泉会 〒780-0952  088-843-5411 (訪看10) 第    36号 平成27年12月 1日
    訪問看護ステーションあさひ 高知市塚ノ原４３ (088-843-5258)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 019,051.4 株式会社　山の上の仲間たち 〒780-0946  088-823-8518 (訪看10) 第    37号 平成28年 1月 1日
    ふくいの訪問看護ステーション 高知市上本宮町１１３番地１１ (088-879-8044)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 039,003.1 医療法人　尚腎会 〒784-0005  0887-32-0252 (訪看10) 第    38号 平成28年 1月 1日
    訪問看護ステーションあき 安芸市港町２丁目６３５ (0887-32-0253)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 259,002.6 医療法人　川村会 〒786-0002  0880-22-1119 (訪看10) 第    39号 平成28年 4月 1日
    訪問看護ステーションくぼかわ 高岡郡四万十町見付９０２－１ (0880-22-5679)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 019,053.0 有限会社　ナースケア 〒780-0813  088-821-7086 (訪看10) 第    40号 平成28年 4月20日
    訪問看護ステーション　ナースケアⅡ 高知市青柳町５５ (088-821-7001)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 019,054.8 株式会社　Ｎ・フィールド 〒780-0062  088-872-5585 (訪看10) 第    41号 平成28年 7月 1日
    訪問看護ステーション　デューン高知 高知市新本町２丁目１番１号ファーストステ (088-872-5586)
    ージ２０３号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 019,052.2 株式会社　アイ・エム・シーパーソナルケア 〒780-8031  080-1990-4922 (訪看10) 第    42号 平成28年 9月 1日
    ＩＭＣ　訪問看護ステーション　チームここ 高知市大原町８４番地１コーポセフィラ１Ｆ (088-837-8401)
    ろ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 089,003.0 医療法人聖真会 〒787-0331  0880-82-5222 (訪看10) 第    43号 平成28年 9月 1日
    訪問看護ステーションあったか渭南 土佐清水市越前町６番１０号 (0880-83-0067)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 019,045.6 医療法人　尚腎会 〒781-5103  088-878-3021 (訪看10) 第    44号 平成28年 9月 1日
    訪問看護ステーションたかす 高知市大津乙２７０５番地１　高知高須病院 (088-878-3022)
    内５階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 029,003.3 有限会社　ケアネットサービス 〒781-7220  0887-27-3480 (訪看10) 第    45号 平成29年 3月 1日
    訪問看護ステーション　あすか 室戸市佐喜浜町３５８９番地１ (0887-27-3481)
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  34 019,043.1 特定非営利活動法人　ありがとう 〒781-0242  088-855-7655 (訪看10) 第    46号 平成29年 5月 1日
    訪問看護センター　輪看（りんか） 高知市横浜西町２９番３２号 (088-855-7605)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35 019,017.5 公益社団法人　高知県看護協会 〒780-8066  088-844-8777 (訪看10) 第    47号 平成29年 7月 1日
    こうち看護協会訪問看護ステーション 高知市朝倉己８２５番地５ (088-855-6717)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 019,055.5 合同会社　心愛 〒780-8040  088-855-8189 (訪看10) 第    48号 平成29年 7月 1日
    訪問看護ステーション心愛 高知市神田３０８番地１サンハイツⅡ１０１ (088-855-8190)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37 049,007.0 ＲｅｃｏｖｅｒｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ 〒783-0005  088-864-3878 (訪看10) 第    49号 平成29年 9月 1日
    ｌ株式会社 南国市大そね乙１２９５番地１　竹村ハイツ (088-864-3879)
    訪問看護ステーション　リカバリー高知 １階１０２号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38 019,057.1 医療法人　川村会 〒780-0901  088-823-7433 (訪看10) 第    50号 平成29年12月 1日
    訪問看護ステーションかがみ川 高知市上町５丁目７番２２号川村病院管理棟 (088-823-7438)
    ２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39 249,005.2 株式会社いろは 〒781-2128  088-802-6118 (訪看10) 第    51号 平成30年 6月 1日
    訪問看護ステーションいろは 吾川郡いの町波川６６４番地１ (088-893-2271)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

[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 1頁

   1 249,004.5 いの町 〒781-2106  088-893-0220 (訪看23) 第     1号 平成20年 4月 1日
    いの町立訪問看護ステーション 吾川郡いの町駅南町１３６９ (088-893-1101)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 019,013.4 医療法人社団　晴緑会 〒781-8135  088-845-2550 (訪看23) 第     2号 平成20年 4月 1日
    こうち訪問看護ステーション 高知市一宮南町１－１０－１５ (088-846-2811)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 019,001.9 社会医療法人　近森会 〒780-0053  088-875-8697 (訪看23) 第     3号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションちかもり 高知市駅前町３番１３号 (088-822-3279)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 099,001.2 社会福祉法人　愛生福祉会 〒788-0783  0880-66-2600 (訪看23) 第     4号 平成20年 4月 1日
    豊寿園訪問看護ステーション 宿毛市平田町戸内１８２４ (0880-66-1195)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 019,005.0 医療法人　恕泉会 〒780-0952  088-843-5411 (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さひ 高知市塚ノ原４３ (088-843-5258)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 019,006.8 医療法人　仁生会 〒780-0901  088-825-4387 (訪看23) 第     6号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション高知西 高知市上町５丁目４－１　ピュアリフレビル (088-825-4387)
    ６階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 019,023.3 医療法人　高田会 〒780-0824  088-884-9132 (訪看23) 第     7号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション城見 高知市城見町３－１２ (088-855-5114)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 019,034.0 高知医療生活協同組合 〒780-0943  088-828-8610 (訪看23) 第     8号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　生協れいんぼー 高知市旭上町３２ (088-844-0899)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 019,036.5 医療法人　山口会 〒781-8121  088-885-6714 (訪看23) 第     9号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション　こうせい 高知市葛島１丁目９－５０ (088-885-6714)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 049,002.1 一般社団法人土佐長岡郡医師会 〒783-0004  088-864-1365 (訪看23) 第    10号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーション希望（のぞみ） 南国市大そね甲３２０ (088-864-1365)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 019,026.6 医療法人　久会 〒780-0806  088-883-2467 (訪看23) 第    11号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションしもぢ 高知市知寄町１－５－１５ (088-883-2467)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 019,002.7 医療法人　仁泉会 〒780-8050  088-844-4736 (訪看23) 第    12号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションあさくら 高知市鴨部３丁目４－２７－７ (088-840-1260)
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  13 019,017.5 公益社団法人　高知県看護協会 〒780-8066  088-844-8777 (訪看23) 第    13号 平成20年 4月 1日
    こうち看護協会訪問看護ステーション 高知市朝倉己８２５番地５ (088-855-6717)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 019,024.1 医療法人　新松田会 〒780-0051  088-823-3603 (訪看23) 第    17号 平成20年 4月 1日
    訪問看護ステーションあたご 高知市愛宕町１丁目４番７号 (088-826-3739)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 079,003.2 医療法人　慈恵会 〒787-0029  0880-34-3178 (訪看23) 第    18号 平成20年 5月 1日
    訪問看護ステーションなかむら 四万十市中村小姓町８２－１ (0880-34-3187)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 099,002.0 医療法人　長生会 〒788-0001  0880-63-0534 (訪看23) 第    19号 平成20年 5月 1日
    訪問看護ステーションすくも 宿毛市中央８－３－６ (0880-63-4792)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 019,029.0 医療法人　緑風会 〒781-0112  088-847-8080 (訪看23) 第    21号 平成20年 6月 1日
    訪問看護ステーション海の里 高知市仁井田１６１８－１８ (088-847-7201)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 079,006.5 株式会社　のぞみ 〒787-0157  0880-31-2015 (訪看23) 第    23号 平成20年 6月 1日
    訪問看護ステーションのぞみ 四万十市山路３８６番地２ (0880-31-2014)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 059,002.8 一般社団法人　高知市医師会 〒781-1101  088-852-5904 (訪看23) 第    24号 平成20年 6月 1日
    高知市医師会立訪問看護ステーション「土佐 土佐市高岡町甲１７９２－２ (088-852-5906)
    」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 069,001.8 医療法人　五月会 〒785-0036  0889-43-0195 (訪看23) 第    25号 平成20年 6月 1日
    訪問看護ステーションすさき 須崎市緑町４－３０ (0889-43-0020)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 049,001.3 医療法人　地塩会 〒783-0011  088-878-6669 (訪看23) 第    27号 平成20年 7月 1日
    訪問看護ステーションなんごく 南国市後免町３丁目１番２７号 (088-878-6669)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 019,025.8 医療法人　竹下会 〒780-0870  088-822-2608 (訪看23) 第    28号 平成20年 7月 1日
    訪問看護ステーション芽生（めばえ） 高知市本町２－４－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23 259,001.8 医療法人　前田会 〒781-1301  0889-26-2667 (訪看23) 第    30号 平成21年 5月 1日
    訪問看護ステーションおち 高岡郡越知町越知甲２１４４番地１ (0889-26-2688)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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  24 019,028.2 有限会社　ナースケア 〒780-0844  088-855-6012 (訪看23) 第    33号 平成22年 8月 1日
    訪問看護ステーションナースケア 高知市永国寺町１番４３号　ハイツ永国寺３ (088-855-6013)
    ０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  25 259,002.6 医療法人　川村会 〒786-0002  0880-22-1119 (訪看23) 第    34号 平成23年 1月 1日
    訪問看護ステーションくぼかわ 高岡郡四万十町見付９０２－１ (0880-22-5679)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 019,040.7 有限会社　なのはなプラン 〒781-5106  088-878-7095 (訪看23) 第    35号 平成23年 3月 1日
    訪問看護ステーション　なの花 高知市介良乙３１３７－５ (088-878-7096)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 109,002.8 医療法人　創治 〒787-0015  0880-35-3838 (訪看23) 第    37号 平成25年 4月 1日
    竹本病院訪問看護ステーション 四万十市右山１９７３番地８ (0880-35-4155)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 019,043.1 特定非営利活動法人　ありがとう 〒781-0242  088-855-7655 (訪看23) 第    40号 平成25年11月 1日
    訪問看護センター　輪看（りんか） 高知市横浜西町２９番３２号 (088-855-7605)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 109,003.6 株式会社グリーンハーツ 〒787-0033  0880-34-8887 (訪看23) 第    41号 平成26年 3月 1日
    グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十 四万十市中村大橋通７丁目１２－１５ (0880-34-8888)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 129,001.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒782-0034  0887-52-3978 (訪看23) 第    42号 平成26年 5月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション香美 香美市土佐山田町宝町４丁目４番３２号ＹＳ (0887-52-3990)
    マンション１１１号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 059,003.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒781-1102  088-854-8107 (訪看23) 第    43号 平成26年 5月 1日
    訪問看護ステーション虹心 土佐市高岡町乙１１７９番地２１号ＹＭマン (088-854-6681)
    ション２０３号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 019,044.9 株式会社　はる 〒781-5103  088-821-8888 (訪看23) 第    45号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーション　はる 高知市大津乙１９４１番地１Ａクイック１階 (088-821-8887)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 019,045.6 医療法人　尚腎会 〒781-5103  088-878-3021 (訪看23) 第    46号 平成26年10月 1日
    訪問看護ステーションたかす 高知市大津乙２７０５番地１　高知高須病院 (088-878-3022)
    内５階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34 019,046.4 社会福祉法人　ふるさと会 〒781-0304  088-855-6028 (訪看23) 第    47号 平成26年12月25日
    訪問看護ステーションさえずり 高知市春野町西分６９５番１ (088-855-6037)



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

[高知県]

[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 4頁

  35 039,003.1 医療法人　尚腎会 〒784-0005  0887-32-0252 (訪看23) 第    48号 平成27年 2月 1日
    訪問看護ステーションあき 安芸市港町２丁目６３５ (0887-32-0253)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  36 019,047.2 愛が鍾まる　株式会社 〒780-8081  088-821-9668 (訪看23) 第    49号 平成27年 3月 1日
    てのひら訪問看護リハビリステーション 高知市若草町１６番５号Ａ (088-821-9667)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37 019,048.0 一般社団法人　こうち在宅支援ネットワーク 〒780-8015  088-855-7887 (訪看23) 第    51号 平成27年 6月 1日
    訪問看護ステーション　りひと 高知市百石町４丁目２２番１０号 (088-855-7776)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38 019,051.4 株式会社　山の上の仲間たち 〒780-0946  088-823-8518 (訪看23) 第    52号 平成27年11月 1日
    ふくいの訪問看護ステーション 高知市上本宮町１１３番地１１ (088-879-8044)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39 019,053.0 有限会社　ナースケア 〒780-0813  088-821-7086 (訪看23) 第    54号 平成28年 4月20日
    訪問看護ステーション　ナースケアⅡ 高知市青柳町５５ (088-821-7001)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40 089,003.0 医療法人聖真会 〒787-0331  0880-82-5222 (訪看23) 第    55号 平成28年 6月 1日
    訪問看護ステーションあったか渭南 土佐清水市越前町６番１０号 (0880-83-0067)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 019,031.6 合資会社　オファーズ 〒780-8008  088-832-2200 (訪看23) 第    56号 平成28年 7月 1日
    合資会社オファーズ訪問看護ステーションお 高知市潮新町１－１３－２６ (088-837-7365)
    たすけまん
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42 019,052.2 株式会社　アイ・エム・シーパーソナルケア 〒780-8031  080-1990-4922 (訪看23) 第    58号 平成28年 9月 1日
    ＩＭＣ　訪問看護ステーション　チームここ 高知市大原町８４番地１コーポセフィラ１Ｆ (088-837-8401)
    ろ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43 049,007.0 ＲｅｃｏｖｅｒｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ 〒783-0005  088-864-3878 (訪看23) 第    59号 平成28年 9月 1日
    ｌ株式会社 南国市大そね乙１２９５番地１　竹村ハイツ (088-864-3879)
    訪問看護ステーション　リカバリー高知 １階１０２号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44 029,002.5 株式会社ゆうあい 〒781-7107  090-1579-3352 (訪看23) 第    60号 平成28年12月 1日
    訪問看護ステーション　奥郷 室戸市元甲１０７６ (0887-98-7018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45 029,003.3 有限会社　ケアネットサービス 〒781-7220  0887-27-3480 (訪看23) 第    61号 平成29年 2月 1日
    訪問看護ステーション　あすか 室戸市佐喜浜町３５８９番地１ (0887-27-3481)



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

[高知県]

[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 5頁

  46 019,049.8 株式会社　ＦＩＲＳＴ　ＲＡＴＥ 〒780-8040  088-821-6810 (訪看23) 第    62号 平成29年 4月 1日
    訪問看護ステーションＬＯＣＡＬ 高知市神田４６２番地９ (088-821-6811)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  47 019,055.5 合同会社　心愛 〒780-8040  088-855-8189 (訪看23) 第    63号 平成29年 7月 1日
    訪問看護ステーション心愛 高知市神田３０８番地１サンハイツⅡ１０１ (088-855-8190)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48 019,057.1 医療法人　川村会 〒780-0901  088-823-7433 (訪看23) 第    64号 平成29年12月 1日
    訪問看護ステーションかがみ川 高知市上町５丁目７番２２号川村病院管理棟 (088-823-7438)
    ２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49 209,004.3 医療法人　臼井会 〒781-6410  0887-38-7117 (訪看23) 第    65号 平成30年 2月 1日
    訪問看護ステーションたの 安芸郡田野町１４１４－１ (0887-38-3523)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50 049,010.4 社会福祉法人　香南会 〒783-0004  088-802-6180 (訪看23) 第    66号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション　あおぞら 南国市大そね甲４０６番地５南国マンション (088-802-6181)
    ２０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 049,009.6 社会福祉法人　香南会 〒783-0004  088-802-5085 (訪看23) 第    67号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション　キセキレイ 南国市大そね甲４０６番地５南国マンション (088-802-5086)
    ２０５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52 019,058.9 株式会社　Ｌｉｆｅ　ｃｈａｎｇｅ 〒780-0052  088-854-6002 (訪看23) 第    68号 平成30年 4月 1日
    忠さんの訪問看護ステーション 高知市大川筋２丁目８番４号 (088-821-8816)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53 099,003.8 医療法人　祥星会 〒788-0051  0880-63-0333 (訪看23) 第    69号 平成30年 5月 1日
    訪問看護ステーションであい 宿毛市押ノ川１０５２－１ (0880-63-0333)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

[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 1頁

   1 019,001.9 社会医療法人　近森会 〒780-0053  088-875-8697 (訪看25) 第     3号 平成10年 5月 1日
    訪問看護ステーションちかもり 高知市駅前町３番１３号 (088-822-3279)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 099,001.2 社会福祉法人　愛生福祉会 〒788-0783  0880-66-2600 (訪看25) 第     4号 平成10年 5月 1日
    豊寿園訪問看護ステーション 宿毛市平田町戸内１８２４ (0880-66-1195)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 019,024.1 医療法人　新松田会 〒780-0051  088-823-3603 (訪看25) 第     7号 平成10年 5月 1日
    訪問看護ステーションあたご 高知市愛宕町１丁目４番７号 (088-826-3739)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 019,017.5 公益社団法人　高知県看護協会 〒780-8066  088-844-8777 (訪看25) 第     8号 平成10年 6月 1日
    こうち看護協会訪問看護ステーション 高知市朝倉己８２５番地５ (088-855-6717)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 099,002.0 医療法人　長生会 〒788-0001  0880-63-0534 (訪看25) 第     9号 平成10年 6月 1日
    訪問看護ステーションすくも 宿毛市中央８－３－６ (0880-63-4792)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 049,002.1 一般社団法人土佐長岡郡医師会 〒783-0004  088-864-1365 (訪看25) 第    11号 平成10年 6月 1日
    訪問看護ステーション希望（のぞみ） 南国市大そね甲３２０ (088-864-1365)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 019,006.8 医療法人　仁生会 〒780-0901  088-825-4387 (訪看25) 第    12号 平成10年 6月 1日
    訪問看護ステーション高知西 高知市上町５丁目４－１　ピュアリフレビル (088-825-4387)
    ６階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 079,003.2 医療法人　慈恵会 〒787-0029  0880-34-3178 (訪看25) 第    13号 平成10年 7月 1日
    訪問看護ステーションなかむら 四万十市中村小姓町８２－１ (0880-34-3187)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 069,001.8 医療法人　五月会 〒785-0036  0889-43-0195 (訪看25) 第    15号 平成10年 8月 1日
    訪問看護ステーションすさき 須崎市緑町４－３０ (0889-43-0020)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 019,025.8 医療法人　竹下会 〒780-0870  088-822-2608 (訪看25) 第    16号 平成10年 9月 1日
    訪問看護ステーション芽生（めばえ） 高知市本町２－４－３
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 019,013.4 医療法人社団　晴緑会 〒781-8135  088-845-2550 (訪看25) 第    17号 平成11年 2月 1日
    こうち訪問看護ステーション 高知市一宮南町１－１０－１５ (088-846-2811)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  12 259,001.8 医療法人　前田会 〒781-1301  0889-26-2667 (訪看25) 第    18号 平成11年 2月 1日
    訪問看護ステーションおち 高岡郡越知町越知甲２１４４番地１ (0889-26-2688)



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

[高知県]

[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 2頁

  13 019,026.6 医療法人　久会 〒780-0806  088-883-2467 (訪看25) 第    19号 平成11年 2月 1日
    訪問看護ステーションしもぢ 高知市知寄町１－５－１５ (088-883-2467)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 059,002.8 一般社団法人　高知市医師会 〒781-1101  088-852-5904 (訪看25) 第    23号 平成11年 8月 1日
    高知市医師会立訪問看護ステーション「土佐 土佐市高岡町甲１７９２－２ (088-852-5906)
    」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  15 019,005.0 医療法人　恕泉会 〒780-0952  088-843-5411 (訪看25) 第    29号 平成13年 4月 1日
    訪問看護ステーションあさひ 高知市塚ノ原４３ (088-843-5258)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  16 019,023.3 医療法人　高田会 〒780-0824  088-884-9132 (訪看25) 第    35号 平成17年 3月 1日
    訪問看護ステーション城見 高知市城見町３－１２ (088-855-5114)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  17 019,029.0 医療法人　緑風会 〒781-0112  088-847-8080 (訪看25) 第    36号 平成17年 8月 1日
    訪問看護ステーション海の里 高知市仁井田１６１８－１８ (088-847-7201)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  18 019,002.7 医療法人　仁泉会 〒780-8050  088-844-4736 (訪看25) 第    37号 平成17年 9月 1日
    訪問看護ステーションあさくら 高知市鴨部３丁目４－２７－７ (088-840-1260)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  19 249,004.5 いの町 〒781-2106  088-893-0220 (訪看25) 第    40号 平成18年 5月 1日
    いの町立訪問看護ステーション 吾川郡いの町駅南町１３６９ (088-893-1101)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  20 019,034.0 高知医療生活協同組合 〒780-0943  088-828-8610 (訪看25) 第    41号 平成18年10月 2日
    訪問看護ステーション　生協れいんぼー 高知市旭上町３２ (088-844-0899)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  21 049,001.3 医療法人　地塩会 〒783-0011  088-878-6669 (訪看25) 第    43号 平成19年 7月 1日
    訪問看護ステーションなんごく 南国市後免町３丁目１番２７号 (088-878-6669)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  22 259,002.6 医療法人　川村会 〒786-0002  0880-22-1119 (訪看25) 第    44号 平成19年 8月 1日
    訪問看護ステーションくぼかわ 高岡郡四万十町見付９０２－１ (0880-22-5679)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  23 019,036.5 医療法人　山口会 〒781-8121  088-885-6714 (訪看25) 第    45号 平成19年 9月 1日
    訪問看護ステーション　こうせい 高知市葛島１丁目９－５０ (088-885-6714)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  24 079,006.5 株式会社　のぞみ 〒787-0157  0880-31-2015 (訪看25) 第    48号 平成20年 6月 1日
    訪問看護ステーションのぞみ 四万十市山路３８６番地２ (0880-31-2014)



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

[高知県]

[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

  25 019,028.2 有限会社　ナースケア 〒780-0844  088-855-6012 (訪看25) 第    49号 平成15年 4月 1日
    訪問看護ステーションナースケア 高知市永国寺町１番４３号　ハイツ永国寺３ (088-855-6013)
    ０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  26 019,040.7 有限会社　なのはなプラン 〒781-5106  088-878-7095 (訪看25) 第    51号 平成23年 8月 1日
    訪問看護ステーション　なの花 高知市介良乙３１３７－５ (088-878-7096)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  27 109,002.8 医療法人　創治 〒787-0015  0880-35-3838 (訪看25) 第    54号 平成25年 4月 1日
    竹本病院訪問看護ステーション 四万十市右山１９７３番地８ (0880-35-4155)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  28 019,043.1 特定非営利活動法人　ありがとう 〒781-0242  088-855-7655 (訪看25) 第    57号 平成25年11月 1日
    訪問看護センター　輪看（りんか） 高知市横浜西町２９番３２号 (088-855-7605)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  29 109,003.6 株式会社グリーンハーツ 〒787-0033  0880-34-8887 (訪看25) 第    58号 平成26年 3月 1日
    グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十 四万十市中村大橋通７丁目１２－１５ (0880-34-8888)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  30 029,002.5 株式会社ゆうあい 〒781-7107  090-1579-3352 (訪看25) 第    59号 平成26年 5月 1日
    訪問看護ステーション　奥郷 室戸市元甲１０７６ (0887-98-7018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  31 059,003.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒781-1102  088-854-8107 (訪看25) 第    60号 平成26年 7月 1日
    訪問看護ステーション虹心 土佐市高岡町乙１１７９番地２１号ＹＭマン (088-854-6681)
    ション２０３号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  32 129,001.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒782-0034  0887-52-3978 (訪看25) 第    61号 平成26年 7月 1日
    ケアーズ訪問看護リハビリステーション香美 香美市土佐山田町宝町４丁目４番３２号ＹＳ (0887-52-3990)
    マンション１１１号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  33 019,044.9 株式会社　はる 〒781-5103  088-821-8888 (訪看25) 第    63号 平成26年 8月 1日
    訪問看護ステーション　はる 高知市大津乙１９４１番地１Ａクイック１階 (088-821-8887)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  34 019,045.6 医療法人　尚腎会 〒781-5103  088-878-3021 (訪看25) 第    64号 平成26年10月 1日
    訪問看護ステーションたかす 高知市大津乙２７０５番地１　高知高須病院 (088-878-3022)
    内５階
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  35 019,046.4 社会福祉法人　ふるさと会 〒781-0304  088-855-6028 (訪看25) 第    65号 平成26年12月25日
    訪問看護ステーションさえずり 高知市春野町西分６９５番１ (088-855-6037)



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

[高知県]

[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

  36 039,003.1 医療法人　尚腎会 〒784-0005  0887-32-0252 (訪看25) 第    66号 平成27年 2月 1日
    訪問看護ステーションあき 安芸市港町２丁目６３５ (0887-32-0253)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  37 019,047.2 愛が鍾まる　株式会社 〒780-8081  088-821-9668 (訪看25) 第    67号 平成27年 3月 1日
    てのひら訪問看護リハビリステーション 高知市若草町１６番５号Ａ (088-821-9667)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  38 019,048.0 一般社団法人　こうち在宅支援ネットワーク 〒780-8015  088-855-7887 (訪看25) 第    69号 平成27年 6月 1日
    訪問看護ステーション　りひと 高知市百石町４丁目２２番１０号 (088-855-7776)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  39 019,051.4 株式会社　山の上の仲間たち 〒780-0946  088-823-8518 (訪看25) 第    71号 平成27年11月 1日
    ふくいの訪問看護ステーション 高知市上本宮町１１３番地１１ (088-879-8044)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  40 019,049.8 株式会社　ＦＩＲＳＴ　ＲＡＴＥ 〒780-8040  088-821-6810 (訪看25) 第    73号 平成28年 4月 1日
    訪問看護ステーションＬＯＣＡＬ 高知市神田４６２番地９ (088-821-6811)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  41 019,053.0 有限会社　ナースケア 〒780-0813  088-821-7086 (訪看25) 第    74号 平成28年 4月20日
    訪問看護ステーション　ナースケアⅡ 高知市青柳町５５ (088-821-7001)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  42 089,003.0 医療法人聖真会 〒787-0331  0880-82-5222 (訪看25) 第    75号 平成28年 6月 1日
    訪問看護ステーションあったか渭南 土佐清水市越前町６番１０号 (0880-83-0067)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  43 019,031.6 合資会社　オファーズ 〒780-8008  088-832-2200 (訪看25) 第    76号 平成28年 7月 1日
    合資会社オファーズ訪問看護ステーションお 高知市潮新町１－１３－２６ (088-837-7365)
    たすけまん
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  44 019,052.2 株式会社　アイ・エム・シーパーソナルケア 〒780-8031  080-1990-4922 (訪看25) 第    77号 平成28年 9月 1日
    ＩＭＣ　訪問看護ステーション　チームここ 高知市大原町８４番地１コーポセフィラ１Ｆ (088-837-8401)
    ろ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  45 049,007.0 ＲｅｃｏｖｅｒｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ 〒783-0005  088-864-3878 (訪看25) 第    78号 平成28年 9月 1日
    ｌ株式会社 南国市大そね乙１２９５番地１　竹村ハイツ (088-864-3879)
    訪問看護ステーション　リカバリー高知 １階１０２号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  46 029,003.3 有限会社　ケアネットサービス 〒781-7220  0887-27-3480 (訪看25) 第    79号 平成29年 2月 1日
    訪問看護ステーション　あすか 室戸市佐喜浜町３５８９番地１ (0887-27-3481)



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

[高知県]

[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

  47 019,055.5 合同会社　心愛 〒780-8040  088-855-8189 (訪看25) 第    80号 平成29年 7月 1日
    訪問看護ステーション心愛 高知市神田３０８番地１サンハイツⅡ１０１ (088-855-8190)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  48 019,057.1 医療法人　川村会 〒780-0901  088-823-7433 (訪看25) 第    83号 平成29年12月 1日
    訪問看護ステーションかがみ川 高知市上町５丁目７番２２号川村病院管理棟 (088-823-7438)
    ２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49 209,004.3 医療法人　臼井会 〒781-6410  0887-38-7117 (訪看25) 第    84号 平成30年 2月 1日
    訪問看護ステーションたの 安芸郡田野町１４１４－１ (0887-38-3523)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  50 049,010.4 社会福祉法人　香南会 〒783-0004  088-802-6180 (訪看25) 第    85号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション　あおぞら 南国市大そね甲４０６番地５南国マンション (088-802-6181)
    ２０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  51 049,009.6 社会福祉法人　香南会 〒783-0004  088-802-5085 (訪看25) 第    86号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション　キセキレイ 南国市大そね甲４０６番地５南国マンション (088-802-5086)
    ２０５号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  52 019,058.9 株式会社　Ｌｉｆｅ　ｃｈａｎｇｅ 〒780-0052  088-854-6002 (訪看25) 第    87号 平成30年 4月 1日
    忠さんの訪問看護ステーション 高知市大川筋２丁目８番４号 (088-821-8816)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  53 099,003.8 医療法人　祥星会 〒788-0051  0880-63-0333 (訪看25) 第    88号 平成30年 5月 1日
    訪問看護ステーションであい 宿毛市押ノ川１０５２－１ (0880-63-0333)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

[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

   1 019,028.2 有限会社　ナースケア 〒780-0844  088-855-6012 (訪看27) 第     1号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーションナースケア 高知市永国寺町１番４３号　ハイツ永国寺３ (088-855-6013)
    ０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 059,002.8 一般社団法人　高知市医師会 〒781-1101  088-852-5904 (訪看27) 第     2号 平成26年 4月 1日
    高知市医師会立訪問看護ステーション「土佐 土佐市高岡町甲１７９２－２ (088-852-5906)
    」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 109,003.6 株式会社グリーンハーツ 〒787-0033  0880-34-8887 (訪看27) 第     3号 平成26年 4月 1日
    グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十 四万十市中村大橋通７丁目１２－１５ (0880-34-8888)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 019,047.2 愛が鍾まる　株式会社 〒780-8081  088-821-9668 (訪看27) 第     5号 平成27年 8月 1日
    てのひら訪問看護リハビリステーション 高知市若草町１６番５号Ａ (088-821-9667)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 259,002.6 医療法人　川村会 〒786-0002  0880-22-1119 (訪看27) 第     6号 平成28年 4月 1日
    訪問看護ステーションくぼかわ 高岡郡四万十町見付９０２－１ (0880-22-5679)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 019,053.0 有限会社　ナースケア 〒780-0813  088-821-7086 (訪看27) 第     7号 平成28年 4月20日
    訪問看護ステーション　ナースケアⅡ 高知市青柳町５５ (088-821-7001)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 019,052.2 株式会社　アイ・エム・シーパーソナルケア 〒780-8031  080-1990-4922 (訪看27) 第     8号 平成28年 9月 1日
    ＩＭＣ　訪問看護ステーション　チームここ 高知市大原町８４番地１コーポセフィラ１Ｆ (088-837-8401)
    ろ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 089,003.0 医療法人聖真会 〒787-0331  0880-82-5222 (訪看27) 第     9号 平成28年 9月 1日
    訪問看護ステーションあったか渭南 土佐清水市越前町６番１０号 (0880-83-0067)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 029,002.5 株式会社ゆうあい 〒781-7107  090-1579-3352 (訪看27) 第    10号 平成28年12月 1日
    訪問看護ステーション　奥郷 室戸市元甲１０７６ (0887-98-7018)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 019,043.1 特定非営利活動法人　ありがとう 〒781-0242  088-855-7655 (訪看27) 第    11号 平成29年 5月 1日
    訪問看護センター　輪看（りんか） 高知市横浜西町２９番３２号 (088-855-7605)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  11 019,055.5 合同会社　心愛 〒780-8040  088-855-8189 (訪看27) 第    12号 平成29年 7月 1日
    訪問看護ステーション心愛 高知市神田３０８番地１サンハイツⅡ１０１ (088-855-8190)



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

[高知県]

[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

  12 019,057.1 医療法人　川村会 〒780-0901  088-823-7433 (訪看27) 第    13号 平成29年12月 1日
    訪問看護ステーションかがみ川 高知市上町５丁目７番２２号川村病院管理棟 (088-823-7438)
    ２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  13 059,003.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒781-1102  088-854-8107 (訪看27) 第    14号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション虹心 土佐市高岡町乙１１７９番地２１号ＹＭマン (088-854-6681)
    ション２０３号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  14 019,017.5 公益社団法人　高知県看護協会 〒780-8066  088-844-8777 (訪看27) 第    16号 平成30年 4月 1日
    こうち看護協会訪問看護ステーション 高知市朝倉己８２５番地５ (088-855-6717)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

[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

   1 019,028.2 有限会社　ナースケア 〒780-0844  088-855-6012 (訪看28) 第     1号 平成26年 4月 1日
    訪問看護ステーションナースケア 高知市永国寺町１番４３号　ハイツ永国寺３ (088-855-6013)
    ０２号
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 059,002.8 一般社団法人　高知市医師会 〒781-1101  088-852-5904 (訪看28) 第     2号 平成26年 4月 1日
    高知市医師会立訪問看護ステーション「土佐 土佐市高岡町甲１７９２－２ (088-852-5906)
    」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   3 109,003.6 株式会社グリーンハーツ 〒787-0033  0880-34-8887 (訪看28) 第     3号 平成26年 4月 1日
    グリーンハーツ訪問看護ステーション四万十 四万十市中村大橋通７丁目１２－１５ (0880-34-8888)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   4 019,047.2 愛が鍾まる　株式会社 〒780-8081  088-821-9668 (訪看28) 第     4号 平成27年 8月 1日
    てのひら訪問看護リハビリステーション 高知市若草町１６番５号Ａ (088-821-9667)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   5 259,002.6 医療法人　川村会 〒786-0002  0880-22-1119 (訪看28) 第     5号 平成28年 4月 1日
    訪問看護ステーションくぼかわ 高岡郡四万十町見付９０２－１ (0880-22-5679)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   6 019,053.0 有限会社　ナースケア 〒780-0813  088-821-7086 (訪看28) 第     6号 平成28年 4月20日
    訪問看護ステーション　ナースケアⅡ 高知市青柳町５５ (088-821-7001)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   7 019,052.2 株式会社　アイ・エム・シーパーソナルケア 〒780-8031  080-1990-4922 (訪看28) 第     7号 平成28年 9月 1日
    ＩＭＣ　訪問看護ステーション　チームここ 高知市大原町８４番地１コーポセフィラ１Ｆ (088-837-8401)
    ろ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   8 089,003.0 医療法人聖真会 〒787-0331  0880-82-5222 (訪看28) 第     8号 平成28年 9月 1日
    訪問看護ステーションあったか渭南 土佐清水市越前町６番１０号 (0880-83-0067)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   9 019,057.1 医療法人　川村会 〒780-0901  088-823-7433 (訪看28) 第     9号 平成29年12月 1日
    訪問看護ステーションかがみ川 高知市上町５丁目７番２２号川村病院管理棟 (088-823-7438)
    ２Ｆ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10 059,003.6 株式会社ワイ・エム・インターナショナル 〒781-1102  088-854-8107 (訪看28) 第    10号 平成30年 1月 1日
    訪問看護ステーション虹心 土佐市高岡町乙１１７９番地２１号ＹＭマン (088-854-6681)
    ション２０３号室
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

[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

  11 019,017.5 公益社団法人　高知県看護協会 〒780-8066  088-844-8777 (訪看28) 第    11号 平成30年 4月 1日
    こうち看護協会訪問看護ステーション 高知市朝倉己８２５番地５ (088-855-6717)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

[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

   1 019,036.5 医療法人　山口会 〒781-8121  088-885-6714 (訪看30) 第     2号 平成30年 3月 1日
    訪問看護ステーション　こうせい 高知市葛島１丁目９－５０ (088-885-6714)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

[高知県]

[平成30年 6月 1日現在　機能強化型訪問看護管理療養費３] 平成30年 6月 4日作成 1頁

   1 059,002.8 一般社団法人　高知市医師会 〒781-1101  088-852-5904 (訪看31) 第     1号 平成30年 4月 1日
    高知市医師会立訪問看護ステーション「土佐 土佐市高岡町甲１７９２－２ (088-852-5906)
    」
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


