
届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 糖尿病合併症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      1

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 270.9 医療法人　久会　図南〒780-0806 一般       128（糖管）第1号             平成20年 4月 1日
     市医270 病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 療養        55
     088-882-3126  (088-882-3128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011 812.8 高知県・高知市病院企〒781-8555 一般       548（糖管）第2号             平成20年 4月 1日
     (013 732.2) 業団立高知医療センタ高知市池２１２５番地１ 一般（感染）
     市医812 ー 088-837-3000  (088-837-6724)              8
     結核        20
     精神        44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 730.2 いずみの病院 〒781-0011 一般       190（糖管）第3号             平成20年 7月 1日
     市医730 高知市薊野北町２丁目１０－５３療養        48
     088-826-5511  (088-826-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011 038.0 医療法人　岡村会　岡〒780-0041 一般       145（糖管）第4号             平成20年11月 1日
     市医38 村病院 高知市入明町１番５号
     088-822-5155  (088-822-5188)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 376.4 社会医療法人　仁生会〒780-8535 一般       164（糖管）第5号             平成20年11月 1日
     市医376 　細木病院 高知市大膳町３７ 療養       153
     088-822-7211  (088-825-0909)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011 101.6 医療法人　高田会　高〒780-0824 一般       144（糖管）第6号             平成20年11月 1日
     市医101 知記念病院 高知市城見町４の１３ 療養        30
     088-883-4377  (088-882-6261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 040.6 社会医療法人　近森会〒780-0052 一般       452（糖管）第8号             平成20年11月 1日
     市医40 　近森病院 高知市大川筋１丁目１－１６号 精神        60
     088-822-5231  (088-872-3059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011 375.6 独立行政法人地域医療〒780-8040 一般       165（糖管）第9号             平成20年11月 1日
     市医375 機能推進機構高知西病高知市神田３１７－１２
     院 088-843-1501  (088-840-1096)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9201 062.0 医療法人　おくら会　〒781-5701 療養        48（糖管）第11号            平成20年12月 1日
     安医62 芸西病院 安芸郡芸西村和食甲４２６８ 精神       171
     0887-33-3833  (0887-33-4367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011 752.6 高知高須病院 〒781-5103 一般        63（糖管）第15号            平成21年 2月 1日
     市医752 高知市大津乙２７０５－１
     088-878-3377  (088-878-3322)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011 488.7 高知医療生活協同組合〒780-0963 一般       114（糖管）第16号            平成21年 2月 1日
     市医488 　高知生協病院 高知市口細山２０６－９
     088-840-0123  (088-844-4438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 糖尿病合併症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      2

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12011 053.9 高知赤十字病院 〒780-0062 一般       456（糖管）第19号            平成21年11月 1日
     市医53 高知市新本町２丁目１３－５１ 結核        12
     088-822-1201  (088-822-1056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13251 002.5 佐川町立高北国民健康〒789-1201 一般        56（糖管）第20号            平成22年 3月 1日
     高医2 保険病院 高岡郡佐川町甲１６８７ 療養        42
     0889-22-1166  (0889-22-2047)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011 639.5 医療法人　仁栄会　島〒780-0066 一般        69（糖管）第23号            平成24年12月 1日
     市医639 津病院 高知市比島町４丁目６－２２
     088-823-2285  (088-824-2363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011 056.2 医療法人　野並会　高〒780-0054 一般        26（糖管）第24号            平成25年 1月 1日
     市医56 知病院 高知市相生町１番３５号 療養        98
     088-883-3211  (088-883-3213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011 898.7 かもだの診療所 〒780-8052 （糖管）第25号            平成25年12月 1日
     市医898 高知市鴨部２丁目１番１６号
     088-843-3215  (088-843-3216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17241 071.3 いの病院 〒781-2110 一般        40（糖管）第27号            平成25年12月 1日
     吾医71 吾川郡いの町３８６４－１ 療養        18
     088-893-0047  (088-893-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18051 001.9 土佐市立土佐市民病院〒781-1101 一般       150（糖管）第28号            平成26年 6月 1日
     佐医1 土佐市高岡町甲１８６７
     088-852-2151  (088-852-3549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011 383.0 社会医療法人　仁生会〒781-8136 一般        98（糖管）第29号            平成27年 1月 1日
     市医383 　三愛病院 高知市一宮西町１丁目７－２５ 療養        48
     088-845-5291  (088-845-5611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20801 052.5 高知大学医学部附属病〒783-8505 一般 （糖管）第30号            平成27年 5月 1日
     (803 459.6) 院 南国市岡豊町小蓮１８５番地１ 　　一般   583
     南医52 088-866-5811  (088-880-2227) 精神
     　　一般    30
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21071 091.6 四万十市国民健康保険〒787-0023 一般        99（糖管）第32号            平成28年 9月 1日
     四万医91 　四万十市立市民病院四万十市中村東町１丁目１番２７
     号
     0880-34-2126  (0880-34-1861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22011 947.2 特定医療法人竹下会　〒780-0863 一般 （糖管）第33号            平成29年 6月 1日
     市医947 竹下病院 高知市与力町３番８号 　　一般    76
     088-822-2371  (088-822-2375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 糖尿病合併症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      3

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23041 091.3 ＪＡ高知病院 〒783-8509 一般       178（糖管）第34号            平成29年11月 1日
     南医91 南国市明見字中野５２６－１
     088-863-2181  (088-863-2186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      4

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 101.6 医療法人　高田会　高〒780-0824 一般       144（ニコ）第2号             平成29年 5月 1日
     市医101 知記念病院 高知市城見町４の１３ 療養        30
     088-883-4377  (088-882-6261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011 812.8 高知県・高知市病院企〒781-8555 一般       548（ニコ）第3号             平成29年 7月 1日
     (013 732.2) 業団立高知医療センタ高知市池２１２５番地１ 一般（感染）
     市医812 ー 088-837-3000  (088-837-6724)              8
     結核        20
     精神        44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 609.8 医療法人　橘世会　寺〒780-0822 （ニコ）第4号             平成29年 7月 1日
     市医609 尾内科クリニック 高知市はりまや町１丁目５－３３
     土電ビル４Ｆ
     088-884-8880  (088-884-8882)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4201 083.6 なかとう医院 〒781-6421 （ニコ）第5号             平成29年 7月 1日
     安医83 安芸郡安田町安田１７１８－１
     0887-32-1311  (0887-32-1333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 053.9 高知赤十字病院 〒780-0062 一般       456（ニコ）第6号             平成29年 7月 1日
     市医53 高知市新本町２丁目１３－５１ 結核        12
     088-822-1201  (088-822-1056)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011 040.6 社会医療法人　近森会〒780-0052 一般       452（ニコ）第7号             平成29年 7月 1日
     市医40 　近森病院 高知市大川筋１丁目１－１６号 精神        60
     088-822-5231  (088-872-3059)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7041 071.5 医療法人若草会　高田〒783-0005 （ニコ）第9号             平成29年 7月 1日
     南医71 内科 南国市大埇乙１２５３－８
     088-863-3925  (088-863-3924)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011 103.2 誠内科 〒781-0112 （ニコ）第10号            平成29年 7月 1日
     市医103 高知市仁井田新築４３５０－２
     088-847-6000  (088-847-6343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 669.2 医療法人　只管　松岡〒780-0964 （ニコ）第14号            平成29年 7月 1日
     市医669 クリニック 高知市横内４５４
     088-844-7117  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10031 041.0 医療法人祐和会　津田〒784-0022 （ニコ）第16号            平成29年 7月 1日
     芸医41 クリニック 安芸市庄之芝町９－３４
     0887-34-1195  (0887-34-1239)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11091 058.1 清谷医院 〒788-0001 （ニコ）第19号            平成29年 7月 1日
     宿医58 宿毛市中央３丁目３－１８
     0880-63-2302  (0880-63-2308)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      5

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12011 639.5 医療法人　仁栄会　島〒780-0066 一般        69（ニコ）第20号            平成29年 7月 1日
     市医639 津病院 高知市比島町４丁目６－２２
     088-823-2285  (088-824-2363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13011 481.2 医療法人　悠仁会　高〒780-0051 療養        29（ニコ）第21号            平成29年 5月 1日
     市医481 橋病院 高知市愛宕町３丁目９－２０
     088-822-1616  (088-822-3550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011 544.7 高知医療生活協同組合〒780-8027 （ニコ）第23号            平成29年 7月 1日
     市医544 　潮江診療所 高知市高見町３６３
     088-833-9511  (088-833-9609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011 836.7 おがわハートクリニッ〒780-8040 （ニコ）第24号            平成29年 7月 1日
     市医836 ク 高知市神田８４０番地１
     088-805-0810  (088-831-1800)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16071 076.7 高知医療生活協同組合〒787-0019 （ニコ）第26号            平成29年 7月 1日
     四万医76 　四万十診療所 四万十市具同２８８２番地１
     0880-37-6920  (0880-37-6921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011 842.5 つねまつ内科 〒781-5103 （ニコ）第27号            平成29年 7月 1日
     市医842 高知市大津乙１０４１番４
     088-866-5055  (088-866-8011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011 577.7 医療法人　山村会　山〒780-0934 療養        78（ニコ）第28号            平成29年 6月 1日
     市医577 村病院 高知市下島町１１
     088-872-5038  (088-822-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011 607.2 吉岡クリニック 〒780-0901 （ニコ）第29号            平成29年 7月 1日
     市医607 高知市上町２丁目５－１臼井エス
     テートビル２Ｆ
     088-871-1666  (088-871-1667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20011 729.4 梅ノ辻クリニック 〒780-8011 （ニコ）第30号            平成29年 7月 1日
     市医729 高知市梅ノ辻８－７
     088-833-4580  (088-832-1806)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21041 100.2 きび診療所 〒783-0007 （ニコ）第31号            平成29年 7月 1日
     南医100 南国市明見字五台山分８００番
     088-804-6500  (088-804-6502)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22011 226.1 医療法人　山口会　高〒781-8121 一般        42（ニコ）第33号            平成29年 7月 1日
     市医226 知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０
     088-882-6205  (088-883-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      6

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23251 183.3 中土佐町立大野見診療〒789-1401 （ニコ）第34号            平成29年 7月 1日
     高医183 所 高岡郡中土佐町大野見吉野２３４
     番地
     0889-57-2127  (0889-57-2111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24251 152.8 梼原町立国民健康保険〒785-0612 一般        30（ニコ）第35号            平成29年 7月 1日
     高医152 梼原病院 高岡郡梼原町川西路２３２０－１
     0889-65-1151  (0889-65-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25111 030.6 前田メディカルクリニ〒781-4212 一般        19（ニコ）第39号            平成29年 7月 1日
     香美医30 ック 香美市香北町美良布１５１６－３ 注１に規定する基準を満たさな
     0887-57-3811  (0887-59-2003) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26061 058.7 須崎医療クリニック 〒785-0030 （ニコ）第40号            平成29年 5月 1日
     須医58 須崎市多ノ郷甲５７４８－１
     0889-43-1001  (0889-43-1007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27021 041.2 医療法人　裕香会　松〒781-6832 （ニコ）第41号            平成29年 7月 1日
     室医41 本医院 室戸市吉良川町甲２２６３
     0887-25-3455  (0887-25-3486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28011 383.0 社会医療法人　仁生会〒781-8136 一般        98（ニコ）第42号            平成29年 7月 1日
     市医383 　三愛病院 高知市一宮西町１丁目７－２５ 療養        48
     088-845-5291  (088-845-5611)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29801 001.2 独立行政法人国立病院〒780-8507 一般       402（ニコ）第43号            平成29年 6月 1日
     (803 001.6) 機構高知病院 高知市朝倉西町１丁目２番２５号結核        22
     市医1 088-844-3111  (088-843-6385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30051 038.1 田所内科 〒781-1101 （ニコ）第44号            平成29年 7月 1日
     佐医38 土佐市高岡町甲２０１８－２
     088-852-0036  (088-852-0195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31011 856.5 医療法人　仁泉会　春〒781-0314 （ニコ）第45号            平成29年 7月 1日
     市医856 野うららかクリニック高知市春野町南ケ丘７丁目１６番
     088-848-0086  (088-848-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32071 112.0 竹本病院 〒787-0015 一般        81（ニコ）第46号            平成29年 7月 1日
     四万医112 四万十市右山１９７３番地２ 療養        50
     0880-35-4151  (0880-35-4155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33011 462.2 医療法人　久会　久病〒780-0821 一般        53（ニコ）第49号            平成29年 7月 1日
     市医462 院 高知市桜井町１丁目２－３５ 療養        32
     088-883-6264  (088-883-6274)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      7

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   34011 863.1 医療法人　仁井田　森〒781-0112 （ニコ）第50号            平成21年 1月 1日
     市医863 田内科クリニック 高知市仁井田６８３－８
     088-847-4888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35011 624.7 医療法人　みつる会　〒780-8065 一般        46（ニコ）第51号            平成29年 7月 1日
     市医624 高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊７６７－５
     088-840-3535  (088-840-3615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36241 103.4 とんぼクリニック 〒781-2110 （ニコ）第54号            平成29年 7月 1日
     吾医103 吾川郡いの町２０５番地
     088-879-0222  (088-879-0223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37251 140.3 医療法人　社団若鮎　〒781-1301 一般        50（ニコ）第55号            平成29年 7月 1日
     高医140 北島病院 高岡郡越知町越知甲１６６２
     0889-26-0432  (0889-26-3600)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38011 223.8 医療法人　川村会　川〒780-0901 一般        32（ニコ）第56号            平成29年 7月 1日
     市医223 村病院 高知市上町５丁目６－２０ 療養        45
     088-823-7433  (088-823-7515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39011 730.2 いずみの病院 〒781-0011 一般       190（ニコ）第58号            平成29年 7月 1日
     市医730 高知市薊野北町２丁目１０－５３療養        48
     088-826-5511  (088-826-5510)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40251 141.1 医療法人前田会　前田〒781-1301 一般        28（ニコ）第61号            平成29年 7月 1日
     高医141 病院 高岡郡越知町越知甲２１３３ 療養        32
     0889-26-1175  (0889-26-2603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41071 091.6 四万十市国民健康保険〒787-0023 一般        99（ニコ）第62号            平成29年 7月 1日
     四万医91 　四万十市立市民病院四万十市中村東町１丁目１番２７
     号
     0880-34-2126  (0880-34-1861)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42251 179.1 四万十町国民健康保険〒786-0301 一般        13（ニコ）第64号            平成29年 7月 1日
     高医179 大正診療所 高岡郡四万十町大正４５９番地１療養         6
     0880-27-0210  (0880-27-0288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（ニコ）第65号            平成29年 7月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34 注１に規定する基準を満たさな
     0880-22-1111  (0880-22-1166) い場合には所定点数の100分の7
     0により算定する基準
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44801 052.5 高知大学医学部附属病〒783-8505 一般 （ニコ）第68号            平成29年 7月 1日
     (803 459.6) 院 南国市岡豊町小蓮１８５番地１ 　　一般   583
     南医52 088-866-5811  (088-880-2227) 精神
     　　一般    30



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      8

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   45011 861.5 みなみが丘ポラリスク〒781-0314 （ニコ）第71号            平成29年 7月 1日
     市医861 リニック 高知市春野町南ケ丘１丁目４－１
     088-841-3880  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46101 009.2 疋田内科 〒781-5232 （ニコ）第72号            平成29年 7月 1日
     香南医9 香南市野市町西野２６３６－６
     0887-56-2002  (0887-56-3903)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47031 039.4 医療法人博仁会　尾木〒784-0004 一般    （ニコ）第74号            平成29年 7月 1日
     芸医39 医院 安芸市本町３丁目１０－３０
     0887-34-3155  (0887-34-3156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48041 087.1 小栗医院 〒783-0085 （ニコ）第75号            平成29年 7月 1日
     南医87 南国市十市２７０２－４
     088-865-8405  (088-865-4513)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49011 878.9 にしの内科クリニック〒780-8015 （ニコ）第77号            平成29年 7月 1日
     市医878 循環器・心臓内科 高知市百石町二丁目２９番１６号
     088-855-5524  (088-855-5529)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50011 877.1 ふたばクリニック 〒780-8002 （ニコ）第78号            平成29年 7月 1日
     市医877 高知市役知町１５－７
     088-831-9050  (088-831-9058)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51011 859.9 リハビリテーション病〒781-0311 一般        60（ニコ）第79号            平成29年 7月 1日
     市医859 院　すこやかな杜 高知市春野町芳原字北東原１３１
     ６番１
     088-837-2345  (088-837-2227)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52011 423.4 医療法人　弘仁会　岡〒780-8040 一般        45（ニコ）第81号            平成29年 7月 1日
     市医423 林病院 高知市神田５９８番地 療養        46
     088-832-8821  (088-832-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53011 627.0 木村病院 〒780-0043 療養        59（ニコ）第82号            平成29年 7月 1日
     市医627 高知市寿町８－８
     088-822-7231  (088-822-7232)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54221 001.4 本山町立国保嶺北中央〒781-3601 一般        55（ニコ）第83号            平成29年 7月 1日
     長医1 病院 長岡郡本山町本山６２０ 療養        44
     0887-76-2450  (0887-76-2453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55111 011.6 医療法人　佐野会　佐〒782-0031 （ニコ）第84号            平成29年 7月 1日
     香美医11 野内科リハビリテーシ香美市土佐山田町東本町３丁目２
     ョンクリニック －４１
     0887-53-3031  (0887-52-0889)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日      9

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   56011 888.8 うぐるす内科クリニッ〒780-8083 （ニコ）第85号            平成29年 7月 1日
     市医888 ク 高知市鵜来巣１１番３８－１０号
     あさくらメディカルビル２Ｆ
     088-840-4976  (088-840-4983)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57101 025.8 医療法人　みどり会　〒781-5206 （ニコ）第86号            平成29年 7月 1日
     香南医25 鈴木内科 香南市野市町みどり野１丁目６４
     0887-55-3030  (0887-54-4122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   58011 889.6 市川医院 〒780-8015 （ニコ）第88号            平成29年 7月 1日
     市医889 高知市百石町３－８－２０
     088-832-2367  (088-832-2367)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59011 885.4 見元クリニック 〒780-0925 （ニコ）第90号            平成29年 7月 1日
     市医885 高知市西町４２番地
     088-855-8123  (088-855-8125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60011 647.8 医療法人　協浜会　浜〒780-0870 （ニコ）第91号            平成29年 5月 1日
     市医647 田循環器内科 高知市本町５丁目２－１６
     088-823-8170  (088-875-4635)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61101 008.4 北村産婦人科 〒781-5232 一般        13（ニコ）第92号            平成29年 7月 1日
     香南医8 香南市野市町西野５５１－３
     0887-56-1013  (0887-56-0792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62051 019.1 医療法人白菊会　白菊〒781-1154 一般        47（ニコ）第93号            平成29年 7月 1日
     佐医19 園病院 土佐市新居萩の里１ 療養       140
     088-856-1101  (088-856-3364)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63241 095.2 いの町立国民健康保険〒781-2193 一般        60（ニコ）第94号            平成29年 7月 1日
     吾医95 仁淀病院 吾川郡いの町１３６９ 療養        40
     088-893-1551  (088-893-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64091 041.7 医療法人互生会　筒井〒788-0783 療養        56（ニコ）第95号            平成29年 5月 1日
     宿医41 病院 宿毛市平田町戸内１８０２
     0880-66-0013  (0880-66-0078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65011 886.2 大川内科 〒780-8006 （ニコ）第98号            平成29年 7月 1日
     市医886 高知市萩町１丁目６－５２
     088-855-7717  (088-855-7727)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66011 869.8 みなみの風診療所 〒780-0061 （ニコ）第99号            平成29年 7月 1日
     市医869 高知市栄田町三丁目７番１号
     088-826-3730  (088-826-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     10

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   67011 694.0 医療法人　恭愛会　田〒780-0815 一般        30（ニコ）第103号           平成29年 6月 1日
     市医694 村内科整形外科病院 高知市二葉町１０番１０号 療養        40
     088-883-1777  (088-883-1720)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68011 898.7 かもだの診療所 〒780-8052 （ニコ）第104号           平成29年 7月 1日
     市医898 高知市鴨部２丁目１番１６号
     088-843-3215  (088-843-3216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69041 103.6 南国いのうえクリニッ〒783-0006 （ニコ）第105号           平成29年 7月 1日
     南医103 ク 南国市篠原１８８７番地２
     088-855-8001  (088-855-8002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   70041 068.1 社会福祉法人土佐希望〒783-0022 一般       140（ニコ）第106号           平成29年 7月 1日
     南医68 の家　土佐希望の家　南国市小篭１０７番地
     医療福祉センター 088-863-6762  (088-863-2133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71071 054.4 医療法人　島津会　幡〒787-0013 一般        45（ニコ）第107号           平成29年 7月 1日
     四万医54 多病院 四万十市右山天神町１０－１２
     0880-34-6211  (0880-35-3410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72011 054.7 医療法人　須藤会　土〒780-0062 精神       180（ニコ）第108号           平成29年 7月 1日
     市医54 佐病院 高知市新本町２丁目１０－２４
     088-822-3357  (088-872-2027)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73021 043.8 医療法人　若水会　む〒781-7103 （ニコ）第109号           平成29年 7月 1日
     室医43 ろとぴあ医院 室戸市浮津６０－１
     0887-23-3993  (0887-23-3995)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74041 067.3 医療法人清流会　山本〒783-0002 （ニコ）第111号           平成29年 6月 1日
     南医67 循環器内科・眼科 南国市駅前町３丁目１－４１
     088-864-2575  (088-864-4208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75241 074.7 医療法人　慶誠会　高〒781-2105 一般    （ニコ）第112号           平成29年 7月 1日
     吾医74 岡内科 吾川郡いの町新町８６
     088-892-0296  (088-892-0960)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76081 097.1 松谷内科 〒787-0325 一般        19（ニコ）第113号           平成29年 7月 1日
     清医97 土佐清水市栄町２番２２号
     0880-82-1377  (0880-82-1366)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77031 001.4 高知県立あき総合病院〒784-0027 一般       175（ニコ）第114号           平成29年 5月 1日
     芸医1 安芸市宝永町３番３３号 結核         5
     0887-34-3111  (0887-34-2687) 精神        90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78231 029.3 医療法人十全会　早明〒781-3521 療養       150（ニコ）第115号           平成29年 7月 1日
     (233 319.2) 浦病院 土佐郡土佐町田井１３７２
     土医29 0887-82-0456  (0887-82-0459)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     11

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   79011 195.8 医療法人　互光会　長〒781-0270 一般        50（ニコ）第116号           平成29年 7月 1日
     市医195 浜病院 高知市長浜８０１
     088-841-2337  (088-842-0809)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80011 804.5 ながの内科クリニック〒780-8004 （ニコ）第117号           平成29年 5月 1日
     市医804 高知市新田町１４－３１
     088-837-1233  (088-831-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   81201 060.4 馬路村立馬路診療所 〒781-6201 （ニコ）第118号           平成29年 7月 1日
     (203 504.5) 安芸郡馬路村大字馬路４０５－１
     安医60 0887-44-2010  (0887-44-2080)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82201 066.1 魚梁瀬診療所 〒781-6202 （ニコ）第119号           平成29年 7月 1日
     安医66 安芸郡馬路村大字魚梁瀬１０－１
     １
     0887-43-2114  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83101 012.6 医療法人　公世会　野〒781-5213 一般        91（ニコ）第120号           平成29年 7月 1日
     香南医12 市中央病院 香南市野市町東野５５５番地１８療養        80
     0887-55-1101  (0887-55-0177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84011 858.1 はるの森澤クリニック〒781-0315 （ニコ）第121号           平成29年 7月 1日
     市医858 高知市春野町東諸木３１６３　
     088-841-0188  (088-837-2880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85011 229.5 医療法人　厚仁会　土〒780-0814 療養        90（ニコ）第122号           平成29年 7月 1日
     市医229 佐田村病院 高知市稲荷町１１－２０
     088-883-3544  (088-883-3544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86011 928.2 きんろう病院 〒781-0011 療養       101（ニコ）第124号           平成29年 7月 1日
     市医928 高知市薊野北町３丁目２番２８号
     088-845-8711  (088-845-3928)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87011 926.6 つつみ内科胃腸クリニ〒780-0806 （ニコ）第125号           平成29年 7月 1日
     市医926 ック 高知市知寄町１丁目６－３４
     088-821-7321  (088-821-7501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88101 017.5 さとう循環器消化器科〒781-5232 （ニコ）第126号           平成29年 7月 1日
     香南医17 香南市野市町西野５８７－１５
     0887-57-5311  (0887-57-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89011 932.4 帯屋町ハートクリニッ〒780-0841 （ニコ）第127号           平成29年 7月 1日
     市医932 ク 高知市帯屋町２丁目２番９号　帯
     屋町ＣＥＮＴＲＯ２階２－２号室
     088-875-4976  (088-875-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     12

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   90071 096.5 四万十市国民健康保険〒787-1603 一般        13（ニコ）第129号           平成29年 7月 1日
     四万医96 西土佐診療所 四万十市西土佐用井１１１０－２療養         6
     ８
     0880-52-1011  (0880-52-1897)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91011 700.5 絹川医院 〒780-8010 一般    （ニコ）第130号           平成29年 7月 1日
     市医700 高知市桟橋通１丁目７－１７
     088-833-5222  (088-833-5256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   92201 089.3 和田医院 〒781-6421 （ニコ）第132号           平成29年 7月 1日
     安医89 安芸郡安田町安田１７５０
     0887-38-6908  (0887-32-1032)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93111 031.4 さくら香美クリニック〒782-0047 （ニコ）第133号           平成29年 5月 1日
     香美医31 香美市土佐山田町１１７－１３
     0887-53-2255  (0887-53-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94011 056.2 医療法人　野並会　高〒780-0054 一般        26（ニコ）第134号           平成29年 7月 1日
     市医56 知病院 高知市相生町１番３５号 療養        98
     088-883-3211  (088-883-3213)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95011 305.3 医療法人　仁泉会　朝〒780-8063 一般        45（ニコ）第135号           平成29年 7月 1日
     市医305 倉病院 高知市朝倉丙１６５３－１２ 療養       267
     088-844-2701  (088-840-1260)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96041 111.9 領石蛍が丘クリニック〒783-0056 （ニコ）第136号           平成29年 7月 1日
     南医111 南国市領石１６－１
     088-862-1123  (088-862-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97011 937.3 高知市土佐山へき地診〒781-3221 （ニコ）第137号           平成29年 7月 1日
     市医937 療所 高知市土佐山桑尾１８４２番地２
     088-895-2636  (088-895-2636)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98011 939.9 お日さまクリニック 〒780-0082 （ニコ）第138号           平成29年 7月 1日
     市医939 高知市南川添２３番７号
     088-855-7233  (088-855-7221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99011 846.6 アズマ耳鼻咽喉科・ア〒780-0901 （ニコ）第139号           平成29年 7月 1日
     市医846 レルギー科 高知市上町２丁目２－１６
     088-825-0707  (088-825-0717)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100011 670.0 医療法人　島本慈愛会〒780-0841 療養       139（ニコ）第140号           平成29年 9月 1日
     市医670 　島本病院 高知市帯屋町２丁目６－３
     088-873-6131  (088-802-3613)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 ニコチン依存症管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     13

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  101011 949.8 島崎クリニック 〒780-8010 （ニコ）第141号           平成29年 9月 1日
     市医949 高知市桟橋通二丁目１２番５号
     088-833-3344  (088-833-3345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102091 053.2 高知県立幡多けんみん〒788-0785 一般       324（ニコ）第142号           平成29年11月 1日
     宿医53 病院 宿毛市山奈町芳奈３－１ 一般（感染）
     0880-66-2222  (0880-66-2111)              3
     結核        28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  103041 108.5 あけぼのクリニック 〒783-0092 （ニコ）第143号           平成30年 5月 1日
     南医108 南国市田村乙１９９２番地１
     088-878-6611  (088-878-6612)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104041 114.3 脳外科・内科　高知東〒783-0006 （ニコ）第144号           平成30年 5月 1日
     南医114 クリニック 南国市篠原１６１番４
     088-821-6600  (088-821-6601)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105051 030.8 医療法人　広正会　井〒781-1101 一般        48（ニコ）第145号           平成30年 6月 1日
     佐医30 上病院 土佐市高岡町甲２０４４ 療養        60
     088-852-2131  (088-852-2133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 4日     14

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 610.6 医療法人　幸瑛会　藤〒780-8062 一般        14（支援診２）第7号         平成28年 8月 1日
     市医610 井クリニック 高知市朝倉乙９８８
     088-844-7070  (088-844-5538)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2101 006.8 医療法人　香美会　か〒781-5331 一般    （支援診２）第10号        平成29年 4月 1日
     香南医6 がみ診療所 香南市香我美町岸本３２８番地１療養    
     ７４
     0887-54-5678  (0887-54-5679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 869.8 みなみの風診療所 〒780-0061 （支援診２）第11号        平成28年 8月 1日
     市医869 高知市栄田町三丁目７番１号
     088-826-3730  (088-826-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4061 058.7 須崎医療クリニック 〒785-0030 （支援診２）第16号        平成28年 4月 1日
     須医58 須崎市多ノ郷甲５７４８－１
     0889-43-1001  (0889-43-1007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 898.7 かもだの診療所 〒780-8052 （支援診２）第17号        平成28年 8月 1日
     市医898 高知市鴨部２丁目１番１６号
     088-843-3215  (088-843-3216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6051 042.3 伊与木クリニック 〒781-1105 （支援診２）第21号        平成28年 4月 1日
     佐医42 土佐市蓮池１２２７－５
     088-828-5222  (088-828-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 864.9 医療法人財団千葉健愛〒780-8019 （支援診２）第22号        平成28年 8月 1日
     市医864 会　あおぞら診療所高高知市北竹島町５番１０号
     知潮江 088-831-7670  (088-831-7680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011 915.9 朝倉医療クリニック 〒780-8063 （支援診２）第24号        平成28年 4月 1日
     市医915 高知市朝倉丙５３４－１　
     088-856-6001  (088-856-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 917.5 高知いちょう医院 〒780-0921 一般        19（支援診２）第28号        平成28年 8月 1日
     市医917 高知市井口町１１番地
     088-875-8105  (088-822-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011 640.3 福田心臓・消化器内科〒780-0023 一般        19（支援診２）第29号        平成28年 4月 1日
     市医640 高知市東秦泉寺６７－１
     088-822-1122  (088-822-1149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011 930.8 こうち在宅医療クリニ〒780-0901 （支援診２）第31号        平成28年 4月 1日
     市医930 ック 高知市上町２丁目４－１７
     088-826-2777  (088-826-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第９」の１の(２)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 4日     15

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12011 544.7 高知医療生活協同組合〒780-8027 （支援診２）第32号        平成28年 8月 1日
     市医544 　潮江診療所 高知市高見町３６３
     088-833-9511  (088-833-9609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 4日     16

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 556.1 医療法人　恕泉会　内〒780-0952 一般        19（支援診３）第7号         平成28年 4月 1日
     市医556 田脳神経外科 高知市塚ノ原３７
     088-843-1002  (088-843-1440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2091 050.8 医療法人　真誠会　田〒788-0011 （支援診３）第10号        平成29年 4月 1日
     宿医50 村内科クリニック 宿毛市宿毛字鷺州５３６１－７
     0880-63-1668  (0880-63-3901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3101 014.2 医療法人レザレクト　〒781-5232 （支援診３）第11号        平成28年 4月 1日
     香南医14 藤川クリニック 香南市野市町西野２１９２－２
     0887-56-2211  (0887-56-2734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4101 021.7 寺田内科 〒781-5601 一般        19（支援診３）第13号        平成28年 4月 1日
     香南医21 香南市夜須町坪井２３－１
     0887-55-5100  (0887-55-5163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5091 046.6 医療法人　薫会　奥谷〒788-0010 （支援診３）第17号        平成29年 4月 1日
     宿医46 整形外科 宿毛市駅前町２丁目７０３番地
     0880-63-1202  (0880-63-1205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6051 033.2 医療法人桔梗ケ丘会　〒781-1101 一般        19（支援診３）第18号        平成29年 4月 1日
     佐医33 橋本外科胃腸科内科 土佐市高岡町甲７５０－１
     088-852-5522  (088-852-5503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7101 002.7 赤岡医院 〒781-5310 （支援診３）第19号        平成29年 4月 1日
     香南医2 香南市赤岡町５６９
     0887-55-2030  (0887-55-3443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011 806.0 なかやまクリニック内〒781-5106 （支援診３）第20号        平成29年 4月 1日
     市医806 科・循環器科 高知市介良乙１０４９番地　高知
     東メディカルスクェア３Ｆ
     088-878-7007  (088-878-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9091 052.4 いなげ胃腸科内科 〒788-0012 （支援診３）第21号        平成29年 4月 1日
     宿医52 宿毛市高砂３３－１７
     0880-62-1113  (0880-62-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011 804.5 ながの内科クリニック〒780-8004 （支援診３）第35号        平成28年 7月 1日
     市医804 高知市新田町１４－３１
     088-837-1233  (088-831-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11111 030.6 前田メディカルクリニ〒781-4212 一般        19（支援診３）第37号        平成29年 4月 1日
     香美医30 ック 香美市香北町美良布１５１６－３
     0887-57-3811  (0887-59-2003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 4日     17

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   12011 863.1 医療法人　仁井田　森〒781-0112 （支援診３）第48号        平成21年 3月 1日
     市医863 田内科クリニック 高知市仁井田６８３－８
     088-847-4888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   13231 027.7 医療法人　田井医院　〒781-3521 一般        19（支援診３）第53号        平成29年 4月 1日
     土医27 田井医院 土佐郡土佐町田井１４５７
     0887-82-0005  (0887-82-2767)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14101 025.8 医療法人　みどり会　〒781-5206 （支援診３）第57号        平成29年 4月 1日
     香南医25 鈴木内科 香南市野市町みどり野１丁目６４
     0887-55-3030  (0887-54-4122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15201 088.5 芸西オルソクリニック〒781-5701 一般         6（支援診３）第60号        平成29年 4月 1日
     安医88 安芸郡芸西村和食甲１４９５－１
     0887-33-3503  (0887-33-3504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16021 027.1 三宅医院 〒781-6832 一般         3（支援診３）第69号        平成29年 4月 1日
     室医27 室戸市吉良川町甲２３００
     0887-25-3135  (0887-25-3172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011 796.3 たむら内科クリニック〒780-8072 （支援診３）第70号        平成29年 4月 1日
     市医796 高知市曙町１丁目１－２０
     088-850-0008  (088-850-0018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18021 041.2 医療法人　裕香会　松〒781-6832 （支援診３）第71号        平成29年 4月 1日
     室医41 本医院 室戸市吉良川町甲２２６３
     0887-25-3455  (0887-25-3486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011 932.4 帯屋町ハートクリニッ〒780-0841 （支援診３）第73号        平成29年 4月 1日
     市医932 ク 高知市帯屋町２丁目２番９号　帯
     屋町ＣＥＮＴＲＯ２階２－２号室
     088-875-4976  (088-875-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20031 039.4 医療法人博仁会　尾木〒784-0004 一般    （支援診３）第74号        平成29年 4月 1日
     芸医39 医院 安芸市本町３丁目１０－３０
     0887-34-3155  (0887-34-3156)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21111 031.4 さくら香美クリニック〒782-0047 （支援診３）第75号        平成29年 4月 1日
     香美医31 香美市土佐山田町１１７－１３
     0887-53-2255  (0887-53-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22251 165.0 岡本内科 〒781-1301 一般        19（支援診３）第76号        平成28年 4月 1日
     高医165 高岡郡越知町越知甲１６７８
     0889-26-1121  (0889-26-1125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第９」の１の(３)に規定する在宅療養支援診療所　医科］ 平成30年 6月 4日     18

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   23011 569.4 医療法人　松仁会　松〒780-0064 一般        19（支援診３）第77号        平成28年 8月 1日
     市医569 岡胃腸科内科 高知市和泉町３－２５
     088-825-3325  (088-825-3376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   24011 920.9 原脳神経外科 〒780-0044 （支援診３）第78号        平成29年 6月 1日
     市医920 高知市中水道８番１号
     088-824-8181  (088-824-8287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25201 085.1 寿美医院 〒781-7411 （支援診３）第79号        平成29年 8月 1日
     安医85 安芸郡東洋町甲浦５４２
     0887-29-2824  (0887-29-2834)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26011 953.0 ひまわり在宅クリニッ〒780-0863 （支援診３）第80号        平成30年 4月 1日
     市医953 ク 高知市与力町１２－１０シャトレ
     片町　１Ｆ
     088-802-7000  (088-802-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第14の２」の１の(２)に規定する在宅療養支援病院　医科］ 平成30年 6月 4日     19

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 488.7 高知医療生活協同組合〒780-0963 一般       114（支援病２）第1号         平成27年 4月 1日
     市医488 　高知生協病院 高知市口細山２０６－９
     088-840-0123  (088-844-4438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2041 063.2 医療法人地塩会　南国〒783-0011 一般        45（支援病２）第4号         平成26年10月 1日
     南医63 中央病院 南国市後免町３丁目１－２７ 療養        54
     088-864-0001  (088-864-0332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 270.9 医療法人　久会　図南〒780-0806 一般       128（支援病２）第5号         平成26年10月 1日
     市医270 病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 療養        55
     088-882-3126  (088-882-3128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第14の２」の１の(３)に規定する在宅療養支援病院　医科］ 平成30年 6月 4日     20

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（支援病３）第2号         平成22年 4月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34
     0880-22-1111  (0880-22-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011 226.1 医療法人　山口会　高〒781-8121 一般        42（支援病３）第3号         平成22年 4月 1日
     市医226 知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０
     088-882-6205  (088-883-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3061 046.2 医療法人五月会　須崎〒785-0036 一般       118（支援病３）第7号         平成26年 4月 1日
     須医46 くろしお病院 須崎市緑町４番３０号 療養        42
     0889-43-2121  (0889-42-1582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011 106.5 医療法人　平田会　平〒780-0870 一般        20（支援病３）第9号         平成26年 5月 1日
     市医106 田病院 高知市本町５丁目４－２３ 療養        48
     088-875-6221  (088-871-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5241 071.3 いの病院 〒781-2110 一般        40（支援病３）第11号        平成26年 9月 1日
     吾医71 吾川郡いの町３８６４－１ 療養        18
     088-893-0047  (088-893-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011 639.5 医療法人　仁栄会　島〒780-0066 一般        69（支援病３）第12号        平成26年10月 1日
     市医639 津病院 高知市比島町４丁目６－２２
     088-823-2285  (088-824-2363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7091 021.9 医療法人　長生会　大〒788-0001 一般        50（支援病３）第13号        平成26年10月 1日
     宿医21 井田病院 宿毛市中央８丁目３－６ 療養        43
     0880-63-2101  (0880-63-4792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8201 074.5 医療法人　臼井会　田〒781-6410 一般        84（支援病３）第14号        平成26年10月 1日
     安医74 野病院 安芸郡田野町１４１４番地１
     0887-38-7111  (0887-38-5568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 223.8 医療法人　川村会　川〒780-0901 一般        32（支援病３）第15号        平成26年10月 1日
     市医223 村病院 高知市上町５丁目６－２０ 療養        45
     088-823-7433  (088-823-7515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10091 041.7 医療法人互生会　筒井〒788-0783 療養        56（支援病３）第16号        平成27年 6月 1日
     宿医41 病院 宿毛市平田町戸内１８０２
     0880-66-0013  (0880-66-0078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011 936.5 近森オルソリハビリテ〒780-0056 一般        44（支援病３）第17号        平成28年 1月30日
     市医936 ーション病院 高知市北本町１丁目２番６号 療養        56
     088-822-5231  (088-820-1919)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011 081.0 医療法人　さくらの里〒780-0832 一般        60（支援病３）第18号        平成28年 4月 1日
     市医81 　だいいちリハビリテ高知市九反田２番１４号 療養       120
     ーション病院 088-882-0811  (088-882-6383)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 別添１の「第14の２」の１の(３)に規定する在宅療養支援病院　医科］ 平成30年 6月 4日     21

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13011 947.2 特定医療法人竹下会　〒780-0863 一般 （支援病３）第19号        平成29年 6月 1日
     市医947 竹下病院 高知市与力町３番８号 　　一般    76
     088-822-2371  (088-822-2375)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011 577.7 医療法人　山村会　山〒780-0934 療養        78（支援病３）第20号        平成29年11月 1日
     市医577 村病院 高知市下島町１１
     088-872-5038  (088-822-8912)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15041 077.2 医療法人浦松会　南国〒783-0091 療養        88（支援病３）第21号        平成30年 6月 1日
     南医77 厚生病院 南国市立田１１８０
     088-863-3030  (088-863-6183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     22

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1051 030.8 医療法人　広正会　井〒781-1101 一般        48（在医総管）第1号         平成18年 4月 1日
     佐医30 上病院 土佐市高岡町甲２０４４ 療養        60
     088-852-2131  (088-852-2133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2061 046.2 医療法人五月会　須崎〒785-0036 一般       118（在医総管）第2号         平成18年 4月 1日
     須医46 くろしお病院 須崎市緑町４番３０号 療養        42
     0889-43-2121  (0889-42-1582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3081 079.9 医療法人　聖真会　渭〒787-0331 一般        50（在医総管）第4号         平成18年 4月 1日
     清医79 南病院 土佐清水市越前町６－１ 療養        55
     0880-82-1151  (0880-82-0429)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4081 087.2 医療法人　たんぽぽ清〒787-0305 療養        54（在医総管）第5号         平成18年 4月 1日
     清医87 悠会　松谷病院 土佐清水市天神町１４番１８号
     0880-82-0001  (0880-82-0119)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5091 041.7 医療法人互生会　筒井〒788-0783 療養        56（在医総管）第6号         平成18年 4月 1日
     宿医41 病院 宿毛市平田町戸内１８０２
     0880-66-0013  (0880-66-0078)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6251 141.1 医療法人前田会　前田〒781-1301 一般        28（在医総管）第7号         平成18年 4月 1日
     高医141 病院 高岡郡越知町越知甲２１３３ 療養        32
     0889-26-1175  (0889-26-2603)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 544.7 高知医療生活協同組合〒780-8027 （在医総管）第9号         平成18年 4月 1日
     市医544 　潮江診療所 高知市高見町３６３
     088-833-9511  (088-833-9609)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011 559.5 依岡内科 〒781-0241 （在医総管）第10号        平成18年 4月 1日
     市医559 高知市横浜新町３丁目１１６
     088-841-1170  (088-841-1173)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 751.8 小谷放射線科・内科 〒780-0048 （在医総管）第16号        平成18年 4月 1日
     市医751 高知市吉田町２－８
     088-873-6111  (088-873-6112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10041 071.5 医療法人若草会　高田〒783-0005 （在医総管）第17号        平成24年10月 1日
     南医71 内科 南国市大埇乙１２５３－８
     088-863-3925  (088-863-3924)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11071 076.7 高知医療生活協同組合〒787-0019 （在医総管）第19号        平成18年 4月 1日
     四万医76 　四万十診療所 四万十市具同２８８２番地１
     0880-37-6920  (0880-37-6921)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12111 016.5 医療法人南水会　楠瀬〒782-0051 （在医総管）第22号        平成18年 4月 1日
     香美医16 医院 香美市土佐山田町楠目１００
     0887-53-4922  (0887-53-4988)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     23

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13241 082.0 天王診療所 〒781-2122 （在医総管）第24号        平成18年 4月 1日
     吾医82 吾川郡いの町天王北３丁目４－１
     088-891-6678  (088-891-6687)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14241 085.3 西村整形外科医院 〒781-2110 一般        19（在医総管）第25号        平成18年 4月 1日
     吾医85 吾川郡いの町２５６
     088-893-2455  (088-893-0553)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15251 172.6 クリニック土佐久礼 〒789-1301 （在医総管）第26号        平成18年 4月 1日
     高医172 高岡郡中土佐町久礼６７２８－１
     0889-52-2800  (0889-52-2802)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16251 179.1 四万十町国民健康保険〒786-0301 一般        13（在医総管）第29号        平成18年 4月 1日
     高医179 大正診療所 高岡郡四万十町大正４５９番地１療養         6
     0880-27-0210  (0880-27-0288)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17011 223.8 医療法人　川村会　川〒780-0901 一般        32（在医総管）第31号        平成18年 4月 1日
     市医223 村病院 高知市上町５丁目６－２０ 療養        45
     088-823-7433  (088-823-7515)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18011 226.1 医療法人　山口会　高〒781-8121 一般        42（在医総管）第32号        平成18年 4月 1日
     市医226 知厚生病院 高知市葛島１丁目９－５０
     088-882-6205  (088-883-1655)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19011 266.7 医療法人　緑風会　海〒781-0112 一般        76（在医総管）第33号        平成18年 4月 1日
     市医266 里マリン病院 高知市仁井田１６１７－５
     088-847-0101  (088-847-0252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20011 270.9 医療法人　久会　図南〒780-0806 一般       128（在医総管）第34号        平成18年 4月 1日
     市医270 病院 高知市知寄町１丁目５－１５ 療養        55
     088-882-3126  (088-882-3128)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21111 013.2 医療法人　健仁会　小〒782-0035 （在医総管）第35号        平成18年 4月 1日
     香美医13 松内科 香美市土佐山田町百石町１丁目７
     －８
     0887-52-1151  (0887-52-3155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22011 556.1 医療法人　恕泉会　内〒780-0952 一般        19（在医総管）第37号        平成18年 4月 1日
     市医556 田脳神経外科 高知市塚ノ原３７
     088-843-1002  (088-843-1440)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23051 024.1 松岡内科 〒781-1101 （在医総管）第41号        平成18年 4月 1日
     佐医24 土佐市高岡町甲２１５８－２
     088-852-4403  (088-852-4403)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     24

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   24081 094.8 医療法人　次田会　足〒787-0303 療養        60（在医総管）第42号        平成18年 4月 1日
     清医94 摺病院 土佐清水市旭町１８－７１
     0880-82-1275  (0880-82-5585)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25091 050.8 医療法人　真誠会　田〒788-0011 （在医総管）第43号        平成18年 4月 1日
     宿医50 村内科クリニック 宿毛市宿毛字鷺州５３６１－７
     0880-63-1668  (0880-63-3901)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26101 014.2 医療法人レザレクト　〒781-5232 （在医総管）第44号        平成18年 4月 1日
     香南医14 藤川クリニック 香南市野市町西野２１９２－２
     0887-56-2211  (0887-56-2734)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27101 021.7 寺田内科 〒781-5601 一般        19（在医総管）第46号        平成18年 4月 1日
     香南医21 香南市夜須町坪井２３－１
     0887-55-5100  (0887-55-5163)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28221 001.4 本山町立国保嶺北中央〒781-3601 一般        55（在医総管）第48号        平成18年 4月 1日
     長医1 病院 長岡郡本山町本山６２０ 療養        44
     0887-76-2450  (0887-76-2453)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29051 042.3 伊与木クリニック 〒781-1105 （在医総管）第49号        平成18年 4月 1日
     佐医42 土佐市蓮池１２２７－５
     088-828-5222  (088-828-5223)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30021 027.1 三宅医院 〒781-6832 一般         3（在医総管）第51号        平成18年 4月 1日
     室医27 室戸市吉良川町甲２３００
     0887-25-3135  (0887-25-3172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31051 038.1 田所内科 〒781-1101 （在医総管）第52号        平成18年 4月 1日
     佐医38 土佐市高岡町甲２０１８－２
     088-852-0036  (088-852-0195)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32091 046.6 医療法人　薫会　奥谷〒788-0010 （在医総管）第53号        平成18年 4月 1日
     宿医46 整形外科 宿毛市駅前町２丁目７０３番地
     0880-63-1202  (0880-63-1205)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33051 033.2 医療法人桔梗ケ丘会　〒781-1101 一般        19（在医総管）第54号        平成18年 4月 1日
     佐医33 橋本外科胃腸科内科 土佐市高岡町甲７５０－１
     088-852-5522  (088-852-5503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34101 002.7 赤岡医院 〒781-5310 （在医総管）第55号        平成18年 4月 1日
     香南医2 香南市赤岡町５６９
     0887-55-2030  (0887-55-3443)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   35241 099.4 仁淀川町国民健康保険〒781-1501 （在医総管）第56号        平成18年 4月 1日
     (243 528.6) 大崎診療所 吾川郡仁淀川町大崎３００番地
     吾医99 0889-35-0211  (0889-35-0008)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     25

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   36011 806.0 なかやまクリニック内〒781-5106 （在医総管）第57号        平成18年 4月 1日
     市医806 科・循環器科 高知市介良乙１０４９番地　高知
     東メディカルスクェア３Ｆ
     088-878-7007  (088-878-7172)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37101 012.6 医療法人　公世会　野〒781-5213 一般        91（在医総管）第58号        平成18年 5月 1日
     香南医12 市中央病院 香南市野市町東野５５５番地１８療養        80
     0887-55-1101  (0887-55-0177)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38011 693.2 潮見台診療所 〒781-5108 （在医総管）第59号        平成18年 5月 1日
     市医693 高知市潮見台３－１３１
     088-860-1593  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39011 732.8 藤田クリニック 〒780-0935 （在医総管）第61号        平成18年 4月 1日
     市医732 高知市旭町２丁目２３－３５
     088-820-6001  (088-824-5238)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40101 006.8 医療法人　香美会　か〒781-5331 一般    （在医総管）第62号        平成18年 4月 1日
     香南医6 がみ診療所 香南市香我美町岸本３２８番地１療養    
     ７４
     0887-54-5678  (0887-54-5679)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41011 652.8 医療法人　世良会　瀬〒780-0051 （在医総管）第64号        平成18年 6月 1日
     市医652 戸内科 高知市愛宕町２丁目２２番３号
     088-873-1794  (088-873-1857)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42091 052.4 いなげ胃腸科内科 〒788-0012 （在医総管）第65号        平成18年 4月 1日
     宿医52 宿毛市高砂３３－１７
     0880-62-1113  (0880-62-1112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43241 100.0 いの町立国民健康保険〒781-2401 （在医総管）第66号        平成18年 6月 1日
     吾医100 仁淀病院附属吾北診療吾川郡いの町上八川甲１９５３－
     所 １
     088-867-2400  (088-867-3333)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44111 006.6 医療法人　祥和会　坂〒782-0031 一般        19（在医総管）第67号        平成18年 6月 1日
     香美医6 本内科 香美市土佐山田町東本町４丁目１
     －３８
     0887-53-2417  (0887-53-2617)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45011 725.2 塩見クリニック 〒780-8023 （在医総管）第68号        平成18年 7月 1日
     市医725 高知市六泉寺町８７－５
     088-805-0002  (088-805-0003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   46011 610.6 医療法人　幸瑛会　藤〒780-8062 一般        14（在医総管）第72号        平成18年 8月 1日
     市医610 井クリニック 高知市朝倉乙９８８
     088-844-7070  (088-844-5538)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     26

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   47061 058.7 須崎医療クリニック 〒785-0030 （在医総管）第73号        平成18年 9月 1日
     須医58 須崎市多ノ郷甲５７４８－１
     0889-43-1001  (0889-43-1007)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48011 804.5 ながの内科クリニック〒780-8004 （在医総管）第79号        平成19年 2月 1日
     市医804 高知市新田町１４－３１
     088-837-1233  (088-831-3300)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   49251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（在医総管）第80号        平成19年 4月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34
     0880-22-1111  (0880-22-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   50041 089.7 川本内科クリニック 〒783-0002 （在医総管）第82号        平成19年 6月 1日
     南医89 南国市駅前町３丁目２－２４
     088-864-2543  (088-864-2544)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   51241 083.8 医療法人　岡本会　さ〒781-2136 療養       102（在医総管）第83号        平成19年 6月 1日
     吾医83 くら病院 吾川郡いの町鹿敷１６２
     088-893-5111  (088-893-0005)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   52241 084.6 柳瀬診療所 〒781-2144 （在医総管）第84号        平成19年 6月 1日
     吾医84 吾川郡いの町柳瀬本村８９２
     088-897-0311  (088-897-0312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   53241 087.9 日比原診療所 〒781-2512 （在医総管）第85号        平成19年 6月 1日
     吾医87 吾川郡いの町清水下分１０８９－
     ２
     088-867-2620  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   54241 066.3 医療法人　岡本会　高〒781-2321 （在医総管）第86号        平成19年 6月 1日
     吾医66 岩診療所 吾川郡いの町小川東津賀才８５
     088-867-2518  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   55071 106.2 医療法人　鬨の会　大〒787-0050 （在医総管）第90号        平成19年 9月 1日
     四万医106 野内科 四万十市渡川１丁目１番３号
     0880-37-5281  (0880-37-1478)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   56111 030.6 前田メディカルクリニ〒781-4212 一般        19（在医総管）第91号        平成19年 9月 1日
     香美医30 ック 香美市香北町美良布１５１６－３
     0887-57-3811  (0887-59-2003)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   57011 141.2 医療法人　高潮会　潮〒780-8001 一般        32（在医総管）第92号        平成19年10月 1日
     市医141 江高橋病院 高知市土居町９－１８ 療養        48
     088-833-2700  (088-832-7646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     27

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   58011 101.6 医療法人　高田会　高〒780-0824 一般       144（在医総管）第94号        平成19年11月 1日
     市医101 知記念病院 高知市城見町４の１３ 療養        30
     088-883-4377  (088-882-6261)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   59011 257.6 高知医療生活協同組合〒780-0943 一般    （在医総管）第95号        平成19年12月 1日
     市医257 　旭診療所 高知市旭上町３２番地
     088-844-0809  (088-844-0899)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   60251 165.0 岡本内科 〒781-1301 一般        19（在医総管）第96号        平成20年 1月 1日
     高医165 高岡郡越知町越知甲１６７８
     0889-26-1121  (0889-26-1125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   61011 796.3 たむら内科クリニック〒780-8072 （在医総管）第97号        平成20年 2月 1日
     市医796 高知市曙町１丁目１－２０
     088-850-0008  (088-850-0018)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   62051 040.7 ひろせ整形外科リハビ〒781-1105 （在医総管）第98号        平成20年 3月 1日
     佐医40 リテーションクリニッ土佐市蓮池１００４番地１
     ク 088-828-5052  (088-828-5053)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   63021 041.2 医療法人　裕香会　松〒781-6832 （在医総管）第100号       平成20年 4月 1日
     室医41 本医院 室戸市吉良川町甲２２６３
     0887-25-3455  (0887-25-3486)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   64251 152.8 梼原町立国民健康保険〒785-0612 一般        30（在医総管）第102号       平成20年 4月 1日
     高医152 梼原病院 高岡郡梼原町川西路２３２０－１
     0889-65-1151  (0889-65-1152)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   65241 097.8 医療法人　西村会　西〒781-1801 一般    （在医総管）第104号       平成20年 4月 1日
     吾医97 村医院 吾川郡仁淀川町森２５７７－３
     0889-32-1125  (0889-32-1477)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   66071 112.0 竹本病院 〒787-0015 一般        81（在医総管）第107号       平成20年10月 1日
     四万医112 四万十市右山１９７３番地２ 療養        50
     0880-35-4151  (0880-35-4155)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   67241 016.8 医療法人　光生会　森〒781-2110 療養        33（在医総管）第108号       平成20年11月 1日
     吾医16 木病院 吾川郡いの町３６７４
     088-893-0014  (088-893-5112)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   68011 700.5 絹川医院 〒780-8010 一般    （在医総管）第110号       平成21年 2月 1日
     市医700 高知市桟橋通１丁目７－１７
     088-833-5222  (088-833-5256)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   69201 085.1 寿美医院 〒781-7411 （在医総管）第111号       平成21年 2月 1日
     安医85 安芸郡東洋町甲浦５４２
     0887-29-2824  (0887-29-2834)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     28

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   70011 864.9 医療法人財団千葉健愛〒780-8019 （在医総管）第112号       平成21年 2月 1日
     市医864 会　あおぞら診療所高高知市北竹島町５番１０号
     知潮江 088-831-7670  (088-831-7680)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   71011 863.1 医療法人　仁井田　森〒781-0112 （在医総管）第113号       平成21年 3月 1日
     市医863 田内科クリニック 高知市仁井田６８３－８
     088-847-4888  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   72011 869.8 みなみの風診療所 〒780-0061 （在医総管）第115号       平成21年 6月 1日
     市医869 高知市栄田町三丁目７番１号
     088-826-3730  (088-826-3731)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   73201 074.5 医療法人　臼井会　田〒781-6410 一般        84（在医総管）第119号       平成22年 4月 1日
     安医74 野病院 安芸郡田野町１４１４番地１
     0887-38-7111  (0887-38-5568)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   74251 183.3 中土佐町立大野見診療〒789-1401 （在医総管）第120号       平成22年 6月 1日
     高医183 所 高岡郡中土佐町大野見吉野２３４
     番地
     0889-57-2127  (0889-57-2111)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   75041 063.2 医療法人地塩会　南国〒783-0011 一般        45（在医総管）第121号       平成22年 6月 1日
     南医63 中央病院 南国市後免町３丁目１－２７ 療養        54
     088-864-0001  (088-864-0332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   76101 025.8 医療法人　みどり会　〒781-5206 （在医総管）第123号       平成23年 5月 1日
     香南医25 鈴木内科 香南市野市町みどり野１丁目６４
     0887-55-3030  (0887-54-4122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   77031 032.9 医療法人　瑞風会　森〒784-0004 一般        40（在医総管）第124号       平成23年 9月 1日
     (033 476.2) 澤病院 安芸市本町２丁目１３－３２ 療養        32
     芸医32 0887-34-1155  (0887-34-1170)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   78241 075.4 医療法人　一心会　安〒781-1611 療養        51（在医総管）第125号       平成23年10月 1日
     吾医75 部病院 吾川郡仁淀川町岩丸１０２
     0889-34-2011  (0889-34-2495)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   79011 488.7 高知医療生活協同組合〒780-0963 一般       114（在医総管）第127号       平成24年 4月 1日
     市医488 　高知生協病院 高知市口細山２０６－９
     088-840-0123  (088-844-4438)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   80241 071.3 いの病院 〒781-2110 一般        40（在医総管）第129号       平成26年 9月 1日
     吾医71 吾川郡いの町３８６４－１ 療養        18
     088-893-0047  (088-893-1250)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     29

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   81011 668.4 医療法人　信言会　竹〒780-0931 一般    （在医総管）第131号       平成24年 6月 1日
     市医668 村循環器科内科 高知市玉水町８２
     088-872-1800  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   82011 898.7 かもだの診療所 〒780-8052 （在医総管）第133号       平成24年 9月 1日
     市医898 高知市鴨部２丁目１番１６号
     088-843-3215  (088-843-3216)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   83011 899.5 くすのせクリニック 〒780-0965 （在医総管）第134号       平成24年 9月 1日
     市医899 高知市福井町８１１－１
     088-872-2121  (088-872-2121)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   84011 897.9 よりみつ内科　消化器〒780-0034 （在医総管）第135号       平成24年 9月 3日
     市医897 内科 高知市三園町２２７番地
     088-824-3955  (088-821-4555)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   85011 569.4 医療法人　松仁会　松〒780-0064 一般        19（在医総管）第136号       平成24年 9月 1日
     市医569 岡胃腸科内科 高知市和泉町３－２５
     088-825-3325  (088-825-3376)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   86201 088.5 芸西オルソクリニック〒781-5701 一般         6（在医総管）第138号       平成24年12月 3日
     安医88 安芸郡芸西村和食甲１４９５－１
     0887-33-3503  (0887-33-3504)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   87011 640.3 福田心臓・消化器内科〒780-0023 一般        19（在医総管）第139号       平成25年 1月 1日
     市医640 高知市東秦泉寺６７－１
     088-822-1122  (088-822-1149)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   88101 017.5 さとう循環器消化器科〒781-5232 （在医総管）第141号       平成25年 1月 1日
     香南医17 香南市野市町西野５８７－１５
     0887-57-5311  (0887-57-5312)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   89101 029.0 山北内科リハビリクリ〒781-5453 （在医総管）第142号       平成25年 1月 1日
     香南医29 ニック 香南市香我美町山北１３０４番地
     １
     0887-54-2220  (0887-54-2269)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   90071 054.4 医療法人　島津会　幡〒787-0013 一般        45（在医総管）第143号       平成25年 4月 1日
     四万医54 多病院 四万十市右山天神町１０－１２
     0880-34-6211  (0880-35-3410)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   91011 639.5 医療法人　仁栄会　島〒780-0066 一般        69（在医総管）第144号       平成25年 4月 1日
     市医639 津病院 高知市比島町４丁目６－２２
     088-823-2285  (088-824-2363)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     30

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   92011 707.0 吉村神経内科リハビリ〒780-8015 （在医総管）第150号       平成25年 8月 1日
     市医707 クリニック 高知市百石町２丁目２番１号
     088-832-6431  (088-832-6432)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   93011 915.9 朝倉医療クリニック 〒780-8063 （在医総管）第151号       平成25年 8月 1日
     市医915 高知市朝倉丙５３４－１　
     088-856-6001  (088-856-6002)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   94011 917.5 高知いちょう医院 〒780-0921 一般        19（在医総管）第152号       平成25年10月 1日
     市医917 高知市井口町１１番地
     088-875-8105  (088-822-6667)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   95011 920.9 原脳神経外科 〒780-0044 （在医総管）第156号       平成26年 1月 1日
     市医920 高知市中水道８番１号
     088-824-8181  (088-824-8287)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   96011 106.5 医療法人　平田会　平〒780-0870 一般        20（在医総管）第158号       平成26年 6月 1日
     市医106 田病院 高知市本町５丁目４－２３ 療養        48
     088-875-6221  (088-871-3801)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   97051 046.4 杏クリニック 〒781-1103 （在医総管）第159号       平成26年 9月 1日
     佐医46 土佐市高岡町丙６４番地１
     088-856-6300  (088-856-6301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   98031 040.2 医療法人　章和会　安〒784-0042 （在医総管）第160号       平成26年11月 1日
     芸医40 芸クリニック 安芸市土居１９７６番地４
     0887-35-3575  (0887-35-7900)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   99091 021.9 医療法人　長生会　大〒788-0001 一般        50（在医総管）第161号       平成27年 4月 1日
     宿医21 井田病院 宿毛市中央８丁目３－６ 療養        43
     0880-63-2101  (0880-63-4792)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  100241 072.1 医療法人　波川会　田〒781-2128 （在医総管）第163号       平成27年 6月 1日
     吾医72 村カルディオクリニッ吾川郡いの町波川５６３
     ク 088-893-5712  (088-893-5713)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  101011 930.8 こうち在宅医療クリニ〒780-0901 （在医総管）第164号       平成27年 5月 1日
     市医930 ック 高知市上町２丁目４－１７
     088-826-2777  (088-826-2778)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  102011 932.4 帯屋町ハートクリニッ〒780-0841 （在医総管）第165号       平成27年 9月 1日
     市医932 ク 高知市帯屋町２丁目２番９号　帯
     屋町ＣＥＮＴＲＯ２階２－２号室
     088-875-4976  (088-875-4970)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     31

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  103011 934.0 近森リハビリテーショ〒780-0843 療養       180（在医総管）第167号       平成27年 8月29日
     市医934 ン病院 高知市廿代町２番２２号
     088-822-5231  (088-822-8456)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  104111 031.4 さくら香美クリニック〒782-0047 （在医総管）第169号       平成28年 3月10日
     香美医31 香美市土佐山田町１１７－１３
     0887-53-2255  (0887-53-2258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  105061 022.3 医療法人　須崎会　高〒785-0014 一般        40（在医総管）第170号       平成28年 4月 1日
     須医22 陵病院 須崎市横町１番２８号 療養       129
     0889-42-2485  (0889-40-0125)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  106011 081.0 医療法人　さくらの里〒780-0832 一般        60（在医総管）第171号       平成28年 4月 1日
     市医81 　だいいちリハビリテ高知市九反田２番１４号 療養       120
     ーション病院 088-882-0811  (088-882-6383)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  107041 111.9 領石蛍が丘クリニック〒783-0056 （在医総管）第172号       平成28年 4月 1日
     南医111 南国市領石１６－１
     088-862-1123  (088-862-1133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  108241 095.2 いの町立国民健康保険〒781-2193 一般        60（在医総管）第173号       平成28年 5月 1日
     吾医95 仁淀病院 吾川郡いの町１３６９ 療養        40
     088-893-1551  (088-893-0229)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  109011 856.5 医療法人　仁泉会　春〒781-0314 （在医総管）第174号       平成28年 5月 1日
     市医856 野うららかクリニック高知市春野町南ケ丘７丁目１６番
     088-848-0086  (088-848-0087)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  110011 939.9 お日さまクリニック 〒780-0082 （在医総管）第175号       平成28年 9月20日
     市医939 高知市南川添２３番７号
     088-855-7233  (088-855-7221)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  111011 103.2 誠内科 〒781-0112 （在医総管）第176号       平成29年 4月 1日
     市医103 高知市仁井田新築４３５０－２
     088-847-6000  (088-847-6343)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  112011 942.3 さいわい町幸せクリニ〒780-0045 （在医総管）第177号       平成29年 2月 1日
     市医942 ック 高知市幸町６－１
     088-873-5503  (088-873-5503)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  113011 949.8 島崎クリニック 〒780-8010 （在医総管）第178号       平成29年 9月 1日
     市医949 高知市桟橋通二丁目１２番５号
     088-833-3344  (088-833-3345)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  114011 861.5 みなみが丘ポラリスク〒781-0314 （在医総管）第179号       平成29年10月 1日
     市医861 リニック 高知市春野町南ケ丘１丁目４－１
     088-841-3880  



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料　医科］ 平成30年 6月 4日     32

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

  115041 077.2 医療法人浦松会　南国〒783-0091 療養        88（在医総管）第180号       平成29年11月 1日
     南医77 厚生病院 南国市立田１１８０
     088-863-3030  (088-863-6183)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  116061 059.5 高知医療生活協同組合〒785-0005 （在医総管）第181号       平成30年 4月 1日
     須医59 　すさき診療所 須崎市東古市町３－４
     0889-40-0566  (0889-40-0826)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  117011 953.0 ひまわり在宅クリニッ〒780-0863 （在医総管）第182号       平成30年 4月 1日
     市医953 ク 高知市与力町１２－１０シャトレ
     片町　１Ｆ
     088-802-7000  (088-802-7001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  118111 032.2 間﨑医院 〒781-4236 一般        13（在医総管）第183号       平成30年 4月 1日
     香美医32 香美市香北町永野１９７９番地 療養         6
     0887-59-2202  (0887-59-3789)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  119011 946.4 山下脳神経外科 〒780-0942 （在医総管）第184号       平成30年 5月 1日
     市医946 高知市南元町３丁目１３番地
     088-825-2060  (088-825-3360)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 4日     33

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

    1011 084.4 医療法人　旦龍会　町〒780-0935 一般        60（コン１）第2号           平成28年 4月 1日
     市医84 田病院 高知市旭町１丁目１０４番地
     088-872-0164  (088-872-3336)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2011 141.2 医療法人　高潮会　潮〒780-8001 一般        32（コン１）第3号           平成28年 4月 1日
     市医141 江高橋病院 高知市土居町９－１８ 療養        48
     088-833-2700  (088-832-7646)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    3011 266.7 医療法人　緑風会　海〒781-0112 一般        76（コン１）第4号           平成29年 4月 1日
     市医266 里マリン病院 高知市仁井田１６１７－５
     088-847-0101  (088-847-0252)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    4011 496.0 森眼科 〒780-0843 （コン１）第8号           平成28年 4月 1日
     市医496 高知市廿代町１－２１
     088-875-7355  (088-875-7369)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    5011 540.5 石丸眼科 〒780-0870 （コン１）第9号           平成29年 4月 1日
     市医540 高知市本町２丁目５－２０
     088-822-8582  (088-875-7332)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    6011 624.7 医療法人　みつる会　〒780-8065 一般        46（コン１）第10号          平成29年 4月 1日
     市医624 高知脳神経外科病院 高知市朝倉戊７６７－５
     088-840-3535  (088-840-3615)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    7011 641.1 医療法人　野田眼科　〒781-0250 （コン１）第11号          平成28年 4月 1日
     市医641 野田眼科 高知市瀬戸１丁目６－４０
     088-841-2147  (088-841-2147)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    8011 650.2 医療法人　順光会　高〒781-8122 一般         6（コン１）第12号          平成28年 4月 1日
     市医650 須ヒカリ眼科 高知市高須新町１丁目１４－１０
     088-882-5700  (088-882-2422)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    9011 651.0 医療法人　桜仁会　安〒780-0901 一般 （コン１）第13号          平成29年 4月 1日
     市医651 岡眼科 高知市上町２丁目２－９ 　　一般    17
     088-875-8459  (088-873-2664)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   10011 680.9 医療法人　治久会　も〒780-0952 一般        60（コン１）第14号          平成29年 4月 1日
     市医680 みのき病院 高知市塚ノ原６－１
     088-840-2222  (088-840-1001)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   11011 696.5 さかもと眼科 〒780-0051 （コン１）第15号          平成29年 4月 1日
     市医696 高知市愛宕町１丁目５－８
     088-873-1741  (088-824-0858)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   12011 701.3 医療法人　細木眼科 〒780-0804 （コン１）第16号          平成29年 4月 1日
     市医701 高知市日の出町１－１０
     088-885-4114  (088-885-4115)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 4日     34

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   13011 721.1 田内眼科 〒780-0056 一般         7（コン１）第17号          平成29年 4月 1日
     市医721 高知市北本町４丁目３－１２
     088-882-3332  (088-882-3757)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   14011 739.3 まさおか眼科 〒780-8018 （コン１）第18号          平成28年 4月 1日
     市医739 高知市竹島町１３－１　うしおえ
     メディカルビル・イーア２Ｆ
     088-805-0300  (088-805-0301)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   15011 791.4 こまつ眼科 〒781-5103 （コン１）第20号          平成28年 4月 1日
     市医791 高知市大津乙１０１８－１
     088-804-5588  (088-866-5353)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   16011 812.8 高知県・高知市病院企〒781-8555 一般       548（コン１）第21号          平成29年 4月 1日
     (013 732.2) 業団立高知医療センタ高知市池２１２５番地１ 一般（感染）
     市医812 ー 088-837-3000  (088-837-6724)              8
     結核        20
     精神        44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   17031 001.4 高知県立あき総合病院〒784-0027 一般       175（コン１）第22号          平成29年 4月 1日
     芸医1 安芸市宝永町３番３３号 結核         5
     0887-34-3111  (0887-34-2687) 精神        90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   18031 044.4 矢の丸眼科 〒784-0001 一般         4（コン１）第24号          平成29年 4月 1日
     芸医44 安芸市矢ノ丸３丁目２－１７
     0887-32-0810  (0887-32-0812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   19041 067.3 医療法人清流会　山本〒783-0002 （コン１）第25号          平成29年 4月 1日
     南医67 循環器内科・眼科 南国市駅前町３丁目１－４１
     088-864-2575  (088-864-4208)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   20051 001.9 土佐市立土佐市民病院〒781-1101 一般       150（コン１）第27号          平成28年 4月 1日
     佐医1 土佐市高岡町甲１８６７
     088-852-2151  (088-852-3549)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   21061 046.2 医療法人五月会　須崎〒785-0036 一般       118（コン１）第28号          平成29年 4月 1日
     須医46 くろしお病院 須崎市緑町４番３０号 療養        42
     0889-43-2121  (0889-42-1582)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   22061 056.1 医療法人　北川眼科　〒785-0036 （コン１）第29号          平成28年 4月 1日
     須医56 北川眼科 須崎市緑町１－１
     0889-42-1000  (0889-42-3588)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   23071 071.8 山下眼科医院 〒787-0033 （コン１）第30号          平成29年 4月 1日
     四万医71 四万十市中村大橋通５丁目３５
     0880-34-0515  (0880-34-0525)



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 4日     35

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   24071 078.3 医療法人　善結会　こ〒787-0014 一般         7（コン１）第31号          平成28年 4月 1日
     四万医78 じま眼科 四万十市駅前町９番２０号
     0880-34-0013  (0880-34-0023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   25081 079.9 医療法人　聖真会　渭〒787-0331 一般        50（コン１）第33号          平成28年 4月 1日
     清医79 南病院 土佐清水市越前町６－１ 療養        55
     0880-82-1151  (0880-82-0429)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   26091 040.9 伊与田眼科 〒788-0004 （コン１）第34号          平成29年 4月 1日
     宿医40 宿毛市長田町３丁目２２－２
     0880-63-0377  (0880-63-0382)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   27091 053.2 高知県立幡多けんみん〒788-0785 一般       324（コン１）第35号          平成29年 2月 1日
     宿医53 病院 宿毛市山奈町芳奈３－１ 一般（感染）
     0880-66-2222  (0880-66-2111)              3
     結核        28
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   28101 019.1 のいち眼科 〒781-5232 （コン１）第36号          平成29年 1月 1日
     香南医19 香南市野市町西野１９４５番地
     0887-57-8810  (0887-57-8812)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   29111 012.4 医療法人　土佐楠目会〒782-0035 一般        19（コン１）第37号          平成29年 4月 1日
     香美医12 　楠目循環器科内科眼香美市土佐山田町百石町１丁目１
     科 １－２１
     0887-52-0080  (0887-52-0071)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   30231 029.3 医療法人十全会　早明〒781-3521 療養       150（コン１）第38号          平成29年 4月 1日
     (233 319.2) 浦病院 土佐郡土佐町田井１３７２
     土医29 0887-82-0456  (0887-82-0459)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   31251 139.5 くぼかわ病院 〒786-0002 一般       138（コン１）第40号          平成29年 4月 1日
     高医139 高岡郡四万十町見付９０２－１ 療養        34
     0880-22-1111  (0880-22-1166)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   32801 001.2 独立行政法人国立病院〒780-8507 一般       402（コン１）第41号          平成29年 3月 1日
     (803 001.6) 機構高知病院 高知市朝倉西町１丁目２番２５号結核        22
     市医1 088-844-3111  (088-843-6385)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   33251 156.9 医療法人　和田眼科・〒789-1201 一般         2（コン１）第43号          平成28年 4月 1日
     高医156 皮膚科　わだ眼科・皮高岡郡佐川町甲１３５１－１
     膚科 0889-22-1162  (0889-22-1021)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   34051 030.8 医療法人　広正会　井〒781-1101 一般        48（コン１）第47号          平成28年 5月 1日
     佐医30 上病院 土佐市高岡町甲２０４４ 療養        60
     088-852-2131  (088-852-2133)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 4日     36

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   35011 834.2 大﨑眼科 〒780-8061 （コン１）第48号          平成29年 4月 1日
     市医834 高知市朝倉甲６０－１
     088-840-0231  (088-840-0258)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   36031 034.5 すぎもと眼科 〒784-0004 一般    （コン１）第49号          平成28年 4月 1日
     芸医34 安芸市本町２丁目４－３
     0887-35-2328  (0887-35-3038)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   37011 481.2 医療法人　悠仁会　高〒780-0051 療養        29（コン１）第51号          平成28年 4月 1日
     市医481 橋病院 高知市愛宕町３丁目９－２０
     088-822-1616  (088-822-3550)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   38011 423.4 医療法人　弘仁会　岡〒780-8040 一般        45（コン１）第54号          平成28年 4月 1日
     市医423 林病院 高知市神田５９８番地 療養        46
     088-832-8821  (088-832-8878)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   39011 844.1 さわだ耳鼻咽喉科・眼〒780-0965 （コン１）第55号          平成29年 4月 1日
     市医844 科 高知市福井町１７３４番地５
     088-825-1131  (088-825-1131)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   40041 101.0 まほろば眼科 〒783-0006 （コン１）第56号          平成28年 4月 1日
     南医101 南国市篠原１５３番地１
     088-855-6677  (088-855-6688)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   41051 043.1 土佐やまもと眼科 〒781-1102 （コン１）第57号          平成29年 3月 1日
     佐医43 土佐市高岡町乙５１番２
     088-854-0007  (088-854-0006)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   42241 105.9 やまおか眼科 〒781-2105 （コン１）第58号          平成28年 4月 1日
     吾医105 吾川郡いの町新町２０－１　
     088-893-5161  (088-893-5162)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   43091 064.9 高見眼科 〒788-0000 （コン１）第59号          平成28年 4月 1日
     宿医64 宿毛市宿毛５４９５番地１５
     0880-62-0880  (0880-62-0881)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   44041 107.7 ごめん林眼科 〒783-0031 （コン１）第60号          平成28年 4月 1日
     南医107 南国市下野田６０番１
     088-864-6500  (088-864-6501)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   45011 927.4 織田医院 〒780-0025 （コン１）第61号          平成28年 8月 1日
     市医927 高知市愛宕山１００
     088-822-7887  (088-803-7880)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



届出受理医療機関名簿（届出項目別）

 医療機関番号  医療機関名称 病床数 備 考

[                   現在        作成         頁

 算定開始年月日 受理番号項番

[高知県]

平成30年 6月 1日 コンタクトレンズ検査料１　医科］ 平成30年 6月 4日     37

   医療機関所在地

電話番号(ＦＡＸ番号)

   46011 935.7 さくら眼科 〒780-8083 （コン１）第62号          平成29年 4月 1日
     市医935 高知市鵜来巣１１－３８－１０あ
     さくらメディカルビル３階
     088-856-6070  (088-856-6072)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   47011 944.9 森本眼科内科 〒780-0817 （コン１）第63号          平成29年 1月 1日
     市医944 高知市中宝永町７－２１
     088-883-5382  (088-883-5668)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   48041 091.3 ＪＡ高知病院 〒783-8509 一般       178（コン１）第64号          平成29年 5月 1日
     南医91 南国市明見字中野５２６－１
     088-863-2181  (088-863-2186)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


