指定自立支援医療機関（精神通院）リスト
＜訪問看護＞
番号

名称

所在地

電話番号

愛媛県
R4.6.1現在
指定年月日

1

愛媛リハビリ訪問看護ステーション

松山市中野町甲366番地1

089-963-8271

平成28年9月1日

2

訪問看護ステーション３６５

松山市今在家1丁目11番7号

089-948-8790

平成29年3月1日

3

訪問看護ステーションうさぎの里

松山市祇園町13番6号

089-961-4184

平成29年3月1日

4

おらんじゅ訪問看護リハビリステーショ
ン

松山市山越五丁目8番6号

089-927-3739

平成29年7月1日

5

訪問看護ステーションてんこう

松山市南斎院町1338番地105

089-906-5583

平成29年10月1日

6

訪問看護ステーションまめ

松山市清水町二丁目21番地3 渡部マ
089-906-6084
ンション2階

平成29年12月1日

7

訪問看護オール２４

松山市松末一丁目2番1号

089-909-9324

平成30年1月1日

8

訪問看護ステーションみちくさ

松山市祝谷2丁目4番37号

089-989-5306

平成30年2月1日

9

ユアーズ・ケア訪問看護ステーション

松山市東方町甲1291番地1

089-960-8337

平成30年2月1日

10

訪問看護ステーション蒼空

松山市堀江町甲864番地100

089-989-6013

平成30年6月1日

11

訪問看護ステーションポラリス

松山市枝松5丁目6番48号第3井上ビル
089-961-1165
1階東号室

平成30年7月1日

12

ドリーム・サポート訪問看護ステーション 松山市南久米町549-1ＥＡＳＴⅡ3階北

13

もも訪問看護ステーション

14

訪問看護ステーションいまる

15

訪問看護ステーションアルク

松山市中村1丁目2番26-1号

089-906-3752

平成30年10月1日

16

訪問看護ステーションみさわ

松山市美沢一丁目10番38号

089-925-3846

平成30年10月1日

17

訪問看護ステーションまわりみち

松山市溝辺町甲659番地

089-916-5238

平成30年11月1日

18

訪問看護ステーションつなぐ

松山市北土居四丁目19番17号 タウン
089-916-7210
コート北土居B棟102号

平成30年12月1日

19

訪問看護ステーションすまいる訪問看
護

松山市空港通二丁目13番8号

089-989-7825

令和1年5月1日

20

訪問看護ステーション『ランタン』

松山市柳原739番地

089-995-8255

令和1年5月1日

21

訪問看護ステーションおひさま

松山市水泥町848-2

089-948-8781

令和1年6月1日

22

ダイヤサービス

松山市中村2丁目7-23

089-909-3345

令和1年9月1日

23

訪問看護ステーションたね

松山市松ノ木1丁目1番3号

089-909-6407

令和1年11月1日

24

あいある訪問看護ステーション

松山市桑原6丁目４番25号

089-933-1712

令和1年12月1日

25

おひさま訪問看護リハビリステーション

松山市小栗六丁目1番22号第2白石ビ
ル2階西

089-957-0130

令和2年2月1日

26

東松山訪問看護ステーション

松山市南土居町70番地4

089-975-7425

令和2年2月1日

27

訪問看護ステーションかがやき松山

松山市西石井6丁目12-27

089-909-3892

令和2年2月1日

28

カナ訪問看護リハビリステーション

松山市北井門二丁目3-12

089-909-9777

令和2年2月1日

29

訪問看護ステーションケアライン松山

松山市樽味四丁目12番18号

089-961-1351

令和2年4月1日

30

南江戸訪問看護ステーション

松山市南江戸6丁目5番31号

089-924-6998

令和2年5月1日

31

訪問看護ステーションかりん

松山市森松町107番地1

089-989-5530

令和2年5月1日

32

南高井訪問看護ステーション

松山市南高井町320-1

089-976-7778

令和2年6月1日

089-961-4646

松山市和泉北3丁目1番11号 LUMIELE
089-906-7811
和泉103号室
松山市東石井六丁目5番12号 グランド
089-968-2865
ハイム東石井102号室

平成30年7月1日
平成30年8月1日
平成30年9月1日

指定自立支援医療機関（精神通院）リスト
＜訪問看護＞
番号

名称

所在地
電話番号
松山市朝生田町4丁目2番4号 桂ビル
089-968-2305
103
松山市中村1丁目1-28 カーサヴィアン
089-986-3151
カ兼久203号

愛媛県
R4.6.1現在
指定年月日

33

訪問看護ステーションえん

34

訪問看護ステーション愛音

35

訪問看護ステーションおもや

松山市大橋町335番地

089-963-8620

令和2年11月1日

36

訪問看護ステーションほわいと

松山市中村3丁目1-9

089-913-0913

令和2年11月1日

37

医療型小規模多機能事業所里山どん
ぐり

松山市愛光町6番3号

089-989-8700

令和2年11月1日

38

訪問看護ステーション里山どんぐり

松山市愛光町6番3号

089-989-8700

令和2年11月1日

39

訪問看護オール24櫂

40

ツクイ松山訪問看護ステーション

41

訪問看護ステーション青い鳥

松山市大手町一丁目13番地12

089-948-4912

令和3年3月1日

42

訪問看護ステーションひなたぼっこ

松山市平井町甲3250番地5

089-993-6771

令和3年4月1日

43

訪問看護ステーションえひめ地球号！ 松山市石手四丁目10番44号

089-948-4136

令和3年4月1日

44

絆プラス訪問看護ステーション

松山市谷町63番地1

089-978-5640

令和3年6月1日

45

訪問看護ステーションデューン松山西

松山市余戸東1丁目11-37フェニックス
余戸テナント2階02号

089-909-6515

令和3年8月1日

46

訪問看護ステーションまごの手

松山市中村3丁目1番48号

089-946-0008

令和3年9月1日

47

訪問看護ステーションデューン松山

松山市道後町2丁目12-1ＣＩＴＹ＆ＦＲＯ
089-989-5201
ＮＴビル103

令和3年10月1日

48

ケアステーションあえる

松山市馬木町304番地6

089-994-6727

令和3年12月1日

49

訪問看護ステーション愛媛

松山市道後町2丁目11-14

089-923-6536

令和3年12月1日

50

訪問看護ステーションてとて

松山市来住町1057-1

089-975-7919

令和3年12月1日

51

訪問看護ステーションミネルワ

松山市高岡町302番地2

089-972-9770

令和3年12月1日

52

ベストケア訪問看護ステーション

松山市中村2丁目7番33号

089-911-3939

令和4年1月1日

53

まいぺーす

松山市古三津5丁目6-22

089-951-7223

令和4年2月1日

54

訪問看護ステーションすえひろ

松山市立花4丁目5-31メゾン寿103号

089-997-7516

令和4年2月1日

55

訪問看護ステーション安信

松山市山越2丁目10-11 グランシェル
101

089-989-5500

令和4年3月1日

56

訪問看護ステーションひかり

松山市空港通2丁目18番7号

089-989-7977

令和4年3月1日

57

訪問看護ステーションともの家

松山市溝辺町甲94

089-977-8502

令和4年5月1日

58

ひうち園老人訪問看護ステーション

今治市黄金町二丁目2番地5号

0898-25-8525

平成30年9月1日

59

訪問看護ステーションD&D

今治市南大門町1丁目6番地18 3階

0898-55-8016

令和3年5月17日

60

訪問看護リハビリステーションすてっぷ 今治市立花町三丁目2番35号

0898-35-5166

令和3年11月1日

61

正光会訪問看護ステーション

0895-22-7839

平成31年2月1日

0895-22-5616

令和4年2月2日

0895-27-3611

令和2年3月1日

0895-28-6810

令和2年5月1日

62
63
64

松山市土居田町56番地1 ハナミズキビ
089-993-7524
ル2階2号室
松山市湯渡町5番地40 グランドスタジ
089-998-8180
オⅤ101号室

宇和島市柿原1280番地

独立行政法人地域医療機能推進機構
宇和島市賀古町2丁目1番37号
宇和島病院附属訪問看護ステーション
指定訪問看護ステーションやすらぎの
宇和島市保田甲1932番地2
杜
訪問看護ステーションゆらり

宇和島市宮下甲853番地1

令和2年9月1日
令和2年10月1日

令和2年12月1日
令和2年12月1日

指定自立支援医療機関（精神通院）リスト
＜訪問看護＞
番号

名称

所在地

電話番号

愛媛県
R4.6.1現在
指定年月日

65

愛ほっと訪問看護ステーション

宇和島市新町1丁目1-14

0895-28-6566

令和2年8月1日

66

訪問看護ステーションゆずりは

宇和島市祝森甲3081番地1

0895-27-1874

令和3年5月1日

67

訪問看護ステーションひかり八幡浜事
業所

八幡浜市矢野町449-3森ビル第5

0894-35-6522

平成30年4月1日

68

八幡浜医師会訪問看護ステーション

八幡浜市広瀬一丁目7番17号

0894-24-7707

令和2年9月1日

69

合同会社訪問看護ステーションいまい

八幡浜市八代68番地1

0894-35-9090

令和3年2月1日

70

チヨダ訪問看護ステーション

八幡浜市1490番地2

0894-20-8866

令和4年4月1日

71

伴野訪問看護ステーション

新居浜市船木甲787番地2

0897-66-8118

平成29年5月1日

72

医療法人十全会訪問看護ステーション
新居浜市角野新田町1丁目1番28号
れんげの会

0897-43-5653

平成30年9月1日

73

訪問看護ステーション医師会

新居浜市庄内町4丁目7番54号

0897-33-4096

令和2年3月1日

74

訪問看護ステーションはぴねす

新居浜市若水町二丁目4番38号

0897-43-5500

令和3年12月1日

75

訪問看護ステーションひなた

0897-66-7336

令和4年4月1日

0897-65-3225

令和4年6月1日

0897-47-5136

令和1年9月1日

0898-52-7801

令和1年10月1日

76
77
78

新居浜市東田二丁目1385-1直野ビル2
階東
訪問看護ステーション メディカルレイズ 新居浜市高木町2番141号 アーバン
新居浜
コート高木
西条市明屋敷428-4 エトワール西条テ
訪問看護ステーションデューン西条
ナント1階103（東）号室
西条市小松町新屋敷甲3096番地40
訪問看護ステーション陽だまり
ジョイおれんじ1B

79

訪問看護ステーションゆるぎそう

西条市福武字蔵ノ尾甲162番地の1

0897-55-0626

令和2年9月1日

80

訪問看護ステーション和来さいじょう

西条市三津屋453-2 稲井ビル2F

0898-52-8390

令和4年2月1日

81

訪問看護ステーション にじいろ

西条市小松町新屋敷甲518番地4

080-7840-7733

令和4年4月1日

82

訪問看護ステーション仁～じん～

西条市周布212-7 2階

0898-55-8009

令和4年4月1日

83

訪問看護ステーションサスケ

四国中央市土居町津根3357-1

0896-74-0773

平成28年9月1日

84

訪問看護ステーションいしかわ

四国中央市上分町716番地2

0896-58-7377

平成28年11月1日

85

訪問看護ステーション四国中央

四国中央市豊岡町大町2462番地

0896-25-3625

平成29年4月1日

86

日本財団在宅看護センターしこく

四国中央市三島中央5丁目13-2 ユー
0896-77-5057
ズフラット地上1階テナント1号室

平成29年10月1日

87

訪問看護24

四国中央市土居町入野117番地1

0896-74-7907

平成30年7月1日

88

訪問看護ステーションちかい

四国中央市土居町土居2227番地32

0896-75-1530

令和2年5月1日

89

訪問看護ステーションにしおか

四国中央市三島金子二丁目7番22号

0896-24-3574

令和3年12月1日

90

ぐんちゅう絆訪問看護ステーション

伊予市米湊600番地1フォルテkido203
号

089-995-8918

平成28年11月1日

91

訪問看護ステーションいちば

伊予市市場甲419番地3

089-992-9909

令和2年8月1日

92

訪問看護ステーション重信

東温市北野田533番1

089-955-1210

令和3年5月1日

93

ツクイ東温訪問看護ステーション

東温市津川南五丁目2番地18

080-7110-4767

令和4年6月1日

94

久万高原町立訪問看護ステーションあ
上浮穴郡久万高原町久万71番地1
けぼの

0892-21-2668

令和2年7月1日

95

訪問看護ステーションくるみ

伊予郡松前町北黒田679-1

089-906-5722

令和1年12月1日

96

訪問看護ステーション菜の花

伊予郡松前町大字神崎578番地１

089-984-7087

令和2年6月1日

指定自立支援医療機関（精神通院）リスト
＜訪問看護＞
番号

名称

97

訪問看護ステーションいとさくら

98

訪問看護ステーションまさき

99

訪問看護リハステーションＣＯＲＥ

100

訪問看護ステーションとべ和合苑

101

所在地
伊予郡松前町大字北黒田405番地4

電話番号

愛媛県
R4.6.1現在
指定年月日

089-985-5560

令和2年10月1日

080-3110-0910

令和4年3月1日

089-909-3500

平成29年9月1日

伊予郡砥部町北川毛1412番3

089-962-7733

令和2年11月1日

訪問看護ステーション東宇和

西予市宇和町卯之町3丁目293番地

0894-69-1140

令和2年8月1日

102

希望の風訪問看護ステーション

北宇和郡鬼北町大字吉波455番地

0895-45-1210

平成31年4月1日

103

訪問看護ステーションアロハ

南宇和郡愛南町城辺甲2934番地

0895-74-0111

令和1年11月1日

伊予郡松前町大字筒井955-6 グレー
スハイツ松前Ⅱ102号
伊予郡砥部町高尾田866番地7ランド
コーポレーションビル101

