
法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

受付時間
8:30～
12:00

8:00～12:00
16:00～19:30

8:00～11:30
16:00～19:00

8:00～
11:30

9:00～
11:30

9:00～
11:30

16:30～
19:30

16:30～
19:00

その他休日

職種名

医師      ０　　名 ２ 　　名

訪問看護

『 　医療法人梅田アンドアソシエイツ　岩崎スマイルクリニック　』

事業所情報
医療法人梅田アンドアソシエイツ　岩崎スマイルクリニック

〒485-0011 小牧市岩崎一丁目９３番地

（０５６８）７１－１２００

8:00～12:00
16:00～19:30

FAX番号 （０５６８）７１－００５１

http://www.smlc.or.jp/iwasaki-top/index.html

iwasaki-smile@ma.ccnw.ne.jp

黒岩　厚夫

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 居宅療養管理指導

事業所内容

営業日

サービス
提供時間

9:00～12:009:00～12:00

16:30～19:30

0568-71-1200 0568-71-1200

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

居宅療養管理指導の利用に際しての注意事項

　特記なし

ゴールデンウィーク、年末年始の一部

（営業日…○、休業日…×）緊急時訪問看護の有無 無

常勤 非常勤
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ×

受付時間
8:30～
12:00

その他休日

職種名

看護職員

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

園畑　美代子 0568-79-2600 落合　勲 0568-79-2600

訪問看護の利用に際しての注意事項

　無し

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

  ３　　名       ３　　名

　無し

緊急時訪問看護の有無 無

常勤 非常勤

（営業日…○、休業日…×）

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 通所介護、居宅介護支援事業、居宅療養管理指導

事業所内容

営業日

8:30～12:00
17:00～20:00

8:30～12:00
サービス
提供時間

（０５６８）７９－２６００ FAX番号 （０５６８）７９－７６８７

i-ochiai@fuga.ocn.ne.jp

落　合　　　勲

訪問看護

『 　落合医院　』

事業所情報

医療法人　勲昇会

〒485-0822 小牧市大字上末４１４番地
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○

受付時間

その他休日

職種名

看護師

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

加藤　　敦 0568-79-7722 加藤　　敦 0568-79-7722

訪問看護の利用に際しての注意事項

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

  ２　　名      １　　名

緊急時訪問看護の有無 無

常勤 非常勤

（営業日…○、休業日…×）

事業所内容

営業日

加　藤　　敦

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 居宅療養管理指導

サービス
提供時間

（０５６８）７９－７７２２ FAX番号 （０５６８）７９－７７０３

訪問看護

『 　加藤内科こどもクリニック　』

事業所情報

〒485-0815 小牧市篠岡一丁目４６番地２
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ × ○ ○ ○ × ×

受付時間
9:00～
12:00

その他休日

職種名

看護師

事務　内藤 0568-72-1911 事務　内藤 0568-72-1911

受付　窓口 苦情　窓口

担　当　者 電話番号

有：医院へ連絡

担　当　者 電話番号

（営業日…○、休業日…×）

  ３　　名      ２　　名

居宅療養管理指導、訪問リハビリ

事業所内容

営業日

利　用　受　付 苦　情　受　付

サービス
提供時間

9:00～12:30

訪問看護の利用に際しての注意事項

　電話でのお問合せ後、距離・時間帯等を考慮し、判断します。

緊急時訪問看護の有無

（０５６８）７２－１９１１

常勤 非常勤

http://www.kitakuri.jp

kitakuri@tenor.ocn.ne.jp

船　橋　　益  夫

随　時

9:00～12:30

随時

同法人で行っている他の介護保険適用サービス

FAX番号 （０５６８）７５－７３８１

訪問看護

『 　北里クリニック　』

事業所情報

医療法人　喜光会　北里クリニック

〒485-0057 小牧市小木西三丁目５３番地
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法人名

住　所

電話番号

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

Eﾒｰﾙ

管理者

月 火 水 木 金 土 日 祝日

○ ○ ○ ○ ○ ○

受付時間
8:30～
12:00

8:30～
19:00

8:30～
12:00

9:00～
12:00

9:00～
12:00

その他休日

職種名

看護師

担　当　者 電話番号 担　当　者 電話番号

篠田　里美 0568-71-7711 森　雅典 0568-71-7711

訪問看護の利用に際しての注意事項

　受診（連絡）を

受付　窓口 苦情　窓口
利　用　受　付 苦　情　受　付

  ２　　名    ２　　名

緊急時訪問看護の有無 有

常勤 非常勤

（営業日…○、休業日…×）

同法人で行っている他の介護保険適用サービス 居宅療養管理指導

事業所内容

営業日

サービス
提供時間

8:30～19:00

9:00～19:00
9:00～
19:00

（０５６８）７１－７７１１ FAX番号 （０５６８）７１－７７５５

森　　　雅　典

訪問看護

『 　森クリニック　』

事業所情報

医療法人　信楽会　森クリニック

〒485-0016 小牧市大字間々原新田字今池５１番地
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