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※注意事項※ 

掲載されている情報の内容に関しては、各関連機関より 

ご協力いただいた情報に基づいて作成しており、順不同に 

て掲載させて頂いています。なお、掲載されている情報に 

ついては、予告なしに変更または削除する場合があります 

ので、ご了承ください。 



①佐藤病院
住所： 大分市桜ケ丘7番67号
電話番号：097-543-6332
診察時間：

WEB： https://www.sato-hsp.com/

②帆秋病院
住所： 大分市大字大分4227番地2
電話番号：097-535-7220
診察時間：8:30 11:00 13:00 16:00
WEB： http://www.hoaki.jp/

認知症専門医

PR：日本老年精神医学会 認定専門医１名、認知症診療医２名、認知
症サポート医１名、オレンジドクター５名在籍しています。認知症診
断のため、MRI、CT、脳波計を導入しています。公認心理師による心
理検査も施行できます。お気軽にご相談ください。

診療時間：平  9：00 12：00/13：00 17：00   認知症専 外来：毎週 曜 
※初めての方は事前に電話でご相談ください。

ＰＲ：認知症やそれに伴う徘徊や暴力などの症状等（BPSD）に対して専門的な治療の提案をさせていただいております。
お世話をされているご家族の方々の不安や疲れに寄り添い、各関係機関と連携し住み慣れた場所で安心した生活が続けられ
るようお手伝いさせていただいています。認知症専門医、認知症サポート医、オレンジドクターが在籍しています。
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①膳所胃腸肛門泌尿器病院
住所： 大分市金池町1丁目9番38号
電話番号：097-534-0035

WEB： https://www.zeze-hospi.org/

リハビリテーション 
認知の進行予防にはリハビリ対話が最も有効です

②井野辺府内クリニック
住所： 大分市府内町1丁目3番23号
電話番号：097-533-0255
営業時間：9：00 19：00
WEB： https://inobe.or.jp/funai/gairai.html

オレンジドクター

PR：地域住 の 々が、住み慣れたこの府内の地
域で安心して生活できるお手伝いをしていきま
す。気軽にご相談ください。

診療時間：8:30 18：00
     （土曜は17：00）

PR：当院はオレンジドクターとして地域の皆様と
共に、治療・相談を承っております。
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③ の 在宅クリニック
住所： 大分市上野町14-30
電話番号：050-3634-9194 WEB：
営業時間：午前９時 午後0時、午後２時 午後５時

Facebook：

オレンジドクター

PR：当院は在宅医療が主です。外来・相談等は不在の
時が多いので基本予約制となっておりますので、メー
ル、Faxで連絡（予約）くださいますようお願いしま
す。

http://tatsunoko-
homeclinic.com/index.html
http://www.facebook.com/tatsunokozaita
kuclinic
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①アーバンリブ金池
住所： 大分市要町3番7号
電話番号：097-540-6581
営業時間：9：00 18：00

②ウェルヴィラ府内
住所： 大分市府内町1丁目3番25号
電話番号：097-533-0107
WEB： https://www.inobe.or.jp/care/funai_nh.html

入所施設

PR：当施設は介護付有料老人ホーム(50床)です。
最近は認知症の方も多くなり、その予防や対策と
して“学習療法”や“音楽療法”を取り入れ入居者様
やご家族の皆様に喜んでいただいております。

PR：生活の質を損ねることなく、家族や地域の
人々、機関と協力して安心して自立した生活が続
けられるように支援しています。理学療法士や作
業療法士によるリハビリにも力をいれてます。
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③ 地域密着型特別養護老人ホーム風雅の里上野
住所： 大分市大字三芳288番地1
電話番号：097-535-8900
営業時間：8：30 17：30
WEB： http://www.fuga.or.jp/tokuyou.htm

④介護老人保健施設 ふない 
住所： 大分市府内1丁目3番23号
電話番号：097-533-5511
営業時間：8：30 17：30
WEB： http://www.inobe.or.jp/

入所施設

PR：大分市内で初めて開設した全個室ユニット型の特別養
護老人ホームです。居室には、トイレ、洗面、タンスを完備
しており入所者の個別ケアに取り組んでいます。施設からの
眺めもよく、ご入居者、ご家族様から喜ばれています。

PR：18床の小規模を生かし「アットホームな老健」を目指してい
ます。利用者ご本人、ご家族の声を聴きながら一人ひとりに合った
リハビリ、生活を一緒に考えていきます。お気軽にお電話お待ちし
ています。（要介護の方がご利用できます）
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⑤JR九州シニアライフサポート（株）SJR大分
住所： 大分市要町6-32

WEB： https://www.sjr-jr.co.jp/oita/

入所施設

電話番号：0120-3744-65
営業時間：9：00 18：00

PR：大分駅上野の森口より徒歩5分。安心で快適
なシニアライフを提案いたします。施設の生活空
間には天然温泉や趣味を活かせるスペースなど、
リラックスできる居心地を提供いたします。
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①ショートステイ 風雅
住所： 大分市大字三芳288番地1
電話番号：097-535-8900
営業時間：8：30 17：30
WEB： http://www.fuga.or.jp/tokuyou.htm

②介護老人保健施設 ふない 
住所： 大分市府内1丁目3番23号
電話番号：097-533-5511
営業時間：8：30 17：30
WEB： http://www.inobe.or.jp/

ショートステイ

PR：18床の小規模を生かし「アットホームな老健」を目指
しています。地域の皆様の声や、利用者ご本人、ご家族の声
を聴きながら一人ひとりの生活を一緒に考えていきます。お
気軽にお電話お待ちしています。（要支援の方からご利用で
きます）

PR：陽当りの良い居室（全室個室）とリビングです。各居
室にはタンス、テレビ、洗面所、ウォシュレット付トイレを
備えております。居室ではゆっくりと過ごして頂き、口腔体
操やレクリエーションにもご参加いただけます。
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①ほねつぎ介護デイサービス大分元町店
住所： 大分市大字大分4705
電話番号：097-544-7010
営業時間：9:00 18：00
WEB： https://www.honetsugi-kaigo.com/

②SJR大分デイサービス
住所： 大分市要町6-32
電話番号：097-573-6543
営業時間：8：30 17：30
WEB： https://www.sjr-jr.co.jp/oita/

デイサービス

PR：入浴・健康チェック・介護予防プログラム・レク
レーションなど、生活介助や心身機能の維持向上を目
的としています。ウォーターマッサージベットや最新
のリハビリ機器を活用して個別プログラムを提案いた
します。

PR：「あきらめなくていいんです！」と自信をもって
皆さんに案内できる、整骨院生れの全く新しいデイ
サービスです。利用者様が抱える体の痛みをどうやっ
て改善していくかということに、とことんこだわりま
す。
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③大分市老人デイサービスセンターさざんか
住所： 大分市金池南1丁目8番6号
電話番号：097-543-7171
営業時間：8：30 17：30
WEB： http://www.oita-syakyou.jp/

④事業所名 デイサービスセンサー風雅
住所： 大分市大字三芳288番地1
電話番号：097-535-8900
営業時間：8：00 17：00
WEB： http://www.oita-syakyou.jp/

デイサービス

PR：住み慣れた地域でいつまでも生活できるように、
日帰りで運動や脳活性等の活動を行いゆったりとした
雰囲気で心身の安定を図る取り組みを実施していま
す。
※無料体験あり（お気軽にご相談ください）

PR：ご利用される方々にとって「生きる喜び」とは何
かを大切にし、介護サービスを提供しています。ご入
浴やレクリエーションなどを楽しみにされている方も
多く、窓からの景色も壮大で喜んで頂いています。機
能訓練にも力を入れています。
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①井野辺府内クリニック通所リハビリテーション
住所： 大分市府内町1丁目3番23号
電話番号：097-533-6661
営業時間：8：30 17：30
WEB： https://inobe.or.jp/

②今村病院通所リハビリテーション
住所： 大分市大手町3丁目2番29号
電話番号：097-537-4470
営業時間：8：30 17：30
WEB： http://imamura-hospital.jp/

通所リハビリテーション

PR：利用者さまの目標を設定し、個別対応を積極
的に行っています。見学や体験利用も随時行えま
す。街の中心から近い府内クリニックで一緒に過
ごしてみませんか。

PR：1コマ60分という短い時間ではありますが、「リ
ハビリでこころもカラダも元気に！楽しく！！」を
テーマに、利用者様とご家族様が毎日笑顔で在宅生活
を送れるように支援させていただきます。見学等、お
気軽にご相談ください。
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②介護支援相談室かざぐるま
住所： 大分市府内町1丁目3番15号府内MCビル 住所：  

電話番号：097-578-7988
WEB： 営業時間：8:30 17：30

WEB： http://care-net.biz/44/kazaguruma/

③大分市介護保険ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰさざんか駅南事業所 ④介護相談室 椿
住所：  分市 池南1丁 8 16 住所： 大分市舞鶴町1丁目7番2号
電話番号：097-543-7181 電話番号：097-511-2249
営業時間：8：30 17:30 営業時間：9：00 18：00
WEB： http://www.oita-syakyo.jp/

tsubaki.hy@gmail.com

居宅介護支援事業所

①介護保険サービスセンターいのべ

電話番号：097-537-4788
営業時間：8：30 17：30

ＰＲ：令和2年4月に開業しました。地域の皆様の
生活のお手伝いになればと思います。
相談のみでもご希望に合わせて対応致します。
メールでの受付も可能です！

https://www.inobe.or.jp/funai/

大分市大手町１丁目２番５号三和コーポ
大手町１３号107号

PR：在宅生活を支える事を基本として、地域の中
で誰もが普通に暮らし続けられるよう、多様な
ニーズに対応します。

PR：トキハデパートから歩いて３分、井野辺府内クリ
ニック隣のビルに事務所があります。認知症サポー
ターであるケアマネジャーが思いやりを持って対応し
ます。どうぞお気軽にご相談ください。

PR：介護が必要な方の在宅生活を支援するため
に、介護保険に関する様々なご相談についてお伺
いさせていただきます。お気軽にご相談くださ
い。
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⑤介護保険サービスセンター八木 ⑥SJR大分ケアプランセンター
住所： 大分市金池町3丁目1番77号 住所： 大分市要町6-32
電話番号：090-3601-1543 電話番号：097-573-6541
営業時間：8：30 17：00 営業時間：8：30 17：00

WEB： https://www.sjr-jr.co.jp/oita/

⑦ほねつぎ介護ケアプランセンター大分元町
住所： 大分市大字大分4705
電話番号：097-535-7634
営業時間：9：00 18：00
WEB： https://www.honetsugi-kaigo.com/
PR：「ほねつぎデイサービス大分元町」に併設のケア
プランセンターです。大分市の皆様に日々寄り添いき
め細やかなサービスを提供します。

PR：複雑で難しい介護保険制度のサービスをご利用者
様に、できるだけわかりやすくお伝えできるよう、対
応させて頂きます。

居宅介護支援事業所

PR：当事業所は「JR大分駅上野の森口」から東に向かって徒歩5分
にある住宅型有料老人ホーム「SJR大分」の1階に在しておりま
す。親切丁寧をモットーにご支援させていただきます。
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①大分市ホームヘルパーステーションさざんか ② 訪問介護サービス風雅
住所：  分市 浜町２丁 ９番１２号 住所： 大分市大字三芳288番地１
電話番号：097-543-7173 電話番号：097-535-8900
営業時間：8：30 17：30 営業時間：8：30 17：30
WEB： http://www.oita-syakyo.jp/ WEB： http://www.fuga.or.jp/tokuyou.htm

③里の風福祉サービス
住所： 大分市六坊北町２番61号 住所： 大分市要町6-32
電話番号：097-547-8577
営業時間：8：30 17：30
WEB： http://www.satonokaze.jp/ WEB： https://www.sjr-jr.co.jp/oita/

PR：住み慣れた家や地域で安心して生活ができるよう
に、経験豊富なホームヘルパーがご自宅を訪問し、生
活面や身体面のケアをサポートさせていただきます。

PR：介護サービスが必要な地域の方々へ、経験豊
富なヘルパーが訪問し、在宅生活が安心して送れ
るようにお手伝いをさせていただきます。親切・
丁寧をモットーに支援致します。

PR：住み慣れた地域の住み慣れたご 宅で く過ごせ
るように支援いたします。

訪問介護

④SJR大分 ヘルパーステーション

電話番号：0120-3744-65
営業時間：24時間

PR：ご支援を必要とされる高齢者の方、一人一人に合ったきめ細
やかな介護を提供します。また、心と身体のケアを大切に「まごこ
ろ」のこもったご支援を約束いたします。

訪問介護
サービス風
雅にご相談
ください 
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⑤いのべ訪問介護ステーション
住所： 大分市府内町１丁目３番１５号府内MCビル
電話番号：097-540-5115
営業時間：8：30 17：30
WEB：

訪問介護

https://www.inobe.or.jp/care/funai_vc
.html

PR：医療から介護まで生活全体を支え住み慣れた地域で安心して
生活ができるよう、医療従事者はもちろん関係機関との連携を密に
図りながら２４時間、３６５日のサービスを提供しています。
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①今村病院（訪問リハビリテーション）
住所： 大分市大手町3丁目2番29号
電話番号：097-537-4470
営業時間：9：00 18：00
WEB： http://imamura-hospital.jp/
PR：退院直後の在宅生活に不安のある方々に対し、理学療
法士や作業療法士がご自宅に訪問してそれぞれの状況に応じ
た訓練や環境調整を実施し、安全な在宅生活を送ることが出
来るように支援させていただきます。

訪問リハビリテーション
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①ケアバンク（株）
住所： 大分市元町5番29号
電話番号：097-545-8787
営業時間：8：30 17：30
WEB： https://www.carebank.jp

福祉用具

PR：歩行器や手すりなどの福祉用具で皆様の生活がよ
り良いものになるように笑顔で訪問・提案させて頂き
ます。困った時はいつでもお電話一つで伺います。わ
からない事は何でもご相談下さい！
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①上野ヶ丘地域包括支援センター
住所： 大分市金池町4丁目2番1号
電話番号：097-513-5103
営業時間：8：30 17：00
WEB：

地域包括支援センター

PR：地域の皆様の安心安全な生活について一緒に考えてい
けるよう、日々研鑽しております 電話、来所、訪問等ご希
望にあわせて対応させて頂きます。

http://www.city.oita.oita.jp/o081/kenk
o/fukushi/1505376148495.html
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