大分市告示第 264 号
介護保険法第78条、第78条の11、第85条、第93条、第104条の2、第114条の7、第115条の10、第115条の20、第115条の30又は旧法第115条の規定により下記のとおり公示します。
また、大分市介護予防・日常生活支援総合事業に関する指定等について下記のとおり掲示します。
令和4年5月9日

大分市長

佐藤 樹一郎

指定事業所一覧（4月処理分）
事業所番号

申請者

申請者-所在地

代表者-氏名

事業所-名称

事業所-所在地

ｻｰﾋﾞｽ種類

指定年月日

備考

4410123337 医療法人光心会

大分市津守888番地の6

武居 光雄

多田胃腸科医院

大分市玉沢字深町964番地

宅療養管理指導

2022/3/1 医療みなし

4410123337 医療法人光心会

大分市津守888番地の6

武居 光雄

多田胃腸科医院

大分市玉沢字深町964番地

介護予防居宅療養管理指導

2022/3/1 医療みなし

4410123337 医療法人光心会

大分市津守888番地の6

武居 光雄

多田胃腸科医院

大分市玉沢字深町964番地

訪問看護

2022/3/1 医療みなし

4410123337 医療法人光心会

大分市津守888番地の6

武居 光雄

多田胃腸科医院

大分市玉沢字深町964番地

介護予防訪問看護

4430134488 医療法人德丸歯科医院

大分市寒田池添1036番1

德丸 哲也

医療法人德丸歯科医院

大分市寒田池添1036番1

居宅療養管理指導

2022/4/17 一般
2022/4/17 一般

2022/3/1 医療みなし

4430134488 医療法人德丸歯科医院

大分市寒田池添1036番1

德丸 哲也

医療法人德丸歯科医院

大分市寒田池添1036番1

介護予防居宅療養管理指導

4430137283 うえのまち歯科

大分市上野町1番6号プリメーラコート神志那101

澤田 幸作

うえのまち歯科

大分市上野町1番6号プリメーラコート神志那101

居宅療養管理指導

2022/4/1 医療みなし

4430137283 うえのまち歯科

大分市上野町1番6号プリメーラコート神志那101

澤田 幸作

うえのまち歯科

大分市上野町1番6号プリメーラコート神志那101

介護予防居宅療養管理指導

2022/4/1 医療みなし

4440147116 株式会社ファンメディカル

佐伯市長谷9682-15

脇田 稔夫

ファン薬局森町店

大分市森町501番地1

居宅療養管理指導

2022/4/1 医療みなし

4440147116 株式会社ファンメディカル

佐伯市長谷9682-15

脇田 稔夫

ファン薬局森町店

大分市森町501番地1

介護予防居宅療養管理指導

4460191184 合同会社さくら

由布市庄内町五ケ瀬505-5

森田 広志

訪問看護ステーション 千住

大分市賀来北2丁目1番21号 アメニックス賀来Ⅲ101

訪問看護

2022/4/15 一般

4460191184 合同会社さくら

由布市庄内町五ケ瀬505-5

森田 広志

訪問看護ステーション 千住

大分市賀来北2丁目1番21号 アメニックス賀来Ⅲ101

介護予防訪問看護

2022/4/15 一般

4460191192 株式会社あさがお

大分市曲832-8

樋口 友昭

あさがお賀来訪問看護ステーション

大分市賀来西1丁目16番34号

訪問看護

4460191192 株式会社あさがお

大分市曲832-8

樋口 友昭

あさがお賀来訪問看護ステーション

大分市賀来西1丁目16番34号

介護予防訪問看護

2022/4/1 一般

4470111586 合同会社Multiply

大分市西大道１丁目２番２４号

児玉 拓也

居宅介護支援事業所 Plus

大分市西大道１丁目２番２４号

介護予防訪問介護相当サービス

2022/3/1 一般

4470111602 株式会社トレフル

大分市下郡東１丁目２番１２号

佐藤 恵次

福祉用具レンタルアリエ

大分市下郡東１丁目２番１２号安藤ビル２階

福祉用具貸与

2022/4/1 一般

4470111610 株式会社ケア・スプリングハート

大分市下郡山の手１番３７号

園田 順子

ホームヘルプサービス まごころ

大分市下郡山の手１番２７号

訪問介護

2022/4/1 一般

4470111610 株式会社ケア・スプリングハート

大分市下郡山の手１番３７号

園田 順子

ホームヘルプサービス まごころ

大分市下郡山の手１番２７号

介護予防訪問介護相当サービス

2022/4/1 一般

4470111610 株式会社ケア・スプリングハート

大分市下郡山の手１番３７号

園田 順子

ホームヘルプサービス まごころ

大分市下郡山の手１番２７号

訪問型サービスＡ

2022/4/1 一般

4470111628 合同会社ウォンツ

大分市城南北町一丁目１１番１４号

田浦 淳一

ケアステーションこかげ

大分市永興８７２番地の１３

訪問介護

2022/4/1 一般

4470111628 合同会社ウォンツ

大分市城南北町一丁目１１番１４号

田浦 淳一

ケアステーションこかげ

大分市永興８７２番地の１３

介護予防訪問介護相当サービス

2022/4/1 一般

2022/4/1 医療みなし

2022/4/1 一般

4470111636 合同会社さくら

由布市庄内町五ケ瀬５０５－５

森田 広志

訪問介護ステーション 千住

大分市賀来北２丁目１番２１号 アメニックス賀来Ⅲ１０１

訪問介護

2022/4/15 一般

4470111636 合同会社さくら

由布市庄内町五ケ瀬５０５－５

森田 広志

訪問介護ステーション 千住

大分市賀来北２丁目１番２１号 アメニックス賀来Ⅲ１０１

介護予防訪問介護相当サービス

2022/4/15 一般

4470111644 医療法人 秀明会

大分市下郡山の手２番１８号

五阿弥 千雅子 ハートフルホームあけの高尾 ヘルパーステーション

大分市明野高尾２丁目４４６６番７４

訪問介護

2022/4/18 一般

4470111644 医療法人 秀明会

大分市下郡山の手２番１８号

五阿弥 千雅子 ハートフルホームあけの高尾 ヘルパーステーション

大分市明野高尾２丁目４４６６番７４

介護予防訪問介護相当サービス

2022/4/18 一般

4470111685 株式会社SMILE LIB

大分市中島西一丁目８番８号

松浦 正和

デイサービスＣＬＵＢ ＦＯＯＴ

大分市千歳字米竹1760番1

通所介護

2022/4/26 一般

4470111685 株式会社SMILE LIB

大分市中島西一丁目８番８号

松浦 正和

デイサービスＣＬＵＢ ＦＯＯＴ

大分市千歳字米竹1760番1

介護予防通所介護相当サービス

2022/4/26 一般

廃止事業所一覧（4月処理分）
事業所番号

申請者

4470102890 有限会社ケアサークル

申請者-所在地
大分市下郡山の手1番27号

代表者-氏名

事業所-名称

事業所-所在地

ｻｰﾋﾞｽ種類

廃止年月日

園田 順子

ケアサークルホームヘルプサービス

大分市大字下郡山の手1番27号

訪問型サービスＡ

2022/3/31 一般

4470102890 有限会社ケアサークル

大分市下郡山の手1番27号

園田 順子

ケアサークルホームヘルプサービス

大分市大字下郡山の手1番27号

介護予防訪問介護相当サービス

2022/3/31 一般

4470104862 株式会社EC

大分市賀来北二丁目16番38号

中野 英隆

エール福祉サービス

大分市賀来北2丁目16番38号

訪問介護

2022/3/31 一般

4470109077 株式会社鶴進ＨＭＧ

別府市石垣西2丁目2番13号

日野 宏二郎

デイサービスセンターマイウェイ

大分市永興846番地

通所介護

2022/4/30 一般

4470109077 株式会社鶴進ＨＭＧ

別府市石垣西2丁目2番13号

日野 宏二郎

デイサービスセンターマイウェイ

大分市永興846番地

介護予防通所介護相当サービス

2022/4/30 一般

4470109085 株式会社鶴進ＨＭＧ

別府市石垣西２丁目２番１３号

日野 宏二郎

ヘルパーステーションマイウェイ大分ケアセンター

大分市永興846番地 サービス付き高齢者向け住宅あしすと内

訪問介護

2022/4/30 一般

4470109085 株式会社鶴進ＨＭＧ

別府市石垣西２丁目２番１３号

日野 宏二郎

ヘルパーステーションマイウェイ大分ケアセンター

大分市永興846番地 サービス付き高齢者向け住宅あしすと内

介護予防訪問介護相当サービス

2022/4/30 一般

4470110471 合同会社 むすび

大分市常行24番地の4

日野 美佐子

居宅介護支援相談所 むすび

大分市常行24番地の4

居宅介護支援

2022/4/30 一般

4490100551 有限会社なでしこ

大分市牧2丁目7番26号

吉川 浩之

小規模多機能型居宅介護なでしこ

大分市千歳字林970番地の1

小規模多機能型居宅介護

2022/4/30 一般

4490100551 有限会社なでしこ

大分市牧2丁目7番26号

吉川 浩之

小規模多機能型居宅介護なでしこ

大分市千歳字林970番地の1

介護予防小規模多機能型居宅介護

2022/4/30 一般

備考

