
指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3800100012 一般社団法人  松山市医師会 松山市地域包括支援センター東・拓南 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターヒガシ・タクナン 7900864 愛媛県松山市築山町５番１１号 介護予防支援 089-915-7760 H18/04/01 指定 松山市

3800100012 一般社団法人  松山市医師会 松山市地域包括支援センター東・拓南 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターヒガシ・タクナン 7900864 愛媛県松山市築山町５番１１号 介護予防ケアマネジメント 089-915-7760 H27/04/01 指定 松山市

3800100020 社会福祉法人  道真会 松山市地域包括支援センター味酒・清水 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターミサケ・シミズ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５番地松山市清水小学校　北校舎１階 介護予防支援 089-911-1135 H18/04/01 指定 松山市

3800100020 社会福祉法人  道真会 松山市地域包括支援センター味酒・清水 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターミサケ・シミズ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５番地松山市清水小学校　北校舎１階 介護予防ケアマネジメント 089-911-1135 H27/04/01 指定 松山市

3800100053 医療法人  慈孝会 松山市地域包括支援センター城北 マツヤマシチイキホウカツシエンセンタージョウホク 7992651 愛媛県松山市堀江町甲３３８番地２ 介護予防支援 089-911-8005 H18/04/01 指定 松山市

3800100053 医療法人  慈孝会 松山市地域包括支援センター城北 マツヤマシチイキホウカツシエンセンタージョウホク 7992651 愛媛県松山市堀江町甲３３８番地２ 介護予防ケアマネジメント 089-911-8005 H27/04/01 指定 松山市

3800100061 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 松山市地域包括支援センター三津浜 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターミツハマ 7918066 愛媛県松山市祓川２丁目１０－２３ 介護予防支援 089-953-1130 H18/04/01 指定 松山市

3800100061 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 松山市地域包括支援センター三津浜 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターミツハマ 7918066 愛媛県松山市祓川２丁目１０－２３ 介護予防ケアマネジメント 089-953-1130 H27/04/01 指定 松山市

3800100079 医療法人  ミネルワ会 松山市地域包括支援センター生石・味生 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターショウセキ・ミブ 7918056 愛媛県松山市別府町１７７－１味生ふれあいセンター１階 介護予防支援 089-953-3888 H18/04/01 指定 松山市

3800100079 医療法人  ミネルワ会 松山市地域包括支援センター生石・味生 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターショウセキ・ミブ 7918056 愛媛県松山市別府町１７７－１味生ふれあいセンター１階 介護予防ケアマネジメント 089-953-3888 H27/04/01 指定 松山市

3800100095 医療法人財団  慈強会 松山市地域包括支援センター小野・久米 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターオノ・クメ 7900925 愛媛県松山市鷹子町７４０鷹子ふれあい館２階 介護予防支援 089-970-3761 H18/04/01 指定 松山市

3800100095 医療法人財団  慈強会 松山市地域包括支援センター小野・久米 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターオノ・クメ 7900925 愛媛県松山市鷹子町７４０鷹子ふれあい館２階 介護予防ケアマネジメント 089-970-3761 H27/04/01 指定 松山市

3800100111 社会福祉法人  白寿会 松山市地域包括支援センター石井・浮穴・久谷 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターイシイ・ウケナ・クタニ 7900932 愛媛県松山市東石井７丁目３番３２号 介護予防支援 089-957-0808 H18/04/01 指定 松山市

3800100111 社会福祉法人  白寿会 松山市地域包括支援センター石井・浮穴・久谷 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターイシイ・ウケナ・クタニ 7900932 愛媛県松山市東石井７丁目３番３２号 介護予防ケアマネジメント 089-957-0808 H27/04/01 指定 松山市

3800100137 医療法人  友朋会 松山市地域包括支援センター中島 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターナカジマ 7914501 愛媛県松山市中島大浦１６２６番地 介護予防支援 089-997-0454 H18/04/01 指定 松山市

3800100137 医療法人  友朋会 松山市地域包括支援センター中島地区 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターナカジマチク 7914502 愛媛県松山市中島大浦１６２６番地 介護予防ケアマネジメント 089-997-0454 H27/04/01 指定 松山市

3800100145 社会福祉法人　平成会 松山市地域包括支援センター桑原・道後 マツヤマシチイキホウカツシエンセンタークワバラ・ドウゴ 7900855 愛媛県松山市持田町1丁目3番30号シェーンブルン持田101号室 介護予防支援 089-993-5666 H21/04/01 指定 松山市

3800100145 社会福祉法人　平成会 松山市地域包括支援センター桑原・道後 マツヤマシチイキホウカツシエンセンタークワバラ・ドウゴ 7900855 愛媛県松山市持田町1丁目3番30号シェーンブルン持田101号室 介護予防ケアマネジメント 089-993-5666 H27/04/01 指定 松山市

3800100152 社会福祉法人　安寿会 松山市地域包括支援センター北条 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターホウジョウ 7992436 愛媛県松山市河野別府９３７番地１ 介護予防支援 089-992-0117 H28/04/01 指定 松山市

3800100152 社会福祉法人　安寿会 松山市地域包括支援センター北条 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターホウジョウ 7992436 愛媛県松山市河野別府９３７番地１ 介護予防ケアマネジメント 089-992-0117 H29/04/01 指定 松山市

3800100160 社会福祉法人和光会 松山市地域包括支援センター雄郡・新玉 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターユウグン・アラタマ 7900011 愛媛県松山市千舟町８丁目１２８番地１ 介護予防支援 089-993-7220 H31/04/01 指定 松山市

3800100160 社会福祉法人和光会 松山市地域包括支援センター雄郡・新玉 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターユウグン・アラタマ 7900011 愛媛県松山市千舟町８丁目１２８番地１ 介護予防ケアマネジメント 089-993-7220 H31/04/01 指定 松山市

3800100178 社会福祉法人愛寿会 松山市地域包括支援センター垣生・余土 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターハブ・ヨド 7900043 愛媛県松山市保免西4丁目5番25号 介護予防支援 089-989-7600 H31/04/01 指定 松山市

3800100178 社会福祉法人愛寿会 松山市地域包括支援センター垣生・余土 マツヤマシチイキホウカツシエンセンターハブ・ヨド 7900043 愛媛県松山市保免西4丁目5番25号 介護予防ケアマネジメント 089-989-7600 H31/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 通所リハビリテーション 089-947-3290 H21/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 介護予防訪問看護 089-947-3290 H18/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-3290 H18/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-947-3290 H18/04/01 指定 松山市

3810110068 ＊ 大野眼科医院 オオノガンカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目９－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-947-3290 H21/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 通所リハビリテーション 089-976-5111 H21/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 介護予防訪問看護 089-976-5111 H18/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-5111 H18/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-5111 H18/04/01 指定 松山市

3810110175 医療法人中田胃腸科放射線科 中田胃腸科放射線科 ナカタイチョウカホウシャセンカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５６３ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-5111 H21/04/01 指定 松山市

3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 訪問看護 H12/04/01 休止 松山市

3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市
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3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 通所リハビリテーション 089-951-1110 H21/04/01 指定 松山市

3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 介護予防訪問看護 089-951-1110 H18/04/01 指定 松山市

3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-1110 H18/04/01 指定 松山市

3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 介護予防居宅療養管理指導 089-951-1110 H18/04/01 指定 松山市

3810110191 ＊ 徳山内科 トクヤマナイカ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目７番１１号 介護予防通所リハビリテーション 089-951-1110 H21/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 通所リハビリテーション 089-926-3349 H21/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 介護予防訪問看護 089-926-3349 H18/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-926-3349 H18/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-3349 H18/04/01 指定 松山市

3810110225 ＊ 岡本耳鼻咽喉科小児科 オカモトジビインコウカショウニカ 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１－３０ 介護予防通所リハビリテーション 089-926-3349 H21/04/01 指定 松山市

3810110233 医療法人  馬越クリニック 馬越循環器科内科 ウマコシジュンカンキカナイカ 7900934 愛媛県松山市居相町四丁目１６番２０号 訪問看護 H12/04/01 休止 松山市

3810110233 医療法人  馬越クリニック 馬越循環器科内科 ウマコシジュンカンキカナイカ 7900934 愛媛県松山市居相町四丁目１６番２０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110233 医療法人  馬越クリニック 馬越循環器科内科 ウマコシジュンカンキカナイカ 7900934 愛媛県松山市居相町四丁目１６番２０号 介護予防訪問看護 089-957-7377 H18/04/01 指定 松山市

3810110233 医療法人  馬越クリニック 馬越循環器科内科 ウマコシジュンカンキカナイカ 7900934 愛媛県松山市居相町四丁目１６番２０号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-7377 H18/04/01 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４番地 通所リハビリテーション 089-963-3836 H26/04/24 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４ 介護予防訪問看護 089-963-3836 H18/04/01 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-963-3836 H18/04/01 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４ 介護予防居宅療養管理指導 089-963-3836 H18/04/01 指定 松山市

3810110266 医療法人社団  近藤内科 近藤内科 コンドウナイカ 7911121 愛媛県松山市中野町甲４０４番地 介護予防通所リハビリテーション 089-963-3836 H24/04/01 指定 松山市

3810110282 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイマツヤマビョウイン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110282 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイマツヤマビョウイン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110282 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイマツヤマビョウイン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０－２ 通所リハビリテーション 089-951-6111 H26/06/26 指定 松山市

3810110282 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイマツヤマビョウイン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０－２ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810110282 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイマツヤマビョウイン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０－２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810110282 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会松山病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイマツヤマビョウイン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０－２ 介護予防通所リハビリテーション 089-951-6111 H24/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 通所リハビリテーション 089-947-8555 H21/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 介護予防訪問看護 089-947-8555 H18/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-8555 H18/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-947-8555 H18/04/01 指定 松山市

3810110340 ＊ ひろ整形外科 ヒロセイケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目１６－１１ 介護予防通所リハビリテーション 089-947-8555 H21/04/01 指定 松山市

3810110373 医療法人  松原会 松山第一病院 マツヤマダイイチビョウイン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２８２－２ 訪問リハビリテーション 089-924-6878 R02/03/01 指定 松山市

3810110373 医療法人  松原会 松山第一病院 マツヤマダイイチビョウイン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２８２番地２ 通所リハビリテーション 089-924-6878 H21/04/01 指定 松山市
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3810110373 医療法人  松原会 松山第一病院 マツヤマダイイチビョウイン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２８２番地２ 短期入所療養介護 089-924-6878 H12/02/10 指定 松山市

3810110373 医療法人  松原会 松山第一病院 マツヤマダイイチビョウイン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２８２番地２ 介護療養型医療施設 089-924-6878 H12/02/10 指定 松山市

3810110373 医療法人  松原会 松山第一病院 マツヤマダイイチビョウイン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２８２－２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-6878 R02/03/01 指定 松山市

3810110373 医療法人  松原会 松山第一病院 マツヤマダイイチビョウイン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２８２番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-924-6878 H21/04/01 指定 松山市

3810110373 医療法人  松原会 松山第一病院 マツヤマダイイチビョウイン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２８２番地２ 介護予防短期入所療養介護 089-924-6878 H18/04/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 訪問看護 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 訪問リハビリテーション 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 居宅療養管理指導 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 通所リハビリテーション 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 介護予防訪問看護 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110415 医療法人　ごまみし会 山岡整形外科 ヤマオカセイケイゲカ 7918017 松山市西長戸町２７５－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-926-7700 H23/01/01 指定 松山市

3810110423 医療法人  たくま会 福原内科医院 フクハラナイカイイン 7900041 愛媛県松山市保免上２－３－１０ 通所リハビリテーション 089-941-8868 H21/04/01 指定 松山市

3810110423 医療法人  たくま会 福原内科医院 フクハラナイカイイン 7900041 愛媛県松山市保免上２－３－１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-8868 H21/04/01 指定 松山市

3810110431 ＊ 勝岡よねだ内科 カツオカヨネダナイカ 7992661 愛媛県松山市勝岡町３６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110431 ＊ 勝岡よねだ内科 カツオカヨネダナイカ 7992661 愛媛県松山市勝岡町３６ 通所リハビリテーション 089-978-5321 H21/04/01 指定 松山市

3810110431 ＊ 勝岡よねだ内科 カツオカヨネダナイカ 7992661 愛媛県松山市勝岡町３６ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-5321 H18/04/01 指定 松山市

3810110431 ＊ 勝岡よねだ内科 カツオカヨネダナイカ 7992661 愛媛県松山市勝岡町３６ 介護予防通所リハビリテーション 089-978-5321 H21/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 通所リハビリテーション 089-970-0011 H21/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 介護予防訪問看護 089-970-0011 H18/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-0011 H18/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-0011 H18/04/01 指定 松山市

3810110514 ＊ くぼた内科循環器科呼吸器科 クボタナイカジュンカンキカコキュウキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３２８８－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-970-0011 H21/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 通所リハビリテーション 089-976-6262 H21/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 介護予防訪問看護 089-976-6262 H18/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-6262 H18/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-6262 H18/04/01 指定 松山市

3810110589 医療法人  友愛医院 友愛医院 ユウアイイイン 7910244 愛媛県松山市水泥町９０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-6262 H21/04/01 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 訪問介護 089-933-3788 H12/03/29 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 居宅療養管理指導 089-933-3788 H12/04/01 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 居宅介護支援 089-933-3788 H12/03/23 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 介護予防居宅療養管理指導 089-933-3788 H18/04/01 指定 松山市

3810110597 医療法人  東西会 千舟町クリニック チフネマチクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町６丁目４番地９ 訪問型サービス（独自） 089-933-3788 H30/04/01 指定 松山市

3810110605 ＊ 森野内科クリニック モリノナイカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１１－１２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110605 ＊ 森野内科クリニック モリノナイカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１１－１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110605 ＊ 森野内科クリニック モリノナイカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１１－１２ 通所リハビリテーション 089-945-6667 H21/04/01 指定 松山市

3810110605 ＊ 森野内科クリニック モリノナイカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１１－１２ 介護予防訪問看護 089-945-6667 H18/04/01 指定 松山市

3810110605 ＊ 森野内科クリニック モリノナイカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１１－１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-945-6667 H18/04/01 指定 松山市

3810110605 ＊ 森野内科クリニック モリノナイカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１１－１２ 介護予防通所リハビリテーション 089-945-6667 H21/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 通所リハビリテーション 089-926-2226 H21/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-926-2226 H18/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-2226 H18/04/01 指定 松山市

3810110613 ＊ 大瀬戸医院 オオセトイイン 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１５７－２ 介護予防通所リハビリテーション 089-926-2226 H21/04/01 指定 松山市

3810110662 医療法人小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 医療法人小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 イリョウホウジンオダヒニョウキカ・フミコヒフカ 7900962 愛媛県松山市枝松６－１２－１０ 通所リハビリテーション 089-932-2205 H21/04/01 指定 松山市

3810110662 医療法人小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 医療法人小田ひ尿器科・ふみこ皮フ科 イリョウホウジンオダヒニョウキカ・フミコヒフカ 7900962 愛媛県松山市枝松６－１２－１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-2205 H21/04/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 訪問看護 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 訪問リハビリテーション 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 居宅療養管理指導 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 通所リハビリテーション 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 介護予防訪問看護 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 介護予防居宅療養管理指導 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110670 医療法人　相原整形外科 相原整形外科 アイバラセイケイゲカ 7900924 愛媛県松山市南久米町５５０番地１号 介護予防通所リハビリテーション 089-970-0222 H29/05/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 通所リハビリテーション 089-923-0813 H21/04/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 介護予防訪問看護 089-923-0813 H18/04/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 介護予防訪問リハビリテーション 089-923-0813 H18/04/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 介護予防居宅療養管理指導 089-923-0813 H18/04/01 指定 松山市

3810110688 医療法人桑折皮膚科・内科 桑折皮膚科・内科 コオリヒフカ・ナイカ 7900846 愛媛県松山市道後北代２番２４号 介護予防通所リハビリテーション 089-923-0813 H21/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 通所リハビリテーション 089-927-1311 H21/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 介護予防訪問看護 089-927-1311 H18/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-927-1311 H18/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 介護予防居宅療養管理指導 089-927-1311 H18/04/01 指定 松山市

3810110738 ＊ 山下脳神経外科 ヤマシタノウシンケイゲカ 7918017 愛媛県松山市西長戸町１６０ 介護予防通所リハビリテーション 089-927-1311 H21/04/01 指定 松山市
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3810110787 医療法人久保内科 久保内科循環器クリニック クボナイカジュンカンキクリニック 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目２番地１１号 訪問看護 089-925-5345 H12/04/01 指定 松山市

3810110787 医療法人久保内科 久保内科循環器クリニック クボナイカジュンカンキクリニック 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目２番地１１号 訪問リハビリテーション 089-925-5345 H12/04/01 指定 松山市

3810110787 医療法人久保内科 久保内科循環器クリニック クボナイカジュンカンキクリニック 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目２番地１１号 居宅療養管理指導 089-925-5345 H12/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 通所リハビリテーション 089-941-3200 H21/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 介護予防訪問看護 089-941-3200 H18/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-3200 H18/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-3200 H18/04/01 指定 松山市

3810110852 ＊ 木村クリニック キムラクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町１丁目７－６ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-3200 H21/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 訪問看護 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 通所リハビリテーション 089-924-2936 H21/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 介護予防訪問看護 089-924-2936 H18/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-2936 H18/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 介護予防居宅療養管理指導 089-924-2936 H18/04/01 指定 松山市

3810110969 医療法人豊島医院 とよしま胃腸内科クリニック トヨシマイチョウナイカクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３番７号 介護予防通所リハビリテーション 089-924-2936 H21/04/01 指定 松山市

3810110977 ＊ 青江内科クリニック アオエナイカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１３０－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810110977 ＊ 青江内科クリニック アオエナイカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１３０－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810110977 ＊ 青江内科クリニック アオエナイカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１３０－５ 通所リハビリテーション 089-923-1666 H21/04/01 指定 松山市

3810110977 ＊ 青江内科クリニック アオエナイカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１３０－５ 介護予防訪問看護 089-923-1666 H18/04/01 指定 松山市

3810110977 ＊ 青江内科クリニック アオエナイカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１３０－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-923-1666 H18/04/01 指定 松山市

3810110977 ＊ 青江内科クリニック アオエナイカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１３０－５ 介護予防通所リハビリテーション 089-923-1666 H21/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 訪問看護 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 通所リハビリテーション 089-978-5515 H26/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 介護予防訪問看護 089-978-5515 H18/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-5515 H18/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-5515 H18/04/01 指定 松山市

3810110993 医療法人たいさんじ整形外科 たいさんじ整形外科 タイサンジセイケイゲカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町９１２－２１ 介護予防通所リハビリテーション 089-978-5515 H24/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 訪問看護 089-976-7811 H12/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 通所リハビリテーション 089-976-7811 H21/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 居宅介護支援 089-970-0306 H13/03/27 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 介護予防訪問看護 089-976-7811 H18/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 介護予防居宅療養管理指導 089-976-7811 H18/04/01 指定 松山市

3810111025 医療法人　中川病院 中川病院 ナカガワビョウイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 介護予防通所リハビリテーション 089-976-7811 H21/04/01 指定 松山市
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3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 通所リハビリテーション 089-941-2551 H21/04/01 指定 松山市

3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 介護予防訪問看護 089-941-2551 H18/04/01 指定 松山市

3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-2551 H18/04/01 指定 松山市

3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-2551 H18/04/01 指定 松山市

3810111058 医療法人横田整形外科 横田整形外科リウマチ科 ヨコタセイケイゲカリウマチカ 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目１－５ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-2551 H21/04/01 指定 松山市

3810111108 医療法人  和昌会 貞本病院 サダモトビョウイン 7900052 愛媛県松山市竹原町１－６－１ 居宅療養管理指導 089-945-1471 H12/04/01 指定 松山市

3810111108 医療法人  和昌会 貞本病院 サダモトビョウイン 7900052 愛媛県松山市竹原町１－６－１ 通所リハビリテーション 089-945-1471 H26/04/01 指定 松山市

3810111108 医療法人  和昌会 貞本病院 サダモトビョウイン 7900053 愛媛県松山市竹原１－６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-945-1471 H18/04/01 指定 松山市

3810111108 医療法人  和昌会 貞本病院 サダモトビョウイン 7900052 愛媛県松山市竹原町１－６－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-945-1471 H24/04/01 指定 松山市

3810111116 ＊ 余戸クリニック ヨドクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目１４－３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111116 ＊ 余戸クリニック ヨドクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目１４－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111116 ＊ 余戸クリニック ヨドクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目１４－３ 通所リハビリテーション 089-972-6500 H21/04/01 指定 松山市

3810111116 ＊ 余戸クリニック ヨドクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目１４－３ 介護予防訪問看護 089-972-6500 H18/04/01 指定 松山市

3810111116 ＊ 余戸クリニック ヨドクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目１４－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-6500 H18/04/01 指定 松山市

3810111116 ＊ 余戸クリニック ヨドクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目１４－３ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-6500 H21/04/01 指定 松山市

3810111140 ＊ 芝内科消化器科医院 シバナイカショウカキカイイン 7900036 愛媛県松山市小栗５丁目５－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111140 ＊ 芝内科消化器科医院 シバナイカショウカキカイイン 7900036 愛媛県松山市小栗５丁目５－２ 通所リハビリテーション 089-933-4848 H21/04/01 指定 松山市

3810111140 ＊ 芝内科消化器科医院 シバナイカショウカキカイイン 7900036 愛媛県松山市小栗５丁目５－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-933-4848 H18/04/01 指定 松山市

3810111140 ＊ 芝内科消化器科医院 シバナイカショウカキカイイン 7900036 愛媛県松山市小栗５丁目５－２ 介護予防通所リハビリテーション 089-933-4848 H21/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 通所リハビリテーション 089-947-8887 H21/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 介護予防訪問看護 089-947-8887 H18/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-8887 H18/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 介護予防居宅療養管理指導 089-947-8887 H18/04/01 指定 松山市

3810111231 ＊ 松本耳鼻咽喉科 マツモトジビインコウカ 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４８号 介護予防通所リハビリテーション 089-947-8887 H21/04/01 指定 松山市

3810111264 医療法人  ビハーラ藤原胃腸科 藤原胃腸科 フジワライチョウカ 7918015 愛媛県松山市中央２－１２３６－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111264 医療法人  ビハーラ藤原胃腸科 藤原胃腸科 フジワライチョウカ 7918015 愛媛県松山市中央２－１２３６－５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111264 医療法人  ビハーラ藤原胃腸科 藤原胃腸科 フジワライチョウカ 7918015 愛媛県松山市中央２－１２３６－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111264 医療法人  ビハーラ藤原胃腸科 藤原胃腸科 フジワライチョウカ 7918015 愛媛県松山市中央２－１２３６－５ 介護予防訪問看護 089-925-1313 H18/04/01 指定 松山市

3810111264 医療法人  ビハーラ藤原胃腸科 藤原胃腸科 フジワライチョウカ 7918015 愛媛県松山市中央２－１２３６－５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-1313 H18/04/01 指定 松山市

3810111264 医療法人  ビハーラ藤原胃腸科 藤原胃腸科 フジワライチョウカ 7918015 愛媛県松山市中央２－１２３６－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-1313 H18/04/01 指定 松山市

3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 通所リハビリテーション 089-974-3323 H21/04/01 指定 松山市

3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 介護予防訪問看護 089-974-3323 H18/04/01 指定 松山市

3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-974-3323 H18/04/01 指定 松山市
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3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-974-3323 H18/04/01 指定 松山市

3810111272 ＊ 佐々木整形外科 ササキセイケイゲカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目４番１号 介護予防通所リハビリテーション 089-974-3323 H21/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 通所リハビリテーション 089-970-6050 H21/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 介護予防訪問看護 089-970-6050 H18/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-6050 H18/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-6050 H18/04/01 指定 松山市

3810111306 ＊ たけだ泌尿器科クリニック タケダヒニョウキカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２２２－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-970-6050 H21/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 通所リハビリテーション 089-958-0360 H21/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 介護予防訪問看護 089-958-0360 H18/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-0360 H18/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-958-0360 H18/04/01 指定 松山市

3810111322 医療法人  和仁会 医療法人和仁会門田内科循環器科医院 イリョウホウジンワジンカイカドタナイカジュンカンキカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町５７４番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-958-0360 H21/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　整形外科・内科 ナガイイイン　セイケイゲカ・ナイカ 7900864 愛媛県松山市築山町７－１１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　整形外科・内科 ナガイイイン　セイケイゲカ・ナイカ 7900864 愛媛県松山市築山町７番１１号 訪問リハビリテーション 089-947-1808 H12/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　整形外科・内科 ナガイイイン　セイケイゲカ・ナイカ 7900864 愛媛県松山市築山町７－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　通所リハビリテーション ナガイイイン　ツウショリハビリテーション 7900864 愛媛県松山市築山町７－１１ 通所リハビリテーション 089-947-1808 H21/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　整形外科・内科 ナガイイイン　セイケイゲカ・ナイカ 7900864 愛媛県松山市築山町７－１１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　整形外科・内科 ナガイイイン　セイケイゲカ・ナイカ 7900864 愛媛県松山市築山町７番１１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-1808 H18/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　整形外科・内科 ナガイイイン　セイケイゲカ・ナイカ 7900864 愛媛県松山市築山町７－１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-947-1808 H18/04/01 指定 松山市

3810111363 医療法人愛光会 長井医院　通所リハビリテーション ナガイイイン　ツウショリハビリテーション 7900864 愛媛県松山市築山町７番１１号 介護予防通所リハビリテーション 089-947-1808 H21/04/01 指定 松山市

3810111397 愛媛医療生活協同組合 城北診療所 ジョウホクシンリョウショ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目７－１７ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111397 愛媛医療生活協同組合 城北診療所 ジョウホクシンリョウショ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目７－１７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111397 愛媛医療生活協同組合 城北診療所 ジョウホクシンリョウショ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目７－１７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111397 愛媛医療生活協同組合 城北診療所 ジョウホクシンリョウショ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目７－１７ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810111397 愛媛医療生活協同組合 城北診療所 ジョウホクシンリョウショ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目７－１７ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810111397 愛媛医療生活協同組合 城北診療所 ジョウホクシンリョウショ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目７－１７ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 通所リハビリテーション 089-925-2500 H21/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 介護予防訪問看護 089-925-2500 H18/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-2500 H18/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-925-2500 H18/04/01 指定 松山市

3810111405 医療法人  団伸会 奥島病院 オクジマビョウイン 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目２番１号 介護予防通所リハビリテーション 089-925-2500 H21/04/01 指定 松山市

3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 訪問看護 H12/04/01 休止 松山市

3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 訪問リハビリテーション H12/04/01 休止 松山市
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3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 居宅療養管理指導 H12/04/01 休止 松山市

3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 通所リハビリテーション 089-947-3500 H21/04/01 指定 松山市

3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-3500 H18/04/01 指定 松山市

3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 介護予防居宅療養管理指導 089-947-3500 H18/04/01 指定 松山市

3810111421 ＊ さくらクリニック サクラクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町５－２－６共栄興産千舟町第３ビル９階 介護予防通所リハビリテーション 089-947-3500 H21/04/01 指定 松山市

3810111462 医療法人  明星会 明星クリニック ミョウジョウクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町４６２番地１ 訪問リハビリテーション 089-957-8000 H12/04/01 休止 松山市

3810111462 医療法人  明星会 明星クリニック ミョウジョウクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町４６２番地１ 居宅療養管理指導 089-957-8000 H12/04/01 指定 松山市

3810111462 医療法人  明星会 明星クリニック ミョウジョウクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町４６２番地１ 通所リハビリテーション 089-957-8006 H26/04/01 指定 松山市

3810111462 医療法人  明星会 明星クリニック ミョウジョウクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町４６２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-8000 H18/04/01 指定 松山市

3810111462 医療法人  明星会 明星クリニック ミョウジョウクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町４６２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-8000 H18/04/01 指定 松山市

3810111462 医療法人  明星会 明星クリニック ミョウジョウクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町４６２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-957-8006 H24/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 通所リハビリテーション 089-951-0835 H21/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 介護予防訪問看護 089-951-0835 H18/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-0835 H18/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-951-0835 H18/04/01 指定 松山市

3810111496 ＊ 岡本医院 オカモトイイン 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目２番５号 介護予防通所リハビリテーション 089-951-0835 H21/04/01 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 訪問看護 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 訪問リハビリテーション 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 居宅療養管理指導 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 通所リハビリテーション 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 介護予防訪問看護 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111512 医療法人　笹木眼科 笹木眼科 ササキガンカ 7900011 愛媛県松山市千舟町五丁目３番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-945-7247 H24/05/20 指定 松山市

3810111546 医療法人  福井整形外科麻酔科 福井整形外科・麻酔科医院 フクイセイケイゲカ・マスイカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７８４－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111546 医療法人  福井整形外科麻酔科 福井整形外科・麻酔科医院 フクイセイケイゲカ・マスイカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７８４－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111546 医療法人  福井整形外科麻酔科 福井整形外科・麻酔科医院 フクイセイケイゲカ・マスイカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７８４－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111546 医療法人  福井整形外科麻酔科 福井整形外科・麻酔科医院 フクイセイケイゲカ・マスイカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７８４－１ 介護予防訪問看護 089-970-2500 H18/04/01 指定 松山市

3810111546 医療法人  福井整形外科麻酔科 福井整形外科・麻酔科医院 フクイセイケイゲカ・マスイカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７８４－１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810111546 医療法人  福井整形外科麻酔科 福井整形外科・麻酔科医院 フクイセイケイゲカ・マスイカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７８４－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-2500 H18/04/01 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 訪問看護 089-963-2399 H18/06/01 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 訪問リハビリテーション 089-963-2399 H18/06/01 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 居宅療養管理指導 089-963-2399 H18/06/01 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 通所リハビリテーション 089-963-2399 H26/04/26 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 介護予防訪問看護 089-963-2399 H18/06/01 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 介護予防訪問リハビリテーション 089-963-2399 H18/06/01 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 介護予防居宅療養管理指導 089-963-2399 H18/06/01 指定 松山市

3810111553 医療法人　慶士会 金澤整形外科 カナザワセイケイゲカ 7911125 愛媛県松山市小村町87番地6 介護予防通所リハビリテーション 089-963-2399 H26/04/26 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810111561 医療法人  結和会 医療法人結和会松山西病院 イリョウホウジンユウワカイマツヤマニシビョウイン 7918034 愛媛県松山市富久町３６０－１ 訪問看護 089-972-3355 H12/04/01 指定 松山市

3810111561 医療法人  結和会 医療法人結和会松山西病院 イリョウホウジンユウワカイマツヤマニシビョウイン 7918034 愛媛県松山市富久町３６０－１ 居宅療養管理指導 089-972-3355 H12/04/01 指定 松山市

3810111561 医療法人  結和会 医療法人結和会松山西病院 イリョウホウジンユウワカイマツヤマニシビョウイン 7918034 愛媛県松山市富久町３６０－１ 通所リハビリテーション 089-972-3355 H12/03/17 指定 松山市

3810111561 医療法人  結和会 医療法人結和会松山西病院 イリョウホウジンユウワカイマツヤマニシビョウイン 7918034 愛媛県松山市富久町３６０－１ 介護予防訪問看護 089-972-3355 H18/04/01 指定 松山市

3810111561 医療法人  結和会 医療法人結和会松山西病院 イリョウホウジンユウワカイマツヤマニシビョウイン 7918034 愛媛県松山市富久町３６０－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-3355 H18/04/01 指定 松山市

3810111561 医療法人  結和会 医療法人結和会松山西病院 イリョウホウジンユウワカイマツヤマニシビョウイン 7918034 愛媛県松山市富久町３６０－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-3355 H21/04/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 訪問看護 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 訪問リハビリテーション 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 居宅療養管理指導 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 通所リハビリテーション 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 介護予防訪問看護 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111579 愛媛県厚生農業協同組合連合会 愛媛県厚生農業協同組合連合会　愛媛県厚生連健診センター エヒメケンコウセイノウギョウキョウドウクミアイレンゴウカイ　エヒメケンコウセイレンケンシンセンター 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-970-2080 H24/09/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 通所リハビリテーション 089-970-8111 H21/04/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 介護予防訪問看護 089-970-8111 H18/04/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-8111 H18/04/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-8111 H18/04/01 指定 松山市

3810111645 ＊ かんだ内科　消化器科　循環器科 カンダ　ナイカ　ショウカキカ　ジュンカンキカ 7900923 愛媛県松山市北久米町９７ー１ 介護予防通所リハビリテーション 089-970-8111 H21/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 通所リハビリテーション 089-957-6661 H26/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 居宅介護支援 089-957-6661 H11/09/13 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 介護予防訪問看護 089-957-6661 H18/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-6661 H18/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-6661 H18/04/01 指定 松山市

3810111678 医療法人　椿クリニック　 椿クリニック ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１－５－２６ 介護予防通所リハビリテーション 089-957-6661 H24/04/01 指定 松山市

3810111751 医療法人  浮穴診療所 浮穴診療所 ウケナシンリョウショ 7911113 愛媛県松山市森松町６５８－３ 居宅療養管理指導 089-956-1850 H12/04/01 指定 松山市

3810111751 医療法人  浮穴診療所 浮穴診療所 ウケナシンリョウショ 7911113 愛媛県松山市森松町６５８－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-956-1850 H18/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 訪問看護 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 訪問リハビリテーション 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 居宅療養管理指導 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 通所リハビリテーション 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 介護予防訪問看護 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111819 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 公益財団法人愛媛県総合保健協会診療所 コウエキザイダンホウジンエヒメケンソウゴウホケンキョウカイシンリョウジョ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目１０番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-987-8202 H25/04/01 指定 松山市

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 通所リハビリテーション 089-921-8555 H21/04/01 指定 松山市

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 介護予防訪問看護 089-921-8555 H18/04/01 指定 松山市

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-8555 H18/04/01 指定 松山市

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-8555 H18/04/01 指定 松山市

3810111835 ＊ しののめクリニック シノノメクリニック 7900803 愛媛県松山市東雲町６番地１１ 介護予防通所リハビリテーション 089-921-8555 H21/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 通所リハビリテーション 089-965-3330 H21/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 介護予防訪問看護 089-965-3330 H18/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-3330 H18/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-965-3330 H18/04/01 指定 松山市

3810112106 医療法人  星島内科医院 星島内科医院 ホシジマナイカイイン 7900046 愛媛県松山市余戸西４－１６－１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-965-3330 H21/04/01 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町１１３６－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町１１３６－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町１１３６－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町1136番地の2 通所リハビリテーション 089-955-6202 H21/08/25 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町1136番地の2 介護予防訪問看護 089-970-2020 H18/04/01 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町1136番地の2 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-2020 H18/04/01 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町1136番地の2 介護予防居宅療養管理指導 089-970-2020 H18/04/01 指定 松山市

3810112122 医療法人  愛聖会 増田整形外科 マスダセイケイゲカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町1136番地の2 介護予防通所リハビリテーション 089-955-6202 H24/04/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 訪問看護 089-931-5811 H12/06/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 訪問リハビリテーション 089-931-5811 H12/06/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 居宅療養管理指導 089-931-5811 H12/06/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 通所リハビリテーション 089-931-5811 H21/04/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 介護予防訪問看護 089-931-5811 H18/04/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-5811 H18/04/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-5811 H18/04/01 指定 松山市

3810112155 鉾石  文彦 ほこいし泌尿器科 ホコイシヒニョウキカ 7900014 愛媛県松山市柳井町１－１４－８ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-5811 H21/04/01 指定 松山市

3810112205 白石　憲子 白石クリニック シライシクリニック 7918036 愛媛県松山市高岡町６１９－５ 訪問看護 089-972-5888 H12/08/01 指定 松山市

3810112205 白石　憲子 白石クリニック シライシクリニック 7918036 愛媛県松山市高岡町６１９－５ 居宅療養管理指導 089-972-5888 H12/08/01 指定 松山市

3810112205 白石　憲子 白石クリニック シライシクリニック 7918036 愛媛県松山市高岡町６１９－５ 介護予防訪問看護 089-972-5888 H18/04/01 指定 松山市

3810112205 白石　憲子 白石クリニック シライシクリニック 7918036 愛媛県松山市高岡町６１９－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-5888 H18/04/01 指定 松山市

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３－５－２４ 訪問看護 089-924-7804 H12/10/01 指定 松山市

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３丁目５番２４号 訪問リハビリテーション 089-924-7804 H12/10/01 指定 松山市

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３－５－２４ 居宅療養管理指導 089-924-7804 H12/10/01 指定 松山市

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３丁目５番２４号 通所リハビリテーション 089-924-7804 H21/04/01 指定 松山市

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３－５－２４ 介護予防訪問看護 089-924-7804 H18/04/01 指定 松山市

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３丁目５番２４号 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-7804 H18/04/01 指定 松山市

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３－５－２４ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-7804 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810112239 医療法人　一朋会 増田病院 マスダビョウイン 7918013 愛媛県松山市山越３丁目５番２４号 介護予防通所リハビリテーション 089-924-7804 H21/04/01 指定 松山市

3810112254 医療法人　友朋会 栗林病院 クリバヤシビョウイン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３３１番地 居宅療養管理指導 089-977-3311 H13/01/09 指定 松山市

3810112254 医療法人　友朋会 栗林病院 クリバヤシビョウイン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３３１番地 通所リハビリテーション 089-977-3311 H21/04/01 指定 松山市

3810112254 医療法人　友朋会 栗林病院 クリバヤシビョウイン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３３１番地 介護予防居宅療養管理指導 089-977-3311 H18/04/01 指定 松山市

3810112254 医療法人　友朋会 栗林病院 クリバヤシビョウイン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３３１番地 介護予防通所リハビリテーション 089-977-3311 H21/04/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 訪問看護 089-975-9700 H13/02/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 訪問リハビリテーション 089-975-9700 H13/02/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 居宅療養管理指導 089-975-9700 H13/02/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 通所リハビリテーション 089-975-9700 H21/04/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 介護予防訪問看護 089-975-9700 H18/04/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-9700 H18/04/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-9700 H18/04/01 指定 松山市

3810112262 医療法人　興友会 土居外科胃腸科医院 ドイゲカイチョウカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-9700 H21/04/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 訪問看護 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 訪問リハビリテーション 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 居宅療養管理指導 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 通所リハビリテーション 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 介護予防訪問看護 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 介護予防訪問リハビリテーション 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 介護予防居宅療養管理指導 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112270 医療法人かない循環器科・内科クリニック かない循環器科・内科クリニック カナイジュンカンキカ・ナイカクリニック 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目１番２６号 介護予防通所リハビリテーション 089-952-0081 H25/02/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 訪問看護 089-922-7088 H13/03/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 訪問リハビリテーション 089-922-7088 H13/03/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 居宅療養管理指導 089-922-7088 H13/03/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 通所リハビリテーション 089-922-7088 H21/04/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 介護予防訪問看護 089-922-7088 H18/04/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-922-7088 H18/04/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-922-7088 H18/04/01 指定 松山市

3810112312 医療法人渡辺泌尿器科内科 渡辺泌尿器科内科 ワタナベヒニョウキカナイカ 7918014 愛媛県松山市山越町445番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-922-7088 H21/04/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 訪問看護 089-955-7077 H13/05/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 訪問リハビリテーション 089-955-7077 H13/05/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 居宅療養管理指導 089-955-7077 H13/05/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 通所リハビリテーション 089-955-7077 H21/04/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 介護予防訪問看護 089-955-7077 H18/04/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-955-7077 H18/04/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-955-7077 H18/04/01 指定 松山市

3810112353 野本俊司 野本耳鼻咽喉科 ノモドジビインコウカ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１３－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-955-7077 H21/04/01 指定 松山市

3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 訪問看護 089-986-9381 H13/05/01 指定 松山市

3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 訪問リハビリテーション 089-986-9381 H13/05/01 指定 松山市

3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 居宅療養管理指導 089-986-9381 H13/05/01 指定 松山市

3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 通所リハビリテーション 089-986-9381 H21/04/01 指定 松山市

3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 介護予防訪問看護 089-986-9381 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-9381 H18/04/01 指定 松山市

3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 介護予防居宅療養管理指導 089-986-9381 H18/04/01 指定 松山市

3810112361 山内克之 三番町メンタルクリニック サンバンチョウメンタルクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町４丁目４－９ 介護予防通所リハビリテーション 089-986-9381 H21/04/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 訪問看護 089-972-8008 H13/12/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 訪問リハビリテーション 089-972-8008 H13/12/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 居宅療養管理指導 089-972-8008 H13/12/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 通所リハビリテーション 089-972-8008 H21/04/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 介護予防訪問看護 089-972-8008 H18/04/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-8008 H18/04/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 介護予防居宅療養管理指導 089-972-8008 H18/04/01 指定 松山市

3810112460 下分　章裕 しもわけ眼科 シモワケガンカ 7900043 愛媛県松山市保免西３丁目９番２４号 介護予防通所リハビリテーション 089-972-8008 H21/04/01 指定 松山市

3810112486 医療法人興居島診療所 興居島診療所 ゴゴシマシンリョウショ 7918092 愛媛県松山市由良町１１６５番地２ 訪問看護 089-961-3001 H13/12/01 指定 松山市

3810112486 医療法人興居島診療所 興居島診療所 ゴゴシマシンリョウショ 7918092 愛媛県松山市由良町１１６５番地２ 居宅療養管理指導 089-961-3001 H13/12/01 指定 松山市

3810112486 医療法人興居島診療所 興居島診療所 ゴゴシマシンリョウショ 7918092 愛媛県松山市由良町１１６５番地２ 通所リハビリテーション 089-961-3001 H21/04/01 指定 松山市

3810112486 医療法人興居島診療所 興居島診療所 ゴゴシマシンリョウショ 7918092 愛媛県松山市由良町１１６５番地２ 介護予防訪問看護 089-961-3001 H18/04/01 指定 松山市

3810112486 医療法人興居島診療所 興居島診療所 ゴゴシマシンリョウショ 7918092 愛媛県松山市由良町１１６５番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-961-3001 H18/04/01 指定 松山市

3810112486 医療法人興居島診療所 興居島診療所 ゴゴシマシンリョウショ 7918092 愛媛県松山市由良町１１６５番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-961-3001 H21/04/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 訪問看護 H14/05/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 訪問リハビリテーション H14/05/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 居宅療養管理指導 H14/05/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 通所リハビリテーション 089-927-3700 H21/04/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 介護予防訪問看護 089-927-3700 H18/04/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 介護予防訪問リハビリテーション 089-927-3700 H18/04/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 介護予防居宅療養管理指導 089-927-3700 H18/04/01 指定 松山市

3810112544 医療法人本町クリニック内科・循環器科 本町クリニック内科・循環器科 ホンマチクリニックナイカ・ジュンカンキカ 7900811 愛媛県松山市本町6丁目6-7 介護予防通所リハビリテーション 089-927-3700 H21/04/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 訪問看護 H14/05/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 訪問リハビリテーション H14/05/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 居宅療養管理指導 H14/05/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 通所リハビリテーション 089-998-6611 H21/04/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 介護予防訪問看護 089-998-6611 H18/04/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 介護予防訪問リハビリテーション 089-998-6611 H18/04/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 介護予防居宅療養管理指導 089-998-6611 H18/04/01 指定 松山市

3810112551 医療法人喜多岡整形外科クリニック 喜多岡整形外科クリニック キタオカセイケイゲカクリニック 7900031 愛媛県松山市雄郡2丁目9-33 介護予防通所リハビリテーション 089-998-6611 H21/04/01 指定 松山市

3810112601 医療法人　和気クリニック 和気クリニック ワケクリニック 7992662 愛媛県松山市太山寺町1117-1 訪問看護 H14/06/01 指定 松山市

3810112601 医療法人　和気クリニック 和気クリニック ワケクリニック 7992662 愛媛県松山市太山寺町1117-1 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 松山市

3810112601 医療法人　和気クリニック 和気クリニック ワケクリニック 7992662 愛媛県松山市太山寺町1117-1 通所リハビリテーション 089-978-2121 H21/04/01 指定 松山市

3810112601 医療法人　和気クリニック 和気クリニック ワケクリニック 7992662 愛媛県松山市太山寺町1117-1 介護予防訪問看護 089-978-2121 H18/04/01 指定 松山市

3810112601 医療法人　和気クリニック 和気クリニック ワケクリニック 7992662 愛媛県松山市太山寺町1117-1 介護予防居宅療養管理指導 089-978-2121 H18/04/01 指定 松山市

3810112601 医療法人　和気クリニック 和気クリニック ワケクリニック 7992662 愛媛県松山市太山寺町1117-1 介護予防通所リハビリテーション 089-978-2121 H21/04/01 指定 松山市

3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 訪問看護 H14/12/01 指定 松山市

3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 訪問リハビリテーション H14/12/01 指定 松山市

3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 松山市
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3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 通所リハビリテーション 089-969-7888 H21/04/01 指定 松山市

3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 介護予防訪問看護 089-969-7888 H18/04/01 指定 松山市

3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-969-7888 H18/04/01 指定 松山市

3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 介護予防居宅療養管理指導 089-969-7888 H18/04/01 指定 松山市

3810112684 医療法人いとう小児科 いとう小児科 イトウショウニカ 7911115 愛媛県松山市土居町805-1 介護予防通所リハビリテーション 089-969-7888 H21/04/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 訪問看護 H14/12/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 訪問リハビリテーション H14/12/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 通所リハビリテーション 089-945-0981 H21/04/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 介護予防訪問看護 089-945-0981 H18/04/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-0981 H18/04/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 介護予防居宅療養管理指導 089-945-0981 H18/04/01 指定 松山市

3810112692 医療法人　仁愛会 山田整形外科医院 ヤマダセイケイゲカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町1-9-17 介護予防通所リハビリテーション 089-945-0981 H21/04/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 愛媛県松山市星岡四丁目2番地7号 訪問看護 H14/12/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 愛媛県松山市星岡四丁目2番地7号 訪問リハビリテーション H14/12/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 愛媛県松山市星岡四丁目2番地7号 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 松山市星岡四丁目2番地7号 通所リハビリテーション 089-969-0088 H21/04/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 愛媛県松山市星岡四丁目2番地7号 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 愛媛県松山市星岡四丁目2番地7号 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 愛媛県松山市星岡四丁目2番地7号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810112700 医療法人　福井ウィメンズクリニック 福井ウィメンズクリニック フクイウィメンズクリニック 7900922 松山市星岡四丁目2番地7号 介護予防通所リハビリテーション 089-969-0088 H21/04/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 訪問看護 H15/01/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 訪問リハビリテーション 089-911-6333 H18/06/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 通所リハビリテーション 089-911-6333 H21/04/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 介護予防訪問看護 089-911-6333 H18/04/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-6333 H18/04/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 介護予防居宅療養管理指導 089-911-6333 H18/04/01 指定 松山市

3810112742 医療法人　ゆうの森　 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町444番1 介護予防通所リハビリテーション 089-911-6333 H21/04/01 指定 松山市

3810112759 医療法人　むねた内科循環器科 むねた内科循環器科 ムネタナイカジュンカンキカ 7900807 愛媛県松山市平和通1-3-5 訪問看護 H15/01/01 指定 松山市

3810112759 医療法人　むねた内科循環器科 むねた内科循環器科 ムネタナイカジュンカンキカ 7900807 愛媛県松山市平和通1-3-5 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 松山市

3810112759 医療法人　むねた内科循環器科 むねた内科循環器科 ムネタナイカジュンカンキカ 7900807 愛媛県松山市平和通1-3-5 通所リハビリテーション 089-913-1233 H21/04/01 指定 松山市

3810112759 医療法人　むねた内科循環器科 むねた内科循環器科 ムネタナイカジュンカンキカ 7900807 愛媛県松山市平和通1-3-5 介護予防訪問看護 089-913-1233 H18/04/01 指定 松山市

3810112759 医療法人　むねた内科循環器科 むねた内科循環器科 ムネタナイカジュンカンキカ 7900807 愛媛県松山市平和通1-3-5 介護予防居宅療養管理指導 089-913-1233 H18/04/01 指定 松山市

3810112759 医療法人　むねた内科循環器科 むねた内科循環器科 ムネタナイカジュンカンキカ 7900807 愛媛県松山市平和通1-3-5 介護予防通所リハビリテーション 089-913-1233 H21/04/01 指定 松山市

3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 訪問看護 089-968-8181 H15/05/01 指定 松山市

3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 訪問リハビリテーション 089-968-8181 H15/05/01 指定 松山市

3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 居宅療養管理指導 089-968-8181 H15/05/01 指定 松山市

3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 通所リハビリテーション 089-968-8181 H21/04/01 指定 松山市

3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 介護予防訪問看護 089-968-8181 H18/04/01 指定 松山市

3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-8181 H18/04/01 指定 松山市

3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-8181 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3810112791 医療法人　日野内科・消化器科 日野内科・消化器科 ヒノナイカ・ショウカキカ 7900044 愛媛県松山市余戸東５丁目２番５号 介護予防通所リハビリテーション 089-968-8181 H21/04/01 指定 松山市

3810112833 医療法人くめ内科クリニック くめ内科クリニック クメナイカクリニック 7918026 愛媛県松山市山西町152番地16 居宅療養管理指導 089-967-7120 H15/06/01 指定 松山市

3810112833 医療法人くめ内科クリニック くめ内科クリニック クメナイカクリニック 7918026 愛媛県松山市山西町152番地16 通所リハビリテーション 089-967-7120 H21/04/01 指定 松山市

3810112833 医療法人くめ内科クリニック くめ内科クリニック クメナイカクリニック 7918026 愛媛県松山市山西町152番地16 介護予防居宅療養管理指導 089-967-7120 H18/04/01 指定 松山市

3810112833 医療法人くめ内科クリニック くめ内科クリニック クメナイカクリニック 7918026 愛媛県松山市山西町152番地16 介護予防通所リハビリテーション 089-967-7120 H21/04/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 訪問看護 089-977-5115 H15/06/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 訪問リハビリテーション 089-977-5115 H15/06/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 居宅療養管理指導 089-977-5115 H15/06/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 通所リハビリテーション 089-977-5115 H21/04/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 介護予防訪問看護 089-977-5115 H18/04/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-5115 H18/04/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 介護予防居宅療養管理指導 089-977-5115 H18/04/01 指定 松山市

3810112841 医療法人宮内消化器科内科 宮内消化器科内科 ミヤウチショウカキカナイカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町６２７番地 介護予防通所リハビリテーション 089-977-5115 H21/04/01 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 訪問看護 089-922-1199 H15/06/02 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 訪問リハビリテーション 089-922-1199 H15/06/02 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 居宅療養管理指導 089-922-1199 H15/06/02 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 通所リハビリテーション 089-922-1199 H21/04/01 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 介護予防訪問看護 089-922-1199 H18/04/01 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-922-1199 H18/04/01 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-922-1199 H18/04/01 指定 松山市

3810112858 松山市　 松山市急患医療センター マツヤマシキュウカンイリョウセンター 7900813 愛媛県松山市萱町６丁目３０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-922-1199 H21/04/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 訪問看護 089-997-9630 H15/10/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 訪問リハビリテーション 089-997-9630 H15/10/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 居宅療養管理指導 089-997-9630 H15/10/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 通所リハビリテーション 089-997-9630 H21/04/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 介護予防訪問看護 089-997-9630 H18/04/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 介護予防訪問リハビリテーション 089-997-9630 H18/04/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 介護予防居宅療養管理指導 089-997-9630 H18/04/01 指定 松山市

3810112882 * 花クリニック　内科・リハビリテーション科 ハナクリニック　ナイカ・リハビリテーションカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町522－1 介護予防通所リハビリテーション 089-997-9630 H21/04/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 訪問看護 H15/12/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 訪問リハビリテーション H15/12/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 居宅療養管理指導 H15/12/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 通所リハビリテーション 089-915-1118 H21/04/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 介護予防訪問看護 089-915-1118 H18/04/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-1118 H18/04/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 介護予防居宅療養管理指導 089-915-1118 H18/04/01 指定 松山市

3810112924 医療法人　西川内科・消火器クリニック 西川内科・消化器クリニック ニシカワナイカ・ショウカキクリニック 7900878 愛媛県松山市勝山町２－７２ 介護予防通所リハビリテーション 089-915-1118 H21/04/01 指定 松山市

3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 訪問看護 H15/12/01 指定 松山市

3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 訪問リハビリテーション H15/12/01 指定 松山市

3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 居宅療養管理指導 H15/12/01 指定 松山市

3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 通所リハビリテーション 089-957-3331 H21/04/01 指定 松山市

3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 介護予防訪問看護 089-957-3331 H18/04/01 指定 松山市
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3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-3331 H18/04/01 指定 松山市

3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-3331 H18/04/01 指定 松山市

3810112932 医療法人　いかわせ整形外科 いかわ整形外科 イカワセイケイゲカ 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番８号 介護予防通所リハビリテーション 089-957-3331 H21/04/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 訪問看護 089-943-5338 H15/12/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 訪問リハビリテーション 089-943-5338 H15/12/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 居宅療養管理指導 H15/12/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 通所リハビリテーション 089-943-5338 H21/04/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 介護予防訪問看護 089-943-5338 H18/04/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-5338 H18/04/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 介護予防居宅療養管理指導 089-943-5338 H18/04/01 指定 松山市

3810112940 医療法人　遠藤内科医院 遠藤内科医院 エンドウナイカイイン 7900022 愛媛県松山市永代町3-4 介護予防通所リハビリテーション 089-943-5338 H21/04/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 訪問看護 H16/01/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 訪問リハビリテーション 089-977-8100 H16/01/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 居宅療養管理指導 089-977-8100 H16/01/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 通所リハビリテーション 089-977-8100 H21/04/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 介護予防訪問看護 089-977-8100 H18/04/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-8100 H18/04/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 介護予防居宅療養管理指導 089-977-8100 H18/04/01 指定 松山市

3810112957 医療法人　三星会 渡辺内科クリニック ワタナベナイカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野一丁目甲９７番３ 介護予防通所リハビリテーション 089-977-8100 H21/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 訪問看護 H16/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 訪問リハビリテーション H16/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 居宅療養管理指導 H16/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 通所リハビリテーション 089-905-0011 H21/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 介護予防訪問看護 089-905-0011 H18/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-0011 H18/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-0011 H18/04/01 指定 松山市

3810112965 医療法人　松山平成会 医療法人松山平成会　平成脳神経外科病院 イリョウホウジンマツヤマヘイセイカイ　ヘイセイノウシンケイゲカビョウイン 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目7番28号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-0011 H21/04/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科・内科･外科 ツルイショウカキカ・ナイカ・ゲカ 7900933 愛媛県松山市越智町３０３番地１ 訪問看護 089-956-0278 H16/05/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科・内科･外科 ツルイショウカキカ・ナイカ・ゲカ 7900933 愛媛県松山市越智町３０３番地１ 訪問リハビリテーション 089-956-0278 H16/05/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科・内科･外科 ツルイショウカキカ・ナイカ・ゲカ 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目１－１２ 居宅療養管理指導 089-956-0278 H16/05/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科内科外科 ツルイショウカキカナイカゲカ 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目１－１２ 通所リハビリテーション 089-956-0278 H21/04/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科内科外科 ツルイショウカキカナイカゲカ 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目１－１２ 介護予防訪問看護 089-956-0278 H18/04/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科内科外科 ツルイショウカキカナイカゲカ 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目１－１２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-0278 H18/04/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科内科外科 ツルイショウカキカナイカゲカ 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目１－１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-956-0278 H18/04/01 指定 松山市

3810113005 医療法人鶴井消火器科内科外科 鶴井消化器科内科外科 ツルイショウカキカナイカゲカ 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目１－１２ 介護予防通所リハビリテーション 089-956-0278 H21/04/01 指定 松山市

3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 訪問看護 089-935-7745 H16/06/01 指定 松山市

3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 訪問リハビリテーション 089-935-7745 H16/06/01 指定 松山市

3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 居宅療養管理指導 089-935-7745 H16/06/01 指定 松山市

3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 通所リハビリテーション 089-935-7745 H22/06/01 指定 松山市

3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 介護予防訪問看護 089-935-7745 H18/04/01 指定 松山市

3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 介護予防訪問リハビリテーション 089-935-7745 H18/04/01 指定 松山市

3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 介護予防居宅療養管理指導 089-935-7745 H18/04/01 指定 松山市
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3810113013 医療法人　聖愛会 ベテル三番町クリニック ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町3丁目4番地12 介護予防通所リハビリテーション 089-935-7745 H24/04/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 訪問看護 089-927-1123 H16/12/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 訪問リハビリテーション 089-927-1123 H16/12/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 居宅療養管理指導 089-927-1123 H16/12/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 通所リハビリテーション 089-927-1123 H21/04/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 介護予防訪問看護 089-927-1123 H18/04/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 介護予防訪問リハビリテーション 089-927-1123 H18/04/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 介護予防居宅療養管理指導 089-927-1123 H18/04/01 指定 松山市

3810113054 医療法人よしだ小児科 医療法人　よしだ小児科 イリョウホウジン　ヨシダショウニカ 7900844 愛媛県松山市道後一万3番13号 介護予防通所リハビリテーション 089-927-1123 H21/04/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 訪問看護 089-932-8766 H16/12/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 訪問リハビリテーション 089-932-8766 H16/12/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 居宅療養管理指導 089-932-8766 H16/12/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 通所リハビリテーション 089-932-8766 H21/04/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 介護予防訪問看護 089-932-8766 H18/04/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-8766 H18/04/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-932-8766 H18/04/01 指定 松山市

3810113062 医療法人　はざ整形外科 はざ整形外科 ハザセイケイゲカ 7900066 愛媛県松山市宮田町169番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-932-8766 H21/04/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 訪問看護 089-998-8880 H16/12/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 訪問リハビリテーション 089-998-8880 H16/12/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 居宅療養管理指導 089-998-8880 H16/12/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 通所リハビリテーション 089-998-8880 H21/04/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 介護予防訪問看護 089-998-8880 H18/04/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 介護予防訪問リハビリテーション 089-998-8880 H18/04/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 介護予防居宅療養管理指導 089-998-8880 H18/04/01 指定 松山市

3810113070 医療法人　新田産婦人科クリニック 医療法人　新田産婦人科クリニック イリョウホウジン　ニッタサンフジンカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町4丁目1番地6 介護予防通所リハビリテーション 089-998-8880 H21/04/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 訪問看護 089-931-3939 H16/12/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 訪問リハビリテーション 089-931-3939 H16/12/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 居宅療養管理指導 089-931-3939 H16/12/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 通所リハビリテーション 089-931-3939 H21/04/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 介護予防訪問看護 089-931-3939 H18/04/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-3939 H18/04/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-3939 H18/04/01 指定 松山市

3810113088 医療法人　どい心療内科 どい心療内科 ドイシンリョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町2丁目5番地30一番町ＳＡＯＲＩビル3Ｆ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-3939 H21/04/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 訪問看護 089-957-7755 H17/01/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 訪問リハビリテーション 089-957-7755 H17/01/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 居宅療養管理指導 089-957-7755 H17/01/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 通所リハビリテーション 089-957-7755 H21/04/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 介護予防訪問看護 089-957-7755 H18/04/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-7755 H18/04/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 介護予防居宅療養管理指導 089-957-7755 H18/04/01 指定 松山市

3810113104 医療法人　桜会 たぼ麻酔科クリニック タボマスイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目19－5 介護予防通所リハビリテーション 089-957-7755 H21/04/01 指定 松山市

3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 訪問看護 089-911-5530 H17/02/01 指定 松山市
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3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 訪問リハビリテーション 089-911-5530 H17/02/01 指定 松山市

3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 居宅療養管理指導 089-911-5530 H17/02/01 指定 松山市

3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 通所リハビリテーション 089-911-5530 H21/04/01 指定 松山市

3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 介護予防訪問看護 089-911-5530 H18/04/01 指定 松山市

3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-5530 H18/04/01 指定 松山市

3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 介護予防居宅療養管理指導 089-911-5530 H18/04/01 指定 松山市

3810113112 郡　明文 こおり心療内科 コオリシンリョウナイカ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目12-38 介護予防通所リハビリテーション 089-911-5530 H21/04/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 訪問看護 089-911-0106 H17/01/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 訪問リハビリテーション 089-911-0106 H17/01/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 居宅療養管理指導 089-911-0106 H17/01/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 通所リハビリテーション 089-911-0106 H21/04/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 介護予防訪問看護 089-911-0106 H18/04/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-0106 H18/04/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-0106 H18/04/01 指定 松山市

3810113120 医療法人　とりかい眼科クリニック とりかい眼科クリニック トリカイガンカクリニック 7900065 愛媛県松山市宮西1丁目3番29号 介護予防通所リハビリテーション 089-911-0106 H21/04/01 指定 松山市

3810113211 ＊ 二宮皮フ科クリニック ニノミヤヒフカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目15-33 訪問看護 089-915-1655 H17/04/01 指定 松山市

3810113211 ＊ 二宮皮フ科クリニック ニノミヤヒフカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目15-33 訪問リハビリテーション 089-915-1655 H17/04/01 指定 松山市

3810113211 ＊ 二宮皮フ科クリニック ニノミヤヒフカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目15-33 居宅療養管理指導 089-915-1655 H17/04/01 指定 松山市

3810113211 ＊ 二宮皮フ科クリニック ニノミヤヒフカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目15-33 介護予防訪問看護 089-915-1655 H18/04/01 指定 松山市

3810113211 ＊ 二宮皮フ科クリニック ニノミヤヒフカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目15-33 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-1655 H18/04/01 指定 松山市

3810113211 ＊ 二宮皮フ科クリニック ニノミヤヒフカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目15-33 介護予防居宅療養管理指導 089-915-1655 H18/04/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 訪問看護 089-969-1090 H17/05/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 訪問リハビリテーション 089-969-1090 H17/05/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 居宅療養管理指導 089-969-1090 H17/05/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 通所リハビリテーション 089-969-1090 H21/04/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 介護予防訪問看護 089-969-1090 H18/04/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 介護予防訪問リハビリテーション 089-969-1090 H18/04/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 介護予防居宅療養管理指導 089-969-1090 H18/04/01 指定 松山市

3810113245 医療法人徳丸小児科医院 徳丸小児科 トクマルショウニカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番15号 介護予防通所リハビリテーション 089-969-1090 H21/04/01 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 訪問看護 089-943-2421 H17/06/07 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 訪問リハビリテーション 089-943-2421 H17/06/07 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 居宅療養管理指導 089-943-2421 H17/06/07 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 通所リハビリテーション 089-943-2421 H21/04/01 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 介護予防訪問看護 089-943-2421 H18/04/01 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-2421 H18/04/01 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-943-2421 H18/04/01 指定 松山市

3810113260 医療法人　梅岡レディースクリニック 梅岡レディースクリニック ウメオカレディースクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町一丁目3番地5 介護予防通所リハビリテーション 089-943-2421 H21/04/01 指定 松山市

3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 訪問看護 089-975-0645 H17/05/23 指定 松山市

3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 訪問リハビリテーション 089-975-0645 H17/05/23 指定 松山市

3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 居宅療養管理指導 089-975-0645 H17/05/23 指定 松山市

3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 通所リハビリテーション 089-975-0645 H21/04/01 指定 松山市

3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 介護予防訪問看護 089-975-0645 H18/04/01 指定 松山市
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3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-0645 H18/04/01 指定 松山市

3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-975-0645 H18/04/01 指定 松山市

3810113278 医療法人　福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック 福音寺皮ふ科ひ尿器科クリニック フクオンジヒフカヒニョウキカクリニック 7900921 愛媛県松山市福音寺町17番地5 介護予防通所リハビリテーション 089-975-0645 H21/04/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 訪問看護 089-922-9111 H17/06/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 訪問リハビリテーション 089-922-9111 H17/06/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 居宅療養管理指導 089-922-9111 H17/06/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 通所リハビリテーション 089-922-9111 H21/04/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 介護予防訪問看護 089-922-9111 H18/04/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 介護予防訪問リハビリテーション 089-922-9111 H18/04/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 介護予防居宅療養管理指導 089-922-9111 H18/04/01 指定 松山市

3810113286 医療法人　永井皮フ科クリニック 永井皮フ科クリニック ナガイヒフカクリニック 7918016 愛媛県松山市久万ノ台558番地6 介護予防通所リハビリテーション 089-922-9111 H21/04/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 訪問看護 H17/06/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 訪問リハビリテーション H17/06/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 居宅療養管理指導 H17/06/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 通所リハビリテーション 089-931-3355 H21/04/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 介護予防訪問看護 089-931-3355 H18/04/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-3355 H18/04/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810113302 ＊ 佐藤循環器科内科 サトウジュンカンキカナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目１０ー２５ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-3355 H21/04/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 訪問看護 H17/06/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 訪問リハビリテーション H17/06/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 居宅療養管理指導 H17/06/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 通所リハビリテーション 089-905-2050 H21/04/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 介護予防訪問看護 089-905-2050 H18/04/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-2050 H18/04/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-2050 H18/04/01 指定 松山市

3810113310 医療法人　宇佐美消化器クリニック 宇佐美消化器クリニック　 ウサミショウカキクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番７号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-2050 H21/04/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 訪問看護 089-977-9060 H17/10/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 訪問リハビリテーション 089-977-9060 H17/10/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 居宅療養管理指導 089-977-9060 H17/10/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 通所リハビリテーション 089-977-9060 H21/04/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 介護予防訪問看護 089-977-9060 H18/04/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-9060 H18/04/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-977-9060 H18/04/01 指定 松山市

3810113369 * 辻田耳鼻咽喉科 ツジタ　ジビインコウカ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲388番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-977-9060 H21/04/01 指定 松山市

3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 訪問看護 089-998-3331 H17/12/01 指定 松山市

3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 訪問リハビリテーション 089-998-3331 H17/12/01 指定 松山市

3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 居宅療養管理指導 089-998-3331 H17/12/01 指定 松山市

3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 通所リハビリテーション 089-998-3331 H21/04/01 指定 松山市

3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 介護予防訪問看護 089-998-3331 H18/04/01 指定 松山市

3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-998-3331 H18/04/01 指定 松山市

3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 介護予防居宅療養管理指導 089-998-3331 H18/04/01 指定 松山市
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3810113377 医療法人こうのうえ内科クリニック こうのうえ内科クリニック コウノウエナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目４－３３ 介護予防通所リハビリテーション 089-998-3331 H21/04/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 訪問看護 H17/12/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 訪問リハビリテーション H17/12/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 居宅療養管理指導 H17/12/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 通所リハビリテーション 089-977-8855 H21/04/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 介護予防訪問看護 089-977-8855 H18/04/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-8855 H18/04/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 介護予防居宅療養管理指導 089-977-8855 H18/04/01 指定 松山市

3810113385 医療法人矢野内科クリニック 矢野内科クリニック ヤノナイカクリニック 7910122 愛媛県松山市末町甲15-1 介護予防通所リハビリテーション 089-977-8855 H21/04/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 訪問看護 089-911-0500 H18/01/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 訪問リハビリテーション 089-911-0500 H18/01/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 居宅療養管理指導 089-911-0500 H18/01/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 通所リハビリテーション 089-911-0500 H21/04/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 介護予防訪問看護 089-911-0500 H18/04/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-0500 H18/04/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-0500 H18/04/01 指定 松山市

3810113393 医療法人道後一万クリニック 道後一万クリニック ドウゴイチマンクリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万8番31号 介護予防通所リハビリテーション 089-911-0500 H21/04/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 訪問看護 089-965-2211 H18/01/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 訪問リハビリテーション 089-965-2211 H18/01/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 居宅療養管理指導 089-965-2211 H18/01/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 通所リハビリテーション 089-965-2211 H21/04/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 介護予防訪問看護 089-965-2211 H18/04/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-2211 H18/04/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 介護予防居宅療養管理指導 089-965-2211 H18/04/01 指定 松山市

3810113401 医療法人ハートセンター よつば循環器科クリニック ヨツバジュンカンキカクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番53号 介護予防通所リハビリテーション 089-965-2211 H21/04/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 おかだ整形外科 オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 訪問看護 089-926-2525 H18/01/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 おかだ整形外科 オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 訪問リハビリテーション 089-926-2525 H18/01/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 おかだ整形外科 オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 居宅療養管理指導 089-926-2525 H18/01/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 医療法人　おかだ整形外科 イリョウホウジン　オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 通所リハビリテーション 089-926-2525 H21/04/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 おかだ整形外科 オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 介護予防訪問看護 089-926-2525 H18/04/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 おかだ整形外科 オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-926-2525 H18/04/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 おかだ整形外科 オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-2525 H18/04/01 指定 松山市

3810113419 医療法人おかだ整形外科 医療法人　おかだ整形外科 イリョウホウジン　オカダセイケイゲカ 7900846 愛媛県松山市道後北代３－２２ 介護予防通所リハビリテーション 089-926-2525 H21/04/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 訪問看護 089-969-1171 H18/01/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 訪問リハビリテーション 089-969-1171 H18/01/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 居宅療養管理指導 089-969-1171 H18/01/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 通所リハビリテーション 089-969-1171 H21/04/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 介護予防訪問看護 089-969-1171 H18/04/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-969-1171 H18/04/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 介護予防居宅療養管理指導 089-969-1171 H18/04/01 指定 松山市

3810113427 医療法人まえおか眼科 まえおか眼科 マエオカガンカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１２番地１６ 介護予防通所リハビリテーション 089-969-1171 H21/04/01 指定 松山市

3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 訪問看護 089-956-3433 H18/01/01 指定 松山市
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3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 訪問リハビリテーション 089-956-3433 H18/01/01 指定 松山市

3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 居宅療養管理指導 089-956-3433 H18/01/01 指定 松山市

3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 通所リハビリテーション 089-956-3433 H21/04/01 指定 松山市

3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 介護予防訪問看護 089-956-3433 H18/04/01 指定 松山市

3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-3433 H18/04/01 指定 松山市

3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 介護予防居宅療養管理指導 089-956-3433 H18/04/01 指定 松山市

3810113443 * 長山医院 ナガヤマイイン 7911113 愛媛県松山市森松町693番地 介護予防通所リハビリテーション 089-956-3433 H21/04/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 訪問看護 089-941-1133 H18/01/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 訪問リハビリテーション 089-941-1133 H18/01/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 居宅療養管理指導 089-941-1133 H18/01/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 通所リハビリテーション 089-941-1133 H21/04/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 介護予防訪問看護 089-941-1133 H18/04/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-1133 H18/04/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 介護予防居宅療養管理指導 089-941-1133 H18/04/01 指定 松山市

3810113450 ＊ 松浦内科 マツウラナイカ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目6-10 介護予防通所リハビリテーション 089-941-1133 H21/04/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 訪問看護 089-941-2191 H18/01/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 訪問リハビリテーション 089-941-2191 H18/01/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 居宅療養管理指導 H18/01/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 通所リハビリテーション 089-941-2191 H21/04/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 介護予防訪問看護 089-941-2191 H18/04/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-2191 H18/04/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-2191 H18/04/01 指定 松山市

3810113468 医療法人正康会 井手整形外科医院 イデセイケイゲカ 7900872 愛媛県松山市昭和町７０ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-2191 H21/04/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 訪問看護 089-968-7716 H18/01/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 訪問リハビリテーション 089-968-7716 H18/01/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 居宅療養管理指導 089-968-7716 H18/01/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 通所リハビリテーション 089-968-7716 H21/04/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 介護予防訪問看護 089-968-7716 H18/04/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-7716 H18/04/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-968-7716 H18/04/01 指定 松山市

3810113476 医療法人せなは整形外科 せなは整形外科 セナハセイケイゲカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-968-7716 H21/04/01 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 訪問看護 089-956-6108 H17/12/26 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 訪問リハビリテーション 089-956-6108 H17/12/26 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 居宅療養管理指導 089-956-6108 H17/12/26 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 通所リハビリテーション 089-956-6108 H21/04/01 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 介護予防訪問看護 089-956-6108 H18/04/01 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-6108 H18/04/01 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-6108 H18/04/01 指定 松山市

3810113484 医療法人丸石整形外科医院 丸石整形外科医院 マルイシセイケイゲカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目7番1号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-6108 H21/04/01 指定 松山市

3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 訪問看護 H18/01/01 指定 松山市

3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 訪問リハビリテーション H18/01/01 指定 松山市

3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 居宅療養管理指導 H18/01/01 指定 松山市
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3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 通所リハビリテーション 089-965-4180 H21/04/01 指定 松山市

3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 介護予防訪問看護 089-965-4180 H18/04/01 指定 松山市

3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-4180 H18/04/01 指定 松山市

3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 介護予防居宅療養管理指導 089-965-4180 H18/04/01 指定 松山市

3810113518 医療法人北吉田診療所 北吉田診療所 キタヨシダシンリョウショ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-1 介護予防通所リハビリテーション 089-965-4180 H21/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 訪問看護 089-911-2355 H18/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 訪問リハビリテーション 089-911-2355 H18/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 居宅療養管理指導 089-911-2355 H18/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 通所リハビリテーション 089-911-2355 H21/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 介護予防訪問看護 089-911-2355 H18/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-2355 H18/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 介護予防居宅療養管理指導 089-911-2355 H18/04/01 指定 松山市

3810113526 * 船津内科胃腸科クリニック フナツナイカイチョウカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5-14Fフォリスト2F 介護予防通所リハビリテーション 089-911-2355 H21/04/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 訪問看護 089-931-0111 H18/05/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 訪問リハビリテーション 089-931-0111 H18/05/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 居宅療養管理指導 089-931-0111 H18/05/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 通所リハビリテーション 089-931-0111 H21/04/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 介護予防訪問看護 089-931-0111 H18/05/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-0111 H18/05/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 介護予防居宅療養管理指導 089-931-0111 H18/05/01 指定 松山市

3810113559 * 心療内科　i-こころの診療室 シンリョウナイカ　ｉ－ココロノシンリョウシツ 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目4-16高須賀ビル2階 介護予防通所リハビリテーション 089-931-0111 H21/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 訪問看護 089-921-0039 H18/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 訪問リハビリテーション 089-921-0039 H18/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 居宅療養管理指導 089-921-0039 H18/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 通所リハビリテーション 089-921-0039 H21/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 介護予防訪問看護 089-921-0039 H18/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-0039 H18/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-921-0039 H18/04/01 指定 松山市

3810113575 医療法人　啓蟄会 西田クリニック ニシダクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 介護予防通所リハビリテーション 089-921-0039 H21/04/01 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 訪問看護 089-933-8968 H18/05/08 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 訪問リハビリテーション 089-933-8968 H18/05/08 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 居宅療養管理指導 089-933-8968 H18/05/08 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 通所リハビリテーション 089-933-8968 H21/04/01 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 介護予防訪問看護 089-933-8968 H18/05/08 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 介護予防訪問リハビリテーション 089-933-8968 H18/05/08 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 介護予防居宅療養管理指導 089-933-8968 H18/05/08 指定 松山市

3810113583 * 菅井皮膚科 スガイヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目1-10 介護予防通所リハビリテーション 089-933-8968 H21/04/01 指定 松山市

3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 訪問看護 089-925-5544 H18/06/01 指定 松山市

3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 訪問リハビリテーション 089-925-5544 H18/06/01 指定 松山市

3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 居宅療養管理指導 089-925-5544 H18/06/01 指定 松山市

3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 通所リハビリテーション 089-925-5544 H21/04/01 指定 松山市

3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 介護予防訪問看護 089-925-5544 H18/06/01 指定 松山市
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3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-5544 H18/06/01 指定 松山市

3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-925-5544 H18/06/01 指定 松山市

3810113609 医療法人グランセル 佐藤実病院 サトウミノルビョウイン 7900811 愛媛県松山市本町六丁目3番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-925-5544 H21/04/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 訪問看護 089-943-5355 H18/06/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 訪問リハビリテーション 089-943-5355 H18/06/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 居宅療養管理指導 089-943-5355 H18/06/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 通所リハビリテーション 089-943-5355 H21/04/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 介護予防訪問看護 089-943-5355 H18/06/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-5355 H18/06/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 介護予防居宅療養管理指導 089-943-5355 H18/06/01 指定 松山市

3810113617 医療法人立命会 村上循環器科 ムラカミジュンカンキカ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目7番2号 介護予防通所リハビリテーション 089-943-5355 H21/04/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 訪問看護 089-955-7676 H18/07/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 訪問リハビリテーション 089-955-7676 H18/07/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 居宅療養管理指導 089-955-7676 H18/07/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 通所リハビリテーション 089-955-7676 H21/04/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 介護予防訪問看護 089-955-7676 H18/07/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 介護予防訪問リハビリテーション 089-955-7676 H18/07/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 介護予防居宅療養管理指導 089-955-7676 H18/07/01 指定 松山市

3810113633 医療法人松山心臓・血管病センター 関谷循環器科 セキヤジュンカンキカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3320 介護予防通所リハビリテーション 089-955-7676 H21/04/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 訪問看護 089-907-7486 H18/09/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 訪問リハビリテーション 089-907-7486 H18/09/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 居宅療養管理指導 089-907-7486 H18/09/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 通所リハビリテーション 089-907-7486 H21/04/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 介護予防訪問看護 089-907-7486 H18/09/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-7486 H18/09/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 介護予防居宅療養管理指導 089-907-7486 H18/09/01 指定 松山市

3810113641 * しいのき心療内科 シイノキシンリョウナイカ 7900023 愛媛県松山市末広町11-6 介護予防通所リハビリテーション 089-907-7486 H21/04/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 訪問看護 089-915-2229 H18/10/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 訪問リハビリテーション 089-915-2229 H18/10/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 居宅療養管理指導 089-915-2229 H18/10/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 通所リハビリテーション 089-915-2229 H21/04/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 介護予防訪問看護 089-915-2229 H18/10/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-2229 H18/10/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 介護予防居宅療養管理指導 089-915-2229 H18/10/01 指定 松山市

3810113658 * 福岡内科クリニック フクオカナイカクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目10-2 介護予防通所リハビリテーション 089-915-2229 H21/04/01 指定 松山市

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 訪問看護 089-968-8788 H18/10/01 指定 松山市

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 訪問リハビリテーション 089-968-8788 H18/10/01 指定 松山市

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 居宅療養管理指導 089-968-8788 H18/10/01 指定 松山市

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 通所リハビリテーション 089-968-8788 H21/04/01 指定 松山市

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 介護予防訪問看護 089-968-8788 H18/10/01 指定 松山市

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-8788 H18/10/01 指定 松山市

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-8788 H18/10/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810113674 * おおしろ外科こもれび診療所 オオシロゲカコモレビシンリョウジョ 7900046 愛媛県松山市余戸西一丁目1番６号 介護予防通所リハビリテーション 089-968-8788 H21/04/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニックショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 訪問看護 089-958-2516 H18/12/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニックショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 訪問リハビリテーション 089-958-2516 H18/12/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニックショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 居宅療養管理指導 089-958-2516 H18/12/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニックショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 通所リハビリテーション 089-958-2516 H21/04/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニック「ショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 介護予防訪問看護 089-958-2516 H18/12/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニックショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-2516 H18/12/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニックショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-2516 H18/12/01 指定 松山市

3810113690 * 窪田クリニック消化器科、外科、肛門科 クボタクリニックショウカキカ、ゲカ、コウモンカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目2番3号 介護予防通所リハビリテーション 089-958-2516 H21/04/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 訪問看護 089-965-0005 H18/12/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 訪問リハビリテーション 089-965-0005 H18/12/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 居宅療養管理指導 089-965-0005 H18/12/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 通所リハビリテーション 089-965-0005 H21/04/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 介護予防訪問看護 089-965-0005 H18/12/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-0005 H18/12/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 介護予防居宅療養管理指導 089-965-0005 H18/12/01 指定 松山市

3810113708 医療法人きい麻酔科クリニック きい麻酔クリニック キイマスイクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目12番20号 介護予防通所リハビリテーション 089-965-0005 H21/04/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 訪問看護 089-968-3333 H18/12/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 訪問リハビリテーション 089-968-3333 H18/12/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 居宅療養管理指導 089-968-3333 H18/12/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 通所リハビリテーション 089-968-3333 H21/04/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 介護予防訪問看護 089-968-3333 H18/12/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-3333 H18/12/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-3333 H18/12/01 指定 松山市

3810113724 医療法人　仁勇会 三津整形外科 ミツセイケイゲカ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目5番5号 介護予防通所リハビリテーション 089-968-3333 H21/04/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 訪問看護 089-956-2525 H18/12/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 訪問リハビリテーション 089-956-2525 H18/12/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 居宅療養管理指導 089-956-2525 H18/12/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 通所リハビリテーション 089-956-2525 H21/04/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 介護予防訪問看護 089-956-2525 H18/12/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-2525 H18/12/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-2525 H18/12/01 指定 松山市

3810113732 医療法人たんげ内科クリニック たんげ内科クリニック タンゲナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目8番26号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-2525 H21/04/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 訪問看護 089-986-7000 H18/12/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 訪問リハビリテーション 089-986-7000 H18/12/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 居宅療養管理指導 089-986-7000 H18/12/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 通所リハビリテーション 089-986-7000 H21/04/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 介護予防訪問看護 089-986-7000 H18/12/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-7000 H18/12/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 介護予防居宅療養管理指導 089-986-7000 H18/12/01 指定 松山市

3810113740 医療法人田窪リウマチ・整形外科 田窪リウマチ・整形外科 タクボリウマチ・セイケイゲカ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目9番38号 介護予防通所リハビリテーション 089-986-7000 H21/04/01 指定 松山市

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3番27号 訪問看護 089-905-0323 H18/12/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3番27号 訪問リハビリテーション 089-905-0323 H18/12/01 指定 松山市

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3番27号 居宅療養管理指導 089-905-0323 H18/12/01 指定 松山市

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3番27号 通所リハビリテーション 089-905-0323 H21/04/01 指定 松山市

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3番27号 介護予防訪問看護 089-905-0323 H18/12/01 指定 松山市

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3号27号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-0323 H18/12/01 指定 松山市

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3番27号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-0323 H18/12/01 指定 松山市

3810113757 医療法人とみの心臓血管クリニック とみの心臓血管クリニック トミノシンゾウケッカンクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目3番27号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-0323 H21/04/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 訪問看護 H19/01/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 訪問リハビリテーション 089-969-1321 H19/01/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 居宅療養管理指導 H19/01/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 通所リハビリテーション 089-969-1321 H21/04/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 介護予防訪問看護 089-969-1321 H19/01/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 介護予防訪問リハビリテーション 089-969-1321 H19/01/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 介護予防居宅療養管理指導 089-969-1321 H19/01/01 指定 松山市

3810113765 医療法人　今在家クリニック 今在家クリニック イマザイケクリニック 7911106 愛媛県松山市今在家三丁目1番5号 介護予防通所リハビリテーション 089-969-1321 H21/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 訪問看護 089-960-4111 H19/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 訪問リハビリテーション 089-960-4111 H19/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 居宅療養管理指導 089-960-4111 H19/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 通所リハビリテーション 089-960-4111 H21/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 介護予防訪問看護 089-960-4111 H19/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-4111 H19/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-960-4111 H19/04/01 指定 松山市

3810113781 医療法人　松山耳鼻咽喉科・皮フ科 丸山耳鼻咽喉科・皮フ科 マルヤマジビインコウカ・ヒフカ 7992654 愛媛県松山市内宮町543番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-960-4111 H21/04/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 訪問看護 089-989-3433 H19/05/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 訪問リハビリテーション 089-989-3433 H19/05/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 居宅療養管理指導 089-989-3433 H19/05/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 通所リハビリテーション 089-989-3433 H21/04/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 介護予防訪問看護 089-989-3433 H19/05/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-3433 H19/05/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 介護予防居宅療養管理指導 089-989-3433 H19/05/01 指定 松山市

3810113799 医療法人　ふくだ循環器科内科クリニック ふくだ循環器科内科クリニック フクダジュンカンキカナイカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町478番地6 介護予防通所リハビリテーション 089-989-3433 H21/04/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 訪問看護 089-976-8000 H19/05/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 訪問リハビリテーション 089-976-8000 H19/05/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 居宅療養管理指導 089-976-8000 H19/05/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 通所リハビリテーション 089-976-8000 H21/04/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 介護予防訪問看護 089-976-8000 H19/05/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-8000 H19/05/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 介護予防居宅療養管理指導 089-976-8000 H19/05/01 指定 松山市

3810113815 * こいずみ形成外科皮ふ科 コイズミケイセイゲカヒフカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町775-5 介護予防通所リハビリテーション 089-976-8000 H21/04/01 指定 松山市

3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 訪問看護 089-951-7222 H19/05/01 指定 松山市

3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 訪問リハビリテーション 089-951-7222 H19/05/01 指定 松山市

3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 居宅療養管理指導 089-951-7222 H19/05/01 指定 松山市
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3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 通所リハビリテーション 089-951-7222 H21/04/01 指定 松山市

3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 介護予防訪問看護 089-951-7222 H19/05/01 指定 松山市

3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-7222 H19/05/01 指定 松山市

3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 介護予防居宅療養管理指導 089-951-7222 H19/05/01 指定 松山市

3810113823 医療法人　安心会 ふくもと心療内科 フクモトシンリョウナイカ 7918026 愛媛県松山市山西町544番地7 介護予防通所リハビリテーション 089-951-7222 H21/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 訪問看護 089-952-6333 H19/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 訪問リハビリテーション 089-952-6333 H19/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 居宅療養管理指導 089-952-6333 H19/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 通所リハビリテーション 089-952-6333 H21/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 介護予防訪問看護 089-952-6333 H19/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 介護予防訪問リハビリテーション 089-952-6333 H19/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 介護予防居宅療養管理指導 089-952-6333 H19/04/01 指定 松山市

3810113831 * 山形耳鼻咽喉科 ヤマガタジビインコウカ 7918076 愛媛県松山市会津町11-23 介護予防通所リハビリテーション 089-952-6333 H21/04/01 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 訪問看護 089-997-1171 H19/04/01 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 訪問リハビリテーション 089-997-1171 H19/04/01 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 居宅療養管理指導 089-997-1171 H19/04/01 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 通所リハビリテーション 089-997-1171 H25/04/21 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 介護予防訪問看護 089-997-1171 H19/04/01 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-997-1171 H19/04/01 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 介護予防居宅療養管理指導 089-997-1171 H19/04/01 指定 松山市

3810113849 医療法人　友朋会 医療法人友朋会　なかじま中央病院 イリョウホウジンユウホウカイ　ナカジマチュウオウビョウイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081-1 介護予防通所リハビリテーション 089-997-1171 H25/04/21 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウショ 7914431 愛媛県松山市睦月甲2194番地1 訪問看護 089-998-0527 H19/04/01 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウショ 7914431 愛媛県松山市睦月甲2194番地1 訪問リハビリテーション 089-998-0527 H19/04/01 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウショ 7914431 愛媛県松山市睦月甲2194番地1 居宅療養管理指導 089-998-0527 H19/04/01 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウジョ 7914431 愛媛県松山市睦月2194番地1 通所リハビリテーション 089-998-0527 H21/04/01 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウショ 7914431 愛媛県松山市睦月甲2194番地1 介護予防訪問看護 089-998-0527 H19/04/01 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウショ 7914431 愛媛県松山市睦月甲2194番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-998-0527 H19/04/01 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウショ 7914431 愛媛県松山市睦月甲2194番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-998-0527 H19/04/01 指定 松山市

3810113864 医療法人　友朋会 睦月診療所 ムツキシンリョウジョ 7914431 愛媛県松山市睦月2194番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-998-0527 H21/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウショ 7914432 愛媛県松山市野忽那甲1540番地16 訪問看護 089-998-0028 H19/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウショ 7914432 愛媛県松山市野忽那甲1540番地16 訪問リハビリテーション 089-998-0028 H19/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウショ 7914432 愛媛県松山市野忽那甲1540番地16 居宅療養管理指導 089-998-0028 H19/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウジョ 愛媛県松山市野忽那1540番地16 通所リハビリテーション 089-998-0028 H21/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウショ 7914432 愛媛県松山市野忽那甲1540番地16 介護予防訪問看護 089-998-0028 H19/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウショ 7914432 愛媛県松山市野忽那甲1540番地16 介護予防訪問リハビリテーション 089-998-0028 H19/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウショ 7914432 愛媛県松山市野忽那甲1540番地16 介護予防居宅療養管理指導 089-998-0028 H19/04/01 指定 松山市

3810113872 医療法人　友朋会 野忽那診療所 ノグツナシンリョウジョ 愛媛県松山市野忽那1540番地16 介護予防通所リハビリテーション 089-998-0028 H21/04/01 指定 松山市

3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 訪問看護 089-999-0604 H19/04/01 指定 松山市

3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 訪問リハビリテーション 089-999-0604 H19/04/01 指定 松山市

3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 居宅療養管理指導 089-999-0604 H19/04/01 指定 松山市

3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 通所リハビリテーション 089-999-0604 H21/04/01 指定 松山市

3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 介護予防訪問看護 089-999-0604 H19/04/01 指定 松山市
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3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 介護予防訪問リハビリテーション 089-999-0604 H19/04/01 指定 松山市

3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 介護予防居宅療養管理指導 089-999-0604 H19/04/01 指定 松山市

3810113880 医療法人　友朋会 二神診療所 フタガミシンリョウジョ 7914323 愛媛県松山市二神甲459番地16 介護予防通所リハビリテーション 089-999-0604 H21/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウショ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 訪問看護 089-999-0319 H19/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウショ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 訪問リハビリテーション 089-999-0319 H19/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウショ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 居宅療養管理指導 089-999-0319 H19/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウジョ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 通所リハビリテーション 089-999-0319 H21/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウショ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 介護予防訪問看護 089-999-0319 H19/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウショ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-999-0319 H19/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウショ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-999-0319 H19/04/01 指定 松山市

3810113898 医療法人　友朋会 怒和診療所 ヌワシンリョウジョ 7914321 愛媛県松山市元怒和甲1081番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-999-0319 H21/04/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 訪問看護 089-926-8881 H19/05/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 訪問リハビリテーション 089-926-8881 H19/05/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 居宅療養管理指導 089-926-8881 H19/05/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 通所リハビリテーション 089-926-8881 H21/04/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 介護予防訪問看護 089-926-8881 H19/05/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 介護予防訪問リハビリテーション 089-926-8881 H19/05/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 介護予防居宅療養管理指導 089-926-8881 H19/05/01 指定 松山市

3810113914 医療法人　みどりクリニック みどりクリニック内科消化器科 ミドリクリニック　ナイカショウカキカ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目10番12号 介護予防通所リハビリテーション 089-926-8881 H21/04/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 訪問看護 089-976-9292 H19/05/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 訪問リハビリテーション 089-976-9292 H19/05/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 居宅療養管理指導 089-976-9292 H19/05/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 通所リハビリテーション 089-976-9292 H21/04/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 介護予防訪問看護 089-976-9292 H19/05/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-9292 H19/05/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-976-9292 H19/05/01 指定 松山市

3810113922 医療法人　久慈クリニック 久慈クリニック クジクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町728番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-976-9292 H21/04/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 訪問看護 089-956-8011 H19/05/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 訪問リハビリテーション 089-956-8011 H19/05/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 居宅療養管理指導 089-956-8011 H19/05/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 通所リハビリテーション 089-956-8011 H21/04/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 介護予防訪問看護 089-956-8011 H19/05/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-8011 H19/05/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-8011 H19/05/01 指定 松山市

3810113930 医療法人　上田小児科医院 上田小児科医院 ウエダショウニカイイン 7900934 愛媛県松山市居相四丁目22番1号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-8011 H21/04/01 指定 松山市

3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 訪問看護 089-957-0074 H19/05/01 指定 松山市

3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 訪問リハビリテーション 089-957-0074 H19/05/01 指定 松山市

3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 居宅療養管理指導 089-957-0074 H19/05/01 指定 松山市

3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 通所リハビリテーション 089-957-0074 H21/04/01 指定 松山市

3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 介護予防訪問看護 089-957-0074 H19/05/01 指定 松山市

3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-0074 H19/05/01 指定 松山市

3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-0074 H19/05/01 指定 松山市
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3810113948 医療法人　はなみずき内科クリニック はなみずき内科クリニック ハナミズキナイカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目9番33号 介護予防通所リハビリテーション 089-957-0074 H21/04/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 訪問看護 089-976-1277 H19/05/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 訪問リハビリテーション 089-976-1277 H19/05/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 居宅療養管理指導 089-976-1277 H19/05/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 通所リハビリテーション 089-976-1277 H21/04/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 介護予防訪問看護 089-976-1277 H19/05/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-1277 H19/05/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 介護予防居宅療養管理指導 089-976-1277 H19/05/01 指定 松山市

3810113955 医療法人　まつもと内科クリニック ますもと内科クリニック マスモトナイカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1271 介護予防通所リハビリテーション 089-976-1277 H21/04/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 訪問看護 089-935-8070 H19/05/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 訪問リハビリテーション 089-935-8070 H19/05/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 居宅療養管理指導 089-935-8070 H19/05/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 通所リハビリテーション 089-935-8070 H21/04/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 介護予防訪問看護 089-935-8070 H19/05/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 介護予防訪問リハビリテーション 089-935-8070 H19/05/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 介護予防居宅療養管理指導 089-935-8070 H19/05/01 指定 松山市

3810113963 医療法人さえき耳鼻咽喉科クリニック さえき耳鼻咽喉科クリニック サエキジビインコウカクリニック 7900965 愛媛県松山市祇園町1番12号 介護予防通所リハビリテーション 089-935-8070 H21/04/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 訪問看護 089-960-0020 H19/06/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 訪問リハビリテーション 089-960-0020 H19/06/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 居宅療養管理指導 089-960-0020 H19/06/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 通所リハビリテーション 089-960-0020 H21/04/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 介護予防訪問看護 089-960-0020 H19/06/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-0020 H19/06/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 介護予防居宅療養管理指導 089-960-0020 H19/06/01 指定 松山市

3810113971 医療法人　かどた脳神経外科 かどた脳神経外科 カドタノウシンケイゲカ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番6号 介護予防通所リハビリテーション 089-960-0020 H21/04/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 訪問看護 089-951-0750 H19/06/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 訪問リハビリテーション 089-951-0750 H19/06/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 居宅療養管理指導 089-951-0750 H19/06/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 通所リハビリテーション 089-951-0750 H21/04/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 介護予防訪問看護 089-951-0750 H19/06/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-0750 H19/06/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 介護予防居宅療養管理指導 089-951-0750 H19/06/01 指定 松山市

3810113997 医療法人　博愛会 城西クリニック ジョウセイクリニック 7918066 愛媛県松山市祓川一丁目2番28号 介護予防通所リハビリテーション 089-951-0750 H21/04/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 訪問看護 089-943-2200 H19/06/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 訪問リハビリテーション 089-943-2200 H19/06/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 居宅療養管理指導 089-943-2200 H19/06/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 通所リハビリテーション 089-943-2200 H21/04/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 介護予防訪問看護 089-943-2200 H19/06/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-2200 H19/06/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 介護予防居宅療養管理指導 089-943-2200 H19/06/01 指定 松山市

3810114029 医療法人佑来会 あずま泌尿器科クリニック アズマヒニョウキカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目10-10 介護予防通所リハビリテーション 089-943-2200 H21/04/01 指定 松山市

3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 訪問看護 089-975-0091 H19/06/01 指定 松山市
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3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 訪問リハビリテーション 089-975-0091 H19/06/01 指定 松山市

3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 居宅療養管理指導 089-975-0091 H19/06/01 指定 松山市

3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 通所リハビリテーション 089-975-0091 H21/04/01 指定 松山市

3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 介護予防訪問看護 089-975-0091 H19/06/01 指定 松山市

3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-0091 H19/06/01 指定 松山市

3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 介護予防居宅療養管理指導 089-975-0091 H19/06/01 指定 松山市

3810114037 医療法人  青藍会 宮内医院 ミヤウチイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町761番地 介護予防通所リハビリテーション 089-975-0091 H21/04/01 指定 松山市

3810114045 医療法人　こざわ耳鼻咽喉科医院 こざわ耳鼻咽喉科医院 コザワジビインコウカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町428番地4 訪問看護 089-965-1133 H19/07/01 指定 松山市

3810114045 医療法人　こざわ耳鼻咽喉科医院 こざわ耳鼻咽喉科医院 コザワジビインコウカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町428番地4 訪問リハビリテーション 089-965-1133 H19/07/01 指定 松山市

3810114045 医療法人　こざわ耳鼻咽喉科医院 こざわ耳鼻咽喉科医院 コザワジビインコウカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町428番地4 居宅療養管理指導 089-965-1133 H19/07/01 指定 松山市

3810114045 医療法人　こざわ耳鼻咽喉科医院 こざわ耳鼻咽喉科医院 コザワジビインコウカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町428番地4 介護予防訪問看護 089-965-1133 H19/07/01 指定 松山市

3810114045 医療法人　こざわ耳鼻咽喉科医院 こざわ耳鼻咽喉科医院 コザワジビインコウカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町428番地4 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-1133 H19/07/01 指定 松山市

3810114045 医療法人　こざわ耳鼻咽喉科医院 こざわ耳鼻咽喉科医院 コザワジビインコウカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町428番地4 介護予防居宅療養管理指導 089-965-1133 H19/07/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 訪問看護 089-925-2839 H19/09/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 訪問リハビリテーション 089-925-2839 H19/09/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 居宅療養管理指導 089-925-2839 H19/09/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 通所リハビリテーション 089-925-2839 H21/04/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 介護予防訪問看護 089-925-2839 H19/09/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-2839 H19/09/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 介護予防居宅療養管理指導 089-925-2839 H19/09/01 指定 松山市

3810114052 医療法人　整形外科つばさクリニック 整形外科つばさクリニック セイケイゲカツバサクリニック 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番45号 介護予防通所リハビリテーション 089-925-2839 H21/04/01 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 訪問看護 089-924-3553 H19/07/26 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 訪問リハビリテーション 089-924-3553 H19/07/26 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 居宅療養管理指導 089-924-3553 H19/07/26 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 通所リハビリテーション 089-924-3553 H21/04/01 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 介護予防訪問看護 089-924-3553 H19/07/26 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-3553 H19/07/26 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 介護予防居宅療養管理指導 089-924-3553 H19/07/26 指定 松山市

3810114060 * 武田産婦人科医院 タケダサンフジンカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町一丁目5-14 介護予防通所リハビリテーション 089-924-3553 H21/04/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 訪問看護 089-907-5200 H20/05/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 訪問リハビリテーション 089-907-5200 H20/05/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 居宅療養管理指導 089-907-5200 H20/05/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 通所リハビリテーション 089-907-5200 H21/04/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 介護予防訪問看護 089-907-5200 H20/05/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-5200 H20/05/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 介護予防居宅療養管理指導 089-907-5200 H20/05/01 指定 松山市

3810114136 * 泌尿器科　あらきクリニック ヒニョウキカ　アラキクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番22号 介護予防通所リハビリテーション 089-907-5200 H21/04/01 指定 松山市

3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 訪問看護 089-905-0002 H20/05/01 指定 松山市

3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 訪問リハビリテーション 089-905-0002 H20/05/01 指定 松山市

3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 居宅療養管理指導 089-905-0002 H20/05/01 指定 松山市

3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 通所リハビリテーション 089-905-0002 H21/04/01 指定 松山市

3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 介護予防訪問看護 089-905-0002 H20/05/01 指定 松山市
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3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-0002 H20/05/01 指定 松山市

3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-0002 H20/05/01 指定 松山市

3810114144 医療法人　清正会 あかりクリニック アカリクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目13番3号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-0002 H21/04/01 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワジジシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 訪問看護 089-999-0048 H20/03/21 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワジジシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 訪問リハビリテーション 089-999-0048 H20/03/21 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワジジシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 居宅療養管理指導 089-999-0048 H20/03/21 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワチシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 通所リハビリテーション 089-999-0048 H21/04/01 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワジジシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 介護予防訪問看護 089-999-0048 H20/03/21 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワジジシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-999-0048 H20/03/21 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワジジシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 介護予防居宅療養管理指導 089-999-0048 H20/03/21 指定 松山市

3810114151 医療法人　友朋会 津和地診療所 ツワチシンリョウジョ 7914324 愛媛県松山市津和地420番地 介護予防通所リハビリテーション 089-999-0048 H21/04/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 訪問看護 089-911-2111 H20/05/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 訪問リハビリテーション 089-911-2111 H20/05/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 居宅療養管理指導 089-911-2111 H20/05/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 通所リハビリテーション 089-911-2111 H21/04/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 介護予防訪問看護 089-911-2111 H20/05/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-2111 H20/05/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-2111 H20/05/01 指定 松山市

3810114169 医療法人　順風会 順風会　健診センター ジュンプウカイ　ケンシンセンター 7900822 愛媛県松山市高砂町二丁目3番1号 介護予防通所リハビリテーション 089-911-2111 H21/04/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 訪問看護 089-978-0018 H20/06/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 訪問リハビリテーション 089-978-0018 H20/06/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 居宅療養管理指導 089-978-0018 H20/06/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 通所リハビリテーション 089-978-0018 H21/04/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 介護予防訪問看護 089-978-0018 H20/06/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-0018 H20/06/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 介護予防居宅療養管理指導 089-978-0018 H20/06/01 指定 松山市

3810114193 医療法人　三志会 佐藤医院 サトウイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川一丁目8番26号 介護予防通所リハビリテーション 089-978-0018 H21/04/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 訪問看護 089-978-7611 H20/07/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 訪問リハビリテーション 089-978-7611 H20/07/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 居宅療養管理指導 089-978-7611 H20/07/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 通所リハビリテーション 089-978-7611 H21/04/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 介護予防訪問看護 089-978-7611 H20/07/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-7611 H20/07/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-978-7611 H20/07/01 指定 松山市

3810114201 医療法人　山中内科・消化器内科クリニック 山中内科・消化器内科クリニック ヤマナカナイカ・ショウカキナイカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町558番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-978-7611 H21/04/01 指定 松山市

3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 訪問看護 089-945-6534 H20/06/01 指定 松山市

3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 訪問リハビリテーション 089-945-6534 H20/06/01 指定 松山市

3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 居宅療養管理指導 089-945-6534 H20/06/01 指定 松山市

3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 通所リハビリテーション 089-945-6534 H21/04/01 指定 松山市

3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 介護予防訪問看護 089-945-6534 H20/06/01 指定 松山市

3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-6534 H20/06/01 指定 松山市

3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-945-6534 H20/06/01 指定 松山市
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3810114219 医療法人　弓裕会 日野整形外科医院 ヒノセイケイゲカイイン 7900066 愛媛県松山市宮田町9番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-945-6534 H21/04/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 訪問看護 089-945-8015 H20/08/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 訪問リハビリテーション 089-945-8015 H20/08/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 居宅療養管理指導 089-945-8015 H20/08/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 通所リハビリテーション 089-945-8015 H21/04/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 介護予防訪問看護 089-945-8015 H20/08/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-8015 H20/08/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 介護予防居宅療養管理指導 089-945-8015 H20/08/01 指定 松山市

3810114227 医療法人　阿部会 湊町クリニック ミナトマチクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目5番地7松田ビル1階 介護予防通所リハビリテーション 089-945-8015 H21/04/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 訪問看護 089-978-7007 H20/08/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 訪問リハビリテーション 089-978-7007 H20/08/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 居宅療養管理指導 089-978-7007 H20/08/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 通所リハビリテーション 089-978-7007 H21/04/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 介護予防訪問看護 089-978-7007 H20/08/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-7007 H20/08/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-978-7007 H20/08/01 指定 松山市

3810114235 医療法人　米本マタニティクリニック 産科・婦人科　米本マタニティクリニック サンカ・フジンカ　ヨネモトマタニティクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町537番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-978-7007 H21/04/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 訪問看護 089-911-3880 H20/09/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 訪問リハビリテーション 089-911-3880 H20/09/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 居宅療養管理指導 089-911-3880 H20/09/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 通所リハビリテーション 089-911-3880 H21/04/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 介護予防訪問看護 089-911-3880 H20/09/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-3880 H20/09/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 介護予防居宅療養管理指導 089-911-3880 H20/09/01 指定 松山市

3810114250 * 愛媛県心と体の健康センター エヒメケンココロトカラダノケンコウセンター 7900811 愛媛県松山市本町七丁目2番地 介護予防通所リハビリテーション 089-911-3880 H21/04/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 訪問看護 089-947-0068 H20/10/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 訪問リハビリテーション 089-947-0068 H20/10/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 居宅療養管理指導 089-947-0068 H20/10/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 通所リハビリテーション 089-947-0068 H21/04/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 介護予防訪問看護 089-947-0068 H20/10/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-0068 H20/10/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 介護予防居宅療養管理指導 089-947-0068 H20/10/01 指定 松山市

3810114276 医療法人　裕光会 眼科タカオカ医院 ガンカタカオカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目1番地7 介護予防通所リハビリテーション 089-947-0068 H21/04/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 訪問看護 089-945-8811 H20/11/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 訪問リハビリテーション 089-945-8811 H20/11/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 居宅療養管理指導 089-945-8811 H20/11/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 通所リハビリテーション 089-945-8811 H21/04/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 介護予防訪問看護 089-945-8811 H20/11/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-8811 H20/11/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 介護予防居宅療養管理指導 089-945-8811 H20/11/01 指定 松山市

3810114284 * よこた内科 ヨコタナイカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町一丁目8-41 介護予防通所リハビリテーション 089-945-8811 H21/04/01 指定 松山市

3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379-1 訪問看護 089-994-7800 H21/02/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379-1 訪問リハビリテーション 089-994-7800 H21/02/01 指定 松山市

3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379-1 居宅療養管理指導 089-994-7800 H21/02/01 指定 松山市

3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379番地1 通所リハビリテーション 0899947800 H21/04/01 指定 松山市

3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379-1 介護予防訪問看護 089-994-7800 H21/02/01 指定 松山市

3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-7800 H21/02/01 指定 松山市

3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379-1 介護予防居宅療養管理指導 089-994-7800 H21/02/01 指定 松山市

3810114318 医療法人　川谷整形外科 川谷整形外科 カワタニセイケイゲカ 7992455 愛媛県松山市常竹甲379番地1 介護予防通所リハビリテーション 0899947800 H21/04/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 訪問看護 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 訪問リハビリテーション 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 居宅療養管理指導 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 通所リハビリテーション 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 介護予防訪問看護 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 介護予防居宅療養管理指導 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114334 医療法人　岡部クリニック 岡部内科消化器科クリニック オカベナイカショウカキカクリニック 7918043 愛媛県松山市東垣生町136 介護予防通所リハビリテーション 089-972-2221 H21/05/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 訪問看護 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 訪問リハビリテーション 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 居宅療養管理指導 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 通所リハビリテーション 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 介護予防訪問看護 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 介護予防居宅療養管理指導 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114342 ＊ こみなと整形外科 コミナトセイケイゲカ 7911104 愛媛県松山市北土居3丁目11-32 介護予防通所リハビリテーション 089-993-5370 H21/06/01 指定 松山市

3810114359 ＊ ながと脳神経外科・心療内科クリニック ナガトノウシンケイゲカ・シンリョウナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西3丁目9-22 居宅療養管理指導 089-994-5700 H21/06/01 指定 松山市

3810114359 ＊ ながと脳神経外科・心療内科クリニック ナガトノウシンケイゲカ・シンリョウナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西3丁目9-22 介護予防居宅療養管理指導 089-994-5700 H21/06/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 訪問看護 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 訪問リハビリテーション 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 居宅療養管理指導 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 通所リハビリテーション 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 介護予防訪問看護 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 介護予防居宅療養管理指導 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114409 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック 医療法人　あき整形外科リハビリテーションクリニック イリョウホウジン　アキセイケイゲカリハビリテーションクリニック 7900902 愛媛県松山市石手白石甲１０５番地６ 介護予防通所リハビリテーション 0899775522 H22/02/01 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 訪問看護 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 訪問リハビリテーション 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 居宅療養管理指導 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 通所リハビリテーション 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 介護予防訪問看護 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114425 医療法人ユリイカ はた心療内科 ハタシンリョウナイカ 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１２ 介護予防通所リハビリテーション 089-927-1015 H22/03/15 指定 松山市

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 訪問看護 089-931-5811 H22/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 訪問リハビリテーション 089-931-5811 H22/04/01 指定 松山市

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 居宅療養管理指導 089-931-5811 H22/04/01 指定 松山市

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 通所リハビリテーション 089-921-7480 H22/04/01 指定 松山市

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町一丁目１４番地８ 介護予防訪問看護 089-931-5811 H22/04/01 指定 松山市

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-5811 H22/04/01 指定 松山市

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-5811 H22/04/01 指定 松山市

3810114458 医療法人　ほこいし医院 ほこいし医院 ホコイシイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町１丁目１４番地８ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-5811 H22/04/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 訪問看護 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 訪問リハビリテーション 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 居宅療養管理指導 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 通所リハビリテーション 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 介護予防訪問看護 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 介護予防居宅療養管理指導 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114474 医療法人　恵彩会 SHUN心療クリニック ＳＨＵＮシンリョウクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル2F 介護予防通所リハビリテーション 089-941-7778 H22/06/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 訪問看護 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 訪問リハビリテーション 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 居宅療養管理指導 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 通所リハビリテーション 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 介護予防訪問看護 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 介護予防居宅療養管理指導 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114508 医療法人　幸季の会 やまだリウマチクリニック ヤマダリウマチクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目3番33号 介護予防通所リハビリテーション 089-915-5151 H22/08/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 訪問看護 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 訪問リハビリテーション 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 居宅療養管理指導 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 通所リハビリテーション 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 介護予防訪問看護 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 介護予防訪問リハビリテーション 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 介護予防居宅療養管理指導 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114524 医療法人　よしだ内科クリニック よしだ内科クリニック ヨシダ　ナイカクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目8番7号 介護予防通所リハビリテーション 089-933-0122 H22/12/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 訪問看護 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 訪問リハビリテーション 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 居宅療養管理指導 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 通所リハビリテーション 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 介護予防訪問看護 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114532 医療法人　しげまつ内科クリニック しげまつ内科クリニック シゲマツナイカクリニック 7900934 愛媛県松山市居相１丁目１０番２０号 介護予防通所リハビリテーション 089-958-6500 H23/02/01 指定 松山市

3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 訪問看護 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市

3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 訪問リハビリテーション 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市

3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 居宅療養管理指導 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市
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3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 通所リハビリテーション 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市

3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 介護予防訪問看護 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市

3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市

3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市

3810114540 医療法人　慈愛会 梶浦病院 カジウラビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-2208 H23/02/07 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 訪問看護 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 訪問リハビリテーション 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 居宅療養管理指導 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 通所リハビリテーション 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 介護予防訪問看護 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114557 ＊ そよかぜ循環器内科・糖尿病内科 ソヨカゼジュンカンキナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-1192 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 訪問看護 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 訪問リハビリテーション 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 居宅療養管理指導 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 通所リハビリテーション 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 介護予防訪問看護 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 介護予防居宅療養管理指導 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114565 ＊ 徳丸皮フ科クリニック トクマルヒフカクリニック 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目３番２２号 介護予防通所リハビリテーション 089-907-4112 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 訪問看護 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 訪問リハビリテーション 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 居宅療養管理指導 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 通所リハビリテーション 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 介護予防訪問看護 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114573 医療法人　松下クリニック 松下クリニック マツシタクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-3050 H23/04/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 訪問看護 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 訪問リハビリテーション 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 居宅療養管理指導 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 通所リハビリテーション 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 介護予防訪問看護 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114599 医療法人　伝光会 立命クリニック リツメイクリニック 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-994-8711 H23/07/01 指定 松山市

3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 訪問看護 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市

3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 訪問リハビリテーション 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市

3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 居宅療養管理指導 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市

3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 通所リハビリテーション 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市

3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 介護予防訪問看護 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市
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3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市

3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市

3810114607 ＊ 久保クリニック クボクリニック 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目５－２ 介護予防通所リハビリテーション 089-924-3566 H23/07/12 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 訪問看護 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 訪問リハビリテーション 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 居宅療養管理指導 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 通所リハビリテーション 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 介護予防訪問看護 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114615 ＊ しらかた内科クリニック シラカタナイカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町６６３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-956-1515 H23/09/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 訪問看護 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 訪問リハビリテーション 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 居宅療養管理指導 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 通所リハビリテーション 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 介護予防訪問看護 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114623 社会医療法人　笠置記念胸部外科 松山笠置記念心臓血管病院 マツヤマカサギキネンシンゾウケッカンビョウイン 7900023 愛媛県松山市末広町１８番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-2288 H23/08/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 訪問看護 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 訪問リハビリテーション 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 居宅療養管理指導 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 通所リハビリテーション 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 介護予防訪問看護 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114631 ＊ カメリア内科・糖尿病内科クリニック カメリアナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目７番２２号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-0055 H23/09/01 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 訪問看護 H23/10/05 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 訪問リハビリテーション H23/10/05 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 居宅療養管理指導 H23/10/05 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 通所リハビリテーション 089-926-0155 H23/10/05 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 介護予防訪問看護 089-926-0155 H23/10/05 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-926-0155 H23/10/05 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 介護予防居宅療養管理指導 089-926-0155 H23/10/05 指定 松山市

3810114656 医療法人　村上皮膚科クリニック 村上皮膚科クリニック ムラカミヒフカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３２号 介護予防通所リハビリテーション 089-926-0155 H23/10/05 指定 松山市

3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 訪問看護 089-924-1020 H23/10/01 指定 松山市

3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 訪問リハビリテーション 089-924-1020 H23/10/01 指定 松山市

3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 居宅療養管理指導 H23/10/01 指定 松山市

3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 通所リハビリテーション 089-924-1020 H23/10/01 指定 松山市

3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 介護予防訪問看護 089-924-1020 H23/10/01 指定 松山市

3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-1020 H23/10/01 指定 松山市

3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 介護予防居宅療養管理指導 089-924-1020 H23/10/01 指定 松山市
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3810114672 医療法人　眼科さなだ医院 眼科さなだ医院 ガンカサナダイイン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１８号 介護予防通所リハビリテーション 089-924-1020 H23/10/01 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 訪問看護 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 訪問リハビリテーション 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 居宅療養管理指導 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 通所リハビリテーション 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 介護予防訪問看護 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114698 ＊ 南の町こども医院 ミナミノマチコドモイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町７９７番地１６ 介護予防通所リハビリテーション 089-948-9011 H23/12/16 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 訪問看護 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 訪問リハビリテーション 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 居宅療養管理指導 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 通所リハビリテーション 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 介護予防訪問看護 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114706 医療法人　遊水会 あさかぜクリニック アサカゼクリニック 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 介護予防通所リハビリテーション 089-961-1122 H24/01/01 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院 ワタナベビョウイン 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番３号 訪問看護 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院・訪問リハビリテーションテーション ワタナベビョウインホウモンリハビリテーション 7910054 愛媛県松山市空港通７丁目１３－３ 訪問リハビリテーション 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院 ワタナベビョウイン 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番３号 居宅療養管理指導 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院 ワタナベビョウイン 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番３号 通所リハビリテーション 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院 ワタナベビョウイン 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番３号 介護予防訪問看護 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院・訪問リハビリテーションテーション ワタナベビョウインホウモンリハビリテーション 7910054 愛媛県松山市空港通７丁目１３－３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院 ワタナベビョウイン 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番３号 介護予防居宅療養管理指導 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114714 医療法人　ミネルワ会 渡辺病院 ワタナベビョウイン 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番３号 介護予防通所リハビリテーション 089-973-0111 H24/01/04 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 訪問看護 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 訪問リハビリテーション 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 居宅療養管理指導 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 通所リハビリテーション 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 介護予防訪問看護 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114722 ＊ 西田泌尿器科クリニック ニシダヒニョウキカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目2-8 介護予防通所リハビリテーション 089-961-1104 H24/04/01 指定 松山市

3810114748 医療法人あい整形外科 あい整形外科 アイセイケイゲカ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台390-1 居宅療養管理指導 089-911-5211 H24/05/01 指定 松山市

3810114748 医療法人あい整形外科 あい整形外科 アイセイケイゲカ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台390-1 介護予防居宅療養管理指導 089-911-5211 H24/05/01 指定 松山市

3810114755 山田　泰司 平和通心療内科 ヘイワドオリシンリョウナイカ 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－２１ 訪問看護 089-989-9920 H24/06/01 指定 松山市

3810114755 山田　泰司 平和通心療内科 ヘイワドオリシンリョウナイカ 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－２１ 居宅療養管理指導 089-989-9920 H24/06/01 指定 松山市

3810114755 山田　泰司 平和通心療内科 ヘイワドオリシンリョウナイカ 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－２１ 介護予防訪問看護 089-989-9920 H24/06/01 指定 松山市

3810114755 山田　泰司 平和通心療内科 ヘイワドオリシンリョウナイカ 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－２１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-9920 H24/06/01 指定 松山市

3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 訪問看護 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市

3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 訪問リハビリテーション 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市

3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 居宅療養管理指導 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市
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3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 通所リハビリテーション 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市

3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 介護予防訪問看護 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市

3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 介護予防訪問リハビリテーション 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市

3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 介護予防居宅療養管理指導 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市

3810114771 医療法人　まり子レディースクリニック まり子レディースクリニック マリコレディースクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目1番7 介護予防通所リハビリテーション 089-913-1777 H24/08/17 指定 松山市

3810114789 西田　亙 にしだわたる糖尿病内科 ニシダワタルトウニョウビョウナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町6丁目4番1号 居宅療養管理指導 089-943-1024 H24/08/01 指定 松山市

3810114789 西田　亙 にしだわたる糖尿病内科 ニシダワタルトウニョウビョウナイカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町6丁目4番1号 介護予防居宅療養管理指導 089-943-1024 H24/08/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 訪問看護 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 訪問リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 居宅療養管理指導 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 通所リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 介護予防訪問看護 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 介護予防居宅療養管理指導 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114797 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所 テイジンマツヤマシンリョウジョ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1059番地 介護予防通所リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 訪問看護 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 訪問リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 居宅療養管理指導 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 通所リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 介護予防訪問看護 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 介護予防居宅療養管理指導 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114805 帝人株式会社　松山事業所 帝人松山診療所（南地区） テイジンマツヤマシンリョウジョ（ミナミチク） 7918536 愛媛県松山市西垣生町2345番地 介護予防通所リハビリテーション 089-971-5968 H24/10/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 訪問看護 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 訪問リハビリテーション 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 居宅療養管理指導 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 通所リハビリテーション 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 介護予防訪問看護 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114821 山下　広高 山下消化器外科クリニック ヤマシタショウカキゲカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町311番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-911-2311 H24/11/01 指定 松山市

3810114839 阪中　明人 七色心療クリニック ナナイロシンリョウクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目1番地1労住協大手町ハイツ1階 居宅療養管理指導 089-947-7716 H24/11/01 指定 松山市

3810114839 阪中　明人 七色心療クリニック ナナイロシンリョウクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目1番地1労住協大手町ハイツ1階 介護予防居宅療養管理指導 089-947-7716 H24/11/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 訪問看護 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 訪問リハビリテーション 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 居宅療養管理指導 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 通所リハビリテーション 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 介護予防訪問看護 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114854 山田　和臣 やまだ耳鼻咽喉科 ヤマダジビインコウカ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-4133 H24/12/01 指定 松山市

3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 訪問看護 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市
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3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 訪問リハビリテーション 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市

3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 居宅療養管理指導 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市

3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 通所リハビリテーション 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市

3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 介護予防訪問看護 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市

3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市

3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 介護予防居宅療養管理指導 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市

3810114862 医療法人　黒川耳鼻咽喉科 黒川耳鼻咽喉科 クロカワジビインコウカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町二丁目６番１８号 介護予防通所リハビリテーション 089-915-0007 H25/01/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 訪問看護 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 訪問リハビリテーション 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 居宅療養管理指導 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 通所リハビリテーション 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 介護予防訪問看護 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 介護予防訪問リハビリテーション 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 介護予防居宅療養管理指導 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114888 森本　尚史 もりもと在宅クリニック モリモトザイタククリニック 7900844 愛媛県松山市道後一万３－１サンインテグラル道後1階 介護予防通所リハビリテーション 089-927-3331 H25/03/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 訪問看護 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 訪問リハビリテーション 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 居宅療養管理指導 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 通所リハビリテーション 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 介護予防訪問看護 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 介護予防居宅療養管理指導 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114896 佐伯真穂 佐伯内科クリニック サイキナイカクリニック 7900066 愛媛県松山市宮田町170番地 介護予防通所リハビリテーション 089-915-6000 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 訪問看護 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 訪問リハビリテーション 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 居宅療養管理指導 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 通所リハビリテーション 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 介護予防訪問看護 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 介護予防居宅療養管理指導 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114912 兵頭靖博 やすらぎ在宅クリニック　立花 ヤスラギザイタククリニック　タチバナ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目６－３１ 介護予防通所リハビリテーション 089-945-4448 H25/04/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 訪問看護 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 訪問リハビリテーション 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック ニイヤナイカクリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 居宅療養管理指導 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 通所リハビリテーション 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 介護予防訪問看護 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 介護予防居宅療養管理指導 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114938 新谷　泰成 新谷内科クリニック 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目４番３９号 介護予防通所リハビリテーション 089-947-1555 H25/05/01 指定 松山市

3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 訪問看護 H25/04/01 指定 松山市

3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 訪問リハビリテーション H25/04/01 指定 松山市

3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 居宅療養管理指導 H25/04/01 指定 松山市
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3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 通所リハビリテーション H25/04/01 指定 松山市

3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 介護予防訪問看護 H25/04/01 指定 松山市

3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 介護予防訪問リハビリテーション H25/04/01 指定 松山市

3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 介護予防居宅療養管理指導 H25/04/01 指定 松山市

3810114946 別所　建一郎 別所眼科 ベッショガンカ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１４－１４ 介護予防通所リハビリテーション H25/04/01 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック 花はな訪問看護事業所 ハナハナホウモンカンゴジギョウショ 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 訪問看護 089-971-1811 H25/04/30 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック よこて内科クリニック ヨコテナイカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 訪問リハビリテーション H25/04/30 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック よこて内科クリニック ヨコテナイカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 居宅療養管理指導 H25/04/30 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック よこて内科クリニック ヨコテナイカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 通所リハビリテーション H25/04/30 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック 花はな訪問看護事業所 ハナハナホウモンカンゴジギョウショ 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 介護予防訪問看護 089-971-1811 H25/04/30 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック よこて内科クリニック ヨコテナイカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 介護予防訪問リハビリテーション H25/04/30 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック よこて内科クリニック ヨコテナイカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 介護予防居宅療養管理指導 H25/04/30 指定 松山市

3810114953 医療法人　よこて内科クリニック よこて内科クリニック ヨコテナイカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 介護予防通所リハビリテーション H25/04/30 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 訪問看護 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 訪問リハビリテーション 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 居宅療養管理指導 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 通所リハビリテーション 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 介護予防訪問看護 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 介護予防居宅療養管理指導 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114961 医療法人　いちかわ内視鏡内科クリニック　理事長　山内　壮一 いちかわ内視鏡内科クリニック イチカワナイシキョウナイカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番１０号 介護予防通所リハビリテーション 089-915-7677 H25/06/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 訪問看護 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 訪問リハビリテーション 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 居宅療養管理指導 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 通所リハビリテーション 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 介護予防訪問看護 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114987 井上　博道 乳腺クリニック・道後 ニュウセンクリニック・ドウゴ 7900878 愛媛県松山市勝山町２丁目９番地１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-913-7007 H25/07/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 訪問看護 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 訪問リハビリテーション 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 居宅療養管理指導 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 通所リハビリテーション 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 介護予防訪問看護 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 介護予防居宅療養管理指導 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810114995 医療法人　原循環器科内科クリニック 原循環器科内科クリニック ハラジュンカンキカナイカクリニック 7900833 愛媛県松山市祝谷２丁目１２番３２号 介護予防通所リハビリテーション 089-917-7755 H25/06/01 指定 松山市

3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 訪問看護 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市

3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 訪問リハビリテーション 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市

3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 居宅療養管理指導 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市

3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 通所リハビリテーション 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市

3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 介護予防訪問看護 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市
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3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市

3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市

3810115000 医療法人　クリニック暖 医療法人　クリニック暖 イリョウホウジン　クリニックハル 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 介護予防通所リハビリテーション 089-907-8500 H25/09/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 訪問看護 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 訪問リハビリテーション 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 居宅療養管理指導 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 通所リハビリテーション 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 介護予防訪問看護 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 介護予防居宅療養管理指導 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115026 村上　信三 村上胃腸科内科クリニック ムラカミイチョウカナイカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町1丁目6-5 介護予防通所リハビリテーション 089-968-1118 H25/12/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会　山本内科医院 イリョウホウジンセイシカイ　ヤマモトナイカイイン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 訪問看護 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会 イリョウホウジン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 訪問リハビリテーション 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会　山本内科医院 イリョウホウジンセイシカイ　ヤマモトナイカイイン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 居宅療養管理指導 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会　山本内科医院 イリョウホウジンセイシカイ　ヤマモトナイカイイン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 通所リハビリテーション 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会　山本内科医院 イリョウホウジンセイシカイ　ヤマトモトナイカイイン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 介護予防訪問看護 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会　山本内科医院 イリョウホウジンセイシカイ　ヤマモトナイカイイン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会　山本内科医院 イリョウホウジンセイシカイ　ヤマモトナイカイイン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115059 医療法人　誠志会 医療法人　誠志会　山本内科医院 イリョウホウジンセイシカイ　ヤマモトナイカイイン 7900013 愛媛県松山市河原町５番地１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-987-8915 H26/01/01 指定 松山市

3810115067 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３ 訪問看護 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3810115067 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３ 訪問リハビリテーション 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3810115067 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３ 居宅療養管理指導 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3810115067 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３ 介護予防訪問看護 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3810115067 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3810115067 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 訪問看護 H26/04/27 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 訪問リハビリテーション H26/04/27 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 居宅療養管理指導 H26/04/27 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 通所リハビリテーション H26/04/27 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 介護予防訪問看護 H26/04/27 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 介護予防訪問リハビリテーション H26/04/27 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 介護予防居宅療養管理指導 H26/04/27 指定 松山市

3810115083 一般社団法人　松山市医師会 松山市医師会診療所 マツヤマシイシカイシンリョウジョ 7900035 愛媛県松山市藤原２丁目４番７０号 介護予防通所リハビリテーション H26/04/27 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 訪問看護 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 訪問リハビリテーション 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 居宅療養管理指導 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 通所リハビリテーション 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 介護予防訪問看護 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115117 医療法人　星の岡心臓・血管クリニック 星の岡心臓・血管クリニック ホシノオカシンゾウ・ケッカンクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番５号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-5511 H26/06/01 指定 松山市

3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 訪問看護 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市
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3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 訪問リハビリテーション 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市

3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 居宅療養管理指導 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市

3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 通所リハビリテーション 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市

3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 介護予防訪問看護 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市

3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市

3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市

3810115125 医療法人　みやぎクリニック みやぎクリニック ミヤギクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-993-8481 H26/05/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 訪問看護 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 訪問リハビリテーション 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 居宅療養管理指導 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 通所リハビリテーション 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 介護予防訪問看護 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115133 医療法人　幸泉会 産科婦人科　ばらのいずみクリニック サンカフジンカ　バラノイズミクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南１丁目７番１０号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-6002 H26/07/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 訪問看護 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 訪問リハビリテーション 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 居宅療養管理指導 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 通所リハビリテーション 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 介護予防訪問看護 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 介護予防居宅療養管理指導 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115141 医療法人TMC 冨永ペインクリニック トミナガペインクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号 介護予防通所リハビリテーション 089-921-7711 H26/10/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 訪問看護 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 訪問リハビリテーション 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 居宅療養管理指導 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 通所リハビリテーション 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 介護予防訪問看護 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115158 山下　哲二 やました糖尿病内科 ヤマシタトウニョウビョウナイカ 7900001 愛媛県松山市一番町２丁目４番８号久保豊一番町ビル２階 介護予防通所リハビリテーション 089-948-8484 H26/12/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 訪問看護 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 訪問リハビリテーション 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 居宅療養管理指導 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 通所リハビリテーション 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 介護予防訪問看護 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115166 橘　厚子 心療内科　こころのクリニック　たちばな シンリョウナイカ　ココロノクリニック　タチバナ 7900803 愛媛県松山市東雲町２番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-933-7700 H27/01/01 指定 松山市

3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 訪問看護 089-989-6620 H27/02/09 指定 松山市

3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918555 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 訪問リハビリテーション 089-989-6612 H27/02/09 指定 松山市

3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 居宅療養管理指導 089-989-6620 H27/02/09 指定 松山市
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3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 通所リハビリテーション 089-989-6620 H27/02/09 指定 松山市

3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 介護予防訪問看護 089-989-6620 H27/02/09 指定 松山市

3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918555 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-6612 H27/02/09 指定 松山市

3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6620 H27/02/09 指定 松山市

3810115208 医療法人　同仁会 おおぞら病院 オオゾラビョウイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 介護予防通所リハビリテーション 089-989-6620 H27/02/09 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 訪問看護 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 訪問リハビリテーション 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 居宅療養管理指導 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 通所リハビリテーション 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 介護予防訪問看護 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 介護予防訪問リハビリテーション 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 介護予防居宅療養管理指導 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115240 西森　一也 にしもり内科医院 ニシモリナイカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 介護予防通所リハビリテーション 089-952-0208 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 訪問看護 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 訪問リハビリテーション 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 居宅療養管理指導 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 通所リハビリテーション 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 介護予防訪問看護 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 介護予防居宅療養管理指導 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115257 医療法人　眞理神経クリニック 眞理こころのクリニック マリココロノクリニック 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目１３番８号 介護予防通所リハビリテーション 089-994-8618 H27/04/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 訪問看護 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 訪問リハビリテーション 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 居宅療養管理指導 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 通所リハビリテーション 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 介護予防訪問看護 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115265 医療法人　石手まつもと内科循環器クリニック 石手まつもと内科循環器クリニック イシテマツモトナイカジュンカンキクリニック 7900901 愛媛県松山市新石手甲７２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-977-3355 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 訪問看護 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 訪問リハビリテーション 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 居宅療養管理指導 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 通所リハビリテーション 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 介護予防訪問看護 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115273 医療法人　小松内科循環器科クリニック 小松内科循環器科クリニック コマツナイカジュンカンキカクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目９番地６グランディアステーションタワー１Ｆ 介護予防通所リハビリテーション 089-921-0808 H27/05/01 指定 松山市

3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 訪問看護 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市

3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 訪問リハビリテーション 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市

3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 居宅療養管理指導 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市

3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 通所リハビリテーション 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市

3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 介護予防訪問看護 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市
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3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市

3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市

3810115281 医療法人　たきした耳鼻咽喉科 たきした耳鼻咽喉科 タキシタジビインコウカ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番８号 介護予防通所リハビリテーション 089-961-1187 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 訪問看護 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 訪問リハビリテーション 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 居宅療養管理指導 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 通所リハビリテーション 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 介護予防訪問看護 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 介護予防居宅療養管理指導 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115299 医療法人　たてまつ眼科クリニック たてまつ眼科クリニック タテマツガンカクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２－２１ 介護予防通所リハビリテーション 089-977-1177 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 訪問看護 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 訪問リハビリテーション 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 居宅療養管理指導 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 通所リハビリテーション 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 介護予防訪問看護 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 介護予防居宅療養管理指導 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115307 医療法人　はらだ脳神経外科 はらだ脳神経外科 ハラダノウシンケイゲカ 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目８番３１号 介護予防通所リハビリテーション 089-933-2122 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 訪問看護 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 訪問リハビリテーション 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 居宅療養管理指導 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 通所リハビリテーション 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 介護予防訪問看護 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 介護予防居宅療養管理指導 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115315 三世ペインクリニック 三世ペインクリニック ミセペインクリニック 7900911 愛媛県松山市桑原一丁目４番４５号 介護予防通所リハビリテーション 089-934-1374 H27/05/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 訪問看護 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 訪問リハビリテーション 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 居宅療養管理指導 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 通所リハビリテーション 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 介護予防訪問看護 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115331 河野　真介 こうの整形外科クリニック コウノセイケイゲカクリニック 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目８番５号 介護予防通所リハビリテーション 089-915-5050 H27/10/01 指定 松山市

3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 訪問看護 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市

3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 訪問リハビリテーション 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市

3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 居宅療養管理指導 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市

3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 通所リハビリテーション 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市

3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 介護予防訪問看護 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市

3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市

3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市
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3810115349 医療法人　ヒューマンリプロダクション つばきウィメンズクリニック ツバキウィメンズクリニック 7911104 愛媛県松山市北土居五丁目１１番７号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-1122 H27/10/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 訪問看護 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 訪問リハビリテーション 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 居宅療養管理指導 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 通所リハビリテーション 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 介護予防訪問看護 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115356 医療法人　ほりうち眼科クリニック ほりうち眼科クリニック ホリウチガンカクリニック 7900014 愛媛県松山市柳井町三丁目６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-909-7070 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 訪問看護 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 訪問リハビリテーション 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 居宅療養管理指導 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 通所リハビリテーション 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 介護予防訪問看護 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 介護予防居宅療養管理指導 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115364 医療法人のびのびこどもクリニック のびのびこどもクリニック ノビノビコドモクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目１８８番地 介護予防通所リハビリテーション 089-926-1555 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 訪問看護 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 訪問リハビリテーション 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 居宅療養管理指導 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 通所リハビリテーション 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 介護予防訪問看護 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115372 医療法人もりまつ内科 もりまつ内科 モリマツナイカ 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-2525 H28/01/01 指定 松山市

3810115380 医療法人社団　戸梶内科医院 戸梶内科医院 トカジナイカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地１２ 訪問看護 089-931-5781 H28/04/10 指定 松山市

3810115380 医療法人社団　戸梶内科医院 戸梶内科医院 トカジナイカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地１２ 訪問リハビリテーション 089-931-5781 H28/04/10 指定 松山市

3810115380 医療法人社団　戸梶内科医院 戸梶内科医院 トカジナイカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地１２ 居宅療養管理指導 089-931-5781 H28/04/10 指定 松山市

3810115380 医療法人社団　戸梶内科医院 戸梶内科医院 トカジナイカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地１２ 介護予防訪問看護 089-931-5781 H28/04/10 指定 松山市

3810115380 医療法人社団　戸梶内科医院 戸梶内科医院 トカジナイカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地１２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-5781 H28/04/10 指定 松山市

3810115380 医療法人社団　戸梶内科医院 戸梶内科医院 トカジナイカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-5781 H28/04/10 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 訪問看護 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 訪問リハビリテーション 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 居宅療養管理指導 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 通所リハビリテーション 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 介護予防訪問看護 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 介護予防居宅療養管理指導 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115406 亀井　倫子 ローズペインクリニック ローズペインクリニック 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号 介護予防通所リハビリテーション 089-965-0908 H28/05/01 指定 松山市

3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 訪問看護 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市

3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 訪問リハビリテーション 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市

3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 居宅療養管理指導 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市
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3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 通所リハビリテーション 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市

3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 介護予防訪問看護 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市

3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市

3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 介護予防居宅療養管理指導 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市

3810115422 医療法人　立花クリニック 立花クリニック タチバナクリニック 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番２５号 介護予防通所リハビリテーション 089-987-6680 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 訪問看護 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 訪問リハビリテーション 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 居宅療養管理指導 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 通所リハビリテーション 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 介護予防訪問看護 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115430 医療法人　城北耳鼻咽喉科 城北耳鼻咽喉科 ジョウホクジビインコウカ 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 介護予防通所リハビリテーション 089-924-6670 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 訪問看護 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 訪問リハビリテーション 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 居宅療養管理指導 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 通所リハビリテーション 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 介護予防訪問看護 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115448 松岡　邦彦 心療内科まつおかクリニック シンリョウナイカマツオカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目３番地４ＫＯ第２ビル１階 介護予防通所リハビリテーション 089-935-8003 H28/05/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 訪問看護 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 訪問リハビリテーション 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 居宅療養管理指導 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 通所リハビリテーション 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 介護予防訪問看護 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115471 医療法人　愛慶会 前野整形外科 マエノセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１１番１号 介護予防通所リハビリテーション 089-948-1118 H28/09/01 指定 松山市

3810115489 永井　洋輔 さくらめんと耳鼻咽喉科 サクラメントジビインコウカ 7900062 愛媛県松山市南江戸三丁目１番６０号 居宅療養管理指導 089-995-8781 H29/01/10 指定 松山市

3810115489 永井　洋輔 さくらめんと耳鼻咽喉科 サクラメントジビインコウカ 7900062 愛媛県松山市南江戸三丁目１番６０号 介護予防居宅療養管理指導 089-995-8781 H29/01/10 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 訪問看護 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 訪問リハビリテーション 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 居宅療養管理指導 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 通所リハビリテーション 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 介護予防訪問看護 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115497 医療法人　こうの耳鼻咽喉科 こうの耳鼻咽喉科 コウノジビインコウカ 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地６ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-7750 H29/01/01 指定 松山市

3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 訪問看護 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市

3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 訪問リハビリテーション 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市

3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 居宅療養管理指導 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市
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3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 通所リハビリテーション 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市

3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 介護予防訪問看護 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市

3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市

3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 介護予防居宅療養管理指導 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市

3810115505 医療法人　こうの内科クリニック こうの内科クリニック コウノナイカクリニック 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目１０番５０号 介護予防通所リハビリテーション 089-965-4524 H29/01/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 訪問看護 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 訪問リハビリテーション 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 居宅療養管理指導 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 通所リハビリテーション 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 介護予防訪問看護 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115513 土居　裕和 どい消化器内科クリニック ドイショウカキナイカクリニック 7918031 愛媛県松山市北斎院町４５５番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-906-0311 H29/05/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 訪問看護 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 訪問リハビリテーション 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 居宅療養管理指導 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 通所リハビリテーション 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 介護予防訪問看護 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115521 医療法人　十亀皮膚科 十亀皮膚科 トガメヒフカ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目６番３０号 介護予防通所リハビリテーション 089-943-5067 H29/04/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 訪問看護 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 訪問リハビリテーション 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 居宅療養管理指導 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 通所リハビリテーション 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 介護予防訪問看護 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 介護予防居宅療養管理指導 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115539 医療法人　おおつか循環器・内科クリニック おおつか循環器・内科クリニック オオツカジュンカンキ・ナイカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番２５号 介護予防通所リハビリテーション 089-943-0025 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 訪問看護 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 訪問リハビリテーション 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 居宅療養管理指導 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 通所リハビリテーション 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 介護予防訪問看護 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115547 医療法人　はしもと脳神経外科 はしもと脳神経外科 ハシモトノウシンケイゲカ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-989-5959 H29/05/01 指定 松山市

3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 訪問看護 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市

3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 訪問リハビリテーション 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市

3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 居宅療養管理指導 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市

3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 通所リハビリテーション 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市

3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 介護予防訪問看護 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市
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3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市

3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市

3810115554 医療法人　大手町クリニック 大手町クリニック オオテマチクリニック 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目４番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-1374 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人　うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 訪問看護 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人　うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 訪問リハビリテーション 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人　うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック　 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 居宅療養管理指導 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 通所リハビリテーション 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人　うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 介護予防訪問看護 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人　うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック　 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 介護予防訪問リハビリテーション 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人　うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック　 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 介護予防居宅療養管理指導 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115562 医療法人　うめおか神経クリニック 医療法人　うめおか神経クリニック イリョウホウジンウメオカシンケイクリニック　 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目８番地２１久保豊二番町ビル２階 介護予防通所リハビリテーション 089-913-0133 H29/05/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 訪問看護 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 訪問リハビリテーション 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 居宅療養管理指導 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 通所リハビリテーション 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 介護予防訪問看護 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115588 医療法人　たかのこみどり眼科クリニック たかのこみどり眼科クリニック タカノコミドリガンカクリニック 7900925 愛媛県松山市鷹子町２３６番１ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-0050 H29/06/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 訪問看護 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 訪問リハビリテーション 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 居宅療養管理指導 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 通所リハビリテーション 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 介護予防訪問看護 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115596 関川　紀子 せきかわ皮ふ科 セキカワカワフカ 7900807 愛媛県松山市平和通五丁目２番地１２ 介護予防通所リハビリテーション 089-935-4112 H29/07/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 訪問看護 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 訪問リハビリテーション 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 居宅療養管理指導 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 通所リハビリテーション 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 介護予防訪問看護 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115604 医療法人社団　福本外科・胃腸科医院 福本外科クリニック フクモトゲカクリニック 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目２番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-7035 H29/06/01 指定 松山市

3810115612 大嶋　完二 心療内科　絆 シンリョウナイカ　キズナ 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目７番地１０ 居宅療養管理指導 089-972-1940 H29/08/01 指定 松山市

3810115612 大嶋　完二 心療内科　絆 シンリョウナイカ　キズナ 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目７番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-1940 H29/08/01 指定 松山市

3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 訪問看護 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市

3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 訪問リハビリテーション 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市

3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 居宅療養管理指導 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市

3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 通所リハビリテーション 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市

3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 介護予防訪問看護 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市
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3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市

3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市

3810115620 米湊　健 こみなと胃腸内科 コミナトイチョウナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目１１番３２号　２Ｆ 介護予防通所リハビリテーション 089-957-8887 H29/08/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 訪問看護 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 訪問リハビリテーション 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 居宅療養管理指導 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 通所リハビリテーション 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 介護予防訪問看護 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115653 医療法人　ふるかわクリニック ふるかわ内科クリニック フルカワナイカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２７号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-7717 H29/12/01 指定 松山市

3810115661 松岡　俊江 松岡婦人科クリニック マツオカフジンカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番３０号 居宅療養管理指導 089-932-3355 H30/01/01 指定 松山市

3810115661 松岡　俊江 松岡婦人科クリニック マツオカフジンカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-932-3355 H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 訪問看護 H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 訪問リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 居宅療養管理指導 H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 通所リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 介護予防訪問看護 H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 介護予防訪問リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 介護予防居宅療養管理指導 H30/01/01 指定 松山市

3810115679 医療法人　芳信会　理事長　林　美由紀 みゆき眼科 ミユキガンカ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目３番１８号 介護予防通所リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 訪問看護 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 訪問リハビリテーション 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 居宅療養管理指導 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 通所リハビリテーション 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 介護予防訪問看護 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 介護予防居宅療養管理指導 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115695 楠　由紀子 かなえ内科・糖尿病内科クリニック カナエナイカ・トウニョウビョウナイカクリニック 7910243 愛媛県松山市平井町２５７７番地 介護予防通所リハビリテーション 089-909-5554 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 訪問看護 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 訪問リハビリテーション 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 居宅療養管理指導 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 通所リハビリテーション 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 介護予防訪問看護 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 介護予防居宅療養管理指導 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115711 医療法人　やまにし眼科 やまにし眼科 ヤマニシガンカ 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４８号 介護予防通所リハビリテーション 089-998-2525 H30/05/01 指定 松山市

3810115729 森澤　巌 もりさわメンタルクリニック モリサワメンタルクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町４番地１２ 訪問看護 089-997-7670 H30/08/01 指定 松山市

3810115729 森澤　巌 もりさわメンタルクリニック モリサワメンタルクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町４番地１２ 居宅療養管理指導 089-997-7670 H30/08/01 指定 松山市

3810115729 森澤　巌 もりさわメンタルクリニック モリサワメンタルクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町４番地１２ 介護予防訪問看護 089-997-7670 H30/08/01 指定 松山市

3810115729 森澤　巌 もりさわメンタルクリニック モリサワメンタルクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町４番地１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-997-7670 H30/08/01 指定 松山市

3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 訪問看護 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市
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3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 訪問リハビリテーション 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市

3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 居宅療養管理指導 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市

3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 通所リハビリテーション 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市

3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 介護予防訪問看護 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市

3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市

3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 介護予防居宅療養管理指導 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市

3810115737 蓮井　康弘 はすい心療内科 ハスイシンリョウナイカ 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２－２８ 介護予防通所リハビリテーション 089-913-6633 H30/10/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 訪問看護 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 訪問リハビリテーション 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 居宅療養管理指導 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 通所リハビリテーション 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 介護予防訪問看護 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115752 藏原　一郎 藏原放射線科 クラハラホウシャセンカ 7900803 愛媛県松山市東雲町４番地８ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-0851 H30/12/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 訪問看護 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 訪問リハビリテーション 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 居宅療養管理指導 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 通所リハビリテーション 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 介護予防訪問看護 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115760 医療法人はなみずき眼科 はなみずき眼科 ハナミズキガンカ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２８号 介護予防通所リハビリテーション 089-958-8822 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 訪問看護 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 訪問リハビリテーション 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 居宅療養管理指導 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 通所リハビリテーション 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 介護予防訪問看護 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115778 医療法人いずみ診療所 いずみ診療所 イズミシンリョウジョ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１番１号 介護予防通所リハビリテーション 089-958-6618 H31/01/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 訪問看護 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 訪問リハビリテーション 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 居宅療養管理指導 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 通所リハビリテーション 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 介護予防訪問看護 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115786 医療法人登桜会 医療法人登桜会　みかみ血管外科・静脈瘤クリニック イリョウホウジントウオウカイ　ミカミケッカンゲカ・ジョウミャクリュウクリニック 7900811 愛媛県松山市本町三丁目２番１７号ライトフラッツビル１階 介護予防通所リハビリテーション 089-915-0701 H31/02/01 指定 松山市

3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 訪問看護 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市

3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 訪問リハビリテーション 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市

3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 居宅療養管理指導 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市
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3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 通所リハビリテーション 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市

3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 介護予防訪問看護 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市

3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市

3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 介護予防居宅療養管理指導 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市

3810115794 医療法人光陽会 あさの胃腸内科クリニック アサノイチョウナイカクリニック 7900963 愛媛県松山市小坂三丁目３番２６号 介護予防通所リハビリテーション 089-945-3351 H31/03/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 訪問看護 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 訪問リハビリテーション 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 居宅療養管理指導 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 通所リハビリテーション 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 介護予防訪問看護 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 介護予防居宅療養管理指導 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115802 大野　淳子 クリニック木屋町 クリニックキヤチョウ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目１０９ 介護予防通所リハビリテーション 089-916-7875 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 訪問看護 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 訪問リハビリテーション 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 居宅療養管理指導 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 通所リハビリテーション 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 介護予防訪問看護 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 介護予防居宅療養管理指導 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115828 八板　弘樹 やいた内科・内視鏡クリニック ヤイタナイカ・ナイシキョウクリニック 7900903 愛媛県松山市東野二丁目２番１７号 介護予防通所リハビリテーション 089-977-7149 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 訪問看護 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 訪問リハビリテーション 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 居宅療養管理指導 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 通所リハビリテーション 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 介護予防訪問看護 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115836 松下　由美 あらたま内科・糖尿病内科 アラタマナイカ・トウニョウビョウナイカ 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６６番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-909-3533 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 訪問看護 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 訪問リハビリテーション 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 居宅療養管理指導 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 通所リハビリテーション 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 介護予防訪問看護 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115851 医療法人にしたに眼科クリニック にしたに眼科クリニック ニシタニガンカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町１３１番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-970-1722 R01/05/01 指定 松山市

3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 訪問看護 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市

3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 訪問リハビリテーション 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市

3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 居宅療養管理指導 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市

3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 通所リハビリテーション 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市

3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 介護予防訪問看護 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市
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3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市

3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 介護予防居宅療養管理指導 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市

3810115869 医療法人たかおか眼科・内科クリニック たかおか眼科・内科クリニック タカオカガンカナイカクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目１番５０号　１階 介護予防通所リハビリテーション 089-921-7000 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 訪問看護 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 訪問リハビリテーション 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 居宅療養管理指導 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 通所リハビリテーション 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 介護予防訪問看護 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115877 医療法人鎌田リウマチ・整形外科 鎌田リウマチ・整形外科 カマダリウマチ・セイケイゲカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町１７３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-5222 R01/05/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 訪問看護 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 訪問リハビリテーション 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 居宅療養管理指導 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 通所リハビリテーション 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 介護予防訪問看護 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115885 飯森　俊介 いろはホームケアクリニック イロハホームケアクリニック 7900924 愛媛県松山市南久米町６３６番地１７ 介護予防通所リハビリテーション 089-909-3688 R01/10/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 訪問看護 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 訪問リハビリテーション 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 居宅療養管理指導 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 通所リハビリテーション 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 介護予防訪問看護 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 介護予防居宅療養管理指導 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115893 医療法人聖美会 医療法人聖美会　ＪＯＥクリニック イリョウホウジンセイビカイ　ジョウクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－７青野ビル３階 介護予防通所リハビリテーション 089-915-5560 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 訪問看護 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 訪問リハビリテーション 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 居宅療養管理指導 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 通所リハビリテーション 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 介護予防訪問看護 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115901 医療法人雙柊会 ひいらぎこどもクリニック ヒイラギコドモクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-951-4421 R01/12/01 指定 松山市

3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 訪問看護 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市

3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 訪問リハビリテーション 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市

3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 居宅療養管理指導 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市

3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 通所リハビリテーション 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市

3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 介護予防訪問看護 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市

3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市

3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 介護予防居宅療養管理指導 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3810115919 医療法人響き会 まつやま余戸南診療所 マツヤマヨウゴミナミシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２４番３１号 介護予防通所リハビリテーション 089-965-0373 R02/01/01 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 訪問看護 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 訪問リハビリテーション 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 居宅療養管理指導 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 通所リハビリテーション 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 介護予防訪問看護 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115927 山田　瑞穂 山田内科クリニック ヤマダナイカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目９－４ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-6288 R02/01/12 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 訪問看護 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 訪問リハビリテーション 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 居宅療養管理指導 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 通所リハビリテーション 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 介護予防訪問看護 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115935 越智　貴紀 おち内科・ペインクリニック オチナイカ・ペインクリニック 7900923 愛媛県松山市北久米町７３２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-960-1218 R02/04/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 訪問看護 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 訪問リハビリテーション 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 居宅療養管理指導 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 通所リハビリテーション 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 介護予防訪問看護 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115968 医療法人三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 三番町ＳＡＯＲＩ皮膚科 サンバンチョウサオリヒフカ 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル１階 介護予防通所リハビリテーション 089-997-7012 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 訪問看護 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 訪問リハビリテーション 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 居宅療養管理指導 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 通所リハビリテーション 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 介護予防訪問看護 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115976 医療法人ウィル さくら診療所 サクラシンリョウジョ 7911111 愛媛県松山市高井町７２８番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-990-3388 R02/05/01 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 訪問看護 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 訪問リハビリテーション 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 居宅療養管理指導 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 通所リハビリテーション 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 介護予防訪問看護 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115984 医療法人大野醫院 おおの整形外科内科医院 オオノセイケイゲカナイカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町４２４番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-973-0112 R02/05/12 指定 松山市

3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 訪問看護 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市
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3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 訪問リハビリテーション 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 居宅療養管理指導 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 通所リハビリテーション 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 介護予防訪問看護 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3810115992 医療法人社団酉仁会 浦屋医院 ウラヤイイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 訪問看護 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 訪問リハビリテーション 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 居宅療養管理指導 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 通所リハビリテーション 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 介護予防訪問看護 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116016 医療法人しみず耳鼻咽喉科クリニック しみず耳鼻咽喉科クリニック シミズジビインコウカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３９１番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-948-4414 R02/08/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 訪問看護 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 訪問リハビリテーション 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 居宅療養管理指導 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 通所リハビリテーション 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 介護予防訪問看護 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 介護予防居宅療養管理指導 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116024 医療法人ひまわり会 松山ひまわり眼科 マツヤマヒマワリガンカ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山２階 介護予防通所リハビリテーション 089-993-7726 R02/11/01 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 訪問看護 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 訪問リハビリテーション 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 居宅療養管理指導 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 通所リハビリテーション 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 介護予防訪問看護 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116032 大塚　龍 大塚内科医院 オオツカナイカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目６番８号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-7311 R02/11/25 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 訪問看護 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 訪問リハビリテーション 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 居宅療養管理指導 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 通所リハビリテーション 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 介護予防訪問看護 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116040 社会医療法人真泉会 松山まどんな病院 マツヤママドンナビョウイン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-936-2461 R03/02/01 指定 松山市

3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 訪問看護 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市

3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 訪問リハビリテーション 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市

3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 居宅療養管理指導 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市
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3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 通所リハビリテーション 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市

3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 介護予防訪問看護 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市

3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市

3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市

3810116065 中野　威史 たるみこどもの杜クリニック タルミコドモノモリクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番１０号 介護予防通所リハビリテーション 089-961-1410 R03/05/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 訪問看護 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 訪問リハビリテーション 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 居宅療養管理指導 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 通所リハビリテーション 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 介護予防訪問看護 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 介護予防居宅療養管理指導 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116081 医療法人青藍会 おのクリニック オノクリニック 7910242 愛媛県松山市北梅本町７５７番地 介護予防通所リハビリテーション 089-975-0091 R03/04/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 訪問看護 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 訪問リハビリテーション 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 居宅療養管理指導 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 通所リハビリテーション 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 介護予防訪問看護 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810116099 新谷　哲司 みかんの花クリニック糖尿病・内分泌・代謝内科 ミカンノハナクリニックトウニョウビョウナイブンピツタイシャナイカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６１７番地１３ 介護予防通所リハビリテーション 089-993-8725 R03/05/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 通所リハビリテーション 089-975-2000 H21/04/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 介護予防訪問看護 089-975-2000 H18/04/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-2000 H18/04/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-2000 H18/04/01 指定 松山市

3810118020 一般財団法人　真光会 真光園 シンコウエン 7911112 愛媛県松山市南高井町１４９１ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-2000 H21/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 通所リハビリテーション 089-975-0503 H21/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 介護予防訪問看護 089-975-0503 H18/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-0503 H18/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-0503 H18/04/01 指定 松山市

3810118038 医療法人  敬愛会 医療法人敬愛会久米病院 イリョウホウジンケイアイカイクメビョウイン 7900924 愛媛県松山市南久米町７２３ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-0503 H21/04/01 指定 松山市

3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 訪問看護 089-924-1111 H12/04/01 指定 松山市

3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 訪問リハビリテーション 089-924-1111 H12/04/01 指定 松山市

3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 居宅療養管理指導 089-924-1111 H12/04/01 指定 松山市

3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 通所リハビリテーション 089-924-1111 H21/04/01 指定 松山市

3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防訪問看護 089-924-1111 H18/04/01 指定 松山市
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3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-1111 H18/04/01 指定 松山市

3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防居宅療養管理指導 089-924-1111 H18/04/01 指定 松山市

3810118111 日本赤十字社　 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防通所リハビリテーション 089-924-1111 H21/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 通所リハビリテーション 089-932-1105 H21/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 介護予防訪問看護 089-932-1105 H18/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-1105 H18/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 介護予防居宅療養管理指導 089-932-1105 H18/04/01 指定 松山市

3810118491 ＊ 一色眼科 イッシキガンカ 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番７号 介護予防通所リハビリテーション 089-932-1105 H21/04/01 指定 松山市

3810118517 医療法人  山本整形外科 山本整形外科 ヤマモトセイケイゲカ 7992654 愛媛県松山市内宮町５３３番地４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810118517 医療法人  山本整形外科 山本整形外科 ヤマモトセイケイゲカ 7992654 愛媛県松山市内宮町５３３番地４ 通所リハビリテーション 089-979-5151 H21/04/01 指定 松山市

3810118517 医療法人  山本整形外科 山本整形外科 ヤマモトセイケイゲカ 7992654 愛媛県松山市内宮町５３３番地４ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810118517 医療法人  山本整形外科 山本整形外科 ヤマモトセイケイゲカ 7992654 愛媛県松山市内宮町５３３番地４ 介護予防通所リハビリテーション 089-979-5151 H21/04/01 指定 松山市

3810120638 ＊ 渡部医院 ワタナベイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810120638 ＊ 渡部医院 ワタナベイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３ 通所リハビリテーション 089-972-0638 H21/04/01 指定 松山市

3810120638 ＊ 渡部医院 ワタナベイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-0638 H18/04/01 指定 松山市

3810120638 ＊ 渡部医院 ワタナベイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-0638 H21/04/01 指定 松山市

3810121784 ＊ 谷水内科医院 タニミズナイカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810121784 ＊ 谷水内科医院 タニミズナイカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810121784 ＊ 谷水内科医院 タニミズナイカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１－５ 通所リハビリテーション 089-941-7222 H21/04/01 指定 松山市

3810121784 ＊ 谷水内科医院 タニミズナイカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１－５ 介護予防訪問看護 089-941-7222 H18/04/01 指定 松山市

3810121784 ＊ 谷水内科医院 タニミズナイカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-7222 H18/04/01 指定 松山市

3810121784 ＊ 谷水内科医院 タニミズナイカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１－５ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-7222 H21/04/01 指定 松山市

3810124119 大城　悦郎 大城外科胃腸科 オオシロゲカイチョウカ 7910000 愛媛県松山市余戸東１－１１－３８ 訪問看護 089-971-5131 H12/04/01 休止 松山市

3810124119 大城　悦郎 大城外科胃腸科 オオシロゲカイチョウカ 7900044 愛媛県松山市余戸東１－１１－３８ 通所リハビリテーション 089-971-5131 H21/04/01 指定 松山市

3810124119 大城　悦郎 大城外科胃腸科 オオシロゲカイチョウカ 7910000 愛媛県松山市余戸東１－１１－３８ 介護予防訪問看護 089-971-5131 H18/04/01 休止 松山市

3810124119 大城　悦郎 大城外科胃腸科 オオシロゲカイチョウカ 7900044 愛媛県松山市余戸東１－１１－３８ 介護予防通所リハビリテーション 089-971-5131 H21/04/01 指定 松山市

3810124366 ＊ 青地内科循環器科医院 アオジナイカジュンカンキカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810124366 ＊ 青地内科循環器科医院 アオジナイカジュンカンキカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５－３ 通所リハビリテーション 089-971-1811 H21/04/01 指定 松山市

3810124366 ＊ 青地内科循環器科医院 アオジナイカジュンカンキカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-971-1811 H18/04/01 指定 松山市

3810124366 ＊ 青地内科循環器科医院 アオジナイカジュンカンキカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５－３ 介護予防通所リハビリテーション 089-971-1811 H21/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 通所リハビリテーション 089-925-7151 H21/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 介護予防訪問看護 089-925-7151 H18/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-7151 H18/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-7151 H18/04/01 指定 松山市

3810124481 ＊ 秦皮膚泌尿器科医院 ソウヒフヒニョウキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目６－２２ 介護予防通所リハビリテーション 089-925-7151 H21/04/01 指定 松山市

3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市
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3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 通所リハビリテーション 089-957-5557 H21/04/01 指定 松山市

3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 介護予防訪問看護 089-957-5557 H18/04/01 指定 松山市

3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-5557 H18/04/01 指定 松山市

3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 介護予防居宅療養管理指導 089-957-5557 H18/04/01 指定 松山市

3810124994 ＊ 上田内科 ウエダナイカ 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目15-12 介護予防通所リハビリテーション 089-957-5557 H21/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 通所リハビリテーション 089-943-6677 H21/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 介護予防訪問看護 089-943-6677 H18/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-6677 H18/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 介護予防居宅療養管理指導 089-943-6677 H18/04/01 指定 松山市

3810125330 ＊ 中村内科循環器科 ナカムラナイカジュンカンキカ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１０８の３番地 介護予防通所リハビリテーション 089-943-6677 H21/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 通所リハビリテーション 089-931-2737 H21/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 介護予防訪問看護 089-931-2737 H18/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-2737 H18/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-2737 H18/04/01 指定 松山市

3810125512 ＊ 西村皮膚科・神経科・神経内科 ニシムラヒフカ・シンケイカ・シンケイナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目５－３ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-2737 H21/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 通所リハビリテーション 089-977-2813 H21/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 介護予防訪問看護 089-977-2813 H18/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-2813 H18/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-977-2813 H18/04/01 指定 松山市

3810125579 ＊ 中西内科 ナカニシナイカ 7918006 愛媛県松山市安城寺町７１－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-977-2813 H21/04/01 指定 松山市

3810125827 ＊ 徳永外科医院 トクナガゲカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７－１１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810125827 ＊ 徳永外科医院 トクナガゲカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810125827 ＊ 徳永外科医院 トクナガゲカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７－１１ 通所リハビリテーション 089-943-3500 H21/04/01 指定 松山市

3810125827 ＊ 徳永外科医院 トクナガゲカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７－１１ 介護予防訪問看護 089-943-3500 H18/04/01 指定 松山市

3810125827 ＊ 徳永外科医院 トクナガゲカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７－１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-3500 H18/04/01 指定 松山市

3810125827 ＊ 徳永外科医院 トクナガゲカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７－１１ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-3500 H21/04/01 指定 松山市

3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 通所リハビリテーション 089-975-6788 H21/04/01 指定 松山市

3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 介護予防訪問看護 089-975-6788 H18/04/01 指定 松山市
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3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-6788 H18/04/01 指定 松山市

3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-6788 H18/04/01 指定 松山市

3810126098 ＊ 大野皮膚科 オオノヒフカ 7900924 愛媛県松山市南久米町６８６－８ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-6788 H21/04/01 指定 松山市

3810126197 ＊ 宮崎外科・内科 ミヤザキゲカ・ナイカ 7900924 愛媛県松山市南久米町１５８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810126197 ＊ 宮崎外科・内科 ミヤザキゲカ・ナイカ 7900924 愛媛県松山市南久米町１５８ 通所リハビリテーション 089-975-2775 H21/04/01 指定 松山市

3810126197 ＊ 宮崎外科・内科 ミヤザキゲカ・ナイカ 7900924 愛媛県松山市南久米町１５８ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-2775 H18/04/01 指定 松山市

3810126197 ＊ 宮崎外科・内科 ミヤザキゲカ・ナイカ 7900924 愛媛県松山市南久米町１５８ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-2775 H21/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 通所リハビリテーション 089-975-3151 H21/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 介護予防訪問看護 089-975-3151 H18/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-3151 H18/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-3151 H18/04/01 指定 松山市

3810126379 上甲整形外科 上甲整形外科 ジョウコウセイケイゲカ 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-3151 H21/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル２階 訪問看護 089-934-0567 H12/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル２階 訪問リハビリテーション 089-934-0567 H12/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル2階 居宅療養管理指導 089-934-0567 H12/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル２階 通所リハビリテーション 089-934-0567 H21/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル２階 介護予防訪問看護 089-934-0567 H18/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル２階 介護予防訪問リハビリテーション 089-934-0567 H18/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル2階 介護予防居宅療養管理指導 089-934-0567 H18/04/01 指定 松山市

3810126718 ＊ 作道クリニック サクドウクリニック 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目６－２１伊予鉄一番町第二ビル２階 介護予防通所リハビリテーション 089-934-0567 H21/04/01 指定 松山市

3810126759 ＊ 森内科 モリナイカ 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目５－２３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810126759 ＊ 森内科 モリナイカ 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目５－２３ 通所リハビリテーション 089-972-3003 H21/04/01 指定 松山市

3810126759 ＊ 森内科 モリナイカ 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目５－２３ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-3003 H18/04/01 指定 松山市

3810126759 ＊ 森内科 モリナイカ 7900045 愛媛県松山市余戸中２丁目５－２３ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-3003 H21/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 訪問看護 089-943-1151 H12/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 訪問リハビリテーション 089-943-1151 H12/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 居宅療養管理指導 089-943-1151 H12/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 通所リハビリテーション 089-943-1151 H21/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防訪問看護 089-943-1151 H18/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-1151 H18/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-1151 H18/04/01 指定 松山市

3810128128 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-1151 H21/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 通所リハビリテーション 089-945-9253 H26/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５丁目１番５３号 短期入所療養介護 089-932-1712 H12/02/10 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５丁目１番５３号 介護療養型医療施設 089-932-1712 H12/02/10 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 介護予防訪問看護 089-932-1712 H18/04/01 指定 松山市
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3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-1712 H18/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５－１－５３ 介護予防通所リハビリテーション 089-945-9253 H24/04/01 指定 松山市

3810128326 松山医療生活協同組合 松山協和病院 マツヤマキョウワビョウイン 7900966 愛媛県松山市立花５丁目１番５３号 介護予防短期入所療養介護 089-932-1712 H18/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１番地 通所リハビリテーション 089-975-7431 H21/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810128433 医療法人財団  慈強会 松山リハビリテーション病院 マツヤマリハビリテーションビョウイン 7911111 愛媛県松山市高井町１２１１番地 介護予防通所リハビリテーション 089-975-7431 H21/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 訪問看護 089-941-8255 H12/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 訪問リハビリテーション 089-941-8255 H12/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 居宅療養管理指導 089-941-8255 H12/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 通所リハビリテーション 089-941-8255 H21/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 介護予防訪問看護 089-941-8255 H18/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-8255 H18/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-8255 H18/04/01 指定 松山市

3810128466 社会医療法人　仁友会 南松山病院 ミナミマツヤマビョウイン 7908534 愛媛県松山市朝生田町１丁目３－１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-8255 H21/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 通所リハビリテーション 089-963-1657 H21/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 介護予防訪問看護 089-963-1657 H18/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-963-1657 H18/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 介護予防居宅療養管理指導 089-963-1657 H18/04/01 指定 松山市

3810128490 ＊ 松山養護老人ホーム診療所 マツヤマヨウゴロウジンホームシンリョウジョ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲８８０ 介護予防通所リハビリテーション 089-963-1657 H21/04/01 指定 松山市

3810128524 ＊ みねおい内科・循環器内科医院 ミネオイナイカ・ジュンカンキナイカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町４７２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128524 ＊ みねおい内科・循環器内科医院 ミネオイナイカ・ジュンカンキナイカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町４７２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128524 ＊ みねおい内科・循環器内科医院 ミネオイナイカ・ジュンカンキナイカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町４７２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128524 ＊ みねおい内科・循環器内科医院 ミネオイナイカ・ジュンカンキナイカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町４７２ 介護予防訪問看護 089-932-1202 H18/04/01 指定 松山市

3810128524 ＊ みねおい内科・循環器内科医院 ミネオイナイカ・ジュンカンキナイカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町４７２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-1202 H18/04/01 指定 松山市

3810128524 ＊ みねおい内科・循環器内科医院 ミネオイナイカ・ジュンカンキナイカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町４７２ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-1202 H18/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 訪問看護 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町二丁目３番３０号 通所リハビリテーション 089-946-3353 H26/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 短期入所療養介護 999-999-9999 H12/02/10 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 介護予防訪問看護 999-999-9999 H18/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-1555 H18/04/01 指定 松山市
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3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町二丁目３番３０号 介護予防通所リハビリテーション 089-946-3353 H24/04/01 指定 松山市

3810128540 医療法人  順風会 医療法人順風会天山病院 イリョウホウジンジュンプウカイアマヤマビョウイン 7900951 愛媛県松山市天山町２－３－３０ 介護予防短期入所療養介護 089-946-1555 H18/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２番地１ 通所リハビリテーション 089-943-0151 H21/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２－１ 介護予防訪問看護 089-943-0151 H18/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-0151 H18/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-0151 H18/04/01 指定 松山市

3810128557 医療法人財団  仁清会 野本記念病院 ノモトキネンビョウイン 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-0151 H21/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 通所リハビリテーション 089-927-2133 H21/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 介護予防訪問看護 089-927-2133 H18/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-927-2133 H18/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 介護予防居宅療養管理指導 089-927-2133 H18/04/01 指定 松山市

3810128599 医療法人  聖愛会 松山ベテル病院 マツヤマベテルビョウイン 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 介護予防通所リハビリテーション 089-927-2133 H21/04/01 指定 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 医療法人千寿会道後温泉病院 イリョウホウジンセンジュカイドウゴオンセンビョウイン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚２１－２１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 医療法人千寿会道後温泉病院 イリョウホウジンセンジュカイドウゴオンセンビョウイン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚２１－２１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 休止 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 医療法人千寿会道後温泉病院 イリョウホウジンセンジュカイドウゴオンセンビョウイン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚２１－２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 道後温泉病院デイケアセンター　みらいずひめduka ドウゴオンセンビョウインデイケアセンター　ミライズヒメヅカ 7900858 愛媛県松山市道後姫塚乙２１－２１ 通所リハビリテーション 089-993-5031 H21/04/01 指定 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 医療法人千寿会道後温泉病院 イリョウホウジンセンジュカイドウゴオンセンビョウイン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚２１－２１ 介護予防訪問看護 089-993-5131 H18/04/01 指定 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 医療法人千寿会道後温泉病院 イリョウホウジンセンジュカイドウゴオンセンビョウイン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚２１－２１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-5131 H18/04/01 指定 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 医療法人千寿会道後温泉病院 イリョウホウジンセンジュカイドウゴオンセンビョウイン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚２１－２１ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-5131 H18/04/01 指定 松山市

3810128615 医療法人  千寿会 道後温泉病院デイケアセンター　みらいずひめduka ドウゴオンセンビョウインデイケアセンター　ミライズヒメヅカ 7900858 愛媛県松山市道後姫塚乙２１－２１ 介護予防通所リハビリテーション 089-993-5031 H21/04/01 指定 松山市

3810128623 医療法人  天真会 医療法人天真会南高井病院 イリョウホウジンテンシンカイミナミタカイビョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128623 医療法人  天真会 医療法人天真会南高井病院 イリョウホウジンテンシンカイミナミタカイビョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128623 医療法人  天真会 医療法人天真会南高井病院 イリョウホウジンテンシンカイミナミタカイビョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810128623 医療法人  天真会 医療法人天真会南高井病院 イリョウホウジンテンシンカイミナミタカイビョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810128649 医療法人　聖光会 鷹の子病院 タカノコビョウイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２５－１ 訪問リハビリテーション 089-976-5691 H12/04/01 指定 松山市

3810128649 医療法人　聖光会 鷹の子病院 タカノコビョウイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２５－１ 居宅療養管理指導 089-976-5691 H12/04/01 指定 松山市

3810128649 医療法人　聖光会 鷹の子病院 タカノコビョウイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町525番地1 通所リハビリテーション 089-976-5691 H24/09/01 指定 松山市

3810128649 医療法人　聖光会 鷹の子病院 タカノコビョウイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-5691 H18/04/01 指定 松山市

3810128649 医療法人　聖光会 鷹の子病院 タカノコビョウイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-5691 H18/04/01 指定 松山市

3810128649 医療法人　聖光会 鷹の子病院 タカノコビョウイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町525番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-976-5691 H24/09/01 指定 松山市

3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 通所リハビリテーション 089-922-1500 H21/04/01 指定 松山市

3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 介護予防訪問看護 089-922-1500 H18/04/01 指定 松山市

3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-922-1500 H18/04/01 指定 松山市
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3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-922-1500 H18/04/01 指定 松山市

3810128664 医療法人  清友会 医療法人清友会清水医院 イリョウホウジンセイユウカイシミズイイン 7918025 愛媛県松山市衣山４丁目８１８－２ 介護予防通所リハビリテーション 089-922-1500 H21/04/01 指定 松山市

3810128714 医療法人  慈孝会 医療法人慈孝会福角病院 イリョウホウジンジコウカイフクズミビョウイン 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128714 医療法人  慈孝会 医療法人慈孝会福角病院 イリョウホウジンジコウカイフクズミビョウイン 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128714 医療法人  慈孝会 医療法人慈孝会福角病院 イリョウホウジンジコウカイフクズミビョウイン 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128714 医療法人  慈孝会 医療法人慈孝会福角病院 イリョウホウジンジコウカイフクズミビョウイン 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９－１ 介護予防訪問看護 089-979-5561 H18/04/01 指定 松山市

3810128714 医療法人  慈孝会 医療法人慈孝会福角病院 イリョウホウジンジコウカイフクズミビョウイン 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-979-5561 H18/04/01 指定 松山市

3810128714 医療法人  慈孝会 医療法人慈孝会福角病院 イリョウホウジンジコウカイフクズミビョウイン 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-979-5561 H18/04/01 指定 松山市

3810128722 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 エヒメセイキョウビョウイン 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128722 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 エヒメセイキョウビョウイン 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128722 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 エヒメセイキョウビョウイン 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 通所リハビリテーション 089-976-7001 H26/04/01 指定 松山市

3810128722 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 エヒメセイキョウビョウイン 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 居宅介護支援 089-976-7133 H11/09/30 指定 松山市

3810128722 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 エヒメセイキョウビョウイン 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3810128722 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 エヒメセイキョウビョウイン 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810128722 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院 エヒメセイキョウビョウイン 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-7001 H24/04/01 指定 松山市

3810128730 医療法人社団  矢野内科 矢野内科 ヤノナイカ 7918005 愛媛県松山市東長戸１－１０－１８ 居宅療養管理指導 089-922-5522 H12/04/01 指定 松山市

3810128730 医療法人社団  矢野内科 矢野内科 ヤノナイカ 7918005 愛媛県松山市東長戸１－１０－１８ 通所リハビリテーション 089-922-5522 H21/04/01 指定 松山市

3810128730 医療法人社団  矢野内科 矢野内科 ヤノナイカ 7918005 愛媛県松山市東長戸１－１０－１８ 介護予防居宅療養管理指導 089-922-5522 H18/04/01 指定 松山市

3810128730 医療法人社団  矢野内科 矢野内科 ヤノナイカ 7918005 愛媛県松山市東長戸１－１０－１８ 介護予防通所リハビリテーション 089-922-5522 H21/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 訪問看護 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 訪問リハビリテーション 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 居宅療養管理指導 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 通所リハビリテーション 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 介護予防訪問看護 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128755 医療法人社団　味酒心療内科 味酒心療内科 ミサケシンリョウナイカ 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９－９ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-2768 H23/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 通所リハビリテーション 089-963-3333 H21/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 介護予防訪問看護 089-963-3333 H18/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-963-3333 H18/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-963-3333 H18/04/01 指定 松山市

3810128789 ＊ 東明病院 トウメイビョウイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１０２６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-963-3333 H21/04/01 指定 松山市

3810128847 医療法人  和光会 土橋共立病院 ドバシキョウリツビョウイン 7900032 愛媛県松山市土橋町３－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128847 医療法人  和光会 土橋共立病院 ドバシキョウリツビョウイン 7900032 愛媛県松山市土橋町３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128847 医療法人  和光会 土橋共立病院 ドバシキョウリツビョウイン 7900032 愛媛県松山市土橋町３番１ 通所リハビリテーション 089-931-1804 H21/04/01 指定 松山市

3810128847 医療法人  和光会 土橋共立病院 ドバシキョウリツビョウイン 7900032 愛媛県松山市土橋町３－１ 介護予防訪問看護 089-931-1804 H18/04/01 指定 松山市

3810128847 医療法人  和光会 土橋共立病院 ドバシキョウリツビョウイン 7900032 愛媛県松山市土橋町３－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-1804 H18/04/01 指定 松山市

3810128847 医療法人  和光会 土橋共立病院 ドバシキョウリツビョウイン 7900032 愛媛県松山市土橋町３番１ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-1804 H21/04/01 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市
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3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 通所リハビリテーション 089-932-5611 H26/04/01 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 居宅介護支援 089-932-5611 H11/09/24 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 介護予防訪問看護 089-932-5567 H18/04/01 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-5567 H18/04/01 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-5567 H18/04/01 指定 松山市

3810128862 医療法人社団  久野内科 久野内科 ヒサノナイカ 7900863 愛媛県松山市此花町８－２４ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-5611 H24/04/01 指定 松山市

3810128904 医療法人社団  いずみ整形外科クリニック いずみ整形外科クリニック イズミセイケイゲカクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５５－３ 訪問看護 089-923-2700 H12/04/01 指定 松山市

3810128904 医療法人社団  いずみ整形外科クリニック いずみ整形外科クリニック イズミセイケイゲカクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５５－３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810128904 医療法人社団  いずみ整形外科クリニック いずみ整形外科クリニック イズミセイケイゲカクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５５－３ 居宅療養管理指導 089-923-2700 H12/04/01 指定 松山市

3810128904 医療法人社団  いずみ整形外科クリニック いずみ整形外科クリニック イズミセイケイゲカクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５５－３ 介護予防訪問看護 089-923-2700 H18/04/01 指定 松山市

3810128904 医療法人社団  いずみ整形外科クリニック いずみ整形外科クリニック イズミセイケイゲカクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５５－３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-923-2700 H18/04/01 指定 松山市

3810128904 医療法人社団  いずみ整形外科クリニック いずみ整形外科クリニック イズミセイケイゲカクリニック 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５５－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-923-2700 H18/04/01 指定 松山市

3810128987 医療法人  河原医院 河原医院 カワハライイン 7918036 愛媛県松山市高岡町６３０－３ 訪問看護 089-971-2025 H12/04/01 指定 松山市

3810128987 医療法人  河原医院 河原医院 カワハライイン 7918036 愛媛県松山市高岡町６３０－３ 介護予防訪問看護 089-971-2025 H18/04/01 指定 松山市

3810128995 ＊ 越智クリニック オチクリニック 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番２５号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810128995 ＊ 越智クリニック オチクリニック 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番２５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810128995 ＊ 越智クリニック オチクリニック 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番２５号 通所リハビリテーション 089-923-3822 H21/04/01 指定 松山市

3810128995 ＊ 越智クリニック オチクリニック 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番２５号 介護予防訪問看護 089-923-3822 H18/04/01 指定 松山市

3810128995 ＊ 越智クリニック オチクリニック 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番２５号 介護予防居宅療養管理指導 089-923-3822 H18/04/01 指定 松山市

3810128995 ＊ 越智クリニック オチクリニック 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番２５号 介護予防通所リハビリテーション 089-923-3822 H21/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 訪問看護 089-978-2282 H12/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 訪問リハビリテーション 089-978-2282 H12/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 居宅療養管理指導 089-978-2282 H12/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 通所リハビリテーション 089-978-2282 H21/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 介護予防訪問看護 089-978-2282 H18/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-2282 H18/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-2282 H18/04/01 指定 松山市

3810129001 医療法人　岡本外科整形外科 岡本外科整形外科 オカモトゲカセイケイゲカ 7918007 愛媛県松山市高木町２５５－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-978-2282 H21/04/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 訪問リハビリテーション 089-924-1591 H17/10/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 通所リハビリテーション 089-924-1701 H27/01/25 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番１９号 短期入所療養介護 089-924-1590 H12/02/10 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番１９号 居宅介護支援 089-911-0717 H11/12/07 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 介護予防訪問看護 089-924-1590 H18/04/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-924-1591 H18/04/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３－１９ 介護予防通所リハビリテーション 089-924-1701 H24/04/01 指定 松山市

3810129019 医療法人創実会 河田外科脳神経外科医院 カワダゲカノウシンケイゲカイイン 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番１９号 介護予防短期入所療養介護 089-924-1590 H18/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市
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3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 通所リハビリテーション 089-943-2929 H26/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２番１６号 短期入所療養介護 089-943-2929 H12/02/10 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 居宅介護支援 089-943-2929 H11/10/20 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２番１６号 介護療養型医療施設 089-943-2929 H12/02/10 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 介護予防訪問リハビリテーション 999-999-9999 H18/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２－１６ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-2929 H24/04/01 指定 松山市

3810129027 医療法人  石手内科 石手内科 イシテナイカ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２番１６号 介護予防短期入所療養介護 089-943-2929 H18/04/01 指定 松山市

3810129035 医療法人  仙波内科 仙波内科 センバナイカ 7900055 愛媛県松山市針田町８０ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129035 医療法人  仙波内科 仙波内科 センバナイカ 7900055 愛媛県松山市針田町８０ 居宅療養管理指導 089-972-0014 H12/04/01 指定 松山市

3810129035 医療法人  仙波内科 仙波内科 センバナイカ 7900055 愛媛県松山市針田町８０ 通所リハビリテーション 089-972-0014 H21/04/01 指定 松山市

3810129035 医療法人  仙波内科 仙波内科 センバナイカ 7900055 愛媛県松山市針田町８０ 介護予防訪問看護 089-972-0014 H18/04/01 指定 松山市

3810129035 医療法人  仙波内科 仙波内科 センバナイカ 7900055 愛媛県松山市針田町８０ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-0014 H18/04/01 指定 松山市

3810129035 医療法人  仙波内科 仙波内科 センバナイカ 7900055 愛媛県松山市針田町８０ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-0014 H21/04/01 指定 松山市

3810129043 ＊ 冲永内科医院 オキナガナイカイイン 7918031 愛媛県松山市北斎院町８５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129043 ＊ 冲永内科医院 オキナガナイカイイン 7918031 愛媛県松山市北斎院町８５－１ 通所リハビリテーション 089-972-0634 H21/04/01 指定 松山市

3810129043 ＊ 冲永内科医院 オキナガナイカイイン 7918031 愛媛県松山市北斎院町８５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-0634 H18/04/01 指定 松山市

3810129043 ＊ 冲永内科医院 オキナガナイカイイン 7918031 愛媛県松山市北斎院町８５－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-972-0634 H21/04/01 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 訪問看護 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 訪問リハビリテーション 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 居宅療養管理指導 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 通所リハビリテーション 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 介護予防訪問看護 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129068 医療法人　東石井クリニック 東石井クリニック ヒガシイシイクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番地１号 介護予防通所リハビリテーション 089-957-3222 H28/03/03 指定 松山市

3810129159 ＊ 竹内内科胃腸科 タケウチナイカイチョウカ 7918056 愛媛県松山市別府町３４６－６ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129159 ＊ 竹内内科胃腸科 タケウチナイカイチョウカ 7918056 愛媛県松山市別府町３４６－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129159 ＊ 竹内内科胃腸科 タケウチナイカイチョウカ 7918056 愛媛県松山市別府町３４６－６ 通所リハビリテーション 089-953-2311 H21/04/01 指定 松山市

3810129159 ＊ 竹内内科胃腸科 タケウチナイカイチョウカ 7918056 愛媛県松山市別府町３４６－６ 介護予防訪問看護 089-953-2311 H18/04/01 指定 松山市

3810129159 ＊ 竹内内科胃腸科 タケウチナイカイチョウカ 7918056 愛媛県松山市別府町３４６－６ 介護予防居宅療養管理指導 089-953-2311 H18/04/01 指定 松山市

3810129159 ＊ 竹内内科胃腸科 タケウチナイカイチョウカ 7918056 愛媛県松山市別府町３４６－６ 介護予防通所リハビリテーション 089-953-2311 H21/04/01 指定 松山市

3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 通所リハビリテーション 089-978-2626 H21/04/01 指定 松山市

3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 介護予防訪問看護 089-978-2626 H18/04/01 指定 松山市

3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-2626 H18/04/01 指定 松山市

3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-2626 H18/04/01 指定 松山市
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3810129209 医療法人　敬栄会 安城寺クリニック アンジョウジクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町１０７６－５ 介護予防通所リハビリテーション 089-978-2626 H21/04/01 指定 松山市

3810129266 ＊ 大野内科循環器科消化器科 オオノナイカジュンカンキカショウカキカ 7900915 愛媛県松山市松末二丁目１４番３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129266 ＊ 大野内科循環器科消化器科 オオノナイカジュンカンキカショウカキカ 7900915 愛媛県松山市松末二丁目１４番３号 通所リハビリテーション 089-976-1500 H21/04/01 指定 松山市

3810129266 ＊ 大野内科循環器科消化器科 オオノナイカジュンカンキカショウカキカ 7900915 愛媛県松山市松末二丁目１４番３号 介護予防居宅療養管理指導 089-976-1500 H18/04/01 指定 松山市

3810129266 ＊ 大野内科循環器科消化器科 オオノナイカジュンカンキカショウカキカ 7900915 愛媛県松山市松末二丁目１４番３号 介護予防通所リハビリテーション 089-976-1500 H21/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 通所リハビリテーション 089-979-5123 H21/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 介護予防訪問看護 089-979-5123 H18/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-979-5123 H18/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-979-5123 H18/04/01 指定 松山市

3810129274 ＊ 吉野内科 ヨシノナイカ 7918001 愛媛県松山市平田町１９番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-979-5123 H21/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 訪問リハビリテーション 089-943-7717 H12/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１９番３６号 通所リハビリテーション 089-943-7717 H21/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 介護予防訪問看護 089-943-7717 H18/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-7717 H18/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-7717 H18/04/01 指定 松山市

3810129282 医療法人社団  慈生会 松山城東病院 マツヤマジョウトウビョウイン 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１９番３６号 介護予防通所リハビリテーション 089-943-7717 H21/04/01 指定 松山市

3810129357 医療法人  重見循環器科内科 重見循環器科内科 シゲミジュンカンキカナイカ 7918067 愛媛県松山市古三津５丁目８番１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129357 医療法人  重見循環器科内科 重見循環器科内科 シゲミジュンカンキカナイカ 7918067 愛媛県松山市古三津５丁目８番１号 通所リハビリテーション 089-953-1330 H21/04/01 指定 松山市

3810129357 医療法人  重見循環器科内科 重見循環器科内科 シゲミジュンカンキカナイカ 7918067 愛媛県松山市古三津５丁目８番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-953-1330 H18/04/01 指定 松山市

3810129357 医療法人  重見循環器科内科 重見循環器科内科 シゲミジュンカンキカナイカ 7918067 愛媛県松山市古三津５丁目８番１号 介護予防通所リハビリテーション 089-953-1330 H21/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 通所リハビリテーション 089-932-6262 H21/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 介護予防訪問看護 089-932-6262 H18/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-6262 H18/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-6262 H18/04/01 指定 松山市

3810129365 医療法人  三宅内科胃腸科 三宅内科胃腸科 ミヤケナイカイチョウカ 7900056 愛媛県松山市土居田町５８－３ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-6262 H21/04/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 訪問看護 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 訪問リハビリテーション 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 居宅療養管理指導 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 通所リハビリテーション 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 介護予防訪問看護 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129456 医療法人社団　浦岡胃腸クリニック 浦岡胃腸クリニック ウラオカイチョウクリニック 7900852 愛媛県松山市石手４丁目３－１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-1133 H23/01/01 指定 松山市

3810129472 ＊ 清家整形外科 セイケセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂１丁目２－３９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市
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3810129472 ＊ 清家整形外科 セイケセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂１丁目２－３９ 通所リハビリテーション 089-943-4368 H21/04/01 指定 松山市

3810129472 ＊ 清家整形外科 セイケセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂１丁目２－３９ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-4368 H18/04/01 指定 松山市

3810129472 ＊ 清家整形外科 セイケセイケイゲカ 7900963 愛媛県松山市小坂１丁目２－３９ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-4368 H21/04/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 訪問看護 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 訪問リハビリテーション 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 居宅療養管理指導 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 通所リハビリテーション 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 介護予防訪問看護 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129480 医療法人　そのだ心療内科 そのだ心療内科 ソノダシンリョウナイカ 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-1884 H23/05/01 指定 松山市

3810129498 医療法人  須賀医院 須賀医院 スガイイン 7900003 愛媛県松山市三番町４－２－５ 居宅療養管理指導 089-931-1242 H12/04/01 指定 松山市

3810129498 医療法人  須賀医院 須賀医院 スガイイン 7900003 愛媛県松山市三番町４－２－５ 通所リハビリテーション 089-931-1242 H21/04/01 指定 松山市

3810129498 医療法人  須賀医院 須賀医院 スガイイン 7900003 愛媛県松山市三番町４－２－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-1242 H18/04/01 指定 松山市

3810129498 医療法人  須賀医院 須賀医院 スガイイン 7900003 愛媛県松山市三番町４－２－５ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-1242 H21/04/01 指定 松山市

3810129555 ＊ さなだ眼科 サナダガンカ 7918005 愛媛県松山市東長戸一丁目８番６号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129555 ＊ さなだ眼科 サナダガンカ 7918005 愛媛県松山市東長戸一丁目８番６号 通所リハビリテーション 089-926-3377 H21/04/01 指定 松山市

3810129555 ＊ さなだ眼科 サナダガンカ 7918005 愛媛県松山市東長戸一丁目８番６号 介護予防居宅療養管理指導 089-926-3377 H18/04/01 指定 松山市

3810129555 ＊ さなだ眼科 サナダガンカ 7918005 愛媛県松山市東長戸一丁目８番６号 介護予防通所リハビリテーション 089-926-3377 H21/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 訪問看護 089-951-0311 H12/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 訪問リハビリテーション 089-951-0311 H12/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 居宅療養管理指導 089-951-0311 H12/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 通所リハビリテーション 089-951-0311 H21/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 介護予防訪問看護 089-951-0311 H18/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-0311 H18/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 介護予防居宅療養管理指導 089-951-0311 H18/04/01 指定 松山市

3810129563 医療法人　光信会 澤原産婦人科皮フ科 サワハラサンフジンカヒフカ 7918067 愛媛県松山市古三津五丁目４番３４号 介護予防通所リハビリテーション 089-951-0311 H21/04/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 訪問看護 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 訪問リハビリテーション 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 居宅療養管理指導 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 通所リハビリテーション 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 介護予防訪問看護 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129571 医療法人　酒井産婦人科 よしおか眼科・さかい産婦人科 ヨシオカガンカ・サカイサンフジンカ 7992654 愛媛県松山市内宮町甲５１２番地９ 介護予防通所リハビリテーション 089-978-3888 H23/05/01 指定 松山市

3810129688 医療法人　久米窪田クリニック 久米窪田クリニック クメクボタクリニック 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１４７ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129688 医療法人　久米窪田クリニック 久米窪田クリニック クメクボタクリニック 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１４７ 通所リハビリテーション 089-976-3355 H26/04/01 指定 松山市

3810129688 医療法人　久米窪田クリニック 久米窪田クリニック クメクボタクリニック 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１４７ 居宅介護支援 089-976-3355 H11/10/27 指定 松山市

3810129688 医療法人　久米窪田クリニック 久米窪田クリニック クメクボタクリニック 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１４７ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3810129688 医療法人　久米窪田クリニック 久米窪田クリニック クメクボタクリニック 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１４７ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-3355 H24/04/01 指定 松山市

3810129746 ＊ 束村内科医院 ツカムラナイカイイン 7918053 愛媛県松山市若葉町７番地２１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3810129746 ＊ 束村内科医院 ツカムラナイカイイン 7918053 愛媛県松山市若葉町７番地２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市
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3810129746 ＊ 束村内科医院 ツカムラナイカイイン 7918053 愛媛県松山市若葉町７番地２１ 通所リハビリテーション 089-951-2520 H21/04/01 指定 松山市

3810129746 ＊ 束村内科医院 ツカムラナイカイイン 7918053 愛媛県松山市若葉町７番地２１ 介護予防訪問看護 089-951-2520 H18/04/01 指定 松山市

3810129746 ＊ 束村内科医院 ツカムラナイカイイン 7918053 愛媛県松山市若葉町７番地２１ 介護予防居宅療養管理指導 089-951-2520 H18/04/01 指定 松山市

3810129746 ＊ 束村内科医院 ツカムラナイカイイン 7918053 愛媛県松山市若葉町７番地２１ 介護予防通所リハビリテーション 089-951-2520 H21/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 訪問看護 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 通所リハビリテーション 089-941-7585 H21/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 介護予防訪問看護 089-941-7585 H18/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-7585 H18/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-7585 H18/04/01 指定 松山市

3810129753 医療法人　飯尾小児科内科 飯尾小児科内科 イイオショウニカナイカ 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目１０－１５ 介護予防通所リハビリテーション 089-941-7585 H21/04/01 指定 松山市

3810129779 ＊ 稲田内科消化器科医院 イナダナイカショウカキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川３丁目３番１３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3810129779 ＊ 稲田内科消化器科医院 イナダナイカショウカキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川３丁目３番１３号 通所リハビリテーション 089-924-8188 H21/04/01 指定 松山市

3810129779 ＊ 稲田内科消化器科医院 イナダナイカショウカキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川３丁目３番１３号 介護予防居宅療養管理指導 089-924-8188 H18/04/01 指定 松山市

3810129779 ＊ 稲田内科消化器科医院 イナダナイカショウカキカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川３丁目３番１３号 介護予防通所リハビリテーション 089-924-8188 H21/04/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 訪問看護 0897-56-9165 H18/06/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 訪問リハビリテーション 0897-56-9165 H18/06/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 居宅療養管理指導 0897-56-9165 H18/06/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 通所リハビリテーション 0897-56-9165 H21/04/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 介護予防訪問看護 0897-56-9165 H18/06/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 介護予防訪問リハビリテーション 0897-56-9165 H18/06/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-9165 H18/06/01 指定 松山市

3810610414 * 米田脳神経外科 ヨネダノウシンケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町706番地4 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-9165 H21/04/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 訪問看護 0897-47-1717 H18/12/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 訪問リハビリテーション 0897-47-1717 H18/12/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 居宅療養管理指導 0897-47-1717 H18/12/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 通所リハビリテーション 0897-47-1717 H21/04/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 介護予防訪問看護 0897-47-1717 H18/12/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-1717 H18/12/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-1717 H18/12/01 指定 松山市

3810610497 医療法人かりやま整形外科 かりやま整形外科 カリヤマセイケイゲカ 7930030 愛媛県西条市大町701番地2 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-1717 H21/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９－１ 訪問リハビリテーション 089-960-2500 H12/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９番地１ 通所リハビリテーション 089-960-2500 H26/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９－１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-2500 H18/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-2500 H18/04/01 指定 松山市

3811110026 医療法人  フェニックス 北条フェニックス脳神経外科 ホウジョウフェニックスノウシンケイゲカ 7992430 愛媛県松山市北条辻６０９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-960-2500 H24/04/01 指定 松山市

3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市
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3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 通所リハビリテーション 089-993-3000 H21/04/01 指定 松山市

3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 介護予防訪問看護 089-993-3000 H18/04/01 指定 松山市

3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-3000 H18/04/01 指定 松山市

3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-3000 H18/04/01 指定 松山市

3811110034 ＊ 岡田皮膚科医院 オカダヒフカイイン 7992432 愛媛県松山市土手内２０１番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-993-3000 H21/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 通所リハビリテーション 089-994-7008 H21/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 介護予防訪問看護 089-994-7008 H18/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-7008 H18/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-7008 H18/04/01 指定 松山市

3811110042 ＊ 村上ひ尿器科皮ふ科 ムラカミヒニョウキカヒフカ 7992461 愛媛県松山市鹿峰２３２ 介護予防通所リハビリテーション 089-994-7008 H21/04/01 指定 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３番地４ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２０番６ 訪問リハビリテーション 089-993-0112 H21/05/15 休止 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３番地４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２０番６ 通所リハビリテーション 089-993-0112 H21/05/15 休止 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３番地４ 介護予防訪問看護 089-992-5102 H18/04/01 指定 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２０番６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-0112 H21/05/15 休止 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-5102 H18/04/01 指定 松山市

3811110059 ＊ 田辺医院 タナベイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２０番６ 介護予防通所リハビリテーション 089-993-0112 H21/05/15 休止 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 通所リハビリテーション 089-992-0080 H21/04/01 指定 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 介護予防訪問看護 089-992-0080 H18/04/01 指定 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-0080 H18/04/01 指定 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0080 H18/04/01 指定 松山市

3811110075 医療法人  内田クリニック 内田クリニック ウチダクリニック 7992436 愛媛県松山市河野別府７０５－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-992-0080 H21/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 通所リハビリテーション 089-994-7200 H21/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 介護予防訪問看護 089-994-7200 H18/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-7200 H18/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-7200 H18/04/01 指定 松山市

3811110091 ＊ 福井内科呼吸器科クリニック フクイナイカコキュウキカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰字塚田９９－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-994-7200 H21/04/01 指定 松山市

3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 訪問看護 089-993-0332 H13/06/01 指定 松山市

3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 訪問リハビリテーション 089-993-0332 H13/06/01 指定 松山市

3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 居宅療養管理指導 089-993-0332 H13/06/01 指定 松山市

3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 通所リハビリテーション 089-993-0332 H21/04/01 指定 松山市
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3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 介護予防訪問看護 089-993-0332 H18/04/01 指定 松山市

3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-0332 H18/04/01 指定 松山市

3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 介護予防居宅療養管理指導 089-993-0332 H18/04/01 指定 松山市

3811110117 医療法人　清家眼科 清家眼科 セイケガンカ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１２６番地 介護予防通所リハビリテーション 089-993-0332 H21/04/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック かざはやクリニック カザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 訪問看護 H15/12/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック かざはやクリニック カザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 訪問リハビリテーション H15/12/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック かざはやクリニック カザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 居宅療養管理指導 H15/12/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック 医療法人かざはやクリニック イリョウホウジンカザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 通所リハビリテーション 089-960-2555 H21/04/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック 医療法人かざはやクリニック イリョウホウジンカザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 介護予防訪問看護 089-960-2555 H18/04/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック 医療法人かざはやクリニック イリョウホウジンカザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-2555 H18/04/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック 医療法人かざはやクリニック イリョウホウジンカザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 介護予防居宅療養管理指導 089-960-2555 H18/04/01 指定 松山市

3811110125 医療法人　かざはやクリニック 医療法人かざはやクリニック イリョウホウジンカザハヤクリニック 7992426 愛媛県松山市中西内６１８番地 介護予防通所リハビリテーション 089-960-2555 H21/04/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 訪問看護 089-994-7111 H16/01/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 訪問リハビリテーション 089-994-7111 H16/01/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 居宅療養管理指導 089-994-7111 H16/01/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 通所リハビリテーション 089-994-2888 H21/04/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 介護予防訪問看護 089-994-7111 H18/04/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-7111 H18/04/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 介護予防居宅療養管理指導 089-994-7111 H18/04/01 指定 松山市

3811110133 医療法人　瀬戸医心会 三好整形外科医院 ミヨシセイケイゲカイイン 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 介護予防通所リハビリテーション 089-994-2888 H21/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 訪問看護 089-993-1200 H16/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 訪問リハビリテーション 089-993-1200 H16/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 居宅療養管理指導 089-993-1200 H16/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 通所リハビリテーション 089-993-1200 H22/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 介護予防訪問看護 089-993-1200 H18/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-1200 H18/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-993-1200 H18/04/01 指定 松山市

3811110141 医療法人社団樹人会 医療法人社団樹人会北条病院 イリョウホウジンシャダンジュジンカイホウジョウビョウイン 7992438 愛媛県松山市河野中須賀288番地5 介護予防通所リハビリテーション 089-993-1200 H21/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 訪問看護 089-992-0700 H12/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 訪問リハビリテーション 089-992-0700 H12/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 居宅療養管理指導 089-992-0700 H12/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 通所リハビリテーション 089-992-0700 H21/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 介護予防訪問看護 089-992-0700 H18/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-0700 H18/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0700 H18/04/01 指定 松山市

3811118011 医療法人　清和会 和ホスピタル ナゴミホスピタル 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 介護予防通所リハビリテーション 089-992-0700 H21/04/01 指定 松山市

3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 通所リハビリテーション 089-994-1004 H21/04/01 指定 松山市

3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 介護予防訪問看護 089-994-1004 H18/04/01 指定 松山市

3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-1004 H18/04/01 指定 松山市
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3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-1004 H18/04/01 指定 松山市

3811120207 ＊ 中川循環器科内科 ナカガワジュンカンキカナイカ 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-994-1004 H21/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 通所リハビリテーション 089-992-0211 H21/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 介護予防訪問看護 089-992-0211 H18/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-0211 H18/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0211 H18/04/01 指定 松山市

3811128077 ＊ 田中医院 タナカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻２６７番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-992-0211 H21/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 通所リハビリテーション 089-992-0258 H21/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 介護予防訪問看護 089-992-0258 H18/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-0258 H18/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0258 H18/04/01 指定 松山市

3811128093 ＊ 檜垣小児科内科医院 ヒガキショウニカナイカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻４１５番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-992-0258 H21/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 通所リハビリテーション 089-992-0118 H21/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 介護予防訪問看護 089-992-0118 H18/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-0118 H18/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0118 H18/04/01 指定 松山市

3811128119 ＊ 松木医院 マツキイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻３１８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-992-0118 H21/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 通所リハビリテーション 089-992-0050 H21/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 介護予防訪問看護 089-992-0050 H18/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-0050 H18/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0050 H18/04/01 指定 松山市

3811128127 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-992-0050 H21/04/01 指定 松山市

3811128135 医療法人  みやもとクリニック みやもとクリニック ミヤモトクリニック 7992435 愛媛県松山市府中８００－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811128135 医療法人  みやもとクリニック みやもとクリニック ミヤモトクリニック 7992435 愛媛県松山市府中８００－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3811128135 医療法人  みやもとクリニック みやもとクリニック ミヤモトクリニック 7992435 愛媛県松山市府中８００－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811128135 医療法人  みやもとクリニック みやもとクリニック ミヤモトクリニック 7992435 愛媛県松山市府中８００－１ 介護予防訪問看護 089-993-1911 H18/04/01 指定 松山市

3811128135 医療法人  みやもとクリニック みやもとクリニック ミヤモトクリニック 7992435 愛媛県松山市府中８００－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-1911 H18/04/01 指定 松山市

3811128135 医療法人  みやもとクリニック みやもとクリニック ミヤモトクリニック 7992435 愛媛県松山市府中８００－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-1911 H18/04/01 指定 松山市

3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市
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3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 通所リハビリテーション 089-993-0678 H21/04/01 指定 松山市

3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 介護予防訪問看護 089-993-0678 H18/04/01 指定 松山市

3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-0678 H18/04/01 指定 松山市

3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-0678 H18/04/01 指定 松山市

3811128143 ＊ 久我耳鼻咽喉科医院 クガジビインコウカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻８２６番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-993-0678 H21/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 訪問看護 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 訪問リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 居宅療養管理指導 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 通所リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防訪問看護 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防居宅療養管理指導 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3818010054 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防通所リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3830131284 ＊ 藤田歯科医院 フジタシカイイン 7900811 愛媛県松山市本町３丁目６番地の１（産業ビル３階） 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830131284 ＊ 藤田歯科医院 フジタシカイイン 7900811 愛媛県松山市本町３丁目６番地の１（産業ビル３階） 介護予防居宅療養管理指導 089-943-3845 H18/04/01 指定 松山市

3830131623 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町２丁目２－１７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830131623 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町２丁目２－１７ 介護予防居宅療養管理指導 089-922-5888 H18/04/01 指定 松山市

3830131714 ＊ 松岡歯科医院 7900002 愛媛県松山市二番町２丁目７－１７ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830131714 ＊ 松岡歯科医院 7900002 愛媛県松山市二番町２丁目７－１７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830131714 ＊ 松岡歯科医院 7900002 愛媛県松山市二番町２丁目７－１７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830131714 ＊ 松岡歯科医院 7900002 愛媛県松山市二番町２丁目７－１７ 介護予防訪問看護 089-921-2351 H18/04/01 指定 松山市

3830131714 ＊ 松岡歯科医院 7900002 愛媛県松山市二番町２丁目７－１７ 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-2351 H18/04/01 指定 松山市

3830131714 ＊ 松岡歯科医院 7900002 愛媛県松山市二番町２丁目７－１７ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-2351 H18/04/01 指定 松山市

3830131938 ＊ 徳永歯科医院 トクナガシカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７番１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830131938 ＊ 徳永歯科医院 トクナガシカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目７番１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-2602 H18/04/01 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 訪問看護 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 訪問リハビリテーション 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 居宅療養管理指導 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 通所リハビリテーション 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 介護予防訪問看護 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132019 永井歯科医院 永井歯科医院 ナガイシカイイン 7900931 愛媛県松山市西石井二丁目１３番３８号 介護予防通所リハビリテーション 089-957-5544 H23/06/20 指定 松山市

3830132100 ＊ 石岡歯科医院 イシオカシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目７番８号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132100 ＊ 石岡歯科医院 イシオカシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目７番８号 介護予防居宅療養管理指導 089-941-0211 H18/04/01 指定 松山市

3830132142 大膳  達国 大膳歯科医院 ダイゼンシカイイン 7900045 愛媛県松山市余戸中３－１０－２９ 居宅療養管理指導 089-971-5551 H12/04/01 指定 松山市

3830132142 大膳  達国 大膳歯科医院 ダイゼンシカイイン 7900045 愛媛県松山市余戸中３－１０－２９ 介護予防居宅療養管理指導 089-971-5551 H18/04/01 指定 松山市

3830132407 ＊ 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7918066 愛媛県松山市祓川２丁目５番１２号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132407 ＊ 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7918066 愛媛県松山市祓川２丁目５番１２号 介護予防居宅療養管理指導 089-951-0588 H18/04/01 指定 松山市

3830132431 ＊ 北梅本近藤歯科医院 キタウメモトコンドウシカイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３３０１－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132431 ＊ 北梅本近藤歯科医院 キタウメモトコンドウシカイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲３３０１－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-0818 H18/04/01 指定 松山市
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3830132506 ＊ アガタ歯科医院 アガタシカイイン 7992654 愛媛県松山市内宮町５８３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132506 ＊ アガタ歯科医院 アガタシカイイン 7992654 愛媛県松山市内宮町５８３ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-7181 H18/04/01 指定 松山市

3830132514 ＊ 野本歯科医院 ノモトシカイイン 7900911 愛媛県松山市桑原３丁目３－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132514 ＊ 野本歯科医院 ノモトシカイイン 7900911 愛媛県松山市桑原３丁目３－６ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-5185 H18/04/01 指定 松山市

3830132522 ＊ 米田歯科医院 7992652 愛媛県松山市福角町甲１２７９－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132522 ＊ 米田歯科医院 7992652 愛媛県松山市福角町甲１２７９－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-0188 H18/04/01 指定 松山市

3830132589 ＊ 児玉歯科 コダマシカイイン 7918084 愛媛県松山市石風呂町１－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132589 ＊ 児玉歯科 コダマシカイイン 7918084 愛媛県松山市石風呂町１－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-952-0595 H18/04/01 指定 松山市

3830132597 ＊ 坂田歯科医院 サカタシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１５－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132597 ＊ 坂田歯科医院 サカタシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町１丁目１５－８ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-0953 H18/04/01 指定 松山市

3830132662 ＊ 浪瀧歯科医院 ナミタキシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町３－４－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 休止 松山市

3830132662 ＊ 浪瀧歯科医院 ナミタキシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町３－４－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-2917 H18/04/01 指定 松山市

3830132803 ＊ 石崎歯科医院 イシザキシカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町２丁目２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132803 ＊ 石崎歯科医院 イシザキシカイイン 7900012 愛媛県松山市湊町２丁目２－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-3904 H18/04/01 指定 松山市

3830132811 ＊ 高須賀歯科医院 タカスガシカイイン 7918005 愛媛県松山市東長戸四丁目２番５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132811 ＊ 高須賀歯科医院 タカスガシカイイン 7918005 愛媛県松山市東長戸四丁目２番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-923-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830132860 ＊ 崎岡歯科医院 サキオカシカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町５９３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132860 ＊ 崎岡歯科医院 サキオカシカイイン 7900051 愛媛県松山市生石町５９３ 介護予防居宅療養管理指導 089-933-0800 H18/04/01 指定 松山市

3830132894 ＊ 馬嶋歯科診療所 マジマシカシンリョウジョ 7900013 愛媛県松山市河原町２－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132894 ＊ 馬嶋歯科診療所 マジマシカシンリョウジョ 7900013 愛媛県松山市河原町２－１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-2398 H18/04/01 指定 松山市

3830132977 ＊ 是沢歯科医院 7900913 愛媛県松山市畑寺四丁目１１－３２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830132977 ＊ 是沢歯科医院 7900913 愛媛県松山市畑寺四丁目１１－３２ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-1148 H18/04/01 指定 松山市

3830133025 ＊ 吉良歯科医院 キラシカイイン 7918013 愛媛県松山市山越三丁目６－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133025 ＊ 吉良歯科医院 キラシカイイン 7918013 愛媛県松山市山越三丁目６－７ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-7834 H18/04/01 指定 松山市

3830133033 ＊ 三木歯科医院 ミキシカイイン 7900036 愛媛県松山市小栗五丁目４番１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133033 ＊ 三木歯科医院 ミキシカイイン 7900036 愛媛県松山市小栗五丁目４番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-947-8500 H18/04/01 指定 松山市

3830133058 ＊ いだい歯科医院 イダイシカイイン 7910112 愛媛県松山市下伊台町１０４５－１６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133058 ＊ いだい歯科医院 イダイシカイイン 7910112 愛媛県松山市下伊台町１０４５－１６ 介護予防居宅療養管理指導 089-977-7650 H18/04/01 指定 松山市

3830133082 ＊ ひでき歯科医院 ヒデキシカイイン 7900952 愛媛県松山市朝生田町２丁目９番３３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133082 ＊ ひでき歯科医院 ヒデキシカイイン 7900952 愛媛県松山市朝生田町２丁目９番３３号 介護予防居宅療養管理指導 089-947-1230 H18/04/01 指定 松山市

3830133090 ＊ 佐古歯科医院 サコシカイイン 7918002 愛媛県松山市谷町甲１９２番２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133090 ＊ 佐古歯科医院 サコシカイイン 7918002 愛媛県松山市谷町甲１９２番２ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-4431 H18/04/01 指定 松山市

3830133116 ＊ 星の岡歯科医院 ホシノオカシカイイン 7900922 愛媛県松山市星岡町四丁目3-7 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133116 ＊ 星の岡歯科医院 ホシノオカシカイイン 7900922 愛媛県松山市星岡町四丁目3-7 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133116 ＊ 星の岡歯科医院 ホシノオカシカイイン 7900922 愛媛県松山市星岡町四丁目3-7 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133116 ＊ 星の岡歯科医院 ホシノオカシカイイン 7900922 愛媛県松山市星岡町四丁目3-7 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3830133116 ＊ 星の岡歯科医院 ホシノオカシカイイン 7900922 愛媛県松山市星岡町四丁目3-7 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-8241 H18/04/01 指定 松山市

3830133116 ＊ 星の岡歯科医院 ホシノオカシカイイン 7900922 愛媛県松山市星岡町四丁目3-7 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3830133124 ＊ 越智歯科医院 オチシカイイン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番5号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133124 ＊ 越智歯科医院 オチシカイイン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番5号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133124 ＊ 越智歯科医院 オチシカイイン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番5号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133124 ＊ 越智歯科医院 オチシカイイン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番5号 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市
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3830133124 ＊ 越智歯科医院 オチシカイイン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番5号 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3830133124 ＊ 越智歯科医院 オチシカイイン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番5号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3830133223 ＊ 豊田歯科医院 トヨダシカイイン 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１３番１０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133223 ＊ 豊田歯科医院 トヨダシカイイン 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１３番１０号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-4533 H18/04/01 指定 松山市

3830133249 ＊ 田渕歯科医院 タブチシカイイン 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目６－２３大手町ビル２Ｆ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133249 ＊ 田渕歯科医院 タブチシカイイン 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目６－２３大手町ビル２Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-2250 H18/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 訪問看護 089-951-5522 H12/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 訪問リハビリテーション 089-951-5522 H12/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 居宅療養管理指導 089-951-5522 H12/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 通所リハビリテーション 089-951-5522 H21/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 介護予防訪問看護 089-951-5522 H18/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-5522 H18/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-951-5522 H18/04/01 指定 松山市

3830133264 栃木　大成 とちぎ歯科医院 トチギシカイイン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目８１９－３ 介護予防通所リハビリテーション 089-951-5522 H21/04/01 指定 松山市

3830133272 ＊ ひまわり歯科医院 ヒマワリシカイイン 7918025 愛媛県松山市衣山四丁目８０６－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133272 ＊ ひまわり歯科医院 ヒマワリシカイイン 7918025 愛媛県松山市衣山四丁目８０６－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-2777 H18/04/01 指定 松山市

3830133280 ＊ 太山寺歯科医院 タイザンジシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町１１５５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133280 ＊ 太山寺歯科医院 タイザンジシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町１１５５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133280 ＊ 太山寺歯科医院 タイザンジシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町１１５５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133280 ＊ 太山寺歯科医院 タイザンジシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町１１５５－１ 介護予防訪問看護 089-978-5454 H18/04/01 指定 松山市

3830133280 ＊ 太山寺歯科医院 タイザンジシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町１１５５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-5454 H18/04/01 指定 松山市

3830133280 ＊ 太山寺歯科医院 タイザンジシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町１１５５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-5454 H18/04/01 指定 松山市

3830133306 ＊ いいお歯科医院 イイオシカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町１３３７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133306 ＊ いいお歯科医院 イイオシカイイン 7911114 愛媛県松山市井門町１３３７ 介護予防居宅療養管理指導 089-958-7388 H18/04/01 指定 松山市

3830133322 ＊ 福岡歯科医院 フクオカシカイイン 7918061 愛媛県松山市三津二丁目１２－２０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133322 ＊ 福岡歯科医院 フクオカシカイイン 7918061 愛媛県松山市三津二丁目１２－２０ 介護予防居宅療養管理指導 089-951-6464 H18/04/01 指定 松山市

3830133348 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町６７８－４ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133348 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町６７８－４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133348 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町６７８－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133348 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町６７８－４ 介護予防訪問看護 089-953-2221 H18/04/01 指定 松山市

3830133348 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町６７８－４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-953-2221 H18/04/01 指定 松山市

3830133348 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町６７８－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-953-2221 H18/04/01 指定 松山市

3830133355 ＊ 木村歯科 キムラシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町５６７番地５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133355 ＊ 木村歯科 キムラシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町５６７番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-1800 H18/04/01 指定 松山市

3830133363 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7918005 愛媛県松山市東長戸二丁目３７１－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133363 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7918005 愛媛県松山市東長戸二丁目３７１－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-922-1184 H18/04/01 指定 松山市

3830133371 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7900054 愛媛県松山市空港通６－１１－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133371 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7900054 愛媛県松山市空港通６－１１－６ 介護予防居宅療養管理指導 089-971-9192 H18/04/01 指定 松山市

3830133405 ＊ 西岡歯科医院 ニシオカシカイイン 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目３番地８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133405 ＊ 西岡歯科医院 ニシオカシカイイン 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目３番地８ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-5818 H18/04/01 指定 松山市

3830133413 ＊ 宮部歯科 ミヤベシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１１８８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133413 ＊ 宮部歯科 ミヤベシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１１８８ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-8241 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830133439 ＊ 武西歯科医院 タケニシシカイイン 7911105 愛媛県松山市北井門町２５４番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133439 ＊ 武西歯科医院 タケニシシカイイン 7911105 愛媛県松山市北井門町２５４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-8841 H18/04/01 指定 松山市

3830133488 ＊ 清水歯科医院 シミズシカイイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１２６２番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133488 ＊ 清水歯科医院 シミズシカイイン 7911123 愛媛県松山市東方町甲１２６２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-963-1441 H18/04/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 訪問看護 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 訪問リハビリテーション 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 居宅療養管理指導 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 通所リハビリテーション 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 介護予防訪問看護 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133496 仙波　修一 仙波歯科クリニック センバシカクリニック 7900932 愛媛県松山市東石井五丁目１０番６号 介護予防通所リハビリテーション 089-958-8850 H28/11/01 指定 松山市

3830133538 ＊ 杉浦歯科医院 スギウラシカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町８４６番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133538 ＊ 杉浦歯科医院 スギウラシカイイン 7900056 愛媛県松山市土居田町８４６番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-974-0400 H18/04/01 指定 松山市

3830133546 ＊ 土井歯科医院 ドイシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町９１７番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133546 ＊ 土井歯科医院 ドイシカイイン 7918026 愛媛県松山市山西町９１７番地 介護予防居宅療養管理指導 089-953-3122 H18/04/01 指定 松山市

3830133579 医療法人  淺井歯科医院 医療法人淺井歯科医院 イリョウホウジンアサイシカイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６５番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133579 医療法人  淺井歯科医院 医療法人淺井歯科医院 イリョウホウジンアサイシカイイン 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６５番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-3164 H18/04/01 指定 松山市

3830133587 ＊ 宮本歯科 ミヤモトシカ 7900032 愛媛県松山市土橋町20-8 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133587 ＊ 宮本歯科 ミヤモトシカ 7900032 愛媛県松山市土橋町20-8 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3830133595 ＊ 永木歯科 ナガキシカ 7900056 愛媛県松山市土居田町２８９－３ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133595 ＊ 永木歯科 ナガキシカ 7900056 愛媛県松山市土居田町２８９－３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133595 ＊ 永木歯科 ナガキシカ 7900056 愛媛県松山市土居田町２８９－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133595 ＊ 永木歯科 ナガキシカ 7900056 愛媛県松山市土居田町２８９－３ 介護予防訪問看護 089-974-2400 H18/04/01 指定 松山市

3830133595 ＊ 永木歯科 ナガキシカ 7900056 愛媛県松山市土居田町２８９－３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-974-2400 H18/04/01 指定 松山市

3830133595 ＊ 永木歯科 ナガキシカ 7900056 愛媛県松山市土居田町２８９－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-974-2400 H18/04/01 指定 松山市

3830133637 ＊ ツバキ歯科 ツバキシカ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目1番9号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133637 ＊ ツバキ歯科 ツバキシカ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目1番9号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830133645 ＊ 板野歯科医院 イタノシカイイン 7900911 愛媛県松山市桑原５丁目１－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133645 ＊ 板野歯科医院 イタノシカイイン 7900911 愛媛県松山市桑原５丁目１－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-2202 H18/04/01 指定 松山市

3830133652 ＊ かとう歯科医院 カトウシカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町２０９－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133652 ＊ かとう歯科医院 カトウシカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町２０９－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-972-7878 H18/04/01 指定 松山市

3830133660 ＊ 大野晶一郎歯科 オオノショウイチロウシカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目１６－１６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133660 ＊ 大野晶一郎歯科 オオノショウイチロウシカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目１６－１６ 介護予防居宅療養管理指導 089-953-2418 H18/04/01 指定 松山市

3830133686 ＊ コスモス歯科医院 コスモスシカイイン 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１８００－１０ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133686 ＊ コスモス歯科医院 コスモスシカイイン 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１８００－１０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133686 ＊ コスモス歯科医院 コスモスシカイイン 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１８００－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133686 ＊ コスモス歯科医院 コスモスシカイイン 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１８００－１０ 介護予防訪問看護 089-978-6874 H18/04/01 指定 松山市

3830133686 ＊ コスモス歯科医院 コスモスシカイイン 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１８００－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-6874 H18/04/01 指定 松山市

3830133686 ＊ コスモス歯科医院 コスモスシカイイン 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１８００－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-6874 H18/04/01 指定 松山市

3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 訪問看護 089-943-1151 H12/04/01 指定 松山市

3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 訪問リハビリテーション 089-943-1151 H12/04/01 指定 松山市
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3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 居宅療養管理指導 089-943-1151 H12/04/01 指定 松山市

3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 通所リハビリテーション 089-943-1151 H21/04/01 指定 松山市

3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防訪問看護 089-943-1151 H18/04/01 指定 松山市

3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-1151 H18/04/01 指定 松山市

3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-1151 H18/04/01 指定 松山市

3830133702 一般財団法人　永頼会 松山市民病院 マツヤマシミンビョウイン 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目６番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-1151 H21/04/01 指定 松山市

3830133736 ＊ たかた歯科 タカタシカ 7900023 愛媛県松山市末広町１３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133736 ＊ たかた歯科 タカタシカ 7900023 愛媛県松山市末広町１３－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-934-0008 H18/04/01 指定 松山市

3830133744 ＊ 愛歯科診療所 アイシカシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目９番１３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133744 ＊ 愛歯科診療所 アイシカシンリョウジョ 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目９番１３号 介護予防居宅療養管理指導 089-971-4548 H18/04/01 指定 松山市

3830133785 ＊ 味生歯科医院 ミブシカイイン 7918056 愛媛県松山市別府町２１６－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133785 ＊ 味生歯科医院 ミブシカイイン 7918056 愛媛県松山市別府町２１６－７ 介護予防居宅療養管理指導 089-951-2662 H18/04/01 指定 松山市

3830133827 ＊ みやうち歯科 ミヤウチシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１０１ー１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133827 ＊ みやうち歯科 ミヤウチシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１０１ー１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133827 ＊ みやうち歯科 ミヤウチシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１０１ー１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133827 ＊ みやうち歯科 ミヤウチシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１０１ー１ 介護予防訪問看護 089-958-0808 H18/04/01 指定 松山市

3830133827 ＊ みやうち歯科 ミヤウチシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１０１ー１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-0808 H18/04/01 指定 松山市

3830133827 ＊ みやうち歯科 ミヤウチシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１０１ー１ 介護予防居宅療養管理指導 089-958-0808 H18/04/01 指定 松山市

3830133835 ＊ 来住歯科 キシシカ 7911102 愛媛県松山市来住町９６１番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133835 ＊ 来住歯科 キシシカ 7911102 愛媛県松山市来住町９６１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-8811 H18/04/01 指定 松山市

3830133843 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目６番２０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133843 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目６番２０号 介護予防居宅療養管理指導 089-934-1818 H18/04/01 指定 松山市

3830133850 ＊ 増田歯科医院 マスダシカイイン 7900843 愛媛県松山市道後町一丁目６番３６号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133850 ＊ 増田歯科医院 マスダシカイイン 7900843 愛媛県松山市道後町一丁目６番３６号 介護予防居宅療養管理指導 089-947-1731 H18/04/01 指定 松山市

3830133884 ＊ 蔵原歯科クリニック クラハラシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町６－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133884 ＊ 蔵原歯科クリニック クラハラシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町６－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133884 ＊ 蔵原歯科クリニック クラハラシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町６－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133884 ＊ 蔵原歯科クリニック クラハラシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町６－２ 介護予防訪問看護 089-941-8858 H18/04/01 指定 松山市

3830133884 ＊ 蔵原歯科クリニック クラハラシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町６－２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-8858 H18/04/01 指定 松山市

3830133884 ＊ 蔵原歯科クリニック クラハラシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町６－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-8858 H18/04/01 指定 松山市

3830133926 ＊ 水木歯科医院 ミズキシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井3丁目1-3 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133926 ＊ 水木歯科医院 ミズキシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井3丁目1-3 介護予防居宅療養管理指導 089-905-1515 H18/04/01 指定 松山市

3830133967 ＊ 田中英央歯科医院 タナカヒデオシカイイン 7918081 愛媛県松山市高浜町一丁目１４２５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830133967 ＊ 田中英央歯科医院 タナカヒデオシカイイン 7918081 愛媛県松山市高浜町一丁目１４２５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830133967 ＊ 田中英央歯科医院 タナカヒデオシカイイン 7918081 愛媛県松山市高浜町一丁目１４２５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133967 ＊ 田中英央歯科医院 タナカヒデオシカイイン 7918081 愛媛県松山市高浜町一丁目１４２５－１ 介護予防訪問看護 089-952-1616 H18/04/01 指定 松山市

3830133967 ＊ 田中英央歯科医院 タナカヒデオシカイイン 7918081 愛媛県松山市高浜町一丁目１４２５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-952-1616 H18/04/01 指定 松山市

3830133967 ＊ 田中英央歯科医院 タナカヒデオシカイイン 7918081 愛媛県松山市高浜町一丁目１４２５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-952-1616 H18/04/01 指定 松山市

3830133983 ＊ いなば歯科医院 イナバ　シカイイン 7900903 愛媛県松山市東野５丁目４ー６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830133983 ＊ いなば歯科医院 イナバ　シカイイン 7900903 愛媛県松山市東野５丁目４ー６ 介護予防居宅療養管理指導 089-977-3777 H18/04/01 指定 松山市

3830134007 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7900855 愛媛県松山市持田町三丁目２番１４号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134007 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7900855 愛媛県松山市持田町三丁目２番１４号 介護予防居宅療養管理指導 089-947-3939 H18/04/01 指定 松山市
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3830134023 ＊ ホワイト歯科 ホワイトシカ 7918053 愛媛県松山市若葉町８番４０号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830134023 ＊ ホワイト歯科 ホワイトシカ 7918053 愛媛県松山市若葉町８番４０号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830134023 ＊ ホワイト歯科 ホワイトシカ 7918053 愛媛県松山市若葉町８番４０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134023 ＊ ホワイト歯科 ホワイトシカ 7918053 愛媛県松山市若葉町８番４０号 介護予防訪問看護 089-953-5252 H18/04/01 指定 松山市

3830134023 ＊ ホワイト歯科 ホワイトシカ 7918053 愛媛県松山市若葉町８番４０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-953-5252 H18/04/01 指定 松山市

3830134023 ＊ ホワイト歯科 ホワイトシカ 7918053 愛媛県松山市若葉町８番４０号 介護予防居宅療養管理指導 089-953-5252 H18/04/01 指定 松山市

3830134031 ＊ ユタカ歯科医院 ユタカシカイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町３６ー１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134031 ＊ ユタカ歯科医院 ユタカシカイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町３６ー１ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-1707 H18/04/01 指定 松山市

3830134049 ＊ 武田歯科医院 タケダシカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町２２７０ヴィラクレール１Ｆ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134049 ＊ 武田歯科医院 タケダシカイイン 7910243 愛媛県松山市平井町２２７０ヴィラクレール１Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-975-9099 H18/04/01 指定 松山市

3830134056 ＊ 玉乃井歯科医院 タマノイ　シカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町４２９番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134056 ＊ 玉乃井歯科医院 タマノイ　シカイイン 7918036 愛媛県松山市高岡町４２９番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-971-8288 H18/04/01 指定 松山市

3830134064 ＊ 日浅歯科医院 ヒアサシカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町３丁目８番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134064 ＊ 日浅歯科医院 ヒアサシカイイン 7900814 愛媛県松山市味酒町３丁目８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-934-8640 H18/04/01 指定 松山市

3830134072 ＊ 堀内歯科医院 ホリウチシカイイン 7900941 愛媛県松山市和泉北二丁目５ー１５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134072 ＊ 堀内歯科医院 ホリウチシカイイン 7900941 愛媛県松山市和泉北二丁目５ー１５ 介護予防居宅療養管理指導 089-935-8888 H18/04/01 指定 松山市

3830134122 ＊ ひろ歯科医院 ヒロシカイイン 7918031 愛媛県松山市北斎院町３２－６８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134122 ＊ ひろ歯科医院 ヒロシカイイン 7918031 愛媛県松山市北斎院町３２－６８ 介護予防居宅療養管理指導 089-965-2311 H18/04/01 指定 松山市

3830134171 ＊ はまもと歯科 ハマモトシカ 7900911 愛媛県松山市桑原１－９－９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134171 ＊ はまもと歯科 ハマモトシカ 7900911 愛媛県松山市桑原１－９－９ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-6607 H18/04/01 指定 松山市

3830134189 ＊ 玉井歯科医院 タマイシカイイン 7900854 愛媛県松山市岩崎町１－８－２４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134189 ＊ 玉井歯科医院 タマイシカイイン 7900854 愛媛県松山市岩崎町１－８－２４ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-8381 H18/04/01 指定 松山市

3830134197 ＊ 大街道歯科医院 オオカイドウシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道３－５－４ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830134197 ＊ 大街道歯科医院 オオカイドウシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道３－５－４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830134197 ＊ 大街道歯科医院 オオカイドウシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道３－５－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830134197 ＊ 大街道歯科医院 オオカイドウシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道３－５－４ 介護予防訪問看護 089-933-2071 H18/04/01 指定 松山市

3830134197 ＊ 大街道歯科医院 オオカイドウシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道３－５－４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-933-2071 H18/04/01 指定 松山市

3830134197 ＊ 大街道歯科医院 オオカイドウシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道３－５－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-933-2071 H18/04/01 指定 松山市

3830134205 森  義雄 たかのこ歯科 タカノコシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５０－１０ 訪問看護 089-990-8888 H12/06/01 指定 松山市

3830134205 森  義雄 たかのこ歯科 タカノコシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５０－１０ 訪問リハビリテーション 089-990-8888 H12/06/01 指定 松山市

3830134205 森  義雄 たかのこ歯科 タカノコシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５０－１０ 居宅療養管理指導 089-990-8888 H12/06/01 指定 松山市

3830134205 森  義雄 たかのこ歯科 タカノコシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５０－１０ 介護予防訪問看護 089-990-8888 H18/04/01 指定 松山市

3830134205 森  義雄 たかのこ歯科 タカノコシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５０－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-990-8888 H18/04/01 指定 松山市

3830134205 森  義雄 たかのこ歯科 タカノコシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町５５０－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-990-8888 H18/04/01 指定 松山市

3830134221 岡田  俊英 平和歯科クリニック ヘイワシカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通５－６－２ 居宅療養管理指導 089-911-0820 H12/08/01 指定 松山市

3830134221 岡田  俊英 平和歯科クリニック ヘイワシカクリニック 7900807 愛媛県松山市平和通５－６－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-911-0820 H18/04/01 指定 松山市

3830134239 水本　武志 みずもと歯科クリニック ミズモトシカクリニック 7911115 愛媛県松山市土居町８４５－１ 訪問看護 089-905-2911 H12/10/01 指定 松山市

3830134239 水本　武志 みずもと歯科クリニック ミズモトシカクリニック 7911115 愛媛県松山市土居町８４５－１ 訪問リハビリテーション 089-905-2911 H12/10/01 指定 松山市

3830134239 水本　武志 みずもと歯科クリニック ミズモトシカクリニック 7911115 愛媛県松山市土居町８４５－１ 居宅療養管理指導 089-905-2911 H12/10/01 指定 松山市

3830134239 水本　武志 みずもと歯科クリニック ミズモトシカクリニック 7911115 愛媛県松山市土居町８４５－１ 介護予防訪問看護 089-905-2911 H18/04/01 指定 松山市

3830134239 水本　武志 みずもと歯科クリニック ミズモトシカクリニック 7911115 愛媛県松山市土居町８４５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-2911 H18/04/01 指定 松山市

3830134239 水本　武志 みずもと歯科クリニック ミズモトシカクリニック 7911115 愛媛県松山市土居町８４５－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-905-2911 H18/04/01 指定 松山市
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3830134247 前田　文仁 前田歯科医院 マエダシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井町6丁目7番26号 訪問看護 089-905-8123 H12/10/01 指定 松山市

3830134247 前田　文仁 前田歯科医院 マエダシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井町6丁目7番26号 訪問リハビリテーション 089-905-8123 H12/10/01 指定 松山市

3830134247 前田　文仁 前田歯科医院 マエダシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井町6丁目7番26号 居宅療養管理指導 089-905-8123 H12/10/01 指定 松山市

3830134247 前田　文仁 前田歯科医院 マエダシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井町6丁目7番26号 介護予防訪問看護 089-905-8123 H18/04/01 指定 松山市

3830134247 前田　文仁 前田歯科医院 マエダシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井町6丁目7番26号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-8123 H18/04/01 指定 松山市

3830134247 前田　文仁 前田歯科医院 マエダシカイイン 7900932 愛媛県松山市東石井町6丁目7番26号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-8123 H18/04/01 指定 松山市

3830134262 中川　勝徳 えがお歯科 エガオシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１－１１ 訪問看護 089-970-8241 H12/12/01 指定 松山市

3830134262 中川　勝徳 えがお歯科 エガオシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１－１１ 訪問リハビリテーション 089-970-8241 H12/12/01 指定 松山市

3830134262 中川　勝徳 えがお歯科 エガオシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１－１１ 居宅療養管理指導 089-970-8241 H12/12/01 指定 松山市

3830134262 中川　勝徳 えがお歯科 エガオシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１－１１ 介護予防訪問看護 089-970-8241 H18/04/01 指定 松山市

3830134262 中川　勝徳 えがお歯科 エガオシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１－１１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-8241 H18/04/01 指定 松山市

3830134262 中川　勝徳 えがお歯科 エガオシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１－１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-8241 H18/04/01 指定 松山市

3830134270 三好章一 三好歯科 ミヨシシカ 7900844 愛媛県松山市道後一万９－５４ 訪問看護 089-996-6480 H13/03/01 指定 松山市

3830134270 三好章一 三好歯科 ミヨシシカ 7900844 愛媛県松山市道後一万９－５４ 訪問リハビリテーション 089-996-6480 H13/03/01 指定 松山市

3830134270 三好章一 三好歯科 ミヨシシカ 7900844 愛媛県松山市道後一万９－５４ 居宅療養管理指導 089-996-6480 H13/03/01 指定 松山市

3830134270 三好章一 三好歯科 ミヨシシカ 7900844 愛媛県松山市道後一万９－５４ 介護予防訪問看護 089-996-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830134270 三好章一 三好歯科 ミヨシシカ 7900844 愛媛県松山市道後一万９－５４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-996-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830134270 三好章一 三好歯科 ミヨシシカ 7900844 愛媛県松山市道後一万９－５４ 介護予防居宅療養管理指導 089-996-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830134288 医療法人日野歯科医院 日野歯科医院 ヒノシカイイン 7900856 愛媛県松山市南町1丁目6番29号 居宅療養管理指導 089-921-3213 H13/03/01 指定 松山市

3830134288 医療法人日野歯科医院 日野歯科医院 ヒノシカイイン 7900856 愛媛県松山市南町1丁目6番29号 介護予防居宅療養管理指導 089-921-3213 H18/04/01 指定 松山市

3830134296 門多崇 かどた歯科 カドタシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１６６－５ 居宅療養管理指導 089-990-3313 H13/04/01 指定 松山市

3830134296 門多崇 かどた歯科 カドタシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１６６－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-990-3313 H18/04/01 指定 松山市

3830134304 伊藤元 はじめ歯科医院 ハジメシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目１４－１７ 居宅療養管理指導 089-905-1177 H13/04/01 指定 松山市

3830134304 伊藤元 はじめ歯科医院 ハジメシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北3丁目１４－１７ 介護予防居宅療養管理指導 089-905-1177 H18/04/01 指定 松山市

3830134353 松尾　一二 ハッピー歯科クリニック ハッピーシカクリニック 7900944 愛媛県松山市古川西２丁目８－１　西沢ビルＮＯ１　１０６号 訪問看護 089-957-3356 H13/08/01 指定 松山市

3830134353 松尾　一二 ハッピー歯科クリニック ハッピーシカクリニック 7900944 愛媛県松山市古川西２丁目８－１　西沢ビルＮＯ１　１０６号 訪問リハビリテーション 089-957-3356 H13/08/01 指定 松山市

3830134353 松尾　一二 ハッピー歯科クリニック ハッピーシカクリニック 7900944 愛媛県松山市古川西２丁目８－１　西沢ビルＮＯ１　１０６号 居宅療養管理指導 089-957-3356 H13/08/01 指定 松山市

3830134353 松尾　一二 ハッピー歯科クリニック ハッピーシカクリニック 7900944 愛媛県松山市古川西２丁目８－１　西沢ビルＮＯ１　１０６号 介護予防訪問看護 089-957-3356 H18/04/01 指定 松山市

3830134353 松尾　一二 ハッピー歯科クリニック ハッピーシカクリニック 7900944 愛媛県松山市古川西２丁目８－１　西沢ビルＮＯ１　１０６号 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-3356 H18/04/01 指定 松山市

3830134353 松尾　一二 ハッピー歯科クリニック ハッピーシカクリニック 7900944 愛媛県松山市古川西２丁目８－１　西沢ビルＮＯ１　１０６号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-3356 H18/04/01 指定 松山市

3830134361 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目８－５ 訪問看護 089-986-4010 H13/12/01 指定 松山市

3830134361 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目８－５ 訪問リハビリテーション 089-986-4010 H13/12/01 指定 松山市

3830134361 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目８－５ 居宅療養管理指導 089-986-4010 H13/12/01 指定 松山市

3830134361 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目８－５ 介護予防訪問看護 089-986-4010 H18/04/01 指定 松山市

3830134361 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目８－５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-4010 H18/04/01 指定 松山市

3830134361 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目８－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-986-4010 H18/04/01 指定 松山市

3830134379 医療法人松友歯科クリニック 医療法人　松友歯科クリニック イリョウホウジン　マツトモシカクリニック 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２番１２号 居宅療養管理指導 089-952-8214 H13/12/01 指定 松山市

3830134379 医療法人松友歯科クリニック 医療法人　松友歯科クリニック イリョウホウジン　マツトモシカクリニック 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２番１２号 介護予防居宅療養管理指導 089-952-8214 H18/04/01 指定 松山市

3830134387 小笠原　章夫 小笠原歯科 オガサワラシカ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲９１７－１０ 居宅療養管理指導 089-978-0008 H14/01/24 指定 松山市

3830134387 小笠原　章夫 小笠原歯科 オガサワラシカ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲９１７－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-0008 H18/04/01 指定 松山市

3830134395 林　秀欣 はやし歯科 ハヤシシカ 7900852 愛媛県松山市石手4丁目4-4 居宅療養管理指導 089-913-6480 H14/04/01 指定 松山市

3830134395 林　秀欣 はやし歯科 ハヤシシカ 7900852 愛媛県松山市石手4丁目4-4 介護予防居宅療養管理指導 089-913-6480 H18/04/01 指定 松山市
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3830134429 小笠原　光彦 ユー歯科 ユーシカ 7900941 愛媛県松山市和泉南四丁目６－２５ 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 松山市

3830134429 小笠原　光彦 ユー歯科 ユーシカ 7900941 愛媛県松山市和泉333-1 介護予防居宅療養管理指導 089-914-8500 H18/04/01 指定 松山市

3830134437 山口　学 アップル歯科医院 アップルシカイイン 7900062 愛媛県松山市南江戸5丁目4-8 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 松山市

3830134437 山口　学 アップル歯科医院 アップルシカイイン 7900062 愛媛県松山市南江戸5丁目4-8 介護予防居宅療養管理指導 089-926-1811 H18/04/01 指定 松山市

3830134445 医療法人　たなべ歯科クリニック たなべ歯科クリニック タナベシカクリニック 7918042 愛媛県松山市南吉田町1801-6 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 松山市

3830134445 医療法人　たなべ歯科クリニック たなべ歯科クリニック タナベシカクリニック 7918042 愛媛県松山市南吉田町1801-6 介護予防居宅療養管理指導 089-974-8111 H18/04/01 指定 松山市

3830134452 長山　雅治 長山歯科医院 ナガヤマシカイイン 7918043 愛媛県松山市東垣生町138-1 訪問看護 H14/07/01 指定 松山市

3830134452 長山　雅治 長山歯科医院 ナガヤマシカイイン 7918043 愛媛県松山市東垣生町138-1 訪問リハビリテーション H14/07/01 指定 松山市

3830134452 長山　雅治 長山歯科医院 ナガヤマシカイイン 7918043 愛媛県松山市東垣生町138-1 居宅療養管理指導 H14/07/01 指定 松山市

3830134452 長山　雅治 長山歯科医院 ナガヤマシカイイン 7918043 愛媛県松山市東垣生町138-1 介護予防訪問看護 089-974-5735 H18/04/01 指定 松山市

3830134452 長山　雅治 長山歯科医院 ナガヤマシカイイン 7918043 愛媛県松山市東垣生町138-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-974-5735 H18/04/01 指定 松山市

3830134452 長山　雅治 長山歯科医院 ナガヤマシカイイン 7918043 愛媛県松山市東垣生町138-1 介護予防居宅療養管理指導 089-974-5735 H18/04/01 指定 松山市

3830134460 矢野　正敏 城北やの歯科クリニック ジョウホクヤノシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越1-3-9 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 松山市

3830134460 矢野　正敏 城北やの歯科クリニック ジョウホクヤノシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越1-3-9 介護予防居宅療養管理指導 089-917-7878 H18/04/01 指定 松山市

3830134478 医療法人　白鶴会 うつみ歯科 ウツミシカ 7900924 愛媛県松山市南久米町658-1 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 松山市

3830134478 医療法人　白鶴会 うつみ歯科 ウツミシカ 7900924 愛媛県松山市南久米町658-1 介護予防居宅療養管理指導 089-975-1332 H18/04/01 指定 松山市

3830134486 医療法人　フェニックス歯科 医療法人　フェニックス歯科 イリョウホウジン　フェニックスシカ 7900931 愛媛県松山市西石井5-12-7 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 松山市

3830134486 医療法人　フェニックス歯科 医療法人　フェニックス歯科 イリョウホウジン　フェニックスシカ 7900931 愛媛県松山市西石井5-12-7 介護予防居宅療養管理指導 089-905-0418 H18/04/01 指定 松山市

3830134510 山地　泰 山地歯科医院 ヤマジシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北二丁目１４－１０ 訪問看護 089-913-1571 H15/11/01 指定 松山市

3830134510 山地　泰 山地歯科医院 ヤマジシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北二丁目１４－１０ 訪問リハビリテーション 089-913-1571 H15/11/01 指定 松山市

3830134510 山地　泰 山地歯科医院 ヤマジシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北二丁目１４－１０ 居宅療養管理指導 089-913-1571 H15/11/01 指定 松山市

3830134510 山地　泰 山地歯科医院 ヤマジシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北二丁目１４－１０ 介護予防訪問看護 089-913-1571 H18/04/01 指定 松山市

3830134510 山地　泰 山地歯科医院 ヤマジシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北二丁目１４－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-913-1571 H18/04/01 指定 松山市

3830134510 山地　泰 山地歯科医院 ヤマジシカイイン 7900038 愛媛県松山市和泉北二丁目１４－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-913-1571 H18/04/01 指定 松山市

3830134536 須之内　勝人 まさと歯科クリニック マサトシカクリニック 7900064 愛媛県松山市愛光町４－１ 居宅療養管理指導 089-917-6060 H16/04/01 指定 松山市

3830134536 須之内　勝人 まさと歯科クリニック マサトシカクリニック 7900064 愛媛県松山市愛光町４－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-917-6060 H18/04/01 指定 松山市

3830134544 前田　篤信 白水台歯科クリニック ハクスイダイシカクリニック 7910113 愛媛県松山市白水台一丁目２－１ 訪問看護 H16/07/01 指定 松山市

3830134544 前田　篤信 白水台歯科クリニック ハクスイダイシカクリニック 7910113 愛媛県松山市白水台一丁目２－１ 訪問リハビリテーション H16/07/01 指定 松山市

3830134544 前田　篤信 白水台歯科クリニック ハクスイダイシカクリニック 7910113 愛媛県松山市白水台一丁目２－１ 居宅療養管理指導 H16/07/01 指定 松山市

3830134544 前田　篤信 白水台歯科クリニック ハクスイダイシカクリニック 7910113 愛媛県松山市白水台一丁目２－１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3830134544 前田　篤信 白水台歯科クリニック ハクスイダイシカクリニック 7910113 愛媛県松山市白水台一丁目２－１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3830134544 前田　篤信 白水台歯科クリニック ハクスイダイシカクリニック 7910113 愛媛県松山市白水台一丁目２－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3830134551 西田歯科医院 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7900811 愛媛県松山市本町４丁目２－５ 居宅療養管理指導 089-925-2012 H16/07/01 指定 松山市

3830134551 西田歯科医院 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7900811 愛媛県松山市本町四丁目２－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-2012 H18/04/01 指定 松山市

3830134577 大井　康史 大井歯科クリニック オオイシカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町4丁目7-12-101号 訪問看護 089-921-1607 H16/11/01 指定 松山市

3830134577 大井　康史 大井歯科クリニック オオイシカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町4丁目7-12-101号 訪問リハビリテーション 089-921-1607 H16/11/01 指定 松山市

3830134577 大井　康史 大井歯科クリニック オオイシカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町4丁目7-12-101号 居宅療養管理指導 089-921-1607 H16/11/01 指定 松山市

3830134577 大井　康史 大井歯科クリニック オオイシカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町4丁目7-12-101号 介護予防訪問看護 089-921-1607 H18/04/01 指定 松山市

3830134577 大井　康史 大井歯科クリニック オオイシカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町4丁目7-12-101号 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-1607 H18/04/01 指定 松山市

3830134577 大井　康史 大井歯科クリニック オオイシカクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町4丁目7-12-101号 介護予防居宅療養管理指導 089-921-1607 H18/04/01 指定 松山市

3830134585 医療法人　ひめ歯科クリニック ひめ歯科クリニック ヒメシカクリニック 7918012 愛媛県松山市姫原2丁目6番11号 居宅療養管理指導 089-924-0888 H16/12/01 指定 松山市

3830134585 医療法人　ひめ歯科クリニック ひめ歯科クリニック ヒメシカクリニック 7918012 愛媛県松山市姫原2丁目6番11号 介護予防居宅療養管理指導 089-924-0888 H18/04/01 指定 松山市
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3830134593 医療法人　ふなき歯科 ふなき歯科 フナキシカ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目2番8号 訪問看護 089-947-6480 H16/12/01 指定 松山市

3830134593 医療法人　ふなき歯科 ふなき歯科 フナキシカ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目2番8号 訪問リハビリテーション 089-947-6480 H16/12/01 指定 松山市

3830134593 医療法人　ふなき歯科 ふなき歯科 フナキシカ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目2番8号 居宅療養管理指導 089-947-6480 H16/12/01 指定 松山市

3830134593 医療法人　ふなき歯科 ふなき歯科 フナキシカ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目2番8号 介護予防訪問看護 089-947-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830134593 医療法人　ふなき歯科 ふなき歯科 フナキシカ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目2番8号 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830134593 医療法人　ふなき歯科 ふなき歯科 フナキシカ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目2番8号 介護予防居宅療養管理指導 089-947-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830134601 医療法人　佐々木歯科 佐々木歯科 ササキシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町243番地8 訪問看護 089-970-1234 H16/12/01 指定 松山市

3830134601 医療法人　佐々木歯科 佐々木歯科 ササキシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町243番地8 訪問リハビリテーション 089-970-1234 H16/12/01 指定 松山市

3830134601 医療法人　佐々木歯科 佐々木歯科 ササキシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町243番地8 居宅療養管理指導 089-970-1234 H16/12/01 指定 松山市

3830134601 医療法人　佐々木歯科 佐々木歯科 ササキシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町243番地8 介護予防訪問看護 089-970-1234 H18/04/01 指定 松山市

3830134601 医療法人　佐々木歯科 佐々木歯科 ササキシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町243番地8 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-1234 H18/04/01 指定 松山市

3830134601 医療法人　佐々木歯科 佐々木歯科 ササキシカ 7900925 愛媛県松山市鷹子町243番地8 介護予防居宅療養管理指導 089-970-1234 H18/04/01 指定 松山市

3830134619 井笹　敬三 井笹歯科医院 イザサシカイイン 7900846 愛媛県松山市道後北代6-11 訪問看護 089-925-1489 H17/01/01 指定 松山市

3830134619 井笹　敬三 井笹歯科医院 イザサシカイイン 7900846 愛媛県松山市道後北代6-11 訪問リハビリテーション 089-925-1489 H17/01/01 指定 松山市

3830134619 井笹　敬三 井笹歯科医院 イザサシカイイン 7900846 愛媛県松山市道後北代6-11 居宅療養管理指導 089-925-1489 H17/01/01 指定 松山市

3830134619 井笹　敬三 井笹歯科医院 イザサシカイイン 7900846 愛媛県松山市道後北代6-11 介護予防訪問看護 089-925-1489 H18/04/01 指定 松山市

3830134619 井笹　敬三 井笹歯科医院 イザサシカイイン 7900846 愛媛県松山市道後北代6-11 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-1489 H18/04/01 指定 松山市

3830134619 井笹　敬三 井笹歯科医院 イザサシカイイン 7900846 愛媛県松山市道後北代6-11 介護予防居宅療養管理指導 089-925-1489 H18/04/01 指定 松山市

3830134627 医療法人　仁和会 カナザキ歯科 カナザキシカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町878番地5 居宅療養管理指導 089-970-4182 H17/01/01 指定 松山市

3830134627 医療法人　仁和会 カナザキ歯科 カナザキシカ 7910245 愛媛県松山市南梅本町878番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-970-4182 H18/04/01 指定 松山市

3830134635 鮒田　伸一 ふな歯科クリニック フナシカクリニック 7900837 愛媛県松山市道後湯月町４－１４ 居宅療養管理指導 089-943-0118 H17/03/01 指定 松山市

3830134635 鮒田　伸一 ふな歯科クリニック フナシカクリニック 7900837 愛媛県松山市道後湯月町４－１４ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-0118 H18/04/01 指定 松山市

3830134643 そらまめ歯科クリニック そらまめ歯科クリニック ソラマメシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本一丁目5-30 居宅療養管理指導 089-998-6411 H17/04/01 指定 松山市

3830134643 そらまめ歯科クリニック そらまめ歯科クリニック ソラマメシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本一丁目5-30 介護予防居宅療養管理指導 089-998-6411 H18/04/01 指定 松山市

3830134650 医療法人　スマイル スマイル矯正歯科クリニック スマイルキョウセイシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町４－１２－９　メゾンＭ２ビル２Ｆ 訪問看護 089-986-7080 H17/05/11 指定 松山市

3830134650 医療法人　スマイル スマイル矯正歯科クリニック スマイルキョウセイシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町４－１２－９　メゾンＭ２ビル２Ｆ 訪問リハビリテーション 089-986-7080 H17/05/11 指定 松山市

3830134650 医療法人　スマイル スマイル矯正歯科クリニック スマイルキョウセイシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町４－１２－９　メゾンＭ２ビル２Ｆ 居宅療養管理指導 089-986-7080 H17/05/11 指定 松山市

3830134650 医療法人　スマイル スマイル矯正歯科クリニック スマイルキョウセイシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町４－１２－９　メゾンＭ２ビル２Ｆ 介護予防訪問看護 089-986-7080 H18/04/01 指定 松山市

3830134650 医療法人　スマイル スマイル矯正歯科クリニック スマイルキョウセイシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町４－１２－９　メゾンＭ２ビル２Ｆ 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-7080 H18/04/01 指定 松山市

3830134650 医療法人　スマイル スマイル矯正歯科クリニック スマイルキョウセイシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町４－１２－９　メゾンＭ２ビル２Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-986-7080 H18/04/01 指定 松山市

3830134676 * ひぐち歯科医院 ヒグチ　シカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津一丁目24番地1号 訪問看護 089-953-3500 H17/07/01 指定 松山市

3830134676 * ひぐち歯科医院 ヒグチ　シカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津一丁目24番地1号 訪問リハビリテーション 089-953-3500 H17/07/01 指定 松山市

3830134676 * ひぐち歯科医院 ヒグチ　シカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津一丁目24番地1号 居宅療養管理指導 089-953-3500 H17/07/01 指定 松山市

3830134676 * ひぐち歯科医院 ヒグチ　シカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津一丁目24番地1号 介護予防訪問看護 089-953-3500 H18/04/01 指定 松山市

3830134676 * ひぐち歯科医院 ヒグチ　シカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津一丁目24番地1号 介護予防訪問リハビリテーション 089-953-3500 H18/04/01 指定 松山市

3830134676 * ひぐち歯科医院 ヒグチ　シカイイン 7918067 愛媛県松山市古三津一丁目24番地1号 介護予防居宅療養管理指導 089-953-3500 H18/04/01 指定 松山市

3830134684 * まこと歯科クリニック マコトシカクリニック 7992652 愛媛県松山市福角町538-10 居宅療養管理指導 089-978-7677 H17/09/01 指定 松山市

3830134684 * まこと歯科クリニック マコトシカクリニック 7992652 愛媛県松山市福角町538-10 介護予防居宅療養管理指導 089-978-7677 H18/04/01 指定 松山市

3830134692 医療法人原瀬歯科医院 原瀬歯科医院 ハラセシカイイン 7918061 愛媛県松山市三津一丁目3番5号 居宅療養管理指導 089-951-0076 H18/01/01 指定 松山市

3830134692 医療法人原瀬歯科医院 原瀬歯科医院 ハラセシカイイン 7918061 愛媛県松山市三津一丁目3番5号 介護予防居宅療養管理指導 089-951-0076 H18/04/01 指定 松山市

3830134700 医療法人関谷栄歯科 関谷栄歯科医院 セキヤサカエシカイイン 7918034 愛媛県松山市富久町422-10 居宅療養管理指導 089-965-2388 H18/01/01 指定 松山市

3830134700 医療法人関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918034 愛媛県松山市富久町422-10 介護予防居宅療養管理指導 089-965-2388 H18/04/01 指定 松山市
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3830134718 医療法人　無窮会 大牟禮矯正歯科クリニック オオムレキョウセイシカクリニック 7900033 愛媛県松山市北藤原町9番地14 訪問看護 089-932-9858 H18/01/01 指定 松山市

3830134718 医療法人　無窮会 大牟禮矯正歯科クリニック オオムレキョウセイシカクリニック 7900033 愛媛県松山市北藤原町9番地14 訪問リハビリテーション 089-932-9858 H18/01/01 指定 松山市

3830134718 医療法人　無窮会 大牟禮矯正歯科クリニック オオムレキョウセイシカクリニック 7900033 愛媛県松山市北藤原町9番地14 居宅療養管理指導 089-932-9858 H18/01/01 指定 松山市

3830134718 医療法人　無窮会 大牟禮矯正歯科クリニック オオムレキョウセイシカクリニック 7900033 愛媛県松山市北藤原町9番地14 介護予防訪問看護 089-932-9858 H18/04/01 指定 松山市

3830134718 医療法人　無窮会 大牟禮矯正歯科クリニック オオムレキョウセイシカクリニック 7900033 愛媛県松山市北藤原町9番地14 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-9858 H18/04/01 指定 松山市

3830134718 医療法人　無窮会 大牟禮矯正歯科クリニック オオムレキョウセイシカクリニック 7900033 愛媛県松山市北藤原町9番地14 介護予防居宅療養管理指導 089-932-9858 H18/04/01 指定 松山市

3830134726 医療法人三瀬歯科医院 三瀬歯科医院 ミセシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町六丁目4番地1 訪問看護 089-921-0277 H18/04/01 指定 松山市

3830134726 医療法人三瀬歯科医院 三瀬歯科医院 ミセシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町六丁目4番地1 訪問リハビリテーション 089-921-0277 H18/04/01 指定 松山市

3830134726 医療法人三瀬歯科医院 三瀬歯科医院 ミセシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目４番地の１ 居宅療養管理指導 089-921-0277 H18/04/01 指定 松山市

3830134726 医療法人三瀬歯科医院 三瀬歯科医院 ミセシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町六丁目4番地1 介護予防訪問看護 089-921-0277 H18/04/01 指定 松山市

3830134726 医療法人三瀬歯科医院 三瀬歯科医院 ミセシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町六丁目4番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-0277 H18/04/01 指定 松山市

3830134726 医療法人三瀬歯科医院 三瀬歯科医院 ミセシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町六丁目4番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-921-0277 H18/04/01 指定 松山市

3830134734 ＊ 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7992431 愛媛県北条市北条７７１番地７ 訪問看護 089-992-3768 H18/04/01 指定 松山市

3830134734 ＊ 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7992431 愛媛県北条市北条７７１番地７ 訪問リハビリテーション 089-992-3768 H18/04/01 指定 松山市

3830134734 ＊ 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7992431 愛媛県松山市北条７７１番地７ 居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3830134734 ＊ 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7992431 愛媛県松山市北条７７１番地７ 介護予防訪問看護 089-992-3768 H18/04/01 指定 松山市

3830134734 ＊ 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7992431 愛媛県松山市北条７７１番地７ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-3768 H18/04/01 指定 松山市

3830134734 ＊ 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7992431 愛媛県松山市北条７７１番地７ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-3768 H18/04/01 指定 松山市

3830134742 * たんぽぽ小児歯科 タンポポショウニシカ 7918034 愛媛県松山市富久町139番6 訪問看護 089-965-1182 H18/06/01 指定 松山市

3830134742 * たんぽぽ小児歯科 タンポポショウニシカ 7918034 愛媛県松山市富久町139番6 訪問リハビリテーション 089-965-1182 H18/06/01 指定 松山市

3830134742 * たんぽぽ小児歯科 タンポポショウニシカ 7918034 愛媛県松山市富久町139番6 居宅療養管理指導 089-965-1182 H18/06/01 指定 松山市

3830134742 * たんぽぽ小児歯科 タンポポショウニシカ 7918034 愛媛県松山市富久町139番6 介護予防訪問看護 089-965-1182 H18/06/01 指定 松山市

3830134742 * たんぽぽ小児歯科 タンポポショウニシカ 7918034 愛媛県松山市富久町139番6 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-1182 H18/06/01 指定 松山市

3830134742 * たんぽぽ小児歯科 タンポポショウニシカ 7918034 愛媛県松山市富久町139番6 介護予防居宅療養管理指導 089-965-1182 H18/06/01 指定 松山市

3830134767 * いちかわ歯科クリニック イチカワシカクリニック 7918061 愛媛県松山市三津三丁目4-27 訪問看護 089-953-5222 H18/06/01 指定 松山市

3830134767 * いちかわ歯科クリニック イチカワシカクリニック 7918061 愛媛県松山市三津三丁目4-27 訪問リハビリテーション 089-953-5222 H18/06/01 指定 松山市

3830134767 * いちかわ歯科クリニック イチカワシカクリニック 7918061 愛媛県松山市三津三丁目4-27 居宅療養管理指導 089-953-5222 H18/06/01 指定 松山市

3830134767 * いちかわ歯科クリニック イチカワシカクリニック 7918061 愛媛県松山市三津三丁目4-27 介護予防訪問看護 089-953-5222 H18/06/01 指定 松山市

3830134767 * いちかわ歯科クリニック イチカワシカクリニック 7918061 愛媛県松山市三津三丁目4-27 介護予防訪問リハビリテーション 089-953-5222 H18/06/01 指定 松山市

3830134767 * いちかわ歯科クリニック イチカワシカクリニック 7918061 愛媛県松山市三津三丁目4-27 介護予防居宅療養管理指導 089-953-5222 H18/06/01 指定 松山市

3830134775 医療法人KMAおおつか歯科クリニック おおつか歯科クリニック オオツカシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４－９－３８ 訪問看護 089-968-8383 H18/08/01 指定 松山市

3830134775 医療法人KMAおおつか歯科クリニック おおつか歯科クリニック オオツカシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４－９－３８ 訪問リハビリテーション 089-968-8383 H18/08/01 指定 松山市

3830134775 医療法人KMAおおつか歯科クリニック おおつか歯科クリニック オオツカシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４－９－３８ 居宅療養管理指導 089-968-8383 H18/08/01 指定 松山市

3830134775 医療法人KMAおおつか歯科クリニック おおつか歯科クリニック オオツカシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４－９－３８ 介護予防訪問看護 089-968-8383 H18/08/01 指定 松山市

3830134775 医療法人KMAおおつか歯科クリニック おおつか歯科クリニック オオツカシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４－９－３８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-8383 H18/08/01 指定 松山市

3830134775 医療法人KMAおおつか歯科クリニック おおつか歯科クリニック オオツカシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南４－９－３８ 介護予防居宅療養管理指導 089-968-8383 H18/08/01 指定 松山市

3830134791 医療法人そめじ歯科医院 そめじ歯科医院 ソメジシカイイン 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目6番13号 訪問看護 089-935-5556 H18/12/01 指定 松山市

3830134791 医療法人そめじ歯科医院 そめじ歯科医院 ソメジシカイイン 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目6番13号 訪問リハビリテーション 089-935-5556 H18/12/01 指定 松山市

3830134791 医療法人そめじ歯科医院 そめじ歯科医院 ソメジシカイイン 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目6番13号 居宅療養管理指導 H18/12/01 指定 松山市

3830134791 医療法人そめじ歯科医院 そめじ歯科医院 ソメジシカイイン 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目6番13号 介護予防訪問看護 089-935-5556 H18/12/01 指定 松山市

3830134791 医療法人そめじ歯科医院 そめじ歯科医院 ソメジシカイイン 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目6番13号 介護予防訪問リハビリテーション 089-935-5556 H18/12/01 指定 松山市

3830134791 医療法人そめじ歯科医院 そめじ歯科医院 ソメジシカイイン 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目6番13号 介護予防居宅療養管理指導 089-935-5556 H18/12/01 指定 松山市
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3830134809 医療法人いずみや歯科医院 いずみや歯科医院 イズミヤシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居町３丁目12-7 訪問看護 089-914-8118 H18/12/01 指定 松山市

3830134809 医療法人いずみや歯科医院 いずみや歯科医院 イズミヤシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居町３丁目12-7 訪問リハビリテーション 089-914-8118 H18/12/01 指定 松山市

3830134809 医療法人いずみや歯科医院 いずみや歯科医院 イズミヤシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居町３丁目12-7 居宅療養管理指導 089-914-8118 H18/12/01 指定 松山市

3830134809 医療法人いずみや歯科医院 いずみや歯科医院 イズミヤシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居町３丁目12-7 介護予防訪問看護 089-914-8118 H18/12/01 指定 松山市

3830134809 医療法人いずみや歯科医院 いずみや歯科医院 イズミヤシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居町３丁目12-7 介護予防訪問リハビリテーション 089-914-8118 H18/12/01 指定 松山市

3830134809 医療法人いずみや歯科医院 いずみや歯科医院 イズミヤシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居町３丁目12-7 介護予防居宅療養管理指導 089-914-8118 H18/12/01 指定 松山市

3830134817 医療法人おはら歯科医院 おはら歯科医院 オハラシカイイン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目2番14号 訪問看護 089-972-6480 H18/12/01 指定 松山市

3830134817 医療法人おはら歯科医院 おはら歯科医院 オハラシカイイン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目2番14号 訪問リハビリテーション 089-972-6480 H18/12/01 指定 松山市

3830134817 医療法人おはら歯科医院 おはら歯科医院 オハラシカイイン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目2番14号 居宅療養管理指導 089-972-6480 H18/12/01 指定 松山市

3830134817 医療法人おはら歯科医院 おはら歯科医院 オハラシカイイン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目2番14号 介護予防訪問看護 089-972-6480 H18/12/01 指定 松山市

3830134817 医療法人おはら歯科医院 おはら歯科医院 オハラシカイイン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目2番14号 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-6480 H18/12/01 指定 松山市

3830134817 医療法人おはら歯科医院 おはら歯科医院 オハラシカイイン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目2番14号 介護予防居宅療養管理指導 089-972-6480 H18/12/01 指定 松山市

3830134825 医療法人アクア歯科クリニック アクア歯科クリニック アクアシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1263番地5 訪問看護 089-955-6666 H18/12/01 指定 松山市

3830134825 医療法人アクア歯科クリニック アクア歯科クリニック アクアシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1263番地5 訪問リハビリテーション 089-955-6666 H18/12/01 指定 松山市

3830134825 医療法人アクア歯科クリニック アクア歯科クリニック アクアシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1263番地5 居宅療養管理指導 089-955-6666 H18/12/01 指定 松山市

3830134825 医療法人アクア歯科クリニック アクア歯科クリニック アクアシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1263番地5 介護予防訪問看護 089-955-6666 H18/12/01 指定 松山市

3830134825 医療法人アクア歯科クリニック アクア歯科クリニック アクアシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1263番地5 介護予防訪問リハビリテーション 089-955-6666 H18/12/01 指定 松山市

3830134825 医療法人アクア歯科クリニック アクア歯科クリニック アクアシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1263番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-955-6666 H18/12/01 指定 松山市

3830134833 * ていれぎデンタルクリニック テイレギデンタルクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町1357番地1 訪問看護 089-970-6123 H19/02/01 指定 松山市

3830134833 * ていれぎデンタルクリニック テイレギデンタルクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町1357番地1 訪問リハビリテーション 089-970-6123 H19/02/01 指定 松山市

3830134833 * ていれぎデンタルクリニック テイレギデンタルクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町1357番地1 居宅療養管理指導 089-970-6123 H19/02/01 指定 松山市

3830134833 * ていれぎデンタルクリニック テイレギデンタルクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町1357番地1 介護予防訪問看護 089-970-6123 H19/02/01 指定 松山市

3830134833 * ていれぎデンタルクリニック テイレギデンタルクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町1357番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-6123 H19/02/01 指定 松山市

3830134833 * ていれぎデンタルクリニック テイレギデンタルクリニック 7911112 愛媛県松山市南高井町1357番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-970-6123 H19/02/01 指定 松山市

3830134841 医療法人　ガルシア会 うらす梅本歯科 ウラスウメモトシカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町254番地8 訪問看護 089-965-3355 H19/01/01 指定 松山市

3830134841 医療法人　ガルシア会 うらす梅本歯科 ウラスウメモトシカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町254番地8 訪問リハビリテーション 089-965-3355 H19/01/01 指定 松山市

3830134841 医療法人　ガルシア会 うらす梅本歯科 ウラスウメモトシカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町254番地8 居宅療養管理指導 H19/01/01 指定 松山市

3830134841 医療法人　ガルシア会 うらす梅本歯科 ウラスウメモトシカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町254番地8 介護予防訪問看護 089-965-3355 H19/01/01 指定 松山市

3830134841 医療法人　ガルシア会 うらす梅本歯科 ウラスウメモトシカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町254番地8 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-3355 H19/01/01 指定 松山市

3830134841 医療法人　ガルシア会 うらす梅本歯科 ウラスウメモトシカ 7918044 愛媛県松山市西垣生町254番地8 介護予防居宅療養管理指導 089-965-3355 H19/01/01 指定 松山市

3830134858 * ともちか歯科医院 トモチカシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目3-5 訪問看護 H19/01/01 指定 松山市

3830134858 * ともちか歯科医院 トモチカシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目3-5 訪問リハビリテーション H19/01/01 指定 松山市

3830134858 * ともちか歯科医院 トモチカシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目3-5 居宅療養管理指導 H19/01/01 指定 松山市

3830134858 * ともちか歯科医院 トモチカシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目3-5 介護予防訪問看護 089-921-2057 H19/01/01 指定 松山市

3830134858 * ともちか歯科医院 トモチカシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目3-5 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-2057 H19/01/01 指定 松山市

3830134858 * ともちか歯科医院 トモチカシカイイン 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目3-5 介護予防居宅療養管理指導 089-921-2057 H19/01/01 指定 松山市

3830134890 医療法人ふみお歯科クリニック ふみお歯科クリニック フミオシカクリニック 7918007 愛媛県松山市高木町111番地1 訪問看護 H19/03/01 指定 松山市

3830134890 医療法人ふみお歯科クリニック ふみお歯科クリニック フミオシカクリニック 7918007 愛媛県松山市高木町111番地1 訪問リハビリテーション H19/03/01 指定 松山市

3830134890 医療法人ふみお歯科クリニック ふみお歯科クリニック フミオシカクリニック 7918007 愛媛県松山市高木町111番地1 居宅療養管理指導 H19/03/01 指定 松山市

3830134890 医療法人ふみお歯科クリニック ふみお歯科クリニック フミオシカクリニック 7918007 愛媛県松山市高木町111番地1 介護予防訪問看護 089-978-9888 H19/03/01 指定 松山市

3830134890 医療法人ふみお歯科クリニック ふみお歯科クリニック フミオシカクリニック 7918007 愛媛県松山市高木町111番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-9888 H19/03/01 指定 松山市

3830134890 医療法人ふみお歯科クリニック ふみお歯科クリニック フミオシカクリニック 7918007 愛媛県松山市高木町111番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-978-9888 H19/03/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830134924 * パールデンタルクリニック パールデンタルクリニック 7992655 愛媛県松山市馬木町2242番地 訪問看護 089-979-7755 H19/05/01 指定 松山市

3830134924 * パールデンタルクリニック パールデンタルクリニック 7992655 愛媛県松山市馬木町2242番地 訪問リハビリテーション 089-979-7755 H19/05/01 指定 松山市

3830134924 * パールデンタルクリニック パールデンタルクリニック 7992655 愛媛県松山市馬木町2242番地 居宅療養管理指導 089-979-7755 H19/05/01 指定 松山市

3830134924 * パールデンタルクリニック パールデンタルクリニック 7992655 愛媛県松山市馬木町2242番地 介護予防訪問看護 089-979-7755 H19/05/01 指定 松山市

3830134924 * パールデンタルクリニック パールデンタルクリニック 7992655 愛媛県松山市馬木町2242番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-979-7755 H19/05/01 指定 松山市

3830134924 * パールデンタルクリニック パールデンタルクリニック 7992655 愛媛県松山市馬木町2242番地 介護予防居宅療養管理指導 089-979-7755 H19/05/01 指定 松山市

3830134957 医療法人　ひさみつ歯科クリニック ひさみつ歯科クリニック ヒサミツシカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰5番地1 訪問看護 089-994-3880 H19/07/01 指定 松山市

3830134957 医療法人　ひさみつ歯科クリニック ひさみつ歯科クリニック ヒサミツシカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰5番地1 訪問リハビリテーション 089-994-3880 H19/07/01 指定 松山市

3830134957 医療法人　ひさみつ歯科クリニック ひさみつ歯科クリニック ヒサミツシカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰5番地1 居宅療養管理指導 089-994-3880 H19/07/01 指定 松山市

3830134957 医療法人　ひさみつ歯科クリニック ひさみつ歯科クリニック ヒサミツシカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰5番地1 介護予防訪問看護 089-994-3880 H19/07/01 指定 松山市

3830134957 医療法人　ひさみつ歯科クリニック ひさみつ歯科クリニック ヒサミツシカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰5番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-3880 H19/07/01 指定 松山市

3830134957 医療法人　ひさみつ歯科クリニック ひさみつ歯科クリニック ヒサミツシカクリニック 7992461 愛媛県松山市鹿峰5番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-994-3880 H19/07/01 指定 松山市

3830134965 * 西林寺前歯科医院 サイリンジマエシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町1413番3.7.8 訪問看護 089-975-3005 H19/09/01 指定 松山市

3830134965 * 西林寺前歯科医院 サイリンジマエシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町1413番3.7.8 訪問リハビリテーション 089-975-3005 H19/09/01 指定 松山市

3830134965 * 西林寺前歯科医院 サイリンジマエシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町1413番3.7.8 居宅療養管理指導 089-975-3005 H19/09/01 指定 松山市

3830134965 * 西林寺前歯科医院 サイリンジマエシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町1413番3.7.8 介護予防訪問看護 089-975-3005 H19/09/01 指定 松山市

3830134965 * 西林寺前歯科医院 サイリンジマエシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町1413番3.7.8 介護予防訪問リハビリテーション 089-975-3005 H19/09/01 指定 松山市

3830134965 * 西林寺前歯科医院 サイリンジマエシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町1413番3.7.8 介護予防居宅療養管理指導 089-975-3005 H19/09/01 指定 松山市

3830134981 * ピュアデンタルクリニック ピュアデンタルクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中6-4-30竹田ビル2F 訪問看護 089-989-4618 H20/01/01 指定 松山市

3830134981 * ピュアデンタルクリニック ピュアデンタルクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中6-4-30竹田ビル2F 訪問リハビリテーション 089-989-4618 H20/01/01 指定 松山市

3830134981 * ピュアデンタルクリニック ピュアデンタルクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中6-4-30竹田ビル2F 居宅療養管理指導 089-989-4618 H20/01/01 指定 松山市

3830134981 * ピュアデンタルクリニック ピュアデンタルクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中6-4-30竹田ビル2F 介護予防訪問看護 089-989-4618 H20/01/01 指定 松山市

3830134981 * ピュアデンタルクリニック ピュアデンタルクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中6-4-30竹田ビル2F 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-4618 H20/01/01 指定 松山市

3830134981 * ピュアデンタルクリニック ピュアデンタルクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中6-4-30竹田ビル2F 介護予防居宅療養管理指導 089-989-4618 H20/01/01 指定 松山市

3830134999 * よしず歯科クリニック ヨシズシカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目1番19号 訪問看護 089-934-1296 H20/01/01 指定 松山市

3830134999 * よしず歯科クリニック ヨシズシカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目1番19号 訪問リハビリテーション 089-934-1296 H20/01/01 指定 松山市

3830134999 * よしず歯科クリニック ヨシズシカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目1番19号 居宅療養管理指導 089-934-1296 H20/01/01 指定 松山市

3830134999 * よしず歯科クリニック ヨシズシカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目1番19号 介護予防訪問看護 089-934-1296 H20/01/01 指定 松山市

3830134999 * よしず歯科クリニック ヨシズシカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目1番19号 介護予防訪問リハビリテーション 089-934-1296 H20/01/01 指定 松山市

3830134999 * よしず歯科クリニック ヨシズシカクリニック 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目1番19号 介護予防居宅療養管理指導 089-934-1296 H20/01/01 指定 松山市

3830135012 * きらきら歯科クリニック キラキラシカクリニック 7900848 愛媛県松山市道後喜多町7番10号 訪問看護 089-907-6888 H20/05/01 指定 松山市

3830135012 * きらきら歯科クリニック キラキラシカクリニック 7900848 愛媛県松山市道後喜多町7番10号 訪問リハビリテーション 089-907-6888 H20/05/01 指定 松山市

3830135012 * きらきら歯科クリニック キラキラシカクリニック 7900848 愛媛県松山市道後喜多町7番10号 居宅療養管理指導 089-907-6888 H20/05/01 指定 松山市

3830135012 * きらきら歯科クリニック キラキラシカクリニック 7900848 愛媛県松山市道後喜多町7番10号 介護予防訪問看護 089-907-6888 H20/05/01 指定 松山市

3830135012 * きらきら歯科クリニック キラキラシカクリニック 7900848 愛媛県松山市道後喜多町7番10号 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-6888 H20/05/01 指定 松山市

3830135012 * きらきら歯科クリニック キラキラシカクリニック 7900848 愛媛県松山市道後喜多町7番10号 介護予防居宅療養管理指導 089-907-6888 H20/05/01 指定 松山市

3830135020 * 市駅前歯科クリニック シエキマエシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目5番地3 訪問看護 089-907-4617 H20/05/01 指定 松山市

3830135020 * 市駅前歯科クリニック シエキマエシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目5番地3 訪問リハビリテーション 089-907-4617 H20/05/01 指定 松山市

3830135020 * 市駅前歯科クリニック シエキマエシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目5番地3 居宅療養管理指導 089-907-4617 H20/05/01 指定 松山市

3830135020 * 市駅前歯科クリニック シエキマエシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目5番地3 介護予防訪問看護 089-907-4617 H20/05/01 指定 松山市

3830135020 * 市駅前歯科クリニック シエキマエシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目5番地3 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-4617 H20/05/01 指定 松山市

3830135020 * 市駅前歯科クリニック シエキマエシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町五丁目5番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-907-4617 H20/05/01 指定 松山市
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3830135038 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目６－１ 訪問看護 089-925-8939 H20/04/22 指定 松山市

3830135038 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目６－１ 訪問リハビリテーション 089-925-8939 H20/04/22 指定 松山市

3830135038 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目６－１ 居宅療養管理指導 H20/04/22 指定 松山市

3830135038 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目６－１ 介護予防訪問看護 089-925-8939 H20/04/22 指定 松山市

3830135038 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-8939 H20/04/22 指定 松山市

3830135038 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-8939 H20/04/22 指定 松山市

3830135053 * いけだ歯科クリニック イケダシカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町15番地1 訪問看護 089-978-1188 H21/03/01 指定 松山市

3830135053 * いけだ歯科クリニック イケダシカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町15番地1 訪問リハビリテーション 089-978-1188 H21/03/01 指定 松山市

3830135053 * いけだ歯科クリニック イケダシカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町15番地1 居宅療養管理指導 089-978-1188 H21/03/01 指定 松山市

3830135053 * いけだ歯科クリニック イケダシカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町15番地1 介護予防訪問看護 089-978-1188 H21/03/01 指定 松山市

3830135053 * いけだ歯科クリニック イケダシカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町15番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-978-1188 H21/03/01 指定 松山市

3830135053 * いけだ歯科クリニック イケダシカクリニック 7992654 愛媛県松山市内宮町15番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-978-1188 H21/03/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 訪問看護 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 訪問リハビリテーション 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 居宅療養管理指導 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 通所リハビリテーション 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 介護予防訪問看護 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135061 * ほりえ歯科 7992651 愛媛県松山市堀江町甲１４９５番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0899604618 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 訪問看護 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 訪問リハビリテーション 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 居宅療養管理指導 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 通所リハビリテーション 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 介護予防訪問看護 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 介護予防訪問リハビリテーション 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 介護予防居宅療養管理指導 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135079 * フォレスト歯科クリニック 7900862 愛媛県松山市湯渡町１０－２５ 介護予防通所リハビリテーション 0899935995 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 訪問看護 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 訪問リハビリテーション 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 居宅療養管理指導 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 通所リハビリテーション 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 介護予防訪問看護 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 介護予防訪問リハビリテーション 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 介護予防居宅療養管理指導 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135087 * エム歯科クリニック 7900054 愛媛県松山市空港通１丁目３番２１号 介護予防通所リハビリテーション 0899746474 H21/04/01 指定 松山市

3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 訪問看護 089-921-4503 H21/05/01 指定 松山市

3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 訪問リハビリテーション 089-921-4503 H21/05/01 指定 松山市

3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 居宅療養管理指導 H21/05/01 指定 松山市

3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 通所リハビリテーション 089-921-4503 H21/05/01 指定 松山市

3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 介護予防訪問看護 089-921-4503 H21/05/01 指定 松山市

3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-4503 H21/05/01 指定 松山市
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3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-4503 H21/05/01 指定 松山市

3830135095 ＊ 正岡歯科医院 マサオカシカイイン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１０－２６ 介護予防通所リハビリテーション 089-921-4503 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック イリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 訪問看護 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック オリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 訪問リハビリテーション 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック イリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 居宅療養管理指導 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック イリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 通所リハビリテーション 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック イリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 介護予防訪問看護 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック イリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック イリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135103 医療法人　おかだ歯科クリニック 医療法人　おかだ歯科クリニック イリョウホウジン　オカダシカクリニック 7992432 愛媛県松山市土手内96番地3 介護予防通所リハビリテーション 089-992-2000 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 訪問看護 089-977-3047 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 訪問リハビリテーション 089-977-3047 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 居宅療養管理指導 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 通所リハビリテーション 089-977-3047 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 介護予防訪問看護 089-977-3047 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-977-3047 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 介護予防居宅療養管理指導 089-977-3047 H21/05/01 指定 松山市

3830135111 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目５番２８号 介護予防通所リハビリテーション 089-977-3047 H21/05/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 訪問看護 089-958-4582 H12/04/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 訪問リハビリテーション 089-958-4582 H12/04/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 通所リハビリテーション 089-958-4582 H21/04/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 介護予防訪問看護 089-958-4582 H18/04/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-4582 H18/04/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 介護予防居宅療養管理指導 089-958-4582 H18/04/01 指定 松山市

3830135129 ＊ はなみずき歯科 ハナミズキシカ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目１９ー１６ 介護予防通所リハビリテーション 089-958-4582 H21/04/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 訪問看護 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 訪問リハビリテーション 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 居宅療養管理指導 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 通所リハビリテーション 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 介護予防訪問看護 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 介護予防訪問リハビリテーション 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 介護予防居宅療養管理指導 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135137 医療法人　Dental Healing 小栗歯科 オグリシカ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番２４号 介護予防通所リハビリテーション 0899342750 H21/10/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 訪問看護 0899148110 H21/11/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 訪問リハビリテーション 0899148110 H21/11/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 居宅療養管理指導 0899148110 H21/11/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 通所リハビリテーション 0899148110 H21/11/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 介護予防訪問看護 0899148110 H21/11/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 介護予防訪問リハビリテーション 0899148110 H21/11/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 介護予防居宅療養管理指導 0899148110 H21/11/01 指定 松山市

3830135145 * 東山歯科クリニック ヒガシヤマシカクリニック 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目１－１２ 介護予防通所リハビリテーション 0899148110 H21/11/01 指定 松山市
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3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 訪問看護 089-965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 訪問リハビリテーション 089965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 居宅療養管理指導 089-965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 通所リハビリテーション 089-965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 介護予防訪問看護 089-965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 介護予防居宅療養管理指導 089-965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135152 * さくら歯科クリニック サクラシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町500-14 介護予防通所リハビリテーション 089-965-3939 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 訪問看護 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 訪問リハビリテーション 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 居宅療養管理指導 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 通所リハビリテーション 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 介護予防訪問看護 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 介護予防訪問リハビリテーション 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 介護予防居宅療養管理指導 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135160 * よしだ歯科クリニック ヨシダシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町２２２番地８ 介護予防通所リハビリテーション 0899608168 H21/11/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 訪問看護 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 訪問リハビリテーション 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 居宅療養管理指導 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 通所リハビリテーション 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 介護予防訪問看護 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135178 ＊ べいか歯科クリニック ベイカシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地３高田ビル１階 介護予防通所リハビリテーション 089-986-6480 H22/01/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 訪問看護 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 訪問リハビリテーション 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 居宅療養管理指導 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 通所リハビリテーション 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 介護予防訪問看護 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135228 河本　雅裕 いろは歯科クリニック イロハシカクリニック 7900004 愛媛県松山市大街道２丁目６－４ 介護予防通所リハビリテーション 089-948-1688 H22/09/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 訪問看護 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 訪問リハビリテーション 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 居宅療養管理指導 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 通所リハビリテーション 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 介護予防訪問看護 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 介護予防居宅療養管理指導 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135236 ＊ 今松歯科クリニック イママツシカクリニック 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１５番４５号－２号 介護予防通所リハビリテーション 089-994-8148 H22/11/01 指定 松山市

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 訪問看護 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 訪問リハビリテーション 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 居宅療養管理指導 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 通所リハビリテーション 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 介護予防訪問看護 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市

3830135244 ＊ ふたば歯科クリニック フタバシカクリニック 7918032 愛媛県松山市南斎院町５６－２ 介護予防通所リハビリテーション 089-989-1184 H22/11/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 訪問看護 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 訪問リハビリテーション 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 居宅療養管理指導 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 通所リハビリテーション 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 介護予防訪問看護 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 介護予防居宅療養管理指導 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135251 医療法人　愛弘会 しばた歯科 シバタシカ 7918031 愛媛県松山市北斎院町７８４－８ 介護予防通所リハビリテーション 089-952-0418 H23/01/01 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番地 訪問看護 089-976-2222 H23/01/04 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番地 訪問リハビリテーション 089-976-2222 H23/01/04 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番 居宅療養管理指導 H23/01/04 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番 通所リハビリテーション 089-976-2222 H23/01/04 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番 介護予防訪問看護 089-976-2222 H23/01/04 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-2222 H23/01/04 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番 介護予防居宅療養管理指導 089-976-2222 H23/01/04 指定 松山市

3830135269 医療法人　柿原歯科医院 柿原歯科医院 カキハラシカイイン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１１４５番 介護予防通所リハビリテーション 089-976-2222 H23/01/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 訪問看護 089-972-1611 H22/12/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 訪問リハビリテーション 089-972-1611 H22/12/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 居宅療養管理指導 H22/12/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 通所リハビリテーション 089-972-1611 H22/12/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 介護予防訪問看護 089-972-1611 H22/12/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-1611 H22/12/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 介護予防居宅療養管理指導 089-972-1611 H22/12/04 指定 松山市

3830135277 ＊ 垂水歯科医院 タルミシカイイン 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１６番２号 介護予防通所リハビリテーション 089-972-1611 H22/12/04 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 訪問看護 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 訪問リハビリテーション 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 居宅療養管理指導 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 通所リハビリテーション 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 介護予防訪問看護 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135285 ＊ タマダ歯科 タマダシカ 7918043 愛媛県松山市東垣生町５９９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-989-8148 H23/04/01 指定 松山市

3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 訪問看護 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市

3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 訪問リハビリテーション 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市

3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 居宅療養管理指導 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市

3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 通所リハビリテーション 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 介護予防訪問看護 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市

3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市

3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市

3830135293 ＊ サウス歯科医院 サウスシカイイン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目７番８号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-0888 H23/10/13 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 訪問看護 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 訪問リハビリテーション 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 居宅療養管理指導 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 通所リハビリテーション 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 介護予防訪問看護 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 介護予防居宅療養管理指導 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135319 久保田　敦 クボタ歯科医院 クボタシカイイン 7900842 愛媛県松山市道後湯之町４－１５三世インプラントセンタービル 介護予防通所リハビリテーション 089-915-4455 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 訪問看護 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 訪問リハビリテーション 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 居宅療養管理指導 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 通所リハビリテーション 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 介護予防訪問看護 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 介護予防居宅療養管理指導 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135327 松本　直記 南さや歯科医院 ミナミサヤシカイイン 7918032 愛媛県松山市南斎院町８８３番地 介護予防通所リハビリテーション 089-973-9523 H24/05/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 訪問看護 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 訪問リハビリテーション 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 居宅療養管理指導 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 通所リハビリテーション 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 介護予防訪問看護 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 介護予防居宅療養管理指導 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135350 玉井　一郎 いちろう歯科クリニック イチロウシカクリニック 7911113 愛媛県松山市森松町523－1 介護予防通所リハビリテーション 089-907-1616 H24/08/01 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 訪問看護 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 訪問リハビリテーション 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 居宅療養管理指導 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 通所リハビリテーション 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 介護予防訪問看護 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135368 医療法人　金亀歯科クリニック 金亀歯科クリニック キンキシカクリニック 7900933 愛媛県松山市越智三丁目5番22号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-6400 H24/12/04 指定 松山市

3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 訪問看護 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市

3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 訪問リハビリテーション 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市

3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 居宅療養管理指導 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市

3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 通所リハビリテーション 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市

3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 介護予防訪問看護 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市

3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市
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3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 介護予防居宅療養管理指導 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市

3830135376 井上　匡則 いのうえ歯科 イノウエシカ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－４５アイエム立花ビル１F 介護予防通所リハビリテーション 089-968-1820 H25/04/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 訪問看護 H25/05/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 訪問リハビリテーション H25/05/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 居宅療養管理指導 H25/05/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 通所リハビリテーション H25/05/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 介護予防訪問看護 H25/05/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 介護予防訪問リハビリテーション H25/05/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 介護予防居宅療養管理指導 H25/05/01 指定 松山市

3830135392 黒川　陽一 黒川歯科医院 クロカワシカイイン 7900913 愛媛県松山市畑寺２丁目７番５号 介護予防通所リハビリテーション H25/05/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 訪問看護 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 訪問リハビリテーション 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 居宅療養管理指導 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 通所リハビリテーション 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 介護予防訪問看護 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 介護予防居宅療養管理指導 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135400 近藤　公男 こんどう歯科クリニック コンドウシカクリニック 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目５番３１号　ひまわり１F 介護予防通所リハビリテーション 089-932-4618 H25/06/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 訪問看護 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 訪問リハビリテーション 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 居宅療養管理指導 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 通所リハビリテーション 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 介護予防訪問看護 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135426 亀井　隆行　 かめのこ歯科クリニック カメノコシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町６３３番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-973-6006 H25/05/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 訪問看護 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 訪問リハビリテーション 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 居宅療養管理指導 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 通所リハビリテーション 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 介護予防訪問看護 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135434 永山　晃之 永山歯科 ナガヤマシカ 7910242 愛媛県松山市北梅本町６６６－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-960-1825 H25/07/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 訪問看護 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 訪問リハビリテーション 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 居宅療養管理指導 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 通所リハビリテーション 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 介護予防訪問看護 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市

3830135459 医療法人　ノエル医科歯科クリニック ノエルクリニック心臓血管外科歯科 ノエルクリニックシンゾウケッカンゲカシカ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目３番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-925-8811 H26/01/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 訪問看護 H26/01/01 指定 松山市

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 訪問リハビリテーション H26/01/01 指定 松山市

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 居宅療養管理指導 H26/01/01 指定 松山市

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 通所リハビリテーション H26/01/01 指定 松山市

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 介護予防訪問看護 H26/01/01 指定 松山市

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 介護予防訪問リハビリテーション H26/01/01 指定 松山市

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 介護予防居宅療養管理指導 H26/01/01 指定 松山市

3830135467 上岡　猛 かみおか歯科 カミオカシカ 7900823 愛媛県松山市清水町３丁目１７７－３ 介護予防通所リハビリテーション H26/01/01 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 訪問看護 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 訪問リハビリテーション 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 居宅療養管理指導 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 通所リハビリテーション 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 介護予防訪問看護 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 介護予防居宅療養管理指導 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135475 渡部　浩太 束本歯科医院 ツカモトシカイイン 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目１番２２号 介護予防通所リハビリテーション 089-941-5555 H25/12/09 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 訪問看護 H26/04/02 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 訪問リハビリテーション H26/04/02 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 居宅療養管理指導 H26/04/02 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 通所リハビリテーション H26/04/02 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 介護予防訪問看護 H26/04/02 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 介護予防訪問リハビリテーション H26/04/02 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 介護予防居宅療養管理指導 H26/04/02 指定 松山市

3830135509 医療法人　高興会 田窪歯科医院 タクボシカイイン 7900002 愛媛県松山市二番町３丁目４番地１７ 介護予防通所リハビリテーション H26/04/02 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 訪問看護 H26/05/12 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 訪問リハビリテーション H26/05/12 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 居宅療養管理指導 H26/05/12 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 通所リハビリテーション H26/05/12 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 介護予防訪問看護 H26/05/12 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 介護予防訪問リハビリテーション H26/05/12 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 介護予防居宅療養管理指導 H26/05/12 指定 松山市

3830135525 土居　孝資 北久米どい歯科 キタクメドイシカ 7900923 愛媛県松山市北久米町２１７番地２ 介護予防通所リハビリテーション H26/05/12 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 訪問看護 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 訪問リハビリテーション 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 居宅療養管理指導 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 通所リハビリテーション 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 介護予防訪問看護 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135533 医療法人　洋仁会 井手歯科 イデシカ 7992430 愛媛県松山市北条辻１３５２番地 介護予防通所リハビリテーション 089-992-0026 H26/07/01 指定 松山市

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 訪問看護 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 訪問リハビリテーション 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 居宅療養管理指導 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 通所リハビリテーション 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 介護予防訪問看護 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市

3830135541 ＊ ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－１６T．Sビル 介護予防通所リハビリテーション 089-989-6806 H26/11/01 指定 松山市

3830135558 医療法人　順風会 医療法人　順風会　天山歯科クリニック イリョウホウジン　ジュンプウカイ　アマヤマシカクリニック 7900951 愛媛県松山市天山二丁目４番１７号 居宅療養管理指導 089-935-8020 H27/04/01 指定 松山市

3830135558 医療法人　順風会 医療法人　順風会　天山歯科クリニック イリョウホウジン　ジュンプウカイ　アマヤマシカクリニック 7900951 愛媛県松山市天山二丁目４番１７号 介護予防居宅療養管理指導 089-935-8020 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 訪問看護 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 訪問リハビリテーション 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 居宅療養管理指導 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 通所リハビリテーション 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 介護予防訪問看護 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135566 澤田　大定 みなと歯科医院 ミナトシカイイン 7914501 愛媛県松山市中島大浦３０３５番地６ 介護予防通所リハビリテーション 089-997-1070 H27/04/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 訪問看護 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 訪問リハビリテーション 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 居宅療養管理指導 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 通所リハビリテーション 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 介護予防訪問看護 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 介護予防居宅療養管理指導 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135590 東　祐介 パークサイド歯科 パークサイドシカ 7900854 愛媛県松山市岩崎町２丁目１１番１０号 介護予防通所リハビリテーション 089-986-7888 H27/11/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 訪問看護 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 訪問リハビリテーション 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 居宅療養管理指導 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 通所リハビリテーション 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 介護予防訪問看護 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 介護予防居宅療養管理指導 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135608 栗原　幸司 くりの木歯科医院 クリノキシカイイン 7900065 愛媛県松山市宮西１丁目５番１２号グランディア宮西１階 介護予防通所リハビリテーション 089-994-5800 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 訪問看護 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 訪問リハビリテーション 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 居宅療養管理指導 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 通所リハビリテーション 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 介護予防訪問看護 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 介護予防訪問リハビリテーション 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 介護予防居宅療養管理指導 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135616 大森　啓明 大森県庁前歯科 オオモリケンチョウマエシカ 7900001 愛媛県松山市一番町４－１－５一誠ビル２F 介護予防通所リハビリテーション 089-907-8217 H27/12/01 指定 松山市

3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 訪問看護 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市

3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 訪問リハビリテーション 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市
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3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 居宅療養管理指導 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市

3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 通所リハビリテーション 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市

3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 介護予防訪問看護 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市

3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市

3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市

3830135624 金子　一平 カネコ　デンタル　オフィス カネコ　デンタル　オフィス 7900012 愛媛県松山市湊町４丁目２－５ 介護予防通所リハビリテーション 089-934-4618 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 訪問看護 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 訪問リハビリテーション 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 居宅療養管理指導 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 通所リハビリテーション 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 介護予防訪問看護 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135632 中川　雅博 なのはな歯科クリニック ナノハナシカクリニック 7900056 愛媛県松山市土居田町１０３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-993-5111 H28/01/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 訪問看護 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 訪問リハビリテーション 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 居宅療養管理指導 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 通所リハビリテーション 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 介護予防訪問看護 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135640 菊池　朋宏 きくち歯科クリニック キクチシカクリニック 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６３番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-995-8004 H28/04/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 訪問看護 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 訪問リハビリテーション 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 居宅療養管理指導 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 通所リハビリテーション 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 介護予防訪問看護 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135665 医療法人　ライフ歯科クリニック ライフ歯科クリニック ライフシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１２６７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-970-2299 H28/06/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 訪問看護 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 訪問リハビリテーション 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 居宅療養管理指導 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 通所リハビリテーション 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 介護予防訪問看護 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135673 寺川　暢博 寺川歯科クリニック テラカワシカクリニック 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地２ミツワ私駅西ビル１階 介護予防通所リハビリテーション 089-948-3381 H28/07/01 指定 松山市

3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 訪問看護 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市

3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 訪問リハビリテーション 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市

3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 居宅療養管理指導 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市

3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 通所リハビリテーション 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市
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3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 介護予防訪問看護 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市

3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市

3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市

3830135681 石川　徹 いしかわ歯科クリニック イシカワシカクリニック 7911102 愛媛県松山市来住町１３７４番１３ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-6767 H28/10/11 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 訪問看護 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 訪問リハビリテーション 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 居宅療養管理指導 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 通所リハビリテーション 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 介護予防訪問看護 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135699 木花　八友 木花歯科医院 キハナシカイイン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目９番地１８ 介護予防通所リハビリテーション 089-943-8787 H28/10/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 訪問看護 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 訪問リハビリテーション 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 居宅療養管理指導 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 通所リハビリテーション 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 介護予防訪問看護 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135715 中平　賢吾 松山中平歯科クリニック マツヤマナカヒラシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目４番地６共栄興産千舟町ビル７Ｆ 介護予防通所リハビリテーション 089-915-0777 H29/02/01 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 訪問看護 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 訪問リハビリテーション 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 居宅療養管理指導 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 通所リハビリテーション 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 介護予防訪問看護 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135723 医療法人　光洋台デンタルクリニック 光洋台デンタルクリニック コウヨウダイデンタルクリニック 7992468 愛媛県松山市小川甲２００番１ 介護予防通所リハビリテーション 089-994-3777 H29/01/04 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 訪問看護 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 訪問リハビリテーション 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 居宅療養管理指導 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 通所リハビリテーション 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 介護予防訪問看護 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135731 末光　弘宣 末光歯科医院 スエミツシカイイン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６７５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-6480 H29/05/01 指定 松山市

3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 訪問看護 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市

3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 訪問リハビリテーション 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市

3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 居宅療養管理指導 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市

3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 通所リハビリテーション 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市

3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 介護予防訪問看護 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市

3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市
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3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市

3830135749 医療法人　関谷栄歯科 関谷栄歯科 セキヤサカエシカ 7918036 愛媛県松山市高岡町１７８番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-965-2388 H29/07/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 訪問看護 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 訪問リハビリテーション 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 居宅療養管理指導 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 通所リハビリテーション 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 介護予防訪問看護 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135756 和田　修治 和田歯科・矯正歯科 ワダシカ・キョウセイシカ 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目８番地５ 介護予防通所リハビリテーション 089-986-4010 H29/10/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 訪問看護 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 訪問リハビリテーション 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 居宅療養管理指導 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 通所リハビリテーション 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 介護予防訪問看護 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 介護予防居宅療養管理指導 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135764 山下　正晃 はなみずき通り歯科クリニック ハナミズキトオリシカクリニック 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１１番１２号 介護予防通所リハビリテーション 089-969-8800 H29/11/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 訪問看護 H30/01/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 訪問リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 居宅療養管理指導 H30/01/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 通所リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 介護予防訪問看護 H30/01/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 介護予防訪問リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 H30/01/01 指定 松山市

3830135772 医療法人みやもと子ども歯科　理事長　宮本　茂広 みやもと子ども歯科 ミヤモトコドモシカ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３３２２番地２ 介護予防通所リハビリテーション H30/01/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 訪問看護 H30/04/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 訪問リハビリテーション H30/04/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 通所リハビリテーション H30/04/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 介護予防訪問看護 H30/04/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 介護予防訪問リハビリテーション H30/04/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 介護予防居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 松山市

3830135780 宮田　勇一 みやた歯科 ミヤタシカ 7910000 愛媛県松山市福音寺町４１番１ 介護予防通所リハビリテーション H30/04/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 訪問看護 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 訪問リハビリテーション 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 居宅療養管理指導 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 通所リハビリテーション 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 介護予防訪問看護 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 介護予防訪問リハビリテーション 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 介護予防居宅療養管理指導 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市

3830135798 長谷川　博一 長谷川歯科医院 ハセガワシカイイン 7918022 愛媛県松山市美沢２丁目６番２３号 介護予防通所リハビリテーション 089-925-7600 H30/05/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 訪問看護 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 訪問リハビリテーション 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 居宅療養管理指導 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 通所リハビリテーション 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 介護予防訪問看護 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 介護予防居宅療養管理指導 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135806 相原　大樹 あいはら歯科クリニック アイハラシカクリニック 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目４番３２号 介護予防通所リハビリテーション 089-910-0727 H30/08/01 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 訪問看護 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 訪問リハビリテーション 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 居宅療養管理指導 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 通所リハビリテーション 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 介護予防訪問看護 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 介護予防居宅療養管理指導 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135814 外城　英史 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7900821 愛媛県松山市木屋町３丁目１３番地１９ 介護予防通所リハビリテーション 089-922-3331 H30/07/09 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 訪問看護 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 訪問リハビリテーション 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 居宅療養管理指導 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 通所リハビリテーション 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 介護予防訪問看護 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135822 医療法人　ゆうの森 たんぽぽクリニック タンポポクリニック 7918056 愛媛県松山市別府町４４４番１ 介護予防通所リハビリテーション 089-911-6333 H30/09/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 訪問看護 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 訪問リハビリテーション 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 居宅療養管理指導 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 通所リハビリテーション 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 介護予防訪問看護 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 介護予防居宅療養管理指導 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135830 井伊　智裕 いい歯科クリニック イイシカクリニック 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番２５号 介護予防通所リハビリテーション 089-972-8811 H30/12/01 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 訪問看護 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 訪問リハビリテーション 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 居宅療養管理指導 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 通所リハビリテーション 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 介護予防訪問看護 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 介護予防訪問リハビリテーション 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135848 長谷川　展之 つづき歯科医院 ツヅキシカイイン 7900924 愛媛県松山市南久米町６９－５ 介護予防通所リハビリテーション 089-976-1314 H31/01/04 指定 松山市

3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジン　ドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 訪問看護 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市

3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジン　ドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 訪問リハビリテーション 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジンドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 居宅療養管理指導 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市

3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジンドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 通所リハビリテーション 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市

3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジンドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 介護予防訪問看護 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市

3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジンドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市

3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジンドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市

3830135855 医療法人どんぐり歯科クリニック 医療法人　どんぐり歯科クリニック イリョウホウジンドングリシカクリニック 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-989-5838 R01/05/01 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 訪問看護 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 訪問リハビリテーション 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 居宅療養管理指導 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 通所リハビリテーション 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 介護予防訪問看護 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135863 藤田　和久 和矯正歯科クリニック カズキョウセイシカクリニック 7900005 愛媛県松山市花園町５番地１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-947-7007 R01/05/27 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 訪問看護 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 訪問リハビリテーション 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 居宅療養管理指導 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 通所リハビリテーション 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 介護予防訪問看護 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 介護予防居宅療養管理指導 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135871 大内　雅博 おおうち矯正歯科クリニック オオウチキョウセイシカクリニック 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目３－１伊賀上ビル１０１ 介護予防通所リハビリテーション 089-910-2385 R01/07/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 訪問看護 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 訪問リハビリテーション 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 居宅療養管理指導 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 通所リハビリテーション 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 介護予防訪問看護 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135889 菊池　利季 しろくま歯科 シロクマシカ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８７７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-909-4690 R01/09/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 訪問看護 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 訪問リハビリテーション 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 居宅療養管理指導 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 通所リハビリテーション 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 介護予防訪問看護 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135913 医療法人野村歯科 野村歯科 ノムラシカ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１２番地６ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-6090 R01/11/01 指定 松山市

3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 訪問看護 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市

3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 訪問リハビリテーション 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市

3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 居宅療養管理指導 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市

3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 通所リハビリテーション 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市
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3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 介護予防訪問看護 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市

3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市

3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市

3830135921 医療法人恵和会 すこやか歯科 スコヤカシカ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２１番２６号 介護予防通所リハビリテーション 089-957-8817 R02/01/01 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 訪問看護 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 訪問リハビリテーション 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 居宅療養管理指導 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 通所リハビリテーション 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 介護予防訪問看護 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 介護予防居宅療養管理指導 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135939 村上　士朗 石井歯科 イシイシカ 7900934 愛媛県松山市居相一丁目１２－９ 介護予防通所リハビリテーション 089-956-4221 R02/02/27 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 訪問看護 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 訪問リハビリテーション 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 居宅療養管理指導 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 通所リハビリテーション 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 介護予防訪問看護 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 介護予防居宅療養管理指導 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135947 医療法人社団つばき会 医療法人社団つばき会　松山デンタルクリニック イリョウホウジンシャダンツバキカイ　マツヤマデンタルクリニック 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１階 介護予防通所リハビリテーション 089-909-4180 R02/02/01 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 訪問看護 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 訪問リハビリテーション 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 居宅療養管理指導 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 通所リハビリテーション 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 介護予防訪問看護 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135954 松村　夏織 松村歯科医院 マツムラシカイイン 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１－９ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-3300 R02/04/09 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 訪問看護 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 訪問リハビリテーション 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 居宅療養管理指導 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 通所リハビリテーション 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 介護予防訪問看護 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135962 田村　卓士 みかん歯科・矯正歯科クリニック ミカンシカキョウセイシカクリニック 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１３１５－３ 介護予防通所リハビリテーション 089-948-9440 R02/06/01 指定 松山市

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 訪問看護 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 訪問リハビリテーション 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 居宅療養管理指導 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 通所リハビリテーション 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 介護予防訪問看護 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市

3830135970 一般社団法人愛媛県歯科医師会 愛媛県口腔保健センター エヒメケンコウクウホケンセンター 7911102 愛媛県松山市来住町１４３０－６ 介護予防通所リハビリテーション 089-932-5047 R02/06/28 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 訪問看護 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 訪問リハビリテーション 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニックタカダ 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 居宅療養管理指導 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 通所リハビリテーション 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 介護予防訪問看護 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135988 高田　和穂 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7900916 愛媛県松山市束本１丁目１－１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-915-3200 R02/09/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 訪問看護 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 訪問リハビリテーション 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 居宅療養管理指導 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 通所リハビリテーション 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 介護予防訪問看護 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 介護予防居宅療養管理指導 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830135996 森本　将史 もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目２番２０号 介護予防通所リハビリテーション 089-965-1184 R02/11/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 訪問看護 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 訪問リハビリテーション 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 居宅療養管理指導 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 通所リハビリテーション 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 介護予防訪問看護 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136002 医療法人中央歯科クリニック 松山歯科口腔外科クリニック マツヤマシカコウクウゲカクリニック 7900863 愛媛県松山市此花町１番３０号 介護予防通所リハビリテーション 089-943-2884 R03/01/01 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 訪問看護 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 訪問リハビリテーション 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 居宅療養管理指導 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 通所リハビリテーション 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 介護予防訪問看護 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136010 日高　由雅 松田ビルファミリー歯科医院 マツダビルファミリーシカイイン 7900813 愛媛県松山市萱町一丁目５番１０号松田歯科ビル１階 介護予防通所リハビリテーション 089-934-8541 R03/01/08 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 訪問看護 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 訪問リハビリテーション 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 居宅療養管理指導 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 通所リハビリテーション 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 介護予防訪問看護 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 介護予防訪問リハビリテーション 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市

3830136028 西川　信吉 大野歯科医院 オオノシカイイン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目９番１号 介護予防通所リハビリテーション 089-941-2720 R02/12/14 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 訪問看護 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 訪問リハビリテーション 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 居宅療養管理指導 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 通所リハビリテーション 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 介護予防訪問看護 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 介護予防居宅療養管理指導 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136036 越智　博 ＨＡＫＵデンタルクリニック ハクデンタルクリニック 7911114 愛媛県松山市井門町３７６番地 介護予防通所リハビリテーション 089-909-3391 R03/03/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 訪問看護 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 訪問リハビリテーション 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 居宅療養管理指導 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 通所リハビリテーション 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 介護予防訪問看護 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136044 相原　祐奈 相原歯科医院 アイバラシカイイン 7911112 愛媛県松山市南高井町１６９８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-994-6480 R03/04/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 訪問看護 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 訪問リハビリテーション 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 居宅療養管理指導 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 通所リハビリテーション 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 介護予防訪問看護 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 介護予防訪問リハビリテーション 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136051 山本　龍介 ひなた歯科クリニック ヒナタシカクリニック 7918013 愛媛県松山市山越五丁目７番３０号 介護予防通所リハビリテーション 089-922-6600 R03/02/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 訪問看護 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 訪問リハビリテーション 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 居宅療養管理指導 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 通所リハビリテーション 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 介護予防訪問看護 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 介護予防居宅療養管理指導 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830136069 藤田　陽平 おひさま歯科クリニック オヒサマシカクリニック 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目１６番１８号 介護予防通所リハビリテーション 089-972-0135 R03/05/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 通所リハビリテーション H21/04/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3830138057 日本赤十字社 松山赤十字病院 マツヤマセキジュウジビョウイン 7900826 愛媛県松山市文京町１番地 介護予防通所リハビリテーション H21/04/01 指定 松山市

3830138123 医療法人　淳和会 医療法人淳和会須之内歯科医院 イリョウホウジンジュンワカイスノウチシカイイン 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－３３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138123 医療法人　淳和会 医療法人淳和会須之内歯科医院 イリョウホウジンジュンワカイスノウチシカイイン 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－３３ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-5207 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830138180 ＊ 尾崎歯科医院 オザキシカイイン 7911136 愛媛県松山市上野町甲２０６番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138180 ＊ 尾崎歯科医院 オザキシカイイン 7911136 愛媛県松山市上野町甲２０６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-963-1020 H18/04/01 指定 松山市

3830138198 ＊ みちだ矯正小児歯科 ミチダキョウセイショウニシカ 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目８番地４ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830138198 ＊ みちだ矯正小児歯科 ミチダキョウセイショウニシカ 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目８番地４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830138198 ＊ みちだ矯正小児歯科 ミチダキョウセイショウニシカ 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目８番地４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138198 ＊ みちだ矯正小児歯科 ミチダキョウセイショウニシカ 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目８番地４ 介護予防訪問看護 089-921-4500 H18/04/01 指定 松山市

3830138198 ＊ みちだ矯正小児歯科 ミチダキョウセイショウニシカ 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目８番地４ 介護予防訪問リハビリテーション 089-921-4500 H18/04/01 指定 松山市

3830138198 ＊ みちだ矯正小児歯科 ミチダキョウセイショウニシカ 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目８番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-4500 H18/04/01 指定 松山市

3830138206 ＊ 松廣歯科医院 マツヒロシカイン 7900807 愛媛県松山市平和通６丁目７番地３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138206 ＊ 松廣歯科医院 マツヒロシカイン 7900807 愛媛県松山市平和通６丁目７番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-925-1700 H18/04/01 指定 松山市

3830138214 ＊ 石川歯科 イシカワシカイイン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３２３番地１３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138214 ＊ 石川歯科 イシカワシカイイン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３２３番地１３ 介護予防居宅療養管理指導 089-977-6555 H18/04/01 指定 松山市

3830138222 ＊ たにもと歯科 タニモトシカ 7900941 愛媛県松山市和泉南1丁目16番23号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138222 ＊ たにもと歯科 タニモトシカ 7900941 愛媛県松山市和泉南1丁目16番23号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-0002 H18/04/01 指定 松山市

3830138230 医療法人　英知会 きはら歯科クリニック キハラシカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町５３９番地４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138230 医療法人　英知会 きはら歯科クリニック キハラシカクリニック 7918044 愛媛県松山市西垣生町５３９番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-971-4180 H18/04/01 指定 松山市

3830138248 ＊ 木原歯科医院 キハラシカイイン 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１６番１０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138248 ＊ 木原歯科医院 キハラシカイイン 7918013 愛媛県松山市山越５丁目１６番１０号 介護予防居宅療養管理指導 089-925-0180 H18/04/01 指定 松山市

3830138255 ＊ 兵頭歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7918017 愛媛県松山市西長戸町４０２番地１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138255 ＊ 兵頭歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7918017 愛媛県松山市西長戸町４０２番地１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-0013 H18/04/01 指定 松山市

3830138289 ＊ 医療法人　サトウ歯科 イリョウホウジン　サトウシカ 7900963 愛媛県松山市小坂４丁目１８番３２号 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3830138289 ＊ 医療法人　サトウ歯科 イリョウホウジン　サトウシカ 7900963 愛媛県松山市小坂４丁目１８番３２号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3830138289 ＊ 医療法人　サトウ歯科 イリョウホウジン　サトウシカ 7900963 愛媛県松山市小坂４丁目１８番３２号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138289 ＊ 医療法人　サトウ歯科 イリョウホウジン　サトウシカ 7900963 愛媛県松山市小坂４丁目１８番３２号 介護予防訪問看護 089-945-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830138289 ＊ 医療法人　サトウ歯科 イリョウホウジン　サトウシカ 7900963 愛媛県松山市小坂４丁目１８番３２号 介護予防訪問リハビリテーション 089-945-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830138289 ＊ 医療法人　サトウ歯科 イリョウホウジン　サトウシカ 7900963 愛媛県松山市小坂４丁目１８番３２号 介護予防居宅療養管理指導 089-945-6480 H18/04/01 指定 松山市

3830138297 ＊ やんべ歯科医院 ヤンベシカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目５番２５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 休止 松山市

3830138297 ＊ やんべ歯科医院 ヤンベシカイイン 7918004 愛媛県松山市鴨川１丁目５番２５号 介護予防居宅療養管理指導 089-923-3212 H18/04/01 指定 松山市

3830138313 ＊ 忽那歯科医院 クツナシカイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町３丁目６番地５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138313 ＊ 忽那歯科医院 クツナシカイイン 7900014 愛媛県松山市柳井町３丁目６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3830138339 ＊ 大谷歯科矯正歯科 オオヤキョウセイシカイイン 7900941 愛媛県松山市和泉南六丁目２番６号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138339 ＊ 大谷歯科矯正歯科 オオヤキョウセイシカイイン 7900941 愛媛県松山市和泉南六丁目２番６号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-3252 H18/04/01 指定 松山市

3830138347 ＊ 後藤歯科 ゴトウシカ 7992656 愛媛県松山市和気町１丁目７２番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138347 ＊ 後藤歯科 ゴトウシカ 7992656 愛媛県松山市和気町１丁目７２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-0203 H18/04/01 指定 松山市

3830138354 ＊ 丸尾歯科 マルオシカ 7900951 愛媛県松山市天山町１５０番地３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138354 ＊ 丸尾歯科 マルオシカ 7900951 愛媛県松山市天山町１５０番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-5551 H18/04/01 指定 松山市

3830138362 ＊ 松本歯科医院 マツモトシカイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町８３６番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138362 ＊ 松本歯科医院 マツモトシカイイン 7900925 愛媛県松山市鷹子町８３６番地 介護予防居宅療養管理指導 089-976-8011 H18/04/01 指定 松山市

3830138388 ＊ 井伊歯科医院 イイシカイイン 7900944 愛媛県松山市古川西１丁目１０番５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138388 ＊ 井伊歯科医院 イイシカイイン 7900944 愛媛県松山市古川西１丁目１０番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-2600 H18/04/01 指定 松山市

3830138396 ＊ 岡田歯科医院 オカダシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町８８０番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138396 ＊ 岡田歯科医院 オカダシカイイン 7992662 愛媛県松山市太山寺町８８０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-6482 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 訪問看護 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 訪問リハビリテーション 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 居宅療養管理指導 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 通所リハビリテーション 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 介護予防訪問看護 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138404 医療法人グリーン歯科クリニック グリーン歯科クリニック グリーンシカクリニック 7911125 愛媛県松山市小村町３３１番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-963-4180 H28/02/01 指定 松山市

3830138420 ＊ 伊藤歯科医院 イトウシカイイン 7900044 愛媛県松山市余戸東４丁目１番１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3830138420 ＊ 伊藤歯科医院 イトウシカイイン 7900044 愛媛県松山市余戸東４丁目１番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-974-0204 H18/04/01 指定 松山市

3831130194 ＊ 高橋歯科医院 7992430 愛媛県松山市北条辻９２－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3831130194 ＊ 高橋歯科医院 7992430 愛媛県松山市北条辻９２－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-0122 H18/04/01 指定 松山市

3831130228 ＊ 松本歯科医院 マツモトシカイイン 7992436 愛媛県松山市河野別府１９２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3831130228 ＊ 松本歯科医院 マツモトシカイイン 7992436 愛媛県松山市河野別府１９２ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-3166 H18/04/01 指定 松山市

3831130244 ＊ 清水歯科医院 ヤマザキシカイイン 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3831130244 ＊ 清水歯科医院 ヤマザキシカイイン 7992460 愛媛県松山市苞木甲８－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-1181 H18/04/01 指定 松山市

3831130251 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7992400 愛媛県松山市下灘波甲４７４－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3831130251 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7992400 愛媛県松山市下灘波甲４７４－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-1080 H18/04/01 指定 松山市

3831130301 岩倉晋一 岩倉歯科医院 イワクラシカイイン 7992463 愛媛県松山市粟井河原255番地 居宅療養管理指導 H14/04/15 指定 松山市

3831130301 岩倉晋一 岩倉歯科医院 イワクラシカイイン 7992463 愛媛県松山市粟井河原255番地 介護予防居宅療養管理指導 089-994-1277 H18/04/01 指定 松山市

3831138031 ＊ 菅歯科医院 スガシカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１４４３番地６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3831138031 ＊ 菅歯科医院 スガシカイイン 7992430 愛媛県松山市北条辻１４４３番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-1170 H18/04/01 指定 松山市

3831138049 ＊ 堀本歯科 ホリモトシカ 7992434 愛媛県松山市柳原３３２ 訪問看護 H12/04/01 指定 松山市

3831138049 ＊ 堀本歯科 ホリモトシカ 7992434 愛媛県松山市柳原３３２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 松山市

3831138049 ＊ 堀本歯科 ホリモトシカ 7992434 愛媛県松山市柳原３３２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3831138049 ＊ 堀本歯科 ホリモトシカ 7992434 愛媛県松山市柳原３３２ 介護予防訪問看護 089-993-1474 H18/04/01 指定 松山市

3831138049 ＊ 堀本歯科 ホリモトシカ 7992434 愛媛県松山市柳原３３２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-1474 H18/04/01 指定 松山市

3831138049 ＊ 堀本歯科 ホリモトシカ 7992434 愛媛県松山市柳原３３２ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-1474 H18/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 訪問看護 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 訪問リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 居宅療養管理指導 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 通所リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防訪問看護 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防居宅療養管理指導 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3838030058 独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構四国がんセンター ドクリツギョウセイホウジンコクリツビョウインキコウシコクガンセンター 7910280 松山市南梅本町甲１６０ 介護予防通所リハビリテーション 089-999-1111 H24/04/01 指定 松山市

3840140507 ＊ マリア薬局 マリアヤッキョク 7900822 愛媛県松山市高砂町４－１０２－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840140507 ＊ マリア薬局 マリアヤッキョク 7900822 愛媛県松山市高砂町４－１０２－６ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-0158 H18/04/01 指定 松山市

3840141265 ＊ 大手町薬局 オオテマチヤッキョク 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目１４番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840141265 ＊ 大手町薬局 オオテマチヤッキョク 7900067 愛媛県松山市大手町１丁目１４番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-1088 H18/04/01 指定 松山市

3840141349 有限会社　センター薬局 有限会社　センター薬局 ユウゲンガイシャ　センターヤッキョク 7918076 愛媛県松山市会津町１１番地 居宅療養管理指導 H23/03/01 指定 松山市

3840141349 有限会社　センター薬局 有限会社　センター薬局 ユウゲンガイシャ　センターヤッキョク 7918076 愛媛県松山市会津町１１番地 介護予防居宅療養管理指導 H23/03/01 指定 松山市
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3840141356 ＊ 近藤薬局 コンドウヤッキョク 7900032 愛媛県松山市土橋町１６－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840141356 ＊ 近藤薬局 コンドウヤッキョク 7900032 愛媛県松山市土橋町１６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-3838 H18/04/01 指定 松山市

3840141455 有限会社  みどり調剤薬局 有限会社みどり調剤薬局 ユウゲンガイシャミドリチョウザイヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目２－１５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840141455 有限会社  みどり調剤薬局 有限会社みどり調剤薬局 ユウゲンガイシャミドリチョウザイヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町６丁目２－１５ 介護予防居宅療養管理指導 089-933-3116 H18/04/01 指定 松山市

3840141554 有限会社　東雲薬局 有限会社　東雲薬局 ユウゲンガイシャ　シノノメヤッキョク 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目２－４３ 居宅療養管理指導 089-921-7447 H23/12/14 指定 松山市

3840141554 有限会社　東雲薬局 有限会社　東雲薬局 ユウゲンガイシャ　シノノメヤッキョク 7900004 愛媛県松山市大街道三丁目２－４３ 介護予防居宅療養管理指導 089-921-7447 H23/12/14 指定 松山市

3840141638 ＊ 皇漢堂薬局 コウカンドウヤッキョク 7900916 愛媛県松山市束本町２丁目１１－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840141638 ＊ 皇漢堂薬局 コウカンドウヤッキョク 7900916 愛媛県松山市束本町２丁目１１－２２ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-2258 H18/04/01 指定 松山市

3840141679 株式会社　ツルヤ薬局 ツルヤ薬局 ツルヤヤッキョク 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地４ 居宅療養管理指導 089-943-6292 H23/10/01 指定 松山市

3840141679 株式会社　ツルヤ薬局 ツルヤ薬局 ツルヤヤッキョク 7900004 愛媛県松山市大街道二丁目４番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-6292 H23/10/01 指定 松山市

3840141729 有限会社　冨士薬局 有限会社　冨士薬局 ユウゲンガイシャ　フジヤッキョク 7900038 松山市和泉北２丁目１３－２６ 居宅療養管理指導 089-943-0601 H28/05/11 指定 松山市

3840141729 有限会社　冨士薬局 有限会社　冨士薬局 ユウゲンガイシャ　フジヤッキョク 7900038 松山市和泉北２丁目１３－２６ 介護予防居宅療養管理指導 089-943-0601 H28/05/11 指定 松山市

3840141927 ＊ 健生薬局 ケンセイヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目９－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840141927 ＊ 健生薬局 ケンセイヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町５丁目９－１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-932-4408 H18/04/01 指定 松山市

3840141935 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　つばき店 アサヒチョウザイヤッキョク　ツバキテン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番7号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840141935 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　つばき店 アサヒチョウザイヤッキョク　ツバキテン 7900933 愛媛県松山市越智町三丁目9番7号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840142099 ＊ キッズ薬局小坂店 キッズヤッキョクコサカテン 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番１０号　アングル１ｓｔビル１Ｆ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142099 ＊ キッズ薬局小坂店 キッズヤッキョクコサカテン 7900963 愛媛県松山市小坂５丁目７番１０号　アングル１ｓｔビル１Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-2780 H18/04/01 指定 松山市

3840142115 ＊ 健生薬局中一万店 ケンセイヤッキョクナカイチマンテン 7900804 愛媛県松山市中一万町６－１２　ハウス中一万１階 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142115 ＊ 健生薬局中一万店 ケンセイヤッキョクナカイチマンテン 7900804 愛媛県松山市中一万町６－１２　ハウス中一万１階 介護予防居宅療養管理指導 089-931-5838 H18/04/01 指定 松山市

3840142123 ＊ 東調剤薬局 ヒガシチョウザイヤッキョク 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１９番４０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142123 ＊ 東調剤薬局 ヒガシチョウザイヤッキョク 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１９番４０号 介護予防居宅療養管理指導 089-921-8737 H18/04/01 指定 松山市

3840142149 株式会社　友岡薬局 友岡薬局 トモオカヤッキョク 7900966 愛媛県松山市立花一丁目１番５号 居宅療養管理指導 089-921-1006 H28/04/07 指定 松山市

3840142149 株式会社　友岡薬局 友岡薬局 トモオカヤッキョク 7900966 愛媛県松山市立花一丁目１番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-921-1006 H28/04/07 指定 松山市

3840142156 株式会社  トマト トマト薬局西垣生店 トマトヤッキョクニシハブテン 7918044 愛媛県松山市西垣生町７７１番地１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142156 株式会社  トマト トマト薬局西垣生店 トマトヤッキョクニシハブテン 7918044 愛媛県松山市西垣生町７７１番地１１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840142164 ＊ 同源堂西薬局 ドウゲンドウニシヤッキョク 7918034 愛媛県松山市富久町４３０番地５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142164 ＊ 同源堂西薬局 ドウゲンドウニシヤッキョク 7918034 愛媛県松山市富久町４３０番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-973-5733 H18/04/01 指定 松山市

3840142297 (有)ティーズ・ファーマシー ティーズ薬局北久米店 ティーズヤッキョクキタクメテン 7900923 愛媛県松山市北久米町２４６番地２号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142297 (有)ティーズ・ファーマシー ティーズ薬局北久米店 ティーズヤッキョクキタクメテン 7900923 愛媛県松山市北久米町２４６番地２号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840142388 ＊ 石井薬局 イシヤッキョク 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142388 ＊ 石井薬局 イシヤッキョク 7900932 愛媛県松山市東石井六丁目２－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840142420 ＊ 重長薬局 シゲナガヤッキョク 7918092 愛媛県松山市由良町１１５３－３ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3840142420 ＊ 重長薬局 シゲナガヤッキョク 7918092 愛媛県松山市由良町１１５３－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-961-2511 H18/04/01 指定 松山市

3840142446 ＊ サン薬局束本 サンヤッキョクツカモト 7900916 愛媛県松山市束本１丁目６－２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142446 ＊ サン薬局束本 サンヤッキョクツカモト 7900916 愛媛県松山市束本１丁目６－２１ 介護予防居宅療養管理指導 089-931-3987 H18/04/01 指定 松山市

3840142479 ＊ おぐに薬局和泉店 オグニヤッキョクイズミテン 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目４－３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142479 ＊ おぐに薬局和泉店 オグニヤッキョクイズミテン 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目４－３０ 介護予防居宅療養管理指導 089-905-0631 H18/04/01 指定 松山市

3840142487 （有）ティーズ・ファーマシー ティーズ薬局福音寺店 ティーズヤッキョクフクオンジテン 7900921 愛媛県松山市福音寺町２７－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142487 （有）ティーズ・ファーマシー ティーズ薬局福音寺店 ティーズヤッキョクフクオンジテン 7900921 愛媛県松山市福音寺町２７－３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840142503 ＊ アイリス薬局三津店 アイリスヤッキョクミツテン 7918053 愛媛県松山市若葉町７－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142503 ＊ アイリス薬局三津店 アイリスヤッキョクミツテン 7918053 愛媛県松山市若葉町７－２２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市
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3840142511 ＊ 清保堂薬局 セイホドウヤッキョク 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６５６－１ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3840142511 ＊ 清保堂薬局 セイホドウヤッキョク 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６５６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-2505 H18/04/01 指定 松山市

3840142545 株式会社　ひだか えどまち薬局 エドマチヤッキョク 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目５－２０ペンション大手町２階 居宅療養管理指導 089-913-7735 H22/03/01 指定 松山市

3840142545 株式会社　ひだか えどまち薬局 エドマチヤッキョク 7900067 愛媛県松山市大手町２丁目５－２０ペンション大手町２階 介護予防居宅療養管理指導 089-913-7735 H22/03/01 指定 松山市

3840142552 ＊ レディ六軒家調剤薬局 レディロッケンヤチョウザイヤッキョク 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－２４東亜パークビル１Ｆ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142552 ＊ レディ六軒家調剤薬局 レディロッケンヤチョウザイヤッキョク 7918021 愛媛県松山市六軒家町４－２４東亜パークビル１Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-923-5055 H18/04/01 指定 松山市

3840142578 ＊ オレンジ薬局 オレンジヤッキョク 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１７０－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142578 ＊ オレンジ薬局 オレンジヤッキョク 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１７０－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-970-6246 H18/04/01 指定 松山市

3840142586 株式会社　ひだか ふくおんじ薬局 フクオンジヤッキョク 7900915 愛媛県松山市松末２丁目２－２８ 居宅療養管理指導 089-960-1219 H22/04/01 指定 松山市

3840142586 株式会社　ひだか ふくおんじ薬局 フクオンジヤッキョク 7900915 愛媛県松山市松末２丁目２－２８ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-1219 H22/04/01 指定 松山市

3840142651 ＊ トマト薬局保免店 トマトヤッキョクホメンテン 7900042 愛媛県松山市保免中三丁目８番２４号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142651 ＊ トマト薬局保免店 トマトヤッキョクホメンテン 7900042 愛媛県松山市保免中三丁目８番２４号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840142669 ＊ 春日漢方薬局 カスガカンポウヤッキョク 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目１３ー２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142669 ＊ 春日漢方薬局 カスガカンポウヤッキョク 7900942 愛媛県松山市古川北３丁目１３ー２２ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-0686 H18/04/01 指定 松山市

3840142743 ＊ さくら薬局 サクラヤッキョク 7900925 愛媛県松山市鷹子町４９４番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142743 ＊ さくら薬局 サクラヤッキョク 7900925 愛媛県松山市鷹子町４９４番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-0008 H18/04/01 指定 松山市

3840142750 有限会社　イーズ いずみ薬局高岡店 イズミヤッキョク　タカオカテン 7918036 愛媛県松山市高岡町４２８番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142750 有限会社　イーズ いずみ薬局高岡店 イズミヤッキョク　タカオカテン 7918036 愛媛県松山市高岡町４２８番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-965-2616 H18/04/01 指定 松山市

3840142818 ＊ しらさぎ薬局問屋町店 シラサギヤッキョクトンヤチョウテン 7918018 愛媛県松山市問屋町１－１７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142818 ＊ しらさぎ薬局問屋町店 シラサギヤッキョクトンヤチョウテン 7918018 愛媛県松山市問屋町１－１７ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-5699 H18/04/01 指定 松山市

3840142834 有限会社  オリーブ薬局 オリーブ薬局 オリーブヤッキョク 7900854 愛媛県松山市岩崎町２－９－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142834 有限会社  オリーブ薬局 オリーブ薬局 オリーブヤッキョク 7900854 愛媛県松山市岩崎町２－９－７ 介護予防居宅療養管理指導 089-998-6102 H18/04/01 指定 松山市

3840142842 有限会社  ゆかわ薬局 ゆかわ薬局道後店 ユカワヤッキョクドウゴテン 7900843 愛媛県松山市道後町１－２－１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142842 有限会社  ゆかわ薬局 ゆかわ薬局道後店 ユカワヤッキョクドウゴテン 7900843 愛媛県松山市道後町１－２－１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-998-6463 H18/04/01 指定 松山市

3840142859 有限会社  マイティ えばら薬局 エバラヤッキョク 7911125 愛媛県松山市小村町７５－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142859 有限会社  マイティ えばら薬局 エバラヤッキョク 7911125 愛媛県松山市小村町７５－７ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-8277 H18/04/01 指定 松山市

3840142867 株式会社  レデイ薬局 レデイ中央調剤薬局 レデイチュウオウチョウザイヤッキョク 7900023 愛媛県松山市末広町１０－２ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 松山市

3840142867 株式会社  レデイ薬局 レデイ中央調剤薬局 レデイチュウオウチョウザイヤッキョク 7900023 愛媛県松山市末広町１０－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-0222 H18/04/01 指定 松山市

3840142883 株式会社メディシス 調剤薬局まごころ チョウザイヤッキョクマゴコロ 7900023 愛媛県松山市末広町９－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142883 株式会社メディシス 調剤薬局まごころ チョウザイヤッキョクマゴコロ 7900023 愛媛県松山市末広町９－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-998-7555 H18/04/01 指定 松山市

3840142925 有限会社  スクリプト リボン薬局 リボンヤッキョク 7900026 愛媛県松山市室町７３－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142925 有限会社  スクリプト リボン薬局 リボンヤッキョク 7900026 愛媛県松山市室町７３－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-998-7720 H18/04/01 指定 松山市

3840142933 有限会社  ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局北土居店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクキタドイテン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目12番13号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3840142933 有限会社  ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局北土居店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクキタドイテン 7911104 愛媛県松山市北土居三丁目12番13号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840142966 有限会社  ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局北斎院店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクキタサヤテン 7918031 愛媛県松山市北斎院町９２８－２ 居宅療養管理指導 089-953-5611 H12/04/01 指定 松山市

3840142966 有限会社  ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局北斎院店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクキタサヤテン 7918031 愛媛県松山市北斎院町９２８－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-953-5611 H18/04/01 指定 松山市

3840142974 有限会社　しらさぎ薬品 しらさぎ薬局本町店 シラサギヤッキョクホンマチテン 7900811 愛媛県松山市本町６丁目６－７ 居宅療養管理指導 089-924-2303 H12/09/01 指定 松山市

3840142974 有限会社　しらさぎ薬品 しらさぎ薬局本町店 シラサギヤッキョクホンマチテン 7900811 愛媛県松山市本町６丁目６－７ 介護予防居宅療養管理指導 089-924-2303 H18/04/01 指定 松山市

3840143006 有限会社　江戸茂薬局 江戸茂薬局土橋南店 エドモヤッキョクドバシミナミテン 7900032 愛媛県松山市土橋町７－１ 居宅療養管理指導 089-998-3660 H12/10/01 指定 松山市

3840143006 有限会社　江戸茂薬局 江戸茂薬局土橋南店 エドモヤッキョクドバシミナミテン 7900032 愛媛県松山市土橋町７－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-998-3660 H18/04/01 指定 松山市

3840143014 有限会社　マイン マイ薬局 マイヤッキョク 7900802 愛媛県松山市喜与町１丁目3番地１ 居宅療養管理指導 089-915-7775 H12/10/01 指定 松山市

3840143014 有限会社　マイン マイ薬局 マイヤッキョク 7900802 愛媛県松山市喜与町１丁目3番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-915-7775 H18/04/01 指定 松山市
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3840143022 有限会社　あおぞら薬局 あおぞら薬局 アオゾラヤッキョク 7918017 愛媛県松山市西長戸町２７４番地３ 居宅療養管理指導 089-923-9010 H12/11/01 指定 松山市

3840143022 有限会社　あおぞら薬局 あおぞら薬局 アオゾラヤッキョク 7918017 愛媛県松山市西長戸町２７４番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-923-9010 H18/04/01 指定 松山市

3840143105 有限会社　エンゼル調剤薬局 有限会社エンゼル調剤薬局 ユウゲンガイシャエンゼルチョウザイヤッキョク 7900045 愛媛県松山市余戸中１丁目２－２７ 居宅療養管理指導 089-965-3933 H13/09/01 指定 松山市

3840143105 有限会社　エンゼル調剤薬局 有限会社エンゼル調剤薬局 ユウゲンガイシャエンゼルチョウザイヤッキョク 7900045 愛媛県松山市余戸中１丁目２－２７ 介護予防居宅療養管理指導 089-965-3933 H18/04/01 指定 松山市

3840143121 有限会社　マイン マイ薬局　東長戸店 マイヤッキョク　ヒガシナガトテン 7918005 愛媛県松山市東長戸１丁目１１番３２号 居宅療養管理指導 089-917-8371 H13/10/01 指定 松山市

3840143121 有限会社　マイン マイ薬局　東長戸店 マイヤッキョク　ヒガシナガトテン 7918005 愛媛県松山市東長戸１丁目１１番３２号 介護予防居宅療養管理指導 089-917-8371 H18/04/01 指定 松山市

3840143139 株式会社レデイ薬局 レデイ土居調剤薬局 レデイドイチョウザイヤッキョク 7911115 愛媛県松山市土居町８０５－５ 居宅療養管理指導 089-969-0202 H13/12/01 指定 松山市

3840143139 株式会社レデイ薬局 レデイ土居調剤薬局 レデイドイチョウザイヤッキョク 7911115 愛媛県松山市土居町８０５－５ 介護予防居宅療養管理指導 089-969-0202 H18/04/01 指定 松山市

3840143154 有限会社江戸茂薬局 江戸茂薬局本店 エドモヤッキョクホンテン 7900032 愛媛県松山市土橋町１８番地１ 居宅療養管理指導 089-941-2915 H13/12/01 指定 松山市

3840143154 有限会社江戸茂薬局 江戸茂薬局本店 エドモヤッキョクホンテン 7900032 愛媛県松山市土橋町１８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-941-2915 H18/04/01 指定 松山市

3840143162 株式会社　友岡薬局 友岡薬局平井店 トモオカヤッキョクヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町甲２３５１番地 居宅療養管理指導 089-975-4688 H25/11/19 指定 松山市

3840143162 株式会社　友岡薬局 友岡薬局平井店 トモオカヤッキョクヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町甲２３５１番地 介護予防居宅療養管理指導 089-975-4688 H25/11/19 指定 松山市

3840143170 有限会社ゆりあ ゆりあ調剤薬局 ユリアチョウザイヤッキョク 7918016 愛媛県松山市久万ノ台５６０－２ 居宅療養管理指導 089-917-7717 H14/03/01 指定 松山市

3840143170 有限会社ゆりあ ゆりあ調剤薬局 ユリアチョウザイヤッキョク 7918016 愛媛県松山市久万ノ台５６０－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-917-7717 H18/04/01 指定 松山市

3840143188 有限会社　エナフィー ファミリー薬局 ファミリーヤッキョク 7992656 愛媛県松山市和気町1丁目125番地6 居宅療養管理指導 089-978-4466 H14/04/01 指定 松山市

3840143188 有限会社　エナフィー ファミリー薬局 ファミリーヤッキョク 7992656 愛媛県松山市和気町1丁目125番地6 介護予防居宅療養管理指導 089-978-4466 H18/04/01 指定 松山市

3840143212 有限会社きよし あい薬局　南店 アイヤッキョク　ミナミテン 7900941 愛媛県松山市和泉南一丁目５番６号 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 松山市

3840143212 有限会社きよし あい薬局　南店 アイヤッキョク　ミナミテン 7900941 愛媛県松山市和泉30番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-956-3110 H18/04/01 指定 松山市

3840143220 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局拓川店 レデイヤッキョクタクセンテン 7900967 愛媛県松山市拓川町2-3 居宅療養管理指導 089-934-0700 H14/07/01 指定 松山市

3840143220 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局拓川店 レデイヤッキョクタクセンテン 7900967 愛媛県松山市拓川町2-3 介護予防居宅療養管理指導 089-934-0700 H18/04/01 指定 松山市

3840143238 マルニ調剤薬局有限会社 マルニ薬局南高井店 マルニヤッキョクミナミタカイテン 7911112 愛媛県松山市南高井町729-11 居宅療養管理指導 H14/10/01 指定 松山市

3840143238 マルニ調剤薬局有限会社 マルニ薬局南高井店 マルニヤッキョクミナミタカイテン 7911112 愛媛県松山市南高井町729-11 介護予防居宅療養管理指導 089-955-6566 H18/04/01 指定 松山市

3840143261 有限会社　クリフ 杖の淵調剤薬局 ジョウノフチチョウザイヤッキョク 7911111 愛媛県松山市高井町1209-3 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 松山市

3840143261 有限会社　クリフ 杖の淵調剤薬局 ジョウノフチチョウザイヤッキョク 7911111 愛媛県松山市高井町1209-3 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3840143279 池田　剛 ひかり調剤薬局 ヒカリチョウザイヤッキョク 7900043 愛媛県松山市保免西3-9-20 居宅療養管理指導 089-972-0118 H14/12/01 指定 松山市

3840143279 池田　剛 ひかり調剤薬局 ヒカリチョウザイヤッキョク 7900043 愛媛県松山市保免西3-9-20 介護予防居宅療養管理指導 089-972-0118 H18/04/01 指定 松山市

3840143287 有限会社　オール調剤薬局 オール調剤薬局 オールチョウザイヤッキョク 7918078 愛媛県松山市中須賀1-1-22 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 松山市

3840143287 有限会社　オール調剤薬局 オール調剤薬局 オールチョウザイヤッキョク 7918078 愛媛県松山市中須賀1-1-22 介護予防居宅療養管理指導 089-952-0056 H18/04/01 指定 松山市

3840143352 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局 カイテキチョウザイヤッキョク 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目1－17大野湊町ビル１階 居宅療養管理指導 089-915-3077 H15/09/01 指定 松山市

3840143352 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局 カイテキチョウザイヤッキョク 7900011 愛媛県松山市千舟町一丁目1－17大野湊町ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-915-3077 H18/04/01 指定 松山市

3840143378 株式会社　えひめ保健企画 松山ハロー薬局 マツヤマハローヤッキョク 7911102 愛媛県松山市来住町１１００－１ 居宅療養管理指導 089-955-6616 H15/12/01 指定 松山市

3840143378 株式会社　えひめ保健企画 松山ハロー薬局 マツヤマハローヤッキョク 7911102 愛媛県松山市来住町１１００－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-955-6616 H18/04/01 指定 松山市

3840143394 有限会社おおかめ調剤薬局 おおかめ調剤薬局 オオカメチョウザイヤッキョク 7911113 愛媛県松山市森松町９４７番３ 居宅療養管理指導 089-914-8838 H16/04/01 指定 松山市

3840143394 有限会社おおかめ調剤薬局 おおかめ調剤薬局 オオカメチョウザイヤッキョク 7911113 愛媛県松山市森松町９４７番３ 介護予防居宅療養管理指導 089-914-8838 H18/04/01 指定 松山市

3840143410 有限会社アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局桑原店 カイテキチョウザイヤッキョククワバラテン 7900911 愛媛県松山市桑原六丁目４番２９号 居宅療養管理指導 089-934-7766 H16/07/01 指定 松山市

3840143410 有限会社アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局桑原店 カイテキチョウザイヤッキョククワバラテン 7900911 愛媛県松山市桑原六丁目４番２９号 介護予防居宅療養管理指導 089-934-7766 H18/04/01 指定 松山市

3840143436 有限会社アルファス　 あすか調剤薬局 アスカチョウザイヤッキョク 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地3 居宅療養管理指導 089-974-2286 H16/11/01 指定 松山市

3840143436 有限会社アルファス　 あすか調剤薬局 アスカチョウザイヤッキョク 7918044 愛媛県松山市西垣生町475番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-974-2286 H18/04/01 指定 松山市

3840143469 有限会社　みかん薬局 みかん薬局 ミカンヤッキョクミ 7918026 愛媛県松山市山西町152-18 居宅療養管理指導 089-968-3377 H17/04/01 指定 松山市

3840143469 有限会社　みかん薬局 みかん薬局 ミカンヤッキョクミ 7918026 愛媛県松山市山西町152-18 介護予防居宅療養管理指導 089-968-3377 H18/04/01 指定 松山市

3840143477 有限会社　エヌ･エスコーポレーション アイリス薬局祝谷店 アイリスヤッキョクイワイダニテン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目12番32号 居宅療養管理指導 089-924-8840 H17/05/01 指定 松山市

3840143477 有限会社　エヌ･エスコーポレーション アイリス薬局祝谷店 アイリスヤッキョクイワイダニテン 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目12番32号 介護予防居宅療養管理指導 089-924-8840 H18/04/01 指定 松山市
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3840143485 有限会社　ひめやく えひめ調剤薬局 エヒメチョウザイヤッキョク 7900023 愛媛県松山市末広町11番地11光玉ビル1F 居宅療養管理指導 999-999-9999 H16/04/01 指定 松山市

3840143485 有限会社　ひめやく えひめ調剤薬局 エヒメチョウザイヤッキョク 7900023 愛媛県松山市末広町11番地11光玉ビル1F 介護予防居宅療養管理指導 089-998-6860 H18/04/01 指定 松山市

3840143493 有限会社アメニティ・ライフ･エイド かいてき調剤薬局六軒家店 カイテキチョウザイヤッキョクロッケンヤテン 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番24号 居宅療養管理指導 089-911-5755 H17/08/01 指定 松山市

3840143493 有限会社アメニティ・ライフ･エイド かいてき調剤薬局六軒家店 カイテキチョウザイヤッキョクロッケンヤテン 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番24号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-5755 H18/04/01 指定 松山市

3840143501 ＊ 松山調剤薬局築山店 マツヤマショウザイヤッキョクツキヤマテン 7900864 愛媛県松山市築山町7番10号 居宅療養管理指導 H17/07/19 指定 松山市

3840143501 ＊ 松山調剤薬局築山店 マツヤマショウザイヤッキョクツキヤマテン 7900864 愛媛県松山市築山町7番10号 介護予防居宅療養管理指導 089-921-0550 H18/04/01 指定 松山市

3840143519 日本調剤株式会社 日本調剤松山南薬局 ニホンチョウザイマツヤマミナミヤッキョク 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目5番15号プラザG＆K1階 居宅療養管理指導 089-998-3051 H17/09/01 指定 松山市

3840143519 日本調剤株式会社 日本調剤松山南薬局 ニホンチョウザイマツヤマミナミヤッキョク 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目5番15号プラザG＆K1階 介護予防居宅療養管理指導 089-998-3051 H18/04/01 指定 松山市

3840143527 株式会社トマト トマト薬局北梅本店 トマトヤッキョクキタウメモトテン 7910242 愛媛県松山市北梅本町3302番地4 居宅療養管理指導 089-990-3400 H17/09/01 指定 松山市

3840143527 株式会社トマト トマト薬局北梅本店 トマトヤッキョクキタウメモトテン 7910242 愛媛県松山市北梅本町3302番地4 介護予防居宅療養管理指導 089-990-3400 H18/04/01 指定 松山市

3840143535 有限会社フラワー薬局 フラワー薬局千舟町店 フラワーヤッキョクチフネマチテン 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目3番地4 居宅療養管理指導 089-915-6669 H17/11/01 指定 松山市

3840143535 有限会社フラワー薬局 フラワー薬局千舟町店 フラワーヤッキョクチフネマチテン 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目3番地4 介護予防居宅療養管理指導 089-915-6669 H18/04/01 指定 松山市

3840143550 有限会社ドレミ ドレミ薬局はなみずき通り店 ドレミヤッキョクハナミズキドオリテン 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番3号 居宅療養管理指導 089-957-5784 H18/03/01 指定 松山市

3840143550 有限会社ドレミ ドレミ薬局はなみずき通り店 ドレミヤッキョクハナミズキドオリテン 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目10番3号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-5784 H18/04/01 指定 松山市

3840143568 日本調剤株式会社 日本調剤平和通薬局 ニホンチョウザイヘイワドオリヤッキョク 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5番地14F・フォリスト1階 居宅療養管理指導 089-996-7181 H18/04/01 指定 松山市

3840143568 日本調剤株式会社 日本調剤平和通薬局 ニホンチョウザイヘイワドオリヤッキョク 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目5番地14F・フォリスト1階 介護予防居宅療養管理指導 089-996-7181 H18/04/01 指定 松山市

3840143592 有限会社清保堂 清保堂薬局がんセンター前 セイホドウヤッキョクガンセンターマエ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲198番地1 居宅療養管理指導 089-975-3991 H18/04/01 指定 松山市

3840143592 有限会社清保堂 清保堂薬局がんセンター前 セイホドウヤッキョクガンセンターマエ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲198番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-975-3991 H18/04/01 指定 松山市

3840143600 有限会社コスモフィールド コスモ薬局 コスモヤッキョク 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲200番1 居宅療養管理指導 089-990-3456 H18/04/01 指定 松山市

3840143600 有限会社コスモフィールド コスモ薬局 コスモヤッキョク 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲200番1 介護予防居宅療養管理指導 089-990-3456 H18/04/01 指定 松山市

3840143618 有限会社スマイル かしま薬局 カシマヤッキョク 7992455 愛媛県松山市常竹甲378-3 居宅療養管理指導 089-994-7225 H18/04/01 指定 松山市

3840143618 有限会社スマイル かしま薬局 カシマヤッキョク 7992455 愛媛県松山市常竹甲378-3 介護予防居宅療養管理指導 089-994-7225 H18/04/01 指定 松山市

3840143626 有限会社アゴラ エムアイ薬局 エムアイヤッキョク 7992438 愛媛県松山市河野中須賀２８５－１５ 居宅療養管理指導 089-911-7111 H18/04/01 指定 松山市

3840143626 有限会社アゴラ エムアイ薬局 エムアイヤッキョク 7992438 愛媛県松山市河野中須賀２８５－１５ 介護予防居宅療養管理指導 089-911-7111 H18/04/01 指定 松山市

3840143634 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局 ハッピーヤッキョク 7918043 愛媛県松山市東垣生町135番地4 居宅療養管理指導 089-974-9607 H18/10/01 指定 松山市

3840143634 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局 ハッピーヤッキョク 7918043 愛媛県松山市東垣生町135番地4 介護予防居宅療養管理指導 089-974-9607 H18/10/01 指定 松山市

3840143675 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　内宮店 ハッピーヤッキョク　ウチミヤテン 7992654 愛媛県松山市内宮町549-1 居宅療養管理指導 089-989-0727 H19/04/01 指定 松山市

3840143675 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　内宮店 ハッピーヤッキョク　ウチミヤテン 7992654 愛媛県松山市内宮町549-1 介護予防居宅療養管理指導 089-989-0727 H19/04/01 指定 松山市

3840143683 株式会社ヒロセファーマ ヒロセ薬局 ヒロセヤッキョク 7992661 愛媛県松山市勝岡町34番地1 居宅療養管理指導 089-978-6677 H19/04/01 指定 松山市

3840143683 株式会社ヒロセファーマ ヒロセ薬局 ヒロセヤッキョク 7992661 愛媛県松山市勝岡町34番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-978-6677 H19/04/01 指定 松山市

3840143709 有限会社浜田太陽堂 太陽堂薬局 タイヨウドウヤッキョク 7914501 愛媛県松山市中島大浦1646番地 居宅療養管理指導 089-997-0025 H19/04/01 指定 松山市

3840143709 有限会社浜田太陽堂 太陽堂薬局 タイヨウドウヤッキョク 7914501 愛媛県松山市中島大浦1646番地 介護予防居宅療養管理指導 089-997-0025 H19/04/01 指定 松山市

3840143717 株式会社メディシス アップル薬局 アップルヤッキョク 7900051 愛媛県松山市生石町473番地 居宅療養管理指導 089-948-1447 H19/04/01 指定 松山市

3840143717 株式会社メディシス アップル薬局 アップルヤッキョク 7900051 愛媛県松山市生石町473番地 介護予防居宅療養管理指導 089-948-1447 H19/04/01 指定 松山市

3840143725 株式会社　クローバー クローバー薬局立花店 クローバーヤッキョクタチバナテン 7900966 愛媛県松山市立花三丁目3番43号 居宅療養管理指導 089-932-4700 H19/05/01 指定 松山市

3840143725 株式会社　クローバー クローバー薬局立花店 クローバーヤッキョクタチバナテン 7900966 愛媛県松山市立花三丁目3番43号 介護予防居宅療養管理指導 089-932-4700 H19/05/01 指定 松山市

3840143741 有限会社アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局平井店 カイテキチョウザイヤッキョクヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町3236番地3 居宅療養管理指導 089-960-1363 H19/07/01 指定 松山市

3840143741 有限会社アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局平井店 カイテキチョウザイヤッキョクヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町3236番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-960-1363 H19/07/01 指定 松山市

3840143774 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　新空港通り店 レデイヤッキョク　シンクウコウドオリテン 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番37号 居宅療養管理指導 089-917-7050 H19/09/01 指定 松山市

3840143774 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　新空港通り店 レデイヤッキョク　シンクウコウドオリテン 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目3番37号 介護予防居宅療養管理指導 089-917-7050 H19/09/01 指定 松山市

3840143790 株式会社　ホームメディケア ライフケア薬局東野店 ライフケアヤッキョクヒガシノテン 7900903 愛媛県松山市東野二丁目2番7号 居宅療養管理指導 089-914-5255 H19/10/01 指定 松山市

3840143790 株式会社　ホームメディケア ライフケア薬局東野店 ライフケアヤッキョクヒガシノテン 7900903 愛媛県松山市東野二丁目2番7号 介護予防居宅療養管理指導 089-914-5255 H19/10/01 指定 松山市
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3840143808 有限会社　同源堂 同源堂東薬局 ドウゲンドウヒガシヤッキョク 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目9番10永戸ビル1階 居宅療養管理指導 089-921-2110 H20/02/01 指定 松山市

3840143808 有限会社　同源堂 同源堂東薬局 ドウゲンドウヒガシヤッキョク 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目9番10永戸ビル1階 介護予防居宅療養管理指導 089-921-2110 H20/02/01 指定 松山市

3840143816 有限会社　やなぎ堂薬局 やなぎ堂薬局　柳井町店 ヤナギドウヤッキョク　ヤナイマチテン 7900014 愛媛県松山市柳井町一丁目14番地1 居宅療養管理指導 089-943-3523 H20/05/01 指定 松山市

3840143816 有限会社　やなぎ堂薬局 やなぎ堂薬局　柳井町店 ヤナギドウヤッキョク　ヤナイマチテン 7900014 愛媛県松山市柳井町一丁目14番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-943-3523 H20/05/01 指定 松山市

3840143824 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　石手白石店 ハッピーヤッキョク　イシテシライシテン 7900902 愛媛県松山市石手白石甲105番地3 居宅療養管理指導 089-977-8555 H20/06/01 指定 松山市

3840143824 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　石手白石店 ハッピーヤッキョク　イシテシライシテン 7900902 愛媛県松山市石手白石甲105番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-977-8555 H20/06/01 指定 松山市

3840143832 エヌエスメディカル株式会社 しば薬局 シバヤッキョク 7900965 愛媛県松山市祇園町1番44号 居宅療養管理指導 089-989-0092 H20/07/01 指定 松山市

3840143832 エヌエスメディカル株式会社 しば薬局 シバヤッキョク 7900965 愛媛県松山市祇園町1番44号 介護予防居宅療養管理指導 089-989-0092 H20/07/01 指定 松山市

3840143840 株式会社　健生ファルマシア 健生薬局　山越店 ケンショウヤッキョク　ヤマゴエテン 7918013 愛媛県松山市山越五丁目13番14号 居宅療養管理指導 089-907-7110 H20/08/01 指定 松山市

3840143840 株式会社　健生ファルマシア 健生薬局　山越店 ケンショウヤッキョク　ヤマゴエテン 7918013 愛媛県松山市山越五丁目13番14号 介護予防居宅療養管理指導 089-907-7110 H20/08/01 指定 松山市

3840143857 株式会社　アガスト 北条薬局 ホウジョウヤッキョク 7992430 愛媛県松山市北条辻268番地4 居宅療養管理指導 089-993-2285 H20/08/01 指定 松山市

3840143857 株式会社　アガスト 北条薬局 ホウジョウヤッキョク 7992430 愛媛県松山市北条辻268番地4 介護予防居宅療養管理指導 089-993-2285 H20/08/01 指定 松山市

3840143873 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　朝生田店 ハッピーヤッキョク　アソダテン 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル1階 居宅療養管理指導 089-941-6777 H20/10/01 指定 松山市

3840143873 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　朝生田店 ハッピーヤッキョク　アソダテン 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目4番14号コンフォルトビル1階 介護予防居宅療養管理指導 089-941-6777 H20/10/01 指定 松山市

3840143899 株式会社　おぐに おぐに薬局　北久米店 オグニヤッキョク　キタクメテン 7900923 愛媛県松山市北久米町249番地 居宅療養管理指導 089-990-8660 H20/11/01 指定 松山市

3840143899 株式会社　おぐに おぐに薬局　北久米店 オグニヤッキョク　キタクメテン 7900923 愛媛県松山市北久米町249番地 介護予防居宅療養管理指導 089-990-8660 H20/11/01 指定 松山市

3840143923 ＤＩサポート　株式会社 ひだまり調剤薬局 ヒダマリチョウザイヤッキョク 7918036 愛媛県松山市高岡町628-1 居宅療養管理指導 089-968-8711 H21/06/01 指定 松山市

3840143923 ＤＩサポート　株式会社 ひだまり調剤薬局 ヒダマリチョウザイヤッキョク 7918036 愛媛県松山市高岡町628-1 介護予防居宅療養管理指導 089-968-8711 H21/06/01 指定 松山市

3840143931 有限会社久万ノ台薬局 有限会社久万ノ台薬局 ユウゲンガイシャクマノダイヤッキョク 7918067 愛媛県松山市古三津3丁目4-10 居宅療養管理指導 089-953-1550 H21/06/01 指定 松山市

3840143931 有限会社久万ノ台薬局 有限会社久万ノ台薬局 ユウゲンガイシャクマノダイヤッキョク 7918067 愛媛県松山市古三津3丁目4-10 介護予防居宅療養管理指導 089-953-1550 H21/06/01 指定 松山市

3840143956 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　くわばら店 アサヒチョウザイヤッキョク　クワバラテン 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目8-8 居宅療養管理指導 089-993-6610 H21/08/01 指定 松山市

3840143956 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　くわばら店 アサヒチョウザイヤッキョク　クワバラテン 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目8-8 介護予防居宅療養管理指導 089-993-6610 H21/08/01 指定 松山市

3840143964 有限会社　コスモフィールド コスモ薬局　道後店 コスモヤッキョク　ドウゴテン 7900843 愛媛県松山市道後町２丁目1-6鳥谷ビル1Ｆ 居宅療養管理指導 089-926-4877 H21/08/01 指定 松山市

3840143964 有限会社　コスモフィールド コスモ薬局　道後店 コスモヤッキョク　ドウゴテン 7900843 愛媛県松山市道後町２丁目1-6鳥谷ビル1Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-4877 H21/08/01 指定 松山市

3840143972 株式会社　なの花西日本 なの花薬局梅本店 ナノハナヤッキョクウメモトテン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲201番地1 居宅療養管理指導 089-976-6668 H21/09/01 指定 松山市

3840143972 株式会社　なの花西日本 なの花薬局梅本店 ナノハナヤッキョクウメモトテン 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲201番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-976-6668 H21/09/01 指定 松山市

3840143980 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　鷹子店 レデイヤッキョク　タカノコテン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８３５番地７ 居宅療養管理指導 0899903336 H21/11/01 指定 松山市

3840143980 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　鷹子店 レデイヤッキョク　タカノコテン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町８３５番地７ 介護予防居宅療養管理指導 0899903336 H21/11/01 指定 松山市

3840143998 株式会社　トマト トマト薬局　三番町店 トマトヤッキョク　サンバンチョウテン 居宅療養管理指導 H21/11/01 指定 松山市

3840143998 株式会社　トマト トマト薬局　三番町店 トマトヤッキョク　サンバンチョウテン 介護予防居宅療養管理指導 H21/11/01 指定 松山市

3840144004 愛ファーマシー株式会社 桑の実薬局 クワノミヤッキョク 居宅療養管理指導 H21/11/01 指定 松山市

3840144004 愛ファーマシー株式会社 桑の実薬局 クワノミヤッキョク 介護予防居宅療養管理指導 H21/11/01 指定 松山市

3840144012 株式会社　Ｈ＆Ａ トップ薬局　太山寺店 トップヤッキョク　タイサンジテン 7992662 愛媛県松山市太山寺町1224-5 居宅療養管理指導 H21/12/01 指定 松山市

3840144012 株式会社　Ｈ＆Ａ トップ薬局　太山寺店 トップヤッキョク　タイサンジテン 7992662 愛媛県松山市太山寺町1224-5 介護予防居宅療養管理指導 089-978-9500 H21/12/01 指定 松山市

3840144020 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局枝松店 カイテキチョウザイヤッキョクエダマツテン 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４５号 居宅療養管理指導 089-993-7810 H21/12/01 指定 松山市

3840144020 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局枝松店 カイテキチョウザイヤッキョクエダマツテン 7900962 愛媛県松山市枝松１丁目９番４５号 介護予防居宅療養管理指導 089-993-7810 H21/12/01 指定 松山市

3840144046 株式会社　コンシード きぬやま薬局 キヌヤマヤッキョク 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５６－８ 居宅療養管理指導 H22/04/01 指定 松山市

3840144046 株式会社　コンシード きぬやま薬局 キヌヤマヤッキョク 7918025 愛媛県松山市衣山１－２５６－８ 介護予防居宅療養管理指導 H22/04/01 指定 松山市

3840144053 株式会社　健生ファルマシア 健生薬局　一番町店 タケオヤッキョク　イチバンチョウテン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目５番地３０一番町ＳＡＯＲＩビル２階 居宅療養管理指導 089-943-1181 H22/04/01 指定 松山市

3840144053 株式会社　健生ファルマシア 健生薬局　一番町店 タケオヤッキョク　イチバンチョウテン 7900001 愛媛県松山市一番町二丁目５番地３０一番町ＳＡＯＲＩビル２階 介護予防居宅療養管理指導 089-943-1181 H22/04/01 指定 松山市

3840144061 有限会社　クリフ そよ風調剤薬局 ソヨカゼチョウザイヤッキョク 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番３３号 居宅療養管理指導 089-931-5720 H22/04/01 指定 松山市

3840144061 有限会社　クリフ そよ風調剤薬局 ソヨカゼチョウザイヤッキョク 7900905 愛媛県松山市樽味４丁目２番３３号 介護予防居宅療養管理指導 089-931-5720 H22/04/01 指定 松山市
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3840144079 株式会社　アサヒファーマシー あさひ調剤薬局　おおてまち店 アサヒチョウザイヤッキョク　オオテマチテン 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目７番地７ 居宅療養管理指導 089-998-6051 H22/04/01 指定 松山市

3840144079 株式会社　アサヒファーマシー あさひ調剤薬局　おおてまち店 アサヒチョウザイヤッキョク　オオテマチテン 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目７番地７ 介護予防居宅療養管理指導 089-998-6051 H22/04/01 指定 松山市

3840144095 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　三津店 ハッピーヤッキョク　ミツテン 7918065 愛媛県松山市三杉町1番3号明神海運ビル１F 居宅療養管理指導 089-946-8555 H22/07/01 指定 松山市

3840144095 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　三津店 ハッピーヤッキョク　ミツテン 7918065 愛媛県松山市三杉町1番3号明神海運ビル１F 介護予防居宅療養管理指導 089-946-8555 H22/07/01 指定 松山市

3840144145 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　土居田駅前店 レデイヤッキョク　ドイダエキマエテン 7900056 愛媛県松山市土居田町５００ 居宅療養管理指導 089-974-3766 H22/09/01 指定 松山市

3840144145 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　土居田駅前店 レデイヤッキョク　ドイダエキマエテン 7900056 愛媛県松山市土居田町５００ 介護予防居宅療養管理指導 089-974-3766 H22/09/01 指定 松山市

3840144152 株式会社　レデイ薬局 レデイ平井調剤薬局 レデイヒライチョウザイヤッキョク 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地５ 居宅療養管理指導 089-993-5787 H22/11/01 指定 松山市

3840144152 株式会社　レデイ薬局 レデイ平井調剤薬局 レデイヒライチョウザイヤッキョク 7900925 愛媛県松山市鷹子町４４２番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-5787 H22/11/01 指定 松山市

3840144178 株式会社　レフピック ひめ薬局 ヒメヤッキョク 7900046 愛媛県松山市余戸西四丁目１５番２号 居宅療養管理指導 089-994-8671 H23/01/01 指定 松山市

3840144178 株式会社　レフピック ひめ薬局 ヒメヤッキョク 7900046 愛媛県松山市余戸西四丁目１５番２号 介護予防居宅療養管理指導 089-994-8671 H23/01/01 指定 松山市

3840144186 有限会社　同源堂 同源堂三番町薬局 ドウゲンドウサンバンチョウヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目３番地１０ 居宅療養管理指導 089-934-7668 H23/02/07 指定 松山市

3840144186 有限会社　同源堂 同源堂三番町薬局 ドウゲンドウサンバンチョウヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目３番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-934-7668 H23/02/07 指定 松山市

3840144194 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　室町店 ハッピーヤッキョク　ムロマチテン 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ハッピービルディング１階 居宅療養管理指導 089-968-2770 H23/04/01 指定 松山市

3840144194 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　室町店 ハッピーヤッキョク　ムロマチテン 7900026 愛媛県松山市室町７３番１ハッピービルディング１階 介護予防居宅療養管理指導 089-968-2770 H23/04/01 指定 松山市

3840144202 有限会社　あい薬局 あい薬局　椿店 アイヤッキョク　ツバキテン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目３番２４号 居宅療養管理指導 089-968-2262 H23/04/01 指定 松山市

3840144202 有限会社　あい薬局 あい薬局　椿店 アイヤッキョク　ツバキテン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目３番２４号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-2262 H23/04/01 指定 松山市

3840144210 有限会社　アネシス オー・エム薬局 オー・エムヤッキョク 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目１３番４号 居宅療養管理指導 089-932-6600 H23/07/01 指定 松山市

3840144210 有限会社　アネシス オー・エム薬局 オー・エムヤッキョク 7900911 愛媛県松山市桑原四丁目１３番４号 介護予防居宅療養管理指導 089-932-6600 H23/07/01 指定 松山市

3840144244 有限会社　ティーズ・ファーマシー ティーズ薬局山越店 ティーズヤッキョクヤマゴエテン 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３３号 居宅療養管理指導 089-926-0069 H23/10/11 指定 松山市

3840144244 有限会社　ティーズ・ファーマシー ティーズ薬局山越店 ティーズヤッキョクヤマゴエテン 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１番３３号 介護予防居宅療養管理指導 089-926-0069 H23/10/11 指定 松山市

3840144251 株式会社Ｒ アール調剤薬局 アールチョウザイヤッキョク 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地３ 居宅療養管理指導 089-976-2777 H23/10/01 指定 松山市

3840144251 株式会社Ｒ アール調剤薬局 アールチョウザイヤッキョク 7911113 愛媛県松山市森松町１４８番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-976-2777 H23/10/01 指定 松山市

3840144269 有限会社　江戸茂薬局 江戸茂薬局　竹原店 エドモヤッキョク　タケワラテン 7900053 愛媛県松山市竹原一丁目３番地１４山口ビル１階 居宅療養管理指導 089-997-7793 H23/11/01 指定 松山市

3840144269 有限会社　江戸茂薬局 江戸茂薬局　竹原店 エドモヤッキョク　タケワラテン 7900053 愛媛県松山市竹原一丁目３番地１４山口ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-997-7793 H23/11/01 指定 松山市

3840144293 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局 ジョウセイチョウザイヤッキョク 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番１号 居宅療養管理指導 089-971-3312 H24/01/04 指定 松山市

3840144293 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局 ジョウセイチョウザイヤッキョク 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１３番１号 介護予防居宅療養管理指導 089-971-3312 H24/01/04 指定 松山市

3840144301 株式会社　キッズ キッズ薬局　富久店 キッズヤッキョク　トミヒサテン 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地８ 居宅療養管理指導 089-989-7701 H24/02/01 指定 松山市

3840144301 株式会社　キッズ キッズ薬局　富久店 キッズヤッキョク　トミヒサテン 7918034 愛媛県松山市富久町１１５番地８ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-7701 H24/02/01 指定 松山市

3840144335 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局日赤前店 レデイヤッキョクニッセキマエテン 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－８中野スカイコート１階 居宅療養管理指導 089-925-6686 H24/04/01 指定 松山市

3840144335 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局日赤前店 レデイヤッキョクニッセキマエテン 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５－８中野スカイコート１階 介護予防居宅療養管理指導 089-925-6686 H24/04/01 指定 松山市

3840144343 鷹の子薬局株式会社 鷹の子薬局 タカノコヤッキョク 7911101 愛媛県松山市久米窪田町774番地4 居宅療養管理指導 H24/06/01 指定 松山市

3840144343 鷹の子薬局株式会社 鷹の子薬局 タカノコヤッキョク 7911101 愛媛県松山市久米窪田町774番地4 介護予防居宅療養管理指導 H24/06/01 指定 松山市

3840144368 株式会社クローバー クローバー薬局安城寺店 クローバーヤッキョクアンジョウジテン 7918006 愛媛県松山市安城寺町1076番地4 居宅療養管理指導 089-997-8322 H24/08/08 指定 松山市

3840144368 株式会社クローバー クローバー薬局安城寺店 クローバーヤッキョクアンジョウジテン 7918006 愛媛県松山市安城寺町1076番地4 介護予防居宅療養管理指導 089-997-8322 H24/08/08 指定 松山市

3840144376 株式会社ハッピーファーマーシー ハッピー薬局　天山店 ハッピーヤッキョク　アマヤマテン 7900951 愛媛県松山市天山二丁目4番17号1階 居宅療養管理指導 089-943-0007 H24/08/01 指定 松山市

3840144376 株式会社ハッピーファーマーシー ハッピー薬局　天山店 ハッピーヤッキョク　アマヤマテン 7900951 愛媛県松山市天山二丁目4番17号1階 介護予防居宅療養管理指導 089-943-0007 H24/08/01 指定 松山市

3840144384 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　衣山店 ハッピーヤッキョク　キヌヤマテン 7918025 愛媛県松山市衣山1丁目188番地 居宅療養管理指導 089-924-0022 H24/10/01 指定 松山市

3840144384 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　衣山店 ハッピーヤッキョク　キヌヤマテン 7918025 愛媛県松山市衣山1丁目188番地 介護予防居宅療養管理指導 089-924-0022 H24/10/01 指定 松山市

3840144400 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　大手町店 ハッピーヤッキョク　オオテマチテン 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目1番地1労住協大手町ハイツ1階 居宅療養管理指導 089-932-0030 H24/11/01 指定 松山市

3840144400 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　大手町店 ハッピーヤッキョク　オオテマチテン 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目1番地1労住協大手町ハイツ1階 介護予防居宅療養管理指導 089-932-0030 H24/11/01 指定 松山市

3840144418 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　古川北店 ハッピーヤッキョク　フルカワキタテン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 居宅療養管理指導 089-956-6655 H24/12/01 指定 松山市

3840144418 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　古川北店 ハッピーヤッキョク　フルカワキタテン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目4番26号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-6655 H24/12/01 指定 松山市
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3840144426 株式会社トマト トマト薬局　余戸西店 トマトヤッキョク　ヨウゴニシテン 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目10番46号 居宅療養管理指導 089-989-6001 H24/12/01 指定 松山市

3840144426 株式会社トマト トマト薬局　余戸西店 トマトヤッキョク　ヨウゴニシテン 7900046 愛媛県松山市余戸西六丁目10番46号 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6001 H24/12/01 指定 松山市

3840144434 株式会社トマト トマト薬局　祝谷店 トマトヤッキョク　イワイダニテン 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目1224番地1ジョイフル祝谷101号 居宅療養管理指導 089-989-6833 H25/01/01 指定 松山市

3840144434 株式会社トマト トマト薬局　祝谷店 トマトヤッキョク　イワイダニテン 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目1224番地1ジョイフル祝谷101号 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6833 H25/01/01 指定 松山市

3840144442 有限会社正木薬局 正木薬局　宮田町店 マサキヤッキョク　ミヤタチョウテン 7900066 愛媛県松山市宮田町１７０番地佐伯ビルディングス１F 居宅療養管理指導 089-941-9990 H25/04/01 指定 松山市

3840144442 有限会社正木薬局 正木薬局　宮田町店 マサキヤッキョク　ミヤタチョウテン 7900066 愛媛県松山市宮田町１７０番地佐伯ビルディングス１F 介護予防居宅療養管理指導 089-941-9990 H25/04/01 指定 松山市

3840144459 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　富久店 ハッピーヤッキョク　トミヒサテン 7918034 愛媛県松山市富久町３５８番地５ 居宅療養管理指導 089-973-2233 H25/04/01 指定 松山市

3840144459 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　富久店 ハッピーヤッキョク　トミヒサテン 7918034 愛媛県松山市富久町３５８番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-973-2233 H25/04/01 指定 松山市

3840144475 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　はたでら店 アサヒチョウザイヤッキョク　ハタデラテン 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目４番４０号 居宅療養管理指導 089-968-1845 H25/05/06 指定 松山市

3840144475 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　はたでら店 アサヒチョウザイヤッキョク　ハタデラテン 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目４番４０号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-1845 H25/05/06 指定 松山市

3840144483 一色　耕平 ひめ薬局　勝山店 ヒメヤッキョク　カツヤマテン 居宅療養管理指導 089-968-1002 H25/05/01 指定 松山市

3840144483 一色　耕平 ひめ薬局　勝山店 ヒメヤッキョク　カツヤマテン 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目9番地10レフピックビル1階 介護予防居宅療養管理指導 089-968-1002 H25/05/01 指定 松山市

3840144509 有限会社コスモフィールド コスモ薬局枝松店 コスモヤッキョクエダマツテン 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目２番１８号 居宅療養管理指導 089-998-3457 H25/06/14 指定 松山市

3840144509 有限会社コスモフィールド コスモ薬局枝松店 コスモヤッキョクエダマツテン 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目２番１８号 介護予防居宅療養管理指導 089-998-3457 H25/06/14 指定 松山市

3840144517 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　道後店 レデイヤッキョク　ドウゴテン 7900844 愛媛県松山市道後一万３番９号 居宅療養管理指導 089-989-6564 H25/09/01 指定 松山市

3840144517 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　道後店 レデイヤッキョク　ドウゴテン 7900844 愛媛県松山市道後一万３番９号 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6564 H25/09/01 指定 松山市

3840144533 有限会社　旭調剤薬局 あさひ調剤薬局　くわばら北店 アサヒチョウザイヤッキョク　クワバラキタテン 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目８番２２号 居宅療養管理指導 089-948-8815 H25/11/01 指定 松山市

3840144533 有限会社　旭調剤薬局 あさひ調剤薬局　くわばら北店 アサヒチョウザイヤッキョク　クワバラキタテン 7900911 愛媛県松山市桑原４丁目８番２２号 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8815 H25/11/01 指定 松山市

3840144541 株式会社　松山薬局 松山薬局　東石井店 マツヤマヤッキョク　ヒガシイシイテン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番７号 居宅療養管理指導 089-968-2050 H25/12/01 指定 松山市

3840144541 株式会社　松山薬局 松山薬局　東石井店 マツヤマヤッキョク　ヒガシイシイテン 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目３番７号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-2050 H25/12/01 指定 松山市

3840144558 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　古川南店 ハッピーヤッキョク　フルカワミナミテン 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２９号 居宅療養管理指導 089-948-8333 H25/12/01 指定 松山市

3840144558 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　古川南店 ハッピーヤッキョク　フルカワミナミテン 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目１６番２９号 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8333 H25/12/01 指定 松山市

3840144566 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　北梅本店 ハッピーヤッキョク　キタウメモトテン 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲６６６番地２ 居宅療養管理指導 089-948-8882 H25/12/01 指定 松山市

3840144566 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　北梅本店 ハッピーヤッキョク　キタウメモトテン 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲６６６番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8882 H25/12/01 指定 松山市

3840144574 株式会社　エラム ひなた調剤薬局 ヒナタチョウザイヤッキョク 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３リマージ本町ビル１階 居宅療養管理指導 089-925-3335 H26/01/01 指定 松山市

3840144574 株式会社　エラム ひなた調剤薬局 ヒナタチョウザイヤッキョク 7900811 愛媛県松山市本町６丁目３番地３リマージ本町ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-925-3335 H26/01/01 指定 松山市

3840144582 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　末町店 ハッピーヤッキョク　スエマチテン 7910122 愛媛県松山市末町甲１２番１ 居宅療養管理指導 089-948-8611 H26/02/01 指定 松山市

3840144582 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　末町店 ハッピーヤッキョク　スエマチテン 7910122 愛媛県松山市末町甲１２番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8611 H26/02/01 指定 松山市

3840144590 一般社団法人　松山薬剤師会 松山会営薬局 マツヤマカイエイヤッキョク 7900034 愛媛県松山市藤原町２丁目４番５号 居宅療養管理指導 089-931-1199 H26/04/13 指定 松山市

3840144590 一般社団法人　松山薬剤師会 松山会営薬局 マツヤマカイエイヤッキョク 7900034 愛媛県松山市藤原町２丁目４番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-931-1199 H26/04/13 指定 松山市

3840144608 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局　南斎院店 ジョウセイチョウザイヤッキョク　ミナミサヤテン 7918032 愛媛県松山市南斎院町５４番地１ 居宅療養管理指導 089-989-5527 H26/04/01 指定 松山市

3840144608 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局　南斎院店 ジョウセイチョウザイヤッキョク　ミナミサヤテン 7918032 愛媛県松山市南斎院町５４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-5527 H26/04/01 指定 松山市

3840144616 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　馬木店 レデイヤッキョク　ウマキテン 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地４ 居宅療養管理指導 089-993-8411 H26/05/08 指定 松山市

3840144616 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　馬木店 レデイヤッキョク　ウマキテン 7992655 愛媛県松山市馬木町２２３０番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-8411 H26/05/08 指定 松山市

3840144632 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　星の岡店 レデイヤッキョク　ホシノオカテン 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番７号 居宅療養管理指導 089-948-9946 H26/06/01 指定 松山市

3840144632 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　星の岡店 レデイヤッキョク　ホシノオカテン 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目５番７号 介護予防居宅療養管理指導 089-948-9946 H26/06/01 指定 松山市

3840144657 株式会社　ＦＥＳＲＥＣ ぽかぽか薬局　溝辺店 ポカポカヤッキョク　ミゾノベテン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲６２７番地 居宅療養管理指導 089-948-4225 H26/08/01 指定 松山市

3840144657 株式会社　ＦＥＳＲＥＣ ぽかぽか薬局　溝辺店 ポカポカヤッキョク　ミゾノベテン 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲６２７番地 介護予防居宅療養管理指導 089-948-4225 H26/08/01 指定 松山市

3840144673 愛ファーマシー株式会社 いちょう薬局 イチョウヤッキョク 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目５番地１７ 居宅療養管理指導 089-994-8881 H27/01/01 指定 松山市

3840144673 愛ファーマシー株式会社 いちょう薬局 イチョウヤッキョク 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目５番地１７ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-8881 H27/01/01 指定 松山市

3840144699 たんぽぽ薬局　株式会社 たんぽぽ薬局　松山日赤前店 タンポポヤッキョク　マツヤマニッセキマエミセ 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５番地１５ 居宅療養管理指導 089-926-5788 H27/01/01 指定 松山市

3840144699 たんぽぽ薬局　株式会社 たんぽぽ薬局　松山日赤前店 タンポポヤッキョク　マツヤマニッセキマエミセ 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５番地１５ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-5788 H27/01/01 指定 松山市
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3840144707 株式会社　松山薬局 松山薬局　石井店 マツヤマヤッキョク　イシイテン 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番４５号 居宅療養管理指導 089-956-1558 H27/01/01 指定 松山市

3840144707 株式会社　松山薬局 松山薬局　石井店 マツヤマヤッキョク　イシイテン 7900932 愛媛県松山市東石井２丁目２２番４５号 介護予防居宅療養管理指導 089-956-1558 H27/01/01 指定 松山市

3840144723 株式会社　アルティザン アルファ調剤薬局 アルファチョウザイヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地９内海ビル２階 居宅療養管理指導 089-948-4600 H27/01/01 指定 松山市

3840144723 株式会社　アルティザン アルファ調剤薬局 アルファチョウザイヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町四丁目４番地９内海ビル２階 介護予防居宅療養管理指導 089-948-4600 H27/01/01 指定 松山市

3840144756 株式会社　Aria アリア調剤薬局　東石井店 アリアチョウザイヤッキョク　ヒガシイシイミセ 7900932 愛媛県松山市東石井５丁目７番２４号１階 居宅療養管理指導 089-948-9071 H27/02/18 指定 松山市

3840144756 株式会社　Aria アリア調剤薬局　東石井店 アリアチョウザイヤッキョク　ヒガシイシイミセ 7900932 愛媛県松山市東石井５丁目７番２４号１階 介護予防居宅療養管理指導 089-948-9071 H27/02/18 指定 松山市

3840144764 有限会社　番町調剤薬局 番町調剤薬局 バンチョウチョウザイヤッキョク 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番１６号　１階 居宅療養管理指導 089-922-5272 H27/02/12 指定 松山市

3840144764 有限会社　番町調剤薬局 番町調剤薬局 バンチョウチョウザイヤッキョク 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番１６号　１階 介護予防居宅療養管理指導 089-922-5272 H27/02/12 指定 松山市

3840144780 有限会社　コスモフィールド コスモ薬局　日赤店 コスモヤッキョク　ニッセキテン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１２　１階 居宅療養管理指導 089-994-6700 H27/02/01 指定 松山市

3840144780 有限会社　コスモフィールド コスモ薬局　日赤店 コスモヤッキョク　ニッセキテン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目６番地１２　１階 介護予防居宅療養管理指導 089-994-6700 H27/02/01 指定 松山市

3840144806 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局　日赤前店 カイテキチョウザイヤッキョク　ニッセキマエテン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目４番地１４ 居宅療養管理指導 089-989-6560 H27/02/01 指定 松山市

3840144806 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局　日赤前店 カイテキチョウザイヤッキョク　ニッセキマエテン 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目４番地１４ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6560 H27/02/01 指定 松山市

3840144814 有限会社　ゆかわ薬局 ゆかわ薬局　二番町店 ユカワヤッキョク　ニバンチョウテン 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目７番地１４松山ガーデンスクェア１階 居宅療養管理指導 089-909-7870 H27/04/01 指定 松山市

3840144814 有限会社　ゆかわ薬局 ゆかわ薬局　二番町店 ユカワヤッキョク　ニバンチョウテン 7900002 愛媛県松山市二番町三丁目７番地１４松山ガーデンスクェア１階 介護予防居宅療養管理指導 089-909-7870 H27/04/01 指定 松山市

3840144822 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　古三津店 レデイヤッキョク　フルミツテン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 居宅療養管理指導 089-995-8006 H27/04/01 指定 松山市

3840144822 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　古三津店 レデイヤッキョク　フルミツテン 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目１５番１３号 介護予防居宅療養管理指導 089-995-8006 H27/04/01 指定 松山市

3840144830 有限会社　あおぞら薬局 おひさま薬局 オヒサマヤッキョク 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１号館１階 居宅療養管理指導 089-909-7700 H27/04/01 指定 松山市

3840144830 有限会社　あおぞら薬局 おひさま薬局 オヒサマヤッキョク 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山１号館１階 介護予防居宅療養管理指導 089-909-7700 H27/04/01 指定 松山市

3840144848 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局空港通店 カイテキチョウザイヤッキョククウコウドオリテン 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１３－８ 居宅療養管理指導 089-989-7183 H27/04/01 指定 松山市

3840144848 有限会社　アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局空港通店 カイテキチョウザイヤッキョククウコウドオリテン 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１３－８ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-7183 H27/04/01 指定 松山市

3840144863 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　しののめ店 アサヒチョウザイヤッキョク　シノノメ 7900803 愛媛県松山市東雲町３番地２イーストクラウド１階 居宅療養管理指導 089-968-1760 H27/06/01 指定 松山市

3840144863 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　しののめ店 アサヒチョウザイヤッキョク　シノノメ 7900803 愛媛県松山市東雲町３番地２イーストクラウド１階 介護予防居宅療養管理指導 089-968-1760 H27/06/01 指定 松山市

3840144871 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　末広店 ハッピーヤッキョク　スエヒロテン 7900023 愛媛県松山市末広町６番地５ハッピーハートビルディング２階 居宅療養管理指導 089-933-8000 H27/06/01 指定 松山市

3840144871 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　末広店 ハッピーヤッキョク　スエヒロテン 7900023 愛媛県松山市末広町６番地５ハッピーハートビルディング２階 介護予防居宅療養管理指導 089-933-8000 H27/06/01 指定 松山市

3840144889 愛ファーマシー株式会社 ていれぎ薬局 テイレギヤッキョク 7911102 愛媛県松山市来住町１３８９番地１ 居宅療養管理指導 089-909-7133 H27/09/01 指定 松山市

3840144889 愛ファーマシー株式会社 ていれぎ薬局 テイレギヤッキョク 7911102 愛媛県松山市来住町１３８９番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-7133 H27/09/01 指定 松山市

3840144897 有限会社あおぞら薬局 スマイル薬局 スマイルヤッキョク 7900038 愛媛県松山市和泉北一丁目８番５号 居宅療養管理指導 089-987-8855 H27/10/01 指定 松山市

3840144897 有限会社あおぞら薬局 スマイル薬局 スマイルヤッキョク 7900038 愛媛県松山市和泉北一丁目８番５号 介護予防居宅療養管理指導 089-987-8855 H27/10/01 指定 松山市

3840144905 株式会社なつ薬局 なつ薬局　和泉店 ナツヤッキョク　イズミテン 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１－２号 居宅療養管理指導 H27/10/01 指定 松山市

3840144905 株式会社なつ薬局 なつ薬局　和泉店 ナツヤッキョク　イズミテン 7900941 愛媛県松山市和泉南五丁目１番２１－２号 介護予防居宅療養管理指導 H27/10/01 指定 松山市

3840144913 株式会社未来ファーマシー みらい薬局　余戸西店 ミライヤッキョク　ヨウゴニシミセ 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目１２番１７号 居宅療養管理指導 089-974-5581 H27/11/01 指定 松山市

3840144913 株式会社未来ファーマシー みらい薬局　余戸西店 ミライヤッキョク　ヨウゴニシミセ 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目１２番１７号 介護予防居宅療養管理指導 089-974-5581 H27/11/01 指定 松山市

3840144921 株式会社アインファーマシーズ アイン薬局松山平和通店 アインヤッキョクマツヤマヘイワドオリテン 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５番地２３　１階 居宅療養管理指導 089992-9251 H27/11/01 指定 松山市

3840144921 株式会社アインファーマシーズ アイン薬局松山平和通店 アインヤッキョクマツヤマヘイワドオリテン 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目５番地２３　１階 介護予防居宅療養管理指導 089992-9251 H27/11/01 指定 松山市

3840144939 有限会社あおぞら薬局 めぐみ薬局 メグミヤッキョク 7918026 愛媛県松山市山西町５９５番地　１階 居宅療養管理指導 089-989-6633 H28/01/01 指定 松山市

3840144939 有限会社あおぞら薬局 めぐみ薬局 メグミヤッキョク 7918026 愛媛県松山市山西町５９５番地　１階 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6633 H28/01/01 指定 松山市

3840144947 株式会社YOUKOU きずな薬局 キズナヤッキョク 7900011 愛媛県松山市千舟町三丁目１番地４チソクビル３階 居宅療養管理指導 089-998-6221 H28/02/01 指定 松山市

3840144947 株式会社YOUKOU きずな薬局 キズナヤッキョク 7900011 愛媛県松山市千舟町三丁目１番地４チソクビル３階 介護予防居宅療養管理指導 089-998-6221 H28/02/01 指定 松山市

3840144954 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　どうご店 アサヒチョウザイヤッキョク　ドウゴテン 7900846 愛媛県松山市道後北代３番２１号あずま屋ビル１階 居宅療養管理指導 089-917-8860 H28/03/01 指定 松山市

3840144954 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　どうご店 アサヒチョウザイヤッキョク　ドウゴテン 7900846 愛媛県松山市道後北代３番２１号あずま屋ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-917-8860 H28/03/01 指定 松山市

3840144962 株式会社あきお いずみ薬局　余戸店 イズミヤッキョク　ヨウゴテン 7900044 愛媛県松山市余戸東四丁目３番５号JA松山市余土ビル１階 居宅療養管理指導 089-971-0160 H28/04/01 指定 松山市

3840144962 株式会社あきお いずみ薬局　余戸店 イズミヤッキョク　ヨウゴテン 7900044 愛媛県松山市余戸東四丁目３番５号JA松山市余土ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-971-0160 H28/04/01 指定 松山市
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3840144970 ＤＩサポート株式会社 ひだまり調剤薬局　本店 ヒダマリチョウザイヤッキョク　ホンテン 7900823 愛媛県松山市清水町三丁目１５５番地６　１階 居宅療養管理指導 089-995-8845 H28/04/01 指定 松山市

3840144970 ＤＩサポート株式会社 ひだまり調剤薬局　本店 ヒダマリチョウザイヤッキョク　ホンテン 7900823 愛媛県松山市清水町三丁目１５５番地６　１階 介護予防居宅療養管理指導 089-995-8845 H28/04/01 指定 松山市

3840144988 有限会社エナフィー ファミリー薬局　木屋町店 ファミリーヤッキョク　キヤチョウテン 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１２番地９ 居宅療養管理指導 089-926-3344 H28/04/01 指定 松山市

3840144988 有限会社エナフィー ファミリー薬局　木屋町店 ファミリーヤッキョク　キヤチョウテン 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１２番地９ 介護予防居宅療養管理指導 089-926-3344 H28/04/01 指定 松山市

3840144996 有限会社あおぞら薬局 のぞみ薬局 ノゾミヤッキョク 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地９ 居宅療養管理指導 089-909-9320 H28/04/01 指定 松山市

3840144996 有限会社あおぞら薬局 のぞみ薬局 ノゾミヤッキョク 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目４番地９ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-9320 H28/04/01 指定 松山市

3840145001 有限会社　テイク・ディスペンサリー テイクどいだ薬局 テイクドイダヤッキョク 7900056 愛媛県松山市土居田町３１０番地７ 居宅療養管理指導 089-989-7902 H28/05/01 指定 松山市

3840145001 有限会社　テイク・ディスペンサリー テイクどいだ薬局 テイクドイダヤッキョク 7900056 愛媛県松山市土居田町３１０番地７ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-7902 H28/05/01 指定 松山市

3840145019 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　空港通店 ハッピーヤッキョク　クウコウドオリテン 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号空港通４丁目ビル１階 居宅療養管理指導 089-994-8107 H28/05/01 指定 松山市

3840145019 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　空港通店 ハッピーヤッキョク　クウコウドオリテン 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番２号空港通４丁目ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-994-8107 H28/05/01 指定 松山市

3840145027 有限会社　こうのみ薬局 こうのみ薬局木屋町店 コウノミヤッキョクキヤチョウテン 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 居宅療養管理指導 089-923-0224 H28/05/01 指定 松山市

3840145027 有限会社　こうのみ薬局 こうのみ薬局木屋町店 コウノミヤッキョクキヤチョウテン 7900821 愛媛県松山市木屋町三丁目１１番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-923-0224 H28/05/01 指定 松山市

3840145035 イオンリテール株式会社 イオン薬局イオンスタイル松山 イオンヤッキョクイオンスタイルマツヤマ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山　１階 居宅療養管理指導 089-918-0014 H28/06/02 指定 松山市

3840145035 イオンリテール株式会社 イオン薬局イオンスタイル松山 イオンヤッキョクイオンスタイルマツヤマ 7900951 愛媛県松山市天山一丁目１３番５号イオンスタイル松山　１階 介護予防居宅療養管理指導 089-918-0014 H28/06/02 指定 松山市

3840145043 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局第二 ジョウセイチョウザイヤッキョクダイニ 7918036 愛媛県松山市高岡町８０番地３１階 居宅療養管理指導 089-974-8882 H28/08/01 指定 松山市

3840145043 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局第二 ジョウセイチョウザイヤッキョクダイニ 7918036 愛媛県松山市高岡町８０番地３１階 介護予防居宅療養管理指導 089-974-8882 H28/08/01 指定 松山市

3840145068 株式会社　もより もより調剤薬局　銀天街店 モヨリチョウザイヤッキョク　ギンテンガイテン 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目８番地１２　１階２階 居宅療養管理指導 089-968-1588 H28/09/01 指定 松山市

3840145068 株式会社　もより もより調剤薬局　銀天街店 モヨリチョウザイヤッキョク　ギンテンガイテン 7900012 愛媛県松山市湊町四丁目８番地１２　１階２階 介護予防居宅療養管理指導 089-968-1588 H28/09/01 指定 松山市

3840145076 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　味酒店 レデイヤッキョク　ミサケテン 7900065 愛媛県松山市宮西三丁目４番３０号 居宅療養管理指導 089-911-1175 H28/11/01 指定 松山市

3840145076 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　味酒店 レデイヤッキョク　ミサケテン 7900065 愛媛県松山市宮西三丁目４番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-1175 H28/11/01 指定 松山市

3840145084 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局古川店 レデイヤッキョクフルカワテン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目２５番１４号 居宅療養管理指導 089-905-3166 H28/12/01 指定 松山市

3840145084 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局古川店 レデイヤッキョクフルカワテン 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目２５番１４号 介護予防居宅療養管理指導 089-905-3166 H28/12/01 指定 松山市

3840145092 有限会社あい薬局 あい薬局西店 アイヤッキョクニシテン 7918084 愛媛県松山市石風呂町２１１９番地６７ 居宅療養管理指導 089-952-7808 H28/12/05 指定 松山市

3840145092 有限会社あい薬局 あい薬局西店 アイヤッキョクニシテン 7918084 愛媛県松山市石風呂町２１１９番地６７ 介護予防居宅療養管理指導 089-952-7808 H28/12/05 指定 松山市

3840145100 有限会社　メディケイト さくら薬局　中央店 サクラヤッキョク　チュウオウテン 7900032 愛媛県松山市土橋町１３番地１アイテクノビル１階２階 居宅療養管理指導 089-933-2245 H29/01/01 指定 松山市

3840145100 有限会社　メディケイト さくら薬局　中央店 サクラヤッキョク　チュウオウテン 7900032 愛媛県松山市土橋町１３番地１アイテクノビル１階２階 介護予防居宅療養管理指導 089-933-2245 H29/01/01 指定 松山市

3840145118 有限会社　健美 てぃーだ薬局　安城寺店 ティーダヤッキョク　アンジョウジテン 7918006 愛媛県松山市安城寺町５２２番地３ 居宅療養管理指導 089-978-6552 H29/01/01 指定 松山市

3840145118 有限会社　健美 てぃーだ薬局　安城寺店 ティーダヤッキョク　アンジョウジテン 7918006 愛媛県松山市安城寺町５２２番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-978-6552 H29/01/01 指定 松山市

3840145126 株式会社　アルティザン アルファ調剤薬局済生会前 アルファチョウザイヤッキョクサイセイカイマエ 7918026 愛媛県松山市山西町８７９番地１０ 居宅療養管理指導 089-967-6100 H29/02/01 指定 松山市

3840145126 株式会社　アルティザン アルファ調剤薬局済生会前 アルファチョウザイヤッキョクサイセイカイマエ 7918026 愛媛県松山市山西町８７９番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-967-6100 H29/02/01 指定 松山市

3840145134 株式会社　西日本ファーマシー アイン薬局　山西店 アインヤッキョク　ヤマニシテン 7918026 愛媛県松山市山西町８９０番地 居宅療養管理指導 089-909-8885 H29/02/01 指定 松山市

3840145134 株式会社　西日本ファーマシー アイン薬局　山西店 アインヤッキョク　ヤマニシテン 7918026 愛媛県松山市山西町８９０番地 介護予防居宅療養管理指導 089-909-8885 H29/02/01 指定 松山市

3840145142 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽ薬局　山西店 タンポポヤッキョク　ヤマニシテン 7918026 愛媛県松山市山西町８９１番地　１階 居宅療養管理指導 089-953-6661 H29/02/01 指定 松山市

3840145142 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽ薬局　山西店 タンポポヤッキョク　ヤマニシテン 7918026 愛媛県松山市山西町８９１番地　１階 介護予防居宅療養管理指導 089-953-6661 H29/02/01 指定 松山市

3840145159 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　和気店 レデイヤッキョク　ワケテン 7992656 愛媛県松山市和気町一丁目６３７番地１ 居宅療養管理指導 089-960-4515 H29/04/01 指定 松山市

3840145159 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　和気店 レデイヤッキョク　ワケテン 7992656 愛媛県松山市和気町一丁目６３７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-4515 H29/04/01 指定 松山市

3840145175 有限会社エヌ・エスコーポレーション アイリス薬局南江戸店 アイリスヤッキョクミナミエドテン 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目３番３６号メゾンハイツ西山１階 居宅療養管理指導 089-909-3450 H29/07/01 指定 松山市

3840145175 有限会社エヌ・エスコーポレーション アイリス薬局南江戸店 アイリスヤッキョクミナミエドテン 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目３番３６号メゾンハイツ西山１階 介護予防居宅療養管理指導 089-909-3450 H29/07/01 指定 松山市

3840145183 株式会社エンゼル エンゼル薬局　はなみずき店 エンゼルヤッキョク　ハナミズキテン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目４番１３号 居宅療養管理指導 089-909-3290 H29/08/01 指定 松山市

3840145183 株式会社エンゼル エンゼル薬局　はなみずき店 エンゼルヤッキョク　ハナミズキテン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目４番１３号 介護予防居宅療養管理指導 089-909-3290 H29/08/01 指定 松山市

3840145191 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　余戸店 レデイヤッキョク　ヨウゴテン 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目９番１０号 居宅療養管理指導 089-968-6870 H29/08/16 指定 松山市

3840145191 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　余戸店 レデイヤッキョク　ヨウゴテン 7900045 愛媛県松山市余戸中四丁目９番１０号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-6870 H29/08/16 指定 松山市
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3840145217 有限会社　あい薬局 あい薬局三津店 アイヤッキョクミツテン 7918083 愛媛県松山市新浜町１番３号 居宅療養管理指導 089-953-3930 H29/10/01 指定 松山市

3840145217 有限会社　あい薬局 あい薬局三津店 アイヤッキョクミツテン 7918083 愛媛県松山市新浜町１番３号 介護予防居宅療養管理指導 089-953-3930 H29/10/01 指定 松山市

3840145225 はる調剤　株式会社 はる薬局 ハルヤッキョク 7911114 愛媛県松山市井門町４５９番地４ 居宅療養管理指導 089-969-7212 H29/10/01 指定 松山市

3840145225 はる調剤　株式会社 はる薬局 ハルヤッキョク 7911114 愛媛県松山市井門町４５９番地４ 介護予防居宅療養管理指導 089-969-7212 H29/10/01 指定 松山市

3840145233 有限会社　重長薬局 薬局　ポイントタウン ヤッキョク　ポイントタウン 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地４　重長ビル１階 居宅療養管理指導 089-987-7745 H29/10/01 指定 松山市

3840145233 有限会社　重長薬局 薬局　ポイントタウン ヤッキョク　ポイントタウン 7900012 愛媛県松山市湊町六丁目２番地４　重長ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-987-7745 H29/10/01 指定 松山市

3840145241 株式会社　和の社 なごみ薬局 ナゴミヤッキョク 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地２ 居宅療養管理指導 089-995-8070 H29/11/03 指定 松山市

3840145241 株式会社　和の社 なごみ薬局 ナゴミヤッキョク 7918056 愛媛県松山市別府町４４２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-995-8070 H29/11/03 指定 松山市

3840145258 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　天山店 レデイヤッキョク　アマヤマテン 7900951 愛媛県松山市天山三丁目１５番１７号 居宅療養管理指導 089-915-0622 H29/11/16 指定 松山市

3840145258 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　天山店 レデイヤッキョク　アマヤマテン 7900951 愛媛県松山市天山三丁目１５番１７号 介護予防居宅療養管理指導 089-915-0622 H29/11/16 指定 松山市

3840145266 株式会社クローバー クローバー薬局北条店 クローバーヤッキョクホウジョウテン 7992430 愛媛県松山市北条辻２０番地５ 居宅療養管理指導 089-993-0003 H30/01/01 指定 松山市

3840145266 株式会社クローバー クローバー薬局北条店 クローバーヤッキョクホウジョウテン 7992430 愛媛県松山市北条辻２０番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-0003 H30/01/01 指定 松山市

3840145274 有限会社　蝶野 三番町ＳＡＫＵＲＡ薬局 サンバンチョウＳＡＫＵＲＡヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル２階 居宅療養管理指導 089-913-2277 H30/01/01 指定 松山市

3840145274 有限会社　蝶野 三番町ＳＡＫＵＲＡ薬局 サンバンチョウＳＡＫＵＲＡヤッキョク 7900003 愛媛県松山市三番町一丁目７番地４ＶＴビル２階 介護予防居宅療養管理指導 089-913-2277 H30/01/01 指定 松山市

3840145282 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　問屋町店 レデイヤッキョク　トイヤチョウテン 7918018 愛媛県松山市問屋町２番４号 居宅療養管理指導 089-911-2135 H30/01/16 指定 松山市

3840145282 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　問屋町店 レデイヤッキョク　トイヤチョウテン 7918018 愛媛県松山市問屋町２番４号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-2135 H30/01/16 指定 松山市

3840145290 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　道後石手店 レデイヤッキョク　ドウゴイシテテン 7900901 愛媛県松山市新石手１０１番地１ 居宅療養管理指導 089-914-5165 H30/04/16 指定 松山市

3840145290 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　道後石手店 レデイヤッキョク　ドウゴイシテテン 7900901 愛媛県松山市新石手１０１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-914-5165 H30/04/16 指定 松山市

3840145308 マルニ調剤薬局　有限会社 マルニ薬局　平井店 マルニヤッキョク　ヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町２６１７番地 居宅療養管理指導 089-909-5515 H30/05/01 指定 松山市

3840145308 マルニ調剤薬局　有限会社 マルニ薬局　平井店 マルニヤッキョク　ヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町２６１７番地 介護予防居宅療養管理指導 089-909-5515 H30/05/01 指定 松山市

3840145316 株式会社　ジン ふるみつ薬局 フルミツヤッキョク 7918067 愛媛県松山市古三津５丁目４番３１号 居宅療養管理指導 089-909-8620 H30/05/01 指定 松山市

3840145316 株式会社　ジン ふるみつ薬局 フルミツヤッキョク 7918067 愛媛県松山市古三津５丁目４番３１号 介護予防居宅療養管理指導 089-909-8620 H30/05/01 指定 松山市

3840145332 株式会社ＧＬ　Ｐｈａｒｍａ＆Ｔｅｃｈ りんご薬局 リンゴヤッキョク 居宅療養管理指導 H30/08/01 指定 松山市

3840145332 株式会社ＧＬ　Ｐｈａｒｍａ＆Ｔｅｃｈ りんご薬局 リンゴヤッキョク 介護予防居宅療養管理指導 H30/08/01 指定 松山市

3840145340 有限会社　愛光薬局 愛光薬局 アイコウヤッキョク 7900064 愛媛県松山市愛光町１番８号馬喰田店舗１階西側 居宅療養管理指導 089-926-7003 H30/10/01 指定 松山市

3840145340 有限会社　愛光薬局 愛光薬局 アイコウヤッキョク 7900064 愛媛県松山市愛光町１番８号馬喰田店舗１階西側 介護予防居宅療養管理指導 089-926-7003 H30/10/01 指定 松山市

3840145357 総合メディカル株式会社 キッズ薬局山越店 キッズヤッキョクヤマゴテン 7918013 愛媛県松山市山越二丁目１番３１号 居宅療養管理指導 089-926-8899 H30/10/01 指定 松山市

3840145357 総合メディカル株式会社 キッズ薬局山越店 キッズヤッキョクヤマゴテン 7918013 愛媛県松山市山越二丁目１番３１号 介護予防居宅療養管理指導 089-926-8899 H30/10/01 指定 松山市

3840145365 株式会社ウイング薬局 ウイング薬局 ウイングヤッキョク 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目３番１４号 居宅療養管理指導 089-968-2035 H30/12/01 指定 松山市

3840145365 株式会社ウイング薬局 ウイング薬局 ウイングヤッキョク 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目３番１４号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-2035 H30/12/01 指定 松山市

3840145373 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　別府店 レデイヤッキョク　ベップテン 7918056 愛媛県松山市別府町４０６番地１ 居宅療養管理指導 089-967-8160 H31/02/18 指定 松山市

3840145373 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　別府店 レデイヤッキョク　ベップテン 7918056 愛媛県松山市別府町４０６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-967-8160 H31/02/18 指定 松山市

3840145381 株式会社Ｙｕｋｉ＆ｃｏ ゆき薬局 ユキヤッキョク 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目４番地１１階 居宅療養管理指導 089-921-4193 H31/04/01 指定 松山市

3840145381 株式会社Ｙｕｋｉ＆ｃｏ ゆき薬局 ユキヤッキョク 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目４番地１１階 介護予防居宅療養管理指導 089-921-4193 H31/04/01 指定 松山市

3840145399 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　東野店 ハッピーヤッキョク　ヒガシノテン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目２番１７号Ｋ－１５ビル 居宅療養管理指導 999-999-9999 H31/04/29 指定 松山市

3840145399 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　東野店 ハッピーヤッキョク　ヒガシノテン 7900903 愛媛県松山市東野２丁目２番１７号Ｋ－１５ビル 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H31/04/29 指定 松山市

3840145407 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　余戸西店 ハッピーヤッキョク　ヨウゴニシテン 7900046 愛媛県松山市余戸西３丁目１０番２０号 居宅療養管理指導 089-972-8555 H31/04/22 指定 松山市

3840145407 株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局　余戸西店 ハッピーヤッキョク　ヨウゴニシテン 7900046 愛媛県松山市余戸西３丁目１０番２０号 介護予防居宅療養管理指導 089-972-8555 H31/04/22 指定 松山市

3840145423 株式会社ＹＯＵＫＯＵ きずな薬局桑原店 キズナヤッキョククワバラテン 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２番２６号 居宅療養管理指導 089-993-5220 R01/06/01 指定 松山市

3840145423 株式会社ＹＯＵＫＯＵ きずな薬局桑原店 キズナヤッキョククワバラテン 7900911 愛媛県松山市桑原２丁目２番２６号 介護予防居宅療養管理指導 089-993-5220 R01/06/01 指定 松山市

3840145431 有限会社アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局　新玉店 カイテキチョウザイヤッキョク　アラタマテン 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 居宅療養管理指導 089-993-7075 R01/06/01 指定 松山市

3840145431 有限会社アメニティ・ライフ・エイド かいてき調剤薬局　新玉店 カイテキチョウザイヤッキョク　アラタマテン 7900011 愛媛県松山市千舟町八丁目６７番地１６ 介護予防居宅療養管理指導 089-993-7075 R01/06/01 指定 松山市
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3840145449 有限会社コスモフィールド コスモ薬局　立花店 コスモヤッキョク　タチバナテン 7900966 愛媛県松山市立花三丁目１０番１９号 居宅療養管理指導 089-997-7676 R01/07/01 指定 松山市

3840145449 有限会社コスモフィールド コスモ薬局　立花店 コスモヤッキョク　タチバナテン 7900966 愛媛県松山市立花三丁目１０番１９号 介護予防居宅療養管理指導 089-997-7676 R01/07/01 指定 松山市

3840145456 有限会社みどり調剤薬局 有限会社みどり調剤薬局　道後店 ユウゲンガイシャミドリチョウザイヤッキョク　ドウゴテン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚乙７番地１МＡＣビル１階 居宅療養管理指導 089-948-8581 R01/07/01 指定 松山市

3840145456 有限会社みどり調剤薬局 有限会社みどり調剤薬局　道後店 ユウゲンガイシャミドリチョウザイヤッキョク　ドウゴテン 7900858 愛媛県松山市道後姫塚乙７番地１МＡＣビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8581 R01/07/01 指定 松山市

3840145464 株式会社アイネ あすなろ薬局　持田店 アスナロヤッキョク　モチダテン 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号ＴＭＣビル１階 居宅療養管理指導 089-961-1341 R01/12/01 指定 松山市

3840145464 株式会社アイネ あすなろ薬局　持田店 アスナロヤッキョク　モチダテン 7900863 愛媛県松山市此花町７番３３号ＴＭＣビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1341 R01/12/01 指定 松山市

3840145472 株式会社大屋 マック久米調剤薬局 マッククメチョウザイヤッキョク 7911102 愛媛県松山市来住町１４４８番地１ 居宅療養管理指導 089-958-7711 R02/01/20 指定 松山市

3840145472 株式会社大屋 マック久米調剤薬局 マッククメチョウザイヤッキョク 7911102 愛媛県松山市来住町１４４８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-958-7711 R02/01/20 指定 松山市

3840145480 株式会社大屋 マック山越調剤薬局 マックヤマゴエチョウザイヤッキョク 7918013 愛媛県松山市山越６丁目７番３８号 居宅療養管理指導 089-989-3374 R02/04/01 指定 松山市

3840145480 株式会社大屋 マック山越調剤薬局 マックヤマゴエチョウザイヤッキョク 7918013 愛媛県松山市山越６丁目７番３８号 介護予防居宅療養管理指導 089-989-3374 R02/04/01 指定 松山市

3840145498 株式会社レディ薬局 レディ薬局藤原店 レディヤッキョクフジワラテン 7900021 愛媛県松山市真砂町１１４番地１ 居宅療養管理指導 089-933-8250 R02/05/01 指定 松山市

3840145498 株式会社レディ薬局 レディ薬局藤原店 レディヤッキョクフジワラテン 7900021 愛媛県松山市真砂町１１４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-933-8250 R02/05/01 指定 松山市

3840145506 株式会社メディカルスタンダード みゆき薬局 ミユキヤッキョク 7918013 愛媛県松山市山越三丁目５番２６号 居宅療養管理指導 089-911-0984 R02/10/01 指定 松山市

3840145506 株式会社メディカルスタンダード みゆき薬局 ミユキヤッキョク 7918013 愛媛県松山市山越三丁目５番２６号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-0984 R02/10/01 指定 松山市

3840145514 株式会社大屋 マック古川調剤薬局 マックフルカワチョウザイヤッキョク 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目８番３５号 居宅療養管理指導 089-957-6335 R02/10/01 指定 松山市

3840145514 株式会社大屋 マック古川調剤薬局 マックフルカワチョウザイヤッキョク 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目８番３５号 介護予防居宅療養管理指導 089-957-6335 R02/10/01 指定 松山市

3840145522 有限会社城西調剤薬局 城西調剤薬局道後店 ジョウセイチョウザイヤッキョクドウゴテン 7900843 愛媛県松山市道後町一丁目８番３０号 居宅療養管理指導 089-968-1012 R02/11/01 指定 松山市

3840145522 有限会社城西調剤薬局 城西調剤薬局道後店 ジョウセイチョウザイヤッキョクドウゴテン 7900843 愛媛県松山市道後町一丁目８番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-968-1012 R02/11/01 指定 松山市

3840145530 有限会社若葉調剤 わかば薬局　本町店 ワカバヤッキョク　ホンマチテン 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１１ 居宅療養管理指導 089-994-6214 R02/12/01 指定 松山市

3840145530 有限会社若葉調剤 わかば薬局　本町店 ワカバヤッキョク　ホンマチテン 7900811 愛媛県松山市本町四丁目５番地１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-6214 R02/12/01 指定 松山市

3840145548 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　道後樋又店 レデイヤッキョク　ドウゴヒマタテン 7900825 愛媛県松山市道後樋又９番１３号 居宅療養管理指導 089-911-5900 R03/01/16 指定 松山市

3840145548 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　道後樋又店 レデイヤッキョク　ドウゴヒマタテン 7900825 愛媛県松山市道後樋又９番１３号 介護予防居宅療養管理指導 089-911-5900 R03/01/16 指定 松山市

3840145555 株式会社あおい あおい薬局 アオイヤッキョク 7900005 愛媛県松山市花園町４番地１１吉田ビル１階 居宅療養管理指導 089-909-5220 R03/01/01 指定 松山市

3840145555 株式会社あおい あおい薬局 アオイヤッキョク 7900005 愛媛県松山市花園町４番地１１吉田ビル１階 介護予防居宅療養管理指導 089-909-5220 R03/01/01 指定 松山市

3840145563 株式会社みさけ調剤薬局 みさけ調剤薬局 ミサケチョウザイヤッキョク 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９番地１１ 居宅療養管理指導 089-968-2502 R03/02/01 指定 松山市

3840145563 株式会社みさけ調剤薬局 みさけ調剤薬局 ミサケチョウザイヤッキョク 7900814 愛媛県松山市味酒町二丁目９番地１１ 介護予防居宅療養管理指導 089-968-2502 R03/02/01 指定 松山市

3840145571 株式会社Ｋファーマシー かいてき調剤薬局小坂店 カイテキチョウザイヤッキョクコサカテン 7900962 愛媛県松山市枝松六丁目１２番１１号今井マンション１階１号室 居宅療養管理指導 089-961-1702 R03/03/01 指定 松山市

3840145571 株式会社Ｋファーマシー かいてき調剤薬局小坂店 カイテキチョウザイヤッキョクコサカテン 7900962 愛媛県松山市枝松六丁目１２番１１号今井マンション１階１号室 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1702 R03/03/01 指定 松山市

3840145589 株式会社大屋 マック畑寺調剤薬局 マックハタデラチョウザイヤッキョク 7900913 愛媛県松山市畑寺四丁目１３番１９号 居宅療養管理指導 089-976-7505 R03/03/01 指定 松山市

3840145589 株式会社大屋 マック畑寺調剤薬局 マックハタデラチョウザイヤッキョク 7900913 愛媛県松山市畑寺四丁目１３番１９号 介護予防居宅療養管理指導 089-976-7505 R03/03/01 指定 松山市

3840145597 有限会社コスモフィールド コスモ薬局小坂店 コスモヤッキョクコサカテン 7900963 愛媛県松山市小坂四丁目７番１５号１階 居宅療養管理指導 089-909-8201 R03/04/01 指定 松山市

3840145597 有限会社コスモフィールド コスモ薬局小坂店 コスモヤッキョクコサカテン 7900963 愛媛県松山市小坂四丁目７番１５号１階 介護予防居宅療養管理指導 089-909-8201 R03/04/01 指定 松山市

3840145605 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　椿店 レデイヤッキョク　ツバキテン 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目８番３０号 居宅療養管理指導 089-958-1210 R03/04/01 指定 松山市

3840145605 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　椿店 レデイヤッキョク　ツバキテン 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目８番３０号 介護予防居宅療養管理指導 089-958-1210 R03/04/01 指定 松山市

3840145613 愛ファーマシー株式会社 松山中央薬局 マツヤマチュウオウヤッキョク 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２３０番地１ 居宅療養管理指導 089-989-6336 R03/04/01 指定 松山市

3840145613 愛ファーマシー株式会社 松山中央薬局 マツヤマチュウオウヤッキョク 7918016 愛媛県松山市久万ノ台２３０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-6336 R03/04/01 指定 松山市

3840145621 有限会社エヌ・エスコーポレーション アイリス薬局たるみ店 アイリスヤッキョクタルミテン 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番３３－２号 居宅療養管理指導 089-913-8711 R03/05/01 指定 松山市

3840145621 有限会社エヌ・エスコーポレーション アイリス薬局たるみ店 アイリスヤッキョクタルミテン 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目８番３３－２号 介護予防居宅療養管理指導 089-913-8711 R03/05/01 指定 松山市

3841140118 ＊ おぐに調剤薬局北条 オグニチョウザイヤッキョクホウジョウ 7992430 愛媛県松山市北条辻８２５－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3841140118 ＊ おぐに調剤薬局北条 オグニチョウザイヤッキョクホウジョウ 7992430 愛媛県松山市北条辻８２５－６ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3841140134 ＊ おかべ薬局 オカベヤッキヨク 7992432 愛媛県松山市土手内９６ー８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3841140134 ＊ おかべ薬局 オカベヤッキヨク 7992432 愛媛県松山市土手内９６ー８ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-0631 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3841140142 有限会社  ゆかわ薬局 有限会社ゆかわ薬局 ユウゲンガイシャユカワヤッキョク 7992461 愛媛県松山市鹿峰字角田１８８－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3841140142 有限会社  ゆかわ薬局 有限会社ゆかわ薬局 ユウゲンガイシャユカワヤッキョク 7992461 愛媛県松山市鹿峰字角田１８８－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-994-1266 H18/04/01 指定 松山市

3841140159 ＊ 辻町薬局 ツジマチヤッキョク 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 松山市

3841140159 ＊ 辻町薬局 ツジマチヤッキョク 7992430 愛媛県松山市北条辻１３７６ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 松山市

3850180013 医療法人博愛会 介護老人保健施設　しらさぎ苑 カイゴロウジンホケンシセツ　シラサギエン 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 訪問リハビリテーション 089-951-0750 H15/07/01 指定 松山市

3850180013 医療法人博愛会 介護老人保健施設　しらさぎ苑 カイゴロウジンホケンシセツ　シラサギエン 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-0750 H28/11/01 指定 松山市

3850180047 医療法人　仁勇会 介護老人保健施設　合歓の木　訪問リハビリテーション カイゴロウジンホケンシセツ　ネムノキ　ホウモンリハビリテーション 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目５番５号 訪問リハビリテーション 089-953-6000 R02/08/01 指定 松山市

3850180047 医療法人　仁勇会 介護老人保健施設　合歓の木 カイゴロウジンホケンシセツ　ネムノキ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目５番５号 通所リハビリテーション 089-953-6000 H23/07/01 指定 松山市

3850180047 医療法人　仁勇会 介護老人保健施設　合歓の木 カイゴロウジンホケンシセツ　ネムノキ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目５番５号 短期入所療養介護 089-953-6000 H23/07/01 指定 松山市

3850180047 医療法人　仁勇会 介護老人保健施設　合歓の木 カイゴロウジンホケンシセツ　ネムノキ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目５番５号 介護老人保健施設 089-953-6000 H23/07/01 指定 松山市

3850180047 医療法人　仁勇会 介護老人保健施設　合歓の木　訪問リハビリテーション カイゴロウジンホケンシセツ　ネムノキ　ホウモンリハビリテーション 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目５番５号 介護予防訪問リハビリテーション 089-953-6000 R02/08/01 指定 松山市

3850180047 医療法人　仁勇会 介護老人保健施設　合歓の木 カイゴロウジンホケンシセツ　ネムノキ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目５番５号 介護予防通所リハビリテーション 089-953-6000 H23/07/01 指定 松山市

3850180047 医療法人　仁勇会 介護老人保健施設　合歓の木 カイゴロウジンホケンシセツ　ネムノキ 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目５番５号 介護予防短期入所療養介護 089-953-6000 H23/07/01 指定 松山市

3850180054 医療法人　慈孝会 老人保健施設　福角の里　サテライト粟井 ロウジンホケンシセツ　フクズミノサト　サテライトアワイ 7992468 愛媛県松山市小川２１７番地１ 短期入所療養介護 089-994-8878 H26/12/17 指定 松山市

3850180054 医療法人　慈孝会 老人保健施設　福角の里　サテライト粟井 ロウジンホケンシセツ　フクズミノサト　サテライトアワイ 7992468 愛媛県松山市小川２１７番地１ 介護老人保健施設 089-994-8878 H26/12/17 指定 松山市

3850180054 医療法人　慈孝会 老人保健施設　福角の里　サテライト粟井 ロウジンホケンシセツ　フクズミノサト　サテライトアワイ 7992468 愛媛県松山市小川２１７番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-994-8878 H26/12/17 指定 松山市

3857780005 医療法人  博愛会 介護老人保健施設しらさぎ苑 カイゴロウジンホケンシセツシラサギエン 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 通所リハビリテーション 089-951-0750 H12/04/01 指定 松山市

3857780005 医療法人  博愛会 介護老人保健施設しらさぎ苑 カイゴロウジンホケンシセツシラサギエン 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 短期入所療養介護 089-951-0750 H12/04/01 指定 松山市

3857780005 医療法人  博愛会 介護老人保健施設しらさぎ苑 カイゴロウジンホケンシセツシラサギエン 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 介護老人保健施設 089-951-0750 H12/04/01 指定 松山市

3857780005 医療法人  博愛会 介護老人保健施設しらさぎ苑 カイゴロウジンホケンシセツシラサギエン 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 介護予防通所リハビリテーション 089-951-0750 H18/04/01 指定 松山市

3857780005 医療法人  博愛会 介護老人保健施設しらさぎ苑 カイゴロウジンホケンシセツシラサギエン 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 介護予防短期入所療養介護 089-951-0750 H18/04/01 指定 松山市

3857780013 社会福祉法人  白寿会 老人保健施設れんげ荘 ロウジンホケンシセツレンゲソウ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目１１番３０号 通所リハビリテーション 089-956-7555 H12/04/01 指定 松山市

3857780013 社会福祉法人  白寿会 老人保健施設れんげ荘 ロウジンホケンシセツレンゲソウ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目１１番３０号 短期入所療養介護 089-956-7555 H12/04/01 指定 松山市

3857780013 社会福祉法人  白寿会 老人保健施設れんげ荘 ロウジンホケンシセツレンゲソウ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目１１番３０号 介護老人保健施設 089-956-7555 H12/04/01 指定 松山市

3857780013 社会福祉法人  白寿会 老人保健施設れんげ荘 ロウジンホケンシセツレンゲソウ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目１１番３０号 介護予防通所リハビリテーション 089-956-7555 H18/04/01 指定 松山市

3857780013 社会福祉法人  白寿会 老人保健施設れんげ荘 ロウジンホケンシセツレンゲソウ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目１１番３０号 介護予防短期入所療養介護 089-956-7555 H18/04/01 指定 松山市

3857780062 医療法人  慈孝会 老人保健施設福角の里 ロウジンホケンシセツフクズミノサト 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 通所リハビリテーション 089-978-5258 H12/04/01 指定 松山市

3857780062 医療法人  慈孝会 老人保健施設福角の里 ロウジンホケンシセツフクズミノサト 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 短期入所療養介護 089-978-5258 H12/04/01 指定 松山市

3857780062 医療法人  慈孝会 老人保健施設福角の里 ロウジンホケンシセツフクズミノサト 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 介護老人保健施設 089-978-5258 H12/04/01 指定 松山市

3857780062 医療法人  慈孝会 老人保健施設福角の里 ロウジンホケンシセツフクズミノサト 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-978-5258 H18/04/01 指定 松山市

3857780062 医療法人  慈孝会 老人保健施設福角の里 ロウジンホケンシセツフクズミノサト 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-978-5258 H18/04/01 指定 松山市

3857780104 社会福祉法人  愛寿会 老人保健施設あいじゅ ロウジンホケンシセツアイジュ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 通所リハビリテーション 089-948-8223 H12/04/01 指定 松山市

3857780104 社会福祉法人  愛寿会 老人保健施設あいじゅ ロウジンホケンシセツアイジュ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 短期入所療養介護 089-948-8222 H12/04/01 指定 松山市

3857780104 社会福祉法人  愛寿会 老人保健施設あいじゅ ロウジンホケンシセツアイジュ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 介護老人保健施設 089-948-8222 H12/04/01 指定 松山市

3857780104 社会福祉法人  愛寿会 老人保健施設あいじゅ ロウジンホケンシセツアイジュ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-948-8223 H18/04/01 指定 松山市

3857780104 社会福祉法人  愛寿会 老人保健施設あいじゅ ロウジンホケンシセツアイジュ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-948-8222 H18/04/01 指定 松山市

3857780112 医療法人  聖愛会 老人保健施設道後ベテルホーム ロウジンホケンシセツドウゴベテルホーム 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２７７番地 通所リハビリテーション 089-927-2000 H12/04/01 指定 松山市

3857780112 医療法人  聖愛会 老人保健施設道後ベテルホーム ロウジンホケンシセツドウゴベテルホーム 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２７７番地 短期入所療養介護 089-927-2000 H12/04/01 指定 松山市

3857780112 医療法人  聖愛会 老人保健施設道後ベテルホーム ロウジンホケンシセツドウゴベテルホーム 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２７７番地 介護老人保健施設 089-927-2000 H12/04/01 指定 松山市

3857780112 医療法人  聖愛会 老人保健施設道後ベテルホーム ロウジンホケンシセツドウゴベテルホーム 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２７７番地 介護予防通所リハビリテーション 089-927-2000 H18/04/01 指定 松山市

3857780112 医療法人  聖愛会 老人保健施設道後ベテルホーム ロウジンホケンシセツドウゴベテルホーム 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２７７番地 介護予防短期入所療養介護 089-927-2000 H18/04/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町９９７番地１ 訪問介護 089-951-1106 H12/03/02 指定 松山市
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3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８４１番地１ 訪問リハビリテーション 089-951-6600 H26/07/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８４１－１ 通所リハビリテーション 089-951-6600 H12/04/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０番地２ 短期入所療養介護 089-951-6600 H12/04/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０番地２ 介護老人保健施設 089-951-6600 H12/04/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８４１番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-951-6600 H26/07/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８４１－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-951-6600 H18/04/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８８０番地２ 介護予防短期入所療養介護 089-951-6600 H18/04/01 指定 松山市

3857780138 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑 サイセイカイマツヤマロウジンホケンシセツニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町９９７番地１ 訪問型サービス（独自） 089-951-1106 H30/04/01 指定 松山市

3857780153 医療法人財団  慈強会 介護老人保健施設高井の里 カイゴロウジンホケンシセツタカイノサト 7911111 愛媛県松山市高井町１２０３番地 通所リハビリテーション 089-975-7761 H12/04/01 指定 松山市

3857780153 医療法人財団  慈強会 介護老人保健施設高井の里 カイゴロウジンホケンシセツタカイノサト 7911111 愛媛県松山市高井町１２０３番地 短期入所療養介護 089-975-7761 H12/04/01 指定 松山市

3857780153 医療法人財団  慈強会 介護老人保健施設高井の里 カイゴロウジンホケンシセツタカイノサト 7911111 愛媛県松山市高井町１２０３番地 介護老人保健施設 089-975-7761 H12/04/01 指定 松山市

3857780153 医療法人財団  慈強会 介護老人保健施設高井の里 カイゴロウジンホケンシセツタカイノサト 7911111 愛媛県松山市高井町１２０３番地 介護予防通所リハビリテーション 089-975-7761 H18/04/01 指定 松山市

3857780153 医療法人財団  慈強会 介護老人保健施設高井の里 カイゴロウジンホケンシセツタカイノサト 7911111 愛媛県松山市高井町１２０３番地 介護予防短期入所療養介護 089-975-7761 H18/04/01 指定 松山市

3857780203 医療法人  清和会 介護老人保健施設海辺の郷 カイゴロウジンホケンシセツウミベノサト 7992434 愛媛県松山市柳原７３９番地 通所リハビリテーション 089-992-5050 H12/04/01 指定 松山市

3857780203 医療法人  清和会 介護老人保健施設海辺の郷 カイゴロウジンホケンシセツウミベノサト 7992434 愛媛県松山市柳原７３９番地 短期入所療養介護 089-992-5050 H12/04/01 指定 松山市

3857780203 医療法人  清和会 介護老人保健施設海辺の郷 カイゴロウジンホケンシセツウミベノサト 7992434 愛媛県松山市柳原７３９番地 介護老人保健施設 089-992-5050 H12/04/01 指定 松山市

3857780203 医療法人  清和会 介護老人保健施設海辺の郷 カイゴロウジンホケンシセツウミベノサト 7992434 愛媛県松山市柳原７３９番地 介護予防通所リハビリテーション 089-992-5050 H18/04/01 指定 松山市

3857780203 医療法人  清和会 介護老人保健施設海辺の郷 カイゴロウジンホケンシセツウミベノサト 7992434 愛媛県松山市柳原７３９番地 介護予防短期入所療養介護 089-992-5050 H18/04/01 指定 松山市

3857780211 医療法人  友朋会 老人保健施設りつりん館 ロウジンホケンシセツリツリンカン 7900913 愛媛県松山市畑寺町丙１２番地１０ 通所リハビリテーション 089-931-3322 H12/04/01 指定 松山市

3857780211 医療法人  友朋会 老人保健施設りつりん館 ロウジンホケンシセツリツリンカン 7900913 愛媛県松山市畑寺町丙１２番地１０ 短期入所療養介護 089-931-3322 H12/04/01 指定 松山市

3857780211 医療法人  友朋会 老人保健施設りつりん館 ロウジンホケンシセツリツリンカン 7900913 愛媛県松山市畑寺町丙１２番地１０ 介護老人保健施設 089-931-3322 H12/04/01 指定 松山市

3857780211 医療法人  友朋会 老人保健施設りつりん館 ロウジンホケンシセツリツリンカン 7900913 愛媛県松山市畑寺町丙１２番地１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-931-3322 H18/04/01 指定 松山市

3857780211 医療法人  友朋会 老人保健施設りつりん館 ロウジンホケンシセツリツリンカン 7900913 愛媛県松山市畑寺町丙１２番地１０ 介護予防短期入所療養介護 089-931-3322 H18/04/01 指定 松山市

3857780252 医療法人  ミネルワ会 老人保健施設ミネルワ ロウジンホケンシセツミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０２番地２ 通所リハビリテーション 089-972-9500 H12/04/01 指定 松山市

3857780252 医療法人  ミネルワ会 老人保健施設ミネルワ ロウジンホケンシセツミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０２番地２ 短期入所療養介護 089-972-9500 H12/04/01 指定 松山市

3857780252 医療法人  ミネルワ会 老人保健施設ミネルワ ロウジンホケンシセツミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０２番地２ 介護老人保健施設 089-972-9500 H12/04/01 指定 松山市

3857780252 医療法人  ミネルワ会 老人保健施設ミネルワ ロウジンホケンシセツミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０２番地２ 介護予防短期入所療養介護 089-972-9500 H18/04/01 指定 松山市

3857780310 医療法人  聖光会 老人保健施設たかのこ館 ロウジンホケンシセツタカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２７番地１ 通所リハビリテーション 089-975-8883 H12/04/01 指定 松山市

3857780310 医療法人  聖光会 老人保健施設たかのこ館 ロウジンホケンシセツタカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２７番地１ 短期入所療養介護 089-975-8883 H12/04/01 指定 松山市

3857780310 医療法人  聖光会 老人保健施設たかのこ館 ロウジンホケンシセツタカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２７番地１ 介護老人保健施設 089-975-8883 H12/04/01 指定 松山市

3857780310 医療法人  聖光会 老人保健施設たかのこ館 ロウジンホケンシセツタカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-975-8883 H18/04/01 指定 松山市

3857780310 医療法人  聖光会 老人保健施設たかのこ館 ロウジンホケンシセツタカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２７番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-975-8883 H18/04/01 指定 松山市

3857780583 社会福祉法人愛寿会 介護老人保健施設垣生あいじゅ カイゴロウジンホケンシセツハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町２７７番地 通所リハビリテーション 089-968-9681 H14/04/01 指定 松山市

3857780583 社会福祉法人愛寿会 介護老人保健施設垣生あいじゅ カイゴロウジンホケンシセツハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町２７７番地 短期入所療養介護 089-968-9681 H14/04/01 指定 松山市

3857780583 社会福祉法人愛寿会 介護老人保健施設垣生あいじゅ カイゴロウジンホケンシセツハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町２７７番地 介護老人保健施設 089-968-9681 H14/04/01 指定 松山市

3857780583 社会福祉法人愛寿会 介護老人保健施設垣生あいじゅ カイゴロウジンホケンシセツハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町２７７番地 介護予防通所リハビリテーション 089-968-9681 H18/04/01 指定 松山市

3857780583 社会福祉法人愛寿会 介護老人保健施設垣生あいじゅ カイゴロウジンホケンシセツハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町２７７番地 介護予防短期入所療養介護 089-968-9681 H18/04/01 指定 松山市

3857780609 医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 カイゴロウジンホケンシセツハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 通所リハビリテーション 089-905-8188 H16/01/08 指定 松山市

3857780609 医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 カイゴロウジンホケンシセツハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 短期入所生活介護 089-905-8188 H22/10/04 指定 松山市

3857780609 医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 カイゴロウジンホケンシセツハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 短期入所療養介護 089-905-8188 H16/01/08 指定 松山市

3857780609 医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 カイゴロウジンホケンシセツハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 介護老人保健施設 089-905-8188 H16/01/08 指定 松山市

3857780609 医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 カイゴロウジンホケンシセツハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 介護予防通所リハビリテーション 089-905-8188 H18/04/01 指定 松山市
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3857780609 医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 カイゴロウジンホケンシセツハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 介護予防短期入所生活介護 089-905-8188 H22/10/04 指定 松山市

3857780609 医療法人河原医院 介護老人保健施設ハピネス椿 カイゴロウジンホケンシセツハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 介護予防短期入所療養介護 089-905-8188 H18/04/01 指定 松山市

3860190002 医療法人  聖愛会 訪問看護ステーション　ベテル ホウモンカンゴステーション　ベテル 7900003 愛媛県松山市三番町三丁目４番地１２ 訪問看護 089-935-7747 H12/04/01 指定 松山市

3860190002 医療法人  聖愛会 訪問看護ステーションベテル ホウモンカンゴステーションベテル 7900003 愛媛県松山市三番町三丁目４番地１２ 介護予防訪問看護 089-935-7747 H18/04/01 指定 松山市

3860190036 医療法人財団  慈強会 東松山訪問看護ステーション ヒガシマツヤマホウモンカンゴステーション 7911116 愛媛県松山市南土居町７０番地４ 訪問看護 089-975-7425 H12/04/01 指定 松山市

3860190036 医療法人財団  慈強会 東松山訪問看護ステーション ヒガシマツヤマホウモンカンゴステーション 7911116 愛媛県松山市南土居町７０番地４ 介護予防訪問看護 089-975-7425 H18/04/01 指定 松山市

3860190093 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山訪問看護ステーション サイセイカイマツヤマホウモンカンゴステーション 7918026 愛媛県松山市山西町８４６－１ 訪問看護 089-951-1335 H12/04/01 指定 松山市

3860190093 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会松山訪問看護ステーション サイセイカイマツヤマホウモンカンゴステーション 7918026 愛媛県松山市山西町８４６－１ 介護予防訪問看護 089-951-1335 H18/04/01 指定 松山市

3860190135 公益社団法人　愛媛県看護協会 訪問看護ステーション愛媛 ホウモンカンゴステーションエヒメ 7900843 愛媛県松山市道後町２－１１－１４ 訪問看護 089-923-6536 H12/04/01 指定 松山市

3860190135 公益社団法人　愛媛県看護協会 訪問看護ステーション愛媛 ホウモンカンゴステーションエヒメ 7900843 愛媛県松山市道後町２－１１－１４ 居宅介護支援 089-923-6536 H11/12/01 指定 松山市

3860190135 公益社団法人　愛媛県看護協会 訪問看護ステーション愛媛 ホウモンカンゴステーションエヒメ 7900843 愛媛県松山市道後町２－１１－１４ 介護予防訪問看護 089-923-6536 H18/04/01 指定 松山市

3860190143 医療法人  慈孝会 訪問看護ステーション福角 ホウモンカンゴステーションフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 訪問看護 089-978-5073 H12/04/01 指定 松山市

3860190143 医療法人  慈孝会 訪問看護ステーション福角 ホウモンカンゴステーションフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 介護予防訪問看護 089-978-5073 H18/04/01 指定 松山市

3860190150 医療法人  ミネルワ会 訪問看護ステーションミネルワ ホウモンカンゴステーションミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０２－２ 訪問看護 089-972-9770 H12/04/01 指定 松山市

3860190150 医療法人  ミネルワ会 訪問看護ステーションミネルワ ホウモンカンゴステーションミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０２－２ 介護予防訪問看護 089-972-9770 H18/04/01 指定 松山市

3860190168 医療法人同仁会 訪問看護リハビリステーションあい ホウモンカンゴリハビリステーションアイ 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 訪問看護 089-989-6181 H12/04/01 指定 松山市

3860190168 医療法人同仁会 訪問看護リハビリステーションあい ホウモンカンゴリハビリステーションアイ 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番２０号 介護予防訪問看護 089-989-6181 H20/04/01 指定 松山市

3860190192 医療法人天真会 南高井訪問看護ステーション ミナミタカイホウモンカンゴステーション 7911112 愛媛県松山市南高井町３２０番地１ 訪問看護 089-976-7778 H12/04/01 指定 松山市

3860190192 医療法人天真会 南高井訪問看護ステーション ミナミタカイホウモンカンゴステーション 7911112 愛媛県松山市南高井町３２０番地１ 介護予防訪問看護 089-976-7778 H18/04/01 指定 松山市

3860190226 医療法人  聖光会 訪問看護ステーションたかのこ館 ホウモンカンゴステーションタカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２７－１ 訪問看護 089-975-7400 H12/04/01 指定 松山市

3860190226 医療法人  聖光会 訪問看護ステーションたかのこ館 ホウモンカンゴステーションタカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２７－１ 介護予防訪問看護 089-975-7400 H18/04/01 指定 松山市

3860190259 医療法人社団  慈生会 訪問看護ステーションふれあい ホウモンカンゴステーションフレアイ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１９－３６ 訪問看護 089-943-8006 H12/04/01 指定 松山市

3860190259 医療法人社団  慈生会 訪問看護ステーションふれあい ホウモンカンゴステーションフレアイ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１９－３６ 介護予防訪問看護 089-943-8006 H18/04/01 指定 松山市

3860190317 愛媛医療生活協同組合 訪問看護ステーションたんぽぽ ホウモンカンゴステーションタンポポ 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 訪問看護 089-955-7335 H12/04/01 指定 松山市

3860190317 愛媛医療生活協同組合 訪問看護ステーションたんぽぽ ホウモンカンゴステーションタンポポ 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 介護予防訪問看護 089-955-7335 H18/04/01 指定 松山市

3860190341 一般社団法人  松山市医師会 訪問看護ステーション松山市医師会 ホウモンカンゴステーションマツヤマシイシカイ 7900014 愛媛県松山市柳井町二丁目８５番地 訪問看護 089-915-7705 H12/04/01 指定 松山市

3860190341 一般社団法人  松山市医師会 訪問看護ステーション松山市医師会 ホウモンカンゴステーションマツヤマシイシカイ 7900014 愛媛県松山市柳井町二丁目８５番地 介護予防訪問看護 089-915-7705 H18/04/01 指定 松山市

3860190382 医療法人  和昌会 訪問看護ステーション『さだもと』 ホウモンカンゴステーション　サダモト 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目４番地２ 訪問看護 089-947-0102 H12/04/01 指定 松山市

3860190382 医療法人  和昌会 訪問看護ステーション『さだもと』 ホウモンカンゴステーション　サダモト 7900052 愛媛県松山市竹原町１丁目４番地２ 介護予防訪問看護 089-947-0102 H18/04/01 指定 松山市

3860190572 一般財団法人  創精会 訪問看護ステーションみさわ ホウモンカンゴステーションミサワ 7918022 愛媛県松山市美沢１－１０－３８ 訪問看護 089-925-3846 H12/04/01 指定 松山市

3860190572 一般財団法人  創精会 訪問看護ステーションみさわ ホウモンカンゴステーションミサワ 7918022 愛媛県松山市美沢１－１０－３８ 介護予防訪問看護 089-925-3846 H18/04/01 指定 松山市

3860190648 医療法人  順風会 訪問看護ステーション天山 ホウモンカンゴステーションアマヤマ 7900951 愛媛県松山市天山２丁目３番３０号 訪問看護 089-932-6699 H12/04/01 指定 松山市

3860190648 医療法人  順風会 訪問看護ステーション天山 ホウモンカンゴステーションアマヤマ 7900951 愛媛県松山市天山２丁目３番３０号 介護予防訪問看護 089-932-6699 H18/04/01 指定 松山市

3860190655 株式会社  クロス・サービス 訪問看護ステーションほのか ホウモンカンゴステーションホノカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町７－１３－２８２F 訪問看護 089-932-8101 H12/04/01 指定 松山市

3860190655 株式会社  クロス・サービス 訪問看護ステーションほのか ホウモンカンゴステーションホノカ 7900952 愛媛県松山市朝生田町７－１３－２８２F 介護予防訪問看護 089-932-8101 H18/04/01 指定 松山市

3860190739 有限会社アシストジャパン アシストジャパン訪問看護ステーション アシストジャパンホウモンカンゴステーション 7911112 愛媛県松山市南高井町1817-1 訪問看護 089-990-8620 H12/05/24 指定 松山市

3860190739 有限会社アシストジャパン アシストジャパン訪問看護ステーション アシストジャパンホウモンカンゴステーション 7911112 愛媛県松山市南高井町1817-1 介護予防訪問看護 089-990-8620 H18/04/01 指定 松山市

3860190788 松山医療生活協同組合 訪問看護ステーション「たちばな」 ホウモンカンゴステーション「タチバナ」 7900966 愛媛県松山市立花５丁目１番５３号 訪問看護 089-986-3366 H12/06/30 指定 松山市

3860190788 松山医療生活協同組合 訪問看護ステーション「たちばな」 ホウモンカンゴステーション「タチバナ」 7900966 愛媛県松山市立花５丁目１番５３号 介護予防訪問看護 089-986-3366 H18/04/01 指定 松山市

3860190911 医療法人　ゆうの森 訪問看護ステーション　コスモス ホウモンカンゴステーション　コスモス 7918056 愛媛県松山市別府町444-1 訪問看護 089-911-6333 H14/05/27 指定 松山市

3860190911 医療法人　ゆうの森 訪問看護ステーション　コスモス ホウモンカンゴステーション　コスモス 7918056 愛媛県松山市別府町444-1 介護予防訪問看護 089-911-6333 H18/04/01 指定 松山市

3860190945 株式会社愛媛リハビリ 愛媛リハビリ訪問看護ステーション エヒメリハビリホウモンカンゴステーション 7911121 愛媛県松山市中野町甲３６６番地１ 訪問看護 089-963-8271 H15/01/21 指定 松山市
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3860190945 株式会社愛媛リハビリ 愛媛リハビリ訪問看護ステーション エヒメリハビリホウモンカンゴステーション 7911121 愛媛県松山市中野町甲３６６番地１ 介護予防訪問看護 089-963-8271 H18/04/01 指定 松山市

3860191075 有限会社リハビリステーションみかん 訪問看護ステーションみかん ホウモンカンゴステーションミカン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２０６番地２ 訪問看護 089-923-8138 H18/01/17 指定 松山市

3860191075 有限会社リハビリステーションみかん 訪問看護ステーションみかん ホウモンカンゴステーションミカン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２０６番地２ 介護予防訪問看護 089-923-8138 H18/04/01 指定 松山市

3860191117 有限会社　ユアーズ・ケア ユアーズ・ケア訪問看護ステーション ユアーズ・ケアホウモンカンゴステーション 7911123 愛媛県松山市東方町甲1291番地1 訪問看護 089-960-8337 H16/04/28 指定 松山市

3860191117 有限会社　ユアーズ・ケア ユアーズ・ケア訪問看護ステーション ユアーズ・ケアホウモンカンゴステーション 7911123 愛媛県松山市東方町甲1291番地1 介護予防訪問看護 089-960-8337 H18/04/01 指定 松山市

3860191158 株式会社　リブ 指定訪問看護ステーション　リブ シテイホウモンカンゴステーション　リブ 7918017 愛媛県松山市西長戸町961番地1 訪問看護 089-923-3117 H20/04/01 指定 松山市

3860191158 株式会社　リブ 指定訪問看護ステーション　リブ シテイホウモンカンゴステーション　リブ 7918017 愛媛県松山市西長戸町961番地1 介護予防訪問看護 089-923-3117 H20/04/01 指定 松山市

3860191224 医療法人清正会 訪問看護ステーションかなで ホウモンカンゴステーションカナデ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目１３番３号 訪問看護 089-993-6666 H22/04/01 指定 松山市

3860191224 医療法人清正会 訪問看護ステーションかなで ホウモンカンゴステーションカナデ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目１３番３号 介護予防訪問看護 089-993-6666 H22/04/01 指定 松山市

3860191273 セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーション松山 セントケアホウモンカンゴステーションマツヤマ 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２０－１ 訪問看護 089-952-1015 H23/10/01 指定 松山市

3860191273 セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーション松山 セントケアホウモンカンゴステーションマツヤマ 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２０－１ 介護予防訪問看護 089-952-1015 H23/10/01 指定 松山市

3860191281 有限会社　Ｅｌｙｓｉｏｎ 訪問看護ステーション　おもや ホウモンカンゴステーション　オモヤ 7911126 愛媛県松山市大橋町３３５番地 訪問看護 089-963-8620 H24/03/01 指定 松山市

3860191281 有限会社　Ｅｌｙｓｉｏｎ 訪問看護ステーション　おもや ホウモンカンゴステーション　オモヤ 7911126 愛媛県松山市大橋町３３５番地 介護予防訪問看護 089-963-8620 H24/03/01 指定 松山市

3860191307 株式会社Ｐｏｌａｒｉｓ 訪問看護ステーションポラリス ホウモンカンゴステーションポラリス 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目６番４８号第３井上ビル１Ｆ東号室 訪問看護 089-961-1165 H24/04/20 指定 松山市

3860191307 株式会社Ｐｏｌａｒｉｓ 訪問看護ステーションポラリス ホウモンカンゴステーションポラリス 7900962 愛媛県松山市枝松５丁目６番４８号第３井上ビル１Ｆ東号室 介護予防訪問看護 089-961-1165 H24/04/20 指定 松山市

3860191323 株式会社イクシオ 訪問看護ステーション　アルク ホウモンカンゴステーション　アルク 7900964 愛媛県松山市中村１丁目２番２６－１号 訪問看護 089-906-3752 H24/05/18 指定 松山市

3860191323 株式会社イクシオ 訪問看護ステーション　アルク ホウモンカンゴステーション　アルク 7900964 愛媛県松山市中村１丁目２番２６－１号 介護予防訪問看護 089-906-3752 H24/05/18 指定 松山市

3860191331 株式会社クロス・サービス 訪問看護ステーション　てとて ホウモンカンゴステーション　テトテ 7911102 愛媛県松山市来住町１０５７－１ 訪問看護 089-975-7919 H24/06/01 指定 松山市

3860191331 株式会社クロス・サービス 訪問看護ステーション　てとて ホウモンカンゴステーション　テトテ 7911102 愛媛県松山市来住町１０５７－１ 介護予防訪問看護 089-975-7919 H24/06/01 指定 松山市

3860191364 株式会社ドリーム・サポート ドリーム・サポート訪問看護ステーション ドリーム・サポートホウモンカンゴステーション 7900924 愛媛県松山市南久米町５４９－１ＥＡＳＴⅡ３階北 訪問看護 089-961-4646 H24/06/15 指定 松山市

3860191364 株式会社ドリーム・サポート ドリーム・サポート訪問看護ステーション ドリーム・サポートホウモンカンゴステーション 7900924 愛媛県松山市南久米町５４９－１ＥＡＳＴⅡ３階北 介護予防訪問看護 089-961-4646 H24/06/15 指定 松山市

3860191398 医療法人　仁勇会 訪問介護ステーション　アップル ホウモンカイゴステーション　アップル 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６２５番地 訪問介護 089-951-0006 H24/08/06 指定 松山市

3860191398 医療法人　仁勇会 訪問看護ステーション　アップル ホウモンカンゴステーション　アップル 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６２５番地 訪問看護 089-951-0006 H24/08/06 指定 松山市

3860191398 医療法人　仁勇会 訪問看護ステーション　アップル ホウモンカンゴステーション　アップル 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６２５番地 介護予防訪問看護 089-951-0006 H24/08/06 指定 松山市

3860191398 医療法人　仁勇会 訪問介護ステーション　アップル ホウモンカイゴステーション　アップル 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６２５番地春風館 訪問型サービス（独自） 089-951-0006 H30/04/01 指定 松山市

3860191422 株式会社　結依 訪問看護ステーションゆい ホウモンカンゴステーションユイ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２５１番２ 訪問看護 089-995-8661 H24/11/01 指定 松山市

3860191422 株式会社　結依 訪問看護ステーションゆい ホウモンカンゴステーションユイ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２５１番２ 介護予防訪問看護 089-995-8661 H24/11/01 指定 松山市

3860191448 特定非営利活動法人　介護企画あき 南江戸訪問看護ステーション ミナミエドホウモンカンゴステーション 7900062 愛媛県松山市南江戸６丁目５番３１号 訪問看護 089-924-6998 H25/01/15 指定 松山市

3860191448 特定非営利活動法人　介護企画あき 南江戸訪問看護ステーション ミナミエドホウモンカンゴステーション 7900062 愛媛県松山市南江戸６丁目５番３１号 介護予防訪問看護 089-924-6998 H25/01/15 指定 松山市

3860191539 株式会社おひさま 訪問看護ステーション　おひさま ホウモンカンゴステーション　オヒサマ 7910244 愛媛県松山市水泥町８４８番地２ 訪問看護 089-948-8781 H25/07/19 指定 松山市

3860191539 株式会社おひさま 訪問看護ステーション　おひさま ホウモンカンゴステーション　オヒサマ 7910244 愛媛県松山市水泥町８４８番地２ 介護予防訪問看護 089-948-8781 H25/07/19 指定 松山市

3860191547 株式会社三和医科器械 おひさま訪問看護リハビリステーション オヒサマホウモンカンゴリハビリステーション 7900036 愛媛県松山市小栗6丁目1-22第2白石ビル2階西 訪問看護 089-913-0130 H25/08/01 指定 松山市

3860191547 株式会社三和医科器械 おひさま訪問看護リハビリステーション オヒサマホウモンカンゴリハビリステーション 7900036 愛媛県松山市小栗6丁目1-22第2白石ビル2階西 介護予防訪問看護 089-913-0130 H25/08/01 指定 松山市

3860191596 かりん株式会社 訪問看護ステーション　かりん ホウモンカンゴステーション　カリン 7911113 愛媛県松山市森松町１０７番地１ 訪問看護 089-909-7105 H26/04/01 指定 松山市

3860191596 かりん株式会社 訪問看護ステーション　かりん ホウモンカンゴステーション　カリン 7911113 愛媛県松山市森松町１０７番地１ 介護予防訪問看護 089-909-7105 H26/04/01 指定 松山市

3860191604 有限会社アエル ケアステーションあえる ケアステーションアエル 7992655 愛媛県松山市馬木町３０４番地６ 訪問看護 089-994-6727 H26/04/10 指定 松山市

3860191604 有限会社アエル ケアステーションあえる ケアステーションアエル 7992655 愛媛県松山市馬木町３０４番地６ 介護予防訪問看護 089-994-6727 H26/04/10 指定 松山市

3860191612 株式会社安信 訪問看護ステーション安信 ホウモンカンゴステーションアンシン 7918013 愛媛県松山市山越二丁目10-11グランシェル１０１ 訪問看護 089-989-5500 H26/05/01 指定 松山市

3860191612 株式会社安信 訪問看護ステーション安信 ホウモンカンゴステーションアンシン 7918013 愛媛県松山市山越二丁目10-11グランシェル１０１ 介護予防訪問看護 089-989-5500 H26/05/01 指定 松山市

3860191679 株式会社里山どんぐり 訪問看護ステーション里山どんぐり ホウモンカンゴステーションサトヤマドングリ 7900064 愛媛県松山市愛光町６番３号 訪問看護 089-989-8700 H26/07/18 指定 松山市

3860191687 株式会社絆プラス 絆プラス訪問看護ステーション キズナプラスホウモンカンゴステーション 7918002 愛媛県松山市谷町６３－１ 訪問看護 089-978-5640 H26/09/01 指定 松山市

3860191687 株式会社絆プラス 絆プラス訪問看護ステーション キズナプラスホウモンカンゴステーション 7918002 愛媛県松山市谷町６３－１ 介護予防訪問看護 089-978-5640 H26/09/01 指定 松山市
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事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3860191729 株式会社　リハケアきずな 訪問看護ステーション　きずな ホウモンカンゴステーション　キズナ 7900043 愛媛県松山市保免西一丁目３番９号グレースハイツ保免３０１号 訪問看護 089-995-8690 H27/04/01 指定 松山市

3860191729 株式会社　リハケアきずな 訪問看護ステーション　きずな ホウモンカンゴステーション　キズナ 7900043 愛媛県松山市保免西一丁目３番９号グレースハイツ保免３０１号 介護予防訪問看護 089-995-8690 H27/04/01 指定 松山市

3860191737 ベストケア株式会社 ベストケア訪問看護ステーション ベストケアホウモンカンゴステーション 7900964 愛媛県松山市中村二丁目７番３３号 訪問看護 089-911-3939 H27/04/01 指定 松山市

3860191737 ベストケア株式会社 ベストケア訪問看護ステーション ベストケアホウモンカンゴステーション 7900964 愛媛県松山市中村二丁目７番３３号 介護予防訪問看護 089-911-3939 H27/04/01 指定 松山市

3860191752 公益財団法人日本訪問看護財団 訪問看護ステーションひなたぼっこ ホウモンカンゴステーションヒナタボッコ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５０番地５ 訪問看護 089-993-6771 H27/04/01 指定 松山市

3860191752 公益財団法人日本訪問看護財団 訪問看護ステーションひなたぼっこ ホウモンカンゴステーションヒナタボッコ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５０番地５ 介護予防訪問看護 089-993-6771 H27/04/01 指定 松山市

3860191778 株式会社ＭＭＣドリームサービス 訪問看護ステーション　ＭＭＣフレンド ホウモンカンゴステーション　ｍｍｃフレンド 7900862 愛媛県松山市湯渡町３番１８号 訪問看護 089-945-0003 H27/06/01 指定 松山市

3860191778 株式会社ＭＭＣドリームサービス 訪問看護ステーション　ＭＭＣフレンド ホウモンカンゴステーション　ｍｍｃフレンド 7900862 愛媛県松山市湯渡町３番１８号 介護予防訪問看護 089-945-0003 H27/06/01 指定 松山市

3860191794 株式会社サンリベラル 訪問看護　ドマーニ ホウモンカンゴ　ドマーニ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番５号 訪問看護 089-931-1521 H27/08/01 指定 松山市

3860191794 株式会社サンリベラル 訪問看護　ドマーニ ホウモンカンゴ　ドマーニ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番５号 介護予防訪問看護 089-931-1521 H27/08/01 指定 松山市

3860191810 株式会社Ｎ・フィールド 訪問看護ステーション　デューン松山 ホウモンカンゴステーション　デューンマツヤマ 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目１２番１号ＣＩＴＹ＆ＦＲＯＮＴビル１０３ 訪問看護 089-989-5201 H27/10/01 指定 松山市

3860191810 株式会社Ｎ・フィールド 訪問看護ステーション　デューン松山 ホウモンカンゴステーション　デューンマツヤマ 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目１２番１号ＣＩＴＹ＆ＦＲＯＮＴビル１０３ 介護予防訪問看護 089-989-5201 H27/10/01 指定 松山市

3860191836 あなぶきメディカルケア株式会社 あなぶきケアサービス松山訪問看護事業所 アナブキケアサービスマツヤマホウモンカンゴジギョウショ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1217番地 訪問看護 089-989-5223 H28/01/15 指定 松山市

3860191836 あなぶきメディカルケア株式会社 あなぶきケアサービス松山訪問看護事業所 アナブキケアサービスマツヤマホウモンカンゴジギョウショ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1217番地 介護予防訪問看護 089-989-5223 H28/01/15 指定 松山市

3860191844 株式会社明神丸 訪問看護ステーション新 ホウモンカンゴステーションアラタ 7900044 愛媛県松山市余戸東5丁目3-39 訪問看護 089-954-3498 H28/02/01 指定 松山市

3860191844 株式会社明神丸 訪問看護ステーション新 ホウモンカンゴステーションアラタ 7900044 愛媛県松山市余戸東5丁目3-39 介護予防訪問看護 089-954-3498 H28/02/01 指定 松山市

3860191851 株式会社ひかり 訪問看護ステーション　ひかり ホウモンカンゴステーション　ヒカリ 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１８番７号 訪問看護 089-989-7977 H28/03/01 指定 松山市

3860191851 株式会社ひかり 訪問看護ステーション　ひかり ホウモンカンゴステーション　ヒカリ 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１８番７号 介護予防訪問看護 089-989-7977 H28/03/01 指定 松山市

3860191919 有限会社戸田医療器 訪問看護ステーションみちくさ ホウモンカンゴステーションミチクサ 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目４－３７ 訪問看護 089-989-5306 H28/10/03 指定 松山市

3860191919 有限会社戸田医療器 訪問看護ステーションみちくさ ホウモンカンゴステーションミチクサ 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目４－３７ 介護予防訪問看護 089-989-5306 H28/10/03 指定 松山市

3860191927 株式会社　青い鳥 訪問看護ステーション　青い鳥 ホウモンカンゴステーション　アオイトリ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１３番地１２チェリー大手町ビル２０２ 訪問看護 089-948-4912 H28/11/15 指定 松山市

3860191927 株式会社　青い鳥 訪問看護ステーション　青い鳥 ホウモンカンゴステーション　アオイトリ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目１３番地１２チェリー大手町ビル２０２ 介護予防訪問看護 089-948-4912 H28/11/15 指定 松山市

3860191943 一般社団法人うさぎの里 訪問看護ステーション　うさぎの里 ホウモンカンゴステーション　ウサギノサト 7900965 愛媛県松山市祇園町１３番１６号 訪問看護 089-961-4184 H28/12/01 指定 松山市

3860191943 一般社団法人うさぎの里 訪問看護ステーション　うさぎの里 ホウモンカンゴステーション　ウサギノサト 7900965 愛媛県松山市祇園町１３番１６号 介護予防訪問看護 089-961-4184 H28/12/01 指定 松山市

3860191992 Ｍ＆Ｎ株式会社 訪問看護ステーション３６５ ホウモンカンゴステーションサンロクゴ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１１番７号 訪問看護 089-948-8790 H29/01/15 指定 松山市

3860191992 Ｍ＆Ｎ株式会社 訪問看護ステーション３６５ ホウモンカンゴステーションサンロクゴ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１１番７号 介護予防訪問看護 089-948-8790 H29/01/15 指定 松山市

3860192024 株式会社　奏音まつやま おらんじゅ訪問看護リハビリステーション オランジュホウモンカンゴリハビリステーション 7918013 愛媛県松山市山越五丁目８番６号 訪問看護 089-927-3739 H29/06/20 指定 松山市

3860192024 株式会社　奏音まつやま おらんじゅ訪問看護リハビリステーション オランジュホウモンカンゴリハビリステーション 7918013 愛媛県松山市山越五丁目８番６号 介護予防訪問看護 089-927-3739 H29/06/20 指定 松山市

3860192073 株式会社イクシオ 訪問看護ステーションまめ ホウモンカンゴステーションマメ 7900823 愛媛県松山市清水町二丁目２１番地３渡部マンション２Ｆ 訪問看護 089-906-6084 H29/12/01 指定 松山市

3860192073 株式会社イクシオ 訪問看護ステーションまめ ホウモンカンゴステーションマメ 7900823 愛媛県松山市清水町二丁目２１番地３渡部マンション２Ｆ 介護予防訪問看護 089-906-6084 H29/12/01 指定 松山市

3860192081 株式会社オールケア２４ 訪問看護オール２４ ホウモンカンゴオール２４ 7900915 愛媛県松山市松末一丁目２番１号 訪問看護 089-909-9324 H30/01/01 休止 松山市

3860192081 株式会社オールケア２４ 訪問看護オール２４ ホウモンカンゴオール２４ 7900915 愛媛県松山市松末一丁目２番１号 介護予防訪問看護 089-909-9324 H30/01/01 休止 松山市

3860192099 株式会社　ケアライン 訪問看護ステーションケアライン松山 ホウモンカンゴステーションケアラインマツヤマ 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目12番18号 訪問看護 089-961-1351 H30/03/15 指定 松山市

3860192099 株式会社　ケアライン 訪問看護ステーションケアライン松山 ホウモンカンゴステーションケアラインマツヤマ 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目12番18号 介護予防訪問看護 089-961-1351 H30/03/15 指定 松山市

3860192107 メディカルズ株式会社 訪問看護ステーション　りん ホウモンカンゴステーション　リン 7900806 愛媛県松山市緑町二丁目３番地６ 訪問看護 089-968-2306 H30/04/01 指定 松山市

3860192107 メディカルズ株式会社 訪問看護ステーション　りん ホウモンカンゴステーション　リン 7900806 愛媛県松山市緑町二丁目３番地６ 介護予防訪問看護 089-968-2306 H30/04/01 指定 松山市

3860192123 株式会社えん 訪問看護ステーション蒼空 ホウモンカンゴステーションソラ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲２０７番地１ 訪問看護 089-995-8524 H30/04/16 指定 松山市

3860192123 株式会社えん 訪問看護ステーション蒼空 ホウモンカンゴステーションソラ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲２０７番地１ 介護予防訪問看護 089-995-8524 H30/04/16 指定 松山市

3860192149 株式会社　奏 訪問看護ステーション愛音 ホウモンカンゴステーションアイネ 7900964 愛媛県松山市中村１丁目１-２８カーサヴィアンカ兼久２０３号 訪問看護 089-948-8411 H30/07/01 指定 松山市

3860192149 株式会社　奏 訪問看護ステーション愛音 ホウモンカンゴステーションアイネ 7900964 愛媛県松山市中村１丁目１-２８カーサヴィアンカ兼久２０３号 介護予防訪問看護 089-948-8411 H30/07/01 指定 松山市

3860192156 一般社団法人もものはな もも訪問看護ステーション モモホウモンカンゴステーション 7900038 愛媛県松山市和泉北３丁目１－１１ＬＥＭＩＥＬＥ和泉１０３号 訪問看護 089-993-7330 H30/07/18 指定 松山市

3860192156 一般社団法人もものはな もも訪問看護ステーション モモホウモンカンゴステーション 7900038 愛媛県松山市和泉北３丁目１－１１ＬＥＭＩＥＬＥ和泉１０３号 介護予防訪問看護 089-993-7330 H30/07/18 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3860192164 株式会社いまる 訪問看護ステーションいまる ホウモンカンゴステーションイマル 7900951 愛媛県松山市天山三丁目14番25号　天山中央ビル事務所205号 訪問看護 089-968-2865 H30/08/01 指定 松山市

3860192164 株式会社いまる 訪問看護ステーションいまる ホウモンカンゴステーションイマル 7900951 愛媛県松山市天山三丁目14番25号　天山中央ビル事務所205号 介護予防訪問看護 089-968-2865 H30/08/01 指定 松山市

3860192172 合同会社みはまサポート カナ訪問看護リハビリステーション カナホウモンカンゴリハビリステーション 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目３番１２号 訪問看護 089-909-9777 H30/09/01 指定 松山市

3860192172 合同会社みはまサポート カナ訪問看護リハビリステーション カナホウモンカンゴリハビリステーション 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目３番１２号 介護予防訪問看護 089-909-9777 H30/09/01 指定 松山市

3860192206 株式会社ギフト 訪問看護ステーションまわりみち ホウモンカンゴステーションマワリミチ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲６５９番地 訪問看護 089-916-5238 H30/10/15 指定 松山市

3860192206 株式会社ギフト 訪問看護ステーションまわりみち ホウモンカンゴステーションマワリミチ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲６５９番地 介護予防訪問看護 089-916-5238 H30/10/15 指定 松山市

3860192230 株式会社ミックス 訪問看護ステーション　つなぐ ホウモンカンゴステーション　ツナグ 7911104 愛媛県松山市北土居四丁目１９番１７号タウンコート北土居Ｂ棟１０２号 訪問看護 089-916-7210 H30/12/01 指定 松山市

3860192230 株式会社ミックス 訪問看護ステーション　つなぐ ホウモンカンゴステーション　ツナグ 7911104 愛媛県松山市北土居四丁目１９番１７号タウンコート北土居Ｂ棟１０２号 介護予防訪問看護 089-916-7210 H30/12/01 指定 松山市

3860192248 株式会社ＢＤＡパートナーズ 訪問看護ステーションすまいる訪問看護 ホウモンカンゴステーションスマイルホウモンカンゴ 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１３番８号 訪問看護 089-989-7825 H31/02/01 指定 松山市

3860192248 株式会社ＢＤＡパートナーズ 訪問看護ステーションすまいる訪問看護 ホウモンカンゴステーションスマイルホウモンカンゴ 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１３番８号 介護予防訪問看護 089-989-7825 H31/02/01 指定 松山市

3860192255 ダイヤサービス有限会社 ダイヤサービス ダイヤサービス 7900964 愛媛県松山市中村２丁目７番２３号 訪問看護 089-909-3345 H31/03/01 指定 松山市

3860192255 ダイヤサービス有限会社 ダイヤサービス ダイヤサービス 7900964 愛媛県松山市中村２丁目７番２３号 介護予防訪問看護 089-909-3345 H31/03/01 指定 松山市

3860192271 株式会社みやびコーポレーション 訪問看護ステーション　るま ホウモンカンゴステーション　ルマ 7918087 愛媛県松山市春美町2番19号 訪問看護 089-989-8765 H31/04/01 指定 松山市

3860192271 株式会社みやびコーポレーション 訪問看護ステーション　るま ホウモンカンゴステーション　ルマ 7918087 愛媛県松山市春美町2番19号 介護予防訪問看護 089-989-8765 H31/04/01 指定 松山市

3860192289 株式会社笑照 訪問看護ステーションたね ホウモンカンゴステーションタネ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目１番３号CANPLAZA大森１０１ 訪問看護 089-909-6407 H31/04/01 指定 松山市

3860192289 株式会社笑照 訪問看護ステーションたね ホウモンカンゴステーションタネ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目１番３号CANPLAZA大森１０１ 介護予防訪問看護 089-909-6407 H31/04/01 指定 松山市

3860192305 医療法人清和会 訪問看護ステーション『ランタン』 ホウモンカンゴステーション「ランタン」 7992434 愛媛県松山市柳原７３９番地 訪問看護 089-995-8255 R01/05/01 指定 松山市

3860192305 医療法人清和会 訪問看護ステーション『ランタン』 ホウモンカンゴステーション「ランタン」 7992434 愛媛県松山市柳原７３９番地 介護予防訪問看護 089-995-8255 R01/05/01 指定 松山市

3860192339 有限会社創夢会 訪問看護ステーション　ミルフィーユ ホウモンカンゴステーション　ミルフィーユ 7918071 愛媛県松山市松ノ木2丁目696番地6 訪問看護 089-968-3320 R01/08/01 指定 松山市

3860192339 有限会社創夢会 訪問看護ステーション　ミルフィーユ ホウモンカンゴステーション　ミルフィーユ 7918071 愛媛県松山市松ノ木2丁目696番地6 介護予防訪問看護 089-968-3320 R01/08/01 指定 松山市

3860192362 株式会社L.S.I. 訪問看護ステーションかがやき松山 ホウモンカンゴステーションカガヤキマツヤマ 7900931 愛媛県松山市西石井六丁目１２番２７号 訪問看護 089-909-3892 R01/09/01 指定 松山市

3860192362 株式会社L.S.I. 訪問看護ステーションかがやき松山 ホウモンカンゴステーションカガヤキマツヤマ 7900931 愛媛県松山市西石井六丁目１２番２７号 介護予防訪問看護 089-909-3892 R01/09/01 指定 松山市

3860192370 株式会社水星 訪問看護ステーションまごの手 ホウモンカンゴステーションマゴノテ 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番４８号 訪問看護 089-946-0008 R01/10/01 指定 松山市

3860192370 株式会社水星 訪問看護ステーションまごの手 ホウモンカンゴステーションマゴノテ 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番４８号 介護予防訪問看護 089-946-0008 R01/10/01 指定 松山市

3860192388 株式会社ねむのき 訪問看護ステーションむすび ホウモンカンゴステーションムスビ 7900943 愛媛県松山市古川南1丁目15番23号ソレジオ椿2Ｆ 訪問看護 089-916-4312 R01/10/01 指定 松山市

3860192388 株式会社ねむのき 訪問看護ステーションむすび ホウモンカンゴステーションムスビ 7900943 愛媛県松山市古川南1丁目15番23号ソレジオ椿2Ｆ 介護予防訪問看護 089-916-4312 R01/10/01 指定 松山市

3860192412 有限会社中央観光タクシー 訪問看護ステーションさんさん ホウモンカンゴステーションサンサン 7900062 愛媛県松山市南江戸五丁目３番９号 訪問看護 089-925-4620 R01/11/08 指定 松山市

3860192412 有限会社中央観光タクシー 訪問看護ステーションさんさん ホウモンカンゴステーションサンサン 7900062 愛媛県松山市南江戸五丁目３番９号 介護予防訪問看護 089-925-4620 R01/11/08 指定 松山市

3860192420 合同会社あいある あいある訪問看護ステーション アイアルホウモンカンゴステーション 7900911 愛媛県松山市桑原6丁目4番25号アルファスマート桑原中央通り405号 訪問看護 089-933-1712 R01/12/01 指定 松山市

3860192420 合同会社あいある あいある訪問看護ステーション アイアルホウモンカンゴステーション 7900911 愛媛県松山市桑原6丁目4番25号アルファスマート桑原中央通り405号 介護予防訪問看護 089-933-1712 R01/12/01 指定 松山市

3860192446 株式会社ヤマウチ 訪問看護ステーションえん ホウモンカンゴステーションエン 7900952 愛媛県松山市朝生田町四丁目２番４号　桂ビル１０３ 訪問看護 089-968-2305 R02/01/01 指定 松山市

3860192446 株式会社ヤマウチ 訪問看護ステーションえん ホウモンカンゴステーションエン 7900952 愛媛県松山市朝生田町四丁目２番４号　桂ビル１０３ 介護予防訪問看護 089-968-2305 R02/01/01 指定 松山市

3860192453 一般社団法人えひめ療養支援・看護機構 訪問看護ステーションパプリカ ホウモンカンゴステーションパプリカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番９号 訪問看護 089-909-6818 R02/02/01 指定 松山市

3860192453 一般社団法人えひめ療養支援・看護機構 訪問看護ステーションパプリカ ホウモンカンゴステーションパプリカ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目１３番９号 介護予防訪問看護 089-909-6818 R02/02/01 指定 松山市

3860192479 株式会社オールケア２４ 訪問看護オール２４櫂 ホウモンカンゴオールニジュウヨンカイ 7900056 愛媛県松山市土居田町５６番地１ハナミズキビル２階２号室 訪問看護 089-993-7524 R02/05/01 指定 松山市

3860192479 株式会社オールケア２４ 訪問看護オール２４櫂 ホウモンカンゴオールニジュウヨンカイ 7900056 愛媛県松山市土居田町５６番地１ハナミズキビル２階２号室 介護予防訪問看護 089-993-7524 R02/05/01 指定 松山市

3860192487 株式会社　ケアライフエナジー 訪問看護ステーション　プリンス ホウモンカンゴステーション　プリンス 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目15番1号 訪問看護 089-993-6801 R02/06/01 指定 松山市

3860192487 株式会社　ケアライフエナジー 訪問看護ステーション　プリンス ホウモンカンゴステーション　プリンス 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目15番1号 介護予防訪問看護 089-993-6801 R02/06/01 指定 松山市

3860192511 株式会社ツクイ ツクイ松山訪問看護ステーション ツクイマツヤマホウモンカンゴステーション 7900862 愛媛県松山市湯渡町５番地４０グランドスタジオＶ１０１号室 訪問看護 089-998-8180 R02/10/01 指定 松山市

3860192511 株式会社ツクイ ツクイ松山訪問看護ステーション ツクイマツヤマホウモンカンゴステーション 7900862 愛媛県松山市湯渡町５番地４０グランドスタジオＶ１０１号室 介護予防訪問看護 089-998-8180 R02/10/01 指定 松山市

3860192529 株式会社ほわいと 訪問看護ステーション　ほわいと ホウモンカンゴステーション　ホワイト 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番９号 訪問看護 089-913-0913 R02/10/01 指定 松山市

3860192529 株式会社ほわいと 訪問看護ステーション　ほわいと ホウモンカンゴステーション　ホワイト 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番９号 介護予防訪問看護 089-913-0913 R02/10/01 指定 松山市
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3860192537 株式会社母里 訪問看護ステーション　恩おくり ホウモンカンゴステーション　オンオクリ 7918011 愛媛県松山市吉藤五丁目１番１４号 訪問看護 089-995-8283 R02/12/15 指定 松山市

3860192537 株式会社母里 訪問看護ステーション　恩おくり ホウモンカンゴステーション　オンオクリ 7918011 愛媛県松山市吉藤五丁目１番１４号 介護予防訪問看護 089-995-8283 R02/12/15 指定 松山市

3860192560 一般社団法人晋縁会 訪問看護ステーションえひめ地球号！ ホウモンカンゴステーションエヒメチキュウゴウ 7900852 愛媛県松山市石手四丁目１０番４４号 訪問看護 089-948-4136 R03/03/10 指定 松山市

3860192560 一般社団法人晋縁会 訪問看護ステーションえひめ地球号！ ホウモンカンゴステーションエヒメチキュウゴウ 7900852 愛媛県松山市石手四丁目１０番４４号 介護予防訪問看護 089-948-4136 R03/03/10 指定 松山市

3861090029 医療法人財団  尚温会 伊予訪問看護ステーション イヨホウモンカンゴステーション 7900043 愛媛県松山市保免西2丁目1-2　 訪問看護 089-905-6671 H12/04/01 指定 松山市

3861090029 医療法人財団  尚温会 伊予訪問看護ステーション イヨホウモンカンゴステーション 7900043 愛媛県松山市保免西2丁目1-2　 介護予防訪問看護 089-905-6671 H18/04/01 指定 松山市

3861190852 株式会社ライフネット 訪問看護ステーションほうじょう ホウモンカンゴステーションホウジョウ 7992430 愛媛県松山市北条辻７７３番地８ 訪問看護 089-993-2222 H13/08/23 指定 松山市

3861190852 株式会社ライフネット 訪問看護ステーションほうじょう ホウモンカンゴステーションホウジョウ 7992430 愛媛県松山市北条辻７７３番地８ 介護予防訪問看護 089-993-2222 H18/04/01 指定 松山市

3870100025 医療法人  博愛会 指定居宅介護支援事業所しらさぎ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショシラサギ 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 居宅介護支援 089-967-6660 H11/09/13 指定 松山市

3870100041 株式会社  クロス・サービス ケアサポートまつやま ケアサポートマツヤマ 7911102 愛媛県松山市来住町1057-1 訪問介護 089-990-3555 H12/01/18 指定 松山市

3870100041 株式会社  クロス・サービス ケアサポートまつやま ケアサポートマツヤマ 7911102 愛媛県松山市来住町1057-1 訪問入浴介護 089-990-3555 H11/12/22 指定 松山市

3870100041 株式会社  クロス・サービス ケアサポートまつやま ケアサポートマツヤマ 7911102 愛媛県松山市来住町1057-1 居宅介護支援 089-990-3555 H11/09/13 指定 松山市

3870100041 株式会社  クロス・サービス ケアサポートまつやま ケアサポートマツヤマ 7911102 愛媛県松山市来住町1057-1 介護予防訪問入浴介護 089-990-3555 H18/04/01 指定 松山市

3870100041 株式会社  クロス・サービス ケアサポートまつやま ケアサポートマツヤマ 7911102 愛媛県松山市来住町1057-1 訪問型サービス（独自） 089-990-3555 H30/04/01 指定 松山市

3870100058 社会福祉法人  道真会 指定居宅介護支援事業所幸富久荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショコウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２番地１ 居宅介護支援 089-972-8344 H11/09/13 指定 松山市

3870100082 医療法人愛光会 医療法人愛光会指定居宅介護支援事業所 イリョウホウジンアイコウカイシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900864 愛媛県松山市築山町７番１１号 居宅介護支援 089-947-1808 H11/09/13 指定 松山市

3870100090 社会福祉法人  松山紅梅会 指定居宅介護支援事業所梅本の里 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショウメモトノサト 7910244 愛媛県松山市水泥町９６１番地 居宅介護支援 089-975-8077 H11/09/13 指定 松山市

3870100140 医療法人  友朋会 居宅介護支援事業所栗林 キョタクカイゴシエンジギョウショクリバヤシ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３３１番地 居宅介護支援 089-977-3311 H11/09/13 指定 松山市

3870100157 一般社団法人  松山市医師会 居宅介護支援事業所　松山市医師会 キョタクカイゴシエンジギ?ョウショ　マツヤマシイシカイ 7900014 愛媛県松山市柳井町二丁目８５番地 居宅介護支援 089-915-7707 H11/09/13 指定 松山市

3870100165 社会福祉法人  愛寿会 居宅介護支援事業所愛寿荘 キョタクカイゴシエンジギョウショアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 居宅介護支援 089-948-8327 H11/09/24 指定 松山市

3870100181 社会福祉法人  平成会 居宅介護支援事業所道後 キョタクカイゴシエンジギョウショドウゴ 7910101 愛媛県松山市溝辺町５３９－１ 居宅介護支援 089-977-8111 H11/09/24 指定 松山市

3870100207 医療法人  聖光会 居宅介護支援事業所　鷹の子病院・たかのこ館 キョタクカイゴシエンジギョウショ　タカノコビョウイン・タカノコカン 7900925 愛媛県松山市鷹子町５２５－１ 居宅介護支援 089-976-5564 H11/09/24 指定 松山市

3870100215 医療法人  和昌会 貞本病院居宅介護支援事業所 サダモトビョウインキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900052 愛媛県松山市竹原町１－６－１ 居宅介護支援 089-947-4872 H11/09/24 指定 松山市

3870100249 社会福祉法人  安寿会 在宅介護支援センター安寿荘 ザイタクカイゴシエンセンターアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３－１ 居宅介護支援 089-978-6930 H11/09/30 指定 松山市

3870100264 医療法人  河原医院 指定居宅介護支援事業所ハピネス椿 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 居宅介護支援 089-905-8188 H11/09/30 指定 松山市

3870100272 松山医療生活協同組合 居宅介護支援たちばな事業所（ケアサポートたちばな） キョタクカイゴシエンタチバナジギョウショ（ケアサポートタチバナ） 7900966 愛媛県松山市立花５丁目１番５３号 居宅介護支援 089-934-0452 H11/09/30 指定 松山市

3870100280 医療法人  慈孝会 在宅介護支援センター福角の里 ザイタクカイゴシエンセンターフクズミノサト 7992652 愛媛県松山市福角町乙６９番地１ 居宅介護支援 089-979-3634 H11/09/30 指定 松山市

3870100330 社会福祉法人  慈光会 居宅介護支援事業所　ていれぎ荘 キョタクカイゴシエンジギョウショ　テイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町４０５番地１ 居宅介護支援 089-975-5558 H11/10/20 指定 松山市

3870100355 医療法人財団  慈強会 東松山居宅介護支援事業所 ヒガシマツヤマキョタクカイゴシエンジギョウショ 7911116 愛媛県松山市南土居町７０番地４ 居宅介護支援 089-975-6158 H11/11/12 指定 松山市

3870100363 医療法人社団  酉仁会 在宅介護支援センターうらや ザイタクカイゴシエンセンターウラヤ 7900804 愛媛県松山市中一万町3-22 居宅介護支援 089-943-1002 H11/10/20 指定 松山市

3870100371 一般財団法人  創精会 居宅介護支援事業所やわらぎ キョタクカイゴシエンジギョウショヤワラギ 7918022 愛媛県松山市美沢１－１０－３８ 居宅介護支援 089-925-3271 H11/10/27 指定 松山市

3870100389 医療法人天真会 南高井居宅介護支援事業所 ミナミタカイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7911112 愛媛県松山市南高井町３２０番地１ 居宅介護支援 089-976-7791 H11/11/05 指定 松山市

3870100439 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会にぎたつ苑 サイセイカイニギタツエン 7918026 愛媛県松山市山西町８４１－１ 居宅介護支援 089-951-1514 H11/12/01 指定 松山市

3870100454 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 指定居宅介護支援事業所第二権現荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町甲６３９－１ 居宅介護支援 089-978-6670 H11/12/03 指定 松山市

3870100470 株式会社  ケアメイツ・ネットワーク アトムケアサポート アトムケアサポート 7900951 愛媛県松山市天山２丁目４番１７号 居宅介護支援 089-913-1666 H11/12/07 指定 松山市

3870100488 社会福祉法人  双星会 指定居宅介護支援事業所ごみょうえん シテイキョタクカイゴシエンジギョウショゴミョウエン 7992648 愛媛県松山市菅沢町乙４１１－１ 居宅介護支援 089-977-3711 H11/12/07 指定 松山市

3870100595 株式会社　エイジングウェル アユーラステーション松山 アユーラステーションマツヤマ 7900961 愛媛県松山市日の出町１０番７２号 訪問介護 089-947-7140 H12/01/18 指定 松山市

3870100595 株式会社　エイジングウェル アユーラステーション松山 アユーラステーションマツヤマ 7900961 愛媛県松山市日の出町１０番７２号 訪問型サービス（独自） 089-947-7140 H30/04/01 指定 松山市

3870100603 有限会社  メディカル浜村 有限会社メディカル浜村松山店 ユウゲンガイシャメディカルハマムラマツヤマテン 7918043 愛媛県松山市東垣生町３３０－４ 訪問入浴介護 089-974-5060 H12/01/18 指定 松山市

3870100611 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 指定訪問介護事業所第二権現荘 シテイホウモンカイゴジギョウショダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町甲６３９－１ 訪問介護 089-978-6670 H12/01/25 指定 松山市

3870100611 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 指定訪問介護事業所第二権現荘 シテイホウモンカイゴジギョウショダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町甲６３９－１ 訪問型サービス（独自） 089-978-6670 H30/04/01 指定 松山市

3870100652 医療法人  聖愛会 ヘルパーステーションべテル ヘルパーステーションベテル 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 訪問介護 089-926-5993 H12/01/28 指定 松山市
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3870100652 医療法人  聖愛会 ヘルパーステーションべテル ヘルパーステーションベテル 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 訪問型サービス（独自） 089-926-5993 H30/04/01 指定 松山市

3870100702 社会福祉法人  愛寿会 ヘルパーステーション愛寿荘 ヘルパーステーションアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 訪問介護 089-948-8328 H12/02/02 休止 松山市

3870100702 社会福祉法人  愛寿会 ヘルパーステーション愛寿荘 ヘルパーステーションアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 訪問型サービス（独自） 089-948-8328 H30/04/01 休止 松山市

3870100702 社会福祉法人  愛寿会 ヘルパーステーション愛寿荘 ヘルパーステーションアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-948-8328 H29/06/01 休止 松山市

3870100710 ベストケア  株式会社 ベストケア株式会社訪問介護事業所 ベストケアカブシキガイシャホウモンカイゴジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目９－６ 訪問介護 089-911-0101 H12/02/02 指定 松山市

3870100710 ベストケア  株式会社 ベストケア株式会社訪問介護事業所 ベストケアカブシキガイシャホウモンカイゴジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目９－６ 訪問型サービス（独自） 089-911-0101 H30/04/01 指定 松山市

3870100736 医療法人社団  酉仁会 うらやホームヘルプサービスセンター ウラヤホームヘルプサービスセンター 7900804 愛媛県松山市中一万町３番地２２ 訪問介護 089-943-7272 H12/02/07 指定 松山市

3870100736 医療法人社団  酉仁会 うらやホームヘルプサービスセンター ウラヤホームヘルプサービスセンター 7900804 愛媛県松山市中一万町３番地２２ 訪問型サービス（独自） 089-943-7272 H30/04/01 指定 松山市

3870100736 医療法人社団  酉仁会 うらやホームヘルプサービスセンター ウラヤホームヘルプサービスセンター 7900804 愛媛県松山市中一万町３番地２２ 訪問型サービス（独自／定率） 089-943-7272 H29/04/01 指定 松山市

3870100769 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会介護支援センター姫原 サイセイカイカイゴシエンセンターヒメバラ 7918012 愛媛県松山市姫原１－１６５６ 訪問介護 089-926-8820 H12/03/29 指定 松山市

3870100769 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会介護支援センター姫原 サイセイカイカイゴシエンセンターヒメバラ 7918012 愛媛県松山市姫原１丁目１６５６番地 居宅介護支援 089-926-8355 H12/02/10 指定 松山市

3870100769 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会介護支援センター姫原 サイセイカイカイゴシエンセンターヒメバラ 7918012 愛媛県松山市姫原１－１６５６ 訪問型サービス（独自） 089-926-8820 H30/04/01 指定 松山市

3870100793 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　福祉事業部　愛媛本部 シコクイリョウサービスカブシキガイシャ　フクシジギョウブ　エヒメホンブ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町４２５番地８－１ 福祉用具貸与 089-976-6680 H12/02/07 指定 松山市

3870100793 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社福祉事業部愛媛本部 シコクイリョウサービスカブシキガイシャフクシジギョウブエヒメホンブ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町４２５番地８－１ 特定福祉用具販売 089-976-6680 H18/04/01 指定 松山市

3870100793 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　福祉事業部　愛媛本部 シコクイリョウサービスカブシキガイシャ　フクシジギョウブ　エヒメホンブ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町４２５番地８－１ 介護予防福祉用具貸与 089-976-6680 H18/04/01 指定 松山市

3870100793 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　福祉事業部　愛媛本部 シコクイリョウサービスカブシキガイシャ　フクシジギョウブ　エヒメホンブ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町４２５番地８－１ 特定介護予防福祉用具販売 089-976-6680 H18/04/01 指定 松山市

3870100835 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会 カブシキガイシャソガショウカイ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２０番２８号 福祉用具貸与 089-968-6206 H12/02/14 指定 松山市

3870100835 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会 カブシキガイシャソガショウカイ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２０番２８号 特定福祉用具販売 089-968-6206 H18/04/01 指定 松山市

3870100835 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会 カブシキガイシャソガショウカイ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２０番２８号 介護予防福祉用具貸与 089-968-6206 H18/04/01 指定 松山市

3870100835 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会 カブシキガイシャソガショウカイ 7900047 愛媛県松山市余戸南一丁目２０番２８号 特定介護予防福祉用具販売 089-968-6206 H18/04/01 指定 松山市

3870100850 社会福祉法人  白寿会 ヘルパーステーションれんげ ヘルパーステーションレンゲ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目11番30号 訪問介護 089-956-3133 H12/02/15 指定 松山市

3870100850 社会福祉法人  白寿会 ヘルパーステーションれんげ ヘルパーステーションレンゲ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目11番30号 訪問型サービス（独自） 089-956-3133 H30/04/01 指定 松山市

3870100850 社会福祉法人  白寿会 ヘルパーステーションれんげ ヘルパーステーションレンゲ 7900932 愛媛県松山市東石井１丁目11番30号 訪問型サービス（独自／定率） 089-956-3133 H29/04/01 指定 松山市

3870100868 社会福祉法人  安寿会 ホームヘルパーステーション安寿荘 ホームヘルパーステーションアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３番１ 訪問介護 089-978-6962 H12/02/15 指定 松山市

3870100868 社会福祉法人  安寿会 ホームヘルパーステーション安寿荘 ホームヘルパーステーションアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３番１ 訪問型サービス（独自） 089-978-6962 H30/04/01 指定 松山市

3870100868 社会福祉法人  安寿会 ホームヘルパーステーション安寿荘 ホームヘルパーステーションアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３番１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-978-6910 H29/04/01 指定 松山市

3870100900 石井オアシス・ケアサービス  有限会社 石井訪問介護センターおあしす イシイホウモンカイゴセンターオアシス 7900923 愛媛県松山市北久米町１００４番地７ 訪問介護 089-958-8375 H12/02/22 指定 松山市

3870100900 石井オアシス・ケアサービス  有限会社 石井訪問介護センターおあしす イシイホウモンカイゴセンターオアシス 7900923 愛媛県松山市北久米町１００４番地７ 訪問型サービス（独自） 089-958-8375 H30/04/01 指定 松山市

3870100926 医療法人  和昌会 ホームヘルパーステーション『さだもと』 ホームヘルパーステーション「サダモト」 7900052 愛媛県松山市竹原町１－４－２ 訪問介護 089-948-0310 H12/02/22 指定 松山市

3870100926 医療法人  和昌会 ホームヘルパーステーション『さだもと』 ホームヘルパーステーション「サダモト」 7900052 愛媛県松山市竹原町１－４－２ 訪問型サービス（独自） 089-948-0310 H30/04/01 指定 松山市

3870100934 社会福祉法人道真会 指定訪問介護事業所幸富久荘 シテイホウモンカイゴジギョウショコウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２番地１ 訪問介護 089-972-8338 H12/02/22 指定 松山市

3870100934 社会福祉法人道真会 指定訪問介護事業所幸富久荘 シテイホウモンカイゴジギョウショコウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２番地１ 訪問型サービス（独自） 089-972-8338 H30/04/01 指定 松山市

3870100942 医療法人財団  慈強会 東松山訪問介護事業所 ヒガシマツヤマホウモンカイゴジギョウショ 7911116 愛媛県松山市南土居町７０番地４ 訪問介護 089-970-1238 H12/02/22 指定 松山市

3870100942 医療法人財団  慈強会 東松山訪問介護事業所 ヒガシマツヤマホウモンカイゴジギョウショ 7911116 愛媛県松山市南土居町７０番地４ 訪問型サービス（独自） 089-970-1238 H30/04/01 指定 松山市

3870100991 社会福祉法人  慈光会 訪問介護事業所ていれぎ荘 ホウモンカイゴジギョウショテイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町４０５番地１ 訪問介護 089-975-5558 H12/02/25 指定 松山市

3870100991 社会福祉法人  慈光会 訪問介護事業所ていれぎ荘 ホウモンカイゴジギョウショテイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町４０５番地１ 訪問型サービス（独自） 089-975-5558 H30/04/01 指定 松山市

3870101031 有限会社  山起会ライフサプライ 有限会社山起会ライフサプライ ユウゲンガイシャヤマキカイライフサプライ 7900952 愛媛県松山市朝生田町１丁目１２－２ 訪問介護 089-931-0750 H12/02/25 指定 松山市

3870101031 有限会社  山起会ライフサプライ 有限会社山起会ライフサプライ ユウゲンガイシャヤマキカイライフサプライ 7900952 愛媛県松山市朝生田町１丁目１２－２ 居宅介護支援 089-931-0078 H12/03/02 指定 松山市

3870101031 有限会社  山起会ライフサプライ 有限会社山起会ライフサプライ ユウゲンガイシャヤマキカイライフサプライ 7900952 愛媛県松山市朝生田町１丁目１２－２ 訪問型サービス（独自） 089-931-0750 H30/04/01 指定 松山市

3870101049 医療法人天真会 南高井ホームヘルパーステーション ミナミタカイホームヘルパーステーション 7911112 愛媛県松山市南高井町３２０番地１ 訪問介護 089-970-6160 H12/02/25 指定 松山市

3870101049 医療法人天真会 南高井ホームヘルパーステーション ミナミタカイホームヘルパーステーション 7911112 愛媛県松山市南高井町３２０番地１ 訪問型サービス（独自） 089-970-6160 H30/04/01 指定 松山市

3870101056 医療法人  友朋会 訪問介護事業所りつりん ホウモンカイゴジギョウショリツリン 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙１２－１０ 訪問介護 089-931-3322 H12/02/28 指定 松山市
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3870101056 医療法人  友朋会 訪問介護事業所りつりん ホウモンカイゴジギョウショリツリン 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙１２－１０ 訪問型サービス（独自） 089-931-3322 H30/04/01 指定 松山市

3870101072 有限会社  ひばり園 有限会社ひばり園 ユウゲンガイシャヒバリエン 7911102 愛媛県松山市来住町２３３－１ 訪問介護 089-975-1876 H12/02/28 指定 松山市

3870101072 有限会社  ひばり園 有限会社ひばり園 ユウゲンガイシャヒバリエン 7911102 愛媛県松山市来住町２３３－１ 訪問型サービス（独自） 089-975-1876 H30/04/01 指定 松山市

3870101106 株式会社  悠遊社 株式会社悠遊社 カブシキガイシャユウユウシャ 7918032 愛媛県松山市南斎院町９３５番地１ 訪問介護 089-968-7237 H12/03/07 指定 松山市

3870101106 株式会社  悠遊社 株式会社悠遊社 カブシキガイシャユウユウシャ 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目２３番１９号 居宅介護支援 089-993-6101 H12/03/23 指定 松山市

3870101106 株式会社  悠遊社 株式会社悠遊社 カブシキガイシャユウユウシャ 7918032 愛媛県松山市南斎院町９３５番地１ 訪問型サービス（独自） 089-968-7237 H30/04/01 指定 松山市

3870101122 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 指定通所介護事業所デイサービスセンター第二権現荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町甲６３９－１ 通所介護 089-978-6626 H12/03/02 指定 松山市

3870101122 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 指定通所介護事業所デイサービスセンター第二権現荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町甲６３９－１ 通所型サービス（独自） 089-978-6626 H30/04/01 指定 松山市

3870101130 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたかのこ ニチイケアセンタータカノコ 7900924 愛媛県松山市南久米町１４５－１竹乃井ビル１０６号 福祉用具貸与 089-955-6527 H12/03/02 指定 松山市

3870101130 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたかのこ ニチイケアセンタータカノコ 7900924 愛媛県松山市南久米町１４５－１竹乃井ビル１０６号 特定福祉用具販売 089-955-6527 H18/06/01 指定 松山市

3870101130 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたかのこ ニチイケアセンタータカノコ 7900924 愛媛県松山市南久米町１４５－１竹乃井ビル１０６号 介護予防福祉用具貸与 089-955-6527 H18/04/01 指定 松山市

3870101130 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたかのこ ニチイケアセンタータカノコ 7900924 愛媛県松山市南久米町１４５－１竹乃井ビル１０６号 特定介護予防福祉用具販売 089-955-6527 H18/06/01 指定 松山市

3870101197 医療法人社団  慈生会 松山城東病院訪問介護事業所 マツヤマジョウトウビョウインホウモンカイゴジギョウショ 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 訪問介護 089-943-7735 H12/03/07 指定 松山市

3870101197 医療法人社団  慈生会 松山城東病院訪問介護事業所 マツヤマジョウトウビョウインホウモンカイゴジギョウショ 7900915 愛媛県松山市松末２－１９－３６ 訪問型サービス（独自） 089-943-7735 H30/04/01 指定 松山市

3870101239 医療法人  同仁会 ヘルパーステーションあい ヘルパーステーションアイ 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番１６号 訪問介護 089-909-6680 H12/03/07 指定 松山市

3870101239 医療法人  同仁会 ヘルパーステーションあい ヘルパーステーションアイ 7918021 愛媛県松山市六軒家町４番１６号 訪問型サービス（独自） 089-909-6680 H30/04/01 指定 松山市

3870101247 社会福祉法人  松山紅梅会 訪問介護事業梅本の里 ホウモンカイゴジギョウウメモトノサト 7910244 愛媛県松山市水泥町961番地 訪問介護 089-970-8836 H12/03/07 指定 松山市

3870101247 社会福祉法人  松山紅梅会 訪問介護事業梅本の里 ホウモンカイゴジギョウウメモトノサト 7910244 愛媛県松山市水泥町961番地 訪問型サービス（独自） 089-970-8836 H30/04/01 指定 松山市

3870101270 株式会社  アスト 株式会社　アスト　あっぷるケアサービス カブシキガイシャ　アスト　アップルケアサービス 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目８－２ 福祉用具貸与 089-946-1688 H12/03/08 指定 松山市

3870101270 株式会社  アスト 株式会社　アスト　あっぷるケアサービス カブシキガイシャ　アスト　アップルケアサービス 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目８－２ 特定福祉用具販売 089-946-1688 H18/04/01 指定 松山市

3870101270 株式会社  アスト 株式会社　アスト　あっぷるケアサービス カブシキガイシャ　アスト　アップルケアサービス 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目８－２ 介護予防福祉用具貸与 089-946-1688 H18/04/01 指定 松山市

3870101270 株式会社  アスト 株式会社　アスト　あっぷるケアサービス カブシキガイシャ　アスト　アップルケアサービス 7900952 愛媛県松山市朝生田町４丁目８－２ 特定介護予防福祉用具販売 089-946-1688 H18/04/01 指定 松山市

3870101304 愛媛医療生活協同組合 在宅ケアステーションたんぽぽ ザイタクケアステーションタンポポ 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 訪問介護 089-955-7336 H12/03/10 指定 松山市

3870101304 愛媛医療生活協同組合 在宅ケアステーションたんぽぽ ザイタクケアステーションタンポポ 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 訪問型サービス（独自） 089-955-7336 H30/04/01 指定 松山市

3870101312 生活協同組合コープえひめ コープえひめ訪問介護事業所　松山 コープエヒメホウモンカイゴジギョウショ　マツヤマ 7900952 愛媛県松山市朝生田町３丁目１番１８号 訪問介護 089-931-5340 H12/03/10 指定 松山市

3870101312 生活協同組合コープえひめ コープえひめ訪問介護事業所　松山 コープエヒメホウモンカイゴジギョウショ　マツヤマ 7900952 愛媛県松山市朝生田町３丁目１番１８号 訪問型サービス（独自） 089-931-5340 H30/04/01 指定 松山市

3870101320 松山医療生活協同組合 訪問介護たちばな事業所（ヘルパーステーションぬくもり） ホウモンカイゴタチバナジギョウショ（ヘルパーステーションヌクモリ） 7900966 愛媛県松山市立花五丁目１番５３号 訪問介護 089-986-3377 H12/03/10 指定 松山市

3870101320 松山医療生活協同組合 訪問介護たちばな事業所（ヘルパーステーションぬくもり） ホウモンカイゴタチバナジギョウショ（ヘルパーステーションヌクモリ） 7900966 愛媛県松山市立花五丁目１番５３号 訪問型サービス（独自） 089-986-3377 H30/04/01 指定 松山市

3870101379 株式会社  クロス・サービス グループホームだんだん グループホームダンダン 7900952 愛媛県松山市朝生田町七丁目８番４号 認知症対応型共同生活介護 089-931-7702 H18/04/01 指定 松山市

3870101379 株式会社  クロス・サービス グループホームだんだん グループホームダンダン 7900952 愛媛県松山市朝生田町七丁目８番４号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-931-7702 H18/04/01 指定 松山市

3870101395 生活協同組合コープえひめ コープえひめ居宅介護支援事業所　松山 コープエヒメキョタクカイゴシエンジギョウショ　マツヤマ 7900952 愛媛県松山市朝生田町３丁目１番１８号 居宅介護支援 089-931-5340 H12/03/15 指定 松山市

3870101411 社会福祉法人  聖隷福祉事業団 介護付有料老人ホーム松山エデンの園 カイゴツキユウリョウロウジンホームマツヤマエデンノソノ 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２４８番地 特定施設入居者生活介護 089-922-6656 H12/03/15 指定 松山市

3870101411 社会福祉法人  聖隷福祉事業団 介護付有料老人ホーム松山エデンの園 カイゴツキユウリョウロウジンホームマツヤマエデンノソノ 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２４８番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-922-6656 H18/04/01 指定 松山市

3870101429 社会福祉法人寿楽会 有料老人ホーム馬木 ユウリョウロウジンホームウマキ 7992655 愛媛県松山市馬木町２１５８番地 特定施設入居者生活介護 089-979-8813 H12/03/15 指定 松山市

3870101429 社会福祉法人寿楽会 有料老人ホーム馬木 ユウリョウロウジンホームウマキ 7992655 愛媛県松山市馬木町２１５８番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-979-8813 H18/04/01 指定 松山市

3870101437 西日本商事  株式会社 西日本商事株式会社 ニシニホンショウジカブシキカイシャ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１１９５番地 福祉用具貸与 089-996-6303 H12/03/21 指定 松山市

3870101437 西日本商事  株式会社 西日本商事株式会社 ニシニホンショウジカブシキカイシャ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１１９５番地 特定福祉用具販売 089-996-6303 H18/04/01 指定 松山市

3870101437 西日本商事  株式会社 西日本商事株式会社 ニシニホンショウジカブシキカイシャ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１１９５番地 介護予防福祉用具貸与 089-996-6303 H18/04/01 指定 松山市

3870101437 西日本商事  株式会社 西日本商事株式会社 ニシニホンショウジカブシキカイシャ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１１９５番地 特定介護予防福祉用具販売 089-996-6303 H18/04/01 指定 松山市

3870101445 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 短期入所生活介護事業所第二権現荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町６４８番地１ 短期入所生活介護 089-978-1110 H12/03/17 指定 松山市

3870101445 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 短期入所生活介護事業所第二権現荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町６４８番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-978-1110 H18/04/01 指定 松山市

3870101452 社会福祉法人  安寿会 短期入所生活介護事業所安寿荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３－１ 短期入所生活介護 089-978-6910 H12/03/17 指定 松山市
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3870101452 社会福祉法人  安寿会 短期入所生活介護事業所安寿荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３－１ 介護予防短期入所生活介護 089-978-6910 H18/04/01 指定 松山市

3870101460 社会福祉法人  白寿会 短期入所生活介護事業所白寿荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショハクジュソウ 7900951 愛媛県松山市天山町二丁目3番26号 短期入所生活介護 089-946-3345 H12/03/17 指定 松山市

3870101460 社会福祉法人  白寿会 短期入所生活介護事業所白寿荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショハクジュソウ 7900951 愛媛県松山市天山町二丁目3番26号 介護予防短期入所生活介護 089-946-3345 H18/04/01 指定 松山市

3870101478 社会福祉法人  愛寿会 ショートステイ愛寿荘 ショートステイアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 短期入所生活介護 089-970-7000 H12/03/17 指定 松山市

3870101478 社会福祉法人  愛寿会 ショートステイ愛寿荘 ショートステイアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-970-7000 H18/04/01 指定 松山市

3870101486 社会福祉法人  道真会 指定短期入所生活介護事業所幸富久荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショコウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２－１ 短期入所生活介護 089-972-8338 H12/03/17 指定 松山市

3870101486 社会福祉法人  道真会 指定短期入所生活介護事業所幸富久荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショコウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２－１ 介護予防短期入所生活介護 089-972-8338 H18/04/01 指定 松山市

3870101494 社会福祉法人  松山紅梅会 短期入所生活介護梅本の里 タンキニュウショセイカツカイゴウメモトノサト 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１ 短期入所生活介護 089-975-6985 H12/03/17 指定 松山市

3870101494 社会福祉法人  松山紅梅会 短期入所生活介護梅本の里 タンキニュウショセイカツカイゴウメモトノサト 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-975-6985 H18/04/01 指定 松山市

3870101502 社会福祉法人  友朋会 短期入所生活介護事業所りつりん館アドバンス タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショリツリンカンアドバンス 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙一番地２ 短期入所生活介護 089-931-8080 H12/03/17 指定 松山市

3870101502 社会福祉法人  友朋会 短期入所生活介護事業所りつりん館アドバンス タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショリツリンカンアドバンス 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙一番地２ 介護予防短期入所生活介護 089-931-8080 H18/04/01 指定 松山市

3870101510 社会福祉法人  平成会 ショートステイ道後 ショートステイドウゴ 7910101 愛媛県松山市溝辺町乙５３９－１ 短期入所生活介護 089-977-8111 H12/03/17 指定 松山市

3870101510 社会福祉法人  平成会 ショートステイ道後 ショートステイドウゴ 7910101 愛媛県松山市溝辺町乙５３９－１ 介護予防短期入所生活介護 089-977-8111 H18/04/01 指定 松山市

3870101528 社会福祉法人  慈光会 短期入所生活介護事業所ていれぎ荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショテイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町４０５番地１ 短期入所生活介護 089-975-5558 H12/03/17 指定 松山市

3870101528 社会福祉法人  慈光会 短期入所生活介護事業所ていれぎ荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショテイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町４０５番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-975-5558 H18/04/01 指定 松山市

3870101544 社会福祉法人  白寿会 デイサービスセンター和泉 デイサービスセンターイズミ 7900038 愛媛県松山市和泉北１－２０－２８ 通所介護 089-935-7001 H12/03/17 指定 松山市

3870101544 社会福祉法人  白寿会 デイサービスセンター和泉 デイサービスセンターイズミ 7900038 愛媛県松山市和泉北１－２０－２８ 通所型サービス（独自） 089-935-7001 H30/04/01 指定 松山市

3870101544 社会福祉法人  白寿会 デイサービスセンター和泉 デイサービスセンターイズミ 7900038 愛媛県松山市和泉北１－２０－２８ 通所型サービス（独自／定率） 089-935-7001 H29/04/01 指定 松山市

3870101551 社会福祉法人  安寿会 デイサービスセンター安寿荘 デイサービスセンターアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３番１ 通所介護 089-978-6910 H12/03/17 指定 松山市

3870101551 社会福祉法人  安寿会 デイサービスセンター安寿荘 デイサービスセンターアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３番１ 通所型サービス（独自） 089-978-6910 H30/04/01 指定 松山市

3870101551 社会福祉法人  安寿会 デイサービスセンター安寿荘 デイサービスセンターアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３番１ 通所型サービス（独自／定率） 089-978-6910 H29/04/01 指定 松山市

3870101585 社会福祉法人  友朋会 通所介護事業所　りつりん館アドバンス ツウショカイゴジギョウショ　リツリンカンアドバンス 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙１番地２ 通所介護 089-931-8080 H12/03/17 指定 松山市

3870101585 社会福祉法人  友朋会 通所介護事業所　りつりん館アドバンス ツウショカイゴジギョウショ　リツリンカンアドバンス 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙１番地２ 通所型サービス（独自） 089-931-8080 H30/04/01 指定 松山市

3870101593 社会福祉法人  松山紅梅会 デイサービス　梅本の里 デイサービス　ウメモトノサト 7910243 愛媛県松山市平井町1287番地 通所介護 089-997-7762 H12/03/17 指定 松山市

3870101593 社会福祉法人  松山紅梅会 デイサービス　梅本の里 デイサービス　ウメモトノサト 7910243 愛媛県松山市平井町1287番地 通所型サービス（独自） 089-997-7762 H30/04/01 指定 松山市

3870101601 社会福祉法人  道真会 指定通所介護事業所幸富久荘 シテイツウショカイゴジギョウショコウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２番地１ 通所介護 089-972-8338 H12/03/17 指定 松山市

3870101601 社会福祉法人  道真会 指定通所介護事業所幸富久荘 シテイツウショカイゴジギョウショコウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２番地１ 通所型サービス（独自） 089-972-8338 H30/04/01 指定 松山市

3870101627 社会福祉法人  平成会 デイサービスセンター道後 デイサービスセンタードウゴ 7910101 愛媛県松山市溝辺町乙５３９番地１ 通所介護 089-977-8383 H12/03/17 指定 松山市

3870101627 社会福祉法人  平成会 デイサービスセンター道後 デイサービスセンタードウゴ 7910101 愛媛県松山市溝辺町乙５３９番地１ 通所型サービス（独自） 089-977-8383 H30/04/01 指定 松山市

3870101635 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンターであい デイサービスセンターデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南５丁目３－１８ 通所介護 089-972-5511 H12/03/17 指定 松山市

3870101635 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンターであい デイサービスセンターデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南５丁目３－１８ 通所型サービス（独自） 089-972-5511 H30/04/01 指定 松山市

3870101635 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンターであい デイサービスセンターデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南５丁目３－１８ 通所型サービス（独自／定率） 089-972-2500 H29/06/01 指定 松山市

3870101643 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンター愛寿荘 デイサービスセンターアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 通所介護 089-948-8332 H12/03/17 指定 松山市

3870101643 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンター愛寿荘 デイサービスセンターアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 通所型サービス（独自） 089-948-8332 H30/04/01 指定 松山市

3870101643 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンター愛寿荘 デイサービスセンターアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 通所型サービス（独自／定率） 089-948-8332 H29/06/01 指定 松山市

3870101650 社会福祉法人  慈光会 通所介護事業所ていれぎ荘 ツウショカイゴジギョウショテイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町４０５番地１ 通所介護 089-975-5558 H12/03/17 指定 松山市

3870101650 社会福祉法人  慈光会 通所介護事業所ていれぎ荘 ツウショカイゴジギョウショテイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町４０５番地１ 通所型サービス（独自） 089-975-5558 H30/04/01 指定 松山市

3870101676 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 デイサービスセンターごごしま デイサービスセンターゴゴシマ 7918093 愛媛県松山市泊町６１８－４ 通所介護 089-961-5800 H12/03/17 指定 松山市

3870101676 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 デイサービスセンターごごしま デイサービスセンターゴゴシマ 7918093 愛媛県松山市泊町６１８－４ 通所型サービス（独自） 089-961-5800 H30/04/01 指定 松山市

3870101684 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会介護支援センター姫原 サイセイカイカイゴシエンセンターヒメバラ 7918012 愛媛県松山市姫原１丁目１６５６番地 通所介護 089-926-8388 H12/03/31 指定 松山市

3870101684 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会介護支援センター姫原 サイセイカイカイゴシエンセンターヒメバラ 7918012 愛媛県松山市姫原１丁目１６５６番地 通所型サービス（独自） 089-926-8388 H30/04/01 指定 松山市

3870101692 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会姫原特別養護老人ホーム サイセイカイヒメバラトクベツヨウゴロウジンホーム 7918012 愛媛県松山市姫原１－１６５６ 短期入所生活介護 089-926-8388 H12/03/29 指定 松山市
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3870101692 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会姫原特別養護老人ホーム サイセイカイヒメバラトクベツヨウゴロウジンホーム 7918012 愛媛県松山市姫原１－１６５６ 介護老人福祉施設 089-926-8388 H12/04/01 指定 松山市

3870101692 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会姫原特別養護老人ホーム サイセイカイヒメバラトクベツヨウゴロウジンホーム 7918012 愛媛県松山市姫原１－１６５６ 介護予防短期入所生活介護 089-926-8388 H18/04/01 指定 松山市

3870101700 松山広域福祉施設事務組合 久谷荘 クタニソウ 7911134 愛媛県松山市恵原町甲９４０ 介護老人福祉施設 089-963-2338 H12/04/01 指定 松山市

3870101718 社会福祉法人  双星会 五明苑 ゴミョウエン 7992648 愛媛県松山市菅沢町乙４１１－１ 介護老人福祉施設 089-977-3711 H12/04/01 指定 松山市

3870101726 社会福祉法人  白寿会 白寿荘 ハクジュソウ 7900951 愛媛県松山市天山２丁目３－２６ 介護老人福祉施設 089-946-3345 H12/04/01 指定 松山市

3870101734 社会福祉法人  愛媛県視覚障害者福祉会 第二権現荘 ダイニゴンゲンソウ 7992653 愛媛県松山市権現町６４８－１ 介護老人福祉施設 089-978-1110 H12/04/01 指定 松山市

3870101742 社会福祉法人  愛寿会 特別養護老人ホーム愛寿荘 トクベツヨウゴロウジンホームアイジュソウ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 介護老人福祉施設 089-970-7000 H12/04/01 指定 松山市

3870101759 社会福祉法人  松山紅梅会 梅本の里 ウメモトノサト 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４－１ 介護老人福祉施設 089-975-6985 H12/04/01 指定 松山市

3870101767 社会福祉法人  道真会 幸富久荘 コウフクソウ 7918034 愛媛県松山市富久町４１２－１ 介護老人福祉施設 089-972-8338 H12/04/01 指定 松山市

3870101775 社会福祉法人  平成会 特別養護老人ホーム道後 トクベツヨウゴロウジンホームドウゴ 7910101 愛媛県松山市溝辺町乙５３９－１ 介護老人福祉施設 089-977-8111 H12/04/01 指定 松山市

3870101783 社会福祉法人  慈光会 ていれぎ荘 テイレギソウ 7910244 愛媛県松山市水泥町405番地1 介護老人福祉施設 089-975-5558 H12/04/01 指定 松山市

3870101791 社会福祉法人  友朋会 りつりん館アドバンス リツリンカンアドバンス 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙１番地２ 介護老人福祉施設 089-931-8080 H12/04/01 指定 松山市

3870101809 社会福祉法人  安寿会 特別養護老人ホーム安寿荘 トクベツヨウゴロウジンホームアンジュソウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１６７３－１ 介護老人福祉施設 089-978-6910 H12/04/01 指定 松山市

3870101817 株式会社　ケアジャパン 居宅介護支援事業所ハッピー愛媛 キョタクカイゴシエンジギョウショハッピーエヒメ 7918015 愛媛県松山市中央一丁目１７番３５号　３F 居宅介護支援 089-911-0002 H12/04/24 指定 松山市

3870101841 株式会社　ケアジャパン ヘルパーステーション　ハッピー愛媛 ヘルパーステーション　ハッピーエヒメ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目17番35号 訪問介護 089-911-0002 H12/05/09 指定 松山市

3870101841 株式会社　ケアジャパン ヘルパーステーション　ハッピー愛媛 ヘルパーステーション　ハッピーエヒメ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目17番35号 訪問型サービス（独自） 089-911-0002 H30/04/01 指定 松山市

3870101882 医療法人  ミネルワ会 ミネルワ居宅介護支援事業所 ミネルワキョタクカイゴシエンジギョウショ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０１番地１ 居宅介護支援 089-972-3040 H11/11/05 指定 松山市

3870101890 一般社団法人  松山市医師会 ヘルパーステーション松山市医師会 ヘルパーステーションマツヤマシイシカイ 7900014 愛媛県松山市柳井町二丁目８５番地 訪問介護 089-915-7706 H12/02/15 指定 松山市

3870101890 一般社団法人  松山市医師会 ヘルパーステーション松山市医師会 ヘルパーステーションマツヤマシイシカイ 7900014 愛媛県松山市柳井町二丁目８５番地 訪問型サービス（独自） 089-915-7706 H30/04/01 指定 松山市

3870101924 えひめ中央農業協同組合 ＪＡえひめ中央ホームヘルプサービス事業所 ＪＡエヒメチュウオウホームヘルプサービスジギョウショ 7900011 愛媛県松山市千舟町８丁目１２８番地１ 訪問介護 089-943-2466 H12/06/26 指定 松山市

3870101924 えひめ中央農業協同組合 ＪＡえひめ中央ホームヘルプサービス事業所 ＪＡエヒメチュウオウホームヘルプサービスジギョウショ 7900011 愛媛県松山市千舟町８丁目１２８番地１ 訪問型サービス（独自） 089-943-2466 H30/04/01 指定 松山市

3870101957 石井オアシス・ケアサービス有限会社 指定居宅介護支援事業所おあしす シテイキョタクカイゴシエンジギョウショオアシス 7900923 愛媛県松山市北久米町１００４番地７ 居宅介護支援 089-958-8375 H12/07/14 指定 松山市

3870101973 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターやまごえ ニチイケアセンターヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越６丁目７番２０号 訪問介護 089-917-5772 H11/09/13 指定 松山市

3870101973 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターやまごえ ニチイケアセンターヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越６丁目７番２０号 通所介護 089-917-5772 H12/10/20 指定 松山市

3870101973 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターやまごえ ニチイケアセンターヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越６丁目７番２０号 居宅介護支援 089-917-5772 H13/04/01 指定 松山市

3870101973 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターやまごえ ニチイケアセンターヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越６丁目７番２０号 訪問型サービス（独自） 089-917-5772 H30/04/01 指定 松山市

3870101973 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターやまごえ ニチイケアセンターヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越６丁目７番２０号 通所型サービス（独自） 089-917-5772 H30/04/01 指定 松山市

3870101999 有限会社　日野電子 つる・かめ介護 ツル・カメカイゴ 7911112 愛媛県松山市南高井町１９８４番地２ 訪問型サービス（独自／定率） 089-958-0051 H29/04/01 指定 松山市

3870102005 有限会社さんわ さんわ訪問介護事業所 サンワホウモンカイゴジギョウショ 7918077 愛媛県松山市内浜町１８－６ 訪問介護 080-6380-0297 H12/12/07 指定 松山市

3870102005 有限会社さんわ さんわ訪問介護事業所 サンワホウモンカイゴジギョウショ 7918077 愛媛県松山市内浜町１８－６ 訪問型サービス（独自） 080-6380-0297 H30/04/01 指定 松山市

3870102047 株式会社　エイジングウェル アユーラデイサービスセンター アユーラデイサービスセンター 7900961 愛媛県松山市日の出町10番80号 通所介護 089-947-6388 H13/01/23 指定 松山市

3870102047 株式会社　エイジングウェル アユーラデイサービスセンター アユーラデイサービスセンター 7900961 愛媛県松山市日の出町10番80号 通所型サービス（独自） 089-947-6388 H30/04/01 指定 松山市

3870102070 株式会社　エイジングウェル アユーラ居宅介護支援事業所 アユーラキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900961 愛媛県松山市日の出町１０番７２号 居宅介護支援 089-968-1880 H13/02/20 指定 松山市

3870102088 医療法人　椿クリニック グループホームつばきの家 グループホームツバキノイエ 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目１番１６号 認知症対応型共同生活介護 089-969-7771 H18/04/01 指定 松山市

3870102088 医療法人　椿クリニック グループホームつばきの家 グループホームツバキノイエ 7900942 愛媛県松山市古川北四丁目１番１６号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-969-7771 H18/04/01 指定 松山市

3870102112 社会福祉法人　双星会 デイサービスセンター五明苑 デイサービスセンターゴミョウエン 7992648 愛媛県松山市菅沢町乙４９１番地６ 通所介護 089-977-6652 H13/03/14 指定 松山市

3870102112 社会福祉法人　双星会 デイサービスセンター五明苑 デイサービスセンターゴミョウエン 7992648 愛媛県松山市菅沢町乙４９１番地６ 通所型サービス（独自） 089-977-6652 H30/04/01 指定 松山市

3870102120 医療法人　たくま会 グループホームせと グループホームセト 7900047 愛媛県松山市余戸南二丁目19番33号 認知症対応型共同生活介護 089-965-0001 H18/04/01 指定 松山市

3870102120 医療法人　たくま会 グループホームせと グループホームセト 7900047 愛媛県松山市余戸南二丁目19番33号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-965-0001 H18/04/01 指定 松山市

3870102138 公益社団法人　松山市シルバー人材センター シルバー指定居宅介護支援事業所 シルバーシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900813 愛媛県松山市萱町１丁目１番地７ 居宅介護支援 089-998-2888 H13/03/21 指定 松山市

3870102146 公益社団法人　松山市シルバー人材センター ホームヘルパーステーションシルバー ホームヘルパーステーションシルバー 7900813 愛媛県松山市萱町１丁目１－７ 訪問介護 089-998-2888 H13/03/21 指定 松山市

3870102146 公益社団法人　松山市シルバー人材センター ホームヘルパーステーションシルバー ホームヘルパーステーションシルバー 7900813 愛媛県松山市萱町１丁目１－７ 訪問型サービス（独自） 089-998-2888 H30/04/01 指定 松山市
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3870102146 公益社団法人　松山市シルバー人材センター ホームヘルパーステーションシルバー ホームヘルパーステーションシルバー 7900813 愛媛県松山市萱町１丁目１－７ 訪問型サービス（独自／定率） 089-998-2888 H29/06/01 指定 松山市

3870102153 有限会社　イヨメディカル グループホーム御幸の杜 グループホームミユキノモリ 7900824 愛媛県松山市御幸二丁目8番18号 認知症対応型共同生活介護 089-922-6011 H18/04/01 指定 松山市

3870102153 有限会社　イヨメディカル グループホーム御幸の杜 グループホームミユキノモリ 7900824 愛媛県松山市御幸二丁目8番18号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-922-6011 H18/04/01 指定 松山市

3870102187 社会福祉法人松山紅梅会 グループホーム　梅本の里 グループホーム　ウメモトノサト 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-975-6985 H18/04/01 指定 松山市

3870102187 社会福祉法人松山紅梅会 グループホーム　梅本の里 グループホーム　ウメモトノサト 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-975-6985 H18/04/01 指定 松山市

3870102195 特定非営利活動法人グループホームしいのみ グループホームしいのみ グループホームシイノミ 7900806 愛媛県松山市緑町１丁目７－１５ 認知症対応型共同生活介護 089-932-7681 H18/04/01 指定 松山市

3870102195 特定非営利活動法人グループホームしいのみ グループホームしいのみ グループホームシイノミ 7900806 愛媛県松山市緑町１丁目７－１５ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-932-7681 H18/04/01 指定 松山市

3870102203 医療法人博愛会 指定訪問介護ステーション　しらさぎ シテイホウモンカイゴステーション　シラサギ 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 訪問介護 089-967-6660 H13/08/31 指定 松山市

3870102203 医療法人博愛会 指定訪問介護ステーション　しらさぎ シテイホウモンカイゴステーション　シラサギ 7918066 愛媛県松山市祓川１丁目２番２８号 訪問型サービス（独自） 089-967-6660 H30/04/01 指定 松山市

3870102211 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンター ベストケア・デイサービスセンター 7918013 愛媛県松山市山越6丁目2番33号 通所介護 089-911-0102 H13/09/03 指定 松山市

3870102211 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンター ベストケア・デイサービスセンター 7918013 愛媛県松山市山越6丁目2番33号 通所型サービス（独自） 089-911-0102 H30/04/01 指定 松山市

3870102229 株式会社　ケアジャパン デイサービスセンター　ハッピー愛媛 デイサービスセンター　ハッピーエヒメ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目17番35号 通所介護 089-911-0002 H13/09/20 指定 松山市

3870102229 株式会社　ケアジャパン デイサービスセンター　ハッピー愛媛 デイサービスセンター　ハッピーエヒメ 7918015 愛媛県松山市中央1丁目17番35号 通所型サービス（独自） 089-911-0002 H30/04/01 指定 松山市

3870102237 株式会社　安信 指定居宅サービス事業所　安信 シテイキョタクサービスジギョウショ　アンシン 7900911 愛媛県松山市桑原３丁目１番４７号 訪問介護 089-941-1199 H13/09/21 指定 松山市

3870102237 株式会社　安信 指定居宅サービス事業所　安信 シテイキョタクサービスジギョウショ　アンシン 7918013 愛媛県松山市山越二丁目10-11グランシェル１０１ 居宅介護支援 089-994-8443 H13/09/21 指定 松山市

3870102237 株式会社　安信 指定居宅サービス事業所　安信 シテイキョタクサービスジギョウショ　アンシン 7900911 愛媛県松山市桑原３丁目１番４７号 訪問型サービス（独自） 089-941-1199 H30/04/01 指定 松山市

3870102245 石井オアシス・ケアサービス有限会社 グループホームおあしす グループホームオアシス 7900923 愛媛県松山市北久米町１００４番地７ 認知症対応型共同生活介護 089-958-8206 H18/04/01 指定 松山市

3870102245 石井オアシス・ケアサービス有限会社 グループホームおあしす グループホームオアシス 7900923 愛媛県松山市北久米町１００４番地７ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-958-8206 H18/04/01 指定 松山市

3870102310 特定非営利活動法人ライフサポート友伍 居宅介護支援事業ライフサポート友伍 キョタクカイゴシエンジギョウライフサポートユウゴ 7900952 愛媛県松山市朝生田町６丁目２番２７号 居宅介護支援 089-998-7776 H13/12/19 指定 松山市

3870102328 特定非営利活動法人ライフサポート友伍 ライフサポートまごころ ライフサポートマゴコロ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目５番３５号 訪問介護 089-998-6360 H13/12/19 指定 松山市

3870102328 特定非営利活動法人ライフサポート友伍 ライフサポートまごころ ライフサポートマゴコロ 7900966 愛媛県松山市立花２丁目５番３５号 訪問型サービス（独自） 089-998-6360 H30/04/01 指定 松山市

3870102336 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 グループホーム　ルンビニー グループホーム　ルンビニー 7918006 愛媛県松山市安城寺町５３０番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-978-7515 H18/04/01 指定 松山市

3870102336 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 グループホーム　ルンビニー グループホーム　ルンビニー 7918006 愛媛県松山市安城寺町５３０番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-7515 H18/04/01 指定 松山市

3870102344 有限会社さんわ デイサービスさんわ デイサービスサンワ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目５－３５ 地域密着型通所介護 089-968-3138 H28/04/01 指定 松山市

3870102344 有限会社さんわ デイサービスさんわ デイサービスサンワ 7918071 愛媛県松山市松ノ木１丁目５－３５ 通所型サービス（独自） 089-968-3138 H30/04/01 指定 松山市

3870102351 特定非営利活動法人ライフサポート友伍 指定通所介護事業ライフサポート友伍 シテイツウショカイゴジギョウライフサポートユウゴ 7900952 愛媛県松山市朝生田町６丁目２番２７号 地域密着型通所介護 089-998-7776 H28/04/01 指定 松山市

3870102351 特定非営利活動法人ライフサポート友伍 指定通所介護事業ライフサポート友伍 シテイツウショカイゴジギョウライフサポートユウゴ 7900952 愛媛県松山市朝生田町６丁目２番２７号 通所型サービス（独自） 089-998-7776 H30/04/01 指定 松山市

3870102377 医療法人明星会 居宅介護支援事業所明星 キョタクカイゴシエンジギョウショミョウジョウ 7911114 愛媛県松山市井門町４６２番地１ 居宅介護支援 089-957-2936 H14/01/25 指定 松山市

3870102393 ベストケア株式会社 ベストケア株式会社福祉用具貸与事業所 ベストケアカブシキカイシャフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目９番６号 福祉用具貸与 089-911-0101 H12/02/07 指定 松山市

3870102393 ベストケア株式会社 ベストケア株式会社福祉用具貸与事業所 ベストケアカブシキカイシャフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目９番６号 特定福祉用具販売 089-911-0101 H23/04/25 指定 松山市

3870102393 ベストケア株式会社 ベストケア株式会社福祉用具貸与事業所 ベストケアカブシキカイシャフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目９番６号 介護予防福祉用具貸与 089-911-0101 H18/04/01 指定 松山市

3870102393 ベストケア株式会社 ベストケア株式会社福祉用具貸与事業所 ベストケアカブシキカイシャフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目９番６号 特定介護予防福祉用具販売 089-911-0101 H23/04/25 指定 松山市

3870102401 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの家 グループホームスミレノイエ 7918031 愛媛県松山市北斎院町１０７２－１ 認知症対応型共同生活介護 089-905-6006 H18/04/01 指定 松山市

3870102401 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの家 グループホームスミレノイエ 7918031 愛媛県松山市北斎院町１０７２－１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-905-6006 H18/04/01 指定 松山市

3870102419 ハニーコーポレーション株式会社 ハニーデイサービスセンター ハニーデイサービスセンター 7900931 愛媛県松山市西石井1丁目１－２５クリエイションビル７階 地域密着型通所介護 089-958-0094 H28/04/01 指定 松山市

3870102419 ハニーコーポレーション株式会社 ハニーデイサービスセンター ハニーデイサービスセンター 7900931 愛媛県松山市西石井1丁目１－２５クリエイションビル７階 通所型サービス（独自） 089-958-0094 H30/04/01 指定 松山市

3870102427 有限会社アシストジャパン アシストジャパンデイサービスセンター１号館 アシストジャパンデイサービスセンターイチゴウカン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７１３－１ 通所介護 089-970-4072 H14/02/19 指定 松山市

3870102427 有限会社アシストジャパン アシストジャパンデイサービスセンター１号館 アシストジャパンデイサービスセンターイチゴウカン 7911101 愛媛県松山市久米窪田町７１３－１ 通所型サービス（独自） 089-970-4072 H30/04/01 指定 松山市

3870102435 医療法人福井整形外科麻酔科 指定居宅介護支援事業所ふくい シテイキョタクカイゴシエンジギョウショフクイ 7911111 愛媛県松山市高井町７９５番地1 居宅介護支援 089-970-3018 H13/11/22 指定 松山市

3870102450 社会福祉法人和光会 ホームヘルパーステーション和光苑 ホームヘルパーステーションワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町１０９９番地 訪問介護 089-969-0006 H14/03/22 指定 松山市

3870102450 社会福祉法人和光会 ホームヘルパーステーション和光苑 ホームヘルパーステーションワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町１０９９番地 訪問型サービス（独自） 089-969-0006 H30/04/01 指定 松山市

3870102450 社会福祉法人和光会 ホームヘルパーステーション和光苑 ホームヘルパーステーションワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町１０９９番地 訪問型サービス（独自／定率） 089-969-0006 H29/04/01 指定 松山市
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3870102468 社会福祉法人和光会 居宅介護支援事業所和光苑 キョタクカイゴシエンジギョウショワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町１０９９番地 居宅介護支援 089-969-0007 H14/03/22 指定 松山市

3870102484 社会福祉法人　和光会 和光苑 ワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町1099番地 介護老人福祉施設 089-969-0001 H14/03/29 指定 松山市

3870102492 社会福祉法人和光会 短期入所生活介護事業所　和光苑 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町1099番地 短期入所生活介護 089-969-0001 H14/03/29 指定 松山市

3870102492 社会福祉法人和光会 短期入所生活介護事業所　和光苑 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町1099番地 介護予防短期入所生活介護 089-969-0001 H18/04/01 指定 松山市

3870102500 社会福祉法人　和光会 デイサービスセンター　和光苑 デイサービスセンター　ワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町1099番地 通所介護 089-969-0001 H14/03/29 指定 松山市

3870102500 社会福祉法人　和光会 デイサービスセンター和光苑 デイサービスセンター　ワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町1099番地 通所型サービス（独自） 089-969-0001 H30/04/01 指定 松山市

3870102500 社会福祉法人　和光会 デイサービスセンター和光苑 デイサービスセンター　ワコウエン 7911114 愛媛県松山市井門町1099番地 通所型サービス（独自／定率） 089-969-0001 H29/04/01 指定 松山市

3870102534 社会福祉法人双星会 ショートステイ五明苑 ショートステイゴミョウエン 7992648 愛媛県松山市菅沢町乙４１１－１ 短期入所生活介護 089-977-3711 H14/05/01 指定 松山市

3870102591 医療法人　ゆうの森 居宅介護支援事業所　コスモス キョタクカイゴシエンジギョウショ　コスモス 7918056 愛媛県松山市別府町444-1 居宅介護支援 089-911-6333 H14/05/27 指定 松山市

3870102609 医療法人天真会 南高井デイサービスセンター ミナミタカイデイサービスセンター 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 通所介護 089-976-7793 H14/05/31 指定 松山市

3870102609 医療法人天真会 南高井デイサービスセンター ミナミタカイデイサービスセンター 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 通所型サービス（独自） 089-976-7793 H30/04/01 指定 松山市

3870102633 社会福祉法人　愛寿会 居宅介護支援事業所　垣生あいじゅ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町277番地 居宅介護支援 089-968-9684 H14/06/21 指定 松山市

3870102641 社会福祉法人　愛寿会 ヘルパーステーション　垣生あいじゅ ヘルパーステーション　ハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町277番地 訪問介護 089-968-9681 H14/06/21 指定 松山市

3870102641 社会福祉法人　愛寿会 ヘルパーステーション　垣生あいじゅ ヘルパーステーション　ハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町277番地 訪問型サービス（独自） 089-968-9681 H30/04/01 指定 松山市

3870102641 社会福祉法人　愛寿会 ヘルパーステーション　垣生あいじゅ ヘルパーステーション　ハブアイジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町277番地 訪問型サービス（独自／定率） 089-968-9681 H29/04/01 指定 松山市

3870102658 有限会社　エディア あゆみ介護 アユミカイゴ 7918031 愛媛県松山市北斎院町４０２番地４ 訪問介護 089-965-3636 H14/06/28 指定 松山市

3870102658 有限会社　エディア あゆみ介護 アユミカイゴ 7918031 愛媛県松山市北斎院町４０２番地４ 訪問型サービス（独自） 089-965-3636 H30/04/01 指定 松山市

3870102674 ベストケア株式会社 ベストケア･デイサービスセンター石井 ベストケア・デイサービスセンターイシイ 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目５番２９号 通所介護 089-914-8880 H14/07/19 指定 松山市

3870102674 ベストケア株式会社 ベストケア･デイサービスセンター石井 ベストケア・デイサービスセンターイシイ 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目５番２９号 通所型サービス（独自） 089-914-8880 H30/04/01 指定 松山市

3870102690 有限会社優寿の里 グループホーム優寿の里 グループホームユウジュノサト 7992651 愛媛県松山市堀江町甲207番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-997-8420 H18/04/01 指定 松山市

3870102690 有限会社優寿の里 グループホーム優寿の里 グループホームユウジュノサト 7992651 愛媛県松山市堀江町甲207番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-997-8420 H18/04/01 指定 松山市

3870102708 有限会社　若葉 若葉訪問介護事業所 ワカバホウモンカイゴジギョウショ 7992654 愛媛県松山市内宮町552-1重松ビル１階 訪問介護 089-911-8686 H14/08/16 指定 松山市

3870102708 有限会社　若葉 若葉訪問介護事業所 ワカバホウモンカイゴジギョウショ 7992654 愛媛県松山市内宮町552-1重松ビル１階 訪問型サービス（独自） 089-911-8686 H30/04/01 指定 松山市

3870102708 有限会社　若葉 若葉訪問介護事業所 ワカバホウモンカイゴジギョウショ 7992654 愛媛県松山市内宮町552-1重松ビル１階 訪問型サービス（独自／定率） 089-911-8686 H29/04/01 指定 松山市

3870102732 医療法人博愛会 グループホーム青い鳥 グループホームアオイトリ 7918076 愛媛県松山市会津町１－１９ 認知症対応型共同生活介護 089-951-7246 H18/04/01 指定 松山市

3870102732 医療法人博愛会 グループホーム青い鳥 グループホームアオイトリ 7918076 愛媛県松山市会津町１－１９ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-951-7246 H18/04/01 指定 松山市

3870102740 有限会社　クオラ オリオンケアサービス オリオンケアサービス 7992662 愛媛県松山市太山寺町２３８３番地１ 訪問介護 089-994-8170 H14/09/10 指定 松山市

3870102740 有限会社　クオラ オリオンケアサービス オリオンケアサービス 7992662 愛媛県松山市太山寺町２３８３番地１ 訪問型サービス（独自） 089-994-8170 H30/04/01 指定 松山市

3870102765 合資会社　テクノエイドみらい 合資会社　テクノエイドみらい福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャ　テクノエイドミライフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918011 愛媛県松山市吉藤五丁目２０－２９ 福祉用具貸与 089-996-6113 H14/10/09 指定 松山市

3870102765 合資会社　テクノエイドみらい 合資会社　テクノエイドみらい福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャ　テクノエイドミライフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918011 愛媛県松山市吉藤五丁目２０－２９ 特定福祉用具販売 089-996-6113 H18/04/01 指定 松山市

3870102765 合資会社　テクノエイドみらい 合資会社　テクノエイドみらい福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャ　テクノエイドミライフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918011 愛媛県松山市吉藤五丁目２０－２９ 介護予防福祉用具貸与 089-996-6113 H18/04/01 指定 松山市

3870102765 合資会社　テクノエイドみらい 合資会社　テクノエイドみらい福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャ　テクノエイドミライフクシヨウグタイヨジギョウショ 7918011 愛媛県松山市吉藤五丁目２０－２９ 特定介護予防福祉用具販売 089-996-6113 H18/04/01 指定 松山市

3870102773 有限会社ティーエムコーポレーション デイサービスセンターすみれの家 デイサービスセンタースミレノイエ 7918031 愛媛県松山市北斎院町１０７２番地１ 地域密着型通所介護 089-905-6014 H28/04/01 指定 松山市

3870102773 有限会社ティーエムコーポレーション デイサービスセンターすみれの家 デイサービスセンタースミレノイエ 7918031 愛媛県松山市北斎院町１０７２番地１ 通所型サービス（独自） 089-905-6014 H30/04/01 指定 松山市

3870102781 有限会社山起会ライフサプライ デイサービスセンター　ケアフル土居田 デイサービスセンター　ケアフルドイダ 7900056 愛媛県松山市土居田町８１－１ 通所介護 089-987-7580 H14/10/15 指定 松山市

3870102781 有限会社山起会ライフサプライ デイサービスセンター　ケアフル土居田 デイサービスセンター　ケアフルドイダ 7900056 愛媛県松山市土居田町８１－１ 通所型サービス（独自） 089-987-7580 H30/04/01 指定 松山市

3870102807 社会福祉法人安寿会 グループホームあんじゅ グループホームアンジュ 7918006 愛媛県松山市安城寺町1429番 認知症対応型共同生活介護 089-978-6855 H18/04/01 指定 松山市

3870102807 社会福祉法人安寿会 グループホームあんじゅ グループホームアンジュ 7918006 愛媛県松山市安城寺町1429番 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-6855 H18/04/01 指定 松山市

3870102831 医療法人　団伸会 指定居宅介護支援事業所　おくじま シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　オクジマ 7900843 愛媛県松山市道後町２丁目２番１号 居宅介護支援 089-925-2551 H14/11/05 指定 松山市

3870102856 株式会社　ケアセンターとかじ 居宅介護支援事業所とかじ キョタクカイゴシエンジギョウショトカジ 7900814 愛媛県松山市味酒町1丁目9番地15 居宅介護支援 089-998-2255 H14/12/01 指定 松山市

3870102864 株式会社ケアセンターとかじ デイサービスセンター和楽 デイサービスセンターワラク 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目９番地１５ 通所型サービス（独自） 089-998-2255 H30/04/01 指定 松山市

3870102898 株式会社ケアセンターとかじ グループホーム清風 グループホームセイフウ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目９番地15 認知症対応型共同生活介護 089-998-2255 H18/04/01 指定 松山市
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3870102898 株式会社ケアセンターとかじ グループホーム清風 グループホームセイフウ 7900814 愛媛県松山市味酒町１丁目９番地15 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-998-2255 H18/04/01 指定 松山市

3870102914 特定非営利活動法人グループホームしいのみ グループホーム紫竹庵 グループホームシチクアン 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１１番３５号 認知症対応型共同生活介護 089-922-7403 H18/04/01 指定 松山市

3870102914 特定非営利活動法人グループホームしいのみ グループホーム紫竹庵 グループホームシチクアン 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１１番３５号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-922-7403 H18/04/01 指定 松山市

3870102922 有限会社ケアサービスはまゆう グループホームはまゆう堀江 グループホームハマユウホリエ 7992652 愛媛県松山市福角町甲２００番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-978-4521 H18/04/01 指定 松山市

3870102922 有限会社ケアサービスはまゆう グループホームはまゆう堀江 グループホームハマユウホリエ 7992652 愛媛県松山市福角町甲２００番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-4521 H18/04/01 指定 松山市

3870102948 医療法人椿クリニック グループホームつばきの里 グループホームツバキノサト 7900942 愛媛県松山市古川北１丁目２５番２４号 認知症対応型共同生活介護 089-969-1117 H18/04/01 指定 松山市

3870102948 医療法人椿クリニック グループホームつばきの里 グループホームツバキノサト 7900942 愛媛県松山市古川北１丁目２５番２４号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-969-1117 H18/04/01 指定 松山市

3870102955 医療法人たいさんじ整形外科 グループホームたいさんじ グループホームタイサンジ 7992662 愛媛県松山市太山寺町950－7 認知症対応型共同生活介護 089-978-5517 H18/04/01 指定 松山市

3870102955 医療法人たいさんじ整形外科 グループホームたいさんじ グループホームタイサンジ 7992662 愛媛県松山市太山寺町950－7 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-5517 H18/04/01 指定 松山市

3870102997 医療法人岡本医院 グループホームみつはま グループホームミツハマ 7918062 愛媛県松山市住吉２丁目２番２１号 認知症対応型共同生活介護 089-953-5247 H18/04/01 指定 松山市

3870102997 医療法人岡本医院 グループホームみつはま グループホームミツハマ 7918062 愛媛県松山市住吉２丁目２番２１号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-953-5247 H18/04/01 指定 松山市

3870103003 株式会社　ユニケア アトラス堀江 アトラスホリエ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲844番地6 認知症対応型共同生活介護 089-978-2899 H18/04/01 指定 松山市

3870103003 株式会社　ユニケア アトラス堀江 アトラスホリエ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲844番地6 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-2899 H18/04/01 指定 松山市

3870103029 テルウェル西日本株式会社 テルウェル西日本愛松園デイサービス愛松園 テルウェルニシニッポンアイショウエンデイサービスアイショウエン 7900802 愛媛県松山市喜与町１丁目８番４号 通所介護 089-934-3700 H15/01/24 指定 松山市

3870103029 テルウェル西日本株式会社 テルウェル西日本愛松園デイサービス愛松園 テルウェルニシニッポンアイショウエンデイサービスアイショウエン 7900802 愛媛県松山市喜与町１丁目８番４号 通所型サービス（独自） 089-934-3700 H30/04/01 指定 松山市

3870103037 テルウェル西日本株式会社 テルウェル西日本愛松園グループホーム愛松園 テルウェルニシニッポンアイショウエングループホームアイショウエン 7900802 愛媛県松山市喜与町1丁目8番4号 認知症対応型共同生活介護 089-934-3777 H18/04/01 指定 松山市

3870103037 テルウェル西日本株式会社 テルウェル西日本愛松園グループホーム愛松園 テルウェルニシニッポンアイショウエングループホームアイショウエン 7900802 愛媛県松山市喜与町1丁目8番4号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-934-3777 H18/04/01 指定 松山市

3870103094 株式会社クロス・サービス デイサービス来住 デイサービスキシ 7911102 愛媛県松山市来住町1057－1 通所介護 089-990-3111 H15/02/25 指定 松山市

3870103094 株式会社クロス・サービス デイサービス来住 デイサービスキシ 7911102 愛媛県松山市来住町1057－1 通所型サービス（独自） 089-990-3111 H29/11/01 指定 松山市

3870103110 医療法人　創実会 ヘルパーステーション　わが家 ヘルパーステーション　ワガヤ 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番19号 訪問介護 089-924-1723 H15/02/25 指定 松山市

3870103110 医療法人　創実会 ヘルパーステーション　わが家 ヘルパーステーション　ワガヤ 7918021 愛媛県松山市六軒家町3番19号 訪問型サービス（独自） 089-924-1723 H30/04/01 指定 松山市

3870103136 医療法人創実会 グループホームはなの家 グループホームハナノイエ 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番１９号 認知症対応型共同生活介護 089-924-1711 H18/04/01 指定 松山市

3870103136 医療法人創実会 グループホームはなの家 グループホームハナノイエ 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番１９号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-924-1711 H18/04/01 指定 松山市

3870103169 有限会社幸心 グループホームつばさ グループホームツバサ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目3－7 認知症対応型共同生活介護 089-917-7770 H18/04/01 指定 松山市

3870103169 有限会社幸心 グループホームつばさ グループホームツバサ 7918012 愛媛県松山市姫原３丁目3－7 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-917-7770 H18/04/01 指定 松山市

3870103177 株式会社モロコケア グループホームじゃんけんぽん グループホームジャンケンポン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目１２番２９号 認知症対応型共同生活介護 089-969-0777 H18/04/01 指定 松山市

3870103177 株式会社モロコケア グループホームじゃんけんぽん グループホームジャンケンポン 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目１２番２９号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-969-0777 H18/04/01 指定 松山市

3870103219 ベストケア株式会社 ベストケア株式会社居宅介護支援事業所 ベストケアカブシキガイシャキョタクカイゴシエンジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越５丁目９番地６ 居宅介護支援 089-911-0101 H11/09/30 指定 松山市

3870103250 株式会社　ユニケア アトラス馬木 アトラスウマキ 7992655 愛媛県松山市馬木町2174番地 認知症対応型共同生活介護 089-978-4200 H18/04/01 指定 松山市

3870103250 株式会社　ユニケア アトラス馬木 アトラスウマキ 7992655 愛媛県松山市馬木町2174番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-4200 H18/04/01 指定 松山市

3870103292 有限会社  託老所あんき グループホームこんまい「あんき」 グループホームコンマイ「アンキ」 7918044 愛媛県松山市西垣生町１６８０番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-971-3318 H18/04/01 指定 松山市

3870103292 有限会社  託老所あんき グループホームこんまい「あんき」 グループホームコンマイ「アンキ」 7918044 愛媛県松山市西垣生町１６８０番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-971-3318 H18/04/01 指定 松山市

3870103326 有限会社エディア 指定居宅介護支援事業所　あゆみ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　アユミ 7918031 愛媛県松山市北斎院町４０２－４ 居宅介護支援 089-965-3637 H15/04/25 指定 松山市

3870103383 有限会社　創夢会 すみれ野介護サービスセンター スミレノカイゴサービスセンター 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目６９６番７ 訪問介護 089-953-3663 H15/05/19 指定 松山市

3870103383 有限会社　創夢会 すみれ野介護サービスセンター スミレノカイゴサービスセンター 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目６９６番７ 訪問型サービス（独自） 089-953-3663 H30/04/01 指定 松山市

3870103391 特定非営利活動法人　えひめ障害者ヘルパーセンター ひめヘルプ ヒメヘルプ 7900822 愛媛県松山市高砂町２丁目３－３－２０１ 訪問介護 089-925-0810 H15/05/26 指定 松山市

3870103391 特定非営利活動法人　えひめ障害者ヘルパーセンター ひめヘルプ ヒメヘルプ 7900822 愛媛県松山市高砂町２丁目３－３－２０１ 訪問型サービス（独自） 089-925-0810 H30/04/01 指定 松山市

3870103409 特定非営利活動法人　えひめ障害者ヘルパーセンター ひめヘルプ ヒメヘルプ 7900822 愛媛県松山市高砂町２丁目３－３－２０１ 居宅介護支援 089-925-0810 H15/05/26 指定 松山市

3870103417 株式会社　メディックス グループホーム　パートナーハウスこすもす グループホーム　パートナーハウスコスモス 7911111 愛媛県松山市高井町724番1 認知症対応型共同生活介護 089-955-7611 H18/04/01 指定 松山市

3870103417 株式会社　メディックス グループホーム　パートナーハウスこすもす グループホーム　パートナーハウスコスモス 7911111 愛媛県松山市高井町724番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-955-7611 H18/04/01 指定 松山市

3870103458 株式会社　ケアジャパン グループホーム　ハッピー グループホーム　ハッピー 7918015 愛媛県松山市中央一丁目17番35号 認知症対応型共同生活介護 089-911-0002 H18/04/01 指定 松山市

3870103458 株式会社　ケアジャパン グループホーム　ハッピー グループホーム　ハッピー 7918015 愛媛県松山市中央一丁目17番35号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-911-0002 H18/04/01 指定 松山市
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3870103466 有限会社ケイ・エム・エス グループホームさしもも グループホームサシモモ 7918036 愛媛県松山市高岡町６１７番地 認知症対応型共同生活介護 089-973-7055 H18/04/01 指定 松山市

3870103466 有限会社ケイ・エム・エス グループホームさしもも グループホームサシモモ 7918036 愛媛県松山市高岡町６１７番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-973-7055 H18/04/01 指定 松山市

3870103482 特定非営利活動法人　介護企画あき グループホームあき グループホームアキ 7918034 愛媛県松山市富久町143番地2 認知症対応型共同生活介護 089-974-5378 H18/04/01 指定 松山市

3870103482 特定非営利活動法人　介護企画あき グループホームあき グループホームアキ 7918034 愛媛県松山市富久町143番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-974-5378 H18/04/01 指定 松山市

3870103490 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの園 グループホームスミレノソノ 7900913 愛媛県松山市畑寺3丁目15-8 認知症対応型共同生活介護 089-913-6026 H18/04/01 指定 松山市

3870103490 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの園 グループホームスミレノソノ 7900913 愛媛県松山市畑寺3丁目15-8 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-913-6026 H18/04/01 指定 松山市

3870103524 合資会社あい・愛ワーク あい・愛ワーク アイ・アイワーク 7918043 愛媛県松山市東垣生町２８２番地２ 福祉用具貸与 089-989-7583 H15/09/04 指定 松山市

3870103524 合資会社あい・愛ワーク あい・愛ワーク アイ・アイワーク 7918043 愛媛県松山市東垣生町２８２番地２ 特定福祉用具販売 089-989-7583 H18/04/01 指定 松山市

3870103524 合資会社あい・愛ワーク あい・愛ワーク アイ・アイワーク 7918043 愛媛県松山市東垣生町２８２番地２ 介護予防福祉用具貸与 089-989-7583 H18/04/01 指定 松山市

3870103524 合資会社あい・愛ワーク あい・愛ワーク アイ・アイワーク 7918043 愛媛県松山市東垣生町２８２番地２ 特定介護予防福祉用具販売 089-989-7583 H18/04/01 指定 松山市

3870103540 有限会社Ｅｌｙｓｉｏｎ 指定訪問介護支援事業所おもや シテイホウモンカイゴシエンジギョウショ　オモヤ 7911126 愛媛県松山市大橋町３３５番地 訪問介護 089-963-8620 H15/09/18 指定 松山市

3870103540 有限会社Ｅｌｙｓｉｏｎ 指定訪問介護支援事業所おもや シテイホウモンカイゴシエンジギョウショ　オモヤ 7911126 愛媛県松山市大橋町３３５番地 訪問型サービス（独自） 089-963-8620 H30/04/01 指定 松山市

3870103557 テルウェル西日本株式会社 テルウェル西日本愛松園　居宅介護支援事業所愛松園 テルウェルニシニッポンアイショウエン　キョタクカイゴシエンジギョウショアイショウエン 7900802 愛媛県松山市喜与町一丁目８番地４ 居宅介護支援 089-934-3700 H15/09/18 指定 松山市

3870103581 株式会社　よんでんライフケア よんでんライフケア道後 ヨンデンライフケアドウゴ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２番２７号 特定施設入居者生活介護 089-986-8100 H15/09/29 指定 松山市

3870103581 株式会社　よんでんライフケア よんでんライフケア道後 ヨンデンライフケアドウゴ 7900861 愛媛県松山市紅葉町２番２７号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-986-8100 H18/04/01 指定 松山市

3870103607 有限会社　ＡＳＲＥ デイサービスセンターあすれ デイサービスセンターアスレ 7910054 愛媛県松山市空港通４丁目７番２号 通所介護 089-909-8588 H15/10/08 指定 松山市

3870103607 有限会社　ＡＳＲＥ デイサービスセンターあすれ デイサービスセンターアスレ 7910054 愛媛県松山市空港通４丁目７番２号 通所型サービス（独自） 089-925-8909 H30/04/01 指定 松山市

3870103607 有限会社　ＡＳＲＥ デイサービスセンターあすれ デイサービスセンターアスレ 7910054 愛媛県松山市空港通４丁目７番２号 通所型サービス（独自／定率） 089-909-8588 H29/04/01 指定 松山市

3870103615 有限会社　ほほえみ でいさーびすけいさんのいえ デイサービスケイサンノイエ 7900813 愛媛県松山市萱町２丁目６-３　武智ビル１０２号 地域密着型通所介護 070-4312-4318 H28/04/01 指定 松山市

3870103664 有限会社　トータルケア果の実 グループホーム　こころ グループホーム　ココロ 7918044 愛媛県松山市西垣生町575番地6 認知症対応型共同生活介護 089-971-8705 H18/04/01 指定 松山市

3870103664 有限会社　トータルケア果の実 グループホーム　こころ グループホーム　ココロ 7918044 愛媛県松山市西垣生町575番地6 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-971-8705 H18/04/01 指定 松山市

3870103680 株式会社　サンリベラル 有料老人ホームサンリベラル道後 ユウリョウロウジンホームサンリベラルドウゴ 7910122 愛媛県松山市末町甲56番地1 短期入所生活介護 089-914-0277 H15/11/11 指定 松山市

3870103680 株式会社　サンリベラル 有料老人ホームサンリベラル道後 ユウリョウロウジンホームサンリベラルドウゴ 7910122 愛媛県松山市末町甲56番地1 特定施設入居者生活介護 089-914-0277 H15/11/11 指定 松山市

3870103680 株式会社　サンリベラル 有料老人ホームサンリベラル道後 ユウリョウロウジンホームサンリベラルドウゴ 7910122 愛媛県松山市末町甲56番地1 介護予防短期入所生活介護 089-914-0277 H18/04/01 指定 松山市

3870103680 株式会社　サンリベラル 有料老人ホームサンリベラル道後 ユウリョウロウジンホームサンリベラルドウゴ 7910122 愛媛県松山市末町甲56番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 089-914-0277 H18/04/01 指定 松山市

3870103698 有限会社　ラッセル社 グループホームみなみ グループホームミナミ 7911122 愛媛県松山市津吉町１１４２番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-963-0957 H18/04/01 指定 松山市

3870103698 有限会社　ラッセル社 グループホームみなみ グループホームミナミ 7911122 愛媛県松山市津吉町１１４２番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-963-0957 H18/04/01 指定 松山市

3870103714 株式会社　エイジングウェル グループホームあゆーら グループホームアユーラ 7900962 愛媛県松山市枝松6丁目3-15 認知症対応型共同生活介護 089-945-1126 H18/04/01 指定 松山市

3870103714 株式会社　エイジングウェル グループホームあゆーら グループホームアユーラ 7900962 愛媛県松山市枝松6丁目3-15 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-945-1126 H18/04/01 指定 松山市

3870103722 有限会社　アイファミリー グループホーム　ファミリー グループホーム　ファミリー 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3264 認知症対応型共同生活介護 089-970-3381 H18/04/01 指定 松山市

3870103722 有限会社　アイファミリー グループホーム　ファミリー グループホーム　ファミリー 7910242 愛媛県松山市北梅本町甲3264 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-970-3381 H18/04/01 指定 松山市

3870103730 社会福祉法人  喜久寿 グループホームウェルケアみどろ グループホームウェルケアミドロ 7910244 愛媛県松山市水泥町132番地1 認知症対応型共同生活介護 089-905-9116 H18/04/01 指定 松山市

3870103730 社会福祉法人  喜久寿 グループホームウェルケアみどろ グループホームウェルケアミドロ 7910244 愛媛県松山市水泥町132番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-905-9116 H18/04/01 指定 松山市

3870103748 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンターウェルケアみどろ シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターウェルケアミドロ 7910244 愛媛県松山市水泥町132番地1 通所介護 089-905-9115 H15/12/24 指定 松山市

3870103748 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンターウェルケアみどろ シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターウェルケアミドロ 7910244 愛媛県松山市水泥町132番地1 通所型サービス（独自） 089-905-9115 H30/04/01 指定 松山市

3870103755 有限会社　三光資産 グループホーム　さんこう グループホーム　サンコウ 7911116 愛媛県松山市南土居町131番地1 認知症対応型共同生活介護 089-975-3300 H18/04/01 指定 松山市

3870103755 有限会社　三光資産 グループホーム　さんこう グループホーム　サンコウ 7911116 愛媛県松山市南土居町131番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-975-3300 H18/04/01 指定 松山市

3870103805 医療法人福井整形外科麻酔科 グループホーム　ふくい グループホーム　フクイ 7911111 愛媛県松山市高井町795番地1 認知症対応型共同生活介護 089-975-7611 H18/04/01 指定 松山市

3870103805 医療法人福井整形外科麻酔科 グループホーム　ふくい グループホーム　フクイ 7911111 愛媛県松山市高井町795番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-975-7611 H18/04/01 指定 松山市

3870103813 医療法人福井整形外科麻酔科 デイサービス　ふくい デイサービス　フクイ 7911111 愛媛県松山市高井町795番地1 地域密着型通所介護 089-970-3016 H28/04/01 指定 松山市

3870103813 医療法人福井整形外科麻酔科 デイサービス　ふくい デイサービス　フクイ 7911111 愛媛県松山市高井町795番地1 通所型サービス（独自） 089-970-3016 H30/04/01 指定 松山市

3870103821 医療法人  河原医院 グループホーム　里の家 グループホーム　サトノイエ 7911106 愛媛県松山市今在家3丁目9-29 認知症対応型共同生活介護 089-905-8188 H18/04/01 指定 松山市
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3870103821 医療法人  河原医院 グループホーム　里の家 グループホーム　サトノイエ 7911106 愛媛県松山市今在家3丁目9-29 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-905-8188 H18/04/01 指定 松山市

3870103847 有限会社サンアルテ 居宅介護支援事業所よかよか倶楽部 キョタクカイゴシエンジギョウショヨカヨカクラブ 7900864 愛媛県松山市築山町８－３サン・アルテ　藤　２階 居宅介護支援 089-998-2800 H16/03/03 指定 松山市

3870103854 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 グループホーム　アショカ グループホーム　アショカ 7918042 愛媛県松山市南吉田町964番1 認知症対応型共同生活介護 089-971-6536 H18/04/01 指定 松山市

3870103854 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 グループホーム　アショカ グループホーム　アショカ 7918042 愛媛県松山市南吉田町964番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-971-6536 H18/04/01 指定 松山市

3870103862 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの里 グループホームスミレノサト 7911112 愛媛県松山市南高井町1808番4 認知症対応型共同生活介護 089-976-0377 H18/04/01 指定 松山市

3870103862 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの里 グループホームスミレノサト 7911112 愛媛県松山市南高井町1808番4 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-976-0377 H18/04/01 指定 松山市

3870103870 株式会社　スローライフ ぐるうぷほうむ３丁目 グループホームサンチョウメ 7910244 愛媛県松山市水泥町６３１ 認知症対応型共同生活介護 089-997-7141 H18/04/01 指定 松山市

3870103870 株式会社　スローライフ ぐるうぷほうむ３丁目 グループホームサンチョウメ 7910244 愛媛県松山市水泥町６３１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-997-7141 H18/04/01 指定 松山市

3870103888 えひめ中央農業協同組合 JAえひめ中央居宅介護支援事業所 ジェイエイエヒメチュウオウキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900011 愛媛県松山市千舟町８－１２８－１ 居宅介護支援 089-943-2466 H13/02/01 指定 松山市

3870103904 えひめ中央農業協同組合 サンケア潮見 サンケアシオミ 7918011 愛媛県松山市吉藤4丁目7-26 通所介護 089-911-8028 H16/03/19 指定 松山市

3870103904 えひめ中央農業協同組合 サンケア潮見 サンケアシオミ 7918011 愛媛県松山市吉藤4丁目7-26 通所型サービス（独自） 089-911-8028 H30/04/01 指定 松山市

3870103946 株式会社　ベターライフ・U グループホーム　四葉のクローバー グループホーム　ヨツバノクローバー 7918084 愛媛県松山市石風呂町甲1014-1 認知症対応型共同生活介護 089-952-4165 H18/04/01 指定 松山市

3870103946 株式会社　ベターライフ・U グループホーム　四葉のクローバー グループホーム　ヨツバノクローバー 7918084 愛媛県松山市石風呂町甲1014-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-952-4165 H18/04/01 指定 松山市

3870103953 有限会社　やわらぎ グループホーム　ぷうさんのおうち グループホーム　プウサンノオウチ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１３７－６ 認知症対応型共同生活介護 089-989-7121 H18/04/01 指定 松山市

3870103953 有限会社　やわらぎ グループホーム　ぷうさんのおうち グループホーム　プウサンノオウチ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１３７－６ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-989-7121 H18/04/01 指定 松山市

3870103961 有限会社　やわらぎ グループホーム　やわらぎ グループホーム　ヤワラギ 7900962 愛媛県松山市枝松6丁目7-12 認知症対応型共同生活介護 089-987-8380 H18/04/01 指定 松山市

3870103961 有限会社　やわらぎ グループホーム　やわらぎ グループホーム　ヤワラギ 7900962 愛媛県松山市枝松6丁目7-12 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-987-8380 H18/04/01 指定 松山市

3870103987 有限会社アシストジャパン アシストジャパン松山 アシストジャパンマツヤマ 7911112 愛媛県松山市南高井町１８１７番地１ 居宅介護支援 089-970-2120 H16/04/30 指定 松山市

3870103995 株式会社　ファミリーケア ファミリーケア　なかの ファミリーケア　ナカノ 7911121 愛媛県松山市中野町甲293番地2号 認知症対応型共同生活介護 089-960-8711 H18/04/01 指定 松山市

3870103995 株式会社　ファミリーケア ファミリーケア　なかの ファミリーケア　ナカノ 7911121 愛媛県松山市中野町甲293番地2号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-960-8711 H18/04/01 指定 松山市

3870104019 特定非営利活動法人　愛と心えひめ 居宅介護支援事業所　愛と心えひめ キョタクカイゴシエンジギョウショアイトココロエヒメ　 7910122 愛媛県松山市末町甲９番地１愛媛県在宅介護研修センター 居宅介護支援 089-914-5615 H16/05/06 指定 松山市

3870104027 特定非営利活動法人　愛と心えひめ デイサービス　愛と心えひめ デイサービス　アイトココロエヒメ 7910122 愛媛県松山市末町甲９番地１愛媛県在宅介護研修センター 地域密着型通所介護 089-914-0731 H28/04/01 指定 松山市

3870104027 特定非営利活動法人　愛と心えひめ デイサービス　愛と心えひめ デイサービス　アイトココロエヒメ 7910122 愛媛県松山市末町甲９番地１愛媛県在宅介護研修センター 通所型サービス（独自） 089-914-0731 H30/04/01 指定 松山市

3870104035 医療法人天真会 みなみの杜デイサービスセンター ミナミノモリデイサービスセンター 7911112 愛媛県松山市南高井町３２０－１ 通所介護 089-970-7370 H16/05/11 指定 松山市

3870104035 医療法人天真会 みなみの杜デイサービスセンター ミナミノモリデイサービスセンター 7911112 愛媛県松山市南高井町３２０－１ 通所型サービス（独自） 089-970-7370 H30/04/01 指定 松山市

3870104050 有限会社　山﨑介護センター グループホーム　とみひさ グループホーム　トミヒサ 7918034 愛媛県松山市富久町95番地5 認知症対応型共同生活介護 089-973-3372 H18/04/01 指定 松山市

3870104050 有限会社　山﨑介護センター グループホーム　とみひさ グループホーム　トミヒサ 7918034 愛媛県松山市富久町95番地5 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-973-3372 H18/04/01 指定 松山市

3870104068 株式会社　ユニケア アトラス奥道後 アトラスオクドウゴ 7910122 愛媛県松山市末町乙41番3 認知症対応型共同生活介護 089-977-3233 H18/04/01 指定 松山市

3870104068 株式会社　ユニケア アトラス奥道後 アトラスオクドウゴ 7910122 愛媛県松山市末町乙41番3 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-977-3233 H18/04/01 指定 松山市

3870104076 有限会社サンアルテ デイサービス　よかよか倶楽部 デイサービス　ヨカヨカクラブ 7900864 愛媛県松山市築山町8番3号 地域密着型通所介護 089-998-2800 H28/04/01 指定 松山市

3870104076 有限会社サンアルテ デイサービス　よかよか倶楽部 デイサービス　ヨカヨカクラブ 7900864 愛媛県松山市築山町8番3号 通所型サービス（独自） 089-998-2800 H30/04/01 指定 松山市

3870104084 医療法人  河原医院 指定訪問介護事業所ハピネス椿 シテイホウモンカイゴジギョウショハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 訪問介護 089-905-8088 H16/05/21 休止 松山市

3870104084 医療法人  河原医院 指定訪問介護事業所ハピネス椿 シテイホウモンカイゴジギョウショハピネスツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家３丁目９番２９号 訪問型サービス（独自） 089-905-8088 H30/04/01 休止 松山市

3870104100 有限会社ジー・エル・ファミール グループホーム　ファミール立花 グループホーム　ファミールタチバナ 7900966 愛媛県松山市立花1丁目1番23号 認知症対応型共同生活介護 089-933-7255 H18/04/01 指定 松山市

3870104100 有限会社ジー・エル・ファミール グループホーム　ファミール立花 グループホーム　ファミールタチバナ 7900966 愛媛県松山市立花1丁目1番23号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-933-7255 H18/04/01 指定 松山市

3870104134 医療法人　聖愛会 ベテルケアプランセンター ベテルケアプランセンター 7900833 愛媛県松山市祝谷６丁目１２２９番地 居宅介護支援 089-926-5575 H16/06/01 指定 松山市

3870104175 有限会社日之出総合ビジネス 日之出ケア２１ ヒノデケア２１ 7900951 愛媛県松山市天山三丁目７番２０号 訪問介護 089-943-9171 H16/07/01 指定 松山市

3870104175 有限会社日之出総合ビジネス 日之出ケア２１ ヒノデケア２１ 7900951 愛媛県松山市天山三丁目７番２０号 訪問型サービス（独自） 089-943-9171 H30/04/01 指定 松山市

3870104191 有限会社　スリー・ジー・ピー グループホーム　えくぼ グループホーム　エクボ 7918017 愛媛県松山市西長戸町440番地 認知症対応型共同生活介護 089-911-0365 H18/04/01 指定 松山市

3870104191 有限会社　スリー・ジー・ピー グループホーム　えくぼ グループホーム　エクボ 7918017 愛媛県松山市西長戸町440番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-911-0365 H18/04/01 指定 松山市

3870104209 株式会社　ケアジャパン グループホーム　ハッピー余戸 グループホーム　ハッピーヨウゴ 7900044 愛媛県松山市余戸東2丁目7-13 認知症対応型共同生活介護 089-965-3301 H18/04/01 指定 松山市

3870104209 株式会社　ケアジャパン グループホーム　ハッピー余戸 グループホーム　ハッピーヨウゴ 7900044 愛媛県松山市余戸東2丁目7-13 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-965-3301 H18/04/01 指定 松山市
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3870104217 有限会社　オリエンタルシルバーホーム トータルケアサポート花みずき トータルケアサポートハナミズキ 7900025 愛媛県松山市泉町23番地6 特定施設入居者生活介護 089-915-3100 H16/07/14 指定 松山市

3870104217 有限会社　オリエンタルシルバーホーム トータルケアサポート花みずき トータルケアサポートハナミズキ 7900025 愛媛県松山市泉町23番地6 介護予防特定施設入居者生活介護 089-915-3100 H18/04/01 指定 松山市

3870104217 有限会社　オリエンタルシルバーホーム トータルケアサポート花みずき トータルケアサポートハナミズキ 7900025 愛媛県松山市泉町23番地6 認知症対応型共同生活介護 089-915-3100 H18/04/01 指定 松山市

3870104217 有限会社　オリエンタルシルバーホーム トータルケアサポート花みずき トータルケアサポートハナミズキ 7900025 愛媛県松山市泉町23番地6 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-915-3100 H18/04/01 指定 松山市

3870104233 有限会社エーゼル 有限会社エーゼル ユウゲンガイシャエーゼル 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番地１４得松マンション１０３号 訪問介護 089-917-8115 H16/07/29 指定 松山市

3870104233 有限会社エーゼル 有限会社エーゼル ユウゲンガイシャエーゼル 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番地１４得松マンション１０３号 居宅介護支援 089-917-8115 H16/07/29 指定 松山市

3870104233 有限会社エーゼル 有限会社エーゼル ユウゲンガイシャエーゼル 7900823 愛媛県松山市清水町一丁目８番地１４得松マンション１０３号 訪問型サービス（独自） 089-917-8115 H30/04/01 指定 松山市

3870104241 株式会社クロス・サービス グループホーム　むく グループホーム　ムク 7911135 愛媛県松山市西野町甲434-1 認知症対応型共同生活介護 089-960-8330 H18/04/01 指定 松山市

3870104241 株式会社クロス・サービス グループホーム　むく グループホーム　ムク 7911135 愛媛県松山市西野町甲434-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-960-8330 H18/04/01 指定 松山市

3870104258 社会福祉法人安寿会 デイサービスセンター和気 デイサービスセンターワケ 7992656 愛媛県松山市和気町1丁目685番 地域密着型通所介護 089-960-4611 H28/04/01 指定 松山市

3870104258 社会福祉法人安寿会 デイサービスセンター和気 デイサービスセンターワケ 7992656 愛媛県松山市和気町1丁目685番 通所型サービス（独自） 089-960-4611 H30/04/01 指定 松山市

3870104290 有限会社　メディケアサポート デイサービス　わかば デイサービス　ワカバ 7918053 愛媛県松山市若葉町7番5号 通所介護 089-968-3730 H16/09/08 指定 松山市

3870104290 有限会社　メディケアサポート デイサービス　わかば デイサービス　ワカバ 7918053 愛媛県松山市若葉町7番5号 通所型サービス（独自） 089-968-3730 H30/04/01 指定 松山市

3870104308 有限会社　メディケアサポート グループホーム　わかば グループホーム　ワカバ 7918053 愛媛県松山市若葉町7番6号 認知症対応型共同生活介護 089-968-3530 H18/04/01 指定 松山市

3870104308 有限会社　メディケアサポート グループホーム　わかば グループホーム　ワカバ 7918053 愛媛県松山市若葉町7番6号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-968-3530 H18/04/01 指定 松山市

3870104324 株式会社パーソナルアシスタント青空 パーソナルアシスタント青空 パーソナルアシスタントアオゾラ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目４番３２号 訪問介護 089-958-9165 H16/09/30 指定 松山市

3870104324 株式会社パーソナルアシスタント青空 パーソナルアシスタント青空 パーソナルアシスタントアオゾラ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目４番３２号 訪問型サービス（独自） 089-958-9165 H30/04/01 指定 松山市

3870104340 有限会社アシストジャパン アシストジャパン・デイサービスセンター３号館 アシストジャパン・デイサービスセンター３ゴウカン 7911112 愛媛県松山市南高井町1817-1 通所介護 089-970-2120 H16/09/30 指定 松山市

3870104340 有限会社アシストジャパン アシストジャパン・デイサービスセンター３号館 アシストジャパン・デイサービスセンター３ゴウカン 7911112 愛媛県松山市南高井町1817-1 通所型サービス（独自） 089-970-2120 H30/04/01 指定 松山市

3870104365 社会福祉法人　愛光会 デイサービスセンター友 デイサービスセンターユウ 7900864 愛媛県松山市築山町7番14号 通所介護 089-913-7365 H16/10/01 指定 松山市

3870104365 社会福祉法人　愛光会 デイサービスセンター友 デイサービスセンターユウ 7900864 愛媛県松山市築山町7番14号 通所型サービス（独自） 089-913-7365 H30/04/01 指定 松山市

3870104373 社会福祉法人　愛光会 ケアハウス友 ケアハウスユウ 7900864 愛媛県松山市築山町7番14号 特定施設入居者生活介護 089-913-7365 H16/10/01 指定 松山市

3870104373 社会福祉法人　愛光会 ケアハウス友 ケアハウスユウ 7900864 愛媛県松山市築山町7番14号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-913-7365 H18/04/01 指定 松山市

3870104381 株式会社　ヨシケンコーポレーション グループホーム　いしい グループホーム　イシイ 7911105 愛媛県松山市北井門三丁目１４番２８号 認知症対応型共同生活介護 089-956-1213 H18/04/01 指定 松山市

3870104381 株式会社　ヨシケンコーポレーション グループホーム　いしい グループホーム　イシイ 7911105 愛媛県松山市北井門三丁目１４番２８号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-956-1213 H18/04/01 指定 松山市

3870104407 石原トータルケアサポート株式会社 ゆうのそよ風 ユウノソヨカゼ 7900031 愛媛県松山市雄郡二丁目９－２１第2石原ビル111号 訪問介護 089-915-5120 H16/10/22 指定 松山市

3870104407 石原トータルケアサポート株式会社 ゆうのそよ風 ユウノソヨカゼ 7900031 愛媛県松山市雄郡二丁目９－２１第2石原ビル111号 訪問型サービス（独自） 089-915-5120 H30/04/01 指定 松山市

3870104423 社会福祉法人　愛寿会 特別養護老人ホームであい トクベツヨウゴロウジンホームデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南5丁目3-18 介護老人福祉施設 089-972-5511 H16/11/01 指定 松山市

3870104431 社会福祉法人　愛寿会 ショートステイであい ショートステイデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南5丁目3-18 短期入所生活介護 089-972-5511 H16/11/01 指定 松山市

3870104431 社会福祉法人　愛寿会 ショートステイであい ショートステイデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南5丁目3-18 介護予防短期入所生活介護 089-972-5511 H18/04/01 指定 松山市

3870104449 社会福祉法人　愛寿会 グループホームであい グループホームデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南5丁目3-18 認知症対応型共同生活介護 089-972-5511 H18/04/01 指定 松山市

3870104449 社会福祉法人　愛寿会 グループホームであい グループホームデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南5丁目3-18 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-972-5511 H18/04/01 指定 松山市

3870104456 社会福祉法人　愛寿会 ケアハウスであい ケアハウスデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南5丁目3-18 特定施設入居者生活介護 089-972-3277 H16/11/09 指定 松山市

3870104456 社会福祉法人　愛寿会 ケアハウスであい ケアハウスデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南5丁目3-18 介護予防特定施設入居者生活介護 089-972-3277 H18/04/01 指定 松山市

3870104464 有限会社ヘルパーステーションひびき 有限会社ヘルパーステーションひびき ユウゲンガイシャヘルパーステーションヒビキ 7900852 愛媛県松山市石手二丁目２番２号 訪問介護 089-977-2928 H16/11/16 指定 松山市

3870104464 有限会社ヘルパーステーションひびき 有限会社ヘルパーステーションひびき ユウゲンガイシャヘルパーステーションヒビキ 7900852 愛媛県松山市石手二丁目２番２号 訪問型サービス（独自） 089-977-2928 H30/04/01 指定 松山市

3870104472 有限会社　松山エムエス デイサービス「シエスタ本町」 デイサービス「シエスタホンマチ」 7900811 愛媛県松山市本町6丁目2-1 地域密着型通所介護 089-924-0067 H28/04/01 指定 松山市

3870104472 有限会社　松山エムエス デイサービス「シエスタ本町」 デイサービス「シエスタホンマチ」 7900811 愛媛県松山市本町6丁目2-1 通所型サービス（独自） 089-924-0067 H30/04/01 指定 松山市

3870104480 有限会社　松山エムエス 指定居宅介護支援事業所「シエスタ本町」 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ「シエスタホンマチ」 7900811 愛媛県松山市本町六丁目２－１ 居宅介護支援 089-923-9800 H16/11/18 指定 松山市

3870104498 株式会社サンリベラル 居宅介護支援事業所サンリベラル道後 キョタクカイゴシエンジギョウショサンリベラルドウゴ 7910122 愛媛県松山市末町甲５６番地１ 居宅介護支援 089-914-0277 H16/12/01 指定 松山市

3870104548 吉野有限会社 グループホームよしの グループホームヨシノ 7918001 愛媛県松山市平田町19番地2 認知症対応型共同生活介護 089-979-2180 H18/04/01 指定 松山市

3870104548 吉野有限会社 グループホームよしの グループホームヨシノ 7918001 愛媛県松山市平田町19番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-979-2180 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870104555 有限会社ユニット・ワン グループホームユニットまつやま グループホームユニットマツヤマ 7911114 愛媛県松山市井門町790番地1 認知症対応型共同生活介護 089-958-0311 H18/04/01 指定 松山市

3870104555 有限会社ユニット・ワン グループホームユニットまつやま グループホームユニットマツヤマ 7911114 愛媛県松山市井門町790番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-958-0311 H18/04/01 指定 松山市

3870104563 有限会社アシストジャパン アシストジャパンヘルパーステーション松山 アシストジャパンヘルパーステーションマツヤマ 7911112 愛媛県松山市南高井町1817番地1 訪問介護 089-975-4838 H17/01/04 指定 松山市

3870104563 有限会社アシストジャパン アシストジャパンヘルパーステーション松山 アシストジャパンヘルパーステーションマツヤマ 7911112 愛媛県松山市南高井町1817番地1 訪問型サービス（独自） 089-975-4838 H30/04/01 指定 松山市

3870104571 有限会社パル・サポート パル・サポートヘルパーステーション パル・サポートヘルパーステーション 7900933 愛媛県松山市越智三丁目３番２９号アイリス大英越智１階A号 訪問介護 089-957-4387 H17/01/07 指定 松山市

3870104571 有限会社パル・サポート パル・サポートヘルパーステーション パル・サポートヘルパーステーション 7900933 愛媛県松山市越智三丁目３番２９号アイリス大英越智１階A号 訪問型サービス（独自） 089-957-4387 H30/04/01 指定 松山市

3870104589 有限会社パル・サポート パル・サポートケアプランセンター パル・サポートケアプランセンター 7900933 愛媛県松山市越智三丁目３番２９号アイリス大英越智１階A号 居宅介護支援 089-957-4387 H17/01/07 指定 松山市

3870104597 有限会社　フォローアップ 有限会社　フォローアップ　 ユウゲンガイシャ　フォローアップ　 7911122 愛媛県松山市津吉町668番地3 福祉用具貸与 089-963-4167 H17/01/25 指定 松山市

3870104597 有限会社　フォローアップ 有限会社　フォローアップ　 ユウゲンガイシャ　フォローアップ　 7911122 愛媛県松山市津吉町668番地3 介護予防福祉用具貸与 089-963-4167 H18/04/01 指定 松山市

3870104605 アトムタクシー有限会社 ヘルパーステーションアトム ヘルパーステーションアトム 7900952 愛媛県松山市朝生田町四丁目５番１２号 訪問介護 089-913-8484 H17/02/01 指定 松山市

3870104605 アトムタクシー有限会社 ヘルパーステーションアトム ヘルパーステーションアトム 7900952 愛媛県松山市朝生田町四丁目５番１２号 訪問型サービス（独自） 089-913-8484 H30/04/01 指定 松山市

3870104605 アトムタクシー有限会社 ヘルパーステーションアトム ヘルパーステーションアトム 7900952 愛媛県松山市朝生田町四丁目５番１２号 訪問型サービス（独自／定率） 089-913-8484 H29/04/01 指定 松山市

3870104662 株式会社ＭＭＣドリームサービス ＭＭＣドリームサービス エムエムシードリームサービス 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目７番地７ 訪問介護 089-915-5888 H17/04/01 指定 松山市

3870104662 株式会社ＭＭＣドリームサービス ＭＭＣドリームサービス エムエムシードリームサービス 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目７番地７ 訪問型サービス（独自） 089-915-5888 H30/04/01 指定 松山市

3870104696 株式会社ＭＭＣドリームサービス ＭＭＣドリームサービス エムエムシードリームサービス 7900067 愛媛県松山市大手町二丁目７番地７ 居宅介護支援 089-915-5888 H17/04/01 指定 松山市

3870104704 有限会社　コンシェルジュ ヘルププラザ　ももたろう ヘルププラザ　モモタロウ 7918081 愛媛県松山市高浜町１丁目乙６０－１５０ 訪問介護 089-908-8300 H17/03/31 指定 松山市

3870104704 有限会社　コンシェルジュ ヘルププラザ　ももたろう ヘルププラザ　モモタロウ 7918081 愛媛県松山市高浜町１丁目乙６０－１５０ 訪問型サービス（独自） 089-908-8300 H30/04/01 指定 松山市

3870104712 有限会社　コンシェルジュ ケアスペース　ももたろう ケアスペース　モモタロウ 7918081 愛媛県松山市高浜町１丁目乙６０－１５０ 通所介護 089-908-8300 H17/03/31 指定 松山市

3870104712 有限会社　コンシェルジュ ケアスペース　ももたろう ケアスペース　モモタロウ 7918081 愛媛県松山市高浜町高浜町１丁目乙６０－１５０ 通所型サービス（独自） 089-908-8300 H30/04/01 指定 松山市

3870104720 有限会社ノリテック グループホームひがし野 グループホームヒガシノ 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙68-1 認知症対応型共同生活介護 089-914-5502 H18/04/01 指定 松山市

3870104720 有限会社ノリテック グループホームひがし野 グループホームヒガシノ 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙68-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-914-5502 H18/04/01 指定 松山市

3870104746 有限会社　トリプルケア 久谷デイサービスセンター クタニデイサービスセンター 7911124 愛媛県松山市上川原町1522番地5 通所介護 089-963-2148 H17/04/01 指定 松山市

3870104746 有限会社　トリプルケア 久谷デイサービスセンター クタニデイサービスセンター 7911124 愛媛県松山市上川原町1522番地5 通所型サービス（独自） 089-963-2148 H30/04/01 指定 松山市

3870104761 有限会社　花 ヘルパーステーション花 ヘルパーステーションハナ 7918017 愛媛県松山市西長戸町２５８番地３ 訪問介護 089-922-8741 H17/04/11 指定 松山市

3870104761 有限会社　花 ヘルパーステーション花 ヘルパーステーションハナ 7918017 愛媛県松山市西長戸町２５８番地３ 訪問型サービス（独自） 089-922-8741 H30/04/01 指定 松山市

3870104779 有限会社　花 居宅介護支援事業所花 キョタクカイゴシエンジギョウショハナ 7918017 愛媛県松山市西長戸町２５８番地３ 居宅介護支援 089-922-8741 H17/04/11 指定 松山市

3870104787 有限会社　葵星 ヘルパーステーションあおいほし ヘルパーステーションアオイホシ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目２２番２２号 訪問介護 089-956-5317 H17/04/11 指定 松山市

3870104795 医療法人　フェニックス フェニックスケアプラン フェニックスケアプラン 7992424 愛媛県松山市八反地甲１６９７番地１ 居宅介護支援 089-911-7788 H11/12/03 指定 松山市

3870104803 有限会社　ヒメックス グループホームかがやき グループホームカガヤキ 7911123 愛媛県松山市東方町甲1438番地1 認知症対応型共同生活介護 089-960-8131 H18/04/01 指定 松山市

3870104803 有限会社　ヒメックス グループホームかがやき グループホームカガヤキ 7911123 愛媛県松山市東方町甲1438番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-960-8131 H18/04/01 指定 松山市

3870104811 有限会社ライフサポートさくら草 グループホーム軽井沢 グループホームカルイザワ 7918032 愛媛県松山市南斎院町乙19番地5 認知症対応型共同生活介護 089-924-5655 H18/04/01 指定 松山市

3870104811 有限会社ライフサポートさくら草 グループホーム軽井沢 グループホームカルイザワ 7918032 愛媛県松山市南斎院町乙19番地5 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-924-5655 H18/04/01 指定 松山市

3870104837 有限会社　ドリームコレクター 指定居宅介護支援事業所　空 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ソラ 7900038 愛媛県松山市和泉北一丁目１番９号Ｍ＆Ｐハウス　３０１号 居宅介護支援 089-935-6237 H17/05/02 指定 松山市

3870104845 株式会社メディックス パートナーハウスかとれあ パートナーハウスカトレア 7911111 愛媛県松山市高井町640番1 特定施設入居者生活介護 089-955-7311 H17/05/05 指定 松山市

3870104845 株式会社メディックス パートナーハウスかとれあ パートナーハウスカトレア 7911111 愛媛県松山市高井町640番1 介護予防特定施設入居者生活介護 089-955-7311 H18/04/01 指定 松山市

3870104902 医療法人フェニックス アポロン　デイサービス アポロン　デイサービス 7992424 愛媛県松山市八反地甲1697番地1 通所介護 089-911-7000 H17/05/17 指定 松山市

3870104902 医療法人フェニックス アポロン　デイサービス アポロン　デイサービス 7992424 愛媛県松山市八反地甲1697番地1 通所型サービス（独自） 089-911-7000 H30/04/01 指定 松山市

3870104928 医療法人順風会 デイサービスセンター星岡 デイサービスセンターホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡二丁目８番２４号 通所介護 089-914-8668 H17/05/25 指定 松山市

3870104928 医療法人順風会 デイサービスセンター星岡 デイサービスセンターホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡二丁目８番２４号 通所型サービス（独自） 089-914-8668 H30/04/01 指定 松山市

3870104944 医療法人　順風会 ショートステイ星岡 ショートステイホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡二丁目８番２４号 短期入所生活介護 089-914-8555 H17/05/25 指定 松山市

3870104944 医療法人　順風会 ショートステイ星岡 ショートステイホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡二丁目８番２４号 介護予防短期入所生活介護 089-914-8555 H18/04/01 指定 松山市

3870104969 医療法人　順風会 グループホーム星岡 グループホームホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡二丁目8番24号 認知症対応型共同生活介護 089-914-8778 H18/04/01 指定 松山市
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3870104969 医療法人　順風会 グループホーム星岡 グループホームホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡二丁目8番24号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-914-8778 H18/04/01 指定 松山市

3870104977 株式会社　悠遊社 介護付有料老人ホームゆうゆう カイゴツキユウリョウロウジンホームユウユウ 7900047 愛媛県松山市余戸南2丁目24-38 特定施設入居者生活介護 089-989-5088 H17/06/10 指定 松山市

3870104977 株式会社　悠遊社 介護付有料老人ホームゆうゆう カイゴツキユウリョウロウジンホームユウユウ 7900047 愛媛県松山市余戸南2丁目24-38 介護予防特定施設入居者生活介護 089-989-5088 H18/04/01 指定 松山市

3870105008 有限会社　コンシェルジュ ケアプラザ　ももたろう ケアプラザ　モモタロウ 7918081 愛媛県松山市高浜町１丁目乙６０－１５０ 居宅介護支援 089-908-8300 H17/06/13 指定 松山市

3870105016 社会福祉法人道真会 グループホーム　はぶやま グループホーム　ハブヤマ 7918036 愛媛県松山市高岡町779番地6 認知症対応型共同生活介護 089-972-5666 H18/04/01 指定 松山市

3870105016 社会福祉法人道真会 グループホーム　はぶやま グループホーム　ハブヤマ 7918036 愛媛県松山市高岡町779番地6 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-972-5666 H18/04/01 指定 松山市

3870105024 株式会社悠遊社 デイサービスセンター　ゆうゆう デイサービスセンター　ユウユウ 7900047 愛媛県松山市余戸南二丁目24番38号 通所介護 089-965-1990 H17/06/14 指定 松山市

3870105024 株式会社悠遊社 デイサービスセンター　ゆうゆう デイサービスセンター　ユウユウ 7900047 愛媛県松山市余戸南二丁目24番38号 通所型サービス（独自） 089-965-1990 H30/04/01 指定 松山市

3870105040 株式会社　四ッ葉 グループホーム四ッ葉 グループホームヨツバ 7918072 愛媛県松山市桜ケ丘643番2 認知症対応型共同生活介護 089-951-4428 H18/04/01 指定 松山市

3870105040 株式会社　四ッ葉 グループホーム四ッ葉 グループホームヨツバ 7918072 愛媛県松山市桜ケ丘643番2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-951-4428 H18/04/01 指定 松山市

3870105073 株式会社ケアジャパン デイサービスセンターハッピー余戸 デイサービスセンターハッピーヨウゴ 7900044 愛媛県松山市余戸東2丁目7番13号 通所介護 089-965-3303 H17/07/07 指定 松山市

3870105073 株式会社ケアジャパン デイサービスセンターハッピー余戸 デイサービスセンターハッピーヨウゴ 7900044 愛媛県松山市余戸東2丁目7番13号 通所型サービス（独自） 089-965-3303 H30/04/01 指定 松山市

3870105099 アースサポート株式会社 アースサポート　松山 アースサポート　マツヤマ 7900814 愛媛県松山市味酒町三丁目4番1号アメニティー味酒　1階 訪問介護 089-998-4400 H17/07/21 指定 松山市

3870105099 アースサポート株式会社 アースサポート　松山 アースサポート　マツヤマ 7900814 愛媛県松山市味酒町三丁目4番1号アメニティー味酒　1階 訪問入浴介護 089-998-4400 H17/07/21 指定 松山市

3870105099 アースサポート株式会社 アースサポート松山 アースサポートマツヤマ 7900814 愛媛県松山市味酒町三丁目4番1号アメニティー味酒　1階 居宅介護支援 089-998-4400 H21/06/15 指定 松山市

3870105099 アースサポート株式会社 アースサポート　松山 アースサポート　マツヤマ 7900814 愛媛県松山市味酒町三丁目4番1号アメニティー味酒　1階 介護予防訪問入浴介護 089-998-4400 H18/04/01 指定 松山市

3870105099 アースサポート株式会社 アースサポート　松山 アースサポート　　マツヤマ 7900814 愛媛県松山市味酒町三丁目4番1号アメニティー味酒　1階 訪問型サービス（独自） 089-998-4400 H30/04/01 指定 松山市

3870105107 社会福祉法人平成会 ケアハウスさや ケアハウスサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１１５８番地 特定施設入居者生活介護 089-972-6000 H17/08/01 指定 松山市

3870105107 社会福祉法人平成会 ケアハウスさや ケアハウスサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１１５８番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-972-6000 H18/04/01 指定 松山市

3870105115 社会福祉法人平成会 特別養護老人ホームさや トクベツヨウゴロウジンホームサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町1158番地 介護老人福祉施設 089-972-6000 H17/08/01 指定 松山市

3870105123 社会福祉法人平成会 ショートステイさや ショートステイサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町1158番地 短期入所生活介護 089-972-6000 H17/08/01 指定 松山市

3870105123 社会福祉法人平成会 ショートステイさや ショートステイサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町1158番地 介護予防短期入所生活介護 089-972-6000 H18/04/01 指定 松山市

3870105156 社会福祉法人平成会 デイサービスセンターさや デイサービスセンターサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町1158番地 通所介護 089-972-6000 H17/08/01 指定 松山市

3870105156 社会福祉法人平成会 デイサービスセンターさや デイサービスセンターサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町1158番地 通所型サービス（独自） 089-972-6000 H30/04/01 指定 松山市

3870105156 社会福祉法人平成会 デイサービスセンターさや デイサービスセンターサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町1158番地 通所型サービス（独自／定率） 089-972-6000 H29/07/01 指定 松山市

3870105180 株式会社メディックス グループホームパートナーハウスすずらん グループホームパートナーハウススズラン 7911111 愛媛県松山市高井町1296番地1 認知症対応型共同生活介護 089-955-6866 H18/04/01 指定 松山市

3870105180 株式会社メディックス グループホームパートナーハウスすずらん グループホームパートナーハウススズラン 7911111 愛媛県松山市高井町1296番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-955-6866 H18/04/01 指定 松山市

3870105206 有限会社　健都 ヘルパーステーション　明日香 ヘルパーステーション　アスカ 7900946 愛媛県松山市市坪北１丁目７－１７ 訪問介護 089-956-6250 H17/09/07 指定 松山市

3870105206 有限会社　健都 ヘルパーステーション　明日香 ヘルパーステーション　アスカ 7900946 愛媛県松山市市坪北１丁目７－１７ 訪問型サービス（独自） 089-956-6250 H30/04/01 指定 松山市

3870105214 株式会社ファミリーケア グループホームいまづ グループホームイマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184－6 認知症対応型共同生活介護 089-972-0050 H18/04/01 指定 松山市

3870105214 株式会社ファミリーケア グループホームいまづ グループホームイマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184－6 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-972-0050 H18/04/01 指定 松山市

3870105222 株式会社ファミリーケア ファミリーケア垣生デイサービスセンターいまづ ファミリーケアハブデイサービスセンターイマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184-6 通所介護 089-972-0050 H17/09/13 指定 松山市

3870105222 株式会社ファミリーケア ファミリーケア垣生デイサービスセンターいまづ ファミリーケアハブデイサービスセンターイマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184-6 通所型サービス（独自） 089-972-0050 H30/04/01 指定 松山市

3870105222 株式会社ファミリーケア ファミリーケア垣生デイサービスセンターいまづ ファミリーケアハブデイサービスセンターイマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184番地6 通所型サービス（独自／定率） 089-972-0050 H29/04/01 指定 松山市

3870105230 有限会社TOMハーモニー ヘルパーステーションハーモニー ヘルパーステーションハーモニー 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目1番6号烏谷ビル1階 訪問介護 089-922-2992 H17/10/01 指定 松山市

3870105230 有限会社TOMハーモニー ヘルパーステーションハーモニー ヘルパーステーションハーモニー 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目1番6号烏谷ビル1階 訪問型サービス（独自） 089-922-2992 H30/04/01 指定 松山市

3870105248 有限会社TOMハーモニー 指定居宅介護支援事業所ハーモニー シテイキョタクカイゴシエンジギョウショハーモニー 7900843 愛媛県松山市道後町二丁目1番6号烏谷ビル1階 居宅介護支援 089-922-2993 H17/10/01 指定 松山市

3870105255 株式会社ＭＭＣドリームサービス ＭＭＣフレンド エムエムシーフレンド 7900862 愛媛県松山市湯渡町3-18ＭＭＣフレンド１階 通所介護 089-945-0088 H17/10/01 指定 松山市

3870105255 株式会社ＭＭＣドリームサービス ＭＭＣフレンド エムエムシーフレンド 7900862 愛媛県松山市湯渡町3-18ＭＭＣフレンド１階 通所型サービス（独自） 089-945-0088 H30/04/01 指定 松山市

3870105263 株式会社ＭＭＣドリームサービス グループホームフレンド グループホームフレンド 7900862 愛媛県松山市湯渡町3-18ＭＭＣフレンド２階 認知症対応型共同生活介護 089-945-0002 H18/04/01 指定 松山市

3870105263 株式会社ＭＭＣドリームサービス グループホームフレンド グループホームフレンド 7900862 愛媛県松山市湯渡町3-18ＭＭＣフレンド２階 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-945-0002 H18/04/01 指定 松山市

3870105271 株式会社アクト企画 グループホーム元気家 グループホームゲンキヤ 7900921 愛媛県松山市福音寺町615番地5 認知症対応型共同生活介護 089-915-8885 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3870105271 株式会社アクト企画 グループホーム元気家 グループホームゲンキヤ 7900921 愛媛県松山市福音寺町615番地5 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-915-8885 H18/04/01 指定 松山市

3870105305 株式会社アトム商事 株式会社アトム商事 カブシキガイシャアトムショウジ 7900951 愛媛県松山市天山二丁目５番５号 福祉用具貸与 089-915-4500 H17/11/01 指定 松山市

3870105305 株式会社アトム商事 株式会社アトム商事 カブシキガイシャアトムショウジ 7900951 愛媛県松山市天山二丁目５番５号 特定福祉用具販売 089-915-4500 H18/04/01 指定 松山市

3870105305 株式会社アトム商事 株式会社アトム商事 カブシキガイシャアトムショウジ 7900951 愛媛県松山市天山二丁目５番５号 介護予防福祉用具貸与 089-915-4500 H18/04/01 指定 松山市

3870105305 株式会社アトム商事 株式会社アトム商事 カブシキガイシャアトムショウジ 7900951 愛媛県松山市天山二丁目５番５号 特定介護予防福祉用具販売 089-915-4500 H18/04/01 指定 松山市

3870105354 松山医療生活協同組合 グループホームなないろ グループホームナナイロ 7900966 愛媛県松山市立花二丁目2番15号 認知症対応型共同生活介護 089-915-7727 H18/04/01 指定 松山市

3870105354 松山医療生活協同組合 グループホームなないろ グループホームナナイロ 7900966 愛媛県松山市立花二丁目2番15号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-915-7727 H18/04/01 指定 松山市

3870105362 有限会社介護サービスせとか 訪問介護事業所マリン ホウモンカイゴジギョウショマリン 7992661 愛媛県松山市勝岡町243番地ネイバリータウン勝岡I番館3号 訪問介護 089-911-8182 H17/11/01 指定 松山市

3870105362 有限会社介護サービスせとか 訪問介護事業所マリン ホウモンカイゴジギョウショマリン 7992661 愛媛県松山市勝岡町243番地ネイバリータウン勝岡I番館3号 訪問型サービス（独自） 089-911-8182 H30/04/01 指定 松山市

3870105370 松山医療生活協同組合 デイサービスなないろ デイサービスナナイロ 7900966 愛媛県松山市立花二丁目2番15号 通所介護 089-915-7717 H17/11/01 指定 松山市

3870105370 松山医療生活協同組合 デイサービスなないろ デイサービスナナイロ 7900966 愛媛県松山市立花二丁目2番15号 通所型サービス（独自） 089-915-7717 H30/04/01 指定 松山市

3870105388 特定非営利活動法人ＡｓａｎａｍｉＷｏｒｋＣａｍｐ AWCたかなわデイサービスセンター エーダブルシータカナワデイサービスセンター 7992460 愛媛県松山市苞木甲２４７番地２ 通所介護 089-994-3393 H17/10/31 指定 松山市

3870105388 特定非営利活動法人ＡｓａｎａｍｉＷｏｒｋＣａｍｐ AWCたかなわデイサービスセンター エーダブルシータカナワデイサービスセンター 7992460 愛媛県松山市苞木甲２４７番地２ 通所型サービス（独自） 089-994-3393 H30/04/01 指定 松山市

3870105396 有限会社トータルケア果の実 グループホームこころ今出 グループホームココロイマズ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1607番地1 認知症対応型共同生活介護 089-968-6541 H18/04/01 指定 松山市

3870105396 有限会社トータルケア果の実 グループホームこころ今出 グループホームココロイマズ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1607番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-968-6541 H18/04/01 指定 松山市

3870105438 有限会社ライフクリエイト愛媛 訪問介護事業所アロハ居相 ホウモンカイゴジギョウショアロハイアイ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目１４－２０ 訪問介護 089-956-0303 H17/12/12 指定 松山市

3870105438 有限会社ライフクリエイト愛媛 訪問介護事業所アロハ居相 ホウモンカイゴジギョウショアロハイアイ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目１４－２０ 訪問型サービス（独自） 089-956-0303 H30/04/01 指定 松山市

3870105487 医療法人福井整形外科麻酔科 グループホーム杜の里 グループホームモリノサト 7900925 愛媛県松山市鷹子町185番地1 認知症対応型共同生活介護 089-955-6667 H18/04/01 指定 松山市

3870105487 医療法人福井整形外科麻酔科 グループホーム杜の里 グループホームモリノサト 7900925 愛媛県松山市鷹子町185番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-955-6667 H18/04/01 指定 松山市

3870105503 有限会社　葵星 居宅介護支援事業所　あおいほし キョタクカイゴシエンジギョウショ　アオイホシ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目２２番２２号 居宅介護支援 089-956-5317 H17/12/28 指定 松山市

3870105511 有限会社　葵星 デイサービスセンター　あおいほし デイサービスセンター　アオイホシ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目２２番２２号 通所介護 089-956-5317 H17/12/28 指定 松山市

3870105545 有限会社じゅらく 居宅介護支援事業所　じゅらく キョタクカイゴシエンジギョウショ　ジュラク 7918022 愛媛県松山市美沢1丁目7-29　 居宅介護支援 089-926-1776 H18/02/01 指定 松山市

3870105552 有限会社じゅらく 訪問介護事業所じゅらく ホウモンカイゴジギョウショジュラク 7918022 愛媛県松山市美沢一丁目７番２９号 訪問介護 089-926-1776 H18/02/01 指定 松山市

3870105552 有限会社じゅらく 訪問介護事業所じゅらく ホウモンカイゴジギョウショジュラク 7918002 愛媛県松山市美沢一丁目７番２９号 訪問型サービス（独自） 089-926-1776 H30/04/01 指定 松山市

3870105560 有限会社じゅらく 支援えひめ シエンエヒメ 7918022 愛媛県松山市美沢１丁目７－２９ 福祉用具貸与 089-927-0020 H18/02/01 指定 松山市

3870105560 有限会社じゅらく 支援えひめ シエンエヒメ 7918022 愛媛県松山市美沢１丁目７－２９ 特定福祉用具販売 089-927-0020 H18/04/01 指定 松山市

3870105560 有限会社じゅらく 支援えひめ シエンエヒメ 7918022 愛媛県松山市美沢１丁目７－２９ 介護予防福祉用具貸与 089-927-0020 H18/04/01 指定 松山市

3870105560 有限会社じゅらく 支援えひめ シエンエヒメ 7918022 愛媛県松山市美沢１丁目７－２９ 特定介護予防福祉用具販売 089-927-0020 H18/04/01 指定 松山市

3870105578 医療法人かざはやクリニック グループホームかざはや グループホームカザハヤ 7992426 愛媛県松山市中西内469番地 認知症対応型共同生活介護 089-960-2570 H18/04/01 指定 松山市

3870105578 医療法人かざはやクリニック グループホームかざはや グループホームカザハヤ 7992426 愛媛県松山市中西内469番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-960-2570 H18/04/01 指定 松山市

3870105586 石井オアシス・ケアサービス有限会社 オアシス小坂 オアシスコサカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１６番１０号 特定施設入居者生活介護 089-915-0881 H18/01/20 指定 松山市

3870105586 石井オアシス・ケアサービス有限会社 オアシス小坂 オアシスコサカ 7900963 愛媛県松山市小坂五丁目１６番１０号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-915-0881 H18/04/01 指定 松山市

3870105602 医療法人　ゆうの森 訪問介護事業所コスモス ホウモンカイゴジギョウショコスモス 7918056 愛媛県松山市別府町365-1 訪問介護 089-953-5888 H18/03/01 指定 松山市

3870105602 医療法人　ゆうの森 訪問介護事業所コスモス ホウモンカイゴジギョウショコスモス 7918056 愛媛県松山市別府町365-1 訪問型サービス（独自） 089-953-5888 H30/04/01 指定 松山市

3870105610 株式会社アクト企画 グループホーム我が家 グループホームワガヤ 7900925 愛媛県松山市鷹子町705-2 認知症対応型共同生活介護 089-960-1200 H18/04/01 指定 松山市

3870105610 株式会社アクト企画 グループホーム我が家 グループホームワガヤ 7900925 愛媛県松山市鷹子町705-2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-960-1200 H18/04/01 指定 松山市

3870105628 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの丘 グループホームスミレノオカ 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙56－214 認知症対応型共同生活介護 089-907-2727 H18/04/01 指定 松山市

3870105628 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの丘 グループホームスミレノオカ 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙56－214 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-907-2727 H18/04/01 指定 松山市

3870105636 有限会社公昌会 グループホームひめやまの里 グループホームヒメヤマノサト 7918013 愛媛県松山市山越三丁目6番15号 認知症対応型共同生活介護 089-924-0655 H18/04/01 指定 松山市

3870105636 有限会社公昌会 グループホームひめやまの里 グループホームヒメヤマノサト 7918013 愛媛県松山市山越三丁目6番15号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-924-0655 H18/04/01 指定 松山市

3870105644 社会福祉法人愛寿会 グループホームあいじゅ グループホームアイジュ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-948-8224 H18/04/01 指定 松山市

3870105644 社会福祉法人愛寿会 グループホームあいじゅ グループホームアイジュ 7911102 愛媛県松山市来住町１１７１番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-948-8224 H18/04/01 指定 松山市
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事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870105651 株式会社　ファミリーケア ヘルパーステーション　いまづ ヘルパーステーション　イマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184-6 訪問介護 089-972-0050 H18/03/01 指定 松山市

3870105651 株式会社　ファミリーケア ヘルパーステーション　いまづ ヘルパーステーション　イマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184-6 訪問型サービス（独自） 089-972-0050 H30/04/01 指定 松山市

3870105651 株式会社　ファミリーケア ヘルパーステーション　いまづ ヘルパーステーション　イマヅ 7918044 愛媛県松山市西垣生町1184番地6 訪問型サービス（独自／定率） 089-972-0050 H29/04/01 指定 松山市

3870105669 有限会社歩未 グループホームあゆみ グループホームアユミ 7900923 愛媛県松山市北久米町933番地1 認知症対応型共同生活介護 089-990-8831 H18/04/01 指定 松山市

3870105669 有限会社歩未 グループホームあゆみ グループホームアユミ 7900923 愛媛県松山市北久米町933番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-990-8831 H18/04/01 指定 松山市

3870105677 有限会社司 グループホーム　つかさ グループホーム　ツカサ 7992401 愛媛県松山市浅海原甲405番地 認知症対応型共同生活介護 089-995-0399 H18/04/01 指定 松山市

3870105677 有限会社司 グループホーム　つかさ グループホーム　ツカサ 7992401 愛媛県松山市浅海原甲405番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-995-0399 H18/04/01 指定 松山市

3870105685 医療法人啓蟄会 グループホームお城下 グループホームオジョウカ 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 認知症対応型共同生活介護 089-921-0207 H18/04/01 指定 松山市

3870105685 医療法人啓蟄会 グループホームお城下 グループホームオジョウカ 7900011 愛媛県松山市千舟町四丁目4番地5 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-921-0207 H18/04/01 指定 松山市

3870105693 医療法人  河原医院 グループホームひめ椿 グループホームヒメツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家四丁目7番28号 認知症対応型共同生活介護 089-905-1411 H18/04/01 指定 松山市

3870105693 医療法人  河原医院 グループホームひめ椿 グループホームヒメツバキ 7911106 愛媛県松山市今在家四丁目7番28号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-905-1411 H18/04/01 指定 松山市

3870105701 有限会社石のぬくもり 訪問介護事業所　草の芽 ホウモンカイゴジギョウショ　クサノメ 7918074 愛媛県松山市東山町1番地の2 訪問介護 089-907-1122 H18/03/09 指定 松山市

3870105701 有限会社石のぬくもり 訪問介護事業所　草の芽 ホウモンカイゴジギョウショ　クサノメ 7918074 愛媛県松山市東山町1番地の2 訪問型サービス（独自） 089-907-1122 H30/04/01 指定 松山市

3870105719 有限会社　媛のくに 認知症対応型デイサービスセンター媛のくに ニンチショウタイオウガタデイサービスセンターヒメノクニ 7900962 愛媛県松山市枝松三丁目1-23 認知症対応型通所介護 089-913-0092 H18/04/01 指定 松山市

3870105719 有限会社　媛のくに 認知症対応型デイサービスセンター媛のくに ニンチショウタイオウガタデイサービスセンターヒメノクニ 7900962 愛媛県松山市枝松三丁目1-23 介護予防認知症対応型通所介護 089-913-0092 H18/04/01 指定 松山市

3870105727 株式会社セラピー グループホームしらゆり グループホームシラユリ 7900925 愛媛県松山市鷹子町154番地1 認知症対応型共同生活介護 089-970-7477 H18/04/01 指定 松山市

3870105727 株式会社セラピー グループホームしらゆり グループホームシラユリ 7900925 愛媛県松山市鷹子町154番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-970-7477 H18/04/01 指定 松山市

3870105743 有限会社媛のくに グループホーム媛のくに グループホームヒメノクニ 7900962 愛媛県松山市枝松三丁目1-23 認知症対応型共同生活介護 089-913-0192 H18/04/01 指定 松山市

3870105743 有限会社媛のくに グループホーム媛のくに グループホームヒメノクニ 7900962 愛媛県松山市枝松三丁目1-23 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-913-0192 H18/04/01 指定 松山市

3870105750 有限会社イヨメディカル グループホーム斎院の杜 グループホームサヤノモリ 7918031 愛媛県松山市北斎院町947番地1 認知症対応型共同生活介護 089-971-7368 H18/04/01 指定 松山市

3870105750 有限会社イヨメディカル グループホーム斎院の杜 グループホームサヤノモリ 7918031 愛媛県松山市北斎院町947番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-971-7368 H18/04/01 指定 松山市

3870105776 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 デイサービスセンタービハーラ デイサービスセンタービハーラ 7918006 愛媛県松山市安城寺町524番地 通所介護 089-979-4084 H18/03/29 指定 松山市

3870105776 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 デイサービスセンタービハーラ デイサービスセンタービハーラ 7918006 愛媛県松山市安城寺町524番地 通所型サービス（独自） 089-979-4084 H30/04/01 指定 松山市

3870105784 医療法人北吉田診療所 認知症対応型通所介護　しょうせきあいあい ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　ショウセキアイアイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町1872番地2 認知症対応型通所介護 089-974-0041 R02/10/01 指定 松山市

3870105784 医療法人北吉田診療所 グループホームしょうせきあいあい グループホームショウセキアイアイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町1872－2 認知症対応型共同生活介護 089-974-0041 H18/04/01 指定 松山市

3870105784 医療法人北吉田診療所 認知症対応型通所介護　しょうせきあいあい ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　ショウセキアイアイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町1872番地2 介護予防認知症対応型通所介護 089-974-0041 R02/10/01 指定 松山市

3870105784 医療法人北吉田診療所 グループホームしょうせきあいあい グループホームショウセキアイアイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町1872－2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-974-0041 H18/04/01 指定 松山市

3870105792 有限会社公昌会 デイサービスセンターひめやまの里 デイサービスセンターヒメヤマノサト 7918013 愛媛県松山市山越三丁目6番15号 地域密着型通所介護 089-989-0752 H28/04/01 指定 松山市

3870105792 有限会社公昌会 デイサービスセンターひめやまの里 デイサービスセンターヒメヤマノサト 7918013 愛媛県松山市山越三丁目6番15号 通所型サービス（独自） 089-989-0752 H30/04/01 指定 松山市

3870105800 ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイ中村 ベストケア・ショートステイナカムラ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目7-33　BCビル 短期入所生活介護 089-998-3070 H18/03/24 指定 松山市

3870105800 ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイ中村 ベストケア・ショートステイナカムラ 7900964 愛媛県松山市中村2丁目7-33　BCビル 介護予防短期入所生活介護 089-998-3070 H18/04/01 指定 松山市

3870105818 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンター中村 ベストケア・デイサービスセンターナカムラ 7900964 愛媛県松山市中村二丁目７番３３号BCﾋﾞﾙ 通所介護 089-998-3060 H18/03/24 指定 松山市

3870105818 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンター中村 ベストケア・デイサービスセンターナカムラ 7900964 愛媛県松山市中村二丁目７番３３号 通所型サービス（独自） 089-998-3060 H30/12/01 指定 松山市

3870105826 有限会社　プラスイー ケアプラスデイサービスセンター三津 ケアプラスデイサービスセンターミツ 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目5-3 通所介護 089-953-3993 H18/03/27 指定 松山市

3870105826 有限会社　プラスイー ケアプラスデイサービスセンター三津 ケアプラスデイサービスセンターミツ 7918078 愛媛県松山市中須賀一丁目5-3 通所型サービス（独自） 089-953-3993 H30/04/01 指定 松山市

3870105834 有限会社媛の華 グループホーム媛の華 グループホームヒメノハナ 7918056 愛媛県松山市別府町183番地2 認知症対応型共同生活介護 089-968-3005 H18/04/01 指定 松山市

3870105834 有限会社媛の華 グループホーム媛の華 グループホームヒメノハナ 7918056 愛媛県松山市別府町183番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-968-3005 H18/04/01 指定 松山市

3870105842 有限会社ライフクリエイト愛媛 通所介護事業所アロハ居相 ツウショカイゴジギョウショアロハイアイ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目14-20 通所介護 089-956-0707 H18/03/31 指定 松山市

3870105842 有限会社ライフクリエイト愛媛 通所介護事業所アロハ居相 ツウショカイゴジギョウショアロハイアイ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目14-20 通所型サービス（独自） 089-956-0707 H30/04/01 指定 松山市

3870105867 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会なでしこハウス サイセイカイナデシコハウス 7918026 愛媛県松山市山西町８４６－１ 地域密着型通所介護 089-992-9326 H28/04/01 指定 松山市

3870105875 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 ケアハウス姫原 ケアハウスヒメバラ 7918012 愛媛県松山市姫原1丁目1656番地 特定施設入居者生活介護 089-926-8388 H18/04/01 指定 松山市

3870105875 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 ケアハウス姫原 ケアハウスヒメバラ 7918012 愛媛県松山市姫原1丁目1656番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-926-8388 H18/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3870105883 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 ビハーラ ビハーラ 7918006 愛媛県松山市安城寺町５２４番地 居宅介護支援 089-979-5652 H11/09/24 指定 松山市

3870105891 有限会社ライフクリエイト愛媛 特定施設入居者生活介護事業所　アロハ居相 トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴジギョウショ　アロハイアイ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目１４－２０ 特定施設入居者生活介護 089-989-4040 H18/04/20 指定 松山市

3870105891 有限会社ライフクリエイト愛媛 特定施設入居者生活介護事業所　アロハ居相 トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴジギョウショ　アロハイアイ 7900934 愛媛県松山市居相三丁目１４－２０ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-989-4040 H18/04/20 指定 松山市

3870105925 株式会社　シダー ラ・ナシカもりまつ ラ・ナシカモリマツ 7911113 愛媛県松山市森松町３０１番地１ 特定施設入居者生活介護 089-905-3210 H18/05/15 指定 松山市

3870105925 株式会社　シダー ラ・ナシカもりまつ ラ・ナシカモリマツ 7911113 愛媛県松山市森松町３０１番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-905-3210 H18/05/15 指定 松山市

3870105933 有限会社　創夢会 デイサービスセンター　ふるさと デイサービスセンター　フルサト 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目696番6 通所介護 089-968-3320 H18/06/01 指定 松山市

3870105933 有限会社　創夢会 デイサービスセンター　ふるさと デイサービスセンター　フルサト 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目696番6 通所型サービス（独自） 089-968-3320 H30/04/01 指定 松山市

3870105941 有限会社M＆M ヘルパーステーションミネルワ ヘルパーステーションミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０１番地１ 訪問介護 089-972-5551 H18/06/01 指定 松山市

3870105941 有限会社M＆M ヘルパーステーションミネルワ ヘルパーステーションミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０１番地１ 訪問型サービス（独自） 089-972-5551 H30/04/01 指定 松山市

3870105974 株式会社愛媛リハビリ 愛媛リハビリ居宅介護支援センター エヒメリハビリキョタクカイゴシエンセンター 7911121 愛媛県松山市中野町甲３６６番地１ 居宅介護支援 089-963-8271 H18/06/23 指定 松山市

3870105990 有限会社FUMO 訪問介護事業所　花ぐみ ホウモンカイゴジギョウショ　ハナグミ 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目3番10号プレアール保免西 訪問介護 089-974-5899 H18/07/01 指定 松山市

3870105990 有限会社FUMO 訪問介護事業所　花ぐみ ホウモンカイゴジギョウショ　ハナグミ 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目3番10号プレアール保免西 訪問型サービス（独自） 089-974-5899 H30/04/01 指定 松山市

3870105990 有限会社FUMO 訪問介護事業所　花ぐみ ホウモンカイゴジギョウショ　ハナグミ 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目3番10号プレアール保免西 訪問型サービス（独自／定率） 089-974-5899 H29/04/01 指定 松山市

3870106006 有限会社フォローアップ 有限会社フォローアップ ユウゲンガイシャフォローアップ 7911122 愛媛県松山市津吉町668番地3 特定福祉用具販売 089-963-4167 H18/07/01 指定 松山市

3870106006 有限会社フォローアップ 有限会社フォローアップ ユウゲンガイシャフォローアップ 7911122 愛媛県松山市津吉町668番地3 特定介護予防福祉用具販売 089-963-4167 H18/07/01 指定 松山市

3870106014 有限会社　アシストジャパン アシストジャパンデイサービスセンター５号館 アシストジャパンデイサービスセンターゴゴウカン 7918014 愛媛県松山市山越町六丁目7-30 通所介護 089-996-8261 H18/07/01 指定 松山市

3870106014 有限会社　アシストジャパン アシストジャパンデイサービスセンター５号館 アシストジャパンデイサービスセンターゴゴウカン 7918014 愛媛県松山市山越町六丁目7-30 通所型サービス（独自） 089-996-8261 H30/04/01 指定 松山市

3870106030 NPO法人リラックスケアサポート ケアサポート南町 ケアサポートミナミマチ 7900961 愛媛県松山市日の出町１番２８号 訪問介護 089-947-7737 H18/07/03 指定 松山市

3870106063 医療法人かざはやクリニック 居宅介護支援事業所かざはや キョタクカイゴシエンジギョウショカザハヤ 7992426 愛媛県松山市中西内469番地 居宅介護支援 089-960-2570 H18/08/04 指定 松山市

3870106071 医療法人　かざはやクリニック 通所介護事業所かざはや ツウショカイゴジギョウショカザハヤ 7992426 愛媛県松山市中西内469番地 地域密着型通所介護 089-960-2570 H28/04/01 指定 松山市

3870106071 医療法人　かざはやクリニック 通所介護事業所かざはや ツウショカイゴジギョウショカザハヤ 7992426 愛媛県松山市中西内469番地 通所型サービス（独自） 089-960-2570 H30/04/01 指定 松山市

3870106097 医療法人一朋会 居宅介護支援事業所ひめやま キョタクカイゴシエンジギョウショヒメヤマ 7918013 愛媛県松山市山越三丁目5番24号 居宅介護支援 089-924-7823 H18/09/01 指定 松山市

3870106113 有限会社　ユアーズ・ケア デイサービスセンター・ゆあーず デイサービスセンター・ユアーズ 7911123 愛媛県松山市東方町甲1291番地1 地域密着型通所介護 089-963-5277 H28/04/01 指定 松山市

3870106113 有限会社　ユアーズ・ケア デイサービスセンター・ゆあーず デイサービスセンター・ユアーズ 7911123 愛媛県松山市東方町甲1291番地1 通所型サービス（独自） 089-963-5277 H30/04/01 指定 松山市

3870106121 有限会社　グリーンヘルス 介護付有料老人ホーム　そがの里 カイゴツキユウリョウロウジンホームソガノサト 7900963 愛媛県松山市小坂二丁目４番２５号 特定施設入居者生活介護 089-934-5566 H18/10/01 指定 松山市

3870106121 有限会社　グリーンヘルス 介護付有料老人ホーム　そがの里 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ソガノサト 7900963 愛媛県松山市小坂二丁目４番２５号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-934-5566 H18/10/01 指定 松山市

3870106139 ベストケア  株式会社 ケアフィット石井 ケアフィットイシイ 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目4番30号 通所介護 089-969-7020 H18/10/01 指定 松山市

3870106139 ベストケア  株式会社 ケアフィット石井 ケアフィットイシイ 7900932 愛媛県松山市東石井七丁目4番30号 通所型サービス（独自） 089-969-7020 H30/04/01 指定 松山市

3870106162 有限会社ひめ デイサービスひめ デイサービスヒメ 7992662 愛媛県松山市太山寺町４７７番地２ 地域密着型通所介護 089-978-7707 H28/04/01 指定 松山市

3870106162 有限会社ひめ デイサービスひめ デイサービスヒメ 7992662 愛媛県松山市太山寺町４７７番地２ 通所型サービス（独自） 089-978-7707 H30/04/01 指定 松山市

3870106170 特定非営利活動法人倫理生活指導センター 倫理生活指導センター リンリセイカツシドウセンター 7918062 愛媛県松山市住吉一丁目５番３号 訪問介護 089-968-3860 H18/11/01 指定 松山市

3870106170 特定非営利活動法人倫理生活指導センター 倫理生活指導センター リンリセイカツシドウセンター 7918062 愛媛県松山市住吉一丁目５番３号 訪問型サービス（独自） 089-968-3860 H30/04/01 指定 松山市

3870106170 特定非営利活動法人倫理生活指導センター 倫理生活指導センター リンリセイカツシドウセンター 7918062 愛媛県松山市住吉一丁目５番３号 訪問型サービス（独自／定率） 089-968-3860 H29/04/01 指定 松山市

3870106188 NPO法人ほっとねっと ヘルパーステーションほっとパートナー ヘルパーステーションホットパートナー 7900963 愛媛県松山市小坂２丁目２番２０号 訪問介護 089-997-7307 H18/11/08 指定 松山市

3870106188 NPO法人ほっとねっと ヘルパーステーションほっとパートナー ヘルパーステーションホットパートナー 7900963 愛媛県松山市小坂２丁目２番２０号 訪問型サービス（独自） 089-997-7307 H30/04/01 指定 松山市

3870106204 株式会社　縁 訪問介護　縁 ホウモンカイゴ　エニシ 7900921 愛媛県松山市福音寺町44-1 訪問介護 089-976-0339 H18/12/01 指定 松山市

3870106204 株式会社　縁 訪問介護　縁 ホウモンカイゴ　エニシ 7900921 愛媛県松山市福音寺町44-1 訪問型サービス（独自） 089-976-0339 H30/04/01 指定 松山市

3870106204 株式会社　縁 訪問介護　縁 ホウモンカイゴ　エニシ 7900921 愛媛県松山市福音寺町44-1 訪問型サービス（独自／定率） 089-976-0339 H30/04/01 指定 松山市

3870106212 社会福祉法人　アテーナ会 デイサービスセンター　アテーナ デイサービスセンター　アテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中三丁目3番23号 通所介護 089-905-6855 H18/12/01 指定 松山市

3870106212 社会福祉法人　アテーナ会 デイサービスセンター　アテーナ デイサービスセンター　アテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中三丁目3番23号 通所型サービス（独自） 089-905-6855 H30/04/01 指定 松山市

3870106220 社会福祉法人　アテーナ会 ケアハウス　アテーナ ケアハウス　アテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中三丁目３番２３号 特定施設入居者生活介護 089-905-6622 H18/12/01 休止 松山市

3870106220 社会福祉法人　アテーナ会 ケアハウス　アテーナ ケアハウス　アテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中三丁目３番２３号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-905-6622 H18/12/01 休止 松山市
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3870106238 社会福祉法人　アテーナ会 特別養護老人ホームアテーナ トクベツヨウゴロウジンホームアテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中3丁目3番23号 介護老人福祉施設 089-905-6622 H18/12/01 指定 松山市

3870106246 社会福祉法人　アテーナ会 短期入所生活介護事業所アテーナ タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中3丁目3番23号 短期入所生活介護 089-905-6622 H18/12/01 休止 松山市

3870106246 社会福祉法人　アテーナ会 短期入所生活介護事業所アテーナ タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中3丁目3番23号 介護予防短期入所生活介護 089-905-6622 H18/12/01 休止 松山市

3870106261 株式会社　メディックス 居宅介護支援事業所　なでしこ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ナデシコ 7911111 愛媛県松山市高井町647番6 居宅介護支援 089-993-6363 H19/01/01 指定 松山市

3870106295 有限会社ティーエムコーポレーション 介護付有料老人ホーム　菫野花舘 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　スミレカン 7900962 愛媛県松山市枝松三丁目1番13号 特定施設入居者生活介護 089-908-7188 H18/12/28 指定 松山市

3870106295 有限会社ティーエムコーポレーション 介護付有料老人ホーム　菫野花舘 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　スミレカン 7900962 愛媛県松山市枝松三丁目1番13号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-908-7188 H18/12/28 指定 松山市

3870106345 株式会社中川メディカル 有料老人ホームうめの小町 ユウリョウロウジンホームウメノコマチ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５０番地２ 特定施設入居者生活介護 089-970-0302 H19/02/23 指定 松山市

3870106345 株式会社中川メディカル 有料老人ホームうめの小町 ユウリョウロウジンホームウメノコマチ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲５０番地２ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-970-0302 H19/02/23 指定 松山市

3870106352 株式会社　中川メディカル デイサービスセンターうめの小町 デイサービスセンターウメノコマチ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲50番地2 通所介護 089-970-0305 H19/03/01 指定 松山市

3870106352 株式会社　中川メディカル デイサービスセンターうめの小町 デイサービスセンターウメノコマチ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲50番地2 通所型サービス（独自） 089-970-0305 H30/04/01 指定 松山市

3870106378 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団　済生会　松山特別養護老人ホーム　在宅介護サービス シャカイフクシホウジンオンシザイダン　サイセイカイ　マツヤマトクベツヨウゴロウジンホーム　ザイタクカイゴサービス 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 訪問介護 089-927-0293 H19/04/01 指定 松山市

3870106378 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団　済生会　松山特別養護老人ホーム　在宅介護サービス シャカイフクシホウジンオンシザイダン　サイセイカイ　マツヤマトクベツヨウゴロウジンホーム　ザイタクカイゴサービス 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 通所介護 089-927-0261 H19/04/01 指定 松山市

3870106378 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団　済生会　松山特別養護老人ホーム　在宅介護サービス シャカイフクシホウジンオンシザイダン　サイセイカイ　マツヤマトクベツヨウゴロウジンホーム　ザイタクカイゴサービス 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 居宅介護支援 089-927-0252 H19/04/01 指定 松山市

3870106378 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団　済生会　松山特別養護老人ホーム　在宅介護サービス シャカイフクシホウジンオンシザイダン　サイセイカイ　マツヤマトクベツヨウゴロウジンホーム　ザイタクカイゴサービス 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 訪問型サービス（独自） 089-927-0293 H30/04/01 指定 松山市

3870106378 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団　済生会　松山特別養護老人ホーム　在宅介護サービス シャカイフクシホウジンオンシザイダン　サイセイカイ　マツヤマトクベツヨウゴロウジンホーム　ザイタクカイゴサービス 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 通所型サービス（独自） 089-927-0261 H30/04/01 指定 松山市

3870106386 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 松山特別養護老人ホーム マツヤマトクベツヨウゴロウジンホーム 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 介護老人福祉施設 089-922-5455 H19/04/01 指定 松山市

3870106394 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 松山特別養護老人ホーム短期入所サービス マツヤマトクベツヨウゴロウジンホームタンキニュウショサービス 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 短期入所生活介護 089-922-5455 H19/04/01 指定 松山市

3870106394 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 松山特別養護老人ホーム短期入所サービス マツヤマトクベツヨウゴロウジンホームタンキニュウショサービス 7918016 愛媛県松山市久万ノ台1717番地 介護予防短期入所生活介護 089-922-5455 H19/04/01 指定 松山市

3870106402 有限会社Ｅｌｙｓｉｏｎ デイサービスセンターおもや デイサービスセンターオモヤ 7911126 愛媛県松山市大橋町335番地 通所型サービス（独自） 089-963-8620 H30/04/01 指定 松山市

3870106410 株式会社はれコーポレーション あいらの杜・東石井 アイラノモリ・ヒガシイシイ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目１３番３３号 特定施設入居者生活介護 089-905-1711 H19/04/01 指定 松山市

3870106410 株式会社はれコーポレーション あいらの杜・東石井 アイラノモリ・ヒガシイシイ 7900932 愛媛県松山市東石井三丁目１３番３３号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-905-1711 H19/04/01 指定 松山市

3870106527 医療法人　ミネルワ会 デイサービスセンターミネルワ デイサービスセンターミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町301番地13 通所介護 089-972-1088 H19/07/01 指定 松山市

3870106527 医療法人　ミネルワ会 デイサービスセンターミネルワ デイサービスセンターミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町301番地13 通所型サービス（独自） 089-972-1088 H30/04/01 指定 松山市

3870106568 株式会社　虹輝 ヘルパーステーション　桃実 ヘルパーステーション　モモノミ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目22番7号 訪問介護 089-905-3457 H19/09/01 指定 松山市

3870106576 株式会社　虹輝 居宅介護支援事業所　桃実 キョタクカイゴシエンジギョウショ　モモノミ 7900942 愛媛県松山市古川北一丁目22番7号 居宅介護支援 089-905-3457 H19/09/01 指定 松山市

3870106592 社会福祉法人　福角会 福角会ホームヘルプサービス事業所 フクズミカイホームヘルプサービスジギョウショ 7992654 愛媛県松山市内宮町２００７番地５ 訪問介護 089-978-7778 H19/09/01 指定 松山市

3870106592 社会福祉法人　福角会 福角会ホームヘルプサービス事業所 フクズミカイホームヘルプサービスジギョウショ 7992654 愛媛県松山市内宮町２００７番地５ 訪問型サービス（独自） 089-978-7778 H30/04/01 指定 松山市

3870106600 株式会社　ケアジャパン ヘルパーステーション　ハッピー余戸 ヘルパーステーション　ハッピーヨウゴ 7900044 愛媛県松山市余戸東二丁目7番13号 訪問介護 089-965-3305 H19/09/01 指定 松山市

3870106600 株式会社　ケアジャパン ヘルパーステーション　ハッピー余戸 ヘルパーステーション　ハッピーヨウゴ 7900044 愛媛県松山市余戸東二丁目7番13号 訪問型サービス（独自） 089-965-3305 H30/04/01 指定 松山市

3870106618 株式会社ほわいと 訪問介護事業所　ほわいと ホウモンカイゴジギョウショ　ホワイト 7900964 愛媛県松山市中村３丁目１番９号 訪問介護 089-913-0913 H19/09/07 指定 松山市

3870106618 株式会社ほわいと 訪問介護事業所　ほわいと ホウモンカイゴジギョウショ　ホワイト 7900964 愛媛県松山市中村３丁目１番９号 訪問型サービス（独自） 089-913-0913 H30/04/01 指定 松山市

3870106626 株式会社　ほわいと 居宅介護支援事業所　ほわいと キョタクカイゴシエンジギョウショ　ホワイト 7900964 愛媛県松山市中村３丁目１番９号 居宅介護支援 089-913-0913 H19/09/07 指定 松山市

3870106659 NPO法人　シン デイサービス　シン デイサービス　シン 7900056 愛媛県松山市土居田町583番地 地域密着型通所介護 089-906-1712 H28/04/01 指定 松山市

3870106659 NPO法人　シン デイサービス　シン デイサービス　シン 7900056 愛媛県松山市土居田町583番地 通所型サービス（独自） 089-906-1712 H30/04/01 指定 松山市

3870106683 株式会社アクト企画 有料老人ホームマドンナハウス西石井 ユウリョウロウジンホームマドンナハウスニシイシイ 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目1番27号 特定施設入居者生活介護 089-907-2233 H19/10/15 指定 松山市

3870106683 株式会社アクト企画 有料老人ホームマドンナハウス西石井 ユウリョウロウジンホームマドンナハウスニシイシイ 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目1番27号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-907-2233 H19/10/15 指定 松山市

3870106709 有限会社　エディア 通所介護　歩風里 ツウショカイゴ　ホフリ 7918031 愛媛県松山市北斎院町402番地4 通所介護 089-965-3535 H19/10/22 指定 松山市

3870106709 有限会社　エディア 通所介護　歩風里 ツウショカイゴ　ホフリ 7918031 愛媛県松山市北斎院町402番地4 通所型サービス（独自） 089-965-3535 H30/04/01 指定 松山市

3870106758 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 松山南ケアセンターそよ風 マツヤマミナミケアセンターソヨカゼ 7911113 愛媛県松山市森松町992-1 通所介護 089-969-6676 H19/11/01 指定 松山市

3870106758 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 松山南ケアセンターそよ風 マツヤマミナミケアセンターソヨカゼ 7911113 愛媛県松山市森松町992-1 短期入所生活介護 089-969-6676 H19/11/01 指定 松山市

3870106758 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 松山南ケアセンターそよ風 マツヤマミナミケアセンターソヨカゼ 7911113 愛媛県松山市森松町992-1 介護予防短期入所生活介護 089-969-6676 H19/11/01 指定 松山市

3870106758 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 松山南ケアセンターそよ風 マツヤマミナミケアセンターソヨカゼ 7911113 愛媛県松山市森松町992-1 通所型サービス（独自） 089-969-6676 H30/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870106766 社会福祉法人愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランドライフ幸樹 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　グランドライフコウジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町２７７番地１ 特定施設入居者生活介護 089-965-0600 H19/11/11 指定 松山市

3870106766 社会福祉法人愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランド　ライフ　幸樹 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　グランド　ライフ　コウジュ 7918043 愛媛県松山市東垣生町２７７番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-965-0600 H19/11/11 指定 松山市

3870106782 社会福祉法人　アテーナ会 居宅介護支援事業所アテーナ キョタクカイゴシエンジギョウショアテーナ 7900042 愛媛県松山市保免中３丁目３番２３号 居宅介護支援 089-907-1611 H19/12/01 指定 松山市

3870106816 有限会社リハビリステーションみかん 居宅介護支援事業所みかん キョタクカイゴシエンジギョウショミカン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２０６番地２ 居宅介護支援 089-989-0277 H20/01/17 指定 松山市

3870106832 特定非営利活動法人グループホームしいのみ 指定居宅介護支援事業所　一歩 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　イッポ 7900807 愛媛県松山市平和通１丁目３－１１サンハイツ平和通１Ｆ 居宅介護支援 089-915-7400 H20/02/18 指定 松山市

3870106881 医療法人社団  慈生会 松山城東病院指定居宅介護支援事業所 マツヤマジョウトウビョウインシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900915 愛媛県松山市松末２丁目１９番３６号 居宅介護支援 089-933-9748 H20/03/01 指定 松山市

3870106899 医療法人財団　尚温会 医療法人財団　尚温会　デイサービスセンター　ほうゆー温泉 イリョウホウジンザイダン　ショウオンカイ　デイサービスセンター　ホウユーオンセン 7900044 愛媛県松山市余戸東五丁目3-36グレースフォーユー余戸1階 通所介護 089-971-1511 H20/04/01 指定 松山市

3870106899 医療法人財団　尚温会 医療法人財団　尚温会　デイサービスセンター　ほうゆー温泉 イリョウホウジンザイダン　ショウオンカイ　デイサービスセンター　ホウユーオンセン 7900044 愛媛県松山市余戸東五丁目3-36グレースフォーユー余戸1階 通所型サービス（独自） 089-971-1511 H30/04/01 指定 松山市

3870106907 株式会社　リブ 指定訪問介護ステーション　リブ シテイホウモンカイゴステーション　リブ 7918017 愛媛県松山市西長戸町961番地1松本ビル103号室 訪問介護 089-923-3117 H20/04/01 指定 松山市

3870106907 株式会社　リブ 指定訪問介護ステーション　リブ シテイホウモンカイゴステーション　リブ 7918017 愛媛県松山市西長戸町961番地1松本ビル103号室 訪問型サービス（独自） 089-923-3117 H30/04/01 指定 松山市

3870106931 社会福祉法人道真会 ショートステイ　ハピネス双葉 ショートステイ　ハピネスフタバ 7900056 愛媛県松山市土居田町９０番地１ 短期入所生活介護 089-941-2828 H20/04/01 指定 松山市

3870106931 社会福祉法人道真会 ショートステイ　ハピネス双葉 ショートステイ　ハピネスフタバ 7900056 愛媛県松山市土居田町９０番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-941-2828 H20/04/01 指定 松山市

3870106949 医療法人　慶士会 金澤整形外科・居宅介護支援事業所　え・ば・ら カナザワセイケイゲカ・キョタクカイゴシエンジギョウショ　エ・バ・ラ 7911125 愛媛県松山市小村町90番1 居宅介護支援 089-963-8916 H20/04/26 指定 松山市

3870106964 医療法人　仁勇会 介護付有料老人ホーム　三津の里 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ミツノサト 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目630番地 特定施設入居者生活介護 089-953-0070 H20/05/06 指定 松山市

3870106964 医療法人　仁勇会 介護付有料老人ホーム　三津の里 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ミツノサト 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目630番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-953-0070 H20/05/06 指定 松山市

3870106980 株式会社ファミリーケア 居宅介護支援事業所ファミリーケア垣生 キョタクカイゴシエンジギョウショファミリーケアハブ 7918044 愛媛県松山市西垣生町１１８４－６ 居宅介護支援 089-971-0010 H20/06/10 指定 松山市

3870106998 ゼット商事有限会社 有料老人ホーム　エメロード ユウリョウロウジンホーム　エメロード 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番２２号 特定施設入居者生活介護 089-907-3800 H20/06/10 指定 松山市

3870106998 ゼット商事有限会社 有料老人ホーム　エメロード ユウリョウロウジンホーム　エメロード 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番２２号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-907-3800 H20/06/10 指定 松山市

3870107004 ゼット商事有限会社 デイサービス　ほがら家 デイサービス　ホガラカ 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番２２号 通所介護 089-923-1113 H20/06/10 指定 松山市

3870107004 ゼット商事有限会社 デイサービス　ほがら家 デイサービス　ホガラカ 7918021 愛媛県松山市六軒家町３番２２号 通所型サービス（独自） 089-923-1113 H30/04/01 指定 松山市

3870107012 株式会社　ふゅうちゃあ 居宅介護支援事業所　ふゅうちゃあ キョタクカイゴシエンジギョウショ　フュウチャア 7918057 愛媛県松山市大可賀２丁目８番３４号 居宅介護支援 089-952-0661 H20/08/01 指定 松山市

3870107038 医療法人友朋会 居宅介護支援事業所　なかじま キョタクカイゴシエンジギョウショナカジマ 7914501 愛媛県松山市中島大浦3081－1 居宅介護支援 089-997-1171 H20/08/01 指定 松山市

3870107046 有限会社　葵星 デイサービスセンター　煌乃星 デイサービスセンター　キラメキノホシ 7900941 愛媛県松山市和泉南４丁目１４番２３号 通所介護 089-908-5325 H20/08/12 指定 松山市

3870107061 特定非営利活動法人グループホームしいのみ 指定訪問介護事業所　一歩 シテイホウモンカイゴジギョウショイッポ 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目３番１１号 訪問介護 089-915-7400 H20/09/01 指定 松山市

3870107061 特定非営利活動法人グループホームしいのみ 指定訪問介護事業所　一歩 シテイホウモンカイゴジギョウショイッポ 7900807 愛媛県松山市平和通一丁目３番１１号 訪問型サービス（独自） 089-915-7400 H30/04/01 指定 松山市

3870107079 医療法人　佐藤循環器科内科 有料老人ホーム朝生田の杜 ユウリョウロウジンホームアソウダノモリ 7900952 愛媛県松山市朝生田町三丁目８番２号 特定施設入居者生活介護 089-933-0808 H20/09/01 指定 松山市

3870107079 医療法人　佐藤循環器科内科 有料老人ホーム朝生田の杜 ユウリョウロウジンホームアソウダノモリ 7900952 愛媛県松山市朝生田町三丁目８番２号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-933-0808 H20/09/01 指定 松山市

3870107103 有限会社　メディケアサポート 居宅介護支援事業所　かりん キョタクカイゴシエンジギョウショ　カリン 7918053 愛媛県松山市若葉町４番２７号 居宅介護支援 089-968-3531 H20/10/01 指定 松山市

3870107111 株式会社　夢の木 株式会社　夢の木 カブシキガイシャ　ユメノキ 7900911 愛媛県松山市桑原二丁目２－２９ 訪問介護 089-931-2300 H20/10/10 指定 松山市

3870107111 株式会社　夢の木 株式会社　夢の木 カブシキガイシャ　ユメノキ 7900911 愛媛県松山市桑原二丁目２－２９ 訪問型サービス（独自） 089-931-2300 H30/04/01 指定 松山市

3870107129 株式会社健康増進センター 健康づくりセンター久万の台 ケンコウヅクリセンタークマノダイ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２１８番地久万の台温泉 通所型サービス（独自） 089-922-1141 H30/04/01 指定 松山市

3870107152 株式会社えひめメディコープ 介護付き有料老人ホームあったか拓南 カイゴツキユウリョウロウジンホームアッタカタクナン 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番２号 特定施設入居者生活介護 089-908-8851 H20/11/10 指定 松山市

3870107152 株式会社えひめメディコープ 介護付き有料老人ホームあったか拓南 カイゴツキユウリョウロウジンホームアッタカタクナン 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番２号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-908-8851 H20/11/10 指定 松山市

3870107160 株式会社　えひめメディコープ デイサービスあったか拓南 デイサービスアッタカタクナン 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番２号 地域密着型通所介護 089-908-8861 H28/04/01 指定 松山市

3870107160 株式会社　えひめメディコープ デイサービスあったか拓南 デイサービスアッタカタクナン 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番２号 通所型サービス（独自） 089-908-8861 H30/04/01 休止 松山市

3870107178 特定非営利活動法人　自立生活センター松山 特定非営利活動法人　自立生活センター松山 トクテイヒエイリカツドウホウジン　ジリツセイカツセンターマツヤマ 7900813 愛媛県松山市萱町二丁目８番２号山田ビル１階Ａ、Ｂ 訪問介護 089-986-3245 H20/12/01 指定 松山市

3870107194 株式会社　アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会　天山 カイゴツキユウリョウロウジンホームショウホカイ　アマヤマ 7900951 愛媛県松山市天山三丁目１２番１０号 特定施設入居者生活介護 089-931-2325 H21/01/04 指定 松山市

3870107194 株式会社　アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会　天山 カイゴツキユウリョウロウジンホームショウホカイ　アマヤマ 7900951 愛媛県松山市天山三丁目１２番１０号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-931-2325 H21/01/04 指定 松山市

3870107228 医療法人　石手内科 パラディはるみかん パラディハルミカン 7900861 愛媛県松山市紅葉町２番１６号 特定施設入居者生活介護 089-907-1384 H21/03/18 指定 松山市

3870107228 医療法人　石手内科 パラディはるみかん パラディハルミカン 7900861 愛媛県松山市紅葉町２番１６号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-907-1384 H21/03/18 指定 松山市

3870107236 株式会社　ケアジャパンハッピーライフ ハッピー南久米 ハッピーミナミクメ 7900924 愛媛県松山市南久米町１２８番地１ 特定施設入居者生活介護 089-970-1011 H21/03/20 指定 松山市

3870107236 株式会社　ケアジャパンハッピーライフ ハッピー南久米 ハッピーミナミクメ 7900924 愛媛県松山市南久米町１２８番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-970-1011 H21/03/20 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3870107244 フランスベッド株式会社 フランスベッド株式会社メディカル松山営業所 フランスベッドカブシキガイシャメディカルマツヤマエイギョウショ 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目５番２０号 福祉用具貸与 089-943-5661 H21/04/01 指定 松山市

3870107244 フランスベッド株式会社 フランスベッド株式会社メディカル松山営業所 フランスベッドカブシキガイシャメディカルマツヤマエイギョウショ 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目５番２０号 特定福祉用具販売 089-943-5661 H21/04/01 指定 松山市

3870107244 フランスベッド株式会社 フランスベッド株式会社メディカル松山営業所 フランスベッドカブシキガイシャメディカルマツヤマエイギョウショ 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目５番２０号 介護予防福祉用具貸与 089-943-5661 H21/04/01 指定 松山市

3870107244 フランスベッド株式会社 フランスベッド株式会社メディカル松山営業所 フランスベッドカブシキガイシャメディカルマツヤマエイギョウショ 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目５番２０号 特定介護予防福祉用具販売 089-943-5661 H21/04/01 指定 松山市

3870107269 有限会社　ノリテック 居宅介護支援事業所　ひがし野 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒガシノ 7900852 愛媛県松山市石手２丁目５番１１号 居宅介護支援 089-914-3300 H21/04/01 指定 松山市

3870107277 社会福祉法人喜久寿 ウェルケア畑寺 ウェルケアハタデラ 7900913 愛媛県松山市畑寺３丁目８番４１号 特定施設入居者生活介護 089-907-2810 H21/04/01 指定 松山市

3870107277 社会福祉法人喜久寿 ウェルケア畑寺 ウェルケアハタデラ 7900913 愛媛県松山市畑寺３丁目８番４１号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-907-2810 H21/04/01 指定 松山市

3870107285 社会福祉法人　喜久寿 通所介護事業所　ウェルケア畑寺 ツウショカイゴジギョウショウェルケアハタデラ 7900913 愛媛県松山市畑寺３丁目８番４１号 通所介護 089-907-2810 H21/04/01 指定 松山市

3870107285 社会福祉法人　喜久寿 通所介護事業所　ウェルケア畑寺 ツウショカイゴジギョウショウェルケアハタデラ 7900913 愛媛県松山市畑寺３丁目８番４１号 通所型サービス（独自） 089-907-2810 H30/04/01 指定 松山市

3870107327 有限会社　FUＭＯ 居宅介護支援事業所　花ぐみ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ハナグミ 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目３番１０号 居宅介護支援 089-974-5899 H21/05/01 指定 松山市

3870107350 株式会社ＪＭケアサービス 茶話本舗デイサービス椿 サワホンポデイサービスツバキ 7900934 愛媛県松山市居相６丁目２－１０ 地域密着型通所介護 089-969-1830 H28/04/01 指定 松山市

3870107392 有限会社ティーエムコーポレーション 介護付有料老人ホーム梅津寺ヒルズすみれ カイゴツキユウリョウロウジンホームバイシンジヒルズスミレ 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙５６－２１４ 特定施設入居者生活介護 089-9153331 H21/05/13 指定 松山市

3870107392 有限会社ティーエムコーポレーション 介護付有料老人ホーム梅津寺ヒルズすみれ カイゴツキユウリョウロウジンホームバイシンジヒルズスミレ 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙５６－２１４ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-9153331 H21/05/13 指定 松山市

3870107400 有限会社ティーエムコーポレーション デイサービス　坊っちゃん デイサービス　ボッチャン 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙５６－２１４ 地域密着型通所介護 089-946-8886 H28/04/01 指定 松山市

3870107400 有限会社ティーエムコーポレーション デイサービス　坊っちゃん デイサービス　ボッチャン 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙５６－２１４ 通所型サービス（独自） 089-946-8886 H30/04/01 指定 松山市

3870107418 有限会社ティーエムコーポレーション ショートステイ施設　梅津寺ヒルズすみれ ショートステイシセツ　バイシンジヒルズスミレ 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙５６－２１４ 短期入所生活介護 089-946-8686 H21/05/18 指定 松山市

3870107418 有限会社ティーエムコーポレーション ショートステイ施設　梅津寺ヒルズすみれ ショートステイシセツ　バイシンジヒルズスミレ 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙５６－２１４ 介護予防短期入所生活介護 089-946-8686 H21/05/18 指定 松山市

3870107442 医療法人　天真会 ショートステイ　みなみ ショートステイ　ミナミ 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 短期入所生活介護 089-955-7131 H21/06/01 指定 松山市

3870107442 医療法人　天真会 ショートステイ　みなみ ショートステイ　ミナミ 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 介護予防短期入所生活介護 089-955-7131 H21/06/01 指定 松山市

3870107459 株式会社ふゅうちゃあ デイホームふゅうちゃあ デイホームフュウチャア 7918057 愛媛県松山市大可賀二丁目８番３４号 地域密着型通所介護 089-952-0661 H28/04/01 指定 松山市

3870107467 社会福祉法人愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランドライフ衣山 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　グランドライフキヌヤマ 7918025 愛媛県松山市衣山５丁目８番地１ 特定施設入居者生活介護 089-994-5001 H21/06/23 指定 松山市

3870107467 社会福祉法人愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランドライフ衣山 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　グランドライフキヌヤマ 7918025 愛媛県松山市衣山５丁目８番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-994-5001 H21/06/23 指定 松山市

3870107475 ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイ来住 ベストケアショートステイキシ 7911102 愛媛県松山市来住町１３０７番５ 短期入所生活介護 089-905-3301 H21/07/01 指定 松山市

3870107475 ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイ来住 ベストケアショートステイキシ 7911102 愛媛県松山市来住町１３０７番５ 介護予防短期入所生活介護 089-905-3301 H21/07/01 指定 松山市

3870107483 株式会社ユーミーケア 指定居宅介護支援事業所　ユーミーケア松山 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ユーミーケアマツヤマ 7900925 愛媛県松山市鷹子町４０３－１ 居宅介護支援 089-993-8841 H21/08/01 指定 松山市

3870107491 株式会社　愛あい 株式会社　愛あい カブシキガイシャアイアイ 7918071 愛媛県松山市松ノ木一丁目１番１４号 訪問介護 089-994-6788 H21/08/01 指定 松山市

3870107491 株式会社　愛あい 株式会社　愛あい カブシキガイシャアイアイ 7918071 愛媛県松山市松ノ木一丁目１番１４号 居宅介護支援 089-994-6788 H21/08/01 指定 松山市

3870107491 株式会社　愛あい 株式会社　愛あい カブシキガイシャアイアイ 7918071 愛媛県松山市松ノ木一丁目１番１４号 訪問型サービス（独自） 089-994-6788 H30/04/01 指定 松山市

3870107517 有限会社リハビリステーションみかん ヘルパーステーションみかん ヘルパーステーションミカン 7918005 愛媛県松山市東長戸三丁目４番２７号 訪問介護 089-994-5473 H21/09/01 指定 松山市

3870107517 有限会社リハビリステーションみかん ヘルパーステーションみかん ヘルパーステーションミカン 7918005 愛媛県松山市東長戸三丁目４番２７号 訪問型サービス（独自） 089-994-5473 H30/04/01 指定 松山市

3870107525 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンター来住 ベストケア・デイサービスセンターキシ 7911102 愛媛県松山市来住町１３０７番５ 通所介護 089-905-3351 H21/09/01 指定 松山市

3870107525 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンター来住 ベストケア・デイサービスセンターキシ 7911102 愛媛県松山市来住町１３０７番５ 通所型サービス（独自） 089-905-3351 H30/04/01 指定 松山市

3870107558 株式会社アリュミューズ ヘルパーステーション　サライ ヘルパーステーション　サライ 7900813 愛媛県松山市萱町二丁目４番地７ 訪問介護 089-932-2255 H21/10/01 指定 松山市

3870107558 株式会社アリュミューズ ヘルパーステーション　サライ ヘルパーステーション　サライ 7900813 愛媛県松山市萱町二丁目４番地７ 訪問型サービス（独自） 089-932-2255 H30/04/01 指定 松山市

3870107574 有限会社アシストジャパン アシストジャパンデイサービスセンター８号館 アシストジャパンデイサービスセンター８ゴウカン 7918031 愛媛県松山市北斎院町６３１－６ 通所介護 089-994-6623 H21/11/01 指定 松山市

3870107574 有限会社アシストジャパン アシストジャパンデイサービスセンター８号館 アシストジャパンデイサービスセンター８ゴウカン 7918031 愛媛県松山市北斎院町６３１－６ 通所型サービス（独自） 089-994-6623 H30/04/01 指定 松山市

3870107616 社会福祉法人　喜久寿 居宅介護支援事業所　ウェルケア高浜 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目７８９番地 居宅介護支援 089-994-6688 H22/01/26 指定 松山市

3870107624 社会福祉法人　喜久寿 短期入所生活介護事業所　ウェルケア高浜 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目７８９番地 短期入所生活介護 089-994-6688 H22/01/26 指定 松山市

3870107624 社会福祉法人　喜久寿 短期入所生活介護事業所　ウェルケア高浜 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目７８９番地 介護予防短期入所生活介護 089-994-6688 H22/01/26 指定 松山市

3870107632 社会福祉法人　喜久寿 通所介護事業所　ウェルケア高浜 ツウショカイゴジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目７８９番地 通所介護 089-994-6688 H22/01/26 指定 松山市

3870107632 社会福祉法人　喜久寿 通所介護事業所　ウェルケア高浜 ツウショカイゴジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目７８９番地 通所型サービス（独自） 089-994-6688 H30/04/01 指定 松山市

3870107699 ケアクルー株式会社 ケアリビングながと ケアリビングナガト 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６９－６ 地域密着型通所介護 089-989-9902 H28/04/01 指定 松山市
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3870107699 ケアクルー株式会社 ケアリビングながと ケアリビングナガト 7918006 愛媛県松山市安城寺町９６９－６ 通所型サービス（独自） 089-989-9902 H30/04/01 指定 松山市

3870107707 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかんリハビリクラブ デイサービスセンターミカンリハビリクラブ 7918005 愛媛県松山市東長戸三丁目４番２７号 通所型サービス（独自） 089-923-8138 H30/04/01 指定 松山市

3870107756 株式会社こもだ 居宅介護支援事業所　こもだ キョタクカイゴシエンジギョウショ　コモダ 7918012 愛媛県松山市姫原一丁目８番３３号 居宅介護支援 089-904-2642 H22/07/01 指定 松山市

3870107764 株式会社　ひなた 居宅介護支援事業所　ひなた キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒナタ 7900843 愛媛県松山市道後町１丁目４番３１号野本ビル２０３号 居宅介護支援 089-915-0855 H22/07/01 指定 松山市

3870107772 株式会社ユーミーケア ユーミーケアたかのこデイサービス（早稲田イーライフたかのこ） ユーミーケアタカノコデイサービス（ワセダイーライフタカノコ） 7900925 愛媛県松山市鷹子町４０３－１ 通所介護 089-993-6515 H22/08/10 指定 松山市

3870107772 株式会社ユーミーケア ユーミーケアたかのこデイサービス（早稲田イーライフたかのこ） ユーミーケアタカノコデイサービス（ワセダイーライフタカノコ） 7900925 愛媛県松山市鷹子町４０３－１ 通所型サービス（独自） 089-993-6515 H29/07/14 指定 松山市

3870107780 株式会社ユーミーケア ユーミーケアたかのこショートステイ ユーミーケアタカノコショートステイ 7900925 愛媛県松山市鷹子町４０３－１ 短期入所生活介護 089-993-6514 H22/08/10 指定 松山市

3870107780 株式会社ユーミーケア ユーミーケアたかのこショートステイ ユーミーケアタカノコショートステイ 7900925 愛媛県松山市鷹子町４０３－１ 介護予防短期入所生活介護 089-993-6514 H22/08/10 指定 松山市

3870107798 株式会社介護企画・和 訪問介護　せせらぎ ホウモンカイゴセセラギ 7918011 愛媛県松山市吉藤四丁目４－３６ 訪問介護 089-906-5477 H22/09/01 指定 松山市

3870107798 株式会社介護企画・和 訪問介護　せせらぎ ホウモンカイゴセセラギ 7918011 愛媛県松山市吉藤四丁目４－３６ 訪問型サービス（独自） 089-906-5477 H30/04/01 指定 松山市

3870107806 株式会社ケアサポートｋ２ 株式会社ケアサポートｋ２ カブシキガイシャケアサポートケイツー 7992651 愛媛県松山市堀江町甲７６６番地２３ 福祉用具貸与 089-978-4114 H22/09/01 指定 松山市

3870107806 株式会社ケアサポートｋ２ 株式会社ケアサポートｋ２ カブシキガイシャケアサポートケイツー 7992651 愛媛県松山市堀江町甲７６６番地２３ 特定福祉用具販売 089-978-4114 H22/09/01 指定 松山市

3870107806 株式会社ケアサポートｋ２ 株式会社ケアサポートｋ２ カブシキガイシャケアサポートケイツー 7992651 愛媛県松山市堀江町甲７６６番地２３ 介護予防福祉用具貸与 089-978-4114 H22/09/01 指定 松山市

3870107806 株式会社ケアサポートｋ２ 株式会社ケアサポートｋ２ カブシキガイシャケアサポートケイツー 7992651 愛媛県松山市堀江町甲７６６番地２３ 特定介護予防福祉用具販売 089-978-4114 H22/09/01 指定 松山市

3870107830 えひめ中央農業協同組合 サンケア坂本 サンケアサカモト 7911132 愛媛県松山市久谷町甲７７番地 地域密着型通所介護 089-960-8012 H28/04/01 指定 松山市

3870107830 えひめ中央農業協同組合 サンケア坂本 サンケアサカモト 7911132 愛媛県松山市久谷町甲７７番地 通所型サービス（独自） 089-960-8012 H30/04/01 指定 松山市

3870107848 一般社団法人　気楽 居宅介護支援事業所　気楽 キョタクカイゴシエンジギョウショキラク 7900912 愛媛県松山市畑寺町792 居宅介護支援 089-961-1730 H22/10/01 指定 松山市

3870107855 一般社団法人　気楽 訪問介護事業所　気楽 ホウモンカイゴジギョウショキラク 7900903 愛媛県松山市東野四丁目５－１０ 訪問介護 089-914-5055 H22/10/15 指定 松山市

3870107855 一般社団法人　気楽 訪問介護事業所　気楽 ホウモンカイゴジギョウショキラク 7900903 愛媛県松山市東野四丁目５－１０ 訪問型サービス（独自） 089-914-5055 H30/04/01 指定 松山市

3870107855 一般社団法人　気楽 訪問介護事業所　気楽 ホウモンカイゴジギョウショキラク 7900903 愛媛県松山市東野四丁目５－１０ 訪問型サービス（独自／定率） 089-914-5055 H29/05/10 指定 松山市

3870107889 株式会社ヘルシープラネット デイサービス道後茶寮 デイサービスドウゴサリョウ 7900843 愛媛県松山市道後町２丁目１２－１City＆Front203 地域密着型通所介護 089-968-1765 H28/04/01 指定 松山市

3870107889 株式会社ヘルシープラネット デイサービス道後茶寮 デイサービスドウゴサリョウ 7900843 愛媛県松山市道後町２丁目１２－１CITY＆FRONT２０３号 通所型サービス（独自） 089-968-1765 H30/04/01 指定 松山市

3870107913 有限会社M＆M ヘルパーステーション　フォーライフ　ミネルワ ヘルパーステーションフォーライフミネルワ 7918043 愛媛県松山市東垣生町９０３番地１ 訪問介護 089-972-8080 H22/12/04 指定 松山市

3870107913 有限会社M＆M ヘルパーステーション　フォーライフ　ミネルワ ヘルパーステーションフォーライフミネルワ 7918043 愛媛県松山市東垣生町９０３番地１ 訪問型サービス（独自） 089-972-8080 H30/04/01 指定 松山市

3870107921 株式会社水星 訪問介護事業所　まごの手 ホウモンカイゴジギョウショマゴノテ 7900964 愛媛県松山市中村３丁目１番４８号 訪問介護 089-946-0008 H23/01/06 指定 松山市

3870107921 株式会社水星 訪問介護事業所　まごの手 ホウモンカイゴジギョウショマゴノテ 7900964 愛媛県松山市中村３丁目１番４８号 訪問型サービス（独自） 089-946-0008 H30/04/01 指定 松山市

3870107954 株式会社メディックス ヘルパーステーションなでしこ ヘルパーステーションナデシコ 7911111 愛媛県松山市高井町647番地6 訪問介護 089-909-9770 H23/01/01 指定 松山市

3870107954 株式会社メディックス ヘルパーステーションなでしこ ヘルパーステーションナデシコ 7911111 愛媛県松山市高井町647番地6 訪問型サービス（独自） 089-909-9770 H30/04/01 指定 松山市

3870107962 株式会社遊季 デイサービス　遊季 デイサービスユウキ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目１１番２４号 地域密着型通所介護 089-957-0580 H28/04/01 指定 松山市

3870107962 株式会社遊季 デイサービス　遊季 デイサービスユウキ 7900944 愛媛県松山市古川西二丁目１１番２４号 通所型サービス（独自） 089-957-0580 H30/04/01 指定 松山市

3870107970 株式会社メディックス デイサービスなでしこ デイサービスナデシコ 7911111 愛媛県松山市高井町６４７番６ 通所介護 089-993-5972 H23/01/17 指定 松山市

3870107970 株式会社メディックス デイサービスなでしこ デイサービスナデシコ 7911111 愛媛県松山市高井町６４７番６ 通所型サービス（独自） 089-993-5972 H30/04/01 指定 松山市

3870107988 株式会社メディックス ショートステイなでしこ ショートステイナデシコ 7911111 愛媛県松山市高井町６４７番１ 短期入所生活介護 089-993-5976 H23/01/17 指定 松山市

3870107988 株式会社メディックス ショートステイなでしこ ショートステイナデシコ 7911111 愛媛県松山市高井町６４７番１ 介護予防短期入所生活介護 089-993-5976 H23/01/17 指定 松山市

3870107996 社会福祉法人北条福祉協会 指定短期入所生活介護事業所あやめ荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアヤメソウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３５番１ 短期入所生活介護 089-993-3838 H23/01/21 指定 松山市

3870107996 社会福祉法人北条福祉協会 指定短期入所生活介護事業所あやめ荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアヤメソウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３５番１ 介護予防短期入所生活介護 089-993-3838 H23/01/21 指定 松山市

3870108010 株式会社シダー あおぞらの里　森松デイサービスセンター アオゾラノサトモリマツデイサービスセンター 7911113 愛媛県松山市森松町３０１－２ 通所介護 089-918-0010 H23/02/16 指定 松山市

3870108010 株式会社シダー あおぞらの里　森松デイサービスセンター アオゾラノサトモリマツデイサービスセンター 7911113 愛媛県松山市森松町３０１－２ 通所型サービス（独自） 089-918-0010 H30/04/01 指定 松山市

3870108028 株式会社ジェネシス ジェネシス訪問介護事業所 ジェネシスホウモンカイゴジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越４丁目５番３５号河上ビル１階 訪問介護 089-989-5702 H23/02/25 指定 松山市

3870108028 株式会社ジェネシス ジェネシス訪問介護事業所 ジェネシスホウモンカイゴジギョウショ 7918013 愛媛県松山市山越４丁目５番３５号河上ビル１階 訪問型サービス（独自） 089-989-5702 H30/04/01 指定 松山市

3870108044 株式会社ＪＭケアサービス 茶話本舗デイサービスさや サワホンポデイサービスサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町９２３番地２ 地域密着型通所介護 089-989-8830 H28/04/01 指定 松山市

3870108051 株式会社　四ッ葉 介護付有料老人ホーム　四葉 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ヨツバ 7918079 愛媛県松山市高山町３番１７号 特定施設入居者生活介護 089-968-4165 H23/03/03 指定 松山市
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3870108051 株式会社　四ッ葉 介護付有料老人ホーム　四葉 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ヨツバ 7918079 愛媛県松山市高山町３番１７号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-968-4165 H23/03/03 指定 松山市

3870108069 株式会社　生実 介護サービス　生実 カイゴサービスセイジツ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１５５０番地１ 訪問介護 089-979-8855 H23/04/01 指定 松山市

3870108069 株式会社　生実 介護サービス　生実 カイゴサービスセイジツ 7918006 愛媛県松山市安城寺町１５５０番地１ 訪問型サービス（独自） 089-979-8855 H30/04/01 指定 松山市

3870108077 医療法人　仁勇会 介護付有料老人ホーム　瀬戸風 カイゴツキユウリョウロウジンホームセトカゼ 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 特定施設入居者生活介護 089-994-8111 H23/03/01 指定 松山市

3870108077 医療法人　仁勇会 介護付有料老人ホーム　瀬戸風 カイゴツキユウリョウロウジンホームセトカゼ 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-994-8111 H23/03/01 指定 松山市

3870108085 医療法人　仁勇会 ショートステイ　瀬戸風 ショートステイセトカゼ 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 短期入所生活介護 089-994-8112 H23/03/01 指定 松山市

3870108085 医療法人　仁勇会 ショートステイ　瀬戸風 ショートステイセトカゼ 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６００番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-994-8112 H23/03/01 指定 松山市

3870108093 有限会社Ｍ＆Ｍ 居宅介護支援事業所フォーライフミネルワ キョタクカイゴシエンジギョウショフォーライフミネルワ 7918036 愛媛県松山市高岡町３０１番地１ 居宅介護支援 089-972-5551 H23/04/01 休止 松山市

3870108101 株式会社　繭 株式会社　繭 カブシキガイシャ　マユ 7918052 愛媛県松山市須賀町５番２７号松山港運福祉会館 福祉用具貸与 089-951-1050 H23/04/01 指定 松山市

3870108101 株式会社　繭 株式会社　繭 カブシキガイシャ　マユ 7918052 愛媛県松山市須賀町５番２７号松山港運福祉会館 特定福祉用具販売 089-951-1050 H23/04/01 指定 松山市

3870108101 株式会社　繭 株式会社　繭 カブシキガイシャ　マユ 7918052 愛媛県松山市須賀町５番２７号松山港運福祉会館 介護予防福祉用具貸与 089-951-1050 H23/04/01 指定 松山市

3870108101 株式会社　繭 株式会社　繭 カブシキガイシャ　マユ 7918052 愛媛県松山市須賀町５番２７号松山港運福祉会館 特定介護予防福祉用具販売 089-951-1050 H23/04/01 指定 松山市

3870108119 有限会社クオラ デイサービス　ハウディー デイサービス　ハウディー 7992656 愛媛県松山市和気町一丁目４３１番地１ 通所介護 089-989-8133 H23/03/14 指定 松山市

3870108119 有限会社クオラ デイサービス　ハウディー デイサービス　ハウディー 7992656 愛媛県松山市和気町一丁目４３１番地１ 通所型サービス（独自） 089-989-8133 H30/04/01 指定 松山市

3870108135 社会福祉法人平成会 介護付有料老人ホームさや カイゴツキユウリョウロウジホームサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１１６５番地 特定施設入居者生活介護 089-972-6025 H23/03/23 指定 松山市

3870108135 社会福祉法人平成会 介護付有料老人ホームさや カイゴツキユウリョウロウジホームサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１１６５番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-972-6025 H23/03/23 指定 松山市

3870108168 有限会社　コミュニティーハウス 介護付有料老人ホーム　おはぎ カイゴツキユウリョウロウジンホームオハギ 7918001 愛媛県松山市平田町３９８番地 特定施設入居者生活介護 089-989-8821 H23/03/26 指定 松山市

3870108168 有限会社　コミュニティーハウス 介護付有料老人ホーム　おはぎ カイゴツキユウリョウロウジンホームオハギ 7918001 愛媛県松山市平田町３９８番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-989-8821 H23/03/26 指定 松山市

3870108184 社会福祉法人寿楽会 ケアハウス来住 ケアハウスキシ 7911102 愛媛県松山市来住町３６番地 特定施設入居者生活介護 089-975-1180 H23/04/01 指定 松山市

3870108184 社会福祉法人寿楽会 ケアハウス来住 ケアハウスキシ 7911102 愛媛県松山市来住町３６番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-975-1180 H23/04/01 指定 松山市

3870108192 株式会社　ライフサポート ショートステイ伊央里 ショートステイイオリ 7911116 愛媛県松山市南土居町２９３番地１ 短期入所生活介護 089-990-3022 H23/04/12 指定 松山市

3870108192 株式会社　ライフサポート ショートステイ伊央里 ショートステイイオリ 7911116 愛媛県松山市南土居町２９３番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-990-3022 H23/04/12 指定 松山市

3870108200 株式会社　クロス・サービス ケアサポートまつやま　和気事業所 ケアサポートマツヤマ　ワケジギョウショ 7992656 愛媛県松山市和気町一丁目２７番地 訪問介護 089-989-7998 H23/04/12 指定 松山市

3870108200 株式会社　クロス・サービス ケアサポートまつやま　和気事業所 ケアサポートマツヤマ　ワケジギョウショ 7992656 愛媛県松山市和気町一丁目２７番地 訪問型サービス（独自） 089-989-7998 H30/04/01 指定 松山市

3870108234 有限会社　ＧＰ企画 デイサービスセンター　お茶のみ広場 デイサービスセンター　オチャノミヒロバ 7900924 愛媛県松山市南久米町１９番地１３ 地域密着型通所介護 089-906-3200 H28/04/01 指定 松山市

3870108234 有限会社　ＧＰ企画 デイサービスセンター　お茶のみ広場 デイサービスセンター　オチャノミヒロバ 7900924 愛媛県松山市南久米町１９番地１３ 通所型サービス（独自） 089-993-5844 H30/04/01 指定 松山市

3870108267 株式会社　櫻笑会 デイサービスセンター　櫻 デイサービスセンター　サクラ 7918056 愛媛県松山市別府町４４７番地２ 地域密着型通所介護 089-994-6101 H28/04/01 指定 松山市

3870108267 株式会社　櫻笑会 デイサービスセンター　櫻 デイサービスセンター　サクラ 7918056 愛媛県松山市別府町４４７番地２ 通所型サービス（独自） 089-994-6101 H30/04/01 指定 松山市

3870108291 医療法人　仁勇会 居宅介護支援事業所　アップル キョタクカイゴシエンジギョウショ　アップル 7918067 愛媛県松山市古三津４丁目６２５番地 居宅介護支援 089-953-3331 H23/07/01 指定 松山市

3870108317 株式会社　ｆファミリー 居宅介護支援事業所　エフ キョタクカイゴシエンジギョウショ　エフ 7900964 愛媛県松山市中村四丁目１０番７号 居宅介護支援 089-904-4306 H23/07/25 指定 松山市

3870108325 株式会社　ジェネシス ジェネシス居宅介護支援センター ジェネシスキョタクカイゴシエンセンター 7918013 愛媛県松山市山越４丁目５番３５号河上ビル１階 居宅介護支援 089-989-5812 H23/08/01 指定 松山市

3870108333 有限会社　悠楽里 デイサービス　悠楽里 デイサービス　ユラリ 7900913 愛媛県松山市畑寺四丁目７番３２号 地域密着型通所介護 089-975-1237 H28/04/01 指定 松山市

3870108341 エンドレス・サマークラブ株式会社 訪問介護　和田 ホウモンカイゴ　ワダ 7992465 愛媛県松山市和田甲３７８番地６８ 訪問介護 089-994-1014 H23/08/01 指定 松山市

3870108341 エンドレス・サマークラブ株式会社 訪問介護　和田 ホウモンカイゴ　ワダ 7992465 愛媛県松山市和田甲３７８番地６８ 訪問型サービス（独自） 089-994-1014 H30/04/01 指定 松山市

3870108366 ハニーコーポレーション株式会社 ハニー訪問介護ステーション ハニーホウモンカイゴステーション 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番２５号クリエイションビル３０１号 訪問介護 089-948-9707 H23/09/01 指定 松山市

3870108366 ハニーコーポレーション株式会社 ハニー訪問介護ステーション ハニーホウモンカイゴステーション 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番２５号クリエイションビル３０１号 訪問型サービス（独自） 089-948-9707 H30/04/01 指定 松山市

3870108382 株式会社　いきいき介護 デイサービス民家　いろは デイサービスミンカ　イロハ 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目８番１０号 地域密着型通所介護 089-943-8122 H28/04/01 指定 松山市

3870108382 株式会社　いきいき介護 デイサービス民家　いろは デイサービスミンカ　イロハ 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目８番１０号 通所型サービス（独自） 089-943-8122 H30/04/01 指定 松山市

3870108408 セントケア四国株式会社 セントケア松山 セントケアマツヤマ 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２０－１ 訪問介護 089-951-1140 H23/10/01 指定 松山市

3870108408 セントケア四国株式会社 セントケア松山 セントケアマツヤマ 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２０－１ 居宅介護支援 089-951-1140 H23/10/01 指定 松山市

3870108416 セントケア四国株式会社 セントケア松山訪問入浴センター セントケアマツヤマホウモンニュウヨクセンター 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２０－１ 訪問入浴介護 089-951-1160 H23/10/01 指定 松山市

3870108416 セントケア四国株式会社 セントケア松山訪問入浴センター セントケアマツヤマホウモンニュウヨクセンター 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目２０－１ 介護予防訪問入浴介護 089-951-1160 H23/10/01 指定 松山市
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3870108424 有限会社　グリーンヘルス 居宅介護支援事業所　こもれび キョタクカイゴシエンジギョウショ　コモレビ 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３番１８号 居宅介護支援 089-945-7702 H23/10/01 指定 松山市

3870108432 株式会社　ケアライフエナジー 居宅介護支援事業所　エナジー キョタクカイゴシエンジギョウショ　エナジー 7900951 愛媛県松山市天山３丁目１０番２８号 居宅介護支援 089-961-1155 H23/10/11 指定 松山市

3870108440 株式会社　ケアライフエナジー 訪問介護事業所　エナジー ホウモンカイゴジギョウショ　エナジー 7900931 愛媛県松山市西石井１丁目１番５号 訪問介護 089-961-1166 H23/10/11 指定 松山市

3870108440 株式会社　ケアライフエナジー 訪問介護事業所　エナジー ホウモンカイゴジギョウショ　エナジー 7900931 愛媛県松山市西石井１丁目１番５号 訪問型サービス（独自） 089-961-1166 H30/04/01 指定 松山市

3870108457 株式会社　ケアライフエナジー 福祉用具貸与事業所　シー・エル・イー フクシヨウグタイヨジギョウショ　シー・エル・イー 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 福祉用具貸与 089-961-1188 H23/10/11 指定 松山市

3870108457 株式会社　ケアライフエナジー 福祉用具貸与事業所　シー・エル・イー フクシヨウグタイヨジギョウショ　シー・エル・イー 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 特定福祉用具販売 089-961-1188 H23/10/11 指定 松山市

3870108457 株式会社　ケアライフエナジー 福祉用具貸与事業所　シー・エル・イー フクシヨウグタイヨジギョウショ　シー・エル・イー 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 介護予防福祉用具貸与 089-961-1188 H23/10/11 指定 松山市

3870108457 株式会社　ケアライフエナジー 福祉用具貸与事業所　シー・エル・イー フクシヨウグタイヨジギョウショ　シー・エル・イー 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 特定介護予防福祉用具販売 089-961-1188 H23/10/11 指定 松山市

3870108465 株式会社　ケアライフエナジー デイサービスセンター　プリンス デイサービスセンター　プリンス 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 通所介護 089-961-1177 H23/10/11 指定 松山市

3870108465 株式会社　ケアライフエナジー デイサービスセンター　プリンス デイサービスセンター　プリンス 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番５号 通所型サービス（独自） 089-961-1177 H30/04/01 指定 松山市

3870108499 株式会社　ユニケア 居宅介護支援事業所　アトラス青葉 キョタクカイゴシエンジギョウショ　アトラスアオバ 7992468 愛媛県松山市小川甲８２番地 居宅介護支援 089-978-4300 H23/11/16 指定 松山市

3870108507 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターたかのこ ニチイケアセンタータカノコ 7900924 愛媛県松山市南久米町１４５番地１竹乃井ビル１０６号 訪問入浴介護 089-955-6527 H23/12/01 指定 松山市

3870108507 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターたかのこ ニチイケアセンタータカノコ 7900924 愛媛県松山市南久米町１４５番地１竹乃井ビル１０６号 介護予防訪問入浴介護 089-955-6527 H23/12/01 指定 松山市

3870108523 特定非営利活動法人　陽だまりの樹 ＮＰＯ法人　陽だまりの樹　居宅介護支援事業所 ｎｐｏホウジン　ヒダマリノキ　キョタクカイゴシエンジギョウショ 7900047 愛媛県松山市余戸南三丁目３番２号 居宅介護支援 089-973-8502 H24/01/21 指定 松山市

3870108531 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん弐号館 デイサービスセンターミカンニゴウカン 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目１番７号 通所介護 089-904-8178 H23/12/19 指定 松山市

3870108531 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん弐号館 デイサービスセンターミカンニゴウカン 7900905 愛媛県松山市樽味二丁目１番７号 通所型サービス（独自） 089-904-8178 H30/04/01 指定 松山市

3870108549 社会福祉法人　松山紅梅会 デイサービスセンター梅本の里・小梅 デイサービスセンターウメモトノサト・コウメ 7910244 愛媛県松山市水泥町９６１番地 通所介護 089-970-8839 H23/12/26 指定 松山市

3870108549 社会福祉法人　松山紅梅会 デイサービスセンター梅本の里・小梅 デイサービスセンターウメモトノサト・コウメ 7910244 愛媛県松山市水泥町９６１番地 通所型サービス（独自） 089-970-8839 H30/04/01 指定 松山市

3870108564 株式会社ＪＭケアサービス 茶話本舗デイサービス畑寺 サワホンポデイサービスハタデラ 7900912 愛媛県松山市畑寺町乙８５２番地１ 地域密着型通所介護 089-990-6830 H28/04/01 指定 松山市

3870108572 株式会社あかり 訪問介護あかり ホウモンカイゴアカリ 7910244 愛媛県松山市水泥町３３３番地４２ 訪問介護 089-990-8815 H24/03/01 指定 松山市

3870108572 株式会社あかり 訪問介護あかり ホウモンカイゴアカリ 7910244 愛媛県松山市水泥町３３３番地４２ 訪問型サービス（独自） 089-990-8815 H30/04/01 指定 松山市

3870108580 株式会社トーカイ トーカイ居宅介護支援事業所　松山 トーカイキョタクカイゴシエンジギョウショ　マツヤマ 7900924 愛媛県松山市南久米町１１０番地 居宅介護支援 089-976-5455 H24/04/01 指定 松山市

3870108606 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ松山営業所 カブシキガイシャトーカイマツヤマエイギョウショ 7900924 愛媛県松山市南久米町１１０番地 福祉用具貸与 089-976-3323 H24/04/01 指定 松山市

3870108606 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ松山営業所 カブシキガイシャトーカイマツヤマエイギョウショ 7900924 愛媛県松山市南久米町１１０番地 特定福祉用具販売 089-976-3323 H24/04/01 指定 松山市

3870108606 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ松山営業所 カブシキガイシャトーカイマツヤマエイギョウショ 7900924 愛媛県松山市南久米町１１０番地 介護予防福祉用具貸与 089-976-3323 H24/04/01 指定 松山市

3870108606 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ松山営業所 カブシキガイシャトーカイマツヤマエイギョウショ 7900924 愛媛県松山市南久米町１１０番地 特定介護予防福祉用具販売 089-976-3323 H24/04/01 指定 松山市

3870108614 社会福祉法人　愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランドライフであい カイゴツキユウリョウロウジンホーム　グランドライフデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目３番１８号 特定施設入居者生活介護 089-972-6655 H24/03/08 指定 松山市

3870108614 社会福祉法人　愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランドライフであい カイゴツキユウリョウロウジンホーム　グランドライフデアイ 7900047 愛媛県松山市余戸南五丁目３番１８号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-972-6655 H24/03/08 指定 松山市

3870108648 株式会社かめ ヘルパーステーションかめ ヘルパーステーションカメ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目１５５番地１メゾンドール勝山２０５号 訪問介護 089-961-1401 H24/04/01 指定 松山市

3870108648 株式会社かめ ヘルパーステーションかめ ヘルパーステーションカメ 7900878 愛媛県松山市勝山町二丁目１５５番地１メゾンドール勝山２０５号 訪問型サービス（独自） 089-961-1401 H30/04/01 指定 松山市

3870108655 医療法人福井整形外科麻酔科 介護付有料老人ホーム　ふくふく湊町 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　フクフクミナトマチ 7900012 愛媛県松山市湊町二丁目６－４ 特定施設入居者生活介護 089-946-2929 H24/04/11 指定 松山市

3870108655 医療法人福井整形外科麻酔科 介護付有料老人ホーム　ふくふく湊町 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　フクフクミナトマチ 7900012 愛媛県松山市湊町二丁目６－４ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-946-2929 H24/04/11 指定 松山市

3870108663 社会福祉法人　泰斗福祉会 居宅介護支援事業所　ウィング キョタクカイゴシエンジギョウショ　ウィング 7992460 愛媛県松山市苞木甲２００番地 居宅介護支援 089-994-0090 H24/04/01 指定 松山市

3870108671 社会福祉法人　泰斗福祉会 デイサービス　かしま デイサービス　カシマ 7992460 愛媛県松山市苞木甲２００番地 地域密着型通所介護 089-994-0067 H28/04/01 指定 松山市

3870108671 社会福祉法人　泰斗福祉会 デイサービス　かしま デイサービス　カシマ 7992460 愛媛県松山市苞木甲２００番地 通所型サービス（独自） 089-994-0067 H30/04/01 指定 松山市

3870108689 社会福祉法人　道真会 指定短期入所生活介護事業所吉田ステイ シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショヨシダステイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１７８８番地１ 短期入所生活介護 089-974-8558 H24/04/01 指定 松山市

3870108689 社会福祉法人　道真会 指定短期入所生活介護事業所吉田ステイ シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショヨシダステイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１７８８番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-974-8558 H24/04/01 指定 松山市

3870108705 合同会社ＵＭＩ 居宅介護支援事業所　うみ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ウミ 7900807 愛媛県松山市平和通3丁目2-3 居宅介護支援 089-922-6122 H24/06/01 指定 松山市

3870108721 株式会社モモ ショートステイセンターモモ ショートステイセンターモモ 7911115 愛媛県松山市土居町６４４番１ 短期入所生活介護 089-905-7960 H24/05/10 指定 松山市

3870108754 株式会社　スィンク 訪問介護ステーション（株）スィンク ホウモンカイゴステーション（カブ）スィンク 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目７－１７パルメゾン古三津１０２号 訪問介護 089-994-6175 H24/06/11 指定 松山市

3870108754 株式会社　スィンク 訪問介護ステーション（株）スィンク ホウモンカイゴステーション（カブ）スィンク 7918067 愛媛県松山市古三津二丁目７－１７パルメゾン古三津１０２号 訪問型サービス（独自） 089-994-6175 H30/04/01 指定 松山市

3870108770 株式会社亀楽 デイサービス皆家　かめ デイサービスミンカ　カメ 7900045 愛媛県松山市余戸中三丁目６番２７号 地域密着型通所介護 089-989-9880 H28/04/01 指定 松山市
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3870108770 株式会社亀楽 デイサービス皆家　かめ デイサービスミンカ　カメ 7900045 愛媛県松山市余戸中三丁目６番２７号 通所型サービス（独自） 089-989-9880 R02/06/01 休止 松山市

3870108788 医療法人森野内科クリニック デイサービス柳井町 デイサービスヤナイマチ 7900014 愛媛県松山市柳井町一丁目１１－１５ 地域密着型通所介護 089-961-4111 H28/04/01 指定 松山市

3870108788 医療法人森野内科クリニック デイサービス柳井町 デイサービスヤナイマチ 7900014 愛媛県松山市柳井町一丁目１１－１５ 通所型サービス（独自） 089-961-4111 H30/04/01 指定 松山市

3870108796 有限会社グリーンヘルス 訪問介護事業所そよかぜ ホウモンカイゴジギョウショソヨカゼ 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３－１８ハーモニーガーデン 訪問介護 089-945-7703 H24/07/01 指定 松山市

3870108796 有限会社グリーンヘルス 通所介護事業所ひだまり ツウショカイゴジギョウショヒダマリ 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３－１８ハーモニーガーデン 地域密着型通所介護 089-945-7701 H28/04/01 指定 松山市

3870108796 有限会社グリーンヘルス 訪問介護事業所そよかぜ ホウモンカイゴジギョウショソヨカゼ 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３－１８ハーモニーガーデン 訪問型サービス（独自） 089-945-7703 H30/04/01 指定 松山市

3870108796 有限会社グリーンヘルス 通所介護事業所ひだまり ツウショカイゴジギョウショヒダマリ 7900966 愛媛県松山市立花三丁目３－１８ハーモニーガーデン 通所型サービス（独自） 089-945-7701 H30/04/01 指定 松山市

3870108804 株式会社サンクエル リハビリデイサービス　ここから リハビリデイサービス　ココカラ 7900915 愛媛県松山市松末一丁目５－１０ 地域密着型通所介護 089-943-3939 H28/04/01 指定 松山市

3870108804 株式会社サンクエル リハビリデイサービス　ここから リハビリデイサービス　ココカラ 7900915 愛媛県松山市松末一丁目５－１０ 通所型サービス（独自） 089-943-3939 H30/04/01 指定 松山市

3870108812 株式会社　アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会　あそだ カイゴツユウリョウロウジンホームショウホカイ　アソダ 7900952 愛媛県松山市朝生田町六丁目２番５号 特定施設入居者生活介護 089-921-0051 H24/07/01 指定 松山市

3870108812 株式会社　アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会　あそだ カイゴツユウリョウロウジンホームショウホカイ　アソダ 7900952 愛媛県松山市朝生田町六丁目２番５号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-921-0051 H24/07/01 指定 松山市

3870108838 一般社団法人　気楽 デイサービス　気楽 デイサービス　キラク 7900912 愛媛県松山市畑寺町７８７番地１ 通所介護 089-906-0167 H24/08/01 指定 松山市

3870108838 一般社団法人　気楽 デイサービス　気楽 デイサービス　キラク 7900912 愛媛県松山市畑寺町７８７番地１ 通所型サービス（独自） 089-906-0167 H30/04/01 指定 松山市

3870108846 医療法人財団尚温会 いよ福祉用具サービス イヨフクシヨウグサービス 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目１－２ 福祉用具貸与 089-905-6565 H24/08/01 指定 松山市

3870108846 医療法人財団尚温会 いよ福祉用具サービス イヨフクシヨウグサービス 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目１番２号 特定福祉用具販売 089-905-6565 R02/12/15 指定 松山市

3870108846 医療法人財団尚温会 いよ福祉用具サービス イヨフクシヨウグサービス 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目１－２ 介護予防福祉用具貸与 089-905-6565 H24/08/01 指定 松山市

3870108846 医療法人財団尚温会 いよ福祉用具サービス イヨフクシヨウグサービス 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目１番２号 特定介護予防福祉用具販売 089-905-6565 R02/12/15 指定 松山市

3870108853 社会福祉法人　泰斗福祉会 ショートステイ　すぼき ショートステイ　スボキ 7992460 愛媛県松山市苞木甲２００番地 短期入所生活介護 089-994-2777 H24/08/01 指定 松山市

3870108853 社会福祉法人　泰斗福祉会 ショートステイ　すぼき ショートステイ　スボキ 7992460 愛媛県松山市苞木甲２００番地 介護予防短期入所生活介護 089-994-2777 H24/08/01 指定 松山市

3870108861 有限会社　グリーンヘルス 福祉用具サービスあおぞら フクシヨウグサービスアオゾラ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－１８ハーモニーガーデン 福祉用具貸与 089-945-7701 H24/08/01 指定 松山市

3870108861 有限会社　グリーンヘルス 福祉用具サービスあおぞら フクシヨウグサービスアオゾラ 7900966 愛媛県松山市立花３丁目３－１８ハーモニーガーデン 介護予防福祉用具貸与 089-945-7701 H24/08/01 指定 松山市

3870108879 株式会社　ケアライフエナジー ヘルパーステーション　プリンセス ヘルパーステーション　プリンセス 7911105 愛媛県松山市北井門五丁目２４番１８号 訪問介護 089-961-1555 H24/08/27 指定 松山市

3870108879 株式会社　ケアライフエナジー ヘルパーステーション　プリンセス ヘルパーステーション　プリンセス 7911105 愛媛県松山市北井門五丁目２４番１８号 訪問型サービス（独自） 089-961-1555 H30/04/01 指定 松山市

3870108887 株式会社　ケアライフエナジー デイサービスセンタープリンセス デイサービスセンタープリンセス 7911105 愛媛県松山市北井門五丁目２４番１８号 通所介護 089-961-1556 H24/08/27 指定 松山市

3870108887 株式会社　ケアライフエナジー デイサービスセンタープリンセス デイサービスセンタープリンセス 7911105 愛媛県松山市北井門五丁目２４番１８号 通所型サービス（独自） 089-961-1556 H30/04/01 指定 松山市

3870108895 医療法人　かどた脳神経外科 リハプライド　かどた脳神経外科 リハプライド　カドタノウシンケイゲカ 7900023 愛媛県松山市末広町５番地１４三和マンション末広　１０１号 地域密着型通所介護 089-998-6075 H28/04/01 指定 松山市

3870108895 医療法人　かどた脳神経外科 リハプライド　かどた脳神経外科 リハプライド　カドタノウシンケイゲカ 7900023 愛媛県松山市末広町５番地１４三和マンション末広　１０１号 通所型サービス（独自） 089-998-6075 H30/04/01 指定 松山市

3870108937 株式会社ふるかわ 訪問介護　ふるかわ ホウモンカイゴ　フルカワ 7900931 愛媛県松山市西石井５丁目９－５ 訪問介護 089-993-5505 H24/10/01 指定 松山市

3870108937 株式会社ふるかわ 訪問介護　ふるかわ ホウモンカイゴ　フルカワ 7900931 愛媛県松山市西石井５丁目９－５ 訪問型サービス（独自） 089-993-5505 H30/04/01 指定 松山市

3870108945 あなぶきメディカルケア株式会社 あなぶきケアサービス松山 アナブキケアサービスマツヤマ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２１７番地アルファリビング久万の台 訪問介護 089-917-5160 H24/10/01 指定 松山市

3870108945 あなぶきメディカルケア株式会社 あなぶきケアサービス松山 アナブキケアサービスマツヤマ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２１７番地アルファリビング久万の台 訪問型サービス（独自） 089-917-5160 H30/04/01 指定 松山市

3870108945 あなぶきメディカルケア株式会社 あなぶきケアサービス松山 アナブキケアサービスマツヤマ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２１７番地アルファリビング久万の台 訪問型サービス（独自／定率） 089-917-5160 H31/01/01 指定 松山市

3870108952 あなぶきメディカルケア株式会社 アルファデイサービスセンター久万の台 アルファデイサービスセンタークマンノダイ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２１７番地アルファリビング松山久万の台 地域密着型通所介護 089-917-5170 H28/04/01 指定 松山市

3870108952 あなぶきメディカルケア株式会社 アルファデイサービスセンター久万の台 アルファデイサービスセンタークマンノダイ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２１７番地アルファリビング松山久万の台 通所型サービス（独自） 089-917-5170 H30/04/01 指定 松山市

3870108960 あなぶきメディカルケア株式会社 あなぶきケアサービス松山居宅介護支援事業所 アナブキケアサービスマツヤマキョタクカイゴシエンジギョウショ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１２１７番地アルファリビング松山久万の台 居宅介護支援 089-917-5160 H24/10/01 指定 松山市

3870108978 株式会社珠の実 訪問介護事業所珠の実 ホウモンカイゴジギョウショタマノミ 7900046 愛媛県松山市余戸西３丁目９－２９ 訪問介護 089-989-9089 H24/10/01 指定 松山市

3870108978 株式会社珠の実 居宅介護支援事業所珠の実 キョタクカイゴシエンジギョウショタマノミ 7900046 愛媛県松山市余戸西３丁目９－２９ 居宅介護支援 089-989-9089 H24/10/01 指定 松山市

3870108978 株式会社珠の実 訪問介護事業所珠の実 ホウモンカイゴジギョウショタマノミ 7900046 愛媛県松山市余戸西３丁目９－２９ 訪問型サービス（独自） 089-989-9089 H30/04/01 指定 松山市

3870108986 株式会社ほほえみ介護 訪問介護事業所　ほほえみ ホウモンカイゴジギョウショ　ホホエミ 7900966 愛媛県松山市立花一丁目９番１７号グレース石手川２０６号 訪問介護 089-934-2259 H24/10/01 指定 松山市

3870108986 株式会社ほほえみ介護 訪問介護事業所　ほほえみ ホウモンカイゴジギョウショ　ホホエミ 7900966 愛媛県松山市立花一丁目９番１７号グレース石手川２０６号 訪問型サービス（独自） 089-934-2259 H30/04/01 指定 松山市

3870108986 株式会社ほほえみ介護 訪問介護事業所　ほほえみ ホウモンカイゴジギョウショ　ホホエミ 7900966 愛媛県松山市立花一丁目９番１７号グレース石手川２０６号 訪問型サービス（独自／定率） 089-934-2259 H29/04/01 指定 松山市

3870108994 株式会社ほほえみ介護 居宅介護支援事業所ほほえみ キョタクカイゴシエンジギョウショホホエミ 7900966 愛媛県松山市立花１丁目９番地１７号グレース石手川２０６号 居宅介護支援 089-934-2259 H24/10/01 指定 松山市
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3870109000 こころ介護株式会社 デイサービスセンターこころ デイサービスセンターココロ 7900055 愛媛県松山市針田町１６番地３ 地域密着型通所介護 089-904-1296 H28/04/01 指定 松山市

3870109000 こころ介護株式会社 デイサービスセンターこころ デイサービスセンターココロ 7900055 愛媛県松山市針田町１６番地３ 通所型サービス（独自） 089-904-1296 H30/04/01 指定 松山市

3870109018 有限会社ノリテック デイサービスひがし野　真心庵 デイサービスヒガシノ　マゴコロアン 7900912 愛媛県松山市畑寺町丙６８番地１ 地域密着型通所介護 089-914-0556 H28/04/01 指定 松山市

3870109034 株式会社いきいき介護 デイサービス民家　あすなろ デイサービスミンカ　アスナロ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２６番２１号 地域密着型通所介護 089-997-7114 H28/04/01 指定 松山市

3870109034 株式会社いきいき介護 デイサービス民家　あすなろ デイサービスミンカ　アスナロ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目２６番２１号 通所型サービス（独自） 089-997-7114 H30/04/01 指定 松山市

3870109042 医療法人　佐藤循環器科内科 有料老人ホーム　ながきの杜 ユウリョウロウジンホーム　ナガキノモリ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１－４８ 特定施設入居者生活介護 089-998-8070 H24/10/19 指定 松山市

3870109042 医療法人　佐藤循環器科内科 有料老人ホーム　ながきの杜 ユウリョウロウジンホーム　ナガキノモリ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１－４８ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-998-8070 H24/10/19 指定 松山市

3870109059 株式会社　結依 居宅介護支援事業所ゆい キョタクカイゴシエンジギョウショユイ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２５１番２ 居宅介護支援 089-994-6580 H24/11/01 指定 松山市

3870109075 株式会社ファミリーケア 福祉用具貸与販売事業所　ファミリーケア フクシヨウグタイヨハンバイジギョウショ　ファミリーケア 7918044 愛媛県松山市西垣生町１１８４番地５ファミリーケア智温苑 福祉用具貸与 089-971-0010 H24/11/01 指定 松山市

3870109075 株式会社ファミリーケア 福祉用具貸与販売事業所　ファミリーケア フクシヨウグタイヨハンバイジギョウショ　ファミリーケア 7918044 愛媛県松山市西垣生町１１８４番地５ファミリーケア智温苑 特定福祉用具販売 089-971-0010 H24/11/01 指定 松山市

3870109075 株式会社ファミリーケア 福祉用具貸与販売事業所　ファミリーケア フクシヨウグタイヨハンバイジギョウショ　ファミリーケア 7918044 愛媛県松山市西垣生町１１８４番地５ファミリーケア智温苑 介護予防福祉用具貸与 089-971-0010 H24/11/01 指定 松山市

3870109075 株式会社ファミリーケア 福祉用具貸与販売事業所　ファミリーケア フクシヨウグタイヨハンバイジギョウショ　ファミリーケア 7918044 愛媛県松山市西垣生町１１８４番地５ファミリーケア智温苑 特定介護予防福祉用具販売 089-971-0010 H24/11/01 指定 松山市

3870109083 株式会社　ほわいと デイサービスほわいと デイサービスホワイト 7900923 愛媛県松山市北久米町９９６番地３ 通所介護 089-913-0913 H24/11/12 指定 松山市

3870109083 株式会社　ほわいと デイサービスほわいと デイサービスホワイト 7900923 愛媛県松山市北久米町９９６番地３ 通所型サービス（独自） 089-913-0913 H30/04/01 指定 松山市

3870109091 有限会社　トータルケア果の実 デイサービスセンターこのみ余戸 デイサービスセンターコノミヨウゴ 7900046 愛媛県松山市余戸西五丁目１５－９ 通所介護 089-989-7047 H24/11/01 指定 松山市

3870109091 有限会社　トータルケア果の実 デイサービスセンターこのみ余戸 デイサービスセンターコノミヨウゴ 7900046 愛媛県松山市余戸西五丁目１５－９ 通所型サービス（独自） 089-989-7047 H30/04/01 指定 松山市

3870109117 有限会社　山起会ライフサプライ デイサービスセンター　ケアフル朝生田 デイサービスセンター　ケアフルアソダ 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目１２番２号 通所型サービス（独自） 089-931-0551 H30/04/01 指定 松山市

3870109158 株式会社　悠遊社 デイサービス　花ぜん デイサービス　ハナゼン 7900062 愛媛県松山市南江戸三丁目２番１号 通所介護 089-996-7575 H24/12/01 指定 松山市

3870109158 株式会社　悠遊社 デイサービス　花ぜん デイサービス　ハナゼン 7900062 愛媛県松山市南江戸三丁目２番１号 通所型サービス（独自） 089-996-7575 H30/04/01 指定 松山市

3870109174 株式会社　日本ケアサポート おぐり オグリ 7900036 愛媛県松山市小栗５丁目１－２５ 短期入所生活介護 089-968-1077 H25/01/08 指定 松山市

3870109174 株式会社　日本ケアサポート おぐり オグリ 7900036 愛媛県松山市小栗５丁目１－２５ 介護予防短期入所生活介護 089-968-1077 H25/01/08 指定 松山市

3870109208 株式会社　かな 居宅介護支援事業所　かな キョタクカイゴシエンジギョウショ　カナ 7900911 愛媛県松山市桑原６丁目５番８号 居宅介護支援 089-904-4880 H25/02/01 指定 松山市

3870109232 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター道後持田 ケアプラスデイサービスセンタードウゴモチダ 7900874 愛媛県松山市南持田町２番１０ 通所介護 089-968-1239 H25/02/01 指定 松山市

3870109232 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター道後持田 ケアプラスデイサービスセンタードウゴモチダ 7900874 愛媛県松山市南持田町２番１０ 通所型サービス（独自） 089-968-1239 H30/04/01 指定 松山市

3870109240 株式会社　スィンク 指定居宅介護支援事業所　スィンク シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　スィンク 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目７－１７パルメゾン古三津１０２号 居宅介護支援 089-994-6175 H25/02/15 指定 松山市

3870109273 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん参号館 デイサービスセンターミカンサンゴウカン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台７３７番地 地域密着型通所介護 089-904-1277 H28/04/01 指定 松山市

3870109273 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん参号館 デイサービスセンターミカンサンゴウカン 7918016 愛媛県松山市久万ノ台７３７番地 通所型サービス（独自） 089-904-1277 H30/04/01 指定 松山市

3870109281 株式会社フロンティア 株式会社　フロンティア松山営業所 カブシキガイシャ　フロンティアマツヤマエイギョウショ 7918057 愛媛県松山市大可賀１－３－６ 福祉用具貸与 089-911-6875 H25/04/01 指定 松山市

3870109281 株式会社フロンティア 株式会社　フロンティア松山営業所 カブシキガイシャ　フロンティアマツヤマエイギョウショ 7918057 愛媛県松山市大可賀１－３－６ 特定福祉用具販売 089-911-6875 H25/04/01 指定 松山市

3870109281 株式会社フロンティア 株式会社　フロンティア松山営業所 カブシキガイシャ　フロンティアマツヤマエイギョウショ 7918057 愛媛県松山市大可賀１－３－６ 介護予防福祉用具貸与 089-911-6875 H25/04/01 指定 松山市

3870109281 株式会社フロンティア 株式会社　フロンティア松山営業所 カブシキガイシャ　フロンティアマツヤマエイギョウショ 7918057 愛媛県松山市大可賀１－３－６ 特定介護予防福祉用具販売 089-911-6875 H25/04/01 指定 松山市

3870109299 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛中予ステーション ダスキンヘルスレントエヒメチュウヨステーション 7900903 愛媛県松山市東野五丁目４－２ 福祉用具貸与 089-961-1414 H25/04/01 指定 松山市

3870109299 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛中予ステーション ダスキンヘルスレントエヒメチュウヨステーション 7900903 愛媛県松山市東野五丁目４－２ 特定福祉用具販売 089-961-1414 H25/04/01 指定 松山市

3870109299 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛中予ステーション ダスキンヘルスレントエヒメチュウヨステーション 7900903 愛媛県松山市東野五丁目４－２ 介護予防福祉用具貸与 089-961-1414 H25/04/01 指定 松山市

3870109299 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛中予ステーション ダスキンヘルスレントエヒメチュウヨステーション 7900903 愛媛県松山市東野五丁目４－２ 特定介護予防福祉用具販売 089-961-1414 H25/04/01 指定 松山市

3870109315 株式会社　奏 居宅介護支援事業所　愛音 キョタクカイゴシエンジギョウショ　アイネ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１番地２５シティーらいふ石手川１０階　１００４号 居宅介護支援 089-986-3151 H25/04/01 指定 松山市

3870109323 株式会社　奏 ヘルパーステーション　愛音 ヘルパーステーション　アイネ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１番２５号シティーらいふ石手川 訪問介護 089-986-3151 H25/04/01 指定 松山市

3870109323 株式会社　奏 ヘルパーステーション　愛音 ヘルパーステーション　アイネ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１番２５号シティーらいふ石手川 訪問型サービス（独自） 089-986-3151 H30/04/01 指定 松山市

3870109331 株式会社　奏 デイサービスセンター愛音 デイサービスセンターアイネ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１番地２５シティーらいふ石手川 通所介護 089-986-3151 H25/04/01 指定 松山市

3870109331 株式会社　奏 デイサービスセンター愛音 デイサービスセンターアイネ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１番地２５シティーらいふ石手川 通所型サービス（独自） 089-986-3151 H30/04/01 指定 松山市

3870109356 株式会社Ｊ・Ｈ・Ｓ ポシブル石手川 ポシブルイシテガワ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１－２５シティらいふ石手川 通所介護 089-941-3887 H25/05/01 指定 松山市

3870109356 株式会社Ｊ・Ｈ・Ｓ ポシブル石手川 ポシブルイシテガワ 7900866 愛媛県松山市永木町二丁目１－２５シティらいふ石手川 通所型サービス（独自） 089-941-3887 H30/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870109380 株式会社ライフケア 株式会社ライフケア松山支店 カブシキカイシャライフケアマツヤマシテン 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-2 福祉用具貸与 089-992-9799 H25/05/01 指定 松山市

3870109380 株式会社ライフケア 株式会社ライフケア松山支店 カブシキカイシャライフケアマツヤマシテン 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-2 特定福祉用具販売 089-992-9799 H25/05/01 指定 松山市

3870109380 株式会社ライフケア 株式会社ライフケア松山支店 カブシキカイシャライフケアマツヤマシテン 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-2 介護予防福祉用具貸与 089-992-9799 H25/05/01 指定 松山市

3870109380 株式会社ライフケア 株式会社ライフケア松山支店 カブシキカイシャライフケアマツヤマシテン 7918041 愛媛県松山市北吉田町1019-2 特定介護予防福祉用具販売 089-992-9799 H25/05/01 指定 松山市

3870109422 有限会社　エディア スポーツデイ　歩風里　ふるみつ スポーツデイ　ホフリ　フルミツ 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目８番１３号 地域密着型通所介護 089-994-6622 H28/04/01 指定 松山市

3870109422 有限会社　エディア スポーツデイ　歩風里　ふるみつ スポーツデイ　ホフリ　フルミツ 7918067 愛媛県松山市古三津２丁目８番１３号 通所型サービス（独自） 089-994-6622 H30/04/01 指定 松山市

3870109455 有限会社リハビリステーションみかん ヘルパーステーションみかん・はなみずき ヘルパーステーションミカン・ハナミズキ 7900942 愛媛県松山市古川北２丁目７－１９ 訪問介護 089-904-1567 H25/07/01 指定 松山市

3870109455 有限会社リハビリステーションみかん ヘルパーステーションみかん・はなみずき ヘルパーステーションミカン・ハナミズキ 7900942 愛媛県松山市古川北２丁目７－１９ 訪問型サービス（独自） 089-904-1567 H30/04/01 指定 松山市

3870109463 丸忠スカイコート株式会社 指定居宅介護支援事業所スマイルケア シテイキョタクカイゴシエンジギョウショスマイルケア 7992407 愛媛県松山市下難波甲６７－３ 居宅介護支援 0800-888-2210 H25/07/01 指定 松山市

3870109513 株式会社メディカルネットワークＣ３ さきやま接骨院デイサービス サキヤマセッコツインデイサービス 7900022 愛媛県松山市永代町４番地５ラッセルスクエア松山市駅101号 地域密着型通所介護 089-913-0220 H28/04/01 指定 松山市

3870109513 株式会社メディカルネットワークＣ３ さきやま接骨院デイサービス サキヤマセッコツインデイサービス 7900022 愛媛県松山市永代町４番地５ラッセルスクエア松山市駅101号 通所型サービス（独自） 089-913-0220 H30/04/01 指定 松山市

3870109554 合同会社まねき猫 居宅介護支援事業所　ほたる キョタクカイゴシエンジギョウショ　ホタル 7910104 愛媛県松山市食場町乙１０２番地１３３ 居宅介護支援 089-904-8480 H25/08/16 指定 松山市

3870109570 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター垣生 ケアプラスデイサービスセンターハブ 7918043 愛媛県松山市東垣生町70番地1 通所介護 089-989-6516 H25/09/01 指定 松山市

3870109570 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター垣生 ケアプラスデイサービスセンターハブ 7918043 愛媛県松山市東垣生町70番地1 通所型サービス（独自） 089-989-6516 H30/04/01 指定 松山市

3870109588 株式会社アコンプリシー ショートステイ笑歩会　岩ぜき ショートステイショウホカイ　イワゼキ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲346 短期入所生活介護 089-914-5771 H25/09/13 指定 松山市

3870109588 株式会社アコンプリシー ショートステイ笑歩会　岩ぜき ショートステイショウホカイ　イワゼキ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲346 介護予防短期入所生活介護 089-914-5771 H25/09/13 指定 松山市

3870109596 株式会社スクイズミー 居宅介護支援事業所　虹 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ニジ 7900038 愛媛県松山市和泉北１丁目１－１６パピヨンМ１０１ 居宅介護支援 089-948-8208 H25/09/12 休止 松山市

3870109612 株式会社えひめメディコープ 愛媛生協病院ショートステイ陽だまり エヒメセイキョウビョウインショートステイヒダマリ 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 短期入所生活介護 089-961-4318 H25/10/01 指定 松山市

3870109612 株式会社えひめメディコープ 愛媛生協病院ショートステイ陽だまり エヒメセイキョウビョウインショートステイヒダマリ 7911102 愛媛県松山市来住町１０９１－１ 介護予防短期入所生活介護 089-961-4318 H25/10/01 指定 松山市

3870109620 株式会社たいしん エプロン訪問介護 エプロンホウモンカイゴ 7992662 愛媛県松山市太山寺町894番地72 訪問介護 089-997-8355 H25/10/01 指定 松山市

3870109620 株式会社たいしん エプロン訪問介護 エプロンホウモンカイゴ 7992662 愛媛県松山市太山寺町894番地72 訪問型サービス（独自） 089-997-8355 H30/04/01 指定 松山市

3870109638 有限会社　グリーンヘルス 居宅介護支援事業所　はるか キョタクカイゴシエンジギョウショ　ハルカ 7900034 愛媛県松山市藤原町６６４番地１ 居宅介護支援 089-913-2212 H25/10/01 指定 松山市

3870109646 株式会社スクイズミー 通所介護事業所　虹 ツウショカイゴジギョウショ　ニジ 7900043 愛媛県松山市保免西１丁目８－３３ 地域密着型通所介護 089-992-9468 H28/04/01 指定 松山市

3870109646 株式会社スクイズミー 通所介護事業所　虹 ツウショカイゴジギョウショ　ニジ 7900043 愛媛県松山市保免西１丁目８－３３ 通所型サービス（独自） 089-992-9468 H30/04/01 指定 松山市

3870109653 社会福祉法人寿楽会 居宅介護支援事業所　来住 キョタクカイゴシエンジギョウショ　キシ 7911102 愛媛県松山市来住町３６番地 居宅介護支援 089-975-1078 H25/11/01 指定 松山市

3870109661 株式会社 アコンプリシー ヘルパーステーション　笑歩会　道後 ヘルパーステーション　ショウホカイ　ドウゴ 7900835 愛媛県松山市祝谷東町４４１－１５ 訪問介護 089-921-7110 H25/11/01 指定 松山市

3870109661 株式会社 アコンプリシー ヘルパーステーション　笑歩会　道後 ヘルパーステーション　ショウホカイ　ドウゴ 7900835 愛媛県松山市祝谷東町４４１－１５ 訪問型サービス（独自） 089-921-7110 H30/04/01 指定 松山市

3870109687 株式会社 アコンプリシー デイサービス　笑歩会　岩ぜき デイサービス　ショウホカイ　イワゼキ 7910101 愛媛県松山市溝辺町346番地7 通所介護 089-907-6603 H25/11/01 指定 松山市

3870109687 株式会社 アコンプリシー デイサービス　笑歩会　岩ぜき デイサービス　ショウホカイ　イワゼキ 7910101 愛媛県松山市溝辺町346番地7 通所型サービス（独自） 089-907-6603 H30/04/01 指定 松山市

3870109729 有限会社　メディケアサポート デイサービスいきいきわかば デイサービスイキイキワカバ 7918053 愛媛県松山市若葉町４番２７号 通所介護 089-989-9710 H25/12/01 指定 松山市

3870109729 有限会社　メディケアサポート デイサービスいきいきわかば デイサービスイキイキワカバ 7918053 愛媛県松山市若葉町４番２７号 通所型サービス（独自） 089-989-9710 H30/04/01 指定 松山市

3870109737 有限会社Ｍ＆Ｍ ミネルワステイ ミネルワステイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１５１０番地１ 短期入所生活介護 089-972-7007 H26/01/06 指定 松山市

3870109737 有限会社Ｍ＆Ｍ ミネルワステイ ミネルワステイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１５１０番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-972-7007 H26/01/06 指定 松山市

3870109778 有限会社南海運送 リハプライド　南海 リハプライド　ナンカイ 7900833 愛媛県松山市祝谷五丁目２－１５ 地域密着型通所介護 089-917-8650 H28/04/01 指定 松山市

3870109778 有限会社南海運送 リハプライド　南海 リハプライド　ナンカイ 7900833 愛媛県松山市祝谷五丁目２－１５ 通所型サービス（独自） 089-917-8650 H30/04/01 指定 松山市

3870109810 社会福祉法人  平成会 ショートステイ　ジェントルハートみつ ショートステイ　ジェントルハートミツ 7918051 愛媛県松山市梅田町４番３５号 短期入所生活介護 089-953-3200 H26/03/12 指定 松山市

3870109810 社会福祉法人  平成会 ショートステイ　ジェントルハートみつ ショートステイ　ジェントルハートミツ 7918051 愛媛県松山市梅田町４番３５号 介護予防短期入所生活介護 089-953-3200 H26/03/12 指定 松山市

3870109828 社会福祉法人  平成会 デイサービスセンター　ジェントルハートみつ デイサービスセンター　ジェントルハートミツ 7918051 愛媛県松山市梅田町４番３５号 地域密着型通所介護 089-953-3200 H28/04/01 指定 松山市

3870109828 社会福祉法人  平成会 デイサービスセンター　ジェントルハートみつ デイサービスセンター　ジェントルハートミツ 7918051 愛媛県松山市梅田町４番３５号 通所型サービス（独自） 089-953-3200 H30/04/01 指定 松山市

3870109828 社会福祉法人  平成会 デイサービスセンター　ジェントルハートみつ デイサービスセンター　ジェントルハートミツ 7918051 愛媛県松山市梅田町４番３５号 通所型サービス（独自／定率） 089-953-3200 H29/06/01 指定 松山市

3870109869 サポートエヒメ株式会社 ヘルパーステーション太陽がいっぱい。 ヘルパーステーションタイヨウガイッパイ。 7900055 愛媛県松山市針田町１１２－１ 訪問介護 089-965-3456 H26/04/01 指定 松山市

3870109869 サポートエヒメ株式会社 ヘルパーステーション太陽がいっぱい。 ヘルパーステーションタイヨウガイッパイ。 7900055 愛媛県松山市針田町１１２－１ 訪問型サービス（独自） 089-965-3456 H30/04/01 指定 松山市
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3870109877 サポートエヒメ株式会社 リハビリデイサービス太陽がいっぱい。 リハビリデイサービスタイヨウガイッパイ 7900055 愛媛県松山市針田町１１２－１ 通所介護 089-965-3456 H26/04/01 指定 松山市

3870109877 サポートエヒメ株式会社 リハビリデイサービス太陽がいっぱい。 リハビリデイサービスタイヨウガイッパイ 7900055 愛媛県松山市針田町１１２－１ 通所型サービス（独自） 089-965-3456 H30/04/01 指定 松山市

3870109885 社会福祉法人  慈光会 介護老人福祉施設　味酒野ていれぎ荘 カイゴロウジンフクシシセツ　ミサケノテイレギソウ 7918025 愛媛県松山市衣山５丁目７１９番地１ 介護老人福祉施設 089-989-5571 H26/03/31 指定 松山市

3870109893 社会福祉法人  慈光会 通所介護事業所　味酒野ていれぎ荘 ツウショカイゴジギョウショ　ミサケノテイレギソウ 7918025 愛媛県松山市衣山５丁目７１９番地１ 通所介護 089-989-5571 H26/04/01 指定 松山市

3870109893 社会福祉法人  慈光会 通所介護事業所　味酒野ていれぎ荘 ツウショカイゴジギョウショ　ミサケノテイレギソウ 7918025 愛媛県松山市衣山５丁目７１９番地１ 通所型サービス（独自） 089-989-5571 H30/04/01 指定 松山市

3870109901 社会福祉法人  慈光会 居宅介護支援事業所　味酒野ていれぎ荘 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ミサケノテイレギソウ 7918025 愛媛県松山市衣山５丁目７１９番地１ 居宅介護支援 089-989-5571 H26/04/01 指定 松山市

3870109919 株式会社ルーツ デイサービス　ルーツ デイサービス　ルーツ 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１１番３６号 地域密着型通所介護 089-925-5112 H28/04/01 指定 松山市

3870109943 医療法人聖愛会 居宅介護支援事業所　ベテル三番町クリニック キョタクカイゴシエンジギョウショ　ベテルサンバンチョウクリニック 7900003 愛媛県松山市三番町三丁目４番地１２ 居宅介護支援 089-935-7756 H26/05/01 指定 松山市

3870109984 カーネリアン株式会社 指定居宅介護支援事業所　あずみ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　アズミ 7918013 愛媛県松山市山越二丁目８－２２西原マンション１階西号室 居宅介護支援 089-924-2877 H26/06/01 指定 松山市

3870109992 カーネリアン株式会社 訪問介護事業所　あずみ ホウモンカイゴジギョウショ　アズミ 7918013 愛媛県松山市山越二丁目８－２２西原マンション１階西号室 訪問介護 089-924-2877 H26/06/01 指定 松山市

3870109992 カーネリアン株式会社 訪問介護事業所　あずみ ホウモンカイゴジギョウショ　アズミ 7918013 愛媛県松山市山越二丁目８－２２西原マンション１階西号室 訪問型サービス（独自） 089-924-2877 H30/04/01 指定 松山市

3870110008 株式会社水星 居宅介護支援事業所まごの手 キョタクカイゴシエンジギョウショマゴノテ 7900964 愛媛県松山市中村三丁目１番４８号 居宅介護支援 089-946-0008 H26/05/23 指定 松山市

3870110016 有限会社Ｍ＆Ｍ デイサービスセンター　フォーメンミネルワ デイサービスセンター　フォーメンミネルワ 7918043 愛媛県松山市東垣生町９０３番地１ 通所介護 089-972-7575 H26/06/01 指定 松山市

3870110016 有限会社Ｍ＆Ｍ デイサービスセンター　フォーメンミネルワ デイサービスセンター　フォーメンミネルワ 7918043 愛媛県松山市東垣生町９０３番地１ 通所型サービス（独自） 089-972-7575 H30/04/01 指定 松山市

3870110032 株式会社te-to-te デイサービス　いろり デイサービス　イロリ 7900966 愛媛県松山市立花一丁目１２番２７号 地域密着型通所介護 089-968-1241 H28/04/01 指定 松山市

3870110032 株式会社te-to-te デイサービス　いろり デイサービス　イロリ 7900966 愛媛県松山市立花一丁目１２番２７号 通所型サービス（独自） 089-968-1241 H30/04/01 指定 松山市

3870110057 社会福祉法人島寿会 特別養護老人ホーム　姫ケ浜荘　（ユニット型） トクベツヨウゴロウジンホーム　ヒメガハマソウ　（ユニッガタト） 7914503 愛媛県松山市長師１５６番地１ 介護老人福祉施設 089-997-0777 H26/06/10 指定 松山市

3870110065 社会福祉法人島寿会 ショートステイ施設　姫ケ浜荘　（ユニット型） ショートステイシセツ　ヒメガハマソウ　（ユニットガタ） 7914503 愛媛県松山市長師１５６番地１ 短期入所生活介護 089-997-0777 H26/06/10 指定 松山市

3870110065 社会福祉法人島寿会 ショートステイ施設　姫ケ浜荘　（ユニット型） ショートステイシセツ　ヒメガハマソウ　（ユニットガタ） 7914503 愛媛県松山市長師１５６番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-997-0777 H26/06/10 指定 松山市

3870110073 株式会社安信 指定福祉用具貸与事業所　安信 シテイフクシヨウグタイヨジギョウショ　アンシン 7900911 愛媛県松山市桑原3-1-47 福祉用具貸与 089-941-1199 H26/06/16 指定 松山市

3870110073 株式会社安信 指定福祉用具貸与事業所　安信 シテイフクシヨウグタイヨジギョウショ　アンシン 7900911 愛媛県松山市桑原3-1-47 特定福祉用具販売 089-941-1199 H26/06/16 指定 松山市

3870110073 株式会社安信 指定福祉用具貸与事業所　安信 シテイフクシヨウグタイヨジギョウショ　アンシン 7900911 愛媛県松山市桑原3-1-47 介護予防福祉用具貸与 089-941-1199 H26/06/16 指定 松山市

3870110073 株式会社安信 指定福祉用具貸与事業所　安信 シテイフクシヨウグタイヨジギョウショ　アンシン 7900911 愛媛県松山市桑原3-1-47 特定介護予防福祉用具販売 089-941-1199 H26/06/16 指定 松山市

3870110081 株式会社ライトケア 居宅介護支援事業所ライトケア キョタクカイゴシエンジギョウショライトケア 7900921 愛媛県松山市福音寺町２６９－２コーポ山茶花　２０３号 居宅介護支援 089-916-6692 H26/06/16 指定 松山市

3870110107 有限会社グリーンヘルス 訪問介護事業所　こはる ホウモンカイゴジギョウショ　コハル 7900034 愛媛県松山市藤原町６６４番地１ 訪問介護 089-913-2212 H26/07/01 指定 松山市

3870110107 有限会社グリーンヘルス 訪問介護事業所　こはる ホウモンカイゴジギョウショ　コハル 7900034 愛媛県松山市藤原町６６４番地１ 訪問型サービス（独自） 089-913-2212 H30/04/01 指定 松山市

3870110115 有限会社メディカル浜村 パワリハスタジオ　みちしるべ パワリハスタジオ　ミチシルベ 7918013 愛媛県松山市山越五丁目５－９ 通所介護 089-906-6582 H26/07/01 指定 松山市

3870110115 有限会社メディカル浜村 パワリハスタジオ　みちしるべ パワリハスタジオ　ミチシルベ 7918013 愛媛県松山市山越五丁目５－９ 通所型サービス（独自） 089-906-6582 H30/04/01 指定 松山市

3870110131 株式会社ゆうケア デイサービス　きたえるーむ　松山本町 デイサービス　キタエルーム　マツヤマホンマチ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目１－５葡萄館１Ｆ 通所介護 089-924-8003 H26/07/10 指定 松山市

3870110131 株式会社ゆうケア デイサービス　きたえるーむ　松山本町 デイサービス　キタエルーム　マツヤマホンマチ 7900811 愛媛県松山市本町六丁目１－５葡萄館１Ｆ 通所型サービス（独自） 089-924-8003 H30/04/01 指定 松山市

3870110149 ＡＬＩＶＥ株式会社 訪問介護事業所なない ホウモンカイゴジギョウショナナイ 7900921 愛媛県松山市福音寺町３０７番地２ 訪問介護 089-970-0771 H26/07/17 指定 松山市

3870110149 ＡＬＩＶＥ株式会社 訪問介護事業所なない ホウモンカイゴジギョウショナナイ 7900921 愛媛県松山市福音寺町３０７番地２ 訪問型サービス（独自） 089-970-7578 H30/04/01 指定 松山市

3870110156 株式会社にきぶ ヘルパーステーション　にきぶ ヘルパーステーション　ニキブ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１４５番地２０ 訪問介護 089-992-2300 H26/07/18 指定 松山市

3870110156 株式会社にきぶ ヘルパーステーション　にきぶ ヘルパーステーション　ニキブ 7992438 愛媛県松山市河野中須賀１４５番地２０ 訪問型サービス（独自） 089-992-2300 H30/04/01 指定 松山市

3870110206 社会福祉法人松山紅梅会 特別養護老人ホーム梅本の里ゆにっと トクベツヨウゴロウジンホームウメモトノサトユニット 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１ 介護老人福祉施設 089-975-6985 H26/08/23 指定 松山市

3870110222 株式会社ＡＱＵＡ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ アクティブ・リハ　すまいる アクティブ・リハ　スマイル 7900951 愛媛県松山市天山三丁目９番２４号 地域密着型通所介護 089-948-4016 H28/04/01 指定 松山市

3870110222 株式会社ＡＱＵＡ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ アクティブ・リハ　すまいる アクティブ・リハ　スマイル 7900951 愛媛県松山市天山三丁目９番２４号 通所型サービス（独自） 089-948-4016 H30/04/01 指定 松山市

3870110222 株式会社ＡＱＵＡ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ アクティブ・リハ　すまいる アクティブ・リハ　スマイル 7900951 愛媛県松山市天山三丁目９番２４号 通所型サービス（独自／定率） 089-948-4016 H29/04/01 指定 松山市

3870110230 株式会社ほっぷすてっぷ リハプライド　築山 リハプライト　ツキヤマ 7900864 愛媛県松山市築山町７－５ 地域密着型通所介護 089-993-8650 H28/04/01 指定 松山市

3870110230 株式会社ほっぷすてっぷ リハプライド　築山 リハプライド　ツキヤマ 7900864 愛媛県松山市築山町７－５ 通所型サービス（独自） 089-993-8650 H30/04/01 指定 松山市

3870110255 有限会社ノリテック デイサービスひがし野　夢の石手 デイサービスヒガシノ　ユメノイシテ 7900852 愛媛県松山市石手二丁目５番１１号 通所介護 089-914-3300 H26/09/09 指定 松山市

3870110255 有限会社ノリテック デイサービスひがし野　夢の石手 デイサービスヒガシノ　ユメノイシテ 7900852 愛媛県松山市石手二丁目５番１１号 通所型サービス（独自） 089-914-3300 H30/04/01 指定 松山市
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3870110263 株式会社愛恵 居宅介護支援事業所　あいえ キョタクカイゴシエンジギョウショ　アイエ 7900915 愛媛県松山市松末1丁目4-8 居宅介護支援 089-916-7457 H26/10/01 指定 松山市

3870110271 有限会社　ノリテック ヘルパーステーション　ひがし野 ヘルパーステーション　ヒガシノ 7900852 愛媛県松山市石手２丁目５番１１号 訪問介護 089-914-3300 H26/09/26 指定 松山市

3870110271 有限会社　ノリテック ヘルパーステーション　ひがし野 ヘルパーステーション　ヒガシノ 7900852 愛媛県松山市石手２丁目５番１１号 訪問型サービス（独自） 089-914-3300 H30/04/01 指定 松山市

3870110289 医療法人愛聖会 居宅介護支援事業所　愛 キョタクカイゴシエンジギョウショ　アイ 7910245 愛媛県松山市南梅本町１１３６番地の２通所リハビリテーション愛 居宅介護支援 089-909-4810 H26/10/01 指定 松山市

3870110297 合同会社ミント 居宅介護支援事業所　ミント キョタクカイゴシエンジギョウショ　ミント 7992654 愛媛県松山市内宮町６８２－１スプリエ内宮　１０５号 居宅介護支援 089-908-9330 H26/10/01 指定 松山市

3870110305 株式会社東海産業 訪問介護事業所　花椿 ホウモンカイゴジギョウショ　ハナツバキ 7900934 愛媛県松山市居相２丁目１－１２ 訪問介護 089-968-1115 H26/10/01 指定 松山市

3870110305 株式会社東海産業 訪問介護事業所　花椿 ホウモンカイゴジギョウショ　ハナツバキ 7900934 愛媛県松山市居相２丁目１－１２ 訪問型サービス（独自） 089-968-1115 H30/04/01 指定 松山市

3870110313 株式会社ケアライフエナジー デイサービスセンタープリンスハウス土居田 デイサービスセンタープリンスハウスドイダ 7900056 愛媛県松山市土居田町８２１番地 通所介護 089-994-5557 H26/10/06 指定 松山市

3870110313 株式会社ケアライフエナジー デイサービスセンタープリンスハウス土居田 デイサービスセンタープリンスハウスドイダ 7900056 愛媛県松山市土居田町８２１番地 通所型サービス（独自） 089-994-5557 H30/04/01 指定 松山市

3870110321 あなぶきメディカルケア株式会社 アルファデイサービスセンター南江戸 アルファデイサービスセンターミナミエド 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目５番４０号 地域密着型通所介護 089-989-5535 H28/04/01 指定 松山市

3870110321 あなぶきメディカルケア株式会社 アルファデイサービスセンター南江戸 アルファデイサービスセンターミナミエド 7900062 愛媛県松山市南江戸四丁目５番４０号 通所型サービス（独自） 089-989-5535 H30/04/01 指定 松山市

3870110339 株式会社イーケア 株式会社イーケア カブシキガイシャイーケア 7900921 愛媛県松山市福音寺町２３６番地１０シャルマンコーポ福音寺１０４号 福祉用具貸与 089-916-7541 H26/11/01 指定 松山市

3870110339 株式会社イーケア 株式会社イーケア カブシキガイシャイーケア 7900921 愛媛県松山市福音寺町２３６番地１０シャルマンコーポ福音寺１０４号 特定福祉用具販売 089-916-7541 H26/11/01 指定 松山市

3870110339 株式会社イーケア 株式会社イーケア カブシキガイシャイーケア 7900921 愛媛県松山市福音寺町２３６番地１０シャルマンコーポ福音寺１０４号 介護予防福祉用具貸与 089-916-7541 H26/11/01 指定 松山市

3870110339 株式会社イーケア 株式会社イーケア カブシキガイシャイーケア 7900921 愛媛県松山市福音寺町２３６番地１０シャルマンコーポ福音寺１０４号 特定介護予防福祉用具販売 089-916-7541 H26/11/01 指定 松山市

3870110347 一般社団法人優広会 ワーク　春 ワーク　ハル 7900814 愛媛県松山市味酒町三丁目１番地４　２F 訪問介護 089-993-6402 H26/11/01 指定 松山市

3870110347 一般社団法人優広会 ワーク　春 ワーク　ハル 7900814 愛媛県松山市味酒町三丁目１番地４　２F 訪問型サービス（独自） 089-993-6402 H30/04/01 指定 松山市

3870110362 株式会社　悠遊社 デイサービス　寧音 デイサービス　ネネ 7918032 愛媛県松山市南斎院町９３５番地１ 通所介護 089-968-6223 H26/12/01 指定 松山市

3870110362 株式会社　悠遊社 デイサービス　寧音 デイサービス　ネネ 7918032 愛媛県松山市南斎院町９３５番地１ 通所型サービス（独自） 089-968-6223 H30/04/01 指定 松山市

3870110396 株式会社べーす ヘルパーステーション　べーす ヘルパーステーション　ベース 7918013 愛媛県松山市山越一丁目１８番１６号コーポ・ユー　１F 訪問介護 089-916-6102 H26/12/16 指定 松山市

3870110396 株式会社べーす ヘルパーステーション　べーす ヘルパーステーション　ベース 7918013 愛媛県松山市山越一丁目１８番１６号コーポ・ユー　１F 訪問型サービス（独自） 089-916-6102 H30/04/01 指定 松山市

3870110404 株式会社べーす 居宅介護支援事業所　べーす キョタクカイゴシエンジギョウショ　ベース 7918013 愛媛県松山市山越一丁目１８番１６号コーポ・ユー　１F 居宅介護支援 080-6288-6077 H26/12/16 指定 松山市

3870110453 株式会社　日本ケアサポート ショートステイまちなか ショートステイマチナカ 7900813 愛媛県松山市萱町五丁目１０番２０号 短期入所生活介護 089-925-8011 H27/01/05 指定 松山市

3870110453 株式会社　日本ケアサポート ショートステイまちなか ショートステイマチナカ 7900813 愛媛県松山市萱町五丁目１０番２０号 介護予防短期入所生活介護 089-925-8011 H27/01/05 指定 松山市

3870110461 社会福祉法人松山紅梅会 ショートステイ梅本の里ゆにっと ショートステイウメモトノサトユニット 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１ 短期入所生活介護 089-975-6985 H26/12/26 指定 松山市

3870110461 社会福祉法人松山紅梅会 ショートステイ梅本の里ゆにっと ショートステイウメモトノサトユニット 7910242 愛媛県松山市北梅本町１６２４番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-975-6985 H26/12/26 指定 松山市

3870110479 株式会社　仲よっしー 株式会社　仲よっしー カブシキガイシャ　ナカヨッシー 7900963 愛媛県松山市小坂一丁目１番１０号越智ビル１階東 訪問介護 089-968-1881 H27/01/01 指定 松山市

3870110487 株式会社　シダー あおぞらの里　森松ケアプランセンター アオゾラノサト　モリマツケアプランセンター 7911113 愛媛県松山市森松町３０１－２ 居宅介護支援 089-905-1510 H27/02/01 指定 松山市

3870110495 株式会社アコンプリシー デイサービスセンター　笑歩会　保免 デイサービスセンター　ショウホカイ　ホウメン 7900042 愛媛県松山市保免中一丁目９番１５号 地域密着型通所介護 089-989-8710 H28/04/01 指定 松山市

3870110495 株式会社アコンプリシー デイサービスセンター　笑歩会　保免 デイサービスセンター　ショウホカイ　ホウメン 7900042 愛媛県松山市保免中一丁目９番１５号 通所型サービス（独自） 089-989-8710 H30/04/01 指定 松山市

3870110503 株式会社学研ココファン 学研ココファン松山大手町 ガッケンココファンマツヤマオオテマチ 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目４－１ココファン松山大手町 居宅介護支援 089-913-1670 H27/02/01 指定 松山市

3870110511 株式会社学研ココファン 学研ココファン松山大手町ヘルパーセンター ガッケンココファンマツヤマオオテマチヘルパーセンター 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目４－１ココファン松山大手町 訪問介護 089-913-1670 H27/02/01 指定 松山市

3870110511 株式会社学研ココファン 学研ココファン松山大手町ヘルパーセンター ガッケンココファンマツヤマオオテマチヘルパーセンター 7900067 愛媛県松山市大手町一丁目４－１ココファン松山大手町 訪問型サービス（独自） 089-913-1670 H30/04/01 指定 松山市

3870110529 ステイゴールド株式会社 通所介護事業所　あさひ ツウショカイゴジギョウショ　アサヒ 7910112 愛媛県松山市下伊台町７７７－１ 地域密着型通所介護 089-977-6628 H28/04/01 指定 松山市

3870110529 ステイゴールド株式会社 通所介護事業所　あさひ ツウショカイゴジギョウショ　アサヒ 7910112 愛媛県松山市下伊台町７７７－１ 通所型サービス（独自） 089-977-6628 H30/04/01 指定 松山市

3870110529 ステイゴールド株式会社 通所介護事業所　あさひ ツウショカイゴジギョウショ　アサヒ 7910112 愛媛県松山市下伊台町７７７－１ 通所型サービス（独自／定率） 089-977-6628 H29/04/01 指定 松山市

3870110537 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん幸号館 デイサービスセンターミカンシゴウカン 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目７５８番地１ 地域密着型通所介護 089-916-7691 H28/04/01 指定 松山市

3870110537 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん幸号館 デイサービスセンターミカンシゴウカン 7900943 愛媛県松山市古川南三丁目７５８番地１ 通所型サービス（独自） 089-916-7691 H30/04/01 指定 松山市

3870110552 ステイゴールド株式会社 訪問介護事業所　あさひ ホウモンカイゴジギョウショ　アサヒ 7910112 愛媛県松山市下伊台町７７７番地１ 訪問介護 089-977-6635 H27/02/17 指定 松山市

3870110552 ステイゴールド株式会社 訪問介護事業所　あさひ ホウモンカイゴジギョウショ　アサヒ 7910112 愛媛県松山市下伊台町７７７番地１ 訪問型サービス（独自） 089-977-6635 H30/04/01 指定 松山市

3870110578 株式会社レデイ薬局 レデイ　ライフショップ　アクティブ平井店 レデイ　ライフショップ　アクティブヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町２２７３番地１ 福祉用具貸与 089-993-6689 H27/03/01 指定 松山市

3870110578 株式会社レデイ薬局 レデイ　ライフショップ　アクティブ平井店 レデイ　ライフショップ　アクティブヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町２２７３番地１ 特定福祉用具販売 089-993-6689 H27/03/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3870110578 株式会社レデイ薬局 レデイ　ライフショップ　アクティブ平井店 レデイ　ライフショップ　アクティブヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町２２７３番地１ 介護予防福祉用具貸与 089-993-6689 H27/03/01 指定 松山市

3870110578 株式会社レデイ薬局 レデイ　ライフショップ　アクティブ平井店 レデイ　ライフショップ　アクティブヒライテン 7910243 愛媛県松山市平井町２２７３番地１ 特定介護予防福祉用具販売 089-993-6689 H27/03/01 指定 松山市

3870110586 株式会社ＣＬＥＡＲＳ デイサービス　クリア デイサービス　クリア 7910054 愛媛県松山市空港通六丁目６番３０号 地域密着型通所介護 089-992-9996 H28/04/01 指定 松山市

3870110586 株式会社ＣＬＥＡＲＳ デイサービス　クリア デイサービス　クリア 7910054 愛媛県松山市空港通六丁目６番３０号 通所型サービス（独自） 089-992-9996 H30/04/01 指定 松山市

3870110602 株式会社夕凪 訪問介護事業所さわかぜ ホウモンカイゴジギョウショサワカゼ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１４５番地 訪問介護 089-948-4093 H27/03/05 指定 松山市

3870110602 株式会社夕凪 訪問介護事業所さわかぜ ホウモンカイゴジギョウショサワカゼ 7900923 愛媛県松山市北久米町１１４５番地 訪問型サービス（独自） 089-948-4093 H30/04/01 指定 松山市

3870110628 株式会社アシストＬＩＦＥしおざき デイサービスlife デイサービスライフ 7992654 愛媛県松山市内宮町２２０１ 地域密着型通所介護 089-978-7255 H28/04/01 指定 松山市

3870110628 株式会社アシストＬＩＦＥしおざき デイサービスlife デイサービスライフ 7992654 愛媛県松山市内宮町２２０１ 通所型サービス（独自） 089-978-7255 H30/04/01 指定 松山市

3870110636 社会福祉法人　和光会 和光苑新館 ワコウエンシンカン 7911114 愛媛県松山市井門町１０９９番地 介護老人福祉施設 089-969-0001 H27/03/29 指定 松山市

3870110644 公益財団法人日本訪問看護財団 療養通所介護ひなたぼっこ１ リョウヨウツウショカイゴヒナタボッコ１ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５０番地５ 地域密着型通所介護 089-970-6330 H28/04/01 指定 松山市

3870110651 公益財団法人日本訪問看護財団 療養通所介護ひなたぼっこ2 リョウヨウツウショカイゴヒナタボッコニ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２５０番地５ 地域密着型通所介護 089-970-6330 H28/04/01 指定 松山市

3870110669 社会福祉法人　金亀会 ヘルパーステーションスマイル ヘルパーステーションスマイル 7900047 愛媛県松山市余戸南六丁目５番３号 訪問介護 089-965-3313 H27/04/01 指定 松山市

3870110669 社会福祉法人　金亀会 障害者支援施設スマイル ショウガイシャシエンシセツスマイル 7900047 愛媛県松山市余戸南六丁目５番３号 通所介護 089-965-0294 R01/05/01 指定 松山市

3870110669 社会福祉法人　金亀会 短期入所事業スマイル タンキニュウショジギョウスマイル 7900047 愛媛県松山市余戸南六丁目５番３号 短期入所生活介護 089-965-0294 R01/05/01 指定 松山市

3870110669 社会福祉法人　金亀会 短期入所事業スマイル タンキニュウショジギョウスマイル 7900047 愛媛県松山市余戸南六丁目５番３号 介護予防短期入所生活介護 089-965-0294 R01/05/01 指定 松山市

3870110669 社会福祉法人　金亀会 ヘルパーステーションスマイル ヘルパーステーションスマイル 7900047 愛媛県松山市余戸南六丁目５番３号 訪問型サービス（独自） 089-965-3313 H29/04/01 指定 松山市

3870110669 社会福祉法人　金亀会 障害者支援施設スマイル ショウガイシャシエンシセツスマイル 7900047 愛媛県松山市余戸南六丁目５番３号 通所型サービス（独自） 089-965-0294 R01/05/01 指定 松山市

3870110677 有限会社グリーンヘルス 訪問介護事業所　ブリーゼ ホウモンカイゴジギョウショ　ブリーゼ 7918005 愛媛県松山市東長戸一丁目５番４０号 訪問介護 089-917-5055 H27/04/01 指定 松山市

3870110677 有限会社グリーンヘルス 訪問介護事業所　ブリーゼ ホウモンカイゴジギョウショ　ブリーゼ 7918005 愛媛県松山市東長戸一丁目５番４０号フォーレストＳＡＴＯＭＩ１０２ 訪問型サービス（独自） 089-917-5055 H29/04/01 指定 松山市

3870110685 医療法人愛聖会 ショートステイ愛 ショートステイアイ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１２８１番地１ 短期入所生活介護 089-968-2022 H27/04/13 指定 松山市

3870110685 医療法人愛聖会 ショートステイ愛 ショートステイアイ 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲１２８１番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-968-2022 H27/04/13 指定 松山市

3870110693 有限会社ティーエムコーポレーション 居宅介護支援事業所　梅津寺ヒルズすみれ キョタクカイゴシエンジギョウショ　バイシンジヒルズスミレ 7918082 愛媛県松山市梅津寺町乙５６－２１４ 居宅介護支援 089-946-8885 H27/04/15 指定 松山市

3870110719 株式会社　結依 デイサービスゆい デイサービスユイ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２５１番地２ 地域密着型通所介護 089-995-8661 H28/04/01 指定 松山市

3870110719 株式会社　結依 デイサービスゆい デイサービスユイ 7992655 愛媛県松山市馬木町２２５１番地２ 通所型サービス（独自） 089-995-8661 H29/04/01 指定 松山市

3870110727 社会福祉法人和光会 短期入所生活介護　和光苑ゆうぐん タンキニュウショセイカツカイゴ　ワコウエンユウグン 7900031 愛媛県松山市雄郡二丁目５番８号 短期入所生活介護 089-909-7600 H27/05/01 指定 松山市

3870110727 社会福祉法人和光会 短期入所生活介護　和光苑ゆうぐん タンキニュウショセイカツカイゴ　ワコウエンユウグン 7900031 愛媛県松山市雄郡二丁目５番８号 介護予防短期入所生活介護 089-909-7600 H27/05/01 指定 松山市

3870110735 社会福祉法人和光会 デイサービスセンター　和光苑ゆうぐん デイサービスセンター　ワコウエンユウグン 7900031 愛媛県松山市雄郡二丁目５番８号 地域密着型通所介護 089-909-7601 H28/04/01 指定 松山市

3870110735 社会福祉法人和光会 デイサービスセンター　和光苑ゆうぐん デイサービスセンター　ワコウエンユウグン 7900031 愛媛県松山市雄郡二丁目５番８号 通所型サービス（独自） 089-909-7601 H29/04/01 指定 松山市

3870110743 株式会社　珠の実 デイサービスセンター　珠の実 デイサービスセンター　タマノミ 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目９番２９号 通所介護 089-989-9166 H27/05/01 指定 松山市

3870110743 株式会社　珠の実 デイサービスセンター　珠の実 デイサービスセンター　タマノミ 7900046 愛媛県松山市余戸西三丁目９番２９号 通所型サービス（独自） 089-989-9166 H29/04/01 指定 松山市

3870110750 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん陸号館 デイサービスセンターミカンロクゴウカン 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９３番地２１ 地域密着型通所介護 089-904-2459 H28/04/01 指定 松山市

3870110750 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん陸号館 デイサービスセンターミカンロクゴウカン 7918017 愛媛県松山市西長戸町２９３番地２１ 通所型サービス（独自） 089-904-2459 H29/04/01 指定 松山市

3870110768 株式会社アスレヤマト ケアプランセンター和 ケアプランセンターヤマト 7900942 愛媛県松山市古川北２丁目１番４号 居宅介護支援 089-909-7014 H27/05/01 指定 松山市

3870110776 株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和えだまつ デイフィットアスレヤマトエダマツ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目１番１号 通所介護 089-915-5090 H27/05/01 指定 松山市

3870110776 株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和えだまつ デイフィットアスレヤマトエダマツ 7900962 愛媛県松山市枝松一丁目１番１号 通所型サービス（独自） 089-915-5090 H29/04/01 指定 松山市

3870110784 株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和はなみずき デイフィットＡＳＲＥヤマトハナミズキ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目１番５号 通所介護 089-905-8822 H27/05/01 指定 松山市

3870110784 株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和はなみずき デイフィットＡＳＲＥヤマトハナミズキ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目１番５号 通所型サービス（独自） 089-905-8822 H29/04/01 指定 松山市

3870110792 株式会社te-to-te 居宅介護支援事業所　いろり キョタクカイゴシエンジギョウショ　イロリ 7900966 愛媛県松山市立花一丁目１２番２７号 居宅介護支援 089-968-1241 H27/05/08 指定 松山市

3870110800 株式会社eCare ヘルパーステーションイーケア ヘルパーステーションイーケア 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１７番３６号２０１ 訪問介護 089-995-8201 H27/05/31 指定 松山市

3870110800 株式会社eCare ヘルパーステーションイーケア ヘルパーステーションイーケア 7910054 愛媛県松山市空港通七丁目１７番３６号２０１ 訪問型サービス（独自） 089-995-8201 H29/04/01 指定 松山市

3870110818 合同会社はしら 居宅介護支援事業所りぼん キョタクカイゴシエンジギョウショリボン 7910054 愛媛県松山市空港通６丁目９－１６岡崎第七ビル１０３号 居宅介護支援 089-904-5976 H27/06/16 指定 松山市

3870110826 マハロケア合同会社 梅津寺 デイサービス バイシンジ　デイサービス 7918082 愛媛県松山市梅津寺町１３２６番地７ 地域密着型通所介護 089-951-3933 H28/04/01 指定 松山市
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3870110826 マハロケア合同会社 梅津寺 デイサービス バイシンジ　デイサービス 7918082 愛媛県松山市梅津寺町１３２６番地７ 通所型サービス（独自） 089-951-3933 H29/04/01 指定 松山市

3870110859 有限会社グリーンヘルス 通所介護事業所　ローズ ツウショカイゴジギョウショ　ローズ 7900034 愛媛県松山市藤原町６６４番１ 地域密着型通所介護 089-913-2220 H28/04/01 指定 松山市

3870110859 有限会社グリーンヘルス 通所介護事業所　ローズ ツウショカイゴジギョウショ　ローズ 7900034 愛媛県松山市藤原町６６４番１ 通所型サービス（独自） 089-913-2220 H29/04/01 指定 松山市

3870110875 株式会社Ｋ’ｓカーゴ とんぼ訪問介護サービス トンボホウモンカイゴサービス 7911115 愛媛県松山市土居町７７６番地４ 訪問介護 089-993-5648 H27/07/25 指定 松山市

3870110875 株式会社Ｋ’ｓカーゴ とんぼ訪問介護サービス トンボホウモンカイゴサービス 7911115 愛媛県松山市土居町７７６番地４ 訪問型サービス（独自） 089-993-5648 H29/04/01 指定 松山市

3870110875 株式会社Ｋ’ｓカーゴ とんぼ訪問介護サービス トンボホウモンカイゴサービス 7911115 愛媛県松山市土居町７７６番地４ 訪問型サービス（独自／定率） 089-993-5648 H29/04/01 指定 松山市

3870110883 医療法人久米窪田クリニック ヘルパーステーション　かのう ヘルパーステーション　カノウ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１４７ 訪問介護 089-976-3355 H27/07/21 指定 松山市

3870110883 医療法人久米窪田クリニック ヘルパーステーション　かのう ヘルパーステーション　カノウ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町１１４７ 訪問型サービス（独自） 089-976-3355 H29/04/01 指定 松山市

3870110891 株式会社サンリベラル デイサービスセンター　ドマーニ デイサービスセンター　ドマーニ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番５号 通所介護 089-931-1556 H27/08/01 指定 松山市

3870110891 株式会社サンリベラル デイサービスセンター　ドマーニ デイサービスセンター　ドマーニ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番５号 通所型サービス（独自） 089-931-1515 H29/04/01 指定 松山市

3870110909 社会福祉法人  白寿会 ヘルパーステーション　サンシティ北条 ヘルパーステーション　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３７７番地２ 訪問介護 089-992-3300 H27/08/01 指定 松山市

3870110909 社会福祉法人  白寿会 ヘルパーステーション　サンシティ北条 ヘルパーステーション　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３７７番地２ 訪問型サービス（独自） 089-992-3133 H29/04/01 指定 松山市

3870110909 社会福祉法人  白寿会 ヘルパーステーション　サンシティ北条 ヘルパーステーション　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３７７番地２ 訪問型サービス（独自／定率） 089-992-3133 H29/04/01 指定 松山市

3870110917 株式会社サンリベラル 訪問介護　ドマーニ ホウモンカイゴ　ドマーニ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番５号 訪問介護 089-931-1521 H27/08/01 指定 松山市

3870110917 株式会社サンリベラル 訪問介護　ドマーニ ホウモンカイゴ　ドマーニ 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番５号 訪問型サービス（独自） 089-931-1515 H29/04/01 指定 松山市

3870110925 株式会社亀楽 居宅介護支援事業所　いきいき介護 キョタクカイゴシエンジギョウショ　イキイキカイゴ 7900942 愛媛県松山市古川北2丁目16番6号 居宅介護支援 089-989-3722 H27/08/10 指定 松山市

3870110933 三泰商事株式会社 介護支援ショップ松山　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップマツヤマ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7900802 愛媛県松山市喜与町二丁目５番６ハイツ楡の森 福祉用具貸与 089-906-0205 H27/08/17 指定 松山市

3870110933 三泰商事株式会社 介護支援ショップ松山　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップマツヤマ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7900802 愛媛県松山市喜与町二丁目５番６ハイツ楡の森 特定福祉用具販売 089-906-0205 H27/08/17 指定 松山市

3870110933 三泰商事株式会社 介護支援ショップ松山　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップマツヤマ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7900802 愛媛県松山市喜与町二丁目５番６ハイツ楡の森 介護予防福祉用具貸与 089-906-0205 H27/08/17 指定 松山市

3870110933 三泰商事株式会社 介護支援ショップ松山　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップマツヤマ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7900802 愛媛県松山市喜与町二丁目５番６ハイツ楡の森 特定介護予防福祉用具販売 089-906-0205 H27/08/17 指定 松山市

3870110941 株式会社ユーミーケア ユーミーケアヘルパーステーションたかのこ ユーミーケアヘルパーステーションタカノコ 7900925 愛媛県松山市鷹子町４０３番地１ 訪問介護 089-993-6513 H27/09/01 指定 松山市

3870110941 株式会社ユーミーケア ユーミーケアヘルパーステーションたかのこ ユーミーケアヘルパーステーションタカノコ 7900925 愛媛県松山市鷹子町４０３番地１ 訪問型サービス（独自） 089-993-6513 H28/02/29 指定 松山市

3870110958 株式会社ビーイング ケアステーション麦の芽 ケアステーションムギノメ 7918013 愛媛県松山市山越六丁目６番２２号白鳳会館２０２号 訪問介護 089-925-8895 H27/10/01 指定 松山市

3870110958 株式会社ビーイング ケアステーション麦の芽 ケアステーションムギノメ 7918013 愛媛県松山市山越六丁目６番２２号白鳳会館２０２号 訪問型サービス（独自） 089-925-8895 H29/04/01 指定 松山市

3870110974 株式会社ライフサポート デイサービスセンター伊央里 デイサービスセンターイオリ 7911116 愛媛県松山市南土居町２９３番地４ 地域密着型通所介護 089-907-3220 H28/04/01 指定 松山市

3870110974 株式会社ライフサポート デイサービスセンター伊央里 デイサービスセンターイオリ 7911116 愛媛県松山市南土居町２９３番地４ 通所型サービス（独自） 089-907-3220 H29/04/01 指定 松山市

3870110982 有限会社戸田医療器 有限会社　戸田医療器　福祉事業部　ぷく ユウゲンガイシャ　　トダイリョウキ　フクシジギョウブ　プク 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目１番２８号 福祉用具貸与 089-913-7700 H27/10/01 指定 松山市

3870110982 有限会社戸田医療器 有限会社　戸田医療器　福祉事業部　ぷく ユウゲンガイシャ　　トダイリョウキ　フクシジギョウブ　プク 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目１番２８号 特定福祉用具販売 089-913-7700 H27/10/01 指定 松山市

3870110982 有限会社戸田医療器 有限会社　戸田医療器　福祉事業部　ぷく ユウゲンガイシャ　　トダイリョウキ　フクシジギョウブ　プク 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目１番２８号 介護予防福祉用具貸与 089-913-7700 H27/10/01 指定 松山市

3870110982 有限会社戸田医療器 有限会社　戸田医療器　福祉事業部　ぷく ユウゲンガイシャ　　トダイリョウキ　フクシジギョウブ　プク 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目１番２８号 特定介護予防福祉用具販売 089-913-7700 H27/10/01 指定 松山市

3870110990 社会福祉法人瀬戸福慈会 ショートステイ　竹の郷 ショートステイ　タケノサト 7992662 愛媛県松山市太山寺町１４７０番地 短期入所生活介護 089-979-7781 H27/10/01 指定 松山市

3870110990 社会福祉法人瀬戸福慈会 ショートステイ　竹の郷 ショートステイ　タケノサト 7992662 愛媛県松山市太山寺町１４７０番地 介護予防短期入所生活介護 089-979-7781 H27/10/01 指定 松山市

3870111006 有限会社　ライフサポート　さくら草 ヘルパーステーション　軽井沢 ヘルパーステーション　カルイザワ 7900038 愛媛県松山市和泉北三丁目５番１７号 訪問介護 089-934-8414 H27/10/01 指定 松山市

3870111006 有限会社　ライフサポート　さくら草 ヘルパーステーション　軽井沢 ヘルパーステーション　カルイザワ 7900038 愛媛県松山市和泉北三丁目５番１７号 訪問型サービス（独自） 089-934-8414 H29/04/01 指定 松山市

3870111022 株式会社イクシオ 指定居宅介護支援事業所ルクス シテイキョタクカイゴシエンジギョウショルクス 7900823 愛媛県松山市清水町二丁目２１番地３渡部マンション２Ｆ 居宅介護支援 089-906-0173 H27/11/25 指定 松山市

3870111030 株式会社ミツワ都市開発 デイサービスセンター　ふくすけ デイサービスセンター　フクスケ 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 通所型サービス（独自） 089-973-2929 H29/04/01 指定 松山市

3870111048 株式会社ミツワ都市開発 ショートステイ　ふく ショートステイ　フク 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 短期入所生活介護 089-973-2929 H27/12/01 指定 松山市

3870111048 株式会社ミツワ都市開発 ショートステイ　ふく ショートステイ　フク 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 介護予防短期入所生活介護 089-973-2929 H27/12/01 指定 松山市

3870111055 株式会社ミツワ都市開発 ヘルパーステーション　ももふく ヘルパーステーション　モモフク 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 訪問介護 089-973-2929 H27/12/01 指定 松山市

3870111055 株式会社ミツワ都市開発 ヘルパーステーション　ももふく ヘルパーステーション　モモフク 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 訪問型サービス（独自） 089-973-2929 H29/04/01 指定 松山市

3870111063 株式会社ミツワ都市開発 ケアプランオフィス　ふくのかみ ケアプランオフィス　フクノカミ 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 居宅介護支援 089-973-2929 H27/12/01 指定 松山市

3870111089 有限会社南海運送 リハプライド・南海三津 リハプライド・ナンカイミツ 7918067 愛媛県松山市古三津六丁目１２番１９号 地域密着型通所介護 089-953-5861 H28/04/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870111089 有限会社南海運送 リハプライド・南海三津 リハプライド・ナンカイミツ 7918067 愛媛県松山市古三津六丁目１２番１９号 通所型サービス（独自） 089-953-5861 H29/04/01 指定 松山市

3870111105 社会福祉法人  白寿会 デイサービスセンター　サンシティ北条 デイサービスセンター　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３７７番地２ 通所介護 089-992-3301 H28/01/01 指定 松山市

3870111105 社会福祉法人  白寿会 デイサービスセンター　サンシティ北条 デイサービスセンター　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３７７番地２ 通所型サービス（独自） 089-992-3301 H29/04/01 指定 松山市

3870111105 社会福祉法人  白寿会 デイサービスセンター　サンシティ北条 デイサービスセンター　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３７７番地２ 通所型サービス（独自／定率） 089-992-3301 H29/04/01 指定 松山市

3870111121 株式会社　松の花 デイサービス　愛・家族 デイサービス　アイ・カゾク 7918085 愛媛県松山市港山町４番１７号 地域密着型通所介護 089-952-7777 H28/04/01 指定 松山市

3870111121 株式会社　松の花 デイサービス　愛・家族 デイサービス　アイ・カゾク 7918085 愛媛県松山市港山町４番１７号 通所型サービス（独自） 089-952-7777 H29/04/01 指定 松山市

3870111139 株式会社　松の花 ヘルパーステーション　愛・家族 ヘルパーステーション　アイ・カゾク 7918085 愛媛県松山市港山町４番１７号 訪問介護 089-952-7777 H28/01/11 指定 松山市

3870111139 株式会社　松の花 ヘルパーステーション　愛・家族 ヘルパーステーション　アイ・カゾク 7918085 愛媛県松山市港山町４番１７号 訪問型サービス（独自） 089-952-7777 H29/04/01 指定 松山市

3870111147 株式会社ＦＥＳＲＥＣ 居宅介護支援事業所　たいよう キョタクカイゴシエンジギョウショ　タイヨウ 7910101 愛媛県松山市溝辺町３１９番地１溝辺町ビルⅠ　２Ｆ 居宅介護支援 089-948-8784 H28/01/27 指定 松山市

3870111154 株式会社里山どんぐり 訪問介護ステーション愛光 ホウモンカイゴステーションアイコウ 7900064 愛媛県松山市愛光町６番３号 訪問介護 089-989-8700 H28/02/01 指定 松山市

3870111170 株式会社クオリア ライフケアくるみ ライフケアクルミ 7900045 愛媛県松山市余戸中二丁目１２－２８森とテラス南棟２Ｆ 居宅介護支援 080-2987-5071 H28/02/03 指定 松山市

3870111188 医療法人財団仁清会 指定居宅介護支援事業所　のもと シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ノモト 7900003 愛媛県松山市三番町五丁目１２番地１ 居宅介護支援 089-943-0151 H28/03/14 指定 松山市

3870111196 株式会社いきいき介護 デイサービス民家　いろは　はなれ デイサービスミンカ　イロハ　ハナレ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目１６番６号 地域密着型通所介護 089-909-9172 H28/04/01 指定 松山市

3870111204 株式会社シェア 訪問介護事業所シェア ホウモンカイゴジギョウショシェア 7900921 愛媛県松山市福音寺町７０５番地６ 訪問介護 089-998-9388 H28/04/01 指定 松山市

3870111204 株式会社シェア 訪問介護事業所シェア ホウモンカイゴジギョウショシェア 7900921 愛媛県松山市福音寺町７０５番地６ 訪問型サービス（独自） 089-998-9388 H29/04/01 指定 松山市

3870111212 こころ介護株式会社 訪問介護ステーションこころ ホウモンカイゴステーションココロ 7900055 愛媛県松山市針田町１６番地３ 訪問介護 089-904-1296 H28/04/01 指定 松山市

3870111212 こころ介護株式会社 訪問介護ステーションこころ ホウモンカイゴステーションココロ 7900055 愛媛県松山市針田町１６番地３ 訪問型サービス（独自） 089-904-1296 H29/04/01 指定 松山市

3870111238 ＮＰＯ法人ケア・サポート あいしょう小栗 アイショウオグリ 7900036 愛媛県松山市小栗五丁目１番２５号 特定施設入居者生活介護 089-968-1088 H28/05/01 指定 松山市

3870111238 ＮＰＯ法人ケア・サポート あいしょう小栗 アイショウオグリ 7900036 愛媛県松山市小栗五丁目１番２５号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-968-1088 H28/05/01 指定 松山市

3870111246 株式会社　悠遊社 株式会社　悠遊社南江戸　訪問事業所 カブシキガイシャ　ユウユウシャミナミエド　ホウモンジギョウショ 7900062 愛媛県松山市南江戸三丁目７番２３号 訪問介護 089-995-8887 H28/05/13 指定 松山市

3870111246 株式会社　悠遊社 株式会社　悠遊社南江戸　訪問事業所 カブシキガイシャ　ユウユウシャミナミエド　ホウモンジギョウショ 7900062 愛媛県松山市南江戸三丁目７番２３号 訪問型サービス（独自） 089-995-8887 H29/04/01 指定 松山市

3870111253 株式会社ケアライフエナジー 居宅介護支援事業所　エナジー土居田 キョタクカイゴシエンジギョウショ　エナジードイダ 7900056 愛媛県松山市土居田町８２１番地 居宅介護支援 089-908-8805 H28/05/20 指定 松山市

3870111287 有限会社　花 デイサービス　おはなはん デイサービス　オハナハン 7900823 愛媛県松山市清水町三丁目４３番地９ 通所介護 089-995-8741 H28/06/01 指定 松山市

3870111287 有限会社　花 デイサービス　おはなはん デイサービス　オハナハン 7900823 愛媛県松山市清水町三丁目４３番地９森本ビル１階 通所型サービス（独自） 089-995-8741 H29/04/01 指定 松山市

3870111295 一般社団法人うさぎの里 訪問介護ステーション　うさぎの里 ホウモンカイゴステーション　ウサギノサト 7900965 愛媛県松山市祇園町１３番６号 訪問介護 089-961-4183 H28/06/01 指定 松山市

3870111295 一般社団法人うさぎの里 訪問介護ステーション　うさぎの里 ホウモンカイゴステーション　ウサギノサト 7900965 愛媛県松山市祇園町１３番６号 訪問型サービス（独自） 089-961-4183 H29/04/01 指定 松山市

3870111303 株式会社ワイズ・ホールディングス 介護付き有料老人ホーム　ワイズみつはま カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ワイズミツハマ 7918063 愛媛県松山市神田町８－１７ 特定施設入居者生活介護 089-908-9888 H28/06/01 指定 松山市

3870111303 株式会社ワイズ・ホールディングス 介護付き有料老人ホーム　ワイズみつはま カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ワイズミツハマ 7918063 愛媛県松山市神田町８－１７ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-908-9888 H28/06/01 指定 松山市

3870111311 株式会社ドリーム・サポート ケアプランセンター歩夢 ケアプランセンターアユム 7900924 愛媛県松山市南久米町５４９番地１ＥＡＳＴⅡ３階北 居宅介護支援 089-976-0556 H28/06/15 指定 松山市

3870111337 有限会社　グリーンヘルス 介護付有料老人ホーム　さくら カイゴツキユウリョウロウジンホーム　サクラ 7900056 愛媛県松山市土居田町２７３番地１ 特定施設入居者生活介護 089-965-2111 H28/07/01 指定 松山市

3870111337 有限会社　グリーンヘルス 介護付有料老人ホーム　さくら カイゴツキユウリョウロウジンホーム　サクラ 7900056 愛媛県松山市土居田町２７３番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-965-2111 H28/07/01 指定 松山市

3870111345 社会福祉法人安寿会 通所介護こうの ツウショカイゴコウノ 7992436 愛媛県松山市河野別府１７９番地１ 通所介護 089-993-2900 H28/07/01 指定 松山市

3870111345 社会福祉法人安寿会 通所介護こうの ツウショカイゴコウノ 7992436 愛媛県松山市河野別府１７９番地１ 通所型サービス（独自） 089-993-2900 H29/04/01 指定 松山市

3870111345 社会福祉法人安寿会 通所介護こうの ツウショカイゴコウノ 7992436 愛媛県松山市河野別府１７９番地１ 通所型サービス（独自／定率） 089-993-2900 H29/04/01 休止 松山市

3870111352 社会福祉法人安寿会 通所介護ふくずみ ツウショカイゴフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町甲６１６番地１ 通所介護 089-911-8700 H28/07/01 指定 松山市

3870111352 社会福祉法人安寿会 通所介護ふくずみ ツウショカイゴフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町甲６１６番地１ 通所型サービス（独自） 089-911-8700 H29/04/01 指定 松山市

3870111360 有限会社ＴＥＮＫＯＵ デイサービスてんこう デイサービステンコウ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１３３８番地１０５ 通所型サービス（独自） 089-906-5583 H29/04/01 指定 松山市

3870111386 株式会社みやびコーポレーション ヘルパーステーション　みやび　 ヘルパーステーション　ミヤビ　 7918087 愛媛県松山市春美町２番１９号 訪問介護 089-989-8765 H28/09/01 指定 松山市

3870111386 株式会社みやびコーポレーション ヘルパーステーション　みやび　 ヘルパーステーション　ミヤビ　 7918087 愛媛県松山市春美町２番１９号 訪問型サービス（独自） 089-989-8765 H29/04/01 指定 松山市

3870111394 合同会社　ＵＭＩ ヘルパーステーション　うみ ヘルパーステーション　ウミ 7900807 愛媛県松山市平和通3丁目2-3 訪問介護 089-922-6122 H28/09/01 指定 松山市

3870111394 合同会社　ＵＭＩ ヘルパーステーション　うみ ヘルパーステーション　ウミ 7900807 愛媛県松山市平和通3丁目2-3 訪問型サービス（独自） 089-922-6122 H29/04/01 指定 松山市

3870111402 株式会社トモエヤ商事 株式会社トモエヤ商事 カブシキガイシャトモエヤショウジ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目１８番１２号 福祉用具貸与 089-905-7337 H28/09/01 指定 松山市
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3870111402 株式会社トモエヤ商事 株式会社トモエヤ商事 カブシキガイシャトモエヤショウジ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目１８番１２号 特定福祉用具販売 089-905-7337 H28/09/01 指定 松山市

3870111402 株式会社トモエヤ商事 株式会社トモエヤ商事 カブシキガイシャトモエヤショウジ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目１８番１２号 介護予防福祉用具貸与 089-905-7337 H28/09/01 指定 松山市

3870111402 株式会社トモエヤ商事 株式会社トモエヤ商事 カブシキガイシャトモエヤショウジ 7900942 愛媛県松山市古川北三丁目１８番１２号 特定介護予防福祉用具販売 089-905-7337 H28/09/01 指定 松山市

3870111410 有限会社ウッドストック 訪問介護事業所　優 ホウモンカイゴジギョウショ　ユウ 7900931 愛媛県松山市西石井五丁目１３番１５号 訪問介護 089-997-7321 H28/09/01 休止 松山市

3870111410 有限会社ウッドストック 訪問介護事業所　優 ホウモンカイゴジギョウショ　ユウ 7900931 愛媛県松山市西石井五丁目１３番１５号 訪問型サービス（独自） 089-997-7321 H29/04/01 休止 松山市

3870111428 一般社団法人こころね ヘルパーステーションこころね ヘルパーステーションココロネ 7900044 愛媛県松山市余戸東四丁目４番２１号 訪問介護 089-916-7270 H28/09/01 指定 松山市

3870111428 一般社団法人こころね ヘルパーステーションこころね ヘルパーステーションココロネ 7900044 愛媛県松山市余戸東四丁目４番２１号 訪問型サービス（独自） 089-916-7270 H29/04/01 指定 松山市

3870111436 株式会社ライフサポート ケアプランセンター　伊央里 ケアプランセンター　イオリ 7900807 愛媛県松山市平和通二丁目２－２北ビル２F 居宅介護支援 089-993-7230 H28/10/01 指定 松山市

3870111444 株式会社ゆうケア デイサービス　きたえるーむ　松山来住 デイサービス　キタエルーム　マツヤマキシ 7911102 愛媛県松山市来住町２４３番地２ 通所介護 089-909-7062 H28/10/14 指定 松山市

3870111444 株式会社ゆうケア デイサービス　きたえるーむ　松山来住 デイサービス　キタエルーム　マツヤマキシ 7911102 愛媛県松山市来住町２４３番地２ 通所型サービス（独自） 089-909-7062 H29/04/01 指定 松山市

3870111451 有限会社ウッドストック 居宅介護支援事業所　優 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ユウ 7900931 愛媛県松山市西石井五丁目１３番１５号 居宅介護支援 089-997-7321 H28/11/01 休止 松山市

3870111477 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパンゴウドウガイシャ 7900036 愛媛県松山市小栗六丁目８－３２ 福祉用具貸与 089-906-6704 H28/11/01 指定 松山市

3870111477 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパンゴウドウガイシャ 7900036 愛媛県松山市小栗六丁目８－３２ 特定福祉用具販売 089-906-6704 H28/11/01 指定 松山市

3870111477 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパンゴウドウカイシャ 7900036 愛媛県松山市小栗六丁目８－３２ 介護予防福祉用具貸与 089-906-6704 H28/11/01 指定 松山市

3870111477 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパン合同会社 アポロメディカルジャパンゴウドウカイシャ 7900036 愛媛県松山市小栗六丁目８－３２ 特定介護予防福祉用具販売 089-906-6704 H28/11/01 指定 松山市

3870111485 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　愛媛県済生会　 済生会デイサービス三津 サイセイカイデイサービスミツ 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目６番８号 通所介護 089-911-6001 H28/11/01 指定 松山市

3870111485 社会福祉法人恩賜財団済生会支部　愛媛県済生会　 済生会デイサービス三津 サイセイカイデイサービスミツ 7918062 愛媛県松山市住吉二丁目６番８号 通所型サービス（独自） 089-911-6001 H29/04/01 指定 松山市

3870111493 有限会社戸田医療器 ケアマネオフィスみちくさ ケアマネオフィスミチクサ 7900833 愛媛県松山市祝谷二丁目４－３７フラットパインヒル１階 居宅介護支援 089-989-5306 H28/12/15 指定 松山市

3870111501 株式会社ヤマウチ 訪問介護ステーション　えん ホウモンカイゴステーション　エン 7900952 愛媛県松山市朝生田町四丁目２番４号桂ビル１０３ 訪問介護 089-933-0222 H29/01/01 指定 松山市

3870111501 株式会社ヤマウチ 訪問介護ステーション　えん ホウモンカイゴステーション　エン 7900916 愛媛県松山市朝生田町四丁目２番４号桂ビル１０３ 訪問型サービス（独自） 089-933-0222 H29/04/01 指定 松山市

3870111527 株式会社　彩雲 居宅介護支援事業所　晴 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ハル 7910244 愛媛県松山市水泥町１３番地５ 居宅介護支援 089-909-3811 H29/01/21 指定 松山市

3870111535 合同会社　環 居宅介護支援事業所　ありがとう キョタクカイゴシエンジギョウショ　アリガトウ 7910054 愛媛県松山市空港通６丁目９－１６岡崎第７ビル３０６号 居宅介護支援 089-974-4512 H29/02/01 指定 松山市

3870111568 株式会社サニーアシスト ジョイリハ山越 ジョイリハヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越四丁目３－２０ 通所介護 089-917-8160 H29/02/01 指定 松山市

3870111568 株式会社サニーアシスト ジョイリハ山越 ジョイリハヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越四丁目３－２０セントヒルズ大任１階 通所型サービス（独自） 089-917-8160 H29/04/01 指定 松山市

3870111600 株式会社ケア・ステーション 訪問介護ケアステーション樽味 ホウモンカイゴケアステーションタルミ 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目１２番１８号 訪問介護 089-932-4050 H29/03/01 指定 松山市

3870111600 株式会社ケア・ステーション 訪問介護ケアステーション樽味 ホウモンカイゴケアステーションタルミ 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目１２番１８号 訪問型サービス（独自） 089-932-4050 H29/04/01 指定 松山市

3870111618 株式会社ケア・ステーション 居宅介護支援事業所ケアステーション樽味 キョタクカイゴシエンジギョウショケアステーションタルミ 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目１２番１８号 居宅介護支援 089-932-4050 H29/03/01 指定 松山市

3870111626 株式会社　ケア・ステーション デイサービスセンター樽味 デイサービスセンタータルミ 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目１２番１８号 通所介護 089-932-4050 H29/03/01 指定 松山市

3870111626 株式会社　ケア・ステーション デイサービスセンター樽味 デイサービスセンタータルミ 7900905 愛媛県松山市樽味四丁目１２番１８号 通所型サービス（独自） 089-932-4050 H29/04/01 指定 松山市

3870111642 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん七星 デイサービスセンターミカンナナツボシ 7900925 愛媛県松山市鷹子町２８４番地１ 通所型サービス（独自） 089-916-3868 H29/04/01 指定 松山市

3870111659 株式会社　日和 ヘルパーステーション　ひより ヘルパーステーション　ヒヨリ 7911105 愛媛県松山市北井門４丁目１２番２号 訪問介護 089-905-1810 H29/04/15 指定 松山市

3870111667 医療法人　瀬戸医心会 介護付有料老人ホーム　アトラス高木 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　アトラスタカギ 7992655 愛媛県松山市馬木町２４８０番地 特定施設入居者生活介護 089-979-0065 H29/04/01 指定 松山市

3870111667 医療法人　瀬戸医心会 介護付有料老人ホーム　アトラス高木 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　アトラスタカギ 7992655 愛媛県松山市馬木町２４８０番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-979-0065 H29/04/01 指定 松山市

3870111675 医療法人　瀬戸医心会 ショートステイ　アトラス高木 ショートステイ　アトラスタカギ 7992655 愛媛県松山市馬木町２４８０番地 短期入所生活介護 089-979-0065 H29/04/01 指定 松山市

3870111675 医療法人　瀬戸医心会 ショートステイ　アトラス高木 ショートステイ　アトラスタカギ 7992655 愛媛県松山市馬木町２４８０番地 介護予防短期入所生活介護 089-979-0065 H29/04/01 指定 松山市

3870111683 じん株式会社 介護パートナー　ゆめ カイゴパートナー　ユメ 7918054 愛媛県松山市松江町１番１２号パークサード上田２０２号 訪問介護 089-909-6300 H29/04/01 指定 松山市

3870111691 ダイヤサービス有限会社 ダイヤサービス ダイヤサービス 7900964 愛媛県松山市中村二丁目７番２３号 訪問介護 089-909-3345 H29/04/17 指定 松山市

3870111691 ダイヤサービス有限会社 ダイヤサービス ダイヤサービス 7900964 愛媛県松山市中村二丁目７番２３号 訪問型サービス（独自） 089-909-3345 H29/09/18 指定 松山市

3870111709 シー・アイ・エイジェント有限会社 おふぃす　たけい オフィス　タケイ 7900924 愛媛県松山市南久米町１９９番地４ 居宅介護支援 089-970-1763 H29/05/01 指定 松山市

3870111717 社会福祉法人　愛隣園 介護付有料老人ホーム　ガリラヤ久米 カイゴツユウリョウロウジンホーム　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 特定施設入居者生活介護 089-970-9101 H29/05/22 指定 松山市

3870111717 社会福祉法人　愛隣園 介護付有料老人ホーム　ガリラヤ久米 カイゴツユウリョウロウジンホーム　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-970-9101 H29/05/22 指定 松山市

3870111725 社会福祉法人　愛隣園 ショートステイ　ガリラヤ久米 ショートステイ　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 短期入所生活介護 970-9101 H29/05/22 指定 松山市
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3870111725 社会福祉法人　愛隣園 ショートステイ　ガリラヤ久米 ショートステイ　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 介護予防短期入所生活介護 970-9101 H29/05/22 指定 松山市

3870111733 社会福祉法人　愛隣園 居宅介護支援事業所　ガリラヤ久米 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 居宅介護支援 970-9102 H29/05/22 指定 松山市

3870111741 合同会社ケア・イーチ 居宅介護支援事業所ケア・イーチ キョタクカイゴシエンジギョウショケア・イーチ 7900031 愛媛県松山市雄郡一丁目９番３８号 居宅介護支援 089-909-5518 H29/06/01 休止 松山市

3870111766 合同会社　駿 居宅介護支援事業所　紬希 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ツムギ 7918044 愛媛県松山市西垣生町８４２番地８ 居宅介護支援 089-973-6796 H29/06/01 指定 松山市

3870111782 株式会社ルーツ 居宅介護支援事業所　ルーツ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ルーツ 7918013 愛媛県松山市山越四丁目１１番３６号 居宅介護支援 089-925-5112 H29/06/26 指定 松山市

3870111790 合同会社花はな 花はなケアサポート ハナハナケアサポート 7900047 愛媛県松山市余戸南４丁目１５番３号 居宅介護支援 089-971-8781 H29/06/27 指定 松山市

3870111808 株式会社　四ッ葉 介護付有料老人ホーム　四葉　問屋 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ヨツバ　トイヤ 7918018 愛媛県松山市問屋町８番６号 特定施設入居者生活介護 089-922-4165 H29/07/01 指定 松山市

3870111808 株式会社　四ッ葉 介護付有料老人ホーム　四葉　問屋 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ヨツバ　トイヤ 7918018 愛媛県松山市問屋町８番６号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-922-4165 H29/07/01 指定 松山市

3870111816 有限会社Ｅｌｙｓｉｏｎ デイサービスセンター　おもや デイサービスセンター　オモヤ 7911126 愛媛県松山市大橋町３３５番地 通所介護 089-963-8620 H29/07/01 指定 松山市

3870111840 株式会社アイル’ズ 福祉用具貸与事業所アイルズ アフクシグタイヨジギョウショアイルズ 7900047 愛媛県松山市余戸南1丁目8番8号 福祉用具貸与 089-909-8213 H29/09/01 指定 松山市

3870111840 株式会社アイル’ズ 福祉用具貸与事業所アイルズ イフクシヨウグヨジギョウショアイルズ 7900047 愛媛県松山市余戸南1丁目8番8号 特定福祉用具販売 089-909-8213 H29/09/01 指定 松山市

3870111840 株式会社アイル’ズ 福祉用具貸与事業所アイルズ フクシヨウグタイヨジギョウショアイルズ 7900047 愛媛県松山市余戸南1丁目8番8号 介護予防福祉用具貸与 089-909-8213 H29/09/01 指定 松山市

3870111840 株式会社アイル’ズ 福祉用具貸与事業所アイルズ フクシヨウグタイヨジギョウショヨイルズ 7900047 愛媛県松山市余戸南1丁目8番8号 特定介護予防福祉用具販売 089-909-8213 H29/09/01 指定 松山市

3870111857 合同会社りんく 居宅介護支援事業所　りんく キョタクカイゴシエンジギョウショ　リンク 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目７６４番地６ 居宅介護支援 089-904-7709 H29/10/01 指定 松山市

3870111865 社会福祉法人みかん会 ショートステイみかんの里 ショートステイミカンノサト 7918003 愛媛県松山市志津川町２００番地 短期入所生活介護 089-978-7553 H29/10/01 指定 松山市

3870111865 社会福祉法人みかん会 ショートステイみかんの里 ショートステイミカンノサト 7918003 愛媛県松山市志津川町２００番地 介護予防短期入所生活介護 089-978-7553 H29/10/01 指定 松山市

3870111873 社会福祉法人　守里会 ショートステイセンター　超 ショートステイセンター　タカ 7911123 愛媛県松山市東方町甲１８４２番地１ 短期入所生活介護 089-909-4080 H29/10/14 指定 松山市

3870111873 社会福祉法人　守里会 ショートステイセンター　超 ショートステイセンター　タカ 7911123 愛媛県松山市東方町甲１８４２番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-909-4080 H29/10/14 指定 松山市

3870111881 一般社団法人地域リハビリコミュニケーションセンター 居宅介護支援事業所　てらよこ キョタクカイゴシエンジギョウショ　テラヨコ 7900852 愛媛県松山市石手２丁目８番３０号 居宅介護支援 089-909-4410 H29/11/01 指定 松山市

3870111899 株式会社ゆうクリエイティブ 訪問介護事業所　日和 ホウモンカイゴジギョウショ　ヒヨリ 7900931 愛媛県松山市西石井五丁目１３番１７号 訪問介護 089-905-7110 H29/12/01 指定 松山市

3870111899 株式会社ゆうクリエイティブ 訪問介護事業所　日和 ホウモンカイゴジギョウショ　ヒヨリ 7900931 愛媛県松山市西石井五丁目１３番１７号 訪問型サービス（独自） 089-905-7110 H29/12/01 指定 松山市

3870111907 株式会社　悠遊社 ショートステイゆうゆう南斎院 ショートステイユウユウミナミサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町９３５番地１ 短期入所生活介護 089-989-6880 H29/12/01 指定 松山市

3870111907 株式会社　悠遊社 ショートステイゆうゆう南斎院 ショートステイユウユウミナミサヤ 7918032 愛媛県松山市南斎院町９３５番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-989-6880 H29/12/01 指定 松山市

3870111915 株式会社ディーライツ 指定訪問介護ステーションみらい シテイホウモンカイゴステーションミライ 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目１番地１３吉村ビル１階 訪問介護 089-923-0456 H29/12/01 指定 松山市

3870111915 株式会社ディーライツ 指定訪問介護ステーションみらい シテイホウモンカイゴステーションミライ 7900821 愛媛県松山市木屋町二丁目１番地１３吉村ビル１階 訪問型サービス（独自） 089-923-0456 H29/12/01 指定 松山市

3870111923 株式会社オールケア２４ オール２４ケアプランセンター オール２４ケアプランセンター 7900056 愛媛県松山市土居田町56番地１ハナミズキビル2階2号室 居宅介護支援 089-909-9325 H30/01/01 指定 松山市

3870111931 医療法人かどた脳神経外科 リハプライド　かどた リハプライド　カドタ 7910942 愛媛県松山市水泥町１００番地２ 通所型サービス（独自） 089-909-3805 H29/12/26 指定 松山市

3870111949 株式会社　悠遊社 株式会社　悠遊社東石井　訪問事業所 カブシキカイシャ　ユウユウシャヒガシイシイ　ホウモンジギョウショ 7900933 愛媛県松山市越智三丁目１０番２８号 訪問介護 089-909-5700 H30/03/01 指定 松山市

3870111949 株式会社　悠遊社 株式会社　悠遊社東石井　訪問事業所 カブシキカイシャ　ユウユウシャヒガシイシイ　ホウモンジギョウショ 7900933 愛媛県松山市越智三丁目１０番２８号 訪問型サービス（独自） 089-909-5700 H30/03/01 指定 松山市

3870111956 株式会社華桔梗 デイサービス　華桔梗 デイサービス　ハナキキョウ 7911112 愛媛県松山市南高井町１３７８番地５ 通所介護 089-970-8787 H30/03/24 指定 松山市

3870111956 株式会社華桔梗 デイサービス　華桔梗 デイサービス　ハナキキョウ 7911112 愛媛県松山市南高井町１３７８番地５ 通所型サービス（独自／定率） 089-970-8787 H30/03/24 指定 松山市

3870111964 株式会社かいわ 訪問介護ステーション　かいわ ホウモンカイゴステーション　カイワ 7900967 愛媛県松山市拓川町１番３７号 訪問介護 089-961-1647 H30/04/01 指定 松山市

3870111964 株式会社かいわ 訪問介護ステーション　かいわ ホウモンカイゴステーション　カイワ 7900967 愛媛県松山市拓川町１番３７号 訪問型サービス（独自） 089-961-1647 H30/04/01 指定 松山市

3870111972 株式会社こりこり 訪問介護事業所　きなり ホウモンカイゴジギョウショ　キナリ 7900812 松山市松前町五丁目１番地２３ 訪問介護 089-909-6553 H30/04/01 指定 松山市

3870111972 株式会社こりこり 訪問介護事業所　きなり ホウモンカイゴジギョウショ　キナリ 7900812 愛媛県松山市松前町五丁目１番地２３ 訪問型サービス（独自） 089-909-6553 H30/04/01 指定 松山市

3870111980 株式会社こりこり 居宅介護支援事業所　きなり キョタクカイゴシエンジギョウショ　キナリ 7900812 愛媛県松山市松前町五丁目１番地２３ 居宅介護支援 089-909-6553 H30/04/01 指定 松山市

3870111998 株式会社トウショー 居宅介護支援事業所みなみさや キョタクカイゴシエンジギョウショミナミサヤ 7918025 愛媛県松山市衣山１丁目２３６－５久保マンション２０１号 居宅介護支援 089-916-3886 H30/04/01 指定 松山市

3870112004 合同会社花はな 花はなヘルパーステーション ハナハナヘルパーステーション 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目１５番３号 訪問介護 089-971-8788 H30/04/01 指定 松山市

3870112004 合同会社花はな 花はなヘルパーステーション ハナハナヘルパーステーション 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目１５番３号 訪問型サービス（独自） 089-971-8788 H30/04/01 指定 松山市

3870112020 社会福祉法人寿楽会 ショートステイ福寿 ショートステイフクジュ 7992653 愛媛県松山市権現町甲１０番地 短期入所生活介護 089-978-6180 H30/04/18 指定 松山市

3870112020 社会福祉法人寿楽会 ショートステイ福寿 ショートステイフクジュ 7992653 愛媛県松山市権現町甲１０番地 介護予防短期入所生活介護 089-978-6180 H30/04/18 指定 松山市

3870112038 社会福祉法人寿楽会 介護付有料老人ホーム福寿 カイゴツキユウリョウロウジンホームフクジュ 7992653 愛媛県松山市権現町甲１０番地 特定施設入居者生活介護 089-978-6180 H30/04/18 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870112038 社会福祉法人寿楽会 介護付有料老人ホーム福寿 カイゴツキユウリョウロウジンホームフクジュ 7992653 愛媛県松山市権現町甲１０番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-978-6180 H30/04/18 指定 松山市

3870112046 有限会社ＴＥＮＫＯＵ 居宅介護支援事業所てんこう キョタクカイゴシエンジギョウショテンコウ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１３３８番地１０５ 居宅介護支援 089-906-5583 H30/04/30 指定 松山市

3870112061 社会福祉法人　愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランドライフあいじゅ祝谷 カイゴツユウリョウロウジンホーム　グランドライフアイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 特定施設入居者生活介護 089-994-5861 H30/05/03 指定 松山市

3870112061 社会福祉法人　愛寿会 介護付有料老人ホーム　グランドライフあいじゅ祝谷 カイゴツユウリョウロウジンホーム　グランドライフアイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-994-5861 H30/05/03 指定 松山市

3870112079 社会福祉法人　愛寿会 特別養護老人ホーム　あいじゅ祝谷 トクベツヨウゴロウジンホーム　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 介護老人福祉施設 089-994-5861 H30/05/03 指定 松山市

3870112087 社会福祉法人　愛寿会 デイサービスセンター　あいじゅ祝谷 デイサービスセンター　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 通所介護 089-994-5811 H30/05/03 指定 松山市

3870112087 社会福祉法人　愛寿会 デイサービスセンター　あいじゅ祝谷 デイサービスセンター　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 通所型サービス（独自） 089-994-5811 H30/05/03 指定 松山市

3870112087 社会福祉法人　愛寿会 デイサービスセンター　あいじゅ祝谷 デイサービスセンター　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 通所型サービス（独自／定率） 089-994-5811 H30/05/03 指定 松山市

3870112095 有限会社勝美オオニシ 訪問介護サービス　すげさわの里 ホウモンカイゴサービス　スゲサワノサト 7992648 愛媛県松山市菅沢町甲９５９番地１ 訪問介護 089-977-7377 H30/05/22 指定 松山市

3870112095 有限会社勝美オオニシ 訪問介護サービス　すげさわの里 ホウモンカイゴサービス　スゲサワノサト 7992648 愛媛県松山市菅沢町甲９５９番地１ 訪問型サービス（独自） 089-977-7377 H30/05/22 指定 松山市

3870112103 株式会社よんやく 株式会社よんやく カブシキガイシャヨンヤク 7911112 愛媛県松山市南高井町１８２８番地 福祉用具貸与 089-990-4171 H30/06/01 指定 松山市

3870112103 株式会社よんやく 株式会社よんやく カブシキガイシャヨンヤク 7911112 愛媛県松山市南高井町１８２８番地 特定福祉用具販売 089-990-4171 H30/06/01 指定 松山市

3870112103 株式会社よんやく 株式会社よんやく カブシキガイシャヨンヤク 7911112 愛媛県松山市南高井町１８２８番地 介護予防福祉用具貸与 089-990-4171 H30/06/01 指定 松山市

3870112103 株式会社よんやく 株式会社よんやく カブシキガイシャヨンヤク 7911112 愛媛県松山市南高井町１８２８番地 特定介護予防福祉用具販売 089-990-4146 H30/06/01 指定 松山市

3870112111 株式会社ケアライフエナジー ヘルパーステーション　プリンス ヘルパーステーション　プリンス 7900056 愛媛県松山市土居田町８２１番地 訪問介護 089-908-8806 H30/06/01 指定 松山市

3870112129 株式会社ケアライフエナジー ボディメンテナンスセンターアスレネオ石井 ボディメンテナンスセンターアスレネオイシイ 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番３０号 通所介護 089-956-1112 H30/06/01 指定 松山市

3870112129 株式会社ケアライフエナジー ボディメンテナンスセンターアスレネオ石井 ボディメンテナンスセンターアスレネオイシイ 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番３０号 通所型サービス（独自） 089-956-1112 H30/06/01 指定 松山市

3870112129 株式会社ケアライフエナジー ボディメンテナンスセンターアスレネオ石井 ボディメンテナンスセンターアスレネオイシイ 7900931 愛媛県松山市西石井一丁目１番３０号 通所型サービス（独自／定率） 089-956-1112 H30/06/01 指定 松山市

3870112137 株式会社華桔梗 ケアプランセンター華桔梗 ケアプランセンターハナキキョウ 7911112 愛媛県松山市南高井町1378番地５ 居宅介護支援 089-970-8781 H30/06/12 指定 松山市

3870112145 社会福祉法人悠友会 ショートステイ　ゆうりん ショートステイ　ユウリン 7911122 愛媛県松山市津吉町１００８番地 短期入所生活介護 089-963-1008 H30/06/24 指定 松山市

3870112145 社会福祉法人悠友会 ショートステイ　ゆうりん ショートステイ　ユウリン 7911122 愛媛県松山市津吉町１００８番地 介護予防短期入所生活介護 089-963-1008 H30/06/24 指定 松山市

3870112152 特定非営利活動法人あいはぶ・I have ヘルパーステーション　あいはぶ ヘルパーステーション　アイハブ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目２－８３階 訪問介護 080-3921-8701 H30/07/01 指定 松山市

3870112152 特定非営利活動法人あいはぶ・I have ヘルパーステーション　あいはぶ ヘルパーステーション　アイハブ 7900821 愛媛県松山市木屋町四丁目２－８３階 訪問型サービス（独自） 080-3921-8701 H30/07/01 指定 松山市

3870112160 社会福祉法人喜久寿 居宅介護支援事業所　ウェルケア道後 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ウェルケアドウゴ 7910112 愛媛県松山市下伊台町乙１２９番地９ 居宅介護支援 089-993-8232 H30/07/05 指定 松山市

3870112178 社会福祉法人喜久寿 ショートステイ　ウェルケア道後 ショートステイ　ウェルケアドウゴ 7910112 愛媛県松山市下伊台町乙１２９番地９ 短期入所生活介護 089-993-8232 H30/07/05 指定 松山市

3870112178 社会福祉法人喜久寿 ショートステイ　ウェルケア道後 ショートステイ　ウェルケアドウゴ 7910112 愛媛県松山市下伊台町乙１２９番地９ 介護予防短期入所生活介護 089-993-8232 H30/07/05 指定 松山市

3870112186 社会福祉法人喜久寿 デイサービスセンター　ウェルケア道後 デイサービスセンター　ウェルケアドウゴ 7910112 愛媛県松山市下伊台町乙１２９番地９ 通所介護 089-993-8232 H30/07/05 指定 松山市

3870112186 社会福祉法人喜久寿 デイサービスセンター　ウェルケア道後 デイサービスセンター　ウェルケアドウゴ 7910112 愛媛県松山市下伊台町乙１２９番地９ 通所型サービス（独自） 089-993-8232 H30/07/05 指定 松山市

3870112194 社会福祉法人名石会 特別養護老人ホームほしのおか トクベツヨウゴロウジンホームホシノオカ 7900922 愛媛県松山市星岡一丁目３１番７号 短期入所生活介護 089-909-5454 H30/07/19 指定 松山市

3870112194 社会福祉法人名石会 特別養護老人ホームほしのおか トクベツヨウゴロウジンホームホシノオカ 7900922 愛媛県松山市星岡一丁目３１番７号 介護予防短期入所生活介護 089-909-5454 H30/07/19 指定 松山市

3870112210 合同会社オリーブハウス ヘルパーステーションオリーブグリーン ヘルパーステーションオリーブグリーン 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目３番１０号プレアール保免西２０５号 訪問介護 089-906-6413 H30/07/20 指定 松山市

3870112210 合同会社オリーブハウス ヘルパーステーションオリーブグリーン ヘルパーステーションオリーブグリーン 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目３番１０号プレアール保免西２０５号 訪問型サービス（独自） 089-906-6413 H30/07/20 指定 松山市

3870112210 合同会社オリーブハウス ヘルパーステーションオリーブグリーン ヘルパーステーションオリーブグリーン 7900043 愛媛県松山市保免西二丁目３番１０号プレアール保免西２０５号 訪問型サービス（独自／定率） 089-906-6413 H30/07/20 指定 松山市

3870112236 株式会社ＣＬＥＡＲＳ デイサービス　クリア２号店 デイサービス　クリア２ゴウテン 7900054 愛媛県松山市空港通一丁目８番２８号 通所介護 089-989-5720 H30/08/01 指定 松山市

3870112251 株式会社Ｊ・Ｈ・Ｓ ポシブル来住 ポシブルキシ 7911102 愛媛県松山市来住町１３３２番地１ 通所介護 089-993-6600 H30/08/01 指定 松山市

3870112251 株式会社Ｊ・Ｈ・Ｓ ポシブル来住 ポシブルキシ 7911102 愛媛県松山市来住町１３３２番地１ 通所型サービス（独自） 089-993-6600 H30/08/01 指定 松山市

3870112269 合同会社オリーヴァ 居宅介護支援事業所　オリーヴァ キョタクカイゴシエンジギョウショ　オリーヴァ 7918031 愛媛県松山市北斎院町１００２番地７ 居宅介護支援 070-5515-7167 H30/09/01 指定 松山市

3870112277 株式会社天成縁 訪問介護事業所　天成縁 ホウモンカイゴジギョウショ　テンセイエン 7900931 愛媛県松山市西石井五丁目７番１号 訪問介護 089-957-6946 H30/10/01 指定 松山市

3870112277 株式会社天成縁 訪問介護事業所　天成縁 ホウモンカイゴジギョウショ　テンセイエン 7900931 愛媛県松山市西石井五丁目７番１号 訪問型サービス（独自） 089-957-6946 H30/10/01 指定 松山市

3870112285 株式会社悠遊社 介護付有料老人ホーム　よろこび カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ヨロコビ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲２０８２番地１ 特定施設入居者生活介護 089-978-7711 H30/10/01 指定 松山市

3870112285 株式会社悠遊社 介護付有料老人ホーム　よろこび カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ヨロコビ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲２０８２番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-978-7711 H30/10/01 指定 松山市

3870112301 株式会社ＣＬＥＡＲＳ クリアーズ福祉用具貸与事業所 クリアーズフクシヨウグタイヨジギョウショ 7900054 愛媛県松山市空港通一丁目８番２８号 福祉用具貸与 089-989-5683 H30/10/15 指定 松山市
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3870112301 株式会社ＣＬＥＡＲＳ クリアーズ福祉用具貸与事業所 クリアーズフクシヨウグタイヨジギョウショ 7900054 愛媛県松山市空港通一丁目８番２８号 特定福祉用具販売 089-989-5683 H30/10/15 指定 松山市

3870112301 株式会社ＣＬＥＡＲＳ クリアーズ福祉用具貸与事業所 クリアーズフクシヨウグタイヨジギョウショ 7900054 愛媛県松山市空港通一丁目８番２８号 介護予防福祉用具貸与 089-989-5683 H30/10/15 指定 松山市

3870112301 株式会社ＣＬＥＡＲＳ クリアーズ福祉用具貸与事業所 クリアーズフクシヨウグタイヨジギョウショ 7900054 愛媛県松山市空港通一丁目８番２８号 特定介護予防福祉用具販売 089-989-5683 H30/10/15 指定 松山市

3870112327 株式会社みやびコーポレーション 居宅介護支援事業所　つぼみ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ツボミ 7918087 愛媛県松山市春美町２番１９号 居宅介護支援 089-989-8765 H30/11/01 指定 松山市

3870112335 合同会社ＣａｒｅＳｅｒｖｉｃｅ　ＨＯＮＵ５５ ケアサービス　ＨＯＮＵ ケアサービス　ホヌ 7900951 愛媛県松山市天山二丁目２番３０号 訪問介護 089-997-7851 H30/11/15 指定 松山市

3870112335 合同会社ＣａｒｅＳｅｒｖｉｃｅ　ＨＯＮＵ５５ ケアサービス　ＨＯＮＵ ケアサービス　ホヌ 7900951 愛媛県松山市天山二丁目２番３０号 訪問型サービス（独自） 089-997-7851 H30/11/15 指定 松山市

3870112343 社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 福祉工房　いだい清風園 フクシコウボウ　イダイセイフウエン 7910112 愛媛県松山市下伊台町１０４８番地２ 通所介護 089-977-0080 H30/12/01 指定 松山市

3870112343 社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 福祉工房　いだい清風園 フクシコウボウ　イダイセイフウエン 7910112 愛媛県松山市下伊台町１０４８番地２ 通所型サービス（独自） 089-977-0080 H30/12/01 指定 松山市

3870112350 社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 道後ゆう ドウゴユウ 7900845 愛媛県松山市道後今市１番２号 通所介護 089-925-2956 H30/12/01 指定 松山市

3870112350 社会福祉法人愛媛県社会福祉事業団 道後ゆう ドウゴユウ 7900845 愛媛県松山市道後今市１番２号 通所型サービス（独自） 089-925-2956 H30/12/01 指定 松山市

3870112368 株式会社ＢＤＡパートナーズ すまいる居宅介護支援事業所 スマイルキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１３番８号 居宅介護支援 089-989-7825 H31/02/01 指定 松山市

3870112376 株式会社ＢＤＡパートナーズ すまいる訪問介護 スマイルホウモンカイゴ 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目13番8号 訪問介護 089-989-7825 H31/02/01 指定 松山市

3870112376 株式会社ＢＤＡパートナーズ すまいる訪問介護 スマイルホウモンカイゴ 7900054 愛媛県松山市空港通２丁目13番8号 訪問型サービス（独自） 089-989-7825 H31/02/01 指定 松山市

3870112384 株式会社いきいき介護 居宅介護支援事業所　いきいき介護　椿 キョタクカイゴシエンジギョウショ　イキイキカイゴ　ツバキ 7900942 愛媛県松山市古川北二丁目１６番６号 居宅介護支援 089-909-9171 H31/02/01 指定 松山市

3870112392 ベストケア株式会社 ベストケア北条訪問介護事業所 ベストケアホウジョウホウモンカイゴジギョウショ 7992430 愛媛県松山市北条辻６１０番地１５ 訪問介護 089-960-2525 H31/04/01 指定 松山市

3870112392 ベストケア株式会社 ベストケア北条訪問介護事業所 ベストケアホウジョウホウモンカイゴジギョウショ 7992430 愛媛県松山市北条辻６１０番地１５ 訪問型サービス（独自） 089-960-2525 H31/04/01 指定 松山市

3870112400 社会福祉法人悠友会 デイサービスゆうりん デイサービスユウリン 7911122 愛媛県松山市津吉町１００８番地 通所介護 089-963-1008 H31/04/01 指定 松山市

3870112426 株式会社かいせい デイサービスセンターそえる デイサービスセンターソエル 7918086 愛媛県松山市辰巳町７番地２１ 通所介護 089-904-6031 R01/05/24 指定 松山市

3870112426 株式会社かいせい デイサービスセンターそえる デイサービスセンターソエル 7918086 愛媛県松山市辰巳町７番地２１ 通所型サービス（独自） 089-904-6031 R01/05/24 指定 松山市

3870112442 株式会社Ｐｏｌａｒｉｓ 指定居宅介護支援事業所　ポラリス シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ポラリス 7900962 愛媛県松山市枝松五丁目６番４８号第３井上ビル１Ｆ東号室 居宅介護支援 089-961-1165 R01/07/01 指定 松山市

3870112459 合同会社よりそい 訪問介護事業所　いちにち ホウモンカイゴジギョウショ　イチニチ 7918044 愛媛県松山市西垣生町238番地19 訪問介護 089-989-5115 R01/06/21 指定 松山市

3870112459 合同会社よりそい 訪問介護事業所　いちにち ホウモンカイゴジギョウショ　イチニチ 7918044 愛媛県松山市西垣生町238番地19 訪問型サービス（独自） 089-989-5115 R01/11/01 指定 松山市

3870112467 株式会社愛恵 デイサービスセンター　あいえ デイサービスセンター　アイエ 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目４番２８号 通所介護 089-916-5888 R01/07/01 指定 松山市

3870112467 株式会社愛恵 デイサービスセンター　あいえ デイサービスセンター　アイエ 7900053 愛媛県松山市竹原２丁目４番２８号 通所型サービス（独自） 089-916-5888 R01/07/01 指定 松山市

3870112475 株式会社愛恵 ヘルパーステーション　あいえ ヘルパーステーション　アイエ 7900915 愛媛県松山市松末１丁目４番８号 訪問介護 089-916-7457 R01/07/01 指定 松山市

3870112475 株式会社愛恵 ヘルパーステーション　あいえ ヘルパーステーション　アイエ 7900915 愛媛県松山市松末１丁目４番８号 訪問型サービス（独自） 089-916-7457 R01/07/01 指定 松山市

3870112483 合同会社縁 ヘルパーステーションつむぎ ヘルパーステーションツムギ 7911113 愛媛県松山市森松町７２５番地７ジュエルミサワ・１１ 訪問介護 089-909-9811 R01/07/08 指定 松山市

3870112483 合同会社縁 ヘルパーステーションつむぎ ヘルパーステーションツムギ 7911113 愛媛県松山市森松町７２５番地７ジュエルミサワ・１１ 訪問型サービス（独自） 089-909-9811 R01/07/08 指定 松山市

3870112491 一般社団法人障害者生活支援センターぐっどらいふ ぐっどらいふ グッドライフ 7918026 愛媛県松山市山西町９０１番地１ 訪問介護 089-989-8092 R01/08/01 指定 松山市

3870112491 一般社団法人障害者生活支援センターぐっどらいふ ぐっどらいふ グッドライフ 7918026 愛媛県松山市山西町９０１番地１ 訪問型サービス（独自） 089-989-8092 R01/08/01 指定 松山市

3870112509 社会福祉法人寿楽会 介護付有料老人ホーム道後飛鳥 カイゴツキユウリョウロウジンホームドウゴアスカ 7900835 愛媛県松山市祝谷東町４４１番地１５ 特定施設入居者生活介護 089-968-2285 R01/08/01 指定 松山市

3870112509 社会福祉法人寿楽会 介護付有料老人ホーム道後飛鳥 カイゴツキユウリョウロウジンホームドウゴアスカ 7900835 愛媛県松山市祝谷東町４４１番地１５ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-968-2285 R01/08/01 指定 松山市

3870112517 株式会社ＡＩＥＸ 指定訪問介護事業所　光風 シテイホウモンカイゴジギョウショ　コウフウ 7918013 愛媛県松山市山越二丁目５番２６号 訪問介護 089-907-1487 R01/08/01 指定 松山市

3870112517 株式会社ＡＩＥＸ 指定訪問介護事業所　光風 シテイホウモンカイゴジギョウショ　コウフウ 7918013 愛媛県松山市山越二丁目５番２６号 訪問型サービス（独自） 089-907-1487 R02/04/01 指定 松山市

3870112525 株式会社L.S.I. 介護相談室かがやき松山 カイゴソウダンシツカガヤキマツヤマ 7900931 愛媛県松山市西石井六丁目１２番２７号 居宅介護支援 089-909-3894 R01/08/15 指定 松山市

3870112533 有限会社創夢会 居宅介護支援事業所　モンブラン キョタクカイゴシエンジギョウショ　モンブラン 7918071 愛媛県松山市松ノ木二丁目６９６番地６ 居宅介護支援 089-953-3663 R01/08/20 指定 松山市

3870112541 株式会社ＴＯＭＯＲＲＯＷ 株式会社ＴＯＭＯＲＲＯＷ カブシキガイシャトゥモロー 7910245 愛媛県松山市南梅本町甲1082番地19 訪問介護 089-904-9662 R01/09/01 指定 松山市

3870112558 株式会社わんらいふ 指定福祉用具事業所　わんらいふ シテイフクシヨウグジギョウショ　ワンライフ 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目４番５１号ＭＫ５－２０５号 福祉用具貸与 089-909-9390 R01/09/01 指定 松山市

3870112558 株式会社わんらいふ 指定福祉用具事業所　わんらいふ シテイフクシヨウグジギョウショ　ワンライフ 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目４番５１号ＭＫ５－２０５号 特定福祉用具販売 089-909-9390 R01/09/01 指定 松山市

3870112558 株式会社わんらいふ 指定福祉用具事業所　わんらいふ シテイフクシヨウグジギョウショ　ワンライフ 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目４番５１号ＭＫ５－２０５号 介護予防福祉用具貸与 089-909-9390 R01/09/01 指定 松山市

3870112558 株式会社わんらいふ 指定福祉用具事業所　わんらいふ シテイフクシヨウグジギョウショ　ワンライフ 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目４番５１号ＭＫ５－２０５号 特定介護予防福祉用具販売 089-909-9390 R01/09/01 指定 松山市

3870112566 株式会社L.S.I. ヘルパーステーションかがやき松山 ヘルパーステーションカガヤキマツヤマ 7900931 愛媛県松山市西石井六丁目１２番２７号 訪問介護 089-909-3891 R01/09/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870112566 株式会社L.S.I. ヘルパーステーションかがやき松山 ヘルパーステーションカガヤキマツヤマ 7900931 愛媛県松山市西石井六丁目１２番２７号 訪問型サービス（独自） 089-909-3891 R01/09/01 指定 松山市

3870112574 株式会社L.S.I. デイサービスセンターかがやき松山 デイサービスセンターカガヤキマツヤマ 7900931 愛媛県松山市西石井六丁目１２番２７号 通所介護 089-909-3893 R01/09/01 指定 松山市

3870112574 株式会社L.S.I. デイサービスセンターかがやき松山 デイサービスセンターカガヤキマツヤマ 7900931 愛媛県松山市西石井六丁目１２番２７号 通所型サービス（独自） 089-909-3893 R01/09/01 指定 松山市

3870112582 株式会社te-to-te ヘルパーステーション　いろり ヘルパーステーション　イロリ 7900964 愛媛県松山市中村四丁目８番１４号 訪問介護 089-933-0025 R01/09/16 指定 松山市

3870112582 株式会社te-to-te ヘルパーステーション　いろり ヘルパーステーション　イロリ 7900964 愛媛県松山市中村四丁目８番１４号 訪問型サービス（独自） 089-933-0025 R01/09/16 指定 松山市

3870112590 有限会社　M&M デイサービスセンターあさなぎ デイサービスセンターアサナギ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１７３０番地２ 通所介護 089-946-6602 R01/10/01 指定 松山市

3870112590 有限会社　M&M デイサービスセンターあさなぎ デイサービスセンターアサナギ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１７３０番地２ 通所型サービス（独自） 089-946-6602 R01/10/01 指定 松山市

3870112608 株式会社大明 ヘルパーステーション　クオーレ本町 ヘルパーステーション　クオーレホンマチ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目4番地１シティハイツ本町503号 訪問介護 089-910-2798 R01/10/01 指定 松山市

3870112608 株式会社大明 ヘルパーステーション　クオーレ本町 ヘルパーステーション　クオーレホンマチ 7900811 愛媛県松山市本町三丁目4番地１シティハイツ本町503号 訪問型サービス（独自） 089-910-2798 R01/10/01 指定 松山市

3870112616 合同会社樹 居宅介護支援事業所　あかつき キョタクカイゴシエンジギョウショ　アカツキ 7900962 愛媛県松山市枝松六丁目５番７号西部アーバンビル２０１号 居宅介護支援 089-907-6420 R01/11/01 指定 松山市

3870112624 有限会社ＴＥＮＫＯＵ デイサービス余土のてんこう デイサービスヨドノテンコウ 7900045 愛媛県松山市余戸中二丁目１２番１７号 通所介護 089-910-3073 R01/12/01 指定 松山市

3870112624 有限会社ＴＥＮＫＯＵ デイサービス余土のてんこう デイサービスヨドノテンコウ 7900045 愛媛県松山市余戸中二丁目１２番１７号 通所型サービス（独自） 089-910-3073 R01/12/01 指定 松山市

3870112632 有限会社グリーンヘルス 居宅介護支援事業所　ルーチェ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ルーチェ 7918005 愛媛県松山市東長戸一丁目5番40号フォーレストＳＡＴＯＭＩ102 居宅介護支援 089-989-3080 R01/12/05 指定 松山市

3870112640 株式会社ＢＤＡパートナーズ 福祉用具事業所すまいる フクシヨウグジギョウショスマイル 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１３番８号 福祉用具貸与 089-989-7825 R01/12/09 指定 松山市

3870112640 株式会社ＢＤＡパートナーズ 福祉用具事業所すまいる フクシヨウグジギョウショスマイル 7900054 愛媛県松山市空港通二丁目１３番８号 介護予防福祉用具貸与 089-989-7825 R01/12/09 指定 松山市

3870112657 合同会社縁 居宅介護支援事業所つむぎ キョタクカイゴシエンジギョウショツムギ 7911113 愛媛県松山市森松町７２５番地７ジュエルミサワ・１１ 居宅介護支援 089-909-9811 R02/01/01 指定 松山市

3870112665 株式会社Ｒｅｓｔ リハビリ特化型デイサービス　れすと リハビリトッカガタデイサービス　レスト 7900871 愛媛県松山市東一万町1番地東一万ビル101号 通所介護 089-910-3175 R02/01/01 指定 松山市

3870112665 株式会社Ｒｅｓｔ リハビリ特化型デイサービス　れすと リハビリトッカガタデイサービス　レスト 7900871 愛媛県松山市東一万町1番地東一万ビル101号 通所型サービス（独自） 089-910-3175 R02/01/01 指定 松山市

3870112673 株式会社笑照 居宅介護支援事業所たね キョタクカイゴシエンジギョウショタネ 7918071 愛媛県松山市松ノ木一丁目１番３号CANPLAZA大森１０１ 居宅介護支援 089-909-6407 R02/01/01 指定 松山市

3870112681 株式会社ヤマウチ 居宅介護支援事業所えん キョタクカイゴシエンジギョウショエン 7900952 愛媛県松山市朝生田町四丁目２番４号　桂ビル１０３ 居宅介護支援 089-968-2303 R02/01/01 指定 松山市

3870112699 株式会社おひさま 居宅介護支援事業所　おひさま キョタクカイゴシエンジギョウショオヒサマ 7910244 愛媛県松山市水泥町848番地２ 居宅介護支援 089-907-1603 R02/02/01 指定 松山市

3870112707 株式会社トウショー ヘルパーステーション　優 ヘルパーステーション　ユウ 7918025 愛媛県松山市衣山一丁目２３６番地５ 訪問介護 089-916-3886 R02/04/01 指定 松山市

3870112707 株式会社トウショー ヘルパーステーション　優 ヘルパーステーション　ユウ 7918025 愛媛県松山市衣山一丁目２３６番地５ 訪問型サービス（独自） 089-916-3886 R02/04/01 指定 松山市

3870112707 株式会社トウショー ヘルパーステーション　優 ヘルパーステーション　ユウ 7918025 愛媛県松山市衣山一丁目２３６番地５ 訪問型サービス（独自／定率） 089-916-3886 R02/04/01 指定 松山市

3870112715 株式会社ケアネットワーク 訪問介護ステーション　リリー ホウモンカイゴステーション　リリー 7900911 愛媛県松山市桑原二丁目13番18号クラルテメゾンリリー102号 訪問介護 089-904-2158 R02/05/01 指定 松山市

3870112715 株式会社ケアネットワーク 訪問介護ステーション　リリー ホウモンカイゴステーション　リリー 7900911 愛媛県松山市桑原二丁目13番18号クラルテメゾンリリー102号 訪問型サービス（独自） 089-904-2158 R02/05/01 指定 松山市

3870112723 株式会社いまる 居宅介護支援事業所　いまる キョタクカイゴシエンジギョウショ　イマル 7900951 愛媛県松山市天山三丁目14番25号天山中央ビル事務所205号 居宅介護支援 089-968-2867 R02/05/01 指定 松山市

3870112731 社会福祉法人白寿会 居宅介護支援事業所　サンシティ北条 キョタクカイゴシエンジギョウショ　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地2 居宅介護支援 089-993-0330 R02/06/01 指定 松山市

3870112749 株式会社よしまる デイサービス未来　たかのこ デイサービスミライ　タカノコ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１０６１番地１ 通所介護 089-970-5511 R02/06/01 指定 松山市

3870112749 株式会社よしまる デイサービス未来　たかのこ デイサービスミライ　タカノコ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１０６１番地１ 通所型サービス（独自） 089-970-5511 R02/06/01 指定 松山市

3870112756 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 松山福音寺ケアセンターそよ風 マツヤマフクオンジケアセンターソヨカゼ 7900921 愛媛県松山市福音寺町３１番地１ 通所介護 089-905-9001 R02/06/01 指定 松山市

3870112756 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 松山福音寺ケアセンターそよ風 マツヤマフクオンジケアセンターソヨカゼ 7900921 愛媛県松山市福音寺町３１番地１ 通所型サービス（独自） 089-905-9001 R02/06/01 指定 松山市

3870112764 株式会社ユニマット　リタイアメント・コミュニティ 松山福音寺ケアセンターそよ風 マツヤマフクオンジケアセンターソヨカゼ 7900921 愛媛県松山市福音寺町３１番地１ 居宅介護支援 089-905-9003 R02/06/01 指定 松山市

3870112772 株式会社彩雲 訪問介護事業所あおぞら ホウモンカイゴジギョウショアオゾラ 7910244 愛媛県松山市水泥町１３番地５ 訪問介護 089-993-8640 R02/06/05 指定 松山市

3870112772 株式会社彩雲 訪問介護事業所あおぞら ホウモンカイゴジギョウショアオゾラ 7910244 愛媛県松山市水泥町１３番地５ 訪問型サービス（独自） 089-993-8640 R02/06/05 指定 松山市

3870112780 株式会社道草 居宅介護支援事業所　サインポスト キョタクカイゴシエンジギョウショ　サインポスト 7918076 愛媛県松山市会津町１３番１３号 居宅介護支援 089-951-7715 R02/07/01 指定 松山市

3870112806 株式会社わんらいふ 居宅介護支援事業所わんらいふ キョタクカイゴシエジギョウショワンライフ 7900913 愛媛県松山市畑寺二丁目４番５１号ＭＫ５－２０５号 居宅介護支援 089-909-9390 R02/09/01 指定 松山市

3870112814 社会福祉法人白寿会 介護付き有料老人ホーム　サンシティ北条 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地2 特定施設入居者生活介護 089-993-3007 R02/09/01 指定 松山市

3870112814 社会福祉法人白寿会 介護付き有料老人ホーム　サンシティ北条 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地2 介護予防特定施設入居者生活介護 089-993-3007 R02/09/01 指定 松山市

3870112822 社会福祉法人白寿会 特別養護老人ホーム　サンシティ北条 トクベツヨウゴロウジンホーム　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地2 介護老人福祉施設 089-992-3300 R02/09/01 指定 松山市

3870112830 社会福祉法人白寿会 ショートステイ　サンシティ北条 ショートステイ　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地２ 短期入所生活介護 089-992-3302 R02/09/01 指定 松山市

3870112830 社会福祉法人白寿会 ショートステイ　サンシティ北条 ショートステイ　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地２ 介護予防短期入所生活介護 089-992-3302 R02/09/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870112848 株式会社ツクイ ツクイ・サンフォレスト松山　介護 ツクイ・サンフォレストマツヤマ　カイゴ 7900808 愛媛県松山市若草町４番地１ 訪問介護 089-986-7642 R02/10/01 指定 松山市

3870112848 株式会社ツクイ ツクイ・サンフォレスト松山　介護 ツクイ・サンフォレストマツヤマ　カイゴ 7900808 愛媛県松山市若草町４番地１ 訪問型サービス（独自） 089-986-7642 R02/10/01 指定 松山市

3870112855 株式会社ツクイ ツクイ・サンフォレスト松山　デイサービス ツクイ・サンフォレストマツヤマ　デイサービス 7900808 愛媛県松山市若草町４番地１ 通所介護 089-986-7641 R02/10/01 指定 松山市

3870112855 株式会社ツクイ ツクイ・サンフォレスト松山　デイサービス ツクイ・サンフォレストマツヤマ　デイサービス 7900808 愛媛県松山市若草町４番地１ 通所型サービス（独自） 089-986-7641 R02/10/01 指定 松山市

3870112863 ＤＩサポート株式会社 居宅介護支援事業所　Ｓａｎ キョタクカイゴシエンジギョウショ　サン 7900823 愛媛県松山市清水町二丁目２０番地１８　三宝館ビル　３Ｃ 居宅介護支援 089-989-3367 R02/10/01 指定 松山市

3870112871 株式会社せと ヘルパーステーション　せと ヘルパーステーション　セト 7900041 愛媛県松山市保免上一丁目１１番１６号 訪問介護 089-948-1008 R02/10/01 指定 松山市

3870112871 株式会社せと ヘルパーステーション　せと ヘルパーステーション　セト 7900041 愛媛県松山市保免上一丁目１１番１６号 訪問型サービス（独自） 089-948-1008 R02/10/01 指定 松山市

3870112889 株式会社ツクイ ツクイ・サンフォレスト松山　ケアプランセンター ツクイサンフォレストマツヤマ　ケアプランセンター 7900808 愛媛県松山市若草町４番地１ 居宅介護支援 089-986-7642 R02/10/01 指定 松山市

3870112897 株式会社ツクイ ツクイ松山桑原 ツクイマツヤマクワバラ 7900911 愛媛県松山市桑原三丁目１４番３０号 通所介護 089-986-6688 R02/10/01 指定 松山市

3870112897 株式会社ツクイ ツクイ松山桑原 ツクイマツヤマクワバラ 7900911 愛媛県松山市桑原三丁目１４番３０号 通所型サービス（独自） 089-986-6688 R02/10/01 指定 松山市

3870112913 株式会社ツクイ ツクイ松山土居田 ツクイマツヤマドイダ 7900056 愛媛県松山市土居田町１１７番地３ 通所介護 089-915-3625 R02/10/01 指定 松山市

3870112913 株式会社ツクイ ツクイ松山土居田 ツクイマツヤマドイダ 7900056 愛媛県松山市土居田町１１７番地３ 通所型サービス（独自） 089-915-3625 R02/10/01 指定 松山市

3870112921 株式会社ツクイ ツクイ・サンシャイン松山 ツクイ・サンシャインマツヤマ 7910911 桑原三丁目１４番３０号 特定施設入居者生活介護 089-986-6636 R02/10/01 指定 松山市

3870112921 株式会社ツクイ ツクイ・サンシャイン松山 ツクイ・サンシャインマツヤマ 7910911 桑原三丁目１４番３０号 介護予防特定施設入居者生活介護 089-986-6636 R02/10/01 指定 松山市

3870112939 株式会社華桔梗 ヘルパーステーション　華桔梗 ーー　ハナキキョウ 7911112 愛媛県松山市南高井町１３７８番地５ 訪問介護 089-970-8782 R02/11/01 指定 松山市

3870112939 株式会社華桔梗 ヘルパーステーション　華桔梗 ーー　ハナキキョウ 7911112 愛媛県松山市南高井町１３７８番地５ 訪問型サービス（独自） 089-970-8782 R02/11/01 指定 松山市

3870112947 株式会社ＢＤＡパートナーズ すまいる訪問介護星岡 スマイルホウモンカイゴホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡五丁目６番２６号 訪問介護 089-968-1707 R02/11/01 指定 松山市

3870112947 株式会社ＢＤＡパートナーズ すまいる訪問介護星岡 スマイルホウモンカイゴホシオカ 7900922 愛媛県松山市星岡五丁目６番２６号 訪問型サービス（独自） 089-968-1707 R02/11/01 指定 松山市

3870112954 有限会社ホームケアサービス ホームケアサービス ホームケアサービス 7900862 愛媛県松山市湯渡町１番２４号 福祉用具貸与 089-913-7732 R02/12/01 指定 松山市

3870112954 有限会社ホームケアサービス ホームケアサービス ホームケアサービス 7900862 愛媛県松山市湯渡町１番２４号 特定福祉用具販売 089-913-7732 R02/12/01 指定 松山市

3870112954 有限会社ホームケアサービス ホームケアサービス ホームケアサービス 7900862 愛媛県松山市湯渡町１番２４号 介護予防福祉用具貸与 089-913-7732 R02/12/01 指定 松山市

3870112954 有限会社ホームケアサービス ホームケアサービス ホームケアサービス 7900862 愛媛県松山市湯渡町１番２４号 特定介護予防福祉用具販売 089-913-7732 R02/12/01 指定 松山市

3870112970 社会福祉法人松山紅梅会 梅本の里サテライト・ショートステイ ウメモトノサトサテライトショートステイ 7910243 愛媛県松山市平井町１２８７番地 短期入所生活介護 089-997-7753 R02/12/15 指定 松山市

3870112970 社会福祉法人松山紅梅会 梅本の里サテライト・ショートステイ ウメモトノサトサテライトショートステイ 7910243 愛媛県松山市平井町１２８７番地 介護予防短期入所生活介護 089-997-7753 R02/12/15 指定 松山市

3870112988 株式会社ギフト 訪問介護ステーションさんぽみち ホウモンカイゴステーションサンポミチ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲６５９番地 訪問介護 089-904-2458 R03/02/01 指定 松山市

3870112988 株式会社ギフト 訪問介護ステーションさんぽみち ホウモンカイゴステーションサンポミチ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲６５９番地 訪問型サービス（独自） 089-904-2458 R03/02/01 指定 松山市

3870112988 株式会社ギフト 訪問介護ステーションさんぽみち ホウモンカイゴステーションサンポミチ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲６５９番地 訪問型サービス（独自／定率） 089-904-2458 R03/02/01 指定 松山市

3870112996 株式会社よしまる ヘルパーステーション　未来　たかのこ ヘルパーステーションミライタカノコ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１０６１番地１ 訪問介護 089-970-5511 R03/02/01 指定 松山市

3870113002 株式会社土屋 ホームケア土屋　松山 ホームケアツチヤ　マツヤマ 7900852 愛媛県松山市石手五丁目７番１５号　SAKURA　HOUSE403号 訪問介護 050-3138-5685 R03/02/01 指定 松山市

3870113010 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 松山福音寺ケアセンターそよ風 マツヤマフクオンジケアセンターソヨカゼ 7900921 愛媛県松山市福音寺町３１番地１ 短期入所生活介護 089-905-9001 R03/02/01 指定 松山市

3870113010 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 松山福音寺ケアセンターそよ風 マツヤマフクオンジケアセンターソヨカゼ 7900921 愛媛県松山市福音寺町３１番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-905-9001 R03/02/01 指定 松山市

3870113028 株式会社ねむのき 居宅介護支援事業所むすび キョタクカイゴシエジギョウショムスビ 7900943 愛媛県松山市古川南一丁目１５番２３号ソレジオ椿２Ｆ 居宅介護支援 089-916-4312 R03/03/01 指定 松山市

3870113036 社会福祉法人愛寿会 ショートステイ　あいじゅ祝谷 ショートステイ　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 短期入所生活介護 089-994-5861 R03/03/01 指定 松山市

3870113036 社会福祉法人愛寿会 ショートステイ　あいじゅ祝谷 ショートステイ　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-994-5861 R03/03/01 指定 松山市

3870113044 合同会社はるか 居宅介護支援事業所　翠 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ミドリ 7911103 愛媛県松山市今在家二丁目１０番４６ー６号 居宅介護支援 089-916-9058 R03/03/21 指定 松山市

3870113051 株式会社クララス 居宅介護支援事業所　クララス キョタクカイゴシエンジギョウショ　クララス 7900966 愛媛県松山市立花二丁目５番３５号いがビル１階 居宅介護支援 089-910-5226 R03/03/16 指定 松山市

3870113069 株式会社Ｒｅｈａ　Ｌａｂｏ デイサービスセンターりはらぼ三津浜 デイサービスセンターリハラボミツハマ 7918063 愛媛県松山市神田町８番１７号ワイズ三津浜１階 通所介護 089-909-8440 R03/03/15 指定 松山市

3870113069 株式会社Ｒｅｈａ　Ｌａｂｏ デイサービスセンターりはらぼ三津浜 デイサービスセンターリハラボミツハマ 7918063 愛媛県松山市神田町８番１７号ワイズ三津浜１階 通所型サービス（独自） 089-909-8440 R03/03/15 指定 松山市

3870113077 株式会社三和医科器械 おひさまケアプランセンター オヒサマケアプランセンター 7900036 愛媛県松山市小栗六丁目１番２２号第２白石ビル　２階西 居宅介護支援 089-913-0130 R03/03/16 指定 松山市

3870113085 Ｍ＆Ｎ株式会社 居宅介護支援事業所　３６５ キョタクカイゴシエンジギョウショ　サンロクゴ 7911106 愛媛県松山市今在家一丁目１１番７号 居宅介護支援 089-948-8720 R03/03/18 指定 松山市

3870113093 社会福祉法人福角会 ＭＯＲＥ モア 7992652 愛媛県松山市福角町甲１４３４番地１ 通所介護 089-909-3646 R03/04/01 指定 松山市

3870113101 株式会社ソラスト 介護付有料老人ホームソラストさらさ道後 カイゴツキユウリョウロウジンホームソラストサラサドウゴ 7900835 愛媛県松山市祝谷東町乙８１３－８ 特定施設入居者生活介護 089-915-0250 R03/04/01 指定 松山市
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3870113101 株式会社ソラスト 介護付有料老人ホームソラストさらさ道後 カイゴツキユウリョウロウジンホームソラストサラサドウゴ 7900835 愛媛県松山市祝谷東町乙８１３－８ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-915-0250 R03/04/01 指定 松山市

3871000034 医療法人財団  尚温会 いよ居宅介護支援事業所 イヨキョタクカイゴシエンジギョウショ 7900043 愛媛県松山市保免西２丁目１－２ 居宅介護支援 089-905-6672 H11/09/30 指定 松山市

3871000109 医療法人財団  尚温会 伊予訪問介護サービス イヨホウモンカイゴサービス 7900043 愛媛県松山市保免西２丁目１－２ 訪問介護 089-905-6673 H12/02/28 指定 松山市

3871000109 医療法人財団  尚温会 伊予訪問介護サービス イヨホウモンカイゴサービス 7900043 愛媛県松山市保免西２丁目１－２ 訪問型サービス（独自） 089-905-6673 H30/04/01 指定 松山市

3871100024 社会福祉法人  北条福祉協会 指定居宅介護支援事業所高縄荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショタカナワソウ 7992414 愛媛県松山市立岩中村甲３４５ 居宅介護支援 089-996-0126 H11/09/30 指定 松山市

3871100032 医療法人  清和会 在宅介護支援センター海辺の郷 ザイタクカイゴシエンセンターウミベノサト 7992434 愛媛県松山市柳原７３９ 居宅介護支援 089-992-5111 H11/10/25 指定 松山市

3871100107 有限会社  ジェイコム鳥生 有限会社ジェイコム鳥生 ユウゲンガイシャジェイコムトリュウ 7992443 愛媛県松山市善応寺甲１１９１－１ 福祉用具貸与 089-993-2766 H12/02/07 指定 松山市

3871100107 有限会社  ジェイコム鳥生 有限会社ジェイコム鳥生 ユウゲンガイシャジェイコムトリュウ 7992443 愛媛県松山市善応寺甲１１９１－１ 特定福祉用具販売 089-993-2766 H18/04/01 指定 松山市

3871100107 有限会社  ジェイコム鳥生 有限会社ジェイコム鳥生 ユウゲンガイシャジェイコムトリュウ 7992443 愛媛県松山市善応寺甲１１９１－１ 介護予防福祉用具貸与 089-993-2766 H18/04/01 指定 松山市

3871100107 有限会社  ジェイコム鳥生 有限会社ジェイコム鳥生 ユウゲンガイシャジェイコムトリュウ 7992443 愛媛県松山市善応寺甲１１９１－１ 特定介護予防福祉用具販売 089-993-2766 H18/04/01 指定 松山市

3871100149 社会福祉法人  北条福祉協会 指定短期入所生活介護事業所高縄荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショタカナワソウ 7992414 愛媛県松山市立岩中村甲３４５ 短期入所生活介護 089-996-0333 H12/03/17 指定 松山市

3871100180 社会福祉法人  北条福祉協会 高縄荘 タカナワソウ 7992414 愛媛県松山市立岩中村甲３４５ 介護老人福祉施設 089-996-0333 H12/04/01 指定 松山市

3871100206 丸忠スカイコート株式会社 指定訪問介護事業所　スマイルケア シテイホウモンカイゴジギョウショ　スマイルケア 7992407 愛媛県松山市下難波甲６７番地３ 訪問介護 0800-888-2210 H23/04/01 指定 松山市

3871100206 丸忠スカイコート株式会社 丸忠スカイコート株式会社 マルチュウスカイコートカブシキガイシャ 7992407 愛媛県松山市下難波甲６７番地３ 福祉用具貸与 089-993-1110 H13/03/09 指定 松山市

3871100206 丸忠スカイコート株式会社 丸忠スカイコート株式会社 マルチュウスカイコートカブシキガイシャ 7992407 愛媛県松山市下難波甲６７番地３ 特定福祉用具販売 089-993-1110 H18/04/01 指定 松山市

3871100206 丸忠スカイコート株式会社 丸忠スカイコート株式会社 マルチュウスカイコートカブシキガイシャ 7992407 愛媛県松山市下難波甲６７番地３ 介護予防福祉用具貸与 089-993-1110 H18/04/01 指定 松山市

3871100206 丸忠スカイコート株式会社 丸忠スカイコート株式会社 マルチュウスカイコートカブシキガイシャ 7992407 愛媛県松山市下難波甲６７番地３ 特定介護予防福祉用具販売 089-993-1110 H18/04/01 指定 松山市

3871100206 丸忠スカイコート株式会社 指定訪問介護事業所　スマイルケア シテイホウモンカイゴジギョウショ　スマイルケア 7992407 愛媛県松山市下難波甲６７番地３ 訪問型サービス（独自） 089-993-1110 H30/04/01 指定 松山市

3871100214 株式会社ライフネット デイサービスほうじょう　 デイサービスホウジョウ 7992430 愛媛県松山市北条辻７７１番地４ 通所介護 089-993-2222 H13/08/21 指定 松山市

3871100214 株式会社ライフネット デイサービスほうじょう　 デイサービスホウジョウ 7992430 愛媛県松山市北条辻７７１番地４ 通所型サービス（独自） 089-993-2222 H30/04/01 指定 松山市

3871100222 株式会社ライフネット ライフネット居宅介護支援事業所 ライフネットキョタクカイゴシエンジギョウショ 7992430 愛媛県松山市北条辻７７３番地８ 居宅介護支援 089-993-2222 H13/08/21 指定 松山市

3871100230 有限会社コミュニティーハウス グループホーム・コミュニティーハウス北条 グループホーム・コミュニティーハウスホウジョウ 7992431 愛媛県松山市北条５８８番地３ 認知症対応型共同生活介護 089-993-9390 H18/04/01 指定 松山市

3871100230 有限会社コミュニティーハウス グループホーム・コミュニティーハウス北条 グループホーム・コミュニティーハウスホウジョウ 7992431 愛媛県松山市北条５８８番地３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-993-9390 H18/04/01 指定 松山市

3871100255 有限会社トゥモロー グループホーム憩の郷 グループホームイコイノサト 7992434 愛媛県松山市柳原720番地 認知症対応型共同生活介護 089-992-3337 H18/04/01 指定 松山市

3871100255 有限会社トゥモロー グループホーム憩の郷 グループホームイコイノサト 7992434 愛媛県松山市柳原720番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-992-3337 H18/04/01 指定 松山市

3871100263 社会福祉法人北条福祉協会 グループホームなぎさ グループホームナギサ 7992430 愛媛県松山市北条辻1170番地22 認知症対応型共同生活介護 089-992-0888 H18/04/01 指定 松山市

3871100263 社会福祉法人北条福祉協会 グループホームなぎさ グループホームナギサ 7992430 愛媛県松山市北条辻1170番地22 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-992-0888 H18/04/01 指定 松山市

3871100271 社会福祉法人　聖カタリナ 指定居宅介護支援事業所　聖マルチンの家 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　セイマルチンノイエ 7992426 愛媛県松山市中西内内２５０番地２ 居宅介護支援 089-992-0573 H15/05/01 指定 松山市

3871100289 社会福祉法人聖カタリナ 指定短期入所生活介護事業所聖マルチンの家 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショセイマルチンノイエ 7992426 愛媛県松山市中西内２５０番地２ 短期入所生活介護 089-992-0573 H15/05/01 指定 松山市

3871100289 社会福祉法人聖カタリナ 指定短期入所生活介護事業所聖マルチンの家 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショセイマルチンノイエ 7992426 愛媛県松山市中西内２５０番地２ 介護予防短期入所生活介護 089-992-0573 H18/04/01 指定 松山市

3871100297 社会福祉法人聖カタリナ 聖マルチンの家 セイマルチンノイエ 7992426 愛媛県松山市中西内２５０番地２ 介護老人福祉施設 089-992-0573 H15/05/01 指定 松山市

3871100305 株式会社　ライフネット ライフネット訪問介護事業所 ライフネットホウモンカイゴジギョウショ 7992430 愛媛県松山市北条辻７７３番地８ 訪問介護 089-993-2222 H16/02/26 指定 松山市

3871100305 株式会社　ライフネット ライフネット訪問介護事業所 ライフネットホウモンカイゴジギョウショ 7992430 愛媛県松山市北条辻７７３番地８ 訪問型サービス（独自） 089-993-2222 H30/04/01 指定 松山市

3871100321 特定非営利活動法人ＡｓａｎａｍｉＷｏｒｋＣａｍｐ ＡＷＣケアプランセンター エーダブルシーケアプランセンター 7992424 愛媛県松山市八反地甲１６３１番地 居宅介護支援 089-911-7770 H16/04/15 指定 松山市

3871100347 有限会社　くまた グループホーム　くまた グループホーム　クマタ 7992432 愛媛県松山市土手内52番地1 認知症対応型共同生活介護 089-993-0401 H18/04/01 指定 松山市

3871100347 有限会社　くまた グループホーム　くまた グループホーム　クマタ 7992432 愛媛県松山市土手内52番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-993-0401 H18/04/01 指定 松山市

3871100388 特定非営利活動法人ＡｓａｎａｍｉＷｏｒｋＣａｍｐ ＡＷＣデイサービスセンター エーダブルシーデイサービスセンター 7992430 愛媛県松山市北条辻357番地1 通所介護 089-911-7777 H16/09/30 指定 松山市

3871100388 特定非営利活動法人ＡｓａｎａｍｉＷｏｒｋＣａｍｐ ＡＷＣデイサービスセンター エーダブルシーデイサービスセンター 7992430 愛媛県松山市北条辻357番地1 通所型サービス（独自） 089-911-7777 H30/04/01 指定 松山市

3871100420 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー北条指定居宅介護支援事業所 マツヤマシルバーホウジョウシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7992436 愛媛県松山市河野別府９３７番地１北条社会福祉センター内 居宅介護支援 089-993-2877 H16/11/01 指定 松山市

3871100438 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー北条指定通所介護事業所 マツヤマシルバーホウジョウシテイツウショカイゴジギョウショ 7992436 愛媛県松山市河野別府937-1 通所介護 089-993-2877 H16/11/01 指定 松山市

3871100438 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー北条指定通所介護事業所 マツヤマシルバーホウジョウシテイツウショカイゴジギョウショ 7992436 愛媛県松山市河野別府937-1 通所型サービス（独自） 089-993-2877 H30/04/01 指定 松山市

3871100446 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー北条指定訪問介護事業所 マツヤマシルバーホウジョウシテイホウモンカイゴジギョウショ 7992436 愛媛県松山市河野市別府９３７番地１北条社会福祉センター内 訪問介護 089-993-2877 H16/11/01 指定 松山市
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3871100446 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー北条指定訪問介護事業所 マツヤマシルバーホウジョウシテイホウモンカイゴジギョウショ 7992436 愛媛県松山市河野市別府９３７番地１北条社会福祉センター内 訪問型サービス（独自） 089-993-2877 H30/04/01 指定 松山市

3871100461 社会福祉法人安寿会 デイサービスセンター難波 デイサービスセンターナンバ 7992406 愛媛県松山市中通甲８９８番１ 地域密着型通所介護 089-960-2711 H28/04/01 指定 松山市

3871100461 社会福祉法人安寿会 デイサービスセンター難波 デイサービスセンターナンバ 7992406 愛媛県松山市中通甲８９８番１ 通所型サービス（独自） 089-960-2711 H30/04/01 指定 松山市

3873300077 社会福祉法人  島寿会 指定居宅介護支援事業所姫ヶ浜荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショヒメガハマソウ 7914503 愛媛県松山市長師１５６－１ 居宅介護支援 089-997-0777 H11/12/01 指定 松山市

3873300119 社会福祉法人  島寿会 デイサービスセンター姫ヶ浜荘 デイサービスセンターヒメガハマソウ 7914503 愛媛県松山市長師１５６－１ 通所介護 089-997-0777 H12/02/25 指定 松山市

3873300119 社会福祉法人  島寿会 デイサービスセンター姫ヶ浜荘 デイサービスセンターヒメガハマソウ 7914503 愛媛県松山市長師１５６－１ 通所型サービス（独自） 089-997-0777 H30/04/01 指定 松山市

3873300184 社会福祉法人  島寿会 ショートステイ施設姫ヶ浜荘 ショートステイシセツヒメガハマソウ 7914503 愛媛県松山市長師１５６－１ 短期入所生活介護 089-997-0777 H12/03/17 指定 松山市

3873300184 社会福祉法人  島寿会 ショートステイ施設姫ヶ浜荘 ショートステイシセツヒメガハマソウ 7914503 愛媛県松山市長師１５６－１ 介護予防短期入所生活介護 089-997-0777 H18/04/01 指定 松山市

3873300242 社会福祉法人  島寿会 特別養護老人ホーム　姫ヶ浜荘 トクベツヨウゴロウジンホーム　ヒメガハマソウ 7914503 愛媛県松山市長師１５６－１ 介護老人福祉施設 089-997-0777 H12/04/01 指定 松山市

3873300317 かぐや園芸合資会社 かぐや カグヤ 7914501 愛媛県松山市中島大浦830番地 福祉用具貸与 089-997-0726 H15/02/13 指定 松山市

3873300317 かぐや園芸合資会社 かぐや カグヤ 7914501 愛媛県松山市中島大浦830番地 居宅介護支援 089-997-0726 H23/11/01 指定 松山市

3873300317 かぐや園芸合資会社 かぐや カグヤ 7914501 愛媛県松山市中島大浦830番地 特定福祉用具販売 089-997-0726 H18/04/01 指定 松山市

3873300317 かぐや園芸合資会社 かぐや カグヤ 7914501 愛媛県松山市中島大浦830番地 介護予防福祉用具貸与 089-997-0726 H18/04/01 指定 松山市

3873300317 かぐや園芸合資会社 かぐや カグヤ 7914501 愛媛県松山市中島大浦830番地 特定介護予防福祉用具販売 089-997-0726 H18/04/01 指定 松山市

3873300366 特定非営利活動法人　ハピネス中島 ハピネス中島 ハピネスナカジマ 7914502 愛媛県松山市小浜甲１４８２番地１ 居宅介護支援 089-997-0885 H16/03/26 指定 松山市

3873300374 特定非営利活動法人　ハピネス中島 ヘルパーステーションハピネス中島 ヘルパーステーションハピネスナカジマ 7914502 愛媛県松山市小浜甲１４８２番地１ 訪問介護 089-997-0885 H16/03/26 指定 松山市

3873300374 特定非営利活動法人　ハピネス中島 ヘルパーステーションハピネス中島 ヘルパーステーションハピネスナカジマ 7914502 愛媛県松山市小浜甲１４８２番地１ 訪問型サービス（独自） 089-997-0885 H30/04/01 指定 松山市

3873300382 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー中島指定居宅介護支援事業所 マツヤマシルバーナカジマシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7914501 愛媛県松山市中島大浦１６２６番地 居宅介護支援 089-997-1515 H16/11/01 指定 松山市

3873300390 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー中島指定訪問介護事業所 マツヤマシルバーナカジマシテイホウモンカイゴジギョウショ 7914501 愛媛県松山市中島大浦１６２６番地 訪問介護 089-997-1515 H16/11/01 指定 松山市

3873300390 公益社団法人松山市シルバー人材センター 松山シルバー中島指定訪問介護事業所 マツヤマシルバーナカジマシテイホウモンカイゴジギョウショ 7914501 愛媛県松山市中島大浦１６２６番地 訪問型サービス（独自） 089-997-1515 H30/04/01 指定 松山市

3873500932 社会福祉法人広寿会 たちばなの家　じゃんけんぽん タチバナノイエ　ジャンケンポン 7900966 愛媛県松山市立花一丁目１１番３号 地域密着型通所介護 089-906-5171 H28/04/01 休止 松山市

3873500932 社会福祉法人広寿会 たちばなの家　じゃんけんぽん タチバナノイエ　ジャンケンポン 7900966 愛媛県松山市立花一丁目１１番３号 通所型サービス（独自） 089-906-5171 H30/04/01 休止 松山市

3880100023 社会福祉法人　平成会 松山市地域包括支援センター桑原・道後 マツヤマシチイキホウカツシエンセンタークワバラ・ドウゴ 7900911 愛媛県松山市桑原二丁目５番地５ 介護予防支援 089-993-5666 H23/06/28 指定 松山市

3890100013 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 認知症デイサービス　ビハーラ ニンチショウデイサービス　ビハーラ 7918006 愛媛県松山市安城寺町524番地 認知症対応型通所介護 089-979-4084 H18/04/01 休止 松山市

3890100013 医療法人ビハーラ藤原胃腸科 認知症デイサービス　ビハーラ ニンチショウデイサービス　ビハーラニンチショウ 7918006 愛媛県松山市安城寺町524番地 介護予防認知症対応型通所介護 089-979-4084 H18/04/01 休止 松山市

3890100088 吉野有限会社 小規模多機能ホームよしの ショウキボタキノウホームヨシノ 7918001 愛媛県松山市平田町１９－２ 小規模多機能型居宅介護 089-979-2180 H18/04/24 指定 松山市

3890100088 吉野有限会社 小規模多機能ホームよしの ショウキボタキノウホームヨシノ 7918001 愛媛県松山市平田町１９－２ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-979-2180 H18/04/01 指定 松山市

3890100096 株式会社　スローライフ ぐるうぷほうむ５４番地 グルウプホウム５４バンチ 7910244 愛媛県松山市水泥町５４番地 認知症対応型共同生活介護 089-976-5771 H18/04/01 指定 松山市

3890100096 株式会社　スローライフ ぐるうぷほうむ５４番地 グルウプホウム５４バンチ 7910244 愛媛県松山市水泥町５４番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-976-5771 H18/04/01 指定 松山市

3890100104 社会福祉法人　ともの家 アンジュール　ともの家 アンジュール　トモノイエ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲９４ 認知症対応型共同生活介護 089-977-8502 H18/08/01 指定 松山市

3890100104 社会福祉法人　ともの家 アンジュール　ともの家 アンジュール　トモノイエ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲９４ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-977-8502 H18/08/01 指定 松山市

3890100112 社会福祉法人　ともの家 ともの家　この道 トモノイエ　コノミチ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲９３番地１」 認知症対応型共同生活介護 089-914-5515 H18/08/01 指定 松山市

3890100112 社会福祉法人　ともの家 ともの家　この道 トモノイエ　コノミチ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲９３番地１」 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-914-5515 H18/08/01 指定 松山市

3890100120 社会福祉法人　ともの家 溝辺ともの家 ミゾノベトモノイエ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲１１９－１ 認知症対応型共同生活介護 089-977-8522 H18/08/01 指定 松山市

3890100120 社会福祉法人　ともの家 溝辺ともの家 ミゾノベトモノイエ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲１１９－１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-977-8522 H18/08/01 指定 松山市

3890100161 有限会社　ほくと すずらん家 スズランケ 7918017 愛媛県松山市西長戸町486番地5 小規模多機能型居宅介護 089-923-9300 H19/01/04 指定 松山市

3890100179 株式会社　エイジングウェル アユーラ小規模多機能型居宅介護事業所 アユーラショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショ 7900961 愛媛県松山市日の出町10番80号 小規模多機能型居宅介護 089-947-7140 H19/02/01 指定 松山市

3890100179 株式会社　エイジングウェル アユーラ小規模多機能型居宅介護事業所 アユーラショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショ 7900961 愛媛県松山市日の出町10番80号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-947-7140 H19/02/01 指定 松山市

3890100203 株式会社　クロス・サービス 小規模多機能ホームだんだん ショウキボタキノウホームダンダン 7900952 愛媛県松山市朝生田町七丁目８番４号 小規模多機能型居宅介護 089-933-8886 H19/05/01 指定 松山市

3890100203 株式会社　クロス・サービス 小規模多機能ホームだんだん ショウキボタキノウホームダンダン 7900952 愛媛県松山市朝生田町七丁目８番４号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-933-8886 H19/05/01 指定 松山市

3890100229 社会福祉法人安寿会 小規模多機能センター難波 ショウキボタキノウセンターナンバ 7992406 愛媛県松山市中通甲898番地1 小規模多機能型居宅介護 089-960-2811 H19/08/01 指定 松山市

3890100229 社会福祉法人安寿会 小規模多機能センター難波 ショウキボタキノウセンターナンバ 7992406 愛媛県松山市中通甲898番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-960-2811 R01/11/01 指定 松山市
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3890100237 社会福祉法人安寿会 小規模多機能センター和気 ショウキボタキノウセンターワケ 7992656 愛媛県松山市和気町１丁目　684番地 小規模多機能型居宅介護 089-960-4677 H19/08/01 指定 松山市

3890100237 社会福祉法人安寿会 小規模多機能センター和気 ショウキボタキノウセンターワケ 7992656 愛媛県松山市和気町１丁目　684番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-960-4677 R01/11/01 指定 松山市

3890100245 社会福祉法人　円舞会 小規模特別養護老人ホーム　春の森 ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　ハルノモリ 7992436 愛媛県松山市河野別府905番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-992-1311 H19/08/30 指定 松山市

3890100260 有限会社　ノリテック 認知症対応型デイサービス　ひがし野　ゆめ組 ニンチショウタイオウガタデイサービス　ヒガシノ　ユメグミ 7900824 愛媛県松山市御幸２丁目６－４５グランセル松山１Ｆ南 認知症対応型通所介護 089-917-6600 H19/10/15 指定 松山市

3890100260 有限会社　ノリテック 認知症対応型デイサービス　ひがし野　ゆめ組 ニンチショウタイオウガタデイサービス　ヒガシノ　ユメグミ 7900824 愛媛県松山市御幸２丁目６－４５グランセル松山１Ｆ南 介護予防認知症対応型通所介護 089-917-6600 H19/10/15 指定 松山市

3890100294 医療法人　北吉田診療所 小規模多機能型居宅介護事業所　ナーシングホーム　あいあい ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ナーシングホーム　アイアイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１８７２番地２ 小規模多機能型居宅介護 089-974-0041 H19/11/22 指定 松山市

3890100294 医療法人　北吉田診療所 小規模多機能型居宅介護事業所　ナーシングホーム　あいあい ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ナーシングホーム　アイアイ 7918042 愛媛県松山市南吉田町１８７２番地２ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-974-0041 H19/11/22 指定 松山市

3890100302 医療法人　佐藤循環器科内科 グループホーム　朝生田の里 グループホーム　アソウダノサト 7900952 松山市朝生田町四丁目１０番２５号 認知症対応型共同生活介護 089-998-3344 H19/12/01 指定 松山市

3890100302 医療法人　佐藤循環器科内科 グループホーム　朝生田の里 グループホーム　アソウダノサト 7900952 松山市朝生田町四丁目１０番２５号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-998-3344 H19/12/01 指定 松山市

3890100336 社会福祉法人　円舞会 小規模多機能型居宅介護事業所　春の森 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ハルノモリ 7992436 松山市河野別府９０５番地 小規模多機能型居宅介護 089-992-1311 H20/03/01 指定 松山市

3890100336 社会福祉法人　円舞会 小規模多機能型居宅介護事業所　春の森 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ハルノモリ 7992436 松山市河野別府９０５番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-992-1311 H20/03/01 指定 松山市

3890100351 社会福祉法人　道真会 地域密着型特養　ハピネス双葉 チイキミッチャクガタトクヨウ　ハピネスフタバ 7900056 愛媛県松山市土居田町９０番地１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-941-2828 H20/04/01 指定 松山市

3890100369 社会福祉法人　道真会 小規模多機能　ハピネス双葉 ショウキボタキノウ　ハピネスフタバ 7900056 愛媛県松山市土居田町９０番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-941-2828 H20/04/01 指定 松山市

3890100369 社会福祉法人　道真会 小規模多機能　ハピネス双葉 ショウキボタキノウ　ハピネスフタバ 7900056 愛媛県松山市土居田町９０番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-941-2828 H20/04/01 指定 松山市

3890100377 社会福祉法人道真会 認知症デイ　ハピネス双葉 ニンチショウデイ　ハピネスフタバ 7900056 松山市土居田町９０番地１ 認知症対応型通所介護 089-741-2828 H20/04/01 指定 松山市

3890100377 社会福祉法人道真会 認知症デイ　ハピネス双葉 ニンチショウデイ　ハピネスフタバ 7900056 松山市土居田町９０番地１ 介護予防認知症対応型通所介護 089-741-2828 H20/04/01 指定 松山市

3890100385 有限会社　エディア 小規模多機能　歩風里 ショウキボタキノウ　ホフリ 7918031 愛媛県松山市北斎院町402-4 小規模多機能型居宅介護 089-989-2929 H20/07/01 指定 松山市

3890100427 株式会社ことぶき グループホームゆうかの里 グループホームユウカノサト 7992430 愛媛県松山市北条辻922番地3 認知症対応型共同生活介護 089-993-2205 H20/09/01 指定 松山市

3890100427 株式会社ことぶき グループホームゆうかの里 グループホームユウカノサト 7992430 愛媛県松山市北条辻922番地3 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-993-2205 H20/09/01 指定 松山市

3890100435 株式会社ことぶき グループホームゆずはなの里 グループホームユズハナノサト 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目１７番５号 認知症対応型共同生活介護 089-993-2322 H20/09/01 指定 松山市

3890100435 株式会社ことぶき グループホームゆずはなの里 グループホームユズハナノサト 7918067 愛媛県松山市古三津三丁目１７番５号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-993-2322 H20/09/01 指定 松山市

3890100450 社会福祉法人　ともの家 小規模多機能ホーム　ともの家 ショウキボタキノウホーム　トモノイエ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲93番地1 小規模多機能型居宅介護 089-914-5514 H20/11/01 指定 松山市

3890100450 社会福祉法人　ともの家 小規模多機能ホーム　ともの家 ショウキボタキノウホーム　トモノイエ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲93番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-914-5514 H20/11/01 指定 松山市

3890100492 医療法人　椿クリニック グループホーム　つばきクリニック グループホーム　ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１丁目５番２６号 認知症対応型共同生活介護 089-957-6661 H21/09/01 指定 松山市

3890100492 医療法人　椿クリニック グループホーム　つばきクリニック グループホーム　ツバキクリニック 7900947 愛媛県松山市市坪南１丁目５番２６号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-957-6661 H21/09/01 指定 松山市

3890100500 有限会社　ほくと すずらん通り スズランドオリ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲５６７番地２ 小規模多機能型居宅介護 089-911-8115 H21/10/01 指定 松山市

3890100518 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター松山 ニチイケアセンターマツヤマ 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目４番２号 認知症対応型通所介護 089-968-6601 R01/07/01 指定 松山市

3890100518 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター松山 ニチイケアセンターマツヤマ 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目４番２号 認知症対応型共同生活介護 089-968-6601 H21/10/01 指定 松山市

3890100518 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター松山 ニチイケアセンターマツヤマ 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目４番２号 介護予防認知症対応型通所介護 089-968-6601 R01/07/01 指定 松山市

3890100518 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンター松山 ニチイケアセンターマツヤマ 7900047 愛媛県松山市余戸南四丁目４番２号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-968-6601 H21/10/01 指定 松山市

3890100526 社会福祉法人　安寿会 特別養護老人ホーム安寿荘　サテライト難波 トクベツヨウゴロウジンホームアンジュソウ　サテライトナンバ 7992406 愛媛県松山市中通甲８９８－２ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-960-2001 H21/12/01 指定 松山市

3890100534 有限会社　やわらぎ 小規模多機能ホームやわらぎ ショウキボタキノウホームヤワラギ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１３７－６ 小規模多機能型居宅介護 089-989-7123 H21/12/10 指定 松山市

3890100534 有限会社　やわらぎ 小規模多機能ホームやわらぎ ショウキボタキノウホームヤワラギ 7918016 愛媛県松山市久万ノ台１３７－６ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-989-7123 H21/12/10 指定 松山市

3890100542 社会福祉法人　喜久寿 小規模多機能型居宅介護事業所　ウェルケア高浜 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木２丁目７８９番地 小規模多機能型居宅介護 089-994-6688 H22/01/26 指定 松山市

3890100559 社会福祉法人　喜久寿 認知症対応型通所介護事業所　ウェルケア高浜 ニンチショウタイオウガタツウショカイゴジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木２丁目７８９番地 認知症対応型通所介護 089-994-6688 H22/01/26 指定 松山市

3890100567 社会福祉法人　喜久寿 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所　ウェルケア高浜 チイキミッチャクガタカイゴロウジンフクシシセツニュウショシャセイカツカイゴジギョウショ　ウェルケアタカハマ 7918071 愛媛県松山市松ノ木２丁目７８９番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-994-6688 H22/01/26 指定 松山市

3890100575 株式会社　エイジングウェル アユーラ小規模多機能枝松 アユーラショウキボタキノウエダマツ 7900962 松山市枝松6丁目3－15 小規模多機能型居宅介護 089-907-8806 H22/04/06 指定 松山市

3890100575 株式会社　エイジングウェル アユーラ小規模多機能枝松 アユーラショウキボタキノウエダマツ 7900962 松山市枝松6丁目3－15 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-907-8806 H22/04/06 指定 松山市

3890100591 株式会社　ヨシケンコーポレーション デイサービスいしい デイサービスイシイ 7911105 愛媛県松山市北井門３丁目１４番２８号 認知症対応型通所介護 089-956-1213 H22/04/01 指定 松山市

3890100591 株式会社　ヨシケンコーポレーション デイサービスいしい デイサービスイシイ 7911105 愛媛県松山市北井門３丁目１４番２８号 介護予防認知症対応型通所介護 089-956-1213 H22/04/01 指定 松山市

3890100617 株式会社　民友会 小規模多機能型居宅介護　楓華 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　フウカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町1321－1 小規模多機能型居宅介護 089-911-8101 H22/11/13 指定 松山市

3890100617 株式会社　民友会 小規模多機能型居宅介護　楓華 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　フウカ 7992662 愛媛県松山市太山寺町1321－1 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-911-8101 H22/11/13 指定 松山市
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3890100625 株式会社クロス・サービス 小規模多機能ホームつむぎ ショウキボタキノウホームツムギ 7992656 愛媛県松山市和気町１丁目２７番地 小規模多機能型居宅介護 089-989-7995 H22/09/01 指定 松山市

3890100625 株式会社クロス・サービス 小規模多機能ホームつむぎ ショウキボタキノウホームツムギ 7992656 愛媛県松山市和気町１丁目２７番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-989-7995 H22/09/01 指定 松山市

3890100633 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホーム　ゆうゆう ショウキボタキノウホーム　ユウユウ 7900943 愛媛県松山市古川南3丁目23－22 小規模多機能型居宅介護 089-993-5353 H22/11/01 指定 松山市

3890100633 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホーム　ゆうゆう ショウキボタキノウホーム　ユウユウ 7900943 愛媛県松山市古川南3丁目23－22 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-993-5353 H25/03/13 指定 松山市

3890100641 社会福祉法人　北条福祉協会 サテライト型特別養護老人ホーム　あやめ荘 サテライトガタトクベツヨウゴロウジンホーム　アヤメソウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲１３５番１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-993-3838 H22/12/10 指定 松山市

3890100658 有限会社　M&M 認知症対応型デイサービス　フォーライフ　ミネルワ ニンチショウタイオウガタデイサービス　フォーライフ　ミネルワ 7918043 愛媛県松山市東垣生町９０３番地１ 認知症対応型通所介護 089-972-7575 H22/12/04 指定 松山市

3890100658 有限会社　M&M 認知症対応型デイサービス　フォーライフ　ミネルワ ニンチショウタイオウガタデイサービス　フォーライフ　ミネルワ 7918043 愛媛県松山市東垣生町９０３番地１ 介護予防認知症対応型通所介護 089-972-7575 H22/12/04 指定 松山市

3890100666 有限会社　やわらぎ グループホーム　いくし グループホーム　イクシ 7900051 愛媛県松山市生石町４７２番地 認知症対応型共同生活介護 089-932-7977 H23/04/08 指定 松山市

3890100666 有限会社　やわらぎ グループホーム　いくし グループホーム　イクシ 7900051 愛媛県松山市生石町４７２番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-932-7977 H23/04/08 指定 松山市

3890100674 有限会社　やわらぎ 小規模多機能型居宅介護やわらぎ　いくし村 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴヤワラギ　イクシムラ 7900051 愛媛県松山市生石町４７２番地 小規模多機能型居宅介護 089-932-1941 H23/07/04 指定 松山市

3890100682 株式会社　スローライフ しょうきぼたきのうほうむ３丁目 ショウキボタキノウホウム３チョウメ 7910244 愛媛県松山市水泥町６３１番地 小規模多機能型居宅介護 089-997-7142 H23/07/20 指定 松山市

3890100682 株式会社　スローライフ しょうきぼたきのうほうむ３丁目 ショウキボタキノウホウム３チョウメ 7910244 愛媛県松山市水泥町６３１番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-997-7142 H25/03/15 指定 松山市

3890100716 社会福祉法人　愛寿会 小規模特別養護老人ホーム　ハートガーデンつじまち ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　ハートガーデンツジマチ 7900063 松山市辻町2番35号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-927-2525 H23/08/01 指定 松山市

3890100724 社会福祉法人　愛寿会 小規模多機能型居宅介護ハートガーデンつじまち ショウキボタキノウガタキョタクカイゴハートガーデンツジマチ 7900063 愛媛県松山市辻町2番35号 小規模多機能型居宅介護 089-927-2525 H23/08/01 指定 松山市

3890100724 社会福祉法人　愛寿会 小規模多機能型居宅介護ハートガーデンつじまち ショウキボタキノウガタキョタクカイゴハートガーデンツジマチ 7900063 愛媛県松山市辻町2番35号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-927-2525 H23/08/01 指定 松山市

3890100732 社会福祉法人　愛寿会 認知症対応型通所介護　ハートガーデンつじまち ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　ハートガーデンツジマチ 7900063 愛媛県松山市辻町2番35号 認知症対応型通所介護 089-927-2525 H23/08/01 指定 松山市

3890100732 社会福祉法人　愛寿会 認知症対応型通所介護　ハートガーデンつじまち ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　ハートガーデンツジマチ 7900063 愛媛県松山市辻町2番35号 介護予防認知症対応型通所介護 089-927-2525 H23/08/01 指定 松山市

3890100757 株式会社　ヨシケンコーポレーション 小規模多機能ホームいしい ショウキボタキノウホームイシイ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目9番15号 小規模多機能型居宅介護 089-948-9777 H23/11/09 指定 松山市

3890100757 株式会社　ヨシケンコーポレーション 小規模多機能ホームいしい ショウキボタキノウホームイシイ 7911105 愛媛県松山市北井門二丁目9番15号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-948-9777 H23/11/09 指定 松山市

3890100765 株式会社　クロス・サービス グループホーム風花 グループホームカザハナ 7911102 愛媛県松山市来住町1057番地1 認知症対応型共同生活介護 089-990-3377 H24/01/01 指定 松山市

3890100765 株式会社　クロス・サービス グループホーム風花 グループホームカザハナ 7911102 愛媛県松山市来住町1057番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-990-3377 H24/01/01 指定 松山市

3890100799 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホーム　ゆうゆう立花 ショウキボタキノウホーム　ユウユウタチバナ 7900966 愛媛県松山市立花1丁目1番26号 小規模多機能型居宅介護 089-997-7423 H24/03/10 指定 松山市

3890100799 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホーム　ゆうゆう立花 ショウキボタキノウホーム　ユウユウタチバナ 7900966 愛媛県松山市立花1丁目1番26号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-997-7423 H25/03/01 指定 松山市

3890100815 社会福祉法人　泰斗福祉会 小規模多機能　にじいろ ショウキボタキノウ　ニジイロ 7992460 愛媛県松山市苞木甲200番地 小規模多機能型居宅介護 089-994-0069 H24/03/31 指定 松山市

3890100815 社会福祉法人　泰斗福祉会 小規模多機能　にじいろ ショウキボタキノウ　ニジイロ 7992460 愛媛県松山市苞木甲200番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-994-0069 R03/04/01 指定 松山市

3890100823 社会福祉法人　泰斗福祉会 地域密着型　特別養護老人ホーム　風早の家 チイキミッチャクガタ　トクベツヨウゴロウジンホーム　カザハヤノイエ 7992460 愛媛県松山市苞木甲200番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-994-2777 H24/03/31 指定 松山市

3890100849 株式会社　エクセソワン しょうきぼのん木　たいさんじ しょうきぼのんき　たいさんじ 7918001 愛媛県松山市大山寺町１２５７番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-916-3330 H24/04/01 指定 松山市

3890100849 株式会社　エクセソワン しょうきぼのん木　たいさんじ しょうきぼのんき　たいさんじ 7918001 愛媛県松山市大山寺町１２５７番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-916-3330 H24/04/01 指定 松山市

3890100856 株式会社日本ケアサポート 小規模多機能型居宅介護施設　まちなか ショウキボタキノウガタキョタクカイゴシセツ　マチナカ 7900813 愛媛県松山市萱町五丁目10番地20 小規模多機能型居宅介護 089-925-8011 H24/05/22 指定 松山市

3890100856 株式会社日本ケアサポート 小規模多機能型居宅介護施設　まちなか ショウキボタキノウガタキョタクカイゴシセツ　マチナカ 7900813 愛媛県松山市萱町五丁目10番地20 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-925-8011 H24/05/22 指定 松山市

3890100880 株式会社クロス・サービス 小規模多機能ホームてとて ショウキボタキノウホームテトテ 7911102 愛媛県松山市来住町1056番地1 小規模多機能型居宅介護 089-990-8027 H24/11/01 指定 松山市

3890100880 株式会社クロス・サービス 小規模多機能ホームてとて ショウキボタキノウホームテトテ 7911102 愛媛県松山市来住町1056番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-990-8027 H24/11/01 指定 松山市

3890100906 社会福祉法人寿楽会 小規模多機能　馬木 ショウキボタキノウ　ウマキ 7992655 愛媛県松山市馬木町2158番地 小規模多機能型居宅介護 089-979-8813 H24/11/09 指定 松山市

3890100906 社会福祉法人寿楽会 小規模多機能　馬木 ショウキボタキノウ　ウマキ 7992655 愛媛県松山市馬木町2158番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-979-8813 H24/11/09 指定 松山市

3890100914 特定非営利活動法人　介護企画あき 小規模多機能型居宅介護　さくらの丘 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　サクラノオカ 7900062 愛媛県松山市南江戸六丁目5番31号 小規模多機能型居宅介護 089-992-9516 H24/12/25 指定 松山市

3890100914 特定非営利活動法人　介護企画あき 小規模多機能型居宅介護　さくらの丘 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　サクラノオカ 7900062 愛媛県松山市南江戸六丁目5番31号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-992-9516 H24/12/25 指定 松山市

3890100922 ＮＰＯ法人　ケア・サポート あいしょう小栗 アイショウオグリ 7900036 愛媛県松山市小栗五丁目1番25号 小規模多機能型居宅介護 089-968-1088 H25/01/23 指定 松山市

3890100922 ＮＰＯ法人　ケア・サポート あいしょう小栗 アイショウオグリ 7900036 愛媛県松山市小栗五丁目1番25号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-968-1088 H25/01/23 指定 松山市

3890100930 医療法人　瀬戸医心会 小規模多機能型居宅介護　おがわ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　オガワ 7992468 愛媛県松山市小川甲82番地 小規模多機能型居宅介護 089-994-3628 H25/02/07 指定 松山市

3890100948 ケアクルー株式会社 小規模多機能ホームケアリビングそれいゆ ショウキボタキノウホームケアリビングソレイユ 7918006 愛媛県松山市安城寺町969番地5 小規模多機能型居宅介護 089-989-6601 H25/02/01 指定 松山市

3890100948 ケアクルー株式会社 小規模多機能ホームケアリビングそれいゆ ショウキボタキノウホームケアリビングソレイユ 7918006 愛媛県松山市安城寺町969番地5 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-989-6601 H25/02/01 指定 松山市

3890100989 医療法人　クリニック暖 グループホーム　ファミール桑原 グループホーム　ファミールクワバラ 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 認知症対応型共同生活介護 089-921-4165 H25/09/01 指定 松山市
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3890100989 医療法人　クリニック暖 グループホーム　ファミール桑原 グループホーム　ファミールクワバラ 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１２番３０号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-921-4165 H25/09/01 指定 松山市

3890101003 医療法人　天真会 小規模多機能ホームつよし ショウキボタキノウホームツヨシ 7911122 愛媛県松山市津吉町６１１番地３ 小規模多機能型居宅介護 089-960-8353 H25/10/01 指定 松山市

3890101011 社会福祉法人泰斗福祉会 グループホーム　いだい グループホーム　イダイ 7910112 愛媛県松山市下伊台町１３８２番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-993-8146 H26/01/18 指定 松山市

3890101011 社会福祉法人泰斗福祉会 グループホーム　いだい グループホーム　イダイ 7910112 愛媛県松山市下伊台町１３８２番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-993-8146 H26/01/18 指定 松山市

3890101029 セントケア四国株式会社 セントケア看護小規模松山 セントケアカンゴショウキボマツヤマ 7992655 愛媛県松山市馬木町２１６７番地 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 089-911-8280 H26/02/01 指定 松山市

3890101037 医療法人　ミネルワ会 グループホーム　ミネルワ グループホーム　ミネルワ 7918025 松山市衣山五丁目７１７番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-922-1119 H26/03/16 指定 松山市

3890101037 医療法人　ミネルワ会 グループホーム　ミネルワ グループホーム　ミネルワ 7918025 松山市衣山五丁目７１７番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-922-1119 H26/03/16 指定 松山市

3890101045 社会福祉法人　平成会 小規模特別養護老人ホーム　ジェントルハートみつ ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　ジェントルハートミツ 7918051 松山市梅田町４番３５号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-953-3200 H26/03/12 指定 松山市

3890101052 社会福祉法人　平成会 グループホーム　ジェントルハートみつ グループホーム　ジェントルハートミツ 7918051 松山市梅田町４番３５号 認知症対応型共同生活介護 089-953-3200 H26/03/12 指定 松山市

3890101052 社会福祉法人　平成会 グループホーム　ジェントルハートみつ グループホーム　ジェントルハートミツ 7918051 松山市梅田町４番３５号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-953-3200 H26/03/12 指定 松山市

3890101060 株式会社　民友会 小規模多機能型居宅介護　いなほ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　イナホ 7918003 松山市志津川町４９番１ 小規模多機能型居宅介護 089-978-9808 H26/04/01 指定 松山市

3890101060 株式会社　民友会 小規模多機能型居宅介護　いなほ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　イナホ 7918003 松山市志津川町４９番１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-978-9808 H26/04/01 指定 松山市

3890101078 株式会社　里山どんぐり 医療型小規模多機能事業所　里山どんぐり イリョウガタショウキボタキノウジギョウショ　サトヤマドングリ 7900064 愛媛県松山市愛光町６番３号 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 089-989-8700 H26/04/01 指定 松山市

3890101086 株式会社　一榮 小規模多機能　いちえい　保免 ショウキボタキノウ　イチエイ　ホウメン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目３番１９号 小規模多機能型居宅介護 089-989-7415 H26/04/02 指定 松山市

3890101086 株式会社　一榮 小規模多機能　いちえい　保免 ショウキボタキノウ　イチエイ　ホウメン 7900042 愛媛県松山市保免中二丁目３番１９号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-989-7415 H26/04/02 指定 松山市

3890101094 社会福祉法人　安寿会 小規模多機能センター　あわい ショウキボタキノウセンター　アワイ 7992468 愛媛県松山市小川甲２１４番１ 小規模多機能型居宅介護 089-994-7787 H26/05/31 指定 松山市

3890101094 社会福祉法人　安寿会 小規模多機能センター　あわい ショウキボタキノウセンター　アワイ 7992468 愛媛県松山市小川甲２１４番１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-994-7787 H26/05/31 指定 松山市

3890101102 社会福祉法人安寿会 グループホーム　あわい グループホーム　アワイ 7992468 愛媛県松山市小川甲２１４番１ 認知症対応型共同生活介護 089-994-7787 H26/05/31 指定 松山市

3890101102 社会福祉法人安寿会 グループホーム　あわい グループホーム　アワイ 7992468 愛媛県松山市小川甲２１４番１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-994-7787 H26/05/31 指定 松山市

3890101110 社会福祉法人安寿会 特別養護老人ホーム　あわい トクベツヨウゴロウジンホーム　アワイ 7992468 愛媛県松山市小川甲２１４番１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-994-7787 H26/05/31 指定 松山市

3890101128 社会福祉法人安寿会 デイサービスセンター　あわい デイサービスセンター　アワイ 7992468 愛媛県松山市小川甲２１４番１ 認知症対応型通所介護 089-994-7787 H26/05/31 指定 松山市

3890101128 社会福祉法人安寿会 デイサービスセンター　あわい デイサービスセンター　アワイ 7992468 愛媛県松山市小川甲２１４番１ 介護予防認知症対応型通所介護 089-994-7787 H26/05/31 指定 松山市

3890101136 株式会社クロス・サービス ほのかのぬくもり ホノカノヌクモリ 7900952 愛媛県松山市朝生田町七丁目１３番２８号 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 089-933-8841 H26/09/01 指定 松山市

3890101144 社会福祉法人　鷺月福祉会 小規模多機能型居宅介護事業所　せんの里　ねんりん ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　センノサト　ネンリン 7910112 愛媛県松山市下伊台町１３６２番地 小規模多機能型居宅介護 089-968-2345 H26/10/01 休止 松山市

3890101144 社会福祉法人　鷺月福祉会 小規模多機能型居宅介護事業所　せんの里　ねんりん ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　センノサト　ネンリン 7910112 愛媛県松山市下伊台町１３６２番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-968-2345 H26/10/01 休止 松山市

3890101169 株式会社ともにＬｉｆｅ 小規模多機能型居宅介護　ともの樹 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　トモノキ 7900043 愛媛県松山市保免西三丁目９－２６ 小規模多機能型居宅介護 089-972-2200 H26/11/01 指定 松山市

3890101177 有限会社　託老所あんき 小規模多機能の家　こんまいこんまい「あんき」 ショウキボタキノウノイエ　コンマイコンマイ「アンキ」 7918044 愛媛県松山市西垣生町１７０４番地２ 小規模多機能型居宅介護 089-971-1172 H26/12/01 指定 松山市

3890101177 有限会社　託老所あんき 小規模多機能の家　こんまいこんまい「あんき」 ショウキボタキノウノイエ　コンマイコンマイ「アンキ」 7918044 愛媛県松山市西垣生町１７０４番地２ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-971-1172 H26/12/01 指定 松山市

3890101185 社会福祉法人鷺月福祉会 せんの里　ねんりん センノサト　ネンリン 7910112 愛媛県松山市下伊台町１３６２番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-968-2345 H26/12/24 指定 松山市

3890101193 有限会社ほくと 小規模多機能型　海の家　すずらん ショウキボタキノウガタ　ウミノイエ　スズラン 7992651 愛媛県松山市堀江町甲５３１番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-979-7776 H26/12/25 指定 松山市

3890101219 医療法人　さくら会 グループホーム　持田のいえ グループホーム　モチダノイエ 7900855 愛媛県松山市持田町四丁目７番９号 認知症対応型共同生活介護 089-933-6631 H27/03/01 指定 松山市

3890101219 医療法人　さくら会 グループホーム　持田のいえ グループホーム　モチダノイエ 7900855 愛媛県松山市持田町四丁目７番９号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-933-6631 H27/03/01 指定 松山市

3890101227 医療法人　さくら会 小規模多機能型居宅介護　持田のいえ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　モチダノイエ 7900855 愛媛県松山市持田町四丁目７番９号 小規模多機能型居宅介護 089-933-6632 H27/03/01 指定 松山市

3890101227 医療法人　さくら会 小規模多機能型居宅介護　持田のいえ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　モチダノイエ 7900855 愛媛県松山市持田町四丁目７番９号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-933-6632 H27/03/01 指定 松山市

3890101235 特定非営利活動法人Ｌｉｎｋ愛媛 デイサービス　しまのわ デイサービス　シマノワ 7918093 愛媛県松山市泊町２６６番地 認知症対応型通所介護 089-961-5100 R01/07/01 指定 松山市

3890101235 特定非営利活動法人Ｌｉｎｋ愛媛 グループホームごごしま グループホームゴゴシマ 7918093 愛媛県松山市泊町２６６番地 認知症対応型共同生活介護 089-961-5100 H27/03/16 指定 松山市

3890101235 特定非営利活動法人Ｌｉｎｋ愛媛 デイサービス　しまのわ デイサービス　シマノワ 7918093 愛媛県松山市泊町２６６番地 介護予防認知症対応型通所介護 089-961-5100 R01/07/01 指定 松山市

3890101235 特定非営利活動法人Ｌｉｎｋ愛媛 グループホームごごしま グループホームゴゴシマ 7918093 愛媛県松山市泊町２６６番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-961-5100 H27/03/16 指定 松山市

3890101243 株式会社　メディックス グループホーム　パートナーハウスやまぶき グループホーム　パートナーハウスヤマブキ 7910112 愛媛県松山市下伊台町１２９３番３ 認知症対応型共同生活介護 089-914-3311 H27/03/21 指定 松山市

3890101243 株式会社　メディックス グループホーム　パートナーハウスやまぶき グループホーム　パートナーハウスヤマブキ 7910112 愛媛県松山市下伊台町１２９３番３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-914-3311 H27/03/21 指定 松山市

3890101250 社会福祉法人和光会 和光苑ゆうぐん ワコウエンユウグン 7900031 愛媛県松山市雄郡二丁目５番８号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-909-7600 H27/05/01 指定 松山市

3890101276 社会福祉法人ともの家 小規模多機能　ともの家　吾も紅 ショウキボタキノウ　トモノイエ　ワレモコウ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲５６２番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-916-5208 H27/05/20 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3890101276 社会福祉法人ともの家 小規模多機能　ともの家　吾も紅 ショウキボタキノウ　トモノイエ　ワレモコウ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲５６２番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-916-5208 H27/05/20 指定 松山市

3890101284 株式会社響 小規模多機能ホーム三町 ショウキボタキノウホームサンチョウ 7900914 愛媛県松山市三町三丁目３番２３号 小規模多機能型居宅介護 089-909-7517 H27/06/10 指定 松山市

3890101284 株式会社響 小規模多機能ホーム三町 ショウキボタキノウホームサンチョウ 7900914 愛媛県松山市三町三丁目３番２３号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-909-7517 H27/06/10 指定 松山市

3890101292 社会福祉法人瀬戸福慈会 竹の郷 タケノサト 7992662 愛媛県松山市太山寺町１４７０番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-979-7781 H27/06/25 指定 松山市

3890101300 社会福祉法人瀬戸福慈会 小規模多機能型居宅介護　竹の郷 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　タケノサト 7992662 愛媛県松山市太山寺町１４７０番地 小規模多機能型居宅介護 089-979-7783 H27/06/25 指定 松山市

3890101300 社会福祉法人瀬戸福慈会 小規模多機能型居宅介護　竹の郷 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　タケノサト 7992662 愛媛県松山市太山寺町１４７０番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-979-7783 H27/06/25 指定 松山市

3890101318 社会福祉法人瀬戸福慈会 高齢者グループホーム　竹の郷 コウレイシャグループホーム　タケノサト 7992662 愛媛県松山市太山寺町１４７０番地 認知症対応型共同生活介護 089-979-7782 H27/06/25 指定 松山市

3890101318 社会福祉法人瀬戸福慈会 高齢者グループホーム　竹の郷 コウレイシャグループホーム　タケノサト 7992662 愛媛県松山市太山寺町１４７０番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-979-7782 H27/06/25 指定 松山市

3890101326 株式会社サンリベラル ２４時間巡回介護・看護　ドマーニケア２４ ニジュウヨジカンジュンカイカイゴ・カンゴ　ドマーニケアニジュウヨン 7900036 愛媛県松山市小栗二丁目３番５号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 089-931-1515 H27/08/01 指定 松山市

3890101342 社会福祉法人　砥部寿会 グループホーム里山 グループホームサトヤマ 7900925 愛媛県松山市鷹子町乙４０２番地９ 認知症対応型共同生活介護 089-976-2681 H28/04/01 指定 松山市

3890101342 社会福祉法人　砥部寿会 グループホーム里山 グループホームサトヤマ 7900925 愛媛県松山市鷹子町乙４０２番地９ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-976-2681 H28/04/01 指定 松山市

3890101359 社会福祉法人安寿会 グループホームこうの グループホームコウノ 7992436 愛媛県松山市河野別府１７９番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-993-2900 H28/07/01 指定 松山市

3890101359 社会福祉法人安寿会 グループホームこうの グループホームコウノ 7992436 愛媛県松山市河野別府１７９番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-993-2900 H28/07/01 指定 松山市

3890101367 社会福祉法人安寿会 グループホームふくずみ グループホームフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町甲６１６番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-911-8700 H28/07/01 指定 松山市

3890101367 社会福祉法人安寿会 グループホームふくずみ グループホームフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町甲６１６番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-911-8700 H28/07/01 指定 松山市

3890101375 社会福祉法人安寿会 小規模多機能の家こうの ショウキボタキノウノイエコウノ 7992436 愛媛県松山市河野別府１７９番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-993-2920 H28/07/01 指定 松山市

3890101375 社会福祉法人安寿会 小規模多機能の家こうの ショウキボタキノウノイエコウノ 7992436 愛媛県松山市河野別府１７９番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-993-2920 H28/07/01 指定 松山市

3890101383 社会福祉法人安寿会 小規模多機能施設ふくずみ ショウキボタキノウシセツフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町甲６１６番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-911-8881 H28/07/01 指定 松山市

3890101383 社会福祉法人安寿会 小規模多機能施設ふくずみ ショウキボタキノウシセツフクズミ 7992652 愛媛県松山市福角町甲６１６番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-911-8881 H28/07/01 指定 松山市

3890101391 有限会社ＴＥＮＫＯＵ デイサービスてんこう デイサービステンコウ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１３３８番地１０５ 地域密着型通所介護 089-906-5583 H28/08/02 指定 松山市

3890101417 株式会社クロス・サービス デイサービス　むく デイサービス　ムク 7911135 愛媛県松山市西野町甲４３４番地１ 認知症対応型通所介護 089-960-8330 H28/12/01 指定 松山市

3890101417 株式会社クロス・サービス デイサービス　むく デイサービス　ムク 7911135 愛媛県松山市西野町甲４３４番地１ 介護予防認知症対応型通所介護 089-960-8330 H28/12/01 指定 松山市

3890101425 セントケア四国株式会社 セントケア看護小規模山越 セントケアカンゴショウキボヤマゴエ 7918013 愛媛県松山市山越一丁目８番２６号 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 089-911-1015 H28/12/01 指定 松山市

3890101433 株式会社一榮 小規模多機能　いちえい　日招きの里 ショウキボタキノウ　イチエイ　ヒマネキノサト 7900043 愛媛県松山市保免西一丁目５番２４号 小規模多機能型居宅介護 089-974-2024 H29/01/27 指定 松山市

3890101433 株式会社一榮 小規模多機能　いちえい　日招きの里 ショウキボタキノウ　イチエイ　ヒマネキノサト 7900043 愛媛県松山市保免西一丁目５番２４号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-974-2024 H29/01/27 指定 松山市

3890101441 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかん七星 デイサービスセンターミカンナナツボシ 7900925 愛媛県松山市鷹子町２８４番地１ 地域密着型通所介護 089-916-3868 H29/03/21 指定 松山市

3890101466 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホームゆうゆう針田 ショウキボタキノウホームユウユウハリタ 7900055 愛媛県松山市針田町１２８番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-909-8366 H29/04/01 指定 松山市

3890101466 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホームゆうゆう針田 ショウキボタキノウホームユウユウハリタ 7900055 愛媛県松山市針田町１２８番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-909-8366 H29/04/01 指定 松山市

3890101474 社会福祉法人みかん会 地域密着型小規模特別養護老人ホームみかんの里 チイキミッチャクガタショウキボトクベツヨウゴロウジンホームミカンノサト 7918003 愛媛県松山市志津川町２００番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-978-7553 H29/05/01 指定 松山市

3890101482 社会福祉法人みかん会 グループホームここち グループホームココチ 7918003 愛媛県松山市志津川町２００番地 認知症対応型共同生活介護 089-978-7553 H29/05/01 指定 松山市

3890101482 社会福祉法人みかん会 グループホームここち グループホームココチ 7918003 愛媛県松山市志津川町２００番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-7553 H29/05/01 指定 松山市

3890101490 社会福祉法人　愛隣園 小規模特別養護老人ホーム　ガリラヤ久米 ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 970-9101 H29/05/22 指定 松山市

3890101508 社会福祉法人　愛隣園 デイサービス　ガリラヤ久米 デイサービス　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 地域密着型通所介護 970-9101 H29/05/22 指定 松山市

3890101516 社会福祉法人　愛隣園 グループホーム　ガリラヤ久米 グループホーム　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 認知症対応型共同生活介護 970-9101 H29/05/22 指定 松山市

3890101516 社会福祉法人　愛隣園 グループホーム　ガリラヤ久米 グループホーム　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町６６７番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 970-9101 H29/05/22 指定 松山市

3890101524 社会福祉法人　如水会 特別養護老人ホーム　さくら トクベツヨウゴロウジンホーム　サクラ 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６３８番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-952-2222 H29/05/24 指定 松山市

3890101532 社会福祉法人　如水会 グループホーム　すみれ グループホーム　スミレ 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６３８番地 認知症対応型共同生活介護 089-951-7777 H29/05/24 指定 松山市

3890101532 社会福祉法人　如水会 グループホーム　すみれ グループホーム　スミレ 7918067 愛媛県松山市古三津四丁目６３８番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-951-7777 H29/05/24 指定 松山市

3890101540 株式会社　ヨシケンコーポレーション グループホームいしい和泉 グループホームイシイイズミ 7900941 愛媛県松山市和泉南二丁目５番１号 認知症対応型共同生活介護 089-909-3730 H29/06/01 指定 松山市

3890101540 株式会社　ヨシケンコーポレーション グループホームいしい和泉 グループホームイシイイズミ 7900941 愛媛県松山市和泉南二丁目５番１号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-909-3730 H29/06/01 指定 松山市

3890101557 株式会社　ヨシケンコーポレーション 小規模多機能ホームいしい和泉 ショウキボタキノウホームイシイイズミ 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目５番１号 小規模多機能型居宅介護 089-909-3720 H29/06/01 指定 松山市

3890101557 株式会社　ヨシケンコーポレーション 小規模多機能ホームいしい和泉 ショウキボタキノウホームイシイイズミ 7900941 愛媛県松山市和泉南２丁目５番１号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-909-3720 H29/06/01 指定 松山市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3890101565 有限会社リハビリステーションみかん デイサービスセンターみかんリハビリクラブ デイサービスセンターミカンリハビリクラブ 7918005 愛媛県松山市東長戸三丁目４番２７号 地域密着型通所介護 089-989-7203 H29/07/01 指定 松山市

3890101573 株式会社　四ッ葉 グループホーム　四葉　問屋 グループホーム　ヨツバ　トイヤ 7918018 愛媛県松山市問屋町８番６号 認知症対応型共同生活介護 089-922-4165 H29/07/01 指定 松山市

3890101573 株式会社　四ッ葉 グループホーム　四葉　問屋 グループホーム　ヨツバ　トイヤ 7918018 愛媛県松山市問屋町８番６号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-922-4165 H29/07/01 指定 松山市

3890101581 社会福祉法人  道真会 地域密着型介護老人福祉施設　ハピネスさや家 チイキミッチャクガタカイゴロウジンフクシシセツ　ハピネスサヤカ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１３８５番地１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-965-0888 H29/07/01 指定 松山市

3890101599 社会福祉法人  道真会 グループホームさわや家 グループホームサワヤカ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１３８５番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-965-0889 H29/07/01 指定 松山市

3890101599 社会福祉法人  道真会 グループホームさわや家 グループホームサワヤカ 7918032 愛媛県松山市南斎院町１３８５番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-965-0889 H29/07/01 指定 松山市

3890101607 株式会社　Ｒｅｈａ　Ｌａｂｏ デイサービスセンターりはらぼ デイサービスセンターリハラボ 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号エバーグリーン松山 地域密着型通所介護 089-993-6710 H29/07/25 指定 松山市

3890101615 株式会社響 小規模多機能ホーム桑原 ショウキボタキノウホームクワバラ 7900911 愛媛県松山市桑原二丁目１０番２１号 小規模多機能型居宅介護 089-968-1337 H29/08/01 指定 松山市

3890101615 株式会社響 小規模多機能ホーム桑原 ショウキボタキノウホームクワバラ 7900911 愛媛県松山市桑原二丁目１０番２１号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-968-1337 H29/08/01 指定 松山市

3890101623 医療法人かどた脳神経外科 リハプライド　かどた リハプライド　カドタ 7910244 愛媛県松山市水泥町１００番地２ 地域密着型通所介護 089-909-3805 H29/12/26 指定 松山市

3890101631 社会福祉法人寿楽会 特別養護老人ホーム福寿 トクベツヨウゴロウジンホームフクジュ 7992653 愛媛県松山市権現町甲１０番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-978-6180 H30/04/18 指定 松山市

3890101649 一般社団法人地域リハビリコミュニケーションセンター リハコミュ　てらよこ リハコミュ　テラヨコ 7900852 愛媛県松山市石手２丁目８番３０号 地域密着型通所介護 089-909-4410 H30/05/07 指定 松山市

3890101656 社会福祉法人　愛寿会 グループホーム　あいじゅ祝谷 グループホーム　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-994-5811 H30/05/03 指定 松山市

3890101656 社会福祉法人　愛寿会 グループホーム　あいじゅ祝谷 グループホーム　アイジュイワイダニ 7900833 愛媛県松山市祝谷六丁目１０２７番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-994-5811 H30/05/03 指定 松山市

3890101664 社会福祉法人寿楽会 特別養護老人ホームみぞのべ トクベツヨウゴロウジンホームミゾノベ 7910101 愛媛県松山市溝辺町甲３４６番地５ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-977-5870 H30/05/12 指定 松山市

3890101672 社会福祉法人北条福祉協会 グループホーム　なでしこ グループホーム　ナデシコ 7992407 愛媛県松山市下難波甲８６番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-992-9311 H30/05/28 指定 松山市

3890101672 社会福祉法人北条福祉協会 グループホーム　なでしこ グループホーム　ナデシコ 7992407 愛媛県松山市下難波甲８６番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-992-9311 H30/05/28 指定 松山市

3890101680 株式会社クロス・サービス 小規模多機能ホームここえ ショウキボタキノウホームココエ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２７７番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-909-3561 H30/06/01 指定 松山市

3890101680 株式会社クロス・サービス 小規模多機能ホームここえ ショウキボタキノウホームココエ 7910243 愛媛県松山市平井町甲３２７７番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-909-3561 H30/06/01 指定 松山市

3890101698 社会福祉法人喜久寿 ウェルケア道後 ウェルケアドウゴ 7910112 愛媛県松山市下伊台町乙１２９番地９ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-993-8232 H30/06/14 指定 松山市

3890101706 社会福祉法人悠友会 高齢者総合福祉施設　ゆうりん苑 コウレイシャソウゴウフクシシセツ　ユウリンエン 7911122 愛媛県松山市津吉町１００８番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-963-1008 H30/06/24 指定 松山市

3890101722 株式会社ミツワ都市開発 デイサービスセンター　ふくすけ デイサービスセンター　フクスケ 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 地域密着型通所介護 089-973-2929 H30/07/01 指定 松山市

3890101730 社会福祉法人名石会 特別養護老人ホームほしのおか トクベツヨウゴロウジンホームホシノオカ 7900922 愛媛県松山市星岡一丁目３１番７号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-909-5454 H30/07/19 指定 松山市

3890101748 社会福祉法人名石会 小規模多機能ほしのおか ショウキボタキノウホシノオカ 7900922 愛媛県松山市星岡一丁目３１番７号 小規模多機能型居宅介護 089-909-5454 H30/07/19 指定 松山市

3890101748 社会福祉法人名石会 小規模多機能ほしのおか ショウキボタキノウホシノオカ 7900922 愛媛県松山市星岡一丁目３１番７号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-909-5454 H30/07/19 指定 松山市

3890101755 ベストケア株式会社 コンシェリナ松山城北 コンシェリナマツヤマジョウホク 7918013 愛媛県松山市山越五丁目9番6号 地域密着型通所介護 089-911-1118 H30/10/01 指定 松山市

3890101755 ベストケア株式会社 コンシェリナ松山城北 コンシェリナマツヤマジョウホク 7918013 愛媛県松山市山越五丁目9番6号 通所型サービス（独自） 089-911-1118 H30/10/01 指定 松山市

3890101763 株式会社悠遊社 グループホーム　よろこび グループホーム　ヨロコビ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲2082番地1 認知症対応型共同生活介護 089-978-7711 H30/10/01 指定 松山市

3890101763 株式会社悠遊社 グループホーム　よろこび グループホーム　ヨロコビ 7992651 愛媛県松山市堀江町甲2082番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-978-7711 H30/10/01 指定 松山市

3890101771 特定非営利活動法人グループホームしいのみ デイサービス　紫竹庵 デイサービス　シチクアン 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１１番３５号 認知症対応型通所介護 089-922-7403 H30/10/01 指定 松山市

3890101771 特定非営利活動法人グループホームしいのみ デイサービス　紫竹庵 デイサービス　シチクアン 7918013 愛媛県松山市山越２丁目１１番３５号 介護予防認知症対応型通所介護 089-922-7403 H30/10/01 指定 松山市

3890101789 株式会社ひろみ デイサービスセンター楽トレ デイサービスセンターラクトレ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1210番地1 地域密着型通所介護 089-992-9670 H31/01/07 休止 松山市

3890101789 株式会社ひろみ デイサービスセンター楽トレ デイサービスセンターラクトレ 7918041 愛媛県松山市北吉田町1210番地1 通所型サービス（独自） 089-992-9670 H31/01/07 休止 松山市

3890101797 医療法人ミネルワ会 グループホーム　ミネルワデイ グループホーム　ミネルワデイ 7918025 愛媛県松山市衣山五丁目717番地1 認知症対応型通所介護 089-922-1119 H31/04/01 指定 松山市

3890101805 株式会社te-to-te デイサービス　いろり　２号館 デイサービス　イロリ　２ゴウカン 7900964 愛媛県松山市中村四丁目８番１４号エキサイトビル２F３F 地域密着型通所介護 089-933-0025 R01/06/15 指定 松山市

3890101805 株式会社te-to-te デイサービス　いろり　２号館 デイサービス　イロリ　２ゴウカン 7900964 愛媛県松山市中村四丁目８番１４号エキサイトビル２F３F 通所型サービス（独自） 089-933-0025 R01/06/15 指定 松山市

3890101813 株式会社ファミリーケア デイサービス智温苑 デイサービスチハルエン 7918044 愛媛県松山市西垣生町１１８４番地５ 地域密着型通所介護 089-971-0010 R01/07/01 指定 松山市

3890101813 株式会社ファミリーケア デイサービス智温苑 デイサービスチハルエン 7918044 愛媛県松山市西垣生町１１８４番地５ 通所型サービス（独自） 089-971-0010 R01/07/01 指定 松山市

3890101821 株式会社ケアセンターとかじ デイサービスセンター和楽 デイサービスセンターワラク 7900814 愛媛県松山市味酒町一丁目９番地１５ 地域密着型通所介護 089-998-2255 R01/08/01 指定 松山市

3890101839 株式会社ケアライフエナジー 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　プリンス テイキジュンカイ・ズイジタイオウガタホウモンカイゴカンゴジギョウショ　プリンス 7900952 愛媛県松山市朝生田町1丁目15番1号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 089-993-6802 R02/03/01 指定 松山市

3890101847 株式会社悠遊社 グループホーム優輝 グループホームユウキ 7918031 愛媛県松山市北斎院町４７６番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-972-8810 R02/03/01 指定 松山市

3890101847 株式会社悠遊社 グループホーム優輝 グループホームユウキ 7918031 愛媛県松山市北斎院町４７６番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-972-8810 R02/03/01 指定 松山市
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3890101854 有限会社優寿の里 グループホーム　OneLife グループホーム　ワンライフ 7918026 愛媛県松山市山西町７８４番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-910-3511 R02/03/16 指定 松山市

3890101854 有限会社優寿の里 グループホーム　OneLife グループホーム　ワンライフ 7918026 愛媛県松山市山西町７８４番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-910-3511 R02/03/16 指定 松山市

3890101862 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの和 グループホームスミレノナゴミ 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１５番１３号 認知症対応型共同生活介護 089-913-6606 R02/03/26 指定 松山市

3890101862 有限会社ティーエムコーポレーション グループホームすみれの和 グループホームスミレノナゴミ 7900913 愛媛県松山市畑寺三丁目１５番１３号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-913-6606 R02/03/26 指定 松山市

3890101870 株式会社ミツワ都市開発 グループホームおたふく グループホームオタフク 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 認知症対応型共同生活介護 089-973-3737 R02/03/25 指定 松山市

3890101870 株式会社ミツワ都市開発 グループホームおたふく グループホームオタフク 7910054 愛媛県松山市空港通四丁目７番１号 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-973-3737 R02/03/25 指定 松山市

3890101888 有限会社山起会ライフサプライ デイサービスセンター　ケアフル朝生田 デイサービスセンター　ケアフルアソダ 7900952 愛媛県松山市朝生田町一丁目１２番２号 地域密着型通所介護 089-931-0551 R02/07/01 指定 松山市

3890101896 社会福祉法人白寿会 グループホーム　サンシティ北条 グループ　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地2 認知症対応型共同生活介護 089-993-3006 R02/09/01 指定 松山市

3890101896 社会福祉法人白寿会 グループホーム　サンシティ北条 グループホーム　サンシティホウジョウ 7992407 愛媛県松山市下難波甲1377番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-993-3006 R02/09/01 指定 松山市

3890101912 株式会社ツクイ ツクイ松山南江戸グループホーム ツクイマツヤマミナミエドグループホーム 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目１番２９ 認知症対応型通所介護 089-998-3020 R02/10/01 指定 松山市

3890101912 株式会社ツクイ ツクイ松山南江戸グループホーム ツクイマツヤマミナミエドグループホーム 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目１番２９ 認知症対応型共同生活介護 089-998-3020 R02/10/01 指定 松山市

3890101912 株式会社ツクイ ツクイ松山南江戸グループホーム ツクイマツヤマミナミエドグループホーム 7900062 愛媛県松山市南江戸二丁目１番２９ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-998-3020 R02/10/01 指定 松山市

3890101920 社会福祉法人　砥部寿会 小規模多機能ホーム　里山 ショウキボタキノウホーム　サトヤマ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１１１１番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-993-7322 R02/10/01 指定 松山市

3890101920 社会福祉法人　砥部寿会 小規模多機能ホーム　里山 ショウキボタキノウホーム　サトヤマ 7900925 愛媛県松山市鷹子町１１１１番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-993-7322 R02/10/01 指定 松山市

3890101938 株式会社日本ケアサポート シーサイド高岡 シーサイドタカオカ 7918036 愛媛県松山市高岡町８７７番地６ 小規模多機能型居宅介護 089-972-2000 R02/10/01 指定 松山市

3890101938 株式会社日本ケアサポート シーサイド高岡 シーサイドタカオカ 7918036 愛媛県松山市高岡町８７７番地６ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-972-2000 R02/10/01 指定 松山市

3890101946 株式会社響 小規模多機能ホーム新石手 ショウキボタキノウホームシンイシテ 7900901 愛媛県松山市新石手甲２１９番地３ 小規模多機能型居宅介護 089-909-5157 R02/10/01 指定 松山市

3890101946 株式会社響 小規模多機能ホーム新石手 ショウキボタキノウホームシンイシテ 7900901 愛媛県松山市新石手甲２１９番地３ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-909-5157 R02/10/01 指定 松山市

3890101953 社会福祉法人松山紅梅会 特別養護老人ホーム梅本の里・サテライト トクベツヨウゴロウジンホームウメモトノサトサテライト 7910243 愛媛県松山市平井町１２８７番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-997-7753 R02/10/26 指定 松山市

3890101961 松山医療生活協同組合 小規模多機能ホーム虹の家 ショウキボタキノウホームニジノイエ 7900966 愛媛県松山市立花五丁目１番５３号 小規模多機能型居宅介護 089-945-9253 R03/04/01 指定 松山市

3890101961 松山医療生活協同組合 小規模多機能ホーム虹の家 ショウキボタキノウホームニジノイエ 7900966 愛媛県松山市立花五丁目１番５３号 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-945-9253 R03/04/01 指定 松山市

38A0100028 じん株式会社 介護パートナー　ゆめ カイゴパートナー　ユメ 7918054 愛媛県松山市松江町１番１２号パークサイド上田２０２号 訪問型サービス（独自） 089-909-6300 H29/04/01 指定 松山市

38A0100028 じん株式会社 介護パートナー　ゆめ カイゴパートナー　ユメ 7918054 愛媛県松山市松江町１番１２号パークサイド上田２０２号 訪問型サービス（独自／定率） 089-909-6300 H29/04/01 指定 松山市

38A0100036 有限会社ステージ ミュージック・ステージ ミュージック・ステージ 7918014 愛媛県松山市山越町452番地11 通所型サービス（独自／定率） 089-910-4000 H29/04/01 休止 松山市

38A0100051 ダイヤサービス有限会社 ダイヤサービス ダイヤサービス 7900964 愛媛県松山市中村二丁目７番２３号 訪問型サービス（独自／定率） 089-909-3345 H29/04/01 指定 松山市

38A0100192 社会福祉法人　愛隣園 デイサービス　ガリラヤ久米 デイサービス　ガリラヤクメ 7911101 愛媛県松山市久米窪田町667番地1 通所型サービス（独自） 089-970-9101 H29/05/22 指定 松山市

38A0100218 株式会社　Ｒｅｈａ　Ｌａｂｏ デイサービスセンターりはらぼ デイサービスセンターリハラボ 7900053 愛媛県松山市竹原二丁目１番５０号 通所型サービス（独自） 089-993-6710 H29/07/25 指定 松山市

38A0100226 一般社団法人　地域リハビリコミュニケーションセンター リハコミュ　てらよこ リハコミュ　テラヨコ 7900852 愛媛県松山市石手２丁目８番３０号 通所型サービス（独自） 089-909-4410 H30/05/07 指定 松山市

38A0100259 有限会社メディケアサポート デイサービスいきいきわかば デイサービスイキイキワカバデ 7918053 愛媛県松山市若葉町４番２７号 通所型サービス（独自／定率） 089-989-9710 H30/09/01 指定 松山市

38A0100267 社会福祉法人悠友会 デイサービスゆうりん デイサービスユウリン 7911122 愛媛県松山市津吉町１００８番地 通所型サービス（独自） 089-963-1008 H31/04/01 指定 松山市

38A0100275 株式会社クロス・サービス ケアサポートまつやま平井事業所 ケアサポートマツヤマヒライジギョウショ 7911102 愛媛県松山市来住町１０５７番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-909-3561 R01/08/10 指定 松山市

38A0100283 株式会社華桔梗 ヘルパーステーション　華桔梗 ヘルパーステーション　ハナキキョウ 7911112 愛媛県松山市南高井町１３７８番地５ 訪問型サービス（独自／定率） 089-970-8782 R01/08/16 指定 松山市

38B0100026 医療法人天真会 南高井病院介護医療院 ミナミタカイビョウインカイゴイリョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 通所リハビリテーション 089-976-7777 R01/12/01 指定 松山市

38B0100026 医療法人天真会 南高井病院介護医療院 ミナミタカイビョウインカイゴイリョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 短期入所療養介護 089-976-7777 R01/12/01 指定 松山市

38B0100026 医療法人天真会 南高井病院介護医療院 ミナミタカイビョウインカイゴイリョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 介護医療院 089-976-7777 R01/12/01 指定 松山市

38B0100026 医療法人天真会 南高井病院介護医療院 ミナミタカイビョウインカイゴイリョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 介護予防通所リハビリテーション 089-976-7777 R01/12/01 指定 松山市

38B0100026 医療法人天真会 南高井病院介護医療院 ミナミタカイビョウインカイゴイリョウイン 7911112 愛媛県松山市南高井町３３３番地 介護予防短期入所療養介護 089-976-7777 R01/12/01 指定 松山市

38B0100034 医療法人社団酉仁会 浦屋医院介護医療院 ウラヤイインカイゴイリョウイン 7900804 愛媛県松山市中一万町５番地１０ 介護医療院 089-943-0150 R02/07/01 指定 松山市

3800200036 今治市 指定介護予防支援事業所　今治市伯方地域包括支援センター シテイカイゴヨボウシエンジギョウショ　イマバリシハカタチイキホウカツシエンセンター 7942305 今治市伯方町木浦甲１２３５番地 介護予防ケアマネジメント 0897-72-1065 H27/04/01 指定 今治市

3800200051 医療法人　順天会 今治市地域包括支援センター日吉・近見 イマバリシチイキホウカツシエンセンターヒヨシ・チカミ 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１１番１７号 介護予防支援 0898-22-7960 H25/04/01 指定 今治市

3800200051 医療法人　順天会 今治市地域包括支援センター日吉・近見 イマバリシチイキホウカツシエンセンターヒヨシ・チカミ 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１１番１７号 介護予防ケアマネジメント 0898-22-7960 H27/04/01 指定 今治市

3800200069 医療法人　滴水会 今治市地域包括支援センター美須賀・立花 イマバリシチイキホウカツシエンセンターミスカ・タチバナ 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 介護予防支援 0898-55-8872 H25/04/01 指定 今治市
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3800200069 医療法人　滴水会 今治市地域包括支援センター美須賀・立花 イマバリシチイキホウカツシエンセンターミスカ・タチバナ 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 介護予防ケアマネジメント 0898-55-8872 H27/04/01 指定 今治市

3800200077 医療法人　隆典会 今治市地域包括支援センター西・南 イマバリシチイキホウカツシエンセンターニシ・ミナミ 7940065 愛媛県今治市別名２７２番地 介護予防支援 0898-33+7861 H25/04/01 指定 今治市

3800200077 医療法人　隆典会 今治市地域包括支援センター西・南 イマバリシチイキホウカツシエンセンターニシ・ミナミ 7940065 愛媛県今治市別名２７２番地 介護予防ケアマネジメント 0898-33+7861 H27/04/01 指定 今治市

3800200085 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市地域包括支援センター桜井・朝倉・玉川 イマバリシチイキホウカツシエンセンターサクライ・アサクラ・タマガワ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲８６番地１ 介護予防支援 0898-36-8330 H25/04/01 指定 今治市

3800200085 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市地域包括支援センター桜井・朝倉・玉川 イマバリシチイキホウカツシエンセンターサクライ・アサクラ・タマガワ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲８６番地１ 介護予防ケアマネジメント 0898-36-8330 H27/04/01 指定 今治市

3800200093 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市地域包括支援センター北郷・大西・菊間 イマバリシチイキホウカツシエンセンターキタゴウ・オオニシ・キクマ 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲５０１番地２ 介護予防支援 0898-53-5540 H25/04/01 指定 今治市

3800200093 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市地域包括支援センター北郷・大西・菊間 イマバリシチイキホウカツシエンセンターキタゴウ・オオニシ・キクマ 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲５０１番地２ 介護予防ケアマネジメント 0898-53-5540 H27/04/01 指定 今治市

3800200101 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市伯方地域包括支援センター イマバリシハカタチイキホウカツシエンセンター 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３９３０番地１ 介護予防支援 0897-74-2123 H29/04/01 指定 今治市

3800200101 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市伯方地域包括支援センター イマバリシハカタチイキホウカツシエンセンター 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３９３０番地１ 介護予防ケアマネジメント 0897-74-2123 H29/04/01 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 訪問リハビリテーション 0898-23-2310 H18/03/13 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 通所リハビリテーション 0898-23-2825 H26/04/01 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 介護予防訪問看護 0898-23-2310 H18/04/01 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-2310 H18/04/01 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-2310 H18/04/01 指定 今治市

3810210041 医療法人  かとう内科 かとう内科 カトウナイカ 7940821 愛媛県今治市立花町１－１０－５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-2825 H25/04/01 指定 今治市

3810210124 ＊ たけうちクリニック タケウチクリニック 7940042 愛媛県今治市旭町２丁目２－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810210124 ＊ たけうちクリニック タケウチクリニック 7940042 愛媛県今治市旭町２丁目２－１１ 通所リハビリテーション 0898-25-8100 H21/04/01 指定 今治市

3810210124 ＊ たけうちクリニック タケウチクリニック 7940042 愛媛県今治市旭町２丁目２－１１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-25-8100 H18/04/01 指定 今治市

3810210124 ＊ たけうちクリニック タケウチクリニック 7940042 愛媛県今治市旭町２丁目２－１１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-25-8100 H21/04/01 指定 今治市

3810210181 鈴木  徹 鈴木耳鼻咽喉科 スズキジビインコウカ 7940027 愛媛県今治市南大門町２－２－３ 居宅療養管理指導 0898-23-0532 H12/04/01 指定 今治市

3810210181 鈴木  徹 鈴木耳鼻咽喉科 スズキジビインコウカ 7940027 愛媛県今治市南大門町２－２－３ 通所リハビリテーション 0898-23-0532 H21/04/01 指定 今治市

3810210181 鈴木  徹 鈴木耳鼻咽喉科 スズキジビインコウカ 7940027 愛媛県今治市南大門町２－２－３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-0532 H18/04/01 指定 今治市

3810210181 鈴木  徹 鈴木耳鼻咽喉科 スズキジビインコウカ 7940027 愛媛県今治市南大門町２－２－３ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-0532 H21/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４番地９ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４番地９ 訪問リハビリテーション 0898-23-0655 H12/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４番地９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町ニ丁目４番地９ 通所リハビリテーション 0898-33-3055 H21/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４番地９ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４番地９ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４番地９ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3810210272 社会医療法人  生きる会 瀬戸内海病院 セトナイカイビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町ニ丁目４番地９ 介護予防通所リハビリテーション 0898-33-3055 H21/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 通所リハビリテーション 0898-22-7300 H21/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 短期入所療養介護 H12/02/10 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 介護療養型医療施設 0898-22-7300 H12/02/10 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 介護予防訪問看護 0898-22-7300 H18/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-7300 H18/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-7300 H18/04/01 指定 今治市
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3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-7300 H21/04/01 指定 今治市

3810210298 医療法人  大樹会 今治南病院 イマバリミナミビョウイン 7940862 愛媛県今治市四村１０３番地１ 介護予防短期入所療養介護 0898-22-7300 H18/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 通所リハビリテーション 0898-25-1311 H21/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 介護予防訪問看護 0898-25-1311 H18/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-25-1311 H18/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-25-1311 H18/04/01 指定 今治市

3810210348 ＊ 相原内科クリニック アイバラナイカクリニック 7940018 愛媛県今治市本町二丁目１－２７ 介護予防通所リハビリテーション 0898-25-1311 H21/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－２－３ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－２－３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－２－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３丁目２番地３ 通所リハビリテーション 0898-22-2898 H21/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－２－３ 介護予防訪問看護 0898-22-2898 H18/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－２－３ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-2898 H18/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－２－３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-2898 H18/04/01 指定 今治市

3810210389 医療法人  仁明会 内科・消化器科羽鳥病院 ナイカ・ショウカキカハトリビョウイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町３丁目２番地３ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-2898 H21/04/01 指定 今治市

3810210413 医療法人泰山会 高山内科病院 タカヤマナイカビョウイン 7940025 愛媛県今治市大正町３丁目５番地８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810210413 医療法人泰山会 高山内科病院 タカヤマナイカビョウイン 7940025 愛媛県今治市大正町３丁目５番地８ 通所リハビリテーション 0898-22-7720 H21/04/01 指定 今治市

3810210413 医療法人泰山会 高山内科病院 タカヤマナイカビョウイン 7940025 愛媛県今治市大正町３丁目５番地８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-7720 H18/04/01 指定 今治市

3810210413 医療法人泰山会 高山内科病院 タカヤマナイカビョウイン 7940025 愛媛県今治市大正町３丁目５番地８ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-7720 H21/04/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 マツカゼカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 訪問看護 0898-23-5156 H13/03/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 マツカゼカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 訪問リハビリテーション 0898-23-5156 H13/03/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 マツカゼカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 居宅療養管理指導 0898-23-5156 H13/03/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 ショウフウカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 通所リハビリテーション 0898-23-5156 H21/04/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 マツカゼカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 介護予防訪問看護 0898-23-5156 H18/04/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 マツカゼカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-5156 H18/04/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 マツカゼカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-5156 H18/04/01 指定 今治市

3810210512 医療法人松風会近松内科 松風会近松内科 ショウフウカイチカマツナイカ 7940025 愛媛県今治市大正町3丁目6番12号 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-5156 H21/04/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 訪問看護 0898-22-0528 H13/05/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 訪問リハビリテーション 0898-22-0528 H13/05/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 居宅療養管理指導 0898-22-0528 H13/05/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 通所リハビリテーション 0898-22-0528 H21/04/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 介護予防訪問看護 0898-22-0528 H18/04/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0528 H18/04/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0528 H18/04/01 指定 今治市

3810210520 渡邊謙一郎 渡辺小児科・麻酔科医院 ワタナベショウニカ・マスイカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町３丁目１番地の１２ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0528 H21/04/01 指定 今治市

3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 訪問看護 0898-41-3111 H13/06/01 指定 今治市

3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 訪問リハビリテーション 0898-41-3111 H13/06/01 指定 今治市

3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 居宅療養管理指導 0898-41-3111 H13/06/01 指定 今治市

3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 通所リハビリテーション 0898-41-3111 H21/04/01 指定 今治市
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3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 介護予防訪問看護 0898-41-3111 H18/04/01 指定 今治市

3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-41-3111 H18/04/01 指定 今治市

3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-3111 H18/04/01 指定 今治市

3810210546 医療法人　長野整形外科 医療法人　長野整形外科 イリョウホウジン　ナガノセイケイゲカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３２－１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-41-3111 H21/04/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 訪問看護 0898-22-5753 H13/10/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 訪問リハビリテーション 0898-22-5753 H13/10/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 居宅療養管理指導 0898-22-5753 H13/10/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 通所リハビリテーション 0898-22-5753 H21/04/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 介護予防訪問看護 0898-22-5753 H18/04/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-5753 H18/04/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-5753 H18/04/01 指定 今治市

3810210561 西信　正男 西信内科医院 ニシノブナイカイイン 7940021 愛媛県今治市米屋町３丁目１－４１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-5753 H21/04/01 指定 今治市

3810210579 医療法人圭泉会菅病院 菅病院 スガビョウイン 7940056 愛媛県今治市南日吉町２丁目３番２１号 訪問看護 0898-32-5092 H13/12/01 指定 今治市

3810210579 医療法人圭泉会菅病院 菅病院 スガビョウイン 7940056 愛媛県今治市南日吉町２丁目３番２１号 居宅療養管理指導 0898-32-5092 H13/12/01 指定 今治市

3810210579 医療法人圭泉会菅病院 菅病院 スガビョウイン 7940056 愛媛県今治市南日吉町２丁目３番２１号 通所リハビリテーション 0898-32-5092 H21/04/01 指定 今治市

3810210579 医療法人圭泉会菅病院 菅病院 スガビョウイン 7940056 愛媛県今治市南日吉町２丁目３番２１号 介護予防訪問看護 0898-32-5092 H18/04/01 指定 今治市

3810210579 医療法人圭泉会菅病院 菅病院 スガビョウイン 7940056 愛媛県今治市南日吉町２丁目３番２１号 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-5092 H18/04/01 指定 今治市

3810210579 医療法人圭泉会菅病院 菅病院 スガビョウイン 7940056 愛媛県今治市南日吉町２丁目３番２１号 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-5092 H21/04/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 訪問看護 0898-36-5333 H14/01/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 訪問リハビリテーション 0898-36-5333 H14/01/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 居宅療養管理指導 0898-36-5333 H14/01/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 通所リハビリテーション 0898-36-5333 H21/04/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 介護予防訪問看護 0898-36-5333 H18/04/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-36-5333 H18/04/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-5333 H18/04/01 指定 今治市

3810210587 医療法人あゆみクリニック あゆみクリニック アユミクリニック 7992113 愛媛県今治市高部甲５２６－１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-36-5333 H21/04/01 指定 今治市

3810210595 医療法人波止浜内科･外科 波止浜内科・外科 ハシハマナイカ・ゲカ 7992117 愛媛県今治市地堀５丁目２－１ 居宅療養管理指導 0898-41-9168 H13/12/01 指定 今治市

3810210595 医療法人波止浜内科･外科 波止浜内科・外科 ハシハマナイカ・ゲカ 7992117 愛媛県今治市地堀５丁目２－１ 通所リハビリテーション 0898-41-9168 H21/04/01 指定 今治市

3810210595 医療法人波止浜内科･外科 波止浜内科・外科 ハシハマナイカ・ゲカ 7992117 愛媛県今治市地堀５丁目２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-9168 H18/04/01 指定 今治市

3810210595 医療法人波止浜内科･外科 波止浜内科・外科 ハシハマナイカ・ゲカ 7992117 愛媛県今治市地堀５丁目２－１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-41-9168 H21/04/01 指定 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 訪問看護 H14/05/01 休止 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 訪問リハビリテーション 0898-23-0100 H14/05/01 指定 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 居宅療養管理指導 H14/05/01 休止 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 通所リハビリテーション 0898-32-6350 H21/12/01 指定 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 介護予防訪問看護 H18/04/01 休止 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-0100 H18/04/01 指定 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 休止 今治市

3810210603 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会今治第二病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイイマバリダイニビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町1丁目7番43号 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-6350 H25/04/01 指定 今治市

3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 訪問看護 H14/05/01 指定 今治市

3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 訪問リハビリテーション H14/05/01 指定 今治市

3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 居宅療養管理指導 H14/05/01 指定 今治市

3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 通所リハビリテーション 0898-36-6661 H21/04/01 指定 今治市
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3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 介護予防訪問看護 0898-36-6661 H18/04/01 指定 今治市

3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-36-6661 H18/04/01 指定 今治市

3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-6661 H18/04/01 指定 今治市

3810210611 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 介護予防通所リハビリテーション 0898-36-6661 H21/04/01 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 訪問看護 H14/06/01 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 訪問リハビリテーション H14/06/01 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 通所リハビリテーション 0898-23-0500 H26/06/20 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 介護予防訪問看護 0898-23-0500 H18/04/01 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-0500 H18/04/01 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-0500 H18/04/01 指定 今治市

3810210629 医療法人やすらぎ会 鈴木病院 スズキビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目１番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-0500 H25/04/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 訪問看護 H14/06/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 訪問リハビリテーション H14/06/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 通所リハビリテーション 0898-34-1211 H21/04/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 介護予防訪問看護 0898-34-1211 H18/04/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 介護予防訪問リハビリテーション 0898-34-1211 H18/04/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-1211 H18/04/01 指定 今治市

3810210637 医療法人　久保皮膚科クリニック 久保皮膚科クリニック クボヒフカクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町3丁目3-38 介護予防通所リハビリテーション 0898-34-1211 H21/04/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 訪問看護 H15/01/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 訪問リハビリテーション H15/01/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 通所リハビリテーション 0898-34-7556 H21/04/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 介護予防訪問看護 0898-34-7556 H18/04/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 介護予防訪問リハビリテーション 0898-34-7556 H18/04/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-7556 H18/04/01 指定 今治市

3810210645 井戸　英司 井戸内科・消化器科 イドナイカ・ショウカキカ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町1-15-6 介護予防通所リハビリテーション 0898-34-7556 H21/04/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 訪問看護 0898-23-7525 H15/06/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 訪問リハビリテーション 0898-23-7525 H15/06/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 居宅療養管理指導 0898-23-7525 H15/06/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 通所リハビリテーション 0898-23-7525 H21/04/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 介護予防訪問看護 0898-23-7525 H18/04/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-7525 H18/04/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-7525 H18/04/01 指定 今治市

3810210678 壬生　真人 みぶ小児科 ミブショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目２－２１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-7525 H21/04/01 指定 今治市

3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 訪問看護 0898-32-4886 H17/01/01 指定 今治市

3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 訪問リハビリテーション 0898-32-4886 H17/01/01 指定 今治市

3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 居宅療養管理指導 0898-32-4886 H17/01/01 指定 今治市

3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 通所リハビリテーション 0898-32-4886 H21/04/01 指定 今治市

3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 介護予防訪問看護 0898-32-4886 H18/04/01 指定 今治市

3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-4886 H18/04/01 指定 今治市
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3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-4886 H18/04/01 指定 今治市

3810210702 根布　昭彦 アキクリニック アキクリニック 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-4886 H21/04/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 訪問看護 0897-86-2322 H17/02/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 訪問リハビリテーション 0897-86-2322 H17/02/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 居宅療養管理指導 0897-86-2322 H17/02/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 通所リハビリテーション 0897-86-2322 H21/04/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 介護予防訪問看護 0897-86-2322 H18/04/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 介護予防訪問リハビリテーション 0897-86-2322 H18/04/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 介護予防居宅療養管理指導 0897-86-2322 H18/04/01 指定 今治市

3810210710 斎藤　俊 宮窪診療所 ミヤクボシンリョウジョ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪5250番地の1 介護予防通所リハビリテーション 0897-86-2322 H21/04/01 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 訪問看護 0897-88-2118 H17/01/16 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 訪問リハビリテーション 0897-88-2118 H17/01/16 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 居宅療養管理指導 0897-88-2118 H17/01/16 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 通所リハビリテーション 0897-88-2118 H21/04/01 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 介護予防訪問看護 0897-88-2118 H18/04/01 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 介護予防訪問リハビリテーション 0897-88-2118 H18/04/01 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 介護予防居宅療養管理指導 0897-88-2118 H18/04/01 指定 今治市

3810210728 今治市長 岡村診療所 オカムラシンリョウジョ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲18番地2 介護予防通所リハビリテーション 0897-88-2118 H21/04/01 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 訪問看護 0897-88-2905 H17/01/16 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 訪問リハビリテーション 0897-88-2905 H17/01/16 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 居宅療養管理指導 0897-88-2905 H17/01/16 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 通所リハビリテーション 0897-88-2905 H21/04/01 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 介護予防訪問看護 0897-88-2905 H18/04/01 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 介護予防訪問リハビリテーション 0897-88-2905 H18/04/01 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 介護予防居宅療養管理指導 0897-88-2905 H18/04/01 指定 今治市

3810210736 今治市長 大下出張診療所 オオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941103 愛媛県今治市関前大下甲65番地3 介護予防通所リハビリテーション 0897-88-2905 H21/04/01 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 訪問看護 0897-88-2900 H17/01/16 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 訪問リハビリテーション 0897-88-2900 H17/01/16 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 居宅療養管理指導 0897-88-2900 H17/01/16 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 通所リハビリテーション 0897-88-2900 H21/04/01 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 介護予防訪問看護 0897-88-2900 H18/04/01 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-88-2900 H18/04/01 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-88-2900 H18/04/01 指定 今治市

3810210744 今治市長 小大下出張診療所 コオオシタシュッチョウシンリョウジョ 7941102 愛媛県今治市関前小大下甲2115番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-88-2900 H21/04/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 訪問看護 0898-22-0132 H17/02/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 訪問リハビリテーション 0898-22-0132 H17/02/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 居宅療養管理指導 0898-22-0132 H17/02/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 通所リハビリテーション 0898-22-0132 H21/04/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 介護予防訪問看護 0898-22-0132 H18/04/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0132 H18/04/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0132 H18/04/01 指定 今治市

3810210751 医療法人　竹内外科胃腸科　 竹内外科胃腸科 タケウチゲカイチョウカ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目6番36号 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0132 H21/04/01 指定 今治市
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3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 訪問看護 0898-25-1230 H17/12/01 指定 今治市

3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 訪問リハビリテーション 0898-25-1230 H17/12/01 指定 今治市

3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 居宅療養管理指導 0898-25-1230 H17/12/01 指定 今治市

3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 通所リハビリテーション 0898-25-1230 H21/04/01 指定 今治市

3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 介護予防訪問看護 0898-25-1230 H18/04/01 指定 今治市

3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 介護予防訪問リハビリテーション 0898-25-1230 H18/04/01 指定 今治市

3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 介護予防居宅療養管理指導 0898-25-1230 H18/04/01 指定 今治市

3810210785 * たくぼ眼科 タクボガンカ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目2番地9 介護予防通所リハビリテーション 0898-25-1230 H21/04/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 訪問看護 0898-33-7233 H18/05/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 訪問リハビリテーション 0898-33-7233 H18/05/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 居宅療養管理指導 0898-33-7233 H18/05/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 通所リハビリテーション 0898-33-7233 H21/04/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 介護予防訪問看護 0898-33-7233 H18/05/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-33-7233 H18/05/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-7233 H18/05/01 指定 今治市

3810210801 医療法人さとう内科クリニック さとう内科クリニック サトウナイカクリニック 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番８号 介護予防通所リハビリテーション 0898-33-7233 H21/04/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 訪問看護 0898-22-0907 H18/07/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 訪問リハビリテーション 0898-22-0907 H18/07/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 居宅療養管理指導 0898-22-0907 H18/07/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 通所リハビリテーション 0898-22-0907 H21/04/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 介護予防訪問看護 0898-22-0907 H18/07/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0907 H18/07/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0907 H18/07/01 指定 今治市

3810210819 医療法人　彩水会 医療法人　彩水会　真部クリニック イリョウホウジン　サイスイカイ　マナベクリニック 7940073 愛媛県今治市矢田甲７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0907 H21/04/01 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 訪問看護 0898-41-3233 H18/08/19 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 訪問リハビリテーション 0898-41-3233 H18/08/19 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 居宅療養管理指導 0898-41-3233 H18/08/19 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 通所リハビリテーション 0898-41-3233 H21/04/01 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 介護予防訪問看護 0898-41-3233 H18/08/19 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-41-3233 H18/08/19 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-3233 H18/08/19 指定 今治市

3810210835 医療法人是成会 消化器科久保病院 ショウカキカクボビョウイン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番19号 介護予防通所リハビリテーション 0898-41-3233 H21/04/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 訪問看護 H19/05/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 訪問リハビリテーション H19/05/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 居宅療養管理指導 H19/05/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 通所リハビリテーション 0898-31-5100 H21/04/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 介護予防訪問看護 0898-31-5100 H19/05/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-31-5100 H19/05/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-5100 H19/05/01 指定 今治市

3810210850 医療法人　平林胃腸クリニック 平林胃腸クリニック ヒラバヤシイチョウクリニック 7940822 愛媛県今治市河南町二丁目6番20号 介護予防通所リハビリテーション 0898-31-5100 H21/04/01 指定 今治市

3810210868 医療法人　中川クリニック 中川こころのクリニック ナカガワココロノクリニック 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目2番11号 訪問看護 0898-36-1122 H19/05/01 指定 今治市

3810210868 医療法人　中川クリニック 中川こころのクリニック ナカガワココロノクリニック 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目2番11号 居宅療養管理指導 0898-36-1122 H19/05/01 指定 今治市
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3810210868 医療法人　中川クリニック 中川こころのクリニック ナカガワココロノクリニック 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目2番11号 通所リハビリテーション 0898-36-1122 H21/04/01 指定 今治市

3810210868 医療法人　中川クリニック 中川こころのクリニック ナカガワココロノクリニック 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目2番11号 介護予防訪問看護 0898-36-1122 H19/05/01 指定 今治市

3810210868 医療法人　中川クリニック 中川こころのクリニック ナカガワココロノクリニック 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目2番11号 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-1122 H19/05/01 指定 今治市

3810210868 医療法人　中川クリニック 中川こころのクリニック ナカガワココロノクリニック 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目2番11号 介護予防通所リハビリテーション 0898-36-1122 H21/04/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 訪問看護 0897-87-3350 H19/05/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 訪問リハビリテーション 0897-87-3350 H19/05/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 居宅療養管理指導 0897-87-3350 H19/05/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 通所リハビリテーション 0897-87-3350 H21/04/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 介護予防訪問看護 0897-87-3350 H19/05/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-87-3350 H19/05/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-87-3350 H19/05/01 指定 今治市

3810210876 医療法人　松浦医院 医療法人　松浦医院 イリョウホウジン　マツウライイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5300番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-87-3350 H21/04/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 訪問看護 0898-22-1754 H20/02/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 訪問リハビリテーション 0898-22-1754 H20/02/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 居宅療養管理指導 0898-22-1754 H20/02/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 通所リハビリテーション 0898-22-1754 H21/04/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 介護予防訪問看護 0898-22-1754 H20/02/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-1754 H20/02/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1754 H20/02/01 指定 今治市

3810210892 * 今治十全病院 イマバリジュウゼンビョウイン 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目4の18 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-1754 H21/04/01 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 訪問看護 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 訪問リハビリテーション 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 居宅療養管理指導 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 通所リハビリテーション 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 介護予防訪問看護 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210942 * 鴨頭医院 カモガシライイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町甲５３５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-53-5522 H22/01/30 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 訪問看護 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 訪問リハビリテーション 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 居宅療養管理指導 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 通所リハビリテーション 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 介護予防訪問看護 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210959 医療法人　いのうえ産婦人科 いのうえ産婦人科 イノウエサンフジンカ 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目５番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-1073 H22/04/12 指定 今治市

3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 訪問看護 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市

3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 訪問リハビリテーション 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市

3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 居宅療養管理指導 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市

3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 通所リハビリテーション 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市

3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 介護予防訪問看護 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市

3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市
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3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市

3810210967 医療法人　丹こどもクリニック 丹こどもクリニック タンコドモクリニック 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目4番地12 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-3200 H22/07/01 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 訪問看護 H22/12/20 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 訪問リハビリテーション H22/12/20 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 居宅療養管理指導 H22/12/20 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 通所リハビリテーション 0898-22-1041 H22/12/20 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 介護予防訪問看護 H22/12/20 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 介護予防訪問リハビリテーション H22/12/20 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 介護予防居宅療養管理指導 H22/12/20 指定 今治市

3810210975 ＊ 今井皮膚泌尿器科医院 イマイヒフヒニョウキカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目１－２４ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-1041 H22/12/20 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 訪問看護 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 訪問リハビリテーション 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 居宅療養管理指導 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 通所リハビリテーション 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 介護予防訪問看護 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810210991 医療法人　敬天会 よりい眼科 ヨリイガンカ 7940064 愛媛県今治市小泉四丁目１１番９号 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-4411 H24/07/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 訪問看護 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 訪問リハビリテーション 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 居宅療養管理指導 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 通所リハビリテーション 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 介護予防訪問看護 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 介護予防訪問リハビリテーション 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211007 医療法人かとう耳鼻咽喉科 医療法人　かとう耳鼻咽喉科 イリョウホウジン　カトウジビインコウカ 7940015 愛媛県今治市常盤町七丁目1-10 介護予防通所リハビリテーション 0898-33-7033 H25/06/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 訪問看護 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 訪問リハビリテーション 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 居宅療養管理指導 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 通所リハビリテーション 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 介護予防訪問看護 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211015 医療法人　くろみつクリニック くろみつクリニック クロミツクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町三丁目４番１１号 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-1101 H25/09/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 訪問看護 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 訪問リハビリテーション 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 居宅療養管理指導 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 通所リハビリテーション 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 介護予防訪問看護 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市

3810211023 ＊ まつうらバンビクリニック マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３番地３４ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0573 H25/11/01 指定 今治市
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3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜多村６丁目５－１ 訪問看護 999-999-9999 H27/04/01 指定 今治市

3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜田村六丁目5-1 訪問リハビリテーション 0898-47-0100 H27/04/01 指定 今治市

3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目５－１ 居宅療養管理指導 0898-47-0100 H27/04/01 指定 今治市

3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目５－１ 通所リハビリテーション 0898-47-0100 H27/04/01 指定 今治市

3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜多村６丁目５－１ 介護予防訪問看護 999-999-9999 H27/04/01 指定 今治市

3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜田村六丁目5-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-47-0100 H27/04/01 指定 今治市

3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-0100 H27/04/01 指定 今治市

3810211031 医療法人  陽成会 広瀬病院 ヒロセビョウイン 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目５－１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-47-0100 H27/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 通所リハビリテーション 0897-73-1221 H21/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3810211049 医療法人しのざき整形外科 しのざき整形外科 シノザキセイケイゲカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１０２２－１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-73-1221 H21/04/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7910000 今治市北宝来町３丁目３番地３４ 訪問看護 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7910000 今治市北宝来町３丁目３番地３４ 訪問リハビリテーション 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7910000 今治市北宝来町３丁目３番地３４ 居宅療養管理指導 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7910000 今治市北宝来町３丁目３番地３４ 通所リハビリテーション 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町 介護予防訪問看護 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211056 医療法人　まつうらバンビクリニック 医療法人　まつうらバンビクリニック イリョウホウジン　マツウラバンビクリニック 7940028 愛媛県今治市北宝来町 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0573 H27/05/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 訪問看護 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 訪問リハビリテーション 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 居宅療養管理指導 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 通所リハビリテーション 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 介護予防訪問看護 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211064 ＊ iクリニック内科・呼吸器内科 ｉクリニックナイカ・コキュウキナイカ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１番３９号 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-1929 H27/07/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 訪問看護 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 訪問リハビリテーション 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 居宅療養管理指導 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 通所リハビリテーション 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 介護予防訪問看護 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211106 医療法人　かいはらクリニック かいはらクリニック カイハラクリニック 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番8号 介護予防通所リハビリテーション 0898-33-7770 H28/06/01 指定 今治市

3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 訪問看護 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市

3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 訪問リハビリテーション 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市
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3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 居宅療養管理指導 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市

3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 通所リハビリテーション 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市

3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 介護予防訪問看護 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市

3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 介護予防訪問リハビリテーション 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市

3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市

3810211122 医療法人　しんあい会 ひまわり眼科 ヒマワリガンカ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場１番地１　イオンモール今治新都市２階 介護予防通所リハビリテーション 0898-35-4255 H28/10/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 訪問看護 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 訪問リハビリテーション 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 居宅療養管理指導 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 通所リハビリテーション 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 介護予防訪問看護 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211130 医療法人　丹こどもクリニック 丹皮ふ科 タンヒフカ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目４番地１０ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-3200 H29/09/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 訪問看護 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 訪問リハビリテーション 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 居宅療養管理指導 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 通所リハビリテーション 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 介護予防訪問看護 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211148 医療法人　Dクリニック Ｄクリニック ｄクリニック 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-5511 H29/12/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 訪問看護 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 訪問リハビリテーション 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 居宅療養管理指導 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 通所リハビリテーション 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 介護予防訪問看護 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211163 医療法人杏風会 今治セントラルクリニック イマバリセントラルクリニック 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-5251 R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 訪問看護 R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 訪問リハビリテーション R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 居宅療養管理指導 R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 通所リハビリテーション 0898-32-2866 R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 介護予防訪問看護 0898-32-2866 R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-2866 R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-2866 R01/06/01 指定 今治市

3810211171 医療法人社団  銀杏会 井出内科 イデナイカ 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番６号 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-2866 R01/06/01 指定 今治市

3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 訪問看護 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市

3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 訪問リハビリテーション 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市

3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 居宅療養管理指導 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市

3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 通所リハビリテーション 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市
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3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 介護予防訪問看護 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市

3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市

3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市

3810211189 ＊ おちクリニック　内科・循環器内科 オチクリニック　ナイカ・ジュンカンキナイカ 7940062 愛媛県今治市馬越町一丁目2番28号 介護予防通所リハビリテーション 0898-34-5055 R02/05/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 訪問看護 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 訪問リハビリテーション 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 居宅療養管理指導 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 通所リハビリテーション 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 介護予防訪問看護 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211197 医療法人いまおか内科クリニック いまおか内科クリニック イマオカナイカクリニック 7940812 愛媛県今治市北高下町2丁目1番48号 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0660 R02/06/01 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 訪問看護 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 訪問リハビリテーション 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 居宅療養管理指導 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 通所リハビリテーション 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 介護予防訪問看護 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 介護予防訪問リハビリテーション 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211205 医療法人　亥午会 Gクリニック クリニック 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目3番地25 介護予防通所リハビリテーション 0898-33-0024 R02/07/06 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 訪問看護 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 訪問リハビリテーション 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 居宅療養管理指導 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 通所リハビリテーション 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 介護予防訪問看護 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211213 医療法人　陽成会 広瀬クリニック ヒロセクリニック 7991504 愛媛県今治市拝志3番1号 介護予防通所リハビリテーション 0898-47-0100 R02/10/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 訪問看護 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 訪問リハビリテーション 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 居宅療養管理指導 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 通所リハビリテーション 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 介護予防訪問看護 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810211221 医療法人　真尚会 ひねのクリニック ヒネノクリニック 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目4番1号 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-8686 R03/01/01 指定 今治市

3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 訪問看護 0898-48-2560 H12/04/01 指定 今治市

3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 訪問リハビリテーション 0898-48-2560 H12/04/01 指定 今治市

3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 居宅療養管理指導 0898-48-2560 H12/04/01 指定 今治市

3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 通所リハビリテーション 0898-48-2560 H21/04/01 指定 今治市

3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 介護予防訪問看護 0898-48-2560 H18/04/01 指定 今治市

3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-48-2560 H18/04/01 指定 今治市
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3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-48-2560 H18/04/01 指定 今治市

3810218010 公益財団法人  正光会 財団法人正光会今治病院 ザイダンホウジンショウコウカイイマバリビョウイン 7991512 愛媛県今治市高市７８６－１３ 介護予防通所リハビリテーション 0898-48-2560 H21/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 通所リハビリテーション 0898-22-0573 H21/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 介護予防訪問看護 0898-22-0573 H18/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0573 H18/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0573 H18/04/01 指定 今治市

3810221378 ＊ 松浦小児科 マツウラショウニカ 7940028 愛媛県今治市北宝来町３丁目３－３４ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0573 H21/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 通所リハビリテーション 0898-48-2800 H21/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 介護予防訪問看護 0898-48-2800 H18/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-48-2800 H18/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-48-2800 H18/04/01 指定 今治市

3810221931 ＊ 重見内科医院 シゲミナイカイイン 7991533 愛媛県今治市国分３丁目１３－４５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-48-2800 H21/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 通所リハビリテーション 0898-31-8982 H21/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 介護予防訪問看護 0898-31-8982 H18/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-31-8982 H18/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-8982 H18/04/01 指定 今治市

3810221980 ＊ 銀座眼科 ギンザガンカ 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-31-8982 H21/04/01 指定 今治市

3810222020 ＊ 三宅川医院 ミヤケカワイイン 7991514 愛媛県今治市町谷甲１７－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810222020 ＊ 三宅川医院 ミヤケカワイイン 7991514 愛媛県今治市町谷甲１７－２ 通所リハビリテーション 0898-48-3850 H21/04/01 指定 今治市

3810222020 ＊ 三宅川医院 ミヤケカワイイン 7991514 愛媛県今治市町谷甲１７－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-48-3850 H18/04/01 指定 今治市

3810222020 ＊ 三宅川医院 ミヤケカワイイン 7991514 愛媛県今治市町谷甲１７－２ 介護予防通所リハビリテーション 0898-48-3850 H21/04/01 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１－５－９ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１－５－９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１丁目５番地９ 通所リハビリテーション 0898-32-4190 H21/04/01 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１丁目５番地９ 短期入所療養介護 0898-32-4190 H12/02/10 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１－５－９ 介護予防訪問看護 0898-32-4190 H18/04/01 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１－５－９ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-4190 H18/04/01 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１丁目５番地９ 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-4190 H21/04/01 指定 今治市

3810228043 医療法人  慈風会 白石病院 シライシビョウイン 7940041 愛媛県今治市松本町１丁目５番地９ 介護予防短期入所療養介護 0898-32-4190 H18/04/01 指定 今治市

3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 訪問リハビリテーション 0898-23-2000 H12/04/01 指定 今治市

3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 通所リハビリテーション 0898-23-1650 H21/04/01 指定 今治市
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3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 今治市

3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-2000 H18/04/01 指定 今治市

3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3810228092 社会医療法人  真泉会 今治第一病院 イマバリダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-1650 H21/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 訪問看護 0898-23-0634 H12/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 訪問リハビリテーション 0898-23-0634 H12/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 居宅療養管理指導 0898-23-0634 H12/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 通所リハビリテーション 0898-23-0634 H21/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 介護予防訪問看護 0898-23-0634 H18/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-0634 H18/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-0634 H18/04/01 指定 今治市

3810228100 医療法人  聖ルカ会 医療法人聖ルカ会木原病院 イリョウホウジンセイルカカイキハラビョウイン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地８ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-0634 H21/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 訪問看護 999-999-9999 H12/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 通所リハビリテーション 0898-22-0468 H21/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 介護予防訪問看護 0898-22-0468 H18/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-0468 H18/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0468 H18/04/01 指定 今治市

3810228118 医療法人  補天会 医療法人補天会光生病院 イリョウホウジンホテンカイコウセイビョウイン 7940022 愛媛県今治市室屋町３丁目２－１０ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-0468 H21/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５－３－３７ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５－３－３７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５－３－３７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 通所リハビリテーション 0898-22-8833 H21/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目３番３７号 短期入所療養介護 0898-22-8833 H12/02/10 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目３番３７号 介護療養型医療施設 0898-22-8833 H12/02/10 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５－３－３７ 介護予防訪問看護 0898-22-8833 H18/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５－３－３７ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-8833 H18/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５－３－３７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-8833 H18/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-8833 H21/04/01 指定 今治市

3810228126 医療法人  三省会 村上病院 ムラカミビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目３番３７号 介護予防短期入所療養介護 0898-22-8833 H18/04/01 指定 今治市

3810228167 医療法人  滴水会 医療法人滴水会吉野病院 イリョウホウジンテキスイカイヨシノビョウイン 7940038 愛媛県今治市末広町１丁目５番地５ 通所リハビリテーション 0898-32-0323 H21/04/01 指定 今治市

3810228167 医療法人  滴水会 医療法人滴水会吉野病院 イリョウホウジンテキスイカイヨシノビョウイン 7940038 愛媛県今治市末広町１丁目５番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-0323 H21/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１０番５０号 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１０番５０号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１０番５０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目10-50 通所リハビリテーション 0898-23-3358 H21/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１０番５０号 介護予防訪問看護 0898-23-3358 H18/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１０番５０号 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１０番５０号 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-3358 H18/04/01 指定 今治市

3810228175 医療法人  順天会 放射線第一病院 ホウシャセンダイイチビョウイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目10-50 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-3358 H21/04/01 指定 今治市

3810228183 医療法人  朝陽会 美須賀病院 ミスガビョウイン 7940037 愛媛県今治市黄金町３丁目４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市
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3810228183 医療法人  朝陽会 美須賀病院 ミスガビョウイン 7940037 愛媛県今治市黄金町３丁目４番地 通所リハビリテーション 0898-32-1212 H21/04/01 指定 今治市

3810228183 医療法人  朝陽会 美須賀病院 ミスガビョウイン 7940037 愛媛県今治市黄金町３丁目４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-1212 H18/04/01 指定 今治市

3810228183 医療法人  朝陽会 美須賀病院 ミスガビョウイン 7940037 愛媛県今治市黄金町３丁目４番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-1212 H21/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 通所リハビリテーション 0898-32-4680 H21/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 介護予防訪問看護 0898-32-4680 H18/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-4680 H18/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-4680 H18/04/01 指定 今治市

3810228209 医療法人  天楽会 三木病院 ミキビョウイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１－３－４５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-4680 H21/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 通所リハビリテーション 0898-31-5711 H21/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 介護予防訪問看護 0898-31-5711 H18/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-31-5711 H18/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-5711 H18/04/01 指定 今治市

3810228217 ＊ きら病院 キラビョウイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町１丁目３－５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-31-5711 H21/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 通所リハビリテーション 0898-24-1000 H21/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 介護予防訪問看護 0898-24-1000 H18/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-24-1000 H18/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-1000 H18/04/01 指定 今治市

3810228225 医療法人　和絋会 整形外科藤井病院 セイケイゲカフジイビョウイン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３－３８ 介護予防通所リハビリテーション 0898-24-1000 H21/04/01 指定 今治市

3810228266 医療法人  隆典会 片木脳神経外科 カタギノウシンケイゲカ 7940065 愛媛県今治市別名２７４ 訪問リハビリテーション 0898-22-1102 H12/04/01 休止 今治市

3810228266 医療法人  隆典会 片木脳神経外科 カタギノウシンケイゲカ 7940065 愛媛県今治市別名２７４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228266 医療法人  隆典会 片木脳神経外科 カタギノウシンケイゲカ 7940065 愛媛県今治市別名２７４ 通所リハビリテーション 0898-22-1102 H26/04/01 指定 今治市

3810228266 医療法人  隆典会 片木脳神経外科 カタギノウシンケイゲカ 7940065 愛媛県今治市別名２７４ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-1102 H18/04/01 休止 今治市

3810228266 医療法人  隆典会 片木脳神経外科 カタギノウシンケイゲカ 7940065 愛媛県今治市別名２７４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1102 H18/04/01 指定 今治市

3810228266 医療法人  隆典会 片木脳神経外科 カタギノウシンケイゲカ 7940065 愛媛県今治市別名２７４ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-1102 H25/04/01 指定 今治市

3810228308 ＊ 小澤外科循環器科医院 オザワゲカジュンカンキカイイン 7940062 愛媛県今治市馬越町４丁目３－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228308 ＊ 小澤外科循環器科医院 オザワゲカジュンカンキカイイン 7940062 愛媛県今治市馬越町４丁目３－１０ 通所リハビリテーション 0898-32-1520 H21/04/01 指定 今治市

3810228308 ＊ 小澤外科循環器科医院 オザワゲカジュンカンキカイイン 7940062 愛媛県今治市馬越町４丁目３－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-1520 H18/04/01 指定 今治市

3810228308 ＊ 小澤外科循環器科医院 オザワゲカジュンカンキカイイン 7940062 愛媛県今治市馬越町４丁目３－１０ 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-1520 H21/04/01 指定 今治市

3810228316 医療法人  起生会 医療法人起生会武田医院 イリョウホウジンキセイカイタケダイイン 7991522 愛媛県今治市桜井４丁目１２－３１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228316 医療法人  起生会 医療法人起生会武田医院 イリョウホウジンキセイカイタケダイイン 7991522 愛媛県今治市桜井４丁目１２－３１ 通所リハビリテーション 0898-48-0131 H21/04/01 指定 今治市

3810228316 医療法人  起生会 医療法人起生会武田医院 イリョウホウジンキセイカイタケダイイン 7991522 愛媛県今治市桜井４丁目１２－３１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3810228316 医療法人  起生会 医療法人起生会武田医院 イリョウホウジンキセイカイタケダイイン 7991522 愛媛県今治市桜井４丁目１２－３１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-48-0131 H21/04/01 指定 今治市

3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 訪問看護 0898-32-3000 H12/04/01 指定 今治市
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3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 訪問リハビリテーション 0898-32-3000 H12/04/01 指定 今治市

3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 居宅療養管理指導 0898-32-3000 H12/04/01 指定 今治市

3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 通所リハビリテーション 0898-32-3000 H26/04/01 指定 今治市

3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 介護予防訪問看護 0898-32-3000 H18/04/01 指定 今治市

3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-3000 H18/04/01 指定 今治市

3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-3000 H18/04/01 指定 今治市

3810228332 医療法人  平成会 医療法人平成会山内病院 イリョウホウジンヘイセイカイヤマウチビョウイン 7940063 愛媛県今治市片山３－１－４０ 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-3000 H25/04/01 指定 今治市

3810228357 ＊ 藤田医院 フジタイイン 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目５番５７号 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3810228357 ＊ 藤田医院 フジタイイン 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目５番５７号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3810228357 ＊ 藤田医院 フジタイイン 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目５番５７号 通所リハビリテーション 0898-47-1131 H21/04/01 指定 今治市

3810228357 ＊ 藤田医院 フジタイイン 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目５番５７号 介護予防訪問看護 0898-47-1131 H18/04/01 指定 今治市

3810228357 ＊ 藤田医院 フジタイイン 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目５番５７号 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-1131 H18/04/01 指定 今治市

3810228357 ＊ 藤田医院 フジタイイン 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目５番５７号 介護予防通所リハビリテーション 0898-47-1131 H21/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 訪問看護 999-999-9999 H12/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H12/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 居宅療養管理指導 0898-23-5924 H12/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 通所リハビリテーション 0898-23-5924 H21/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 介護予防訪問看護 999-999-9999 H18/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-5924 H18/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-5924 H18/04/01 指定 今治市

3810228365 医療法人　井出整形外科医院 井出整形外科医院 イデセイケイゲカイイン 7940063 愛媛県今治市片山三丁目３番４６号 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-5924 H21/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 通所リハビリテーション 0897-87-2548 H21/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 介護予防訪問看護 0897-87-2548 H18/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-87-2548 H18/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-87-2548 H18/04/01 指定 今治市

3813210071 ＊ 菅医院分院 カンイインブンイン 7941404 愛媛県今治市上浦町瀬戸３番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-87-2548 H21/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 通所リハビリテーション 0898-54-2006 H21/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 介護予防訪問看護 0898-54-2006 H18/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-54-2006 H18/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-54-2006 H18/04/01 指定 今治市

3813210113 ＊ 林医院 ハヤシイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜４１４番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-54-2006 H21/04/01 指定 今治市

3813210139 ＊ 金藤内科 カネトウナイカ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲６７－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813210139 ＊ 金藤内科 カネトウナイカ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲６７－１ 通所リハビリテーション 0898-55-2218 H21/04/01 指定 今治市

3813210139 ＊ 金藤内科 カネトウナイカ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲６７－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-55-2218 H18/04/01 指定 今治市

3813210139 ＊ 金藤内科 カネトウナイカ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲６７－１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-55-2218 H21/04/01 指定 今治市

3813210147 ＊ 鈍川診療所 ニブカワシンリョウショ 7940121 愛媛県今治市玉川町鈍川丙２９１ー３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市
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3813210147 ＊ 鈍川診療所 ニブカワシンリョウショ 7940121 愛媛県今治市玉川町鈍川丙２９１ー３ 通所リハビリテーション 0898-55-2218 H21/04/01 指定 今治市

3813210147 ＊ 鈍川診療所 ニブカワシンリョウショ 7940121 愛媛県今治市玉川町鈍川丙２９１ー３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-55-2218 H18/04/01 指定 今治市

3813210147 ＊ 鈍川診療所 ニブカワシンリョウショ 7940121 愛媛県今治市玉川町鈍川丙２９１ー３ 介護予防通所リハビリテーション 0898-55-2218 H21/04/01 指定 今治市

3813210154 ＊ 有津むらかみクリニック アロウズムラカミクリニック 7942301 愛媛県今治市伯方町有津甲２３３５番地 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3813210154 ＊ 有津むらかみクリニック アロウズムラカミクリニック 7942301 愛媛県今治市伯方町有津甲２３３５番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813210154 ＊ 有津むらかみクリニック アロウズムラカミクリニック 7942301 愛媛県今治市伯方町有津甲２３３５番地 通所リハビリテーション 0897-72-3200 H21/04/01 指定 今治市

3813210154 ＊ 有津むらかみクリニック アロウズムラカミクリニック 7942301 愛媛県今治市伯方町有津甲２３３５番地 介護予防訪問看護 0897-72-3200 H18/04/01 指定 今治市

3813210154 ＊ 有津むらかみクリニック アロウズムラカミクリニック 7942301 愛媛県今治市伯方町有津甲２３３５番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-72-3200 H18/04/01 指定 今治市

3813210154 ＊ 有津むらかみクリニック アロウズムラカミクリニック 7942301 愛媛県今治市伯方町有津甲２３３５番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-72-3200 H21/04/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原８２７－１ 訪問看護 0898-53-2282 H12/06/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原８２７－１ 訪問リハビリテーション 0898-53-2282 H12/06/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原８２７－１ 居宅療養管理指導 0898-53-2282 H12/06/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲827番地1 通所リハビリテーション 0898-53-2282 H25/12/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原８２７－１ 介護予防訪問看護 0898-53-2282 H18/04/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原８２７－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-53-2282 H18/04/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原８２７－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-2282 H18/04/01 指定 今治市

3813210196 医療法人　大西クリニック 大西クリニック オオニシクリニック 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲827番地1 介護予防通所リハビリテーション 0898-53-2282 H25/12/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 訪問看護 0898-54-5115 H13/02/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 訪問リハビリテーション 0898-54-5115 H13/02/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 居宅療養管理指導 0898-54-5115 H13/02/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 通所リハビリテーション 0898-54-5115 H21/04/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 介護予防訪問看護 0898-54-5115 H18/04/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-54-5115 H18/04/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-54-5115 H18/04/01 指定 今治市

3813210220 医療法人　あおのクリニック あおのクリニック アオノクリニック 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１００１番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-54-5115 H21/04/01 指定 今治市

3813210238 村上通治 はかた外科胃腸科 ハカタゲカイチョウカ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５ 訪問看護 0897-72-1711 H13/04/01 指定 今治市

3813210238 村上通治 はかた外科胃腸科 ハカタゲカイチョウカ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５ 居宅療養管理指導 0897-72-1711 H13/04/01 指定 今治市

3813210238 村上通治 はかた外科胃腸科 ハカタゲカイチョウカ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５ 通所リハビリテーション 0897-72-1711 H21/04/01 指定 今治市

3813210238 村上通治 はかた外科胃腸科 ハカタゲカイチョウカ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５ 介護予防訪問看護 0897-72-1711 H18/04/01 指定 今治市

3813210238 村上通治 はかた外科胃腸科 ハカタゲカイチョウカ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-72-1711 H18/04/01 指定 今治市

3813210238 村上通治 はかた外科胃腸科 ハカタゲカイチョウカ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６７－２５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-72-1711 H21/04/01 指定 今治市

3813210261 医療法人　朝倉診療所 朝倉内科循環器科クリニック アサクラナイカジュンカンキカクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452-1 訪問看護 H14/11/01 指定 今治市

3813210261 医療法人　朝倉診療所 朝倉内科循環器科クリニック アサクラナイカジュンカンキカクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452-1 居宅療養管理指導 H14/11/01 指定 今治市

3813210261 医療法人　朝倉診療所 朝倉内科循環器科クリニック アサクラナイカジュンカンキカクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452-1 通所リハビリテーション 0898-56-2818 H21/04/01 指定 今治市

3813210261 医療法人　朝倉診療所 朝倉内科循環器科クリニック アサクラナイカジュンカンキカクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452-1 介護予防訪問看護 0898-56-2818 H18/04/01 指定 今治市

3813210261 医療法人　朝倉診療所 朝倉内科循環器科クリニック アサクラナイカジュンカンキカクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-56-2818 H18/04/01 指定 今治市

3813210261 医療法人　朝倉診療所 朝倉内科循環器科クリニック アサクラナイカジュンカンキカクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452-1 介護予防通所リハビリテーション 0898-56-2818 H21/04/01 指定 今治市

3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 訪問看護 0897-84-4300 H16/01/01 指定 今治市

3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 訪問リハビリテーション 0897-84-4300 H16/01/01 指定 今治市

3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 居宅療養管理指導 0897-84-4300 H16/01/01 指定 今治市

3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 通所リハビリテーション 0897-84-4300 H21/04/01 指定 今治市

3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 介護予防訪問看護 0897-84-4300 H18/04/01 指定 今治市
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3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-84-4300 H18/04/01 指定 今治市

3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-84-4300 H18/04/01 指定 今治市

3813210279 医療法人　村上医院 村上医院 ムラカミイイン 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-84-4300 H21/04/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 訪問看護 0898-56-1155 H16/12/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 訪問リハビリテーション 0898-56-1155 H16/12/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 居宅療養管理指導 0898-56-1155 H16/12/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 通所リハビリテーション 0898-56-1155 H21/04/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 介護予防訪問看護 0898-56-1155 H18/04/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-56-1155 H18/04/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 介護予防居宅療養管理指導 0898-56-1155 H18/04/01 指定 今治市

3813210303 医療法人　井門クリニック 井門クリニック イドクリニック 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲1146番地1 介護予防通所リハビリテーション 0898-56-1155 H21/04/01 指定 今治市

3813220658 ＊ 斉藤クリニック サイトウクリニック 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江１６の２ 訪問看護 H12/04/01 休止 今治市

3813220658 ＊ 斉藤クリニック サイトウクリニック 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江１６の２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813220658 ＊ 斉藤クリニック サイトウクリニック 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江１６の２ 通所リハビリテーション 0897-84-4333 H21/04/01 指定 今治市

3813220658 ＊ 斉藤クリニック サイトウクリニック 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江１６の２ 介護予防訪問看護 0897-84-4333 H18/04/01 休止 今治市

3813220658 ＊ 斉藤クリニック サイトウクリニック 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江１６の２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-84-4333 H18/04/01 指定 今治市

3813220658 ＊ 斉藤クリニック サイトウクリニック 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江１６の２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-84-4333 H21/04/01 指定 今治市

3813228164 医療法人  厚仁会 波方中央病院 ナミカタチュウオウビョウイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８３－１ 訪問リハビリテーション 0898-41-5911 H12/04/01 指定 今治市

3813228164 医療法人  厚仁会 波方中央病院 ナミカタチュウオウビョウイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813228164 医療法人  厚仁会 波方中央病院 ナミカタチュウオウビョウイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８３番地１ 通所リハビリテーション 0898-41-5911 H21/04/01 指定 今治市

3813228164 医療法人  厚仁会 波方中央病院 ナミカタチュウオウビョウイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８３－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-41-5911 H18/04/01 指定 今治市

3813228164 医療法人  厚仁会 波方中央病院 ナミカタチュウオウビョウイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-5911 H18/04/01 指定 今治市

3813228164 医療法人  厚仁会 波方中央病院 ナミカタチュウオウビョウイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-41-5911 H21/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 通所リハビリテーション 0897-72-0250 H21/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 介護予防訪問看護 0897-72-0250 H18/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-72-0250 H18/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-72-0250 H18/04/01 指定 今治市

3813228172 医療法人  喜多嶋診療所 喜多嶋診療所 キタジマシンリョウショ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３４４９番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-72-0250 H21/04/01 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 通所リハビリテーション 0897-84-2620 H21/04/01 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 短期入所療養介護 0897-84-2620 H13/03/28 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 介護予防訪問看護 0897-84-2620 H18/04/01 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-84-2620 H18/04/01 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-84-2620 H21/04/01 指定 今治市

3813228214 医療法人　片山医院 片山医院 カタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１番地 介護予防短期入所療養介護 0897-84-2620 H19/04/01 指定 今治市

3830230110 ＊ 小沢歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町１丁目３－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230110 ＊ 小沢歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町１丁目３－８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-2948 H18/04/01 指定 今治市

3830230326 ＊ 竹内歯科医院 タケウチシカイイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１丁目１ー７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830230326 ＊ 竹内歯科医院 タケウチシカイイン 7940057 愛媛県今治市泉川町１丁目１ー７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-8855 H18/04/01 指定 今治市

3830230557 ＊ 矢原歯科医院 ヤハラシカイイン 7940055 愛媛県今治市中日吉町３丁目６－３７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230557 ＊ 矢原歯科医院 ヤハラシカイイン 7940055 愛媛県今治市中日吉町３丁目６－３７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-9055 H18/04/01 指定 今治市

3830230649 ＊ 清水歯科医院 シミズシカイイン 7940081 愛媛県今治市阿方５８１－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230649 ＊ 清水歯科医院 シミズシカイイン 7940081 愛媛県今治市阿方５８１－３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-1071 H18/04/01 指定 今治市

3830230656 ＊ 藤倉歯科医院 フジクラシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町４－９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230656 ＊ 藤倉歯科医院 フジクラシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町４－９－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-8484 H18/04/01 指定 今治市

3830230672 ＊ 宮崎歯科 ミヤザキシカイイン 7940055 愛媛県今治市中日吉町１丁目２－１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230672 ＊ 宮崎歯科 ミヤザキシカイイン 7940055 愛媛県今治市中日吉町１丁目２－１２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-2020 H18/04/01 指定 今治市

3830230706 ＊ 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目７の２３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230706 ＊ 亀田歯科医院 カメダシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目７の２３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-2589 H18/04/01 指定 今治市

3830230730 ＊ 愛和歯科医院 アイチシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町４丁目８－１８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230730 ＊ 愛和歯科医院 アイチシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町４丁目８－１８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-6408 H18/04/01 指定 今治市

3830230748 * おおた歯科 オオタシカ 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目４－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230748 * おおた歯科 オオタシカ 7940026 愛媛県今治市別宮町２丁目４－３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3830230755 ＊ 杉野歯科医院 スギノシカイイン 7992117 愛媛県今治市地堀１丁目３－１４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230755 ＊ 杉野歯科医院 スギノシカイイン 7992117 愛媛県今治市地堀１丁目３－１４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-5505 H18/04/01 指定 今治市

3830230789 ＊ 日吉歯科医院 ヒヨシシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目１－４１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230789 ＊ 日吉歯科医院 ヒヨシシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目１－４１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-1588 H18/04/01 指定 今治市

3830230797 ＊ 野間歯科医院 ノマシカイイン 7940006 愛媛県今治市石井町１丁目１－７１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230797 ＊ 野間歯科医院 ノマシカイイン 7940006 愛媛県今治市石井町１丁目１－７１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-2487 H18/04/01 指定 今治市

3830230862 ＊ くにのぶ歯科クリニック クニノブシカクリニック 7940025 愛媛県今治市大正町２丁目１－８ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 今治市

3830230862 ＊ くにのぶ歯科クリニック クニノブシカクリニック 7940025 愛媛県今治市大正町２丁目１－８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-5440 H18/04/01 指定 今治市

3830230888 ＊ 山内歯科医院 ヤマウチシカイイン 7940824 愛媛県今治市石橋町１丁目３－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230888 ＊ 山内歯科医院 ヤマウチシカイイン 7940824 愛媛県今治市石橋町１丁目３－２２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-7832 H18/04/01 指定 今治市

3830230896 ＊ 今治東歯科医院 イマバリヒガシシカイイン 7991523 愛媛県今治市郷桜井４丁目２－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230896 ＊ 今治東歯科医院 イマバリヒガシシカイイン 7991523 愛媛県今治市郷桜井４丁目２－８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-2510 H18/04/01 指定 今治市

3830230938 ＊ 鯉池歯科 コイケシカ 7940059 愛媛県今治市鯉池町３－１－４３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230938 ＊ 鯉池歯科 コイケシカ 7940059 愛媛県今治市鯉池町３－１－４３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-0418 H18/04/01 指定 今治市

3830230953 ＊ 高瀬歯科医院 タカセシカイイン 7940007 愛媛県今治市近見町２丁目１－５２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230953 ＊ 高瀬歯科医院 タカセシカイイン 7940007 愛媛県今治市近見町２丁目１－５２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-3365 H18/04/01 指定 今治市

3830230961 ＊ 河北歯科医院 カワキタシカイイン 7940081 愛媛県今治市阿方甲１９６－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230961 ＊ 河北歯科医院 カワキタシカイイン 7940081 愛媛県今治市阿方甲１９６－７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-1313 H18/04/01 指定 今治市

3830230995 ＊ 山田歯科医院 ヤマダシカイイン 7940000 愛媛県今治市藏敷町１丁目７－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830230995 ＊ 山田歯科医院 ヤマダシカイイン 7940000 愛媛県今治市藏敷町１丁目７－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-8680 H18/04/01 指定 今治市

3830231019 ＊ 別府歯科医院 ベップシカイイン 7940065 愛媛県今治市別名１９９－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231019 ＊ 別府歯科医院 ベップシカイイン 7940065 愛媛県今治市別名１９９－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-0355 H18/04/01 指定 今治市

3830231027 ＊ 小泉歯科医院 コイズミシカイイン 7940064 愛媛県今治市小泉４丁目５－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231027 ＊ 小泉歯科医院 コイズミシカイイン 7940064 愛媛県今治市小泉４丁目５－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-8148 H18/04/01 指定 今治市

3830231043 ＊ 広小路歯科医院 ヒロコウジシカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町１丁目３－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231043 ＊ 広小路歯科医院 ヒロコウジシカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町１丁目３－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-1212 H18/04/01 指定 今治市

3830231050 ＊ ビーバー歯科クリニック ビーバーシカクリニック 7992112 愛媛県今治市波止浜１丁目４２０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市
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3830231050 ＊ ビーバー歯科クリニック ビーバーシカクリニック 7992112 愛媛県今治市波止浜１丁目４２０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-4027 H18/04/01 指定 今治市

3830231076 ＊ 八木歯科医院 ヤギシカイイン 7940084 愛媛県今治市延喜乙４７３－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231076 ＊ 八木歯科医院 ヤギシカイイン 7940084 愛媛県今治市延喜乙４７３－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-1118 H18/04/01 指定 今治市

3830231092 ＊ たちばな歯科 タチバナシカ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町３丁目４－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231092 ＊ たちばな歯科 タチバナシカ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町３丁目４－２２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-4180 H18/04/01 指定 今治市

3830231100 ＊ 大岡歯科医院 オオオカシカイイン 7940026 愛媛県今治市別宮町６丁目１－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231100 ＊ 大岡歯科医院 オオオカシカイイン 7940026 愛媛県今治市別宮町６丁目１－４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-2727 H18/04/01 指定 今治市

3830231126 ＊ 赤瀬歯科医院 アカセシカイイン 7940000 愛媛県今治市古國分２丁目１－１３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231126 ＊ 赤瀬歯科医院 アカセシカイイン 7940000 愛媛県今治市古國分２丁目１－１３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-48-3748 H18/04/01 指定 今治市

3830231134 ＊ 鴨頭矯正歯科医院 カモトウキョウセイシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－１６　小川ビル２Ｆ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3830231134 ＊ 鴨頭矯正歯科医院 カモトウキョウセイシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－１６　小川ビル２Ｆ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3830231134 ＊ 鴨頭矯正歯科医院 カモトウキョウセイシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－１６　小川ビル２Ｆ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231134 ＊ 鴨頭矯正歯科医院 カモトウキョウセイシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－１６　小川ビル２Ｆ 介護予防訪問看護 0898-23-9448 H18/04/01 指定 今治市

3830231134 ＊ 鴨頭矯正歯科医院 カモトウキョウセイシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－１６　小川ビル２Ｆ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-9448 H18/04/01 指定 今治市

3830231134 ＊ 鴨頭矯正歯科医院 カモトウキョウセイシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６－１６　小川ビル２Ｆ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-9448 H18/04/01 指定 今治市

3830231142 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7940041 愛媛県今治市松本町２丁目１－７ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3830231142 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7940041 愛媛県今治市松本町２丁目１－７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3830231142 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7940041 愛媛県今治市松本町２丁目１－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231142 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7940041 愛媛県今治市松本町２丁目１－７ 介護予防訪問看護 0898-22-3256 H18/04/01 指定 今治市

3830231142 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7940041 愛媛県今治市松本町２丁目１－７ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-3256 H18/04/01 指定 今治市

3830231142 ＊ 大内歯科医院 オオウチシカイイン 7940041 愛媛県今治市松本町２丁目１－７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-3256 H18/04/01 指定 今治市

3830231175 医療法人  山本歯科医院 医療法人山本歯科医院 イリョウホウジンヤマモトシカイイン 7940025 愛媛県今治市大正町３丁目１－１３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231175 医療法人  山本歯科医院 医療法人山本歯科医院 イリョウホウジンヤマモトシカイイン 7940025 愛媛県今治市大正町３丁目１－１３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-6233 H18/04/01 指定 今治市

3830231183 ＊ 渡邊歯科医院 ワタナベシカイイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町１丁目８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231183 ＊ 渡邊歯科医院 ワタナベシカイイン 7940043 愛媛県今治市南宝来町１丁目８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-0033 H18/04/01 指定 今治市

3830231217 ＊ こぐま小児歯科 コグマショウニシカ 7991513 愛媛県今治市松木３３４－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231217 ＊ こぐま小児歯科 コグマショウニシカ 7991513 愛媛県今治市松木３３４－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-0220 H18/04/01 指定 今治市

3830231233 ＊ ぜんいち歯科医院 ゼンイチシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２４番１２号 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3830231233 ＊ ぜんいち歯科医院 ゼンイチシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２４番１２号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3830231233 ＊ ぜんいち歯科医院 ゼンイチシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２４番１２号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231233 ＊ ぜんいち歯科医院 ゼンイチシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２４番１２号 介護予防訪問看護 0898-33-4567 H18/04/01 指定 今治市

3830231233 ＊ ぜんいち歯科医院 ゼンイチシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２４番１２号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-33-4567 H18/04/01 指定 今治市

3830231233 ＊ ぜんいち歯科医院 ゼンイチシカイイン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２４番１２号 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-4567 H18/04/01 指定 今治市

3830231258 ＊ 久米歯科医院 クメシカイイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町２丁目３ー１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231258 ＊ 久米歯科医院 クメシカイイン 7940028 愛媛県今治市北宝来町２丁目３ー１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-5588 H18/04/01 指定 今治市

3830231266 ＊ 小山歯科医院 コヤマシカイイン 7940821 愛媛県今治市立花町３丁目７番４１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231266 ＊ 小山歯科医院 コヤマシカイイン 7940821 愛媛県今治市立花町３丁目７番４１号 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-8231 H18/04/01 指定 今治市

3830231274 ＊ あさひ歯科 アサヒシカ 7940054 愛媛県今治市北日吉町２－５－４２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830231274 ＊ あさひ歯科 アサヒシカ 7940054 愛媛県今治市北日吉町２－５－４２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-25-6825 H18/04/01 指定 今治市

3830231282 ＊ 羽倉歯科医院 ハグラシカイイン 7992118 愛媛県今治市波止浜１１－１６９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 休止 今治市

3830231282 ＊ 羽倉歯科医院 ハグラシカイイン 7992118 愛媛県今治市波止浜１１－１６９ 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-5151 H18/04/01 指定 今治市

3830231308 井出  康三 井出歯科医院 イデシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１－５－７ 居宅療養管理指導 0898-22-1034 H12/06/01 指定 今治市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830231308 井出  康三 井出歯科医院 イデシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１－５－７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1034 H18/04/01 指定 今治市

3830231316 安藤　貴代士 唐子歯科医院 カラコシカイイン 7991506 愛媛県今治市東村南１－１０－１６ 居宅療養管理指導 0898-47-0466 H13/05/01 指定 今治市

3830231316 安藤　貴代士 唐子歯科医院 カラコシカイイン 7991506 愛媛県今治市東村南１－１０－１６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-0466 H18/04/01 指定 今治市

3830231324 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 訪問看護 H14/12/16 指定 今治市

3830231324 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 訪問リハビリテーション H14/12/16 指定 今治市

3830231324 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 居宅療養管理指導 H14/12/16 指定 今治市

3830231324 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 介護予防訪問看護 0898-36-6661 H18/04/01 指定 今治市

3830231324 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-36-6661 H18/04/01 指定 今治市

3830231324 医療法人明成会 秋山整形外科・歯科 アキヤマセイケイゲカ・シカ 7991522 愛媛県今治市桜井2丁目3-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-6661 H18/04/01 指定 今治市

3830231332 馬越　務 馬越歯科医院 ウマコシシカイイン 7940026 愛媛県今治市別宮町1丁目1－16 居宅療養管理指導 0898-22-1208 H17/01/01 指定 今治市

3830231332 馬越　務 馬越歯科医院 ウマコシシカイイン 7940026 愛媛県今治市別宮町1丁目1－16 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1208 H18/04/01 指定 今治市

3830231365 越智今治農業協同組合 JAおちいまばり歯科診療所 ジェイエイオチイマバリシカシンリョウショ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番地9 訪問看護 0898-24-0020 H18/01/01 指定 今治市

3830231365 越智今治農業協同組合 JAおちいまばり歯科診療所 ジェイエイオチイマバリシカシンリョウショ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番地9 訪問リハビリテーション 0898-24-0020 H18/01/01 指定 今治市

3830231365 越智今治農業協同組合 JAおちいまばり歯科診療所 ジェイエイオチイマバリシカシンリョウショ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番地9 居宅療養管理指導 0898-24-0020 H18/01/01 指定 今治市

3830231365 越智今治農業協同組合 JAおちいまばり歯科診療所 ジェイエイオチイマバリシカシンリョウショ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番地9 介護予防訪問看護 0898-24-0020 H18/04/01 指定 今治市

3830231365 越智今治農業協同組合 JAおちいまばり歯科診療所 ジェイエイオチイマバリシカシンリョウショ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番地9 介護予防訪問リハビリテーション 0898-24-0020 H18/04/01 指定 今治市

3830231365 越智今治農業協同組合 JAおちいまばり歯科診療所 ジェイエイオチイマバリシカシンリョウショ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番地9 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-0020 H18/04/01 指定 今治市

3830231373 * 藤原歯科医院 フジワラシカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町二丁目1-20 居宅療養管理指導 0898-22-2591 H18/01/16 指定 今治市

3830231373 * 藤原歯科医院 フジワラシカイイン 7940017 愛媛県今治市風早町二丁目1-20 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-2591 H18/04/01 指定 今治市

3830231381 * 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 居宅療養管理指導 0898-53-5495 H18/03/01 指定 今治市

3830231381 * 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-5495 H18/04/01 指定 今治市

3830231399 * ごう歯科医院 ゴウシカイイン 7940825 愛媛県今治市郷六ケ内町3-6 訪問看護 0898-34-7123 H18/11/01 指定 今治市

3830231399 * ごう歯科医院 ゴウシカイイン 7940825 愛媛県今治市郷六ケ内町3-6 訪問リハビリテーション 0898-34-7123 H18/11/01 指定 今治市

3830231399 * ごう歯科医院 ゴウシカイイン 7940825 愛媛県今治市郷六ケ内町3-6 居宅療養管理指導 0898-34-7123 H18/11/01 指定 今治市

3830231399 * ごう歯科医院 ゴウシカイイン 7940825 愛媛県今治市郷六ケ内町3-6 介護予防訪問看護 0898-34-7123 H18/11/01 指定 今治市

3830231399 * ごう歯科医院 ゴウシカイイン 7940825 愛媛県今治市郷六ケ内町3-6 介護予防訪問リハビリテーション 0898-34-7123 H18/11/01 指定 今治市

3830231399 * ごう歯科医院 ゴウシカイイン 7940825 愛媛県今治市郷六ケ内町3-6 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-7123 H18/11/01 指定 今治市

3830231407 * 丹歯科医院 タンシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目4-1 訪問看護 0898-23-0648 H18/10/28 指定 今治市

3830231407 * 丹歯科医院 タンシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目4-1 訪問リハビリテーション 0898-23-0648 H18/10/28 指定 今治市

3830231407 * 丹歯科医院 タンシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目4-1 居宅療養管理指導 0898-23-0648 H18/10/28 指定 今治市

3830231407 * 丹歯科医院 タンシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目4-1 介護予防訪問看護 0898-23-0648 H18/10/28 指定 今治市

3830231407 * 丹歯科医院 タンシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目4-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-0648 H18/10/28 指定 今治市

3830231407 * 丹歯科医院 タンシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目4-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-0648 H18/10/28 指定 今治市

3830231423 医療法人　藤枝会 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目1番地20 訪問看護 0898-32-1131 H19/05/01 指定 今治市

3830231423 医療法人　藤枝会 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目1番地20 訪問リハビリテーション 0898-32-1131 H19/05/01 指定 今治市

3830231423 医療法人　藤枝会 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目1番地20 居宅療養管理指導 0898-32-1131 H19/05/01 指定 今治市

3830231423 医療法人　藤枝会 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目1番地20 介護予防訪問看護 0898-32-1131 H19/05/01 指定 今治市

3830231423 医療法人　藤枝会 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目1番地20 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-1131 H19/05/01 指定 今治市

3830231423 医療法人　藤枝会 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目1番地20 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-1131 H19/05/01 指定 今治市

3830231431 医療法人社団　重松歯科医院 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町１丁目4番地10 訪問看護 0898-22-1773 H20/07/01 指定 今治市

3830231431 医療法人社団　重松歯科医院 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町１丁目4番地10 訪問リハビリテーション 0898-22-1773 H20/07/01 指定 今治市

3830231431 医療法人社団　重松歯科医院 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町１丁目4番地10 居宅療養管理指導 0898-22-1773 H20/07/01 指定 今治市
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3830231431 医療法人社団　重松歯科医院 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町１丁目4番地10 介護予防訪問看護 0898-22-1773 H20/07/01 指定 今治市

3830231431 医療法人社団　重松歯科医院 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町１丁目4番地10 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-1773 H20/07/01 指定 今治市

3830231431 医療法人社団　重松歯科医院 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7940037 愛媛県今治市黄金町１丁目4番地10 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1773 H20/07/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 訪問看護 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 訪問リハビリテーション 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 居宅療養管理指導 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 通所リハビリテーション 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 介護予防訪問看護 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231464 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7940036 愛媛県今治市通町一丁目３番地８号 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-2948 H22/01/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 訪問看護 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 訪問リハビリテーション 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 居宅療養管理指導 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 通所リハビリテーション 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 介護予防訪問看護 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231472 医療法人　村瀬歯科医院 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２番１０号 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-5001 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 訪問看護 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 訪問リハビリテーション 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 居宅療養管理指導 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 通所リハビリテーション 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 介護予防訪問看護 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231480 ＊ おんまや歯科クリニック オンマヤシカクリニック 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１－１６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-33-3883 H23/04/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 訪問看護 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 訪問リハビリテーション 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 居宅療養管理指導 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 通所リハビリテーション 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 介護予防訪問看護 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231498 ＊ ときわ歯科医院 トキワシカイイン 7940015 愛媛県今治市常盤町六丁目５番２８号 介護予防通所リハビリテーション 0898-32-8848 H24/09/01 指定 今治市

3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 訪問看護 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市

3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 訪問リハビリテーション 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市

3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 居宅療養管理指導 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市

3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 通所リハビリテーション 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市

3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 介護予防訪問看護 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市

3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市

3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市
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3830231506 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり伯方歯科診療所 ＪＡオチイマバリハカタシカシンリョウショ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲１６６６番地４ 介護予防通所リハビリテーション 0897-72-3378 H25/08/01 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 訪問看護 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 訪問リハビリテーション 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 居宅療養管理指導 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 通所リハビリテーション 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 介護予防訪問看護 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231514 ＊ 大町歯科クリニック オオマチシカクリニック 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目４番３６号 介護予防通所リハビリテーション 0898-35-4618 H26/04/02 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 訪問看護 0898-47-2225 H26/09/01 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 訪問リハビリテーション 0898-47-2225 H26/09/01 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 居宅療養管理指導 H26/09/01 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 通所リハビリテーション 0898-47-2225 H26/09/01 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 介護予防訪問看護 0898-47-2225 H26/09/01 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-47-2225 H26/09/01 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-2225 H26/09/01 指定 今治市

3830231522 医療法人　眞歯会 ひかり歯科医院 ヒカリシカイイン 7991535 愛媛県今治市登畑甲１３１ー１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-47-2225 H26/09/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 訪問看護 H26/12/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 訪問リハビリテーション H26/12/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 居宅療養管理指導 H26/12/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 通所リハビリテーション H26/12/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 介護予防訪問看護 H26/12/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 介護予防訪問リハビリテーション H26/12/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 介護予防居宅療養管理指導 H26/12/01 指定 今治市

3830231530 ＊ 重松歯科医院 シゲマツシカイイン 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪２８２２の２番地 介護予防通所リハビリテーション H26/12/01 指定 今治市

3830231555 ＊ 藤沢歯科 フジサワシカ 7940036 愛媛県今治市通町２丁目３－３３ 訪問看護 0898-32-4619 H28/01/01 指定 今治市

3830231555 ＊ 藤沢歯科 フジサワシカ 7940036 愛媛県今治市通町２丁目３－３３ 訪問リハビリテーション 0898-32-4619 H28/01/01 指定 今治市

3830231555 ＊ 藤沢歯科 フジサワシカ 7940036 愛媛県今治市通町２丁目３－３３ 居宅療養管理指導 H28/01/01 指定 今治市

3830231555 ＊ 藤沢歯科 フジサワシカ 7940036 愛媛県今治市通町２丁目３－３３ 介護予防訪問看護 0898-32-4619 H28/01/01 指定 今治市

3830231555 ＊ 藤沢歯科 フジサワシカ 7940036 愛媛県今治市通町２丁目３－３３ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-32-4619 H28/01/01 指定 今治市

3830231555 ＊ 藤沢歯科 フジサワシカ 7940036 愛媛県今治市通町２丁目３－３３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-4619 H28/01/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 訪問看護 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 訪問リハビリテーション 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 居宅療養管理指導 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 通所リハビリテーション 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 介護予防訪問看護 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 介護予防訪問リハビリテーション 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231563 ＊ きぬぼし歯科 キヌボシシカ 7940813 愛媛県今治市衣干町三丁目2番8号 介護予防通所リハビリテーション 0898-24-1814 H28/04/01 指定 今治市

3830231571 ＊ 博愛歯科小児・矯正歯科医院 ハクアイシカショウニ・キョウセイシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目５－１８ 訪問看護 0898-22-1124 H30/06/03 指定 今治市

3830231571 ＊ 博愛歯科小児・矯正歯科医院 ハクアイシカショウニ・キョウセイシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目５－１８ 訪問リハビリテーション 0898-22-1124 H30/06/03 指定 今治市

3830231571 ＊ 博愛歯科小児・矯正歯科医院 ハクアイシカショウニ・キョウセイシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目５－１８ 居宅療養管理指導 H30/06/03 指定 今治市
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3830231571 ＊ 博愛歯科小児・矯正歯科医院 ハクアイシカショウニ・キョウセイシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目５－１８ 介護予防訪問看護 0898-22-1124 H30/06/03 指定 今治市

3830231571 ＊ 博愛歯科小児・矯正歯科医院 ハクアイシカショウニ・キョウセイシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目５－１８ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-1124 H30/06/03 指定 今治市

3830231571 ＊ 博愛歯科小児・矯正歯科医院 ハクアイシカショウニ・キョウセイシカイイン 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目５－１８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1124 H30/06/03 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 訪問看護 0898-22-5265 R02/01/01 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 訪問リハビリテーション 0898-22-5265 R02/01/01 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 居宅療養管理指導 999-999-9999 R02/01/01 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 通所リハビリテーション 0898-22-5265 R02/01/01 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 介護予防訪問看護 0898-22-5265 R02/01/01 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-22-5265 R02/01/01 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 R02/01/01 指定 今治市

3830231589 医療法人陽弘会 越智歯科医院 オチシカイイン 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６－２３ 介護予防通所リハビリテーション 0898-22-5265 R02/01/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 訪問看護 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 訪問リハビリテーション 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 居宅療養管理指導 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 通所リハビリテーション 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 介護予防訪問看護 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 介護予防訪問リハビリテーション 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 介護予防居宅療養管理指導 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830231597 ＊ しまなみの丘歯科クリニック シマナミノオカシカクリニック 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1-1イオンモール今治新都市2階2052区画 介護予防通所リハビリテーション 0898-52-7171 R02/12/01 指定 今治市

3830238014 医療法人  真泉会 医療法人真泉会第一病院 イリョウホウジンシンセンカイダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3830238014 医療法人  真泉会 医療法人真泉会第一病院 イリョウホウジンシンセンカイダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3830238014 医療法人  真泉会 医療法人真泉会第一病院 イリョウホウジンシンセンカイダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830238014 医療法人  真泉会 医療法人真泉会第一病院 イリョウホウジンシンセンカイダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 介護予防訪問看護 0898-23-1650 H18/04/01 指定 今治市

3830238014 医療法人  真泉会 医療法人真泉会第一病院 イリョウホウジンシンセンカイダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-1650 H18/04/01 指定 今治市

3830238014 医療法人  真泉会 医療法人真泉会第一病院 イリョウホウジンシンセンカイダイイチビョウイン 7940052 愛媛県今治市宮下町１丁目１－２１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-1650 H18/04/01 指定 今治市

3830238030 ＊ 共栄歯科医院 キョウエイシカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目２番地の３７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830238030 ＊ 共栄歯科医院 キョウエイシカイイン 7940024 愛媛県今治市共栄町２丁目２番地の３７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-1555 H18/04/01 指定 今治市

3830238048 ＊ まき歯科 マキシカ 7940840 愛媛県今治市中寺３４２番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830238048 ＊ まき歯科 マキシカ 7940840 愛媛県今治市中寺３４２番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-6480 H18/04/01 指定 今治市

3830238055 ＊ 中平歯科医院 ナカヒラシカイイン 7940005 愛媛県今治市大新田町４丁目２番１３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830238055 ＊ 中平歯科医院 ナカヒラシカイイン 7940005 愛媛県今治市大新田町４丁目２番１３号 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-9830 H18/04/01 指定 今治市

3830238063 ＊ 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２－１０ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3830238063 ＊ 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２－１０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3830238063 ＊ 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3830238063 ＊ 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２－１０ 介護予防訪問看護 0898-23-5001 H18/04/01 指定 今治市

3830238063 ＊ 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-5001 H18/04/01 指定 今治市

3830238063 ＊ 村瀬歯科医院 ムラセシカイイン 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目２－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-5001 H18/04/01 指定 今治市

3833230356 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１３３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230356 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１３３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0987-73-0041 H18/04/01 指定 今治市

3833230372 ＊ 神原歯科医院 フクハラシカイイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口３８５６番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230372 ＊ 神原歯科医院 フクハラシカイイン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口３８５６番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-87-2055 H18/04/01 指定 今治市

3833230430 ＊ 小林歯科医院 コバヤシシカイイン 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲１２４番地の３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市
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3833230430 ＊ 小林歯科医院 コバヤシシカイイン 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲１２４番地の３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-55-2743 H18/04/01 指定 今治市

3833230471 ＊ 太田歯科医院 オオタシカイイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町４５－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230471 ＊ 太田歯科医院 オオタシカイイン 7992203 愛媛県今治市大西町新町４５－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-2008 H18/04/01 指定 今治市

3833230489 ＊ タクボ歯科 タクボタシカ 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230489 ＊ タクボ歯科 タクボタシカ 7942112 愛媛県今治市吉海町本庄２９８３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-84-2700 H18/04/01 指定 今治市

3833230497 ＊ しぶたに歯科医院 シブタニシカイイン 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲１２２９番地の７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230497 ＊ しぶたに歯科医院 シブタニシカイイン 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲１２２９番地の７ 介護予防居宅療養管理指導 0897-72-2789 H18/04/01 指定 今治市

3833230539 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942114 愛媛県今治市吉海町名３０６７番地 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3833230539 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942114 愛媛県今治市吉海町名３０６７番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3833230539 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942114 愛媛県今治市吉海町名３０６７番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230539 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942114 愛媛県今治市吉海町名３０６７番地 介護予防訪問看護 0897-84-3618 H18/04/01 指定 今治市

3833230539 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942114 愛媛県今治市吉海町名３０６７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-84-3618 H18/04/01 指定 今治市

3833230539 ＊ 村上歯科医院 ムラカミシカイイン 7942114 愛媛県今治市吉海町名３０６７番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-84-3618 H18/04/01 指定 今治市

3833230562 ＊ 瀬野歯科医院 セノシカイイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口１８２９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230562 ＊ 瀬野歯科医院 セノシカイイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口１８２９－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-8826 H18/04/01 指定 今治市

3833230570 ＊ 菊間歯科医院 キクマシカイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜７２２番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230570 ＊ 菊間歯科医院 キクマシカイイン 7992303 愛媛県今治市菊間町浜７２２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-54-5061 H18/04/01 指定 今治市

3833230596 ＊ 朝倉歯科医院 アサクラシカイイン 7991604 愛媛県今治市朝倉北甲１６３ー１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230596 ＊ 朝倉歯科医院 アサクラシカイイン 7991604 愛媛県今治市朝倉北甲１６３ー１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-56-3200 H18/04/01 指定 今治市

3833230604 ＊ ふじた歯科 フジタシカ 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲４８２－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230604 ＊ ふじた歯科 フジタシカ 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲４８２－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-4394 H18/04/01 指定 今治市

3833230612 ＊ のま歯科医院 ノマシカイイン 7992302 愛媛県今治市菊間町種９番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3833230612 ＊ のま歯科医院 ノマシカイイン 7992302 愛媛県今治市菊間町種９番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-54-3300 H18/04/01 指定 今治市

3833230620 藤田栄伸 ふじた歯科医院 フジタシカイイン 7941304 愛媛県今治市大三島町宮浦5684番地 居宅療養管理指導 0897-74-0581 H13/04/01 指定 今治市

3833230620 藤田栄伸 ふじた歯科医院 フジタシカイイン 7941304 愛媛県今治市大三島町宮浦5684番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-74-0581 H18/04/01 指定 今治市

3833230646 森岡　透 森岡歯科　 モリオカシカ 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 訪問看護 H14/05/01 指定 今治市

3833230646 森岡　透 森岡歯科　 モリオカシカ 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 訪問リハビリテーション H14/05/01 指定 今治市

3833230646 森岡　透 森岡歯科　 モリオカシカ 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 居宅療養管理指導 H14/05/01 指定 今治市

3833230646 森岡　透 森岡歯科　 モリオカシカ 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 介護予防訪問看護 0898-53-0707 H18/04/01 指定 今治市

3833230646 森岡　透 森岡歯科　 モリオカシカ 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-53-0707 H18/04/01 指定 今治市

3833230646 森岡　透 森岡歯科　 モリオカシカ 7992206 愛媛県今治市大西町脇甲829-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-0707 H18/04/01 指定 今治市

3833230661 森田　正二 森田デンタルクリニック モリタデンタルクリニック 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲１２４３－１ 居宅療養管理指導 0897-72-0122 H16/01/01 指定 今治市

3833230661 森田　正二 森田デンタルクリニック モリタデンタルクリニック 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲１２４３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-72-0122 H18/04/01 指定 今治市

3833230679 今岡　美佐子 今岡歯科 イマオカ　シカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１９３３－１ 訪問看護 0897-74-0418 H16/03/01 指定 今治市

3833230679 今岡　美佐子 今岡歯科 イマオカ　シカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１９３３－１ 訪問リハビリテーション 0897-74-0418 H16/03/01 指定 今治市

3833230679 今岡　美佐子 今岡歯科 イマオカ　シカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１９３３－１ 居宅療養管理指導 0897-74-0418 H16/03/01 指定 今治市

3833230679 今岡　美佐子 今岡歯科 イマオカ　シカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１９３３－１ 介護予防訪問看護 0897-74-0418 H18/04/01 指定 今治市

3833230679 今岡　美佐子 今岡歯科 イマオカ　シカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１９３３－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-74-0418 H18/04/01 指定 今治市

3833230679 今岡　美佐子 今岡歯科 イマオカ　シカ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲１９３３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-74-0418 H18/04/01 指定 今治市

3833238037 ＊ 岡村へき地出張診療所 オカムラヘキチシュッチョウシンリョウショ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲１８の２ 訪問看護 H12/04/01 指定 今治市

3833238037 ＊ 岡村へき地出張診療所 オカムラヘキチシュッチョウシンリョウショ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲１８の２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 今治市

3833238037 ＊ 岡村へき地出張診療所 オカムラヘキチシュッチョウシンリョウショ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲１８の２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市
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3833238037 ＊ 岡村へき地出張診療所 オカムラヘキチシュッチョウシンリョウショ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲１８の２ 介護予防訪問看護 0897-88-2118 H18/04/01 指定 今治市

3833238037 ＊ 岡村へき地出張診療所 オカムラヘキチシュッチョウシンリョウショ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲１８の２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-88-2118 H18/04/01 指定 今治市

3833238037 ＊ 岡村へき地出張診療所 オカムラヘキチシュッチョウシンリョウショ 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲１８の２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-88-2118 H18/04/01 指定 今治市

3840240026 有限会社  渡辺峰松堂薬局 有限会社渡辺峰松堂薬局 ユウゲンガイシャワタナベミネマツドウヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６番地の７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240026 有限会社  渡辺峰松堂薬局 有限会社渡辺峰松堂薬局 ユウゲンガイシャワタナベミネマツドウヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町３丁目６番地の７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-0821 H18/04/01 指定 今治市

3840240042 有限会社  アサイ薬局 有限会社アサイ薬局 ユウゲンガイシャアサイヤッキョク 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目２番地４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240042 有限会社  アサイ薬局 有限会社アサイ薬局 ユウゲンガイシャアサイヤッキョク 7940042 愛媛県今治市旭町１丁目２番地４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1735 H18/04/01 指定 今治市

3840240273 ＊ 文化堂薬局 ブンカドウヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目３番３３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240273 ＊ 文化堂薬局 ブンカドウヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目３番３３号 介護予防居宅療養管理指導 0898-48-3158 H18/04/01 指定 今治市

3840240349 ＊ たちばな薬局 タチバナヤッキョク 7940821 愛媛県今治市立花町２丁目９－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240349 ＊ たちばな薬局 タチバナヤッキョク 7940821 愛媛県今治市立花町２丁目９－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-6265 H18/04/01 指定 今治市

3840240455 ＊ 今治薬局 イマバリヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町２丁目１－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240455 ＊ 今治薬局 イマバリヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町２丁目１－８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-0926 H18/04/01 指定 今治市

3840240547 ＊ 文化堂薬局高市店 ブンカドウヤッキョクタカイチテン 7991512 愛媛県今治市高市甲２１の２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240547 ＊ 文化堂薬局高市店 ブンカドウヤッキョクタカイチテン 7991512 愛媛県今治市高市甲２１の２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-0207 H18/04/01 指定 今治市

3840240711 ＊ ツヂタ薬局 ツヂタヤッキョク 7940024 愛媛県今治市共栄町３－３－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240711 ＊ ツヂタ薬局 ツヂタヤッキョク 7940024 愛媛県今治市共栄町３－３－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-1106 H18/04/01 指定 今治市

3840240729 ＊ 鴨頭薬局 カモガシラヤッキョク 7940023 愛媛県今治市栄町４丁目２の２６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240729 ＊ 鴨頭薬局 カモガシラヤッキョク 7940023 愛媛県今治市栄町４丁目２の２６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-2390 H18/04/01 指定 今治市

3840240745 有限会社  矢野薬局 有限会社矢野薬局 ユウゲンガイシャヤノヤッキョク 7940043 愛媛県今治市南宝来町２丁目２番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240745 有限会社  矢野薬局 有限会社矢野薬局 ユウゲンガイシャヤノヤッキョク 7940043 愛媛県今治市南宝来町２丁目２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-6875 H18/04/01 指定 今治市

3840240752 ＊ 光薬局 ヒカリヤッキョク 7992115 愛媛県今治市中堀１丁目１の４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240752 ＊ 光薬局 ヒカリヤッキョク 7992115 愛媛県今治市中堀１丁目１の４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-41-4193 H18/04/01 指定 今治市

3840240786 ＊ 平野屋薬局 ヒラノヤヤッキョク 7940028 愛媛県今治市北宝来町２丁目２－２２ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 今治市

3840240786 ＊ 平野屋薬局 ヒラノヤヤッキョク 7940028 愛媛県今治市北宝来町２丁目２－２２ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 今治市

3840240836 ＊ サン薬局 サンヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町８丁目３－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240836 ＊ サン薬局 サンヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町８丁目３－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-1302 H18/04/01 指定 今治市

3840240935 ＊ カモ調剤薬局 カモチョウザイヤッキョク 7991512 愛媛県今治市高市甲２６６ー１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240935 ＊ カモ調剤薬局 カモチョウザイヤッキョク 7991512 愛媛県今治市高市甲２６６ー１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-48-1901 H18/04/01 指定 今治市

3840240984 ＊ 平野グリーン薬局 ヒラノグリーンヤッキョク 7991522 愛媛県今治市桜井四丁目１２－２７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240984 ＊ 平野グリーン薬局 ヒラノグリーンヤッキョク 7991522 愛媛県今治市桜井四丁目１２－２７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-6043 H18/04/01 指定 今治市

3840240992 ＊ 矢野調剤薬局 ヤノチョウザイヤッキョク 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目６－２３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840240992 ＊ 矢野調剤薬局 ヤノチョウザイヤッキョク 7991522 愛媛県今治市桜井二丁目６－２３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-0645 H18/04/01 指定 今治市

3840241032 ＊ いけだ薬局 イケダヤッキョク 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２５－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840241032 ＊ いけだ薬局 イケダヤッキョク 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目２５－５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3840241040 ＊ 寺尾別宮薬局 テラオベックヤッキョク 7940026 愛媛県今治市別宮町３丁目７ー２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840241040 ＊ 寺尾別宮薬局 テラオベックヤッキョク 7940026 愛媛県今治市別宮町３丁目７ー２２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-25-1211 H18/04/01 指定 今治市

3840241099 ＊ 平野拝志薬局 ヒラノハイシヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目５ー１４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840241099 ＊ 平野拝志薬局 ヒラノハイシヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目５ー１４ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3840241198 有限会社  アンフィニコスモ コスモ調剤薬局松木店 コスモチョウザイヤッキョクマツギテン 7991513 愛媛県今治市松木字五反地２９－１３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3840241198 有限会社  アンフィニコスモ コスモ調剤薬局松木店 コスモチョウザイヤッキョクマツギテン 7991513 愛媛県今治市松木字五反地２９－１３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3840241206 有限会社  あさひ調剤薬局 あさひ薬局 アサヒヤッキョク 7992113 愛媛県今治市高部５２６－６ 居宅療養管理指導 0898-36-5377 H12/08/01 指定 今治市
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3840241206 有限会社  あさひ調剤薬局 あさひ薬局 アサヒヤッキョク 7992113 愛媛県今治市高部５２６－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-5377 H18/04/01 指定 今治市

3840241214 有限会社　エクスプレス のぞみ調剤薬局 ノゾミチョウザイヤッキョク 7940056 愛媛県今治市南日吉町３丁目2番3号 居宅療養管理指導 0898-34-7316 H12/09/01 指定 今治市

3840241214 有限会社　エクスプレス のぞみ調剤薬局 ノゾミチョウザイヤッキョク 7940056 愛媛県今治市南日吉町３丁目2番3号 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-7316 H18/04/01 指定 今治市

3840241222 株式会社　アガスト みどり薬局 ミドリヤッキョク 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１４－７ 居宅療養管理指導 0898-34-8551 H12/11/01 指定 今治市

3840241222 株式会社　アガスト みどり薬局 ミドリヤッキョク 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１４－７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-8551 H18/04/01 指定 今治市

3840241271 近藤　理香 さくらい薬局 サクライヤッキョク 7991513 愛媛県今治市松木３７６－５ 居宅療養管理指導 0898-48-0718 H13/07/01 指定 今治市

3840241271 近藤　理香 さくらい薬局 サクライヤッキョク 7991513 愛媛県今治市松木３７６－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-48-0718 H18/04/01 指定 今治市

3840241289 西山　敦志 西山薬局 ニシヤマヤッキョク 7940018 愛媛県今治市本町５丁目６－５ 居宅療養管理指導 0898-22-2597 H13/08/21 指定 今治市

3840241289 西山　敦志 西山薬局 ニシヤマヤッキョク 7940018 愛媛県今治市本町５丁目６－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-2597 H18/04/01 指定 今治市

3840241305 有限会社　薬商 近見調剤薬局 チカミチョウザイヤッキョク 7940006 愛媛県今治市石井町4丁目6-25 居宅療養管理指導 0898-24-6880 H14/04/01 指定 今治市

3840241305 有限会社　薬商 近見調剤薬局 チカミチョウザイヤッキョク 7940006 愛媛県今治市石井町4丁目6-25 介護予防居宅療養管理指導 0898-24-6880 H18/04/01 指定 今治市

3840241313 有限会社　カナダイメディカル 今治けんこう薬局 イマバリケンコウヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町5丁目3番39号 居宅療養管理指導 H14/11/01 指定 今治市

3840241313 有限会社　カナダイメディカル 今治けんこう薬局 イマバリケンコウヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町5丁目3番39号 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-6130 H18/04/01 指定 今治市

3840241339 有限会社エクスプレス かもめ調剤薬局 カモメチョウザイヤッキョク 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番７号 居宅療養管理指導 0898-34-4454 H16/04/01 指定 今治市

3840241339 有限会社エクスプレス かもめ調剤薬局 カモメチョウザイヤッキョク 7940005 愛媛県今治市大新田町３丁目４番７号 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-4454 H18/04/01 指定 今治市

3840241354 有限会社　蝶野 さくら薬局今治店 サクラヤッキョクイマバリテン 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 居宅療養管理指導 0898-34-7111 H17/01/01 指定 今治市

3840241354 有限会社　蝶野 さくら薬局今治店 サクラヤッキョクイマバリテン 7940024 愛媛県今治市共栄町2丁目2-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-7111 H18/04/01 指定 今治市

3840241370 ＊ すみむら薬局 スミムラヤッキョク 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲303番3 居宅療養管理指導 H18/07/01 指定 今治市

3840241370 ＊ すみむら薬局 スミムラヤッキョク 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲303番3 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-2029 H18/07/01 指定 今治市

3840241388 有限会社エクスプレス こまち調剤薬局 コマチチョウザイヤッキョク 7940056 愛媛県今治市南日吉町二丁目3番地36号 居宅療養管理指導 0898-52-3310 H18/12/01 指定 今治市

3840241388 有限会社エクスプレス こまち調剤薬局 コマチチョウザイヤッキョク 7940056 愛媛県今治市南日吉町二丁目3番地36号 介護予防居宅療養管理指導 0898-52-3310 H18/12/01 指定 今治市

3840241396 株式会社　クローバー クローバー薬局北日吉店 クローバーヤッキョクキタヒヨシテン 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目8番17号 居宅療養管理指導 0898-33-7570 H19/10/01 指定 今治市

3840241396 株式会社　クローバー クローバー薬局北日吉店 クローバーヤッキョクキタヒヨシテン 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目8番17号 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-7570 H19/10/01 指定 今治市

3840241404 有限会社　カナダイメディカル 上浦ハート薬局 カミウラハートヤッキョク 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5297-1 居宅療養管理指導 0897-74-0630 H20/05/01 指定 今治市

3840241404 有限会社　カナダイメディカル 上浦ハート薬局 カミウラハートヤッキョク 7941402 愛媛県今治市上浦町井口5297-1 介護予防居宅療養管理指導 0897-74-0630 H20/05/01 指定 今治市

3840241412 株式会社　アガスト しまなみ薬局 シマナミヤッキョク 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目14-7 居宅療養管理指導 0898-33-9345 H20/10/01 指定 今治市

3840241412 株式会社　アガスト しまなみ薬局 シマナミヤッキョク 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目14-7 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-9345 H20/10/01 指定 今治市

3840241420 有限会社　岡本薬局 今治おかもと薬局 イマバリオカモトヤッキョク 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番10号 居宅療養管理指導 0898-23-0220 H21/01/01 指定 今治市

3840241420 有限会社　岡本薬局 今治おかもと薬局 イマバリオカモトヤッキョク 7940811 愛媛県今治市南高下町三丁目2番10号 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-0220 H21/01/01 指定 今治市

3840241446 株式会社　アガペ あおぞら調剤薬局 アオゾラチョウザイヤッキョク 7940028 愛媛県今治市北宝来町2丁目3番地6 居宅療養管理指導 0898-35-3510 H22/07/01 指定 今治市

3840241446 株式会社　アガペ あおぞら調剤薬局 アオゾラチョウザイヤッキョク 7940028 愛媛県今治市北宝来町2丁目3番地6 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-3510 H22/07/01 指定 今治市

3840241453 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　今治東店 レデイヤッキョク　イマバリヒガシテン 7991506 愛媛県今治市東村５丁目９番３３号 居宅療養管理指導 0898-47-4999 H22/09/01 指定 今治市

3840241453 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　今治東店 レデイヤッキョク　イマバリヒガシテン 7991506 愛媛県今治市東村５丁目９番３３号 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-4999 H22/09/01 指定 今治市

3840241461 株式会社　おぐに おぐに薬局宮下店 オグニヤッキョクミヤシタテン 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目１－２１ 居宅療養管理指導 0898-35-2092 H23/07/01 指定 今治市

3840241461 株式会社　おぐに おぐに薬局宮下店 オグニヤッキョクミヤシタテン 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目１－２１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-2092 H23/07/01 指定 今治市

3840241479 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　北高下店 レデイヤッキョク　キタコウゲテン 7940812 愛媛県今治市北高下町２丁目１番３号 居宅療養管理指導 0898-35-3227 H23/08/01 指定 今治市

3840241479 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　北高下店 レデイヤッキョク　キタコウゲテン 7940812 愛媛県今治市北高下町２丁目１番３号 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-3227 H23/08/01 指定 今治市

3840241511 株式会社エイリッシュ べつみょう薬局 ベツミョウヤッキョク 7940065 愛媛県今治市別名字中河原１９９番１ 居宅療養管理指導 0898-22-6082 H13/04/01 指定 今治市

3840241511 株式会社エイリッシュ べつみょう薬局 ベツミョウヤッキョク 7940065 愛媛県今治市別名字中河原１９９番１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-6082 H18/04/01 指定 今治市

3840241529 有限会社　健美 てぃーだ薬局 ティーダヤッキョク 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目１番９号 居宅療養管理指導 0898-34-1255 H24/06/01 指定 今治市

3840241529 有限会社　健美 てぃーだ薬局 ティーダヤッキョク 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目１番９号 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-1255 H24/06/01 指定 今治市

3840241545 株式会社レフピック ひめ薬局　北鳥生店 ヒメヤッキョク　キタトリュウテン 7940803 愛媛県今治市北鳥生町三丁目４番１２号 居宅療養管理指導 0898-55-8883 H24/11/01 指定 今治市
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3840241545 株式会社レフピック ひめ薬局　北鳥生店 ヒメヤッキョク　キタトリュウテン 7940803 愛媛県今治市北鳥生町三丁目４番１２号 介護予防居宅療養管理指導 0898-55-8883 H24/11/01 指定 今治市

3840241552 株式会社　つばめ調剤薬局 つばめ調剤薬局 ツバメチョウザイヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番９号 居宅療養管理指導 0898-34-4474 H25/06/01 指定 今治市

3840241552 株式会社　つばめ調剤薬局 つばめ調剤薬局 ツバメチョウザイヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町７丁目３番９号 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-4474 H25/06/01 指定 今治市

3840241560 有限会社ＭＥＤＩＣ 立花八丁薬局 タチバナハッチョウヤッキョク 7940832 愛媛県今治市八町西５丁目１番２１号 居宅療養管理指導 0898-35-2290 H26/01/01 指定 今治市

3840241560 有限会社ＭＥＤＩＣ 立花八丁薬局 タチバナハッチョウヤッキョク 7940832 愛媛県今治市八町西５丁目１番２１号 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-2290 H26/01/01 指定 今治市

3840241578 有限会社　城西調剤薬局 うさぎ薬局 ウサギヤッキョク 7940038 愛媛県今治市末広町３丁目３－４ 居宅療養管理指導 0898-22-3355 H26/07/01 指定 今治市

3840241578 有限会社　城西調剤薬局 うさぎ薬局 ウサギヤッキョク 7940038 愛媛県今治市末広町３丁目３－４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-22-3355 H26/07/01 指定 今治市

3840241586 ＊ あおば薬局 アオバヤッキョク 7940821 愛媛県今治市立花町３丁目７番３０号 居宅療養管理指導 0898-34-3313 H27/06/01 指定 今治市

3840241586 ＊ あおば薬局 アオバヤッキョク 7940821 愛媛県今治市立花町３丁目７番３０号 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-3313 H27/06/01 指定 今治市

3840241594 株式会社平野 平野ごう薬局 ヒラノゴウヤッキョク 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１－４２ 居宅療養管理指導 0898-35-4081 H27/07/01 指定 今治市

3840241594 株式会社平野 平野ごう薬局 ヒラノゴウヤッキョク 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町３丁目１－４２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-4081 H27/07/01 指定 今治市

3840241602 株式会社アルティザン アルファ調剤薬局　今治店 アルファチョウザイヤッキョク　イマバリテン 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 居宅療養管理指導 0898337737 H27/11/01 指定 今治市

3840241602 株式会社アルティザン アルファ調剤薬局　今治店 アルファチョウザイヤッキョク　イマバリテン 7940027 愛媛県今治市南大門町２丁目１番地２１ 介護予防居宅療養管理指導 0898337737 H27/11/01 指定 今治市

3840241610 イオンリテール株式会社 イオン薬局イオンスタイル今治新都市 イオンヤッキョクイオンスタイルイマバリシントシ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1 居宅療養管理指導 0898-34-6142 H28/04/01 指定 今治市

3840241610 イオンリテール株式会社 イオン薬局イオンスタイル今治新都市 イオンヤッキョクイオンスタイルイマバリシントシ 7940068 愛媛県今治市にぎわい広場1番地1 介護予防居宅療養管理指導 0898-34-6142 H28/04/01 指定 今治市

3840241628 株式会社　平野 まつだ薬局 マツダヤッキョク 7940064 愛媛県今治市小泉４丁目11番11号 居宅療養管理指導 0898-35-4660 H28/12/01 指定 今治市

3840241628 株式会社　平野 まつだ薬局 マツダヤッキョク 7940064 愛媛県今治市小泉４丁目11番11号 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-4660 H28/12/01 指定 今治市

3840241644 有限会社　もり薬局 もり薬局 モリヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目２番23号 居宅療養管理指導 0898-32-2627 H29/05/01 指定 今治市

3840241644 有限会社　もり薬局 もり薬局 モリヤッキョク 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目２番23号 介護予防居宅療養管理指導 0898-32-2627 H29/05/01 指定 今治市

3840241651 株式会社YY わいわい薬局 ワイワイヤッキョク 7940043 愛媛県今治市南宝来町二丁目７番地２ 居宅療養管理指導 0898-52-8686 H29/07/01 指定 今治市

3840241651 株式会社YY わいわい薬局 ワイワイヤッキョク 7940043 愛媛県今治市南宝来町二丁目７番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-52-8686 H29/07/01 指定 今治市

3840241669 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　喜田村店 レデイヤッキョク　キタムラテン 7991501 愛媛県今治市喜田村一丁目５番５号 居宅療養管理指導 0898-36-6510 H29/09/16 指定 今治市

3840241669 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　喜田村店 レデイヤッキョク　キタムラテン 7991501 愛媛県今治市喜田村一丁目５番５号 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-6510 H29/09/16 指定 今治市

3840241677 ウインウエイ株式会社 今治みかん薬局 イマバリミカンヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番３７号 居宅療養管理指導 0898-52-8866 H29/10/01 指定 今治市

3840241677 ウインウエイ株式会社 今治みかん薬局 イマバリミカンヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番３７号 介護予防居宅療養管理指導 0898-52-8866 H29/10/01 指定 今治市

3840241685 株式会社ファーマシィ ファーマシィ薬局今治 ファーマシィヤッキョクイマバリ 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番４２号 居宅療養管理指導 0898-36-6011 H29/10/01 指定 今治市

3840241685 株式会社ファーマシィ ファーマシィ薬局今治 ファーマシィヤッキョクイマバリ 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番４２号 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-6011 H29/10/01 指定 今治市

3840241693 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽ薬局今治喜田村店 タンポポヤッキョクイマバリキタムラテン 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番４１号　１階 居宅療養管理指導 0898-47-6881 H29/10/01 指定 今治市

3840241693 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽ薬局今治喜田村店 タンポポヤッキョクイマバリキタムラテン 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目２番４１号　１階 介護予防居宅療養管理指導 0898-47-6881 H29/10/01 指定 今治市

3840241701 株式会社　ナスカ ならの木薬局　ビギン ナラノキヤッキョク　ビギン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目８番１７号 居宅療養管理指導 0898-33-7570 H30/04/01 指定 今治市

3840241701 株式会社　ナスカ ならの木薬局　ビギン ナラノキヤッキョク　ビギン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目８番１７号 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-7570 H30/04/01 指定 今治市

3840241719 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　波止浜店 レデイヤッキョク　ハシハマテン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目１番８号 居宅療養管理指導 0898-36-5180 H30/07/16 指定 今治市

3840241719 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　波止浜店 レデイヤッキョク　ハシハマテン 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目１番８号 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-5180 H30/07/16 指定 今治市

3840241727 クオール株式会社 クオール薬局今治店 クオールヤッキョクイマバリテン 7940028 愛媛県今治市北宝来町２－２－１ 居宅療養管理指導 0898-25-2989 H30/10/01 指定 今治市

3840241727 クオール株式会社 クオール薬局今治店 クオールヤッキョクイマバリテン 7940028 愛媛県今治市北宝来町２－２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-25-2989 H30/10/01 指定 今治市

3840241735 株式会社ジン きょうえい薬局 キョウエイヤッキョク 7940025 愛媛県今治市大正町三丁目６－１６ 居宅療養管理指導 0898-52-9301 H30/11/01 指定 今治市

3840241735 株式会社ジン きょうえい薬局 キョウエイヤッキョク 7940025 愛媛県今治市大正町三丁目６－１６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-52-9301 H30/11/01 指定 今治市

3840241743 株式会社西日本ファーマシー すみれ調剤薬局 スミレチョウザイヤッキョク 7940006 愛媛県今治市石井町４－５－５０アイディヒルズ１０２号 居宅療養管理指導 0898-31-0041 H31/02/01 指定 今治市

3840241743 株式会社西日本ファーマシー すみれ調剤薬局 スミレチョウザイヤッキョク 7940006 愛媛県今治市石井町４－５－５０アイディヒルズ１０２号 介護予防居宅療養管理指導 0898-31-0041 H31/02/01 指定 今治市

3840241750 株式会社　アルティザン アルファ調剤薬局　末広店 アルファチョウザイヤッキョク　スエテン 7940038 愛媛県今治市末広町一丁目６ー２２ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H31/04/01 指定 今治市

3840241750 株式会社　アルティザン アルファ調剤薬局　末広店 アルファチョウザイヤッキョク　スエテン 7940038 愛媛県今治市末広町一丁目６ー２２ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H31/04/01 指定 今治市

3840241768 株式会社平野 平野みらい薬局 ヒラノミライヤッキョク 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４－６ 居宅療養管理指導 0898-23-4466 R01/05/01 指定 今治市
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3840241768 株式会社平野 平野みらい薬局 ヒラノミライヤッキョク 7940028 愛媛県今治市北宝来町二丁目４－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-4466 R01/05/01 指定 今治市

3840241776 ＊ 鳥生薬局 トリュウヤッキョク 7940815 愛媛県今治市土橋町１丁目９－２ 居宅療養管理指導 R01/09/01 指定 今治市

3840241776 ＊ 鳥生薬局 トリュウヤッキョク 7940815 愛媛県今治市土橋町１丁目９－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-23-1667 R01/09/01 指定 今治市

3840241784 日本調剤株式会社 日本調剤　今治薬局 ニホンチョウザイ　イマバリヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村7丁目1番5号 居宅療養管理指導 0898-52-7423 R01/10/01 指定 今治市

3840241784 日本調剤株式会社 日本調剤　今治薬局 ニホンチョウザイ　イマバリヤッキョク 7991502 愛媛県今治市喜田村7丁目1番5号 介護予防居宅療養管理指導 0898-52-7423 R01/10/01 指定 今治市

3840241792 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　馬越店 レデイヤッキョク　ウマコシテン 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目3番39号 居宅療養管理指導 0898-35-2435 R02/04/01 指定 今治市

3840241792 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局　馬越店 レデイヤッキョク　ウマコシテン 7940062 愛媛県今治市馬越町四丁目3番39号 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-2435 R02/04/01 指定 今治市

3840241800 有限会社岡本薬局 樽屋おかもと薬局 タルヤオカモトヤッキョク 7940062 今治市馬越町1丁目2番29号 居宅療養管理指導 0898-25-1220 R02/06/01 指定 今治市

3840241800 有限会社岡本薬局 樽屋おかもと薬局 タルヤオカモトヤッキョク 7940062 今治市馬越町1丁目2番29号 介護予防居宅療養管理指導 0898-25-1220 R02/06/01 指定 今治市

3840241818 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　松本町店 ソウゴウヤッキョク　マツモトチョウテン 7940055 愛媛県今治市中日吉町3丁目1-28 居宅療養管理指導 0898-33-2381 R02/07/01 指定 今治市

3840241818 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　松本町店 ソウゴウヤッキョク　マツモトチョウテン 7940055 愛媛県今治市中日吉町3丁目1-28 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-2381 R02/07/01 指定 今治市

3840241826 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局大新田店 レデイヤッキョクオオシンデンテン 7940005 愛媛県今治市大新田町五丁目6番48号 居宅療養管理指導 0898-33-7011 R03/03/01 指定 今治市

3840241826 株式会社レデイ薬局 レデイ薬局大新田店 レデイヤッキョクオオシンデンテン 7940005 愛媛県今治市大新田町五丁目6番48号 介護予防居宅療養管理指導 0898-33-7011 R03/03/01 指定 今治市

3843240098 ＊ 松本薬局 マツモトヤッキョク 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲１３０５の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3843240098 ＊ 松本薬局 マツモトヤッキョク 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲１３０５の１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-72-0103 H18/04/01 指定 今治市

3843240189 ＊ 和田薬局 ワダヤッキョク 7992303 愛媛県今治市菊間町浜８７９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3843240189 ＊ 和田薬局 ワダヤッキョク 7992303 愛媛県今治市菊間町浜８７９ 介護予防居宅療養管理指導 0898-54-2071 H18/04/01 指定 今治市

3843240221 ＊ おぐに薬局大西店 オグニヤッキョクオオニシテン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲８２６－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3843240221 ＊ おぐに薬局大西店 オグニヤッキョクオオニシテン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲８２６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-53-6001 H18/04/01 指定 今治市

3843240254 ＊ カナダイ薬局 カナダイヤッキョク 7941304 愛媛県今治市大三島町宮浦５７１４番地の３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3843240254 ＊ カナダイ薬局 カナダイヤッキョク 7941304 愛媛県今治市大三島町宮浦５７１４番地の３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-82-0894 H18/04/01 指定 今治市

3843240262 ＊ ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８２番地３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3843240262 ＊ ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８２番地３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3843240288 有限会社  岡本薬局 有津おかもと薬局 アリツオカモトヤッキョク 7942301 愛媛県今治市伯方町有津２３３７－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 今治市

3843240288 有限会社  岡本薬局 有津おかもと薬局 アリツオカモトヤッキョク 7942301 愛媛県今治市伯方町有津２３３７－２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3843240304 有限会社　くすのき調剤薬局 くすのき調剤薬局 クスノキチョウザイヤッキョク 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１０３９番地３ 居宅療養管理指導 0898-36-3055 H13/02/01 指定 今治市

3843240304 有限会社　くすのき調剤薬局 くすのき調剤薬局 クスノキチョウザイヤッキョク 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１０３９番地３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-36-3055 H18/04/01 指定 今治市

3843240338 株式会社　平野 平野あさくら薬局 ヒラノアサクラヤッキョク 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452番地3 居宅療養管理指導 H14/11/01 指定 今治市

3843240338 株式会社　平野 平野あさくら薬局 ヒラノアサクラヤッキョク 7991603 愛媛県今治市朝倉下甲452番地3 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3843240346 * グリーン薬局 グリーンヤッキョク 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲3448－1 居宅療養管理指導 H15/10/01 指定 今治市

3843240346 * グリーン薬局 グリーンヤッキョク 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲3448－1 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 今治市

3850280011 医療法人　有津むらかみクリニック 介護老人保健施設　あすなろ カイゴロウジンホケンシセツ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 訪問リハビリテーション 0897-73-0111 H21/06/01 指定 今治市

3850280011 医療法人　有津むらかみクリニック 介護老人保健施設　あすなろ カイゴロウジンホケンシセツ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 通所リハビリテーション 0897-73-0111 H17/04/14 指定 今治市

3850280011 医療法人　有津むらかみクリニック 介護老人保健施設　あすなろ カイゴロウジンホケンシセツ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 短期入所療養介護 0897-73-0111 H17/04/14 指定 今治市

3850280011 医療法人　有津むらかみクリニック 介護老人保健施設　あすなろ カイゴロウジンホケンシセツ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 介護老人保健施設 0897-73-0111 H17/04/14 指定 今治市

3850280011 医療法人　有津むらかみクリニック 介護老人保健施設　あすなろ カイゴロウジンホケンシセツ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0897-73-0111 H21/06/01 指定 今治市

3850280011 医療法人　有津むらかみクリニック 介護老人保健施設　あすなろ カイゴロウジンホケンシセツ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 介護予防通所リハビリテーション 0897-73-0111 H18/04/01 指定 今治市

3850280011 医療法人　有津むらかみクリニック 介護老人保健施設　あすなろ カイゴロウジンホケンシセツ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 介護予防短期入所療養介護 0897-73-0111 H18/04/01 指定 今治市

3850280037 医療法人補天会 介護老人保健施設　いまばり光生園 カイゴロウジンホケンシセツ　イマバリコウセイエン 7940022 愛媛県今治市室屋町三丁目２番地１０ 介護老人保健施設 0898-22-0468 H23/05/01 指定 今治市

3857780021 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 サイセイカイイマバリロウジンホケンシセツキボウノソノ 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 通所リハビリテーション 0898-48-8800 H12/04/01 指定 今治市

3857780021 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 サイセイカイイマバリロウジンホケンシセツキボウノソノ 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 短期入所療養介護 0898-48-8800 H12/04/01 指定 今治市

3857780021 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 サイセイカイイマバリロウジンホケンシセツキボウノソノ 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 介護老人保健施設 0898-48-8800 H12/04/01 指定 今治市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3857780021 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 サイセイカイイマバリロウジンホケンシセツキボウノソノ 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 介護予防通所リハビリテーション 0898-48-8800 H18/04/01 指定 今治市

3857780021 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 サイセイカイイマバリロウジンホケンシセツキボウノソノ 7991502 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 介護予防短期入所療養介護 0898-48-8800 H18/04/01 指定 今治市

3857780047 医療法人  滴水会 老人保健施設燧園 ロウジンホケンシセツヒウチエン 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目１番地６ 通所リハビリテーション 0898-23-1211 H12/04/01 指定 今治市

3857780047 医療法人  滴水会 老人保健施設燧園 ロウジンホケンシセツヒウチエン 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目１番地６ 短期入所療養介護 0898-23-1211 H12/04/01 指定 今治市

3857780047 医療法人  滴水会 老人保健施設燧園 ロウジンホケンシセツヒウチエン 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目１番地６ 介護老人保健施設 0898-23-1211 H12/04/01 指定 今治市

3857780047 医療法人  滴水会 老人保健施設燧園 ロウジンホケンシセツヒウチエン 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目１番地６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-1211 H18/04/01 指定 今治市

3857780047 医療法人  滴水会 老人保健施設燧園 ロウジンホケンシセツヒウチエン 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目１番地６ 介護予防短期入所療養介護 0898-23-1211 H18/04/01 指定 今治市

3857780146 医療法人  聖ルカ会 介護老人保健施設さくら苑 カイゴロウジンホケンシセツサクラエン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地１７ 通所リハビリテーション 0898-25-0500 H12/04/01 指定 今治市

3857780146 医療法人  聖ルカ会 介護老人保健施設さくら苑 カイゴロウジンホケンシセツサクラエン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地１７ 短期入所療養介護 0898-25-0500 H12/04/01 指定 今治市

3857780146 医療法人  聖ルカ会 介護老人保健施設さくら苑 カイゴロウジンホケンシセツサクラエン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地１７ 介護老人保健施設 0898-25-0500 H12/04/01 指定 今治市

3857780146 医療法人  聖ルカ会 介護老人保健施設さくら苑 カイゴロウジンホケンシセツサクラエン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地１７ 介護予防通所リハビリテーション 0898-25-0500 H18/04/01 指定 今治市

3857780146 医療法人  聖ルカ会 介護老人保健施設さくら苑 カイゴロウジンホケンシセツサクラエン 7940026 愛媛県今治市別宮町三丁目７番地１７ 介護予防短期入所療養介護 0898-25-0500 H18/04/01 指定 今治市

3857780195 医療法人  三省会 老人保健施設ときわ園 ロウジンホケンシセツトキワエン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 通所リハビリテーション 0898-25-7700 H12/04/01 指定 今治市

3857780195 医療法人  三省会 老人保健施設ときわ園 ロウジンホケンシセツトキワエン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 短期入所療養介護 0898-25-7700 H12/04/01 指定 今治市

3857780195 医療法人  三省会 老人保健施設ときわ園 ロウジンホケンシセツトキワエン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 介護老人保健施設 0898-25-7700 H12/04/01 指定 今治市

3857780195 医療法人  三省会 老人保健施設ときわ園 ロウジンホケンシセツトキワエン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 介護予防通所リハビリテーション 0898-25-7700 H18/04/01 指定 今治市

3857780195 医療法人  三省会 老人保健施設ときわ園 ロウジンホケンシセツトキワエン 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 介護予防短期入所療養介護 0898-25-7700 H18/04/01 指定 今治市

3857780286 医療法人  順天会 介護老人保健施設　八惠苑 カイゴロウジンホケンシセツ　ハチケイエン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１９番１５号 通所リハビリテーション 0898-23-3390 H12/04/01 指定 今治市

3857780286 医療法人  順天会 介護老人保健施設　八惠苑 カイゴロウジンホケンシセツ　ハチケイエン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１９番１５号 短期入所療養介護 0898-23-3390 H12/04/01 指定 今治市

3857780286 医療法人  順天会 介護老人保健施設　八惠苑 カイゴロウジンホケンシセツ　ハチケイエン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１９番１５号 介護老人保健施設 0898-23-3390 H12/04/01 指定 今治市

3857780286 医療法人  順天会 介護老人保健施設　八惠苑 カイゴロウジンホケンシセツ　ハチケイエン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１９番１５号 介護予防通所リハビリテーション 0898-23-3390 H18/04/01 指定 今治市

3857780286 医療法人  順天会 介護老人保健施設　八惠苑 カイゴロウジンホケンシセツ　ハチケイエン 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１９番１５号 介護予防短期入所療養介護 0898-23-3390 H18/04/01 指定 今治市

3857780328 医療法人  隆典会 介護老人保健施設シルビウス・ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツシルビウス・ケアセンター 7940065 愛媛県今治市別名２６１番地 通所リハビリテーション 0898-25-7171 H12/04/01 指定 今治市

3857780328 医療法人  隆典会 介護老人保健施設シルビウス・ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツシルビウス・ケアセンター 7940065 愛媛県今治市別名２６１番地 短期入所療養介護 0898-25-7171 H12/04/01 指定 今治市

3857780328 医療法人  隆典会 介護老人保健施設シルビウス・ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツシセツシルビウス・ケアセンター 7940065 愛媛県今治市別名２６１番地 介護老人保健施設 0898-25-7171 H12/04/01 指定 今治市

3857780328 医療法人  隆典会 介護老人保健施設シルビウス・ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツシルビウス・ケアセンター 7940065 愛媛県今治市別名２６１番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-25-7171 H18/04/01 指定 今治市

3857780328 医療法人  隆典会 介護老人保健施設シルビウス・ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツシルビウス・ケアセンター 7940065 愛媛県今治市別名２６１番地 介護予防短期入所療養介護 0898-25-7171 H18/04/01 指定 今治市

3857780344 医療法人  厚仁会 老人保健施設養老の里 ロウジンホケンシセツヨウロウノサト 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８６番地１ 通所リハビリテーション 0898-43-1448 H12/04/01 指定 今治市

3857780344 医療法人  厚仁会 老人保健施設養老の里 ロウジンホケンシセツヨウロウノサト 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８６番地１ 短期入所療養介護 0898-43-1448 H12/04/01 指定 今治市

3857780344 医療法人  厚仁会 老人保健施設養老の里 ロウジンホケンシセツヨウロウノサト 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８６番地１ 介護老人保健施設 0898-43-1448 H12/04/01 指定 今治市

3857780344 医療法人  厚仁会 老人保健施設養老の里 ロウジンホケンシセツヨウロウノサト 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-43-1448 H18/04/01 指定 今治市

3857780344 医療法人  厚仁会 老人保健施設養老の里 ロウジンホケンシセツヨウロウノサト 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲１６８６番地１ 介護予防短期入所療養介護 0898-43-1448 H18/04/01 指定 今治市

3857780351 医療法人  杏風会 老人保健施設セントラルケアホーム ロウジンホケンシセツセントラルケアホーム 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 通所リハビリテーション 0898-34-0088 H12/04/01 指定 今治市

3857780351 医療法人  杏風会 老人保健施設セントラルケアホーム ロウジンホケンシセツセントラルケアホーム 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 短期入所療養介護 0898-34-0088 H12/04/01 指定 今治市

3857780351 医療法人  杏風会 老人保健施設セントラルケアホーム ロウジンホケンシセツセントラルケアホーム 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 介護老人保健施設 0898-34-0088 H12/04/01 指定 今治市

3857780351 医療法人  杏風会 老人保健施設セントラルケアホーム ロウジンホケンシセツセントラルケアホーム 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-34-0088 H18/04/01 指定 今治市

3857780351 医療法人  杏風会 老人保健施設セントラルケアホーム ロウジンホケンシセツセントラルケアホーム 7940041 愛媛県今治市松本町二丁目６番地６ 介護予防短期入所療養介護 0898-34-0088 H18/04/01 指定 今治市

3857780450 医療法人  陽成会 介護老人保健施設ヒロセ カイゴロウジンホケンシセツヒロセ 7991533 愛媛県今治市国分７丁目４番１号 通所リハビリテーション 0898-47-5200 H12/04/01 指定 今治市

3857780450 医療法人  陽成会 介護老人保健施設ヒロセ カイゴロウジンホケンシセツヒロセ 7991533 愛媛県今治市国分７丁目４番１号 短期入所療養介護 0898-47-5200 H12/04/01 指定 今治市

3857780450 医療法人  陽成会 介護老人保健施設ヒロセ カイゴロウジンホケンシセツヒロセ 7991533 愛媛県今治市国分７丁目４番１号 介護老人保健施設 0898-47-5200 H12/04/01 指定 今治市

3857780450 医療法人  陽成会 介護老人保健施設ヒロセ カイゴロウジンホケンシセツヒロセ 7991533 愛媛県今治市国分７丁目４番１号 介護予防通所リハビリテーション 0898-47-5200 H18/04/01 指定 今治市

3857780450 医療法人  陽成会 介護老人保健施設ヒロセ カイゴロウジンホケンシセツヒロセ 7991533 愛媛県今治市国分７丁目４番１号 介護予防短期入所療養介護 0898-47-5200 H18/04/01 指定 今治市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3857780526 医療法人　補天会 おおにし光生園 オオニシコウセイエン 7992201 愛媛県今治市大西町九王甲６２２番地１ 通所リハビリテーション 0898-36-2250 H13/09/20 指定 今治市

3857780526 医療法人　補天会 おおにし光生園 オオニシコウセイエン 7992201 愛媛県今治市大西町九王甲６２２番地１ 短期入所療養介護 0898-36-2250 H13/09/20 指定 今治市

3857780526 医療法人　補天会 おおにし光生園 オオニシコウセイエン 7992201 愛媛県今治市大西町九王甲６２２番地１ 介護老人保健施設 0898-36-2250 H13/09/20 指定 今治市

3857780526 医療法人　補天会 おおにし光生園 オオニシコウセイエン 7992201 愛媛県今治市大西町九王甲６２２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-36-2250 H18/04/01 指定 今治市

3857780526 医療法人　補天会 おおにし光生園 オオニシコウセイエン 7992201 愛媛県今治市大西町九王甲６２２番地１ 介護予防短期入所療養介護 0898-36-2250 H18/04/01 指定 今治市

3860290067 医療法人  滴水会 ひうち園老人訪問看護ステーション ヒウチエンロウジンホウモンカンゴステーション 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 訪問看護 0898-25-8525 H12/04/01 指定 今治市

3860290067 医療法人  滴水会 ひうち園老人訪問看護ステーション ヒウチエンロウジンホウモンカンゴステーション 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 介護予防訪問看護 0898-25-8525 H18/08/01 指定 今治市

3860290232 医療法人  順天会 第一訪問看護ステーションかとれあ ダイイチホウモンカンゴステーションカトレア 7940054 愛媛県今治市北日吉町１－１９－１５ 訪問看護 0898-23-3397 H12/04/01 指定 今治市

3860290232 医療法人  順天会 第一訪問看護ステーションかとれあ ダイイチホウモンカンゴステーションカトレア 7940054 愛媛県今治市北日吉町１－１９－１５ 介護予防訪問看護 0898-23-3397 H19/05/01 指定 今治市

3860290364 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治訪問看護ステーション サイセイカイイマバリホウモンカンゴステーション 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目７番４３号 訪問看護 0898-33-8810 H12/04/01 指定 今治市

3860290364 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治訪問看護ステーション サイセイカイイマバリホウモンカンゴステーション 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目７番４３号 介護予防訪問看護 0898-33-8810 H19/04/01 指定 今治市

3860290505 医療法人  陽成会 訪問看護ステーションヒロセ ホウモンカンゴステーションヒロセ 7991501 愛媛県今治市喜田村６丁目４－２０ 訪問看護 0898-47-5880 H12/04/01 休止 今治市

3860290505 医療法人  陽成会 訪問看護ステーションヒロセ ホウモンカンゴステーションヒロセ 7991502 愛媛県今治市喜田村６丁目４－２０ 介護予防訪問看護 0898-47-5880 H18/07/01 休止 今治市

3860291586 株式会社アクティブビジョン リハビリ訪問看護ステーション　華蓮 リハビリホウモンカンゴステーション　カレン 7940034 愛媛県今治市美須賀町3丁目3番地2アビタ’31 訪問看護 0898-35-4789 H26/01/04 指定 今治市

3860291586 株式会社アクティブビジョン リハビリ訪問看護ステーション　華蓮 リハビリホウモンカンゴステーション　カレン 7940034 愛媛県今治市美須賀町3丁目3番地2アビタ’31 介護予防訪問看護 0898-35-4789 H26/01/04 指定 今治市

3860291628 株式会社訪問看護ステーションすみれ 訪問看護ステーション　すみれ ホウモンカンゴステーション　スミレ 7940063 愛媛県今治市片山二丁目５番２８号ヴィラクオーレ１０１ 訪問看護 0898-35-5137 H26/06/04 指定 今治市

3860291628 株式会社訪問看護ステーションすみれ 訪問看護ステーション　すみれ ホウモンカンゴステーション　スミレ 7940063 愛媛県今治市片山二丁目５番２８号ヴィラクオーレ１０１ 介護予防訪問看護 0898-35-5137 H26/06/04 指定 今治市

3860291636 株式会社すてっぷ 訪問看護リハビリステーション　すてっぷ ホウモンカンゴリハビリステーション　ステップ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目２番３５号 訪問看護 0898-35-5166 H26/07/02 指定 今治市

3860291636 株式会社すてっぷ 訪問看護リハビリステーション　すてっぷ ホウモンカンゴリハビリステーション　ステップ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目２番３５号 介護予防訪問看護 0898-35-5166 H26/07/02 指定 今治市

3860292063 株式会社クォーツ 訪問看護リハビリステーション葵 ホウモンカンゴリハビリステーションアオイ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町2丁目6番5号 訪問看護 0898-52-8080 H29/10/01 指定 今治市

3860292063 株式会社クォーツ 訪問看護リハビリステーション葵 ホウモンカンゴリハビリステーションアオイ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町2丁目6番5号 介護予防訪問看護 0898-52-8080 H29/10/01 指定 今治市

3860292402 株式会社デイサービス愛 訪問看護ステーション愛 ホウモンカンゴステーションアイ 7940801 愛媛県今治市東鳥生町一丁目６番７号 訪問看護 0898-24-0892 R01/09/10 指定 今治市

3860292402 株式会社デイサービス愛 訪問看護ステーション愛 ホウモンカンゴステーションアイ 7940801 愛媛県今治市東鳥生町一丁目６番７号 介護予防訪問看護 0898-24-0892 R01/09/10 指定 今治市

3860292592 株式会社ＤＤＤ 訪問看護ステーションＤ＆Ｄ ホウモンカンゴステーションディーアンドディー 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６番地１８富士火災今治ビル３階 訪問看護 0898-55-8016 R03/05/17 指定 今治市

3860292592 株式会社ＤＤＤ 訪問看護ステーションＤ＆Ｄ ホウモンカンゴステーションディーアンドディー 7940027 愛媛県今治市南大門町１丁目６番地１８富士火災今治ビル３階 介護予防訪問看護 0898-55-8016 R03/05/17 指定 今治市

3870200015 介護機器のイトウ株式会社 介護機器のイトウ株式会社 カイゴキキノイトウカブシキカイシャ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番３号 福祉用具貸与 0898-22-6680 H12/02/07 指定 今治市

3870200015 介護機器のイトウ株式会社 介護機器のイトウ株式会社 カイゴキキノイトウカブシキカイシャ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番３号 居宅介護支援 0898-22-6680 H11/09/13 指定 今治市

3870200015 介護機器のイトウ株式会社 介護機器のイトウ株式会社 カイゴキキノイトウカブシキカイシャ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番３号 特定福祉用具販売 0898-22-6680 H18/04/01 指定 今治市

3870200015 介護機器のイトウ株式会社 介護機器のイトウ株式会社 カイゴキキノイトウカブシキカイシャ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番３号 介護予防福祉用具貸与 0898-22-6680 H18/04/01 指定 今治市

3870200015 介護機器のイトウ株式会社 介護機器のイトウ株式会社 カイゴキキノイトウカブシキカイシャ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番３号 特定介護予防福祉用具販売 0898-22-6680 H18/04/01 指定 今治市

3870200031 医療法人  順天会 居宅介護支援センターかとれあ キョタクカイゴシエンセンターカトレア 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目１９番１５号 居宅介護支援 0898-23-3405 H11/09/13 指定 今治市

3870200049 医療法人  滴水会 居宅介護支援センターひうち キョタクカイゴシエンセンターヒウチ 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 居宅介護支援 0898-25-0560 H11/09/13 指定 今治市

3870200056 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治指定居宅介護支援事業所さいせい サイセイカイイマバリシテイキョタクカイゴシエンジギョウショサイセイ 7940054 愛媛県今治市北日吉町１丁目７番４３号 居宅介護支援 0898-33-7373 H11/09/24 指定 今治市

3870200064 医療法人  平成会 居宅介護支援サービスやまうち キョタクカイゴシエンサービスヤマウチ 7940015 愛媛県今治市常盤町８丁目４番３１号 居宅介護支援 0898-33-9515 H11/09/30 指定 今治市

3870200072 医療法人  陽成会 居宅介護支援事業所ヒロセ キョタクカイゴシエンジギョウショヒロセ 7991501 愛媛県今治市喜田村六丁目４番２０号 居宅介護支援 0898-47-0074 H11/09/30 指定 今治市

3870200080 医療法人  隆典会 居宅介護支援事業所シルビウス キョタクカイゴシエンジギョウショシルビウス 7940065 愛媛県今治市別名267番地1 居宅介護支援 0898-25-7100 H11/10/27 指定 今治市

3870200114 医療法人  杏風会 セントラルケアホーム指定居宅介護支援事業所 セントラルケアホームシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7940041 愛媛県今治市松本町２丁目６番地６ 居宅介護支援 0898-34-0088 H11/12/01 指定 今治市

3870200148 有限会社  東予医療器商会 有限会社　東予医療器商会 ユウゲンガイシャ　トウヨイリョウキショウカイ 7940821 愛媛県今治市立花町二丁目４番１２号 福祉用具貸与 0898-23-0650 H12/02/23 指定 今治市

3870200148 有限会社  東予医療器商会 有限会社　東予医療器商会 ユウゲンガイシャ　トウヨイリョウキショウカイ 7940821 愛媛県今治市立花町二丁目４番１２号 特定福祉用具販売 0898-23-0650 H18/04/01 指定 今治市

3870200148 有限会社  東予医療器商会 有限会社　東予医療器商会 ユウゲンガイシャ　トウヨイリョウキショウカイ 7940821 愛媛県今治市立花町二丁目４番１２号 介護予防福祉用具貸与 0898-23-0650 H18/08/01 指定 今治市

3870200148 有限会社  東予医療器商会 有限会社　東予医療器商会 ユウゲンガイシャ　トウヨイリョウキショウカイ 7940821 愛媛県今治市立花町二丁目４番１２号 特定介護予防福祉用具販売 0898-23-0650 H18/04/01 指定 今治市

3870200155 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治訪問介護事業所さいせい サイセイカイイマバリホウモンカイゴジギョウショサイセイ 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目７番４３号 訪問介護 0898-33-8830 H12/02/22 指定 今治市
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3870200155 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治訪問介護事業所さいせい サイセイカイイマバリホウモンカイゴジギョウショサイセイ 7940054 愛媛県今治市北日吉町一丁目７番４３号 訪問型サービス（独自） 0898-33-8830 H30/04/01 指定 今治市

3870200163 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり ＪＡオチイマバリ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目２番９号 訪問介護 0898-22-0427 H12/02/22 指定 今治市

3870200163 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり ＪＡオチイマバリ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目２番９号 居宅介護支援 0898-22-0427 H13/05/21 指定 今治市

3870200163 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばり ＪＡオチイマバリ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目２番９号 訪問型サービス（独自） 0898-22-0427 H30/04/01 指定 今治市

3870200171 医療法人  陽成会 ホームヘルパーステーションヒロセ ホームヘルパーステーションヒロセ 7991501 愛媛県今治市喜田村六丁目４番２０号 訪問介護 0898-47-5552 H12/02/22 指定 今治市

3870200171 医療法人  陽成会 ホームヘルパーステーションヒロセ ホームヘルパーステーションヒロセ 7991501 愛媛県今治市喜田村六丁目４番２０号 訪問型サービス（独自） 0898-47-5552 H30/04/01 指定 今治市

3870200189 医療法人  滴水会 訪問介護センターひうち ホウモンカイゴセンターヒウチ 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 訪問介護 0898-32-8555 H12/02/28 指定 今治市

3870200189 医療法人  滴水会 訪問介護センターひうち ホウモンカイゴセンターヒウチ 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 訪問型サービス（独自） 0898-32-8555 H30/04/01 指定 今治市

3870200197 株式会社  シルバーケアサービス デイサービスひまわり デイサービスヒマワリ 7940823 愛媛県今治市郷本町三丁目5番37号 通所介護 0898-22-8300 H12/03/23 指定 今治市

3870200197 株式会社  シルバーケアサービス 居宅介護支援事業所ひまわり キョタクカイゴシエンジギョウショヒマワリ 7940823 愛媛県今治市郷本町三丁目5番37号 居宅介護支援 0898-22-8300 H12/03/15 指定 今治市

3870200197 株式会社  シルバーケアサービス デイサービスひまわり デイサービスヒマワリ 7940823 愛媛県今治市郷本町三丁目5番37号 通所型サービス（独自） 0898-22-8300 H30/04/01 指定 今治市

3870200197 株式会社  シルバーケアサービス デイサービスひまわり デイサービスヒマワリ 7940823 愛媛県今治市郷本町三丁目5番37号 通所型サービス（独自／定率） 0898-22-8300 R02/04/01 指定 今治市

3870200205 医療法人  聖ルカ会 キハラ指定居宅介護支援事業所 キハラシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7940026 愛媛県今治市別宮町３丁目７番地１７ 居宅介護支援 0898-25-0500 H12/03/02 指定 今治市

3870200221 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンター今治 ニチイケアセンターイマバリ 7940037 愛媛県今治市黄金町四丁目１－１８塩見ビル１階 訪問介護 0898-34-5573 H12/03/10 指定 今治市

3870200221 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンター今治 ニチイケアセンターイマバリ 7940037 愛媛県今治市黄金町四丁目１－１８塩見ビル１階 居宅介護支援 0898-34-5573 H16/06/15 指定 今治市

3870200221 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンター今治 ニチイケアセンターイマバリ 7940037 愛媛県今治市黄金町四丁目１－１８塩見ビル１階 訪問型サービス（独自） 0898-34-5573 H30/04/01 指定 今治市

3870200247 社会福祉法人  悠々会 指定短期入所生活介護事業所シルバーハウス吹揚 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショシルバーハウスフキアゲ 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目２番地６ 短期入所生活介護 0898-25-7575 H12/03/17 指定 今治市

3870200247 社会福祉法人  悠々会 指定短期入所生活介護事業所シルバーハウス吹揚 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショシルバーハウスフキアゲ 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目２番地６ 介護予防短期入所生活介護 0898-25-7575 H19/04/01 指定 今治市

3870200254 社会福祉法人  聖マリア会 ショートステイみどりの郷 ショートステイミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳甲１１０番地１ 短期入所生活介護 0898-48-6106 H12/03/17 指定 今治市

3870200254 社会福祉法人  聖マリア会 ショートステイみどりの郷 ショートステイミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳甲１１０番地１ 介護予防短期入所生活介護 0898-48-6106 H19/04/01 指定 今治市

3870200262 社会福祉法人  今治福祉施設協会 短期入所生活介護事業所日高荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショヒダカソウ 7940064 愛媛県今治市小泉５丁目６番３８号 短期入所生活介護 0898-22-7069 H12/03/17 指定 今治市

3870200270 社会福祉法人  今治福祉施設協会 短期入所生活介護事業所　唐子荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　カラコソウ 7991536 愛媛県今治市旦甲４７２番地の１ 短期入所生活介護 0898-48-6241 H12/03/17 指定 今治市

3870200270 社会福祉法人  今治福祉施設協会 短期入所生活介護事業所　唐子荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　カラコソウ 7991536 愛媛県今治市旦甲４７２番地の１ 介護予防短期入所生活介護 0898-48-6241 H19/01/04 指定 今治市

3870200296 社会福祉法人  悠々会 指定通所介護事業所デイサービスセンター吹揚 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフキアゲ 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目２番地６ 通所介護 0898-25-7575 H12/03/17 指定 今治市

3870200296 社会福祉法人  悠々会 指定通所介護事業所デイサービスセンター吹揚 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフキアゲ 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目２番地６ 通所型サービス（独自） 0898-25-7575 H30/04/01 指定 今治市

3870200296 社会福祉法人  悠々会 指定通所介護事業所デイサービスセンター吹揚 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフキアゲ 7940037 愛媛県今治市黄金町三丁目２番地６ 通所型サービス（独自／定率） 0898-25-7575 R02/04/01 指定 今治市

3870200304 社会福祉法人  今治福祉施設協会 デイサービスセンター唐子荘 デイサービスセンターカラコソウ 7991536 愛媛県今治市旦甲４７９番地の１ 通所介護 0898-48-2667 H12/03/17 指定 今治市

3870200304 社会福祉法人  今治福祉施設協会 デイサービスセンター唐子荘 デイサービスセンターカラコソウ 7991536 愛媛県今治市旦甲４７９番地の１ 通所型サービス（独自） 0898-48-2667 H30/04/01 指定 今治市

3870200304 社会福祉法人  今治福祉施設協会 デイサービスセンター唐子荘 デイサービスセンターカラコソウ 7991536 愛媛県今治市旦甲４７９番地の１ 通所型サービス（独自／定率） 0898-48-2667 R02/04/01 指定 今治市

3870200312 社会福祉法人  聖マリア会 デイサービスセンターみどりの郷 デイサービスセンターミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳１１０－１ 認知症対応型通所介護 0898-48-6106 H18/04/01 指定 今治市

3870200312 社会福祉法人  聖マリア会 デイサービスセンターみどりの郷 デイサービスセンターミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳甲１１０番地１ 地域密着型通所介護 0898-48-6106 H28/04/01 指定 今治市

3870200312 社会福祉法人  聖マリア会 デイサービスセンターみどりの郷 デイサービスセンターミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳１１０－１ 介護予防認知症対応型通所介護 0898-48-6106 H18/04/01 指定 今治市

3870200312 社会福祉法人  聖マリア会 デイサービスセンターみどりの郷 デイサービスセンターミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳甲１１０番地１ 通所型サービス（独自） 0898-48-6106 H30/04/01 指定 今治市

3870200312 社会福祉法人  聖マリア会 デイサービスセンターみどりの郷 デイサービスセンターミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳甲１１０番地１ 通所型サービス（独自／定率） 0898-48-6106 R02/04/01 指定 今治市

3870200320 社会福祉法人  今治福祉施設協会 日高荘 ヒダカソウ 7940064 愛媛県今治市小泉５丁目６番３８号 介護老人福祉施設 0898-22-7069 H12/04/01 指定 今治市

3870200338 社会福祉法人  今治福祉施設協会 唐子荘 カラコソウ 7991536 愛媛県今治市旦甲４７２番地の１ 介護老人福祉施設 0898-48-6241 H12/04/01 指定 今治市

3870200346 社会福祉法人  悠々会 シルバーハウス吹揚 シルバーハウスフキアゲ 7940037 愛媛県今治市黄金町３丁目２番地６ 介護老人福祉施設 0898-25-7575 H12/04/01 指定 今治市

3870200353 社会福祉法人  聖マリア会 特別養護老人ホームみどりの郷 トクベツヨウゴロウジンホームミドリノサト 7991511 愛媛県今治市上徳甲１１０番地１ 介護老人福祉施設 0898-48-6106 H12/04/01 指定 今治市

3870200379 医療法人  やすらぎ会 指定居宅介護支援事業所「すずき」 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ「スズキ」 7948511 愛媛県今治市別宮町二丁目１番地５ 居宅介護支援 0898-36-1112 H12/05/19 指定 今治市

3870200387 有限会社  ウェルケアサービス ウェル ウェル 7940031 愛媛県今治市恵美須町二丁目２番地１ 訪問介護 0898-22-2313 H12/05/24 指定 今治市

3870200387 有限会社  ウェルケアサービス ウェル ウェル 7940031 愛媛県今治市恵美須町２丁目２番地４ 居宅介護支援 0898-22-2313 H12/07/10 指定 今治市

3870200387 有限会社  ウェルケアサービス ウェル ウェル 7940031 愛媛県今治市恵美須町二丁目２番地１ 訪問型サービス（独自） 0898-22-2313 H30/04/01 指定 今治市
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3870200429 介護センター瀬戸内合資会社 介護センターせとうち カイゴセンターセトウチ 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目３番地５ 訪問介護 0898-32-7345 H13/03/06 指定 今治市

3870200429 介護センター瀬戸内合資会社 介護センターせとうち カイゴセンターセトウチ 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目３番地５ 居宅介護支援 0898-32-7345 H13/03/05 指定 今治市

3870200429 介護センター瀬戸内合資会社 介護センターせとうち カイゴセンターセトウチ 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目３番地５ 特定福祉用具販売 0898-32-7345 H18/05/01 指定 今治市

3870200429 介護センター瀬戸内合資会社 介護センターせとうち カイゴセンターセトウチ 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目３番地５ 特定介護予防福祉用具販売 0898-32-7345 H18/05/01 指定 今治市

3870200429 介護センター瀬戸内合資会社 介護センターせとうち カイゴセンターセトウチ 7940027 愛媛県今治市南大門町二丁目３番地５ 訪問型サービス（独自） 0898-32-7345 H30/04/01 指定 今治市

3870200452 有限会社ケアサービスみどり 有限会社ケアサービスみどり ユウゲンカイシャケアサービスミドリ 7940832 愛媛県今治市八町西二丁目6番21号 訪問介護 0898-33-8866 H13/04/23 指定 今治市

3870200452 有限会社ケアサービスみどり 有限会社ケアサービスみどり ユウゲンカイシャケアサービスミドリ 7940832 愛媛県今治市八町西2丁目6番２1号 居宅介護支援 0898-33-8866 H13/04/20 指定 今治市

3870200452 有限会社ケアサービスみどり 有限会社ケアサービスみどり ユウゲンカイシャケアサービスミドリ 7940832 愛媛県今治市八町西二丁目6番21号 訪問型サービス（独自） 0898-33-8866 H30/04/01 指定 今治市

3870200486 常盤タクシー株式会社 ときわケアーサービス トキワケアーサービス 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目５番２９号 訪問介護 0898-24-6655 H13/05/29 指定 今治市

3870200486 常盤タクシー株式会社 ときわケアーサービス トキワケアーサービス 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目５番２９号 居宅介護支援 0898-24-6655 H16/04/21 指定 今治市

3870200486 常盤タクシー株式会社 ときわケアーサービス トキワケアーサービス 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目５番２９号 訪問型サービス（独自） 0898-24-6655 H30/04/01 指定 今治市

3870200510 特定非営利活動法人　わをん 特定非営利活動法人　わをん トクテイヒエイリカツドウホウジン　ワヲン 7940056 愛媛県今治市南日吉町二丁目2番38号 訪問介護 0898-25-3226 H13/08/07 指定 今治市

3870200510 特定非営利活動法人　わをん 特定非営利活動法人　わをん トクテイヒエイリカツドウホウジン　ワヲン 7940056 愛媛県今治市南日吉町二丁目2番38号 居宅介護支援 0898-25-3226 H13/08/07 指定 今治市

3870200536 いよ路サービス有限会社 いよ路サービス イヨジサービス 7940059 愛媛県今治市鯉池町一丁目１番２２号 訪問介護 0898-25-1919 H13/11/20 指定 今治市

3870200536 いよ路サービス有限会社 いよ路サービス イヨジサービス 7940059 愛媛県今治市鯉池町一丁目１番２２号 訪問型サービス（独自） 0898-25-1919 H30/04/01 指定 今治市

3870200544 有限会社第一タクシー 第一えんぎケアサービス ダイイチエンギケアサービス 7940066 愛媛県今治市高橋甲８８番地８ 訪問介護 0898-22-1250 H14/02/21 指定 今治市

3870200577 医療法人　三省会 ときわホームヘルプサービス トキワホームヘルプサービス 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目3番37号 訪問介護 0898-25-7700 H14/06/21 休止 今治市

3870200577 医療法人　三省会 ときわホームヘルプサービス トキワホームヘルプサービス 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目3番37号 訪問型サービス（みなし） 0898-25-7700 H27/04/01 休止 今治市

3870200577 医療法人　三省会 ときわホームヘルプサービス トキワホームヘルプサービス 7940015 愛媛県今治市常盤町五丁目3番37号 訪問型サービス（独自） 0898-25-7700 H30/04/01 休止 今治市

3870200585 有限会社　ケアサポートはな ケアサポートはな ケアサポートハナ 7940821 愛媛県今治市立花町三丁目5番9号 訪問介護 0898-25-3255 H14/09/03 指定 今治市

3870200593 株式会社シルバーケアサービス グループホームひまわり グループホームヒマワリ 7940832 愛媛県今治市八町西４丁目1－14 認知症対応型共同生活介護 0898-22-8115 H18/04/01 指定 今治市

3870200593 株式会社シルバーケアサービス グループホームひまわり グループホームヒマワリ 7940832 愛媛県今治市八町西４丁目1－14 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-22-8115 H18/04/01 指定 今治市

3870200601 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気 ＪＡオチイマバリデイサービスセンターゲンキ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番9号 通所介護 0898-23-3715 H14/10/28 指定 今治市

3870200601 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気 ＪＡオチイマバリデイサービスセンターゲンキ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番9号 通所型サービス（独自） 0898-23-3715 H30/04/01 指定 今治市

3870200601 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気 ＪＡオチイマバリデイサービスセンターゲンキ 7940004 愛媛県今治市鐘場町一丁目2番9号 通所型サービス（独自／定率） 0898-23-3715 R02/04/01 指定 今治市

3870200619 有限会社　唐子浜介護センター 有限会社　唐子浜介護センター ユウゲンガイシャ　カラコハマカイゴセンター 7940813 愛媛県今治市衣干町二丁目１番２８号衣干ハイランド２階 訪問介護 0898-34-3722 H14/12/17 指定 今治市

3870200619 有限会社　唐子浜介護センター 有限会社　唐子浜介護センター ユウゲンガイシャ　カラコハマカイゴセンター 7940813 愛媛県今治市衣干町二丁目１番２８号衣干ハイランド２階 訪問型サービス（独自） 0898-34-3722 H30/04/01 指定 今治市

3870200635 有限会社　さわやか さわやか サワヤカ 7940032 愛媛県今治市天保山町五丁目１番２９号 訪問介護 0898-33-8855 H15/04/03 指定 今治市

3870200635 有限会社　さわやか さわやか サワヤカ 7940032 愛媛県今治市天保山町五丁目１番２９号 訪問型サービス（独自） 0898-33-8855 H30/04/01 指定 今治市

3870200643 社会福祉法人　杉の子会 ヘルパーステイション廣寿苑 ヘルパーステイションコウジュエン 7940027 愛媛県今治市南大門町三丁目５番地３３ 訪問介護 0898-24-7000 H15/04/17 指定 今治市

3870200643 社会福祉法人　杉の子会 ヘルパーステイション廣寿苑 ヘルパーステイションコウジュエン 7940027 愛媛県今治市南大門町三丁目５番地３３ 訪問型サービス（独自） 0898-24-7000 H30/04/01 指定 今治市

3870200650 社会福祉法人　杉の子会 グループホーム　廣寿苑 グループホーム　コウジュエン 7940027 愛媛県今治市南大門町３丁目５番地３３ 認知症対応型共同生活介護 0898-24-7000 H18/04/01 指定 今治市

3870200650 社会福祉法人　杉の子会 グループホーム　廣寿苑 グループホーム　コウジュエン 7940027 愛媛県今治市南大門町３丁目５番地３３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-24-7000 H18/04/01 指定 今治市

3870200676 社会福祉法人  亀天会 グループホーム　亀天福寿苑 グループホーム　キテンフクジュエン 7992113 愛媛県今治市高部字碁石山甲661-1 認知症対応型共同生活介護 0898-41-4600 H18/04/01 指定 今治市

3870200676 社会福祉法人  亀天会 グループホーム　亀天福寿苑 グループホーム　キテンフクジュエン 7992113 愛媛県今治市高部字碁石山甲661-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-41-4600 H18/04/01 指定 今治市

3870200684 社会福祉法人なごみの会 今治なごみ苑 イマバリナゴミエン 7940065 愛媛県今治市別名251番地 短期入所生活介護 0898-25-7530 H15/10/01 指定 今治市

3870200684 社会福祉法人なごみの会 今治なごみ苑 イマバリナゴミエン 7940065 愛媛県今治市別名251番地 介護老人福祉施設 0898-25-7530 H15/06/06 指定 今治市

3870200684 社会福祉法人なごみの会 今治なごみ苑 イマバリナゴミエン 7940065 愛媛県今治市別名251番地 介護予防短期入所生活介護 0898-25-7530 H19/03/01 指定 今治市

3870200692 社会福祉法人なごみの会 ヘルパーステーションなごみ ヘルパーステーションナゴミ 7940065 愛媛県今治市別名２５１番地特別養護老人ホーム今治なごみ苑１階 訪問介護 0898-25-7373 H15/06/06 指定 今治市

3870200692 社会福祉法人なごみの会 ヘルパーステーションなごみ ヘルパーステーションナゴミ 7940065 愛媛県今治市別名２５１番地特別養護老人ホーム今治なごみ苑１階 訪問型サービス（独自） 0898-25-7373 H30/04/01 指定 今治市

3870200700 有限会社　武吉 武吉ホームヘルプサービス今治 タケキチホームヘルプサービスイマバリ 7940044 愛媛県今治市郷新屋敷町2丁目2-5 訪問介護 0898-32-6116 H15/06/30 指定 今治市

3870200700 有限会社　武吉 武吉ホームヘルプサービス今治 タケキチホームヘルプサービスイマバリ 7940826 愛媛県今治市郷新屋敷町2丁目2-5 訪問型サービス（独自） 0898-32-6116 H30/04/01 指定 今治市
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3870200726 キングタクシー株式会社 今治介護 イマバリカイゴ 7940084 愛媛県今治市延喜甲２４０番地４ 訪問介護 0898-22-5522 H15/08/07 指定 今治市

3870200726 キングタクシー株式会社 今治介護 イマバリカイゴ 7940084 愛媛県今治市延喜甲２４０番地４ 訪問型サービス（独自） 0898-22-5522 H30/04/01 指定 今治市

3870200734 有限会社　おかげさん おかげさん オカゲサン 7940113 愛媛県今治市玉川町別所甲９３番３ 訪問介護 0898-36-8022 H16/01/15 指定 今治市

3870200734 有限会社　おかげさん おかげさん オカゲサン 7940113 愛媛県今治市玉川町別所甲９３番３ 訪問型サービス（独自） 0898-36-8022 H30/04/01 指定 今治市

3870200767 特定非営利活動法人　皐月 グループホーム　さつき グループホーム　サツキ 7940057 愛媛県今治市泉川町1丁目1番29号 認知症対応型共同生活介護 0898-32-1251 H18/04/01 指定 今治市

3870200767 特定非営利活動法人　皐月 グループホーム　さつき グループホーム　サツキ 7940057 愛媛県今治市泉川町1丁目1番29号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-32-1251 H18/04/01 指定 今治市

3870200775 医療法人平成会 ふれあい フレアイ 7940015 愛媛県今治市常盤町八丁目4-31 地域密着型通所介護 0898-33-9515 H28/04/01 指定 今治市

3870200775 医療法人平成会 ふれあい フレアイ 7940015 愛媛県今治市常盤町八丁目4-31 通所型サービス（独自） 0898-33-9515 H30/04/01 指定 今治市

3870200775 医療法人平成会 ふれあい フレアイ 7940015 愛媛県今治市常盤町八丁目4-31 通所型サービス（独自／定率） 0898-33-9515 R02/04/01 指定 今治市

3870200783 医療法人　平成会 ほっとやまうち ホットヤマウチ 7940015 愛媛県今治市常盤町8丁目4-31 認知症対応型共同生活介護 0898-33-9515 H18/04/01 指定 今治市

3870200783 医療法人　平成会 ほっとやまうち ホットヤマウチ 7940015 愛媛県今治市常盤町8丁目4-31 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-33-9515 H18/04/01 指定 今治市

3870200791 株式会社悠遊社 株式会社悠遊社今治事業所 カブシキガイシャユウユウシャイマバリジギョウショ 7940034 愛媛県今治市美須賀町四丁目1番22号 訪問介護 0898-34-5355 H15/11/20 指定 今治市

3870200791 株式会社悠遊社 株式会社悠遊社今治事業所 カブシキガイシャユウユウシャイマバリジギョウショ 7940034 愛媛県今治市美須賀町四丁目1番22号 訪問型サービス（独自） 0898-34-5355 H30/04/01 指定 今治市

3870200809 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 在宅介護支援センターさいせい ザイタクカイゴシエンセンターサイセイ 7991592 愛媛県今治市喜田村七丁目２番41号 居宅介護支援 0898-47-5111 H15/12/01 指定 今治市

3870200825 いよ路サービス有限会社 いよ路サービス居宅介護支援事業所 イヨジサービスキョタクカイゴシエンジギョウショ 7940059 愛媛県今治市鯉池町１丁目２番１０号 居宅介護支援 0898-33-0899 H15/12/25 指定 今治市

3870200841 有限会社　山茶花 ほっと介護センターさざんか ホットカイゴセンターサザンカ 7940081 愛媛県今治市阿方甲４２４番地１ 訪問介護 0898-24-0333 H16/04/19 指定 今治市

3870200841 有限会社　山茶花 ほっと介護センターさざんか ホットカイゴセンターサザンカ 7940081 愛媛県今治市阿方甲４２４番地１ 訪問型サービス（独自） 0898-24-0333 H30/04/01 指定 今治市

3870200858 医療法人  かとう内科 指定居宅介護支援事業所ゆうゆう シテイキョタクカイゴシエンジギョウショユウユウ 7940821 愛媛県今治市立花町一丁目１０番５号 居宅介護支援 0898-23-2315 H16/05/21 指定 今治市

3870200908 株式会社　シンコー ハートフルケアホーム青空 ハートフルケアホームアオゾラ 7940811 愛媛県今治市南高下町２丁目２－６７ 認知症対応型共同生活介護 0898-34-5855 H18/04/01 指定 今治市

3870200908 株式会社　シンコー ハートフルケアホーム青空 ハートフルケアホームアオゾラ 7940811 愛媛県今治市南高下町２丁目２－６７ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-34-5855 H18/04/01 指定 今治市

3870200916 合資会社らくらく介護 指定訪問介護事業所　らくらく シテイホウモンカイゴジギョウショ　ラクラク 7940015 愛媛県今治市常盤町二丁目７番地３ 訪問介護 0898-35-0010 H16/10/29 指定 今治市

3870200916 合資会社らくらく介護 指定訪問介護事業所　らくらく シテイホウモンカイゴジギョウショ　ラクラク 7940015 愛媛県今治市常盤町二丁目７番地３ 訪問型サービス（独自） 0898-35-0010 H30/04/01 指定 今治市

3870200924 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気桜井 ジェイエイオチイマバリデイサービスセンターゲンキサクライ 7991522 愛媛県今治市桜井四丁目13番7号 通所介護 0898-48-1212 H16/11/26 指定 今治市

3870200924 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気桜井 ジェイエイオチイマバリデイサービスセンターゲンキサクライ 7991522 愛媛県今治市桜井四丁目13番7号 通所型サービス（独自） 0898-48-1212 H30/04/01 指定 今治市

3870200924 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気桜井 ジェイエイオチイマバリデイサービスセンターゲンキサクライ 7991522 愛媛県今治市桜井四丁目13番7号 通所型サービス（独自／定率） 0898-48-1212 R02/04/01 指定 今治市

3870200932 有限会社　舞花 有限会社　舞花 ユウゲンガイシャ　マイカ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番４３号 訪問介護 0898-31-5632 H17/01/19 指定 今治市

3870200932 有限会社　舞花 有限会社　舞花 ユウゲンガイシャ　マイカ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番４３号 居宅介護支援 0898-31-5632 H19/04/20 指定 今治市

3870200932 有限会社　舞花 有限会社　舞花 ユウゲンガイシャ　マイカ 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目２番４３号 訪問型サービス（独自） 0898-31-5632 H30/04/01 指定 今治市

3870200957 有限会社　モードハヤシ 居宅介護支援事業所　たちばな キョタクカイゴシエンジギョウショ　タチバナ 7940812 愛媛県今治市北高下町三丁目3番18号 居宅介護支援 0898-34-8863 H17/01/25 指定 今治市

3870200965 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護支援センター イマバリシシャキョウカイゴシエンセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８ 居宅介護支援 0898-22-7231 H17/01/16 指定 今治市

3870200973 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護支援センター伯方 イマバリシシャキョウカイゴシエンセンターハカタ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲3930番地1 居宅介護支援 0897-74-2123 H17/01/16 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 訪問入浴介護 0898-22-7231 H17/01/16 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 通所介護 0898-22-8451 H17/01/16 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 福祉用具貸与 0898-22-7231 H17/01/16 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 特定福祉用具販売 0898-22-7231 H18/04/01 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 介護予防訪問入浴介護 0898-22-7231 H18/08/01 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 介護予防福祉用具貸与 0898-22-7231 H18/08/01 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 特定介護予防福祉用具販売 0898-22-7231 H18/04/01 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 通所型サービス（独自） 0898-22-8451 H30/04/01 指定 今治市

3870200981 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター イマバリシシャキョウカイゴサービスセンター 7940043 愛媛県今治市南宝来町一丁目９番地８今治市総合福祉センター 通所型サービス（独自／定率） 0898-22-8451 R02/04/01 指定 今治市

3870201013 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター朝倉 イマバリシシャキョウデイサービスセンターデイアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙112番地2 通所介護 0898-56-3550 H17/01/16 指定 今治市

3870201013 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター朝倉 イマバリシシャキョウデイサービスセンターデイアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙112番地2 通所型サービス（独自） 0898-56-3550 H30/04/01 指定 今治市
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3870201013 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター朝倉 イマバリシシャキョウデイサービスセンターデイアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙112番地2 通所型サービス（独自／定率） 0898-56-3550 R02/04/01 指定 今治市

3870201021 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター玉川 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンタータマガワ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲86番地1 訪問介護 0898-36-8801 H17/01/16 指定 今治市

3870201021 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター玉川 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンタータマガワ 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲86番地1 訪問型サービス（独自） 0898-36-8801 H30/04/01 指定 今治市

3870201039 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター波方 イマバリシシャキョウデイサービスセンターナミカタ 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲264番地1 通所介護 0898-41-7700 H17/01/16 指定 今治市

3870201039 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター波方 イマバリシシャキョウデイサービスセンターナミカタ 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲264番地1 通所型サービス（独自） 0898-41-7700 H30/04/01 指定 今治市

3870201039 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター波方 イマバリシシャキョウデイサービスセンターナミカタ 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲264番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-41-7700 R02/04/01 指定 今治市

3870201047 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター菊間 イマバリシシャキョウデイサービスセンターキクマ 7992304 愛媛県今治市菊間町池原34番地 通所介護 0898-54-3733 H17/01/16 指定 今治市

3870201047 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター菊間 イマバリシシャキョウデイサービスセンターキクマ 7992304 愛媛県今治市菊間町池原34番地 通所型サービス（独自） 0898-54-3733 H30/04/01 指定 今治市

3870201047 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター菊間 イマバリシシャキョウデイサービスセンターキクマ 7992304 愛媛県今治市菊間町池原34番地 通所型サービス（独自／定率） 0898-54-3733 R02/04/01 指定 今治市

3870201054 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター大島 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターオオシマ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪3544番地2今治市宮窪福祉センター 訪問介護 0897-74-1024 H17/01/16 指定 今治市

3870201054 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター大島 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターオオシマ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪3544番地2今治市宮窪福祉センター 通所介護 0897-86-3939 H17/01/16 指定 今治市

3870201054 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター大島 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターオオシマ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪3544番地2今治市宮窪福祉センター 訪問型サービス（独自） 0897-74-1024 H29/10/01 指定 今治市

3870201054 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター大島 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターオオシマ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪3544番地2今治市宮窪福祉センター 通所型サービス（独自） 0897-86-3939 H29/04/01 指定 今治市

3870201054 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター大島 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターオオシマ 7942203 愛媛県今治市宮窪町宮窪3544番地2今治市宮窪福祉センター 通所型サービス（独自／定率） 0897-86-3939 R02/04/01 指定 今治市

3870201070 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター伯方 イマバリシシャキョウデイサービスセンターハカタ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲3930番地1 通所介護 0897-74-2123 H17/01/16 指定 今治市

3870201070 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター伯方 イマバリシシャキョウデイサービスセンターハカタ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲3930番地1 通所型サービス（独自） 0897-74-2123 H30/04/01 指定 今治市

3870201070 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター伯方 イマバリシシャキョウデイサービスセンターハカタ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲3930番地1 通所型サービス（独自／定率） 0897-74-2123 R02/04/01 指定 今治市

3870201096 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター上浦 イマバリシシャキョウデイサービスセンターカミウラ 7941404 愛媛県今治市上浦町甘崎3878番地1 通所介護 0897-87-4274 H17/01/16 指定 今治市

3870201096 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター上浦 イマバリシシャキョウデイサービスセンターカミウラ 7941404 愛媛県今治市上浦町甘崎3878番地1 通所型サービス（独自） 0897-87-4274 H30/04/01 指定 今治市

3870201096 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター上浦 イマバリシシャキョウデイサービスセンターカミウラ 7941404 愛媛県今治市上浦町甘崎3878番地1 通所型サービス（独自／定率） 0897-87-4274 R02/04/01 指定 今治市

3870201104 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター大三島 イマバリシシャキョウデイサービスセンターオオミシマ 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江2435番地2 通所介護 0897-83-1110 H17/01/16 指定 今治市

3870201104 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター大三島 イマバリシシャキョウデイサービスセンターオオミシマ 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江2435番地2 通所型サービス（独自） 0897-83-1110 H29/04/01 指定 今治市

3870201104 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協デイサービスセンター大三島 イマバリシシャキョウデイサービスセンターオオミシマ 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江2435番地2 通所型サービス（独自／定率） 0897-83-1110 R02/04/01 指定 今治市

3870201120 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協グループホームゆいの家 イマバリシシャキョウウグループホームユイノイエ 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江2435番地1 認知症対応型共同生活介護 0897-74-1320 H18/04/01 指定 今治市

3870201120 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協グループホームゆいの家 イマバリシシャキョウウグループホームユイノイエ 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江2435番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-74-1320 H18/04/01 指定 今治市

3870201146 有限会社　モードハヤシ デイサービスたちばな デイサービスタチバナ 7940812 愛媛県今治市北高下町三丁目３番１８号 通所介護 0898-34-8862 H17/03/01 指定 今治市

3870201146 有限会社　モードハヤシ デイサービスたちばな デイサービスタチバナ 7940812 愛媛県今治市北高下町三丁目３番１８号 通所型サービス（独自） 0898-34-8862 H30/04/01 指定 今治市

3870201146 有限会社　モードハヤシ デイサービスたちばな デイサービスタチバナ 7940812 愛媛県今治市北高下町三丁目３番１８号 通所型サービス（独自／定率） 0898-34-8862 R02/04/01 指定 今治市

3870201153 株式会社シルバーケアサービス グループホームひまわりの家 グループホームヒマワリノイエ 7991601 愛媛県今治市古谷甲19番1 認知症対応型共同生活介護 0898-56-1616 H18/04/01 指定 今治市

3870201153 株式会社シルバーケアサービス グループホームひまわりの家 グループホームヒマワリノイエ 7991601 愛媛県今治市古谷甲19番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-56-1616 H18/04/01 指定 今治市

3870201161 医療法人  三省会 指定居宅介護支援事業所村上 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショムラカミ 7940015 愛媛県今治市常盤町５丁目３番３７号 居宅介護支援 0898-22-8833 H11/09/24 指定 今治市

3870201179 医療法人　陽成会 グループホームヒロセ グループホームヒロセ 7991533 愛媛県今治市国分七丁目4番36 認知症対応型共同生活介護 0898-43-6662 H18/04/01 指定 今治市

3870201179 医療法人　陽成会 グループホームヒロセ グループホームヒロセ 7991533 愛媛県今治市国分七丁目4番36 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-43-6662 H18/04/01 指定 今治市

3870201187 有限会社　ケアセンター今治 有限会社　ケアセンター今治 ユウゲンガイシャ　ケアセンターイマバリ 7940054 愛媛県今治市北日吉町二丁目5番7号 訪問介護 0898-32-4708 H17/07/15 指定 今治市

3870201187 有限会社　ケアセンター今治 有限会社　ケアセンター今治 ユウゲンガイシャ　ケアセンターイマバリ 7940054 愛媛県今治市北日吉町二丁目5番7号 訪問型サービス（独自） 0898-32-4708 H30/04/01 指定 今治市

3870201195 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市社協グループホームゆいの里 イマバリシシャキョウグループホームユイノサト 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江2435番地14 認知症対応型共同生活介護 0897-74-1370 H18/04/01 指定 今治市

3870201195 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市社協グループホームゆいの里 イマバリシシャキョウグループホームユイノサト 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江2435番地14 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-74-1370 H18/04/01 指定 今治市

3870201229 社会福祉法人　陽成会 デイサービス　リーフガーデンあさくら デイサービス　リーフガーデンアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙102番2 通所介護 0898-56-1300 H17/11/01 指定 今治市

3870201229 社会福祉法人　陽成会 デイサービス　リーフガーデンあさくら デイサービス　リーフガーデンアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙102番2 通所型サービス（独自） 0898-56-1300 H30/04/01 指定 今治市

3870201229 社会福祉法人　陽成会 デイサービス　リーフガーデンあさくら デイサービス　リーフガーデンアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙102番2 通所型サービス（独自／定率） 0898-56-1300 R02/04/01 指定 今治市

3870201237 社会福祉法人成寿会 グループホーム関前 グループホームセキゼン 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲2574－3 認知症対応型共同生活介護 0897-88-2200 H18/04/01 指定 今治市

3870201237 社会福祉法人成寿会 グループホーム関前 グループホームセキゼン 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲2574－3 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-88-2200 H18/04/01 指定 今治市
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3870201245 有限会社アクティブライフ アクティブライフデイサービスハウス夢 アクティブライフ　デイサービスハウスユメ 7940081 愛媛県今治市阿方甲183番地1 地域密着型通所介護 0898-34-7525 H28/04/01 指定 今治市

3870201260 社会福祉法人　日親会 訪問介護　ラ・ファミーユ ホウモンカイゴ　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 訪問介護 0898-54-5678 H16/11/18 指定 今治市

3870201260 社会福祉法人　日親会 訪問介護　ラ・ファミーユ ホウモンカイゴ　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 訪問型サービス（独自） 0898-54-5678 H30/04/01 指定 今治市

3870201278 社会福祉法人　日親会 デイサービスセンター　ラ・ファミーユ デイサービスセンター　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 通所介護 0898-54-5678 H16/11/18 指定 今治市

3870201278 社会福祉法人　日親会 デイサービスセンター　ラ・ファミーユ デイサービスセンター　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 通所型サービス（独自） 0898-54-5678 H30/04/01 指定 今治市

3870201278 社会福祉法人　日親会 デイサービスセンター　ラ・ファミーユ デイサービスセンター　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-54-5678 R02/04/01 指定 今治市

3870201286 社会福祉法人　日親会 グループホーム　ラ・ファミーユ グループホーム　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 認知症対応型通所介護 0898-54-5678 H22/05/15 指定 今治市

3870201286 社会福祉法人　日親会 グループホーム　ラ・ファミーユ グループホーム　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 認知症対応型共同生活介護 0898-54-5678 H18/04/01 指定 今治市

3870201286 社会福祉法人　日親会 グループホーム　ラ・ファミーユ グループホーム　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 介護予防認知症対応型通所介護 0898-54-5678 H22/05/15 指定 今治市

3870201286 社会福祉法人　日親会 グループホーム　ラ・ファミーユ グループホーム　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-54-5678 H18/04/01 指定 今治市

3870201294 医療法人かとう内科 都市型グループホームゆう トシガタグループホームユウ 7940821 愛媛県今治市立花町二丁目9番35号 認知症対応型共同生活介護 0898-25-6777 H18/04/01 指定 今治市

3870201294 医療法人かとう内科 都市型グループホームゆう トシガタグループホームユウ 7940821 愛媛県今治市立花町二丁目9番35号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-25-6777 H18/04/01 指定 今治市

3870201328 社会福祉法人大島福祉会 グループホームあしょかの里 グループホームアショカノサト 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江262番地1 認知症対応型共同生活介護 0897-84-4608 H18/04/01 指定 今治市

3870201328 社会福祉法人大島福祉会 グループホームあしょかの里 グループホームアショカノサト 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江262番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-84-4608 H18/04/01 指定 今治市

3870201336 株式会社シンコー ハートフルケアホームあけぼの ハートフルケアホームアケボノ 7940022 愛媛県今治市室屋町六丁目1－9 認知症対応型共同生活介護 0898-34-5777 H18/04/01 指定 今治市

3870201336 株式会社シンコー ハートフルケアホームあけぼの ハートフルケアホームアケボノ 7940022 愛媛県今治市室屋町六丁目1－9 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-34-5777 H18/04/01 指定 今治市

3870201344 有限会社  ウェルケアサービス ウェルすまいる ウェルスマイル 7940031 愛媛県今治市恵美須町二丁目2番地1 地域密着型通所介護 0898-22-2313 H28/04/01 指定 今治市

3870201344 有限会社  ウェルケアサービス ウェルすまいる ウェルスマイル 7940031 愛媛県今治市恵美須町二丁目2番地1 通所型サービス（独自） 0898-22-2313 H30/04/01 指定 今治市

3870201344 有限会社  ウェルケアサービス ウェルすまいる ウェルスマイル 7940031 愛媛県今治市恵美須町二丁目2番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-22-2313 R02/04/01 指定 今治市

3870201351 社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき ケアセンターイキイキ 7940028 愛媛県今治市北宝来町三丁目2番地12 訪問介護 0898-35-2812 R03/03/01 指定 今治市

3870201351 社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき ケアセンターイキイキ 7940028 愛媛県今治市北宝来町三丁目2番地12 通所介護 0898-33-2121 H18/03/27 指定 今治市

3870201351 社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき ケアセンターイキイキ 7940028 愛媛県今治市北宝来町三丁目２番地12 居宅介護支援 0898-33-3055 H12/04/26 指定 今治市

3870201351 社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき ケアセンターイキイキ 7940028 愛媛県今治市北宝来町三丁目2番地12 訪問型サービス（独自） 0898-35-2812 R03/03/01 指定 今治市

3870201351 社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき ケアセンターイキイキ 7940028 愛媛県今治市北宝来町三丁目2番地12 通所型サービス（独自） 0898-33-2121 H30/04/01 指定 今治市

3870201351 社会医療法人　生きる会 ケアセンターいきいき ケアセンターイキイキ 7940028 愛媛県今治市北宝来町三丁目2番地12 通所型サービス（独自／定率） 0898-33-2121 R02/04/01 指定 今治市

3870201393 医療法人　仁明会 デイサービスセンター　はとり デイサービスセンター　ハトリ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目4番地1 通所介護 0898-33-7100 H18/05/01 指定 今治市

3870201393 医療法人　仁明会 デイサービスセンター　はとり デイサービスセンター　ハトリ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目4番地1 通所型サービス（独自） 0898-33-7100 H30/04/01 指定 今治市

3870201393 医療法人　仁明会 デイサービスセンター　はとり デイサービスセンター　ハトリ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目4番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-33-7100 R02/04/01 指定 今治市

3870201401 西日本商事株式会社 指定居宅介護支援事業所やすらぎ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショヤスラギ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町四丁目３番５０１号１ 居宅介護支援 0898-34-5507 H18/05/01 指定 今治市

3870201419 西日本商事株式会社 指定訪問介護事業所やすらぎ シテイホウモンカイゴジギョウショヤスラギ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町四丁目３番５０１号１ 訪問介護 0898-34-5507 H18/05/01 指定 今治市

3870201419 西日本商事株式会社 指定訪問介護事業所やすらぎ シテイホウモンカイゴジギョウショヤスラギ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町四丁目３番５０１号１ 訪問型サービス（独自） 0898-34-5507 H30/04/01 指定 今治市

3870201427 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社　今治営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャ　イマバリエイギョウショ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町四丁目３番５０１号１ 福祉用具貸与 0898-34-5507 H18/05/01 指定 今治市

3870201427 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社　今治営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャ　イマバリエイギョウショ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町四丁目３番５０１号１ 特定福祉用具販売 0898-34-5507 H18/05/01 指定 今治市

3870201427 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社　今治営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャ　イマバリエイギョウショ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町四丁目３番５０１号１ 介護予防福祉用具貸与 0898-34-5507 H18/12/01 指定 今治市

3870201427 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社　今治営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャ　イマバリエイギョウショ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町四丁目３番５０１号１ 特定介護予防福祉用具販売 0898-34-5507 H18/12/01 指定 今治市

3870201435 医療法人　有津むらかみクリニック 指定居宅介護支援事業所　あすなろ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　アスナロ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2289番地1 居宅介護支援 0897-73-0127 H18/05/10 指定 今治市

3870201450 医療法人  仁明会 指定居宅介護支援事業所はとり シテイキョタクカイゴシエンジギョウショハトリ 7940043 愛媛県今治市南宝来町三丁目4番地1 居宅介護支援 0898-33-7101 H11/11/05 指定 今治市

3870201476 社会福祉法人　興風会 特別養護老人ホーム　幸風園 トクベツヨウゴロウジンホーム　コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲288番地1 介護老人福祉施設 0898-53-6500 H18/06/12 指定 今治市

3870201484 有限会社テクノメディカル テクノハート テクノハート 7991506 愛媛県今治市東村四丁目甲412番2 福祉用具貸与 0898-35-0912 H20/01/15 指定 今治市

3870201484 有限会社テクノメディカル テクノハート テクノハート 7991506 愛媛県今治市東村四丁目甲412番2 特定福祉用具販売 0898-35-0912 H18/09/01 指定 今治市

3870201484 有限会社テクノメディカル テクノハート テクノハート 7991506 愛媛県今治市東村四丁目甲412番2 介護予防福祉用具貸与 0898-35-0912 H20/01/15 指定 今治市

3870201484 有限会社テクノメディカル テクノハート テクノハート 7991506 愛媛県今治市東村四丁目甲412番2 特定介護予防福祉用具販売 0898-35-0912 H18/09/01 指定 今治市
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3870201492 社会福祉法人杉の子会 有料老人ホーム廣寿苑 ユウリョウロウジンホームコウジュエン 7940027 愛媛県今治市南大門町三丁目５番地８ 特定施設入居者生活介護 0898-24-7000 H19/03/13 指定 今治市

3870201492 社会福祉法人杉の子会 有料老人ホーム廣寿苑 ユウリョウロウジンホームコウジュエン 7940027 愛媛県今治市南大門町三丁目５番地８ 介護予防特定施設入居者生活介護 0898-24-7000 H19/03/13 指定 今治市

3870201542 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンターしまなみ ベストケア・デイサービスセンターシマナミ 7940007 愛媛県今治市近見町一丁目3番3号 通所介護 0898-34-0606 H19/08/01 指定 今治市

3870201542 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンターしまなみ ベストケア・デイサービスセンターシマナミ 7940007 愛媛県今治市近見町一丁目3番3号 通所型サービス（独自） 0898-34-0606 H30/04/01 指定 今治市

3870201542 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンターしまなみ ベストケア・デイサービスセンターシマナミ 7940007 愛媛県今治市近見町一丁目3番3号 通所型サービス（独自／定率） 0898-34-0606 R02/04/01 指定 今治市

3870201559 株式会社　ほのぼの ほのぼの指定介護サービス ホノボノシテイカイゴサービス 7940044 愛媛県今治市蔵敷町二丁目13番地 訪問介護 0898-35-0458 H19/08/15 指定 今治市

3870201559 株式会社　ほのぼの ほのぼの指定介護サービス ホノボノシテイカイゴサービス 7940044 愛媛県今治市蔵敷町二丁目13番地 訪問型サービス（独自） 0898-35-0458 H30/04/01 指定 今治市

3870201567 医療法人  補天会 光生園 コウセイエン 7992201 愛媛県今治市大西町九王622番地1 居宅介護支援 0898-36-2250 H19/09/01 指定 今治市

3870201575 医療法人　陽成会 デイサービス　ウィルケアひろせ デイサービス　ウィルケアヒロセ 7991502 愛媛県今治市喜田村六丁目4番20号 通所介護 0898-47-0002 H19/09/01 指定 今治市

3870201575 医療法人　陽成会 デイサービス　ウィルケアひろせ デイサービス　ウィルケアヒロセ 7991502 愛媛県今治市喜田村六丁目4番20号 通所型サービス（独自） 0898-47-0002 H30/04/01 指定 今治市

3870201575 医療法人　陽成会 デイサービス　ウィルケアひろせ デイサービス　ウィルケアヒロセ 7991502 愛媛県今治市喜田村六丁目4番20号 通所型サービス（独自／定率） 0898-47-0002 R02/04/01 指定 今治市

3870201625 医療法人　大西クリニック デイサービスセンター　オリーブ デイサービスセンター　オリーブ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲828番地1 通所型サービス（独自） 0898-53-3601 H30/04/01 指定 今治市

3870201625 医療法人　大西クリニック デイサービスセンター　オリーブ デイサービスセンター　オリーブ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲828番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-53-3601 R02/04/01 指定 今治市

3870201633 医療法人　大西クリニック 居宅介護支援事業所　オリーブ キョタクカイゴシエンジギョウショ　オリーブ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲828番地1 居宅介護支援 0898-53-3601 H20/02/01 指定 今治市

3870201641 医療法人　大西クリニック 有料老人ホーム　オリーブ ユウリョウロウジンホーム　オリーブ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲828番地1 特定施設入居者生活介護 0898-53-3601 H20/02/01 指定 今治市

3870201641 医療法人　大西クリニック 有料老人ホーム　オリーブ ユウリョウロウジンホーム　オリーブ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲828番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 0898-53-3601 H20/02/01 指定 今治市

3870201658 医療法人  慈風会 居宅介護支援事業所　シーガル キョタクカイゴシエンジギョウショ　シーガル 7940041 愛媛県今治市松本町１丁目５番地９ 居宅介護支援 0898-32-4171 H20/02/18 指定 今治市

3870201666 有限会社　あすなろメディカルサービス デイサービスセンター　はなみずき デイサービスセンター　ハナミズキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2458番地 地域密着型通所介護 0897-73-0333 H28/04/01 指定 今治市

3870201666 有限会社　あすなろメディカルサービス デイサービスセンター　はなみずき デイサービスセンター　ハナミズキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2458番地 通所型サービス（独自） 0897-73-0333 H30/04/01 指定 今治市

3870201666 有限会社　あすなろメディカルサービス デイサービスセンター　はなみずき デイサービスセンター　ハナミズキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2458番地 通所型サービス（独自／定率） 0897-73-0333 R02/04/01 指定 今治市

3870201682 越智今治農業協同組合 JAおちいまばりデイサービスセンター元気玉川 ＪＡオチイマバリデイサービスセンターゲンキタマガワ 7940111 愛媛県今治市玉川町中村甲496番地1 通所介護 0898-36-8001 H20/10/01 指定 今治市

3870201682 越智今治農業協同組合 JAおちいまばりデイサービスセンター元気玉川 ＪＡオチイマバリデイサービスセンターゲンキタマガワ 7940111 愛媛県今治市玉川町中村甲496番地1 通所型サービス（独自） 0898-36-8001 H30/04/01 指定 今治市

3870201682 越智今治農業協同組合 JAおちいまばりデイサービスセンター元気玉川 ＪＡオチイマバリデイサービスセンターゲンキタマガワ 7940111 愛媛県今治市玉川町中村甲496番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-36-8001 R02/04/01 指定 今治市

3870201690 医療法人やすらぎ会 ヘルパーステーション　えがお ヘルパーステーション　エガオ 7940026 愛媛県今治市別宮町二丁目１番地２０ハイツきらら　201号室 訪問介護 0898-22-6880 H20/10/01 指定 今治市

3870201690 医療法人やすらぎ会 ヘルパーステーション　えがお ヘルパーステーション　エガオ 7940026 愛媛県今治市別宮町二丁目１番地２０ハイツきらら　201号室 訪問型サービス（独自） 0898-22-6880 H30/04/01 指定 今治市

3870201716 社会福祉法人　興風会 デイサービス天然温泉くろがねの湯 デイサービステンネンオンセンクロガネノユ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 通所介護 0898-53-6500 H16/09/17 指定 今治市

3870201716 社会福祉法人　興風会 デイサービス天然温泉くろがねの湯 デイサービステンネンオンセンクロガネノユ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 通所型サービス（独自） 0898-53-6500 H30/04/01 指定 今治市

3870201716 社会福祉法人　興風会 デイサービス天然温泉くろがねの湯 デイサービステンネンオンセンクロガネノユ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-53-6500 R02/04/01 指定 今治市

3870201724 株式会社　ほのぼの 居宅介護支援事業所　ほのぼの キョタクカイゴシエンジギョウショ　ホノボノ 7940044 愛媛県今治市蔵敷町二丁目13番地 居宅介護支援 0898-35-0458 H21/05/01 指定 今治市

3870201732 石井オアシス・ケアサービス有限会社 訪問介護事業所おあしす中央 ホウモンカイゴジギョウショオアシスチュウオウ 7940832 愛媛県今治市八町西三丁目3-35 訪問介護 0898-35-2200 H21/05/20 指定 今治市

3870201732 石井オアシス・ケアサービス有限会社 訪問介護事業所おあしす中央 ホウモンカイゴジギョウショオアシスチュウオウ 7940832 愛媛県今治市八町西三丁目3-35 訪問型サービス（独自） 0898-35-2200 H30/04/01 指定 今治市

3870201740 有限会社もり薬局 居宅介護支援事業所もりケアサービス キョタクカイゴシエンジギョウショモリケアサービス 7940015 愛媛県今治市常盤町5丁目2番23号 居宅介護支援 0898-35-2165 H21/06/24 指定 今治市

3870201757 社会福祉法人杉の子会 居宅介護支援事業所廣寿苑 キョタクカイゴシエンジギョウショコウジュエン 7940027 愛媛県今治市南大門町三丁目５番地８ 居宅介護支援 0898-24-7000 H21/07/01 休止 今治市

3870201765 ベストケア株式会社 ケアフィットしまなみ ケアフィットシマナミ 7940007 愛媛県今治市近見町一丁目３番４号 通所介護 0898-32-5505 H21/08/20 指定 今治市

3870201765 ベストケア株式会社 ケアフィットしまなみ ケアフィットシマナミ 7940007 愛媛県今治市近見町一丁目３番４号 通所型サービス（独自） 0898-32-5505 H30/04/01 指定 今治市

3870201765 ベストケア株式会社 ケアフィットしまなみ ケアフィットシマナミ 7940007 愛媛県今治市近見町一丁目３番４号 通所型サービス（独自／定率） 0898-32-5505 R02/04/01 指定 今治市

3870201773 介護機器のイトウ株式会社 トレーニングデイ110 トレーニングデイイチイチマル 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目2番60号 通所介護 0898-25-0110 H21/12/24 指定 今治市

3870201773 介護機器のイトウ株式会社 トレーニングデイ110 トレーニングデイイチイチマル 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目2番60号 通所型サービス（独自） 0898-25-0110 H30/04/01 指定 今治市

3870201773 介護機器のイトウ株式会社 トレーニングデイ110 トレーニングデイイチイチマル 7940058 愛媛県今治市蒼社町二丁目2番60号 通所型サービス（独自／定率） 0898-25-0110 R02/04/01 指定 今治市

3870201781 株式会社ほほえみ 株式会社ほほえみ カブシキガイシャホホエミ 7940006 愛媛県今治市石井町一丁目８番４７号 訪問介護 0898-31-8176 H22/04/01 指定 今治市

3870201781 株式会社ほほえみ 株式会社ほほえみ カブシキガイシャホホエミ 7940006 愛媛県今治市石井町一丁目８番４７号 訪問型サービス（独自） 0898-31-8176 H30/04/01 指定 今治市

3870201799 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛東ステーション ダスキンヘルスレントエヒメヒガシステーション 7940064 愛媛県今治市小泉5-12-22 福祉用具貸与 0898-22-1616 H22/06/03 指定 今治市
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3870201799 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛東ステーション ダスキンヘルスレントエヒメヒガシステーション 7940064 愛媛県今治市小泉5-12-22 特定福祉用具販売 0898-22-1616 H22/06/03 指定 今治市

3870201799 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛東ステーション ダスキンヘルスレントエヒメヒガシステーション 7940064 愛媛県今治市小泉5-12-22 介護予防福祉用具貸与 0898-22-1616 H22/06/03 指定 今治市

3870201799 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント愛媛東ステーション ダスキンヘルスレントエヒメヒガシステーション 7940064 愛媛県今治市小泉5-12-22 特定介護予防福祉用具販売 0898-22-1616 H22/06/03 指定 今治市

3870201807 アルク・フリイド株式会社 指定訪問介護事業所　きぼう シテイホウモンカイゴジギョウショ　キボウ 7940026 愛媛県今治市別宮町六丁目４番２２号 訪問介護 0898-25-3222 H22/09/13 指定 今治市

3870201807 アルク・フリイド株式会社 指定訪問介護事業所　きぼう シテイホウモンカイゴジギョウショ　キボウ 7940026 愛媛県今治市別宮町六丁目４番２２号 訪問型サービス（独自） 0898-25-3222 H30/04/01 指定 今治市

3870201815 医療法人是成会 ケアプランセンターくぼ ケアプランセンタークボ 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目1番2号 居宅介護支援 0898-55-8502 H22/10/01 指定 今治市

3870201823 高部タクシー株式会社 高部ケアサービス タカベケアサービス 7992118 愛媛県今治市波止浜１５８番地２３ 訪問介護 0898-41-8200 H22/11/25 指定 今治市

3870201823 高部タクシー株式会社 高部ケアサービス タカベケアサービス 7992118 愛媛県今治市波止浜１５８番地２３ 訪問型サービス（独自） 0898-41-8200 H30/04/01 指定 今治市

3870201831 社会福祉法人　日親会 居宅介護支援事業所　ラ・ファミーユ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 居宅介護支援 0898-54-5678 H22/12/01 指定 今治市

3870201849 株式会社アクティブビジョン リハビリデイサービスセンター　晃誠 リハビリデイサービスセンター　コウセイ 7940084 愛媛県今治市延喜甲31番地1 通所介護 0898-35-1388 H23/04/01 指定 今治市

3870201864 株式会社みやび みやび介護サービス ミヤビカイゴサービス 7991535 愛媛県今治市登畑甲１９５番地８ 訪問介護 0898-47-2708 H23/07/01 指定 今治市

3870201864 株式会社みやび みやび介護サービス ミヤビカイゴサービス 7991535 愛媛県今治市登畑甲１９５番地８ 訪問型サービス（独自） 0898-47-2708 H30/04/01 指定 今治市

3870201880 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターしまなみ ニチイケアセンターシマナミ 7992118 愛媛県今治市波止浜11番28号ハッピープラザ波止浜203号 訪問介護 0898-43-7080 H23/12/01 指定 今治市

3870201880 株式会社　ニチイ学館 ニチイケアセンターしまなみ ニチイケアセンターシマナミ 7992118 愛媛県今治市波止浜11番28号ハッピープラザ波止浜203号 訪問型サービス（独自） 0898-43-7080 H30/04/01 指定 今治市

3870201906 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　今治営業所 カブシキガイシャトーカイ　イマバリエイギョウショ 7991507 愛媛県今治市東村南二丁目2-13 福祉用具貸与 0898-43-5050 H24/04/01 指定 今治市

3870201906 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　今治営業所 カブシキガイシャトーカイ　イマバリエイギョウショ 7991507 愛媛県今治市東村南二丁目2-13 特定福祉用具販売 0898-43-5050 H24/04/01 指定 今治市

3870201906 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　今治営業所 カブシキガイシャトーカイ　イマバリエイギョウショ 7991507 愛媛県今治市東村南二丁目2-13 介護予防福祉用具貸与 0898-43-5050 H24/04/01 指定 今治市

3870201906 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　今治営業所 カブシキガイシャトーカイ　イマバリエイギョウショ 7991507 愛媛県今治市東村南二丁目2-13 特定介護予防福祉用具販売 0898-43-5050 H24/04/01 指定 今治市

3870201922 常盤タクシー株式会社 ときわデイサービス トキワデイサービス 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目１番３５号 地域密着型通所介護 0898-55-8112 H28/04/01 指定 今治市

3870201922 常盤タクシー株式会社 ときわデイサービス トキワデイサービス 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目１番３５号 通所型サービス（独自） 0898-55-8112 H30/04/01 指定 今治市

3870201922 常盤タクシー株式会社 ときわデイサービス トキワデイサービス 7940055 愛媛県今治市中日吉町二丁目１番３５号 通所型サービス（独自／定率） 0898-55-8112 R02/04/01 指定 今治市

3870201930 株式会社　富士ライフサポート 富士ライフサポート居宅介護支援事業所 フジライフサポートキョタクカイゴシエンジギョウショ 7940034 愛媛県今治市美須賀町一丁目１－１１ 居宅介護支援 0898-55-8304 H24/04/20 指定 今治市

3870201948 株式会社　富士ライフサポート 富士ライフサポート訪問介護事業所 フジライフサポートホウモンカイゴジギョウショ 7940034 愛媛県今治市美須賀町一丁目1-11 訪問介護 0898-31-5980 H24/05/01 指定 今治市

3870201948 株式会社　富士ライフサポート 富士ライフサポート訪問介護事業所 フジライフサポートホウモンカイゴジギョウショ 7940034 愛媛県今治市美須賀町一丁目1-11 訪問型サービス（独自） 0898-31-5980 H30/04/01 指定 今治市

3870201955 株式会社家具のヨコタ 株式会社家具のヨコタ カブシキガイシャカグノヨコタ 7940081 愛媛県今治市阿方甲265番地 福祉用具貸与 0898-23-5003 H24/06/20 指定 今治市

3870201955 株式会社家具のヨコタ 株式会社家具のヨコタ カブシキガイシャカグノヨコタ 7940081 愛媛県今治市阿方甲265番地 特定福祉用具販売 0898-23-5003 H24/06/20 指定 今治市

3870201955 株式会社家具のヨコタ 株式会社家具のヨコタ カブシキガイシャカグノヨコタ 7940081 愛媛県今治市阿方甲265番地 介護予防福祉用具貸与 0898-23-5003 H24/06/20 指定 今治市

3870201955 株式会社家具のヨコタ 株式会社家具のヨコタ カブシキガイシャカグノヨコタ 7940081 愛媛県今治市阿方甲265番地 特定介護予防福祉用具販売 0898-23-5003 H24/06/20 指定 今治市

3870201989 株式会社サン・ファミリア 居宅介護支援事業所　ココロココ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ココロココ 7940071 愛媛県今治市山路町1丁目3-21 居宅介護支援 0898-35-4155 H24/08/15 指定 今治市

3870202003 株式会社塩音 居宅介護支援事業所しおん キョタクカイゴシエンジギョウショシオン 7991511 愛媛県今治市上徳588番地6 居宅介護支援 0898-47-1363 H24/09/10 指定 今治市

3870202029 合同会社しまなみ福祉創研 居宅介護支援事業所しまなみ キョタクカイゴシエンジギョウショシマナミ 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲3117番地2 居宅介護支援 0897-72-0221 H24/11/10 休止 今治市

3870202037 株式会社アクティブビジョン リハビリデイサービスセンター　華蓮 リハビリデイサービスセンター　カレン 7991533 愛媛県今治市国分二丁目12番62号 通所介護 0898-35-4788 H25/02/04 指定 今治市

3870202045 医療法人是成会 ヘルパーステーションくぼ ヘルパーステーションクボ 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目１番１９号 訪問介護 0898-41-3233 H25/06/01 指定 今治市

3870202045 医療法人是成会 ヘルパーステーションくぼ ヘルパーステーションクボ 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目１番１９号 訪問型サービス（独自） 0898-41-3233 H30/04/01 指定 今治市

3870202052 株式会社トータルコンディショニングサポート　ジェイズ リハビリデイサービス　じんの リハビリデイサービス　ジンノ 7940081 愛媛県今治市阿方甲４４１番地６ 地域密着型通所介護 0898-35-3687 H28/04/01 指定 今治市

3870202052 株式会社トータルコンディショニングサポート　ジェイズ リハビリデイサービス　じんの リハビリデイサービス　ジンノ 7940081 愛媛県今治市阿方甲４４１番地６ 通所型サービス（独自） 0898-35-3687 H30/04/01 指定 今治市

3870202052 株式会社トータルコンディショニングサポート　ジェイズ リハビリデイサービス　じんの リハビリデイサービス　ジンノ 7940081 愛媛県今治市阿方甲４４１番地６ 通所型サービス（独自／定率） 0898-35-3687 R02/04/01 指定 今治市

3870202102 株式会社カインドハウス デイサービス　カインドハウス北浜 デイサービス　カインドハウスキタハマ 7940011 愛媛県今治市北浜町3番10号 通所介護 0898-35-5511 H26/01/17 指定 今治市

3870202102 株式会社カインドハウス デイサービス　カインドハウス北浜 デイサービス　カインドハウスキタハマ 7940802 愛媛県今治市北浜町3番10号 通所型サービス（独自） 0898-35-4335 H30/04/01 指定 今治市

3870202102 株式会社カインドハウス デイサービス　カインドハウス北浜 デイサービス　カインドハウスキタハマ 7940802 愛媛県今治市北浜町3番10号 通所型サービス（独自／定率） 0898-35-4335 R02/04/01 指定 今治市

3870202110 株式会社カインドハウス 訪問介護“カインドハウス” ホウモンカイゴカインドハウス 7940802 愛媛県今治市南鳥生町二丁目3番43号 訪問介護 0898-35-4335 H26/01/17 指定 今治市

3870202110 株式会社カインドハウス 訪問介護“カインドハウス” ホウモンカイゴ“カインドハウス” 7940802 愛媛県今治市南鳥生町二丁目3番43号 訪問型サービス（独自） 0898-35-4335 H30/04/01 指定 今治市
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3870202128 合同会社ブルーム 合同会社ブルーム ゴウドウガイシャブルーム 7940063 愛媛県今治市片山三丁目９番４号リーベ片山１０１号 居宅介護支援 0898-35-5566 H26/03/25 指定 今治市

3870202151 社会福祉法人来島会 短期入所生活介護事業所　かのこ タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　カノコ 7991537 愛媛県今治市宮ケ崎甲７００番地１ 短期入所生活介護 0898-47-5655 H26/04/01 指定 今治市

3870202151 社会福祉法人来島会 短期入所生活介護事業所　かのこ タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　カノコ 7991537 愛媛県今治市宮ケ崎甲７００番地１ 介護予防短期入所生活介護 0898-47-5655 H26/04/01 指定 今治市

3870202169 合同会社まるる リハビリデイサービス和香 リハビリデイサービスワカ 7992101 愛媛県今治市波方町波方甲２６２０番地１ 地域密着型通所介護 0898-41-6642 H28/04/01 指定 今治市

3870202169 合同会社まるる リハビリデイサービス和香 リハビリデイサービスワカ 7992101 愛媛県今治市波方町波方甲２６２０番地１ 通所型サービス（独自） 0898-41-6642 H30/04/01 指定 今治市

3870202169 合同会社まるる リハビリデイサービス和香 リハビリデイサービスワカ 7992101 愛媛県今治市波方町波方甲２６２０番地１ 通所型サービス（独自／定率） 0898-41-6642 R02/04/01 指定 今治市

3870202177 合同会社あいか ケアプランセンターなのはな ケアプランセンターナノハナ 7940822 愛媛県今治市河南町三丁目6番4号 居宅介護支援 0898-35-2773 H26/08/01 指定 今治市

3870202185 社会福祉法人杉の子会 デイサービス廣寿苑 デイサービスコウジュエン 7940066 愛媛県今治市高橋甲1142番地1 地域密着型通所介護 0898-25-1122 H28/04/01 指定 今治市

3870202185 社会福祉法人杉の子会 デイサービス廣寿苑 デイサービスコウジュエン 7940066 愛媛県今治市高橋甲1142番地1 通所型サービス（独自） 0898-25-1122 H30/04/01 指定 今治市

3870202185 社会福祉法人杉の子会 デイサービス廣寿苑 デイサービスコウジュエン 7940066 愛媛県今治市高橋甲1142番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-25-1122 R02/04/01 指定 今治市

3870202201 株式会社アクティブビジョン ハーフデイリハビリステーション　晃誠 ハーフデイリハビリステーション　コウセイ 7940034 愛媛県今治市美須賀町三丁目3番地2 地域密着型通所介護 0898-35-5788 H28/04/01 指定 今治市

3870202201 株式会社アクティブビジョン ハーフデイリハビリステーション　晃誠 ハーフデイリハビリステーション　コウセイ 7940034 愛媛県今治市美須賀町三丁目3番地2 通所型サービス（独自） 0898-35-5788 H30/04/01 指定 今治市

3870202201 株式会社アクティブビジョン ハーフデイリハビリステーション　晃誠 ハーフデイリハビリステーション　コウセイ 7940034 愛媛県今治市美須賀町三丁目3番地2 通所型サービス（独自／定率） 0898-35-5788 R02/04/01 指定 今治市

3870202219 社会福祉法人杉の子会 ショートステイ廣寿苑 ショートステイコウジュエン 7940066 愛媛県今治市高橋甲１１４２番地１ 短期入所生活介護 0898-25-1122 H26/09/01 指定 今治市

3870202219 社会福祉法人杉の子会 ショートステイ廣寿苑 ショートステイコウジュエン 7940066 愛媛県今治市高橋甲１１４２番地１ 介護予防短期入所生活介護 0898-25-1122 H26/09/01 指定 今治市

3870202235 株式会社檜扇 訪問介護ひおうぎ ホウモンカイゴヒオウギ 7940007 愛媛県今治市近見町三丁目1番14号 訪問介護 0898-35-4165 H26/09/09 指定 今治市

3870202235 株式会社檜扇 訪問介護ひおうぎ ホウモンカイゴヒオウギ 7940007 愛媛県今治市近見町三丁目1番14号 訪問型サービス（独自） 0898-35-4165 H30/04/01 指定 今治市

3870202243 白石産業合同会社 しらいし介護ステーション シライシカイゴステーション 7940026 愛媛県今治市別宮町九丁目７番３３号ハイツ山田101 居宅介護支援 080-2973-0302 H26/11/27 指定 今治市

3870202250 日本ケアシス株式会社 デイサービスいろは デイサービスイロハ 7940084 愛媛県今治市延喜甲133番地 地域密着型通所介護 0898-35-5002 H28/04/01 指定 今治市

3870202268 株式会社えひめメディコープ デイサービスぽかぽか デイサービスポカポカ 7940022 愛媛県今治市室屋町五丁目3番地6 地域密着型通所介護 0898-23-9737 H28/04/01 指定 今治市

3870202268 株式会社えひめメディコープ デイサービスぽかぽか デイサービスポカポカ 7940022 愛媛県今治市室屋町五丁目3番地6 通所型サービス（独自） 0898-23-9737 H29/04/01 指定 今治市

3870202268 株式会社えひめメディコープ デイサービスぽかぽか デイサービスポカポカ 7940022 愛媛県今治市室屋町五丁目3番地6 通所型サービス（独自／定率） 0898-23-9737 R02/04/01 指定 今治市

3870202276 いよ路サービス有限会社 いよ路サロン イヨジサロン 7940059 愛媛県今治市鯉池町一丁目２番２２号 地域密着型通所介護 0898-25-2552 H28/04/01 指定 今治市

3870202284 石井オアシス・ケアサービス有限会社 指定居宅介護支援事業所おあしす中央 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショオアシスチュウオウ 7940832 愛媛県今治市八町西三丁目3-35 居宅介護支援 0898-35-2010 H27/11/16 指定 今治市

3870202292 石井オアシス・ケアサービス有限会社 通所介護事業所おあしす中央 ツウショカイゴジギョウショオアシスチュウオウ 7940832 愛媛県今治市八町西三丁目3-35 地域密着型通所介護 0898-35-2010 H28/04/01 指定 今治市

3870202292 石井オアシス・ケアサービス有限会社 通所介護事業所おあしす中央 ツウショカイゴジギョウショオアシスチュウオウ 7940832 愛媛県今治市八町西三丁目3-35 通所型サービス（独自） 0898-35-2010 H29/04/01 指定 今治市

3870202292 石井オアシス・ケアサービス有限会社 通所介護事業所おあしす中央 ツウショカイゴジギョウショオアシスチュウオウ 7940832 愛媛県今治市八町西三丁目3-35 通所型サービス（独自／定率） 0898-35-2010 R02/04/01 指定 今治市

3870202300 株式会社恵夢 デイサービスめぐちゃん デイサービスメグチャン 7991511 愛媛県今治市上徳甲３９６－５ 地域密着型通所介護 0898-52-8836 H28/04/01 指定 今治市

3870202318 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター関前 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターセキゼン 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲2525番地1 通所型サービス（独自） 0897-88-2455 H29/04/01 指定 今治市

3870202318 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター関前 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターセキゼン 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲2525番地1 通所型サービス（独自／定率） 0897-88-2455 R02/04/01 指定 今治市

3870202326 株式会社千歳会 デイサービス　みのり デイサービス　ミノリ 7991511 愛媛県今治市上徳甲717番地1 地域密着型通所介護 0898-55-8363 H28/04/01 指定 今治市

3870202326 株式会社千歳会 デイサービス　みのり デイサービス　ミノリ 7991511 愛媛県今治市上徳甲717番地1 通所型サービス（独自） 0898-55-8363 H29/04/01 指定 今治市

3870202326 株式会社千歳会 デイサービス　みのり デイサービス　ミノリ 7991511 愛媛県今治市上徳甲717番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-55-8363 R02/04/01 指定 今治市

3870202342 株式会社悠遊社 デイサービスはなび デイサービスハナビ 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１番２２号 通所型サービス（独自） 0898-55-8263 H29/04/01 指定 今治市

3870202342 株式会社悠遊社 デイサービスはなび デイサービスハナビ 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１番２２号 通所型サービス（独自／定率） 0898-55-8263 R02/04/01 指定 今治市

3870202359 株式会社カインドハウス 指定居宅介護支援事業所　カインドハウス シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　カインドハウス 7940802 愛媛県今治市北浜町３番１０号 居宅介護支援 0898-35-4335 H28/09/12 指定 今治市

3870202383 医療法人滴水会 老人保健施設燧園　訪問リハビリテーション ロウジンホケンシセツヒウチエン　ホウモンリハビリテーション 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目1番地6 訪問リハビリテーション 0898-23-1211 H29/01/16 指定 今治市

3870202383 医療法人滴水会 老人保健施設燧園　訪問リハビリテーション ロウジンホケンシセツヒウチエン　ホウモンリハビリテーション 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目1番地6 介護予防訪問リハビリテーション 0898-23-1211 H29/01/16 指定 今治市

3870202391 株式会社キュート 株式会社キュート　福祉用具事業所 カブシキガイシャキュート　フクシヨウグジギョウショ 7940054 愛媛県今治市北日吉町三丁目2番4号 福祉用具貸与 0898-52-9100 H29/03/22 指定 今治市

3870202391 株式会社キュート 株式会社キュート　福祉用具事業所 カブシキガイシャキュート　フクシヨウグジギョウショ 7940054 愛媛県今治市北日吉町三丁目2番4号 特定福祉用具販売 0898-52-9100 H29/03/22 指定 今治市

3870202391 株式会社キュート 株式会社キュート　福祉用具事業所 カブシキガイシャキュート　フクシヨウグジギョウショ 7940054 愛媛県今治市北日吉町三丁目2番4号 介護予防福祉用具貸与 0898-52-9100 H29/03/22 指定 今治市

3870202391 株式会社キュート 株式会社キュート　福祉用具事業所 カブシキガイシャキュート　フクシヨウグジギョウショ 7940054 愛媛県今治市北日吉町三丁目2番4号 特定介護予防福祉用具販売 0898-52-9100 H29/03/22 指定 今治市
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3870202409 社会福祉法人しまなみ福祉会 介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム　すずらん カイゴロウジンフクシシセツ　トクベツヨウゴロウジンホーム　スズラン 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目1番62号 介護老人福祉施設 0898-23-5000 H29/04/01 指定 今治市

3870202417 医療法人武田脳神経外科 リハプライド　武田脳神経外科 リハプライド　タケダノウシンケイゲカ 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目3番地31 通所型サービス（独自） 0898-52-7010 H29/04/01 指定 今治市

3870202417 医療法人武田脳神経外科 リハプライド　武田脳神経外科 リハプライド　タケダノウシンケイゲカ 7940042 愛媛県今治市旭町三丁目3番地31 通所型サービス（独自／定率） 0898-52-7010 R02/04/01 指定 今治市

3870202425 医療法人滴水会 居宅介護支援事業所よしの キョタクカイゴシエンジギョウショヨシノ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目1番地6 居宅介護支援 0898-23-1211 H29/06/01 指定 今治市

3870202433 おひさまの里合同会社 訪問介護　おひさまの里 ホウモンカイゴ　オヒサマノサト 7940066 愛媛県今治市高橋甲290番地6 訪問介護 0898-31-0618 H29/07/01 指定 今治市

3870202433 おひさまの里合同会社 訪問介護　おひさまの里 ホウモンカイゴ　オヒサマノサト 7940066 愛媛県今治市高橋甲290番地6 訪問型サービス（独自） 0898-31-0618 H30/03/01 指定 今治市

3870202441 株式会社カインドハウス デイサービス　カインドハウス鳥生 デイサービス　カインドハウストリウ 7940802 愛媛県今治市南鳥生町二丁目3番43号 通所介護 0898-35-4335 H29/07/01 指定 今治市

3870202441 株式会社カインドハウス デイサービス　カインドハウス鳥生 デイサービス　カインドハウストリウ 7940802 愛媛県今治市南鳥生町二丁目3番43号 通所型サービス（独自） 0898-35-4335 H29/08/01 指定 今治市

3870202441 株式会社カインドハウス デイサービス　カインドハウス鳥生 デイサービス　カインドハウストリウ 7940802 愛媛県今治市南鳥生町二丁目3番43号 通所型サービス（独自／定率） 0898-35-4335 R02/04/01 指定 今治市

3870202458 株式会社ワン・ステップ 指定訪問介護事業所いっぽ シテイホウモンカイゴジギョウショイッポ 7991506 愛媛県今治市東村二丁目6番53号 訪問介護 0898-48-5354 H29/08/04 指定 今治市

3870202458 株式会社ワン・ステップ 指定訪問介護事業所いっぽ シテイホウモンカイゴジギョウショイッポ 7991506 愛媛県今治市東村二丁目6番53号 訪問型サービス（独自） 0898-48-5354 H29/08/04 指定 今治市

3870202466 株式会社塩音 訪問介護　しおん ホウモンカイゴ　シオン 7991506 愛媛県今治市東村4丁目甲412番地2 訪問介護 0898-47-1363 H29/09/10 休止 今治市

3870202466 株式会社塩音 訪問介護　しおん ホウモンカイゴ　シオン 7991511 愛媛県今治市上徳甲588番地6 訪問型サービス（独自） 0898-47-1363 H29/09/10 指定 今治市

3870202474 株式会社アットハウジング デイサービスきたえるーむ今治阿方 デイサービスキタエルームイマバリアガタ 7940081 愛媛県今治市阿方甲407-1 通所介護 0898-52-7720 H29/10/05 指定 今治市

3870202474 株式会社アットハウジング デイサービスきたえるーむ今治阿方 デイサービスキタエルームイマバリアガタ 7940081 愛媛県今治市阿方甲407-1 通所型サービス（独自） 0898-52-7720 H29/10/05 指定 今治市

3870202474 株式会社アットハウジング デイサービスきたえるーむ今治阿方 デイサービスキタエルームイマバリアガタ 7940081 愛媛県今治市阿方甲407-1 通所型サービス（独自／定率） 0898-52-7720 R02/04/01 指定 今治市

3870202482 株式会社ＫＥＩＴＡ 訪問介護　スマイル ホウモンカイゴ　スマイル 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲1579番地 訪問介護 0898-52-8856 H29/12/01 指定 今治市

3870202482 株式会社ＫＥＩＴＡ 訪問介護　スマイル ホウモンカイゴ　スマイル 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲1579番地 訪問型サービス（独自） 0898-52-8856 H30/01/01 指定 今治市

3870202490 株式会社ＫＥＩＴＡ 訪問入浴介護　スマイル ホウモンニュウヨクカイゴ　スマイル 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲1579番地 訪問入浴介護 0898-52-8856 H29/12/01 指定 今治市

3870202490 株式会社ＫＥＩＴＡ 訪問入浴介護　スマイル ホウモンニュウヨクカイゴ　スマイル 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲1579番地 介護予防訪問入浴介護 0898-52-8856 H29/12/01 指定 今治市

3870202508 社会福祉法人しまなみ福祉会 デイサービスすずらん デイサービススズラン 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目1番62号 通所介護 0898-23-5000 H30/01/11 指定 今治市

3870202508 社会福祉法人しまなみ福祉会 デイサービスすずらん デイサービススズラン 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目1番62号 通所型サービス（独自） 0898-23-5000 H30/10/01 指定 今治市

3870202508 社会福祉法人しまなみ福祉会 デイサービスすずらん デイサービススズラン 7940052 愛媛県今治市宮下町一丁目1番62号 通所型サービス（独自／定率） 0898-23-5000 R02/04/01 指定 今治市

3870202516 合同会社　楽 居宅介護支援事業所　楽 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ラク 7940821 愛媛県今治市立花町一丁目６番31号 居宅介護支援 0898-24-0562 H30/07/01 指定 今治市

3870202524 株式会社おれんじ ケアプランセンターおれんじ ケアプランセンターオレンジ 7940064 愛媛県今治市小泉五丁目７番15号 居宅介護支援 0898-52-8122 H30/09/26 指定 今治市

3870202532 医療法人しのざき整形外科 居宅介護支援業所しのざき キョタクカイゴシエンギョウジョシノザキ 7942303 愛媛県今治市伯方町伊方甲1022番地１ 居宅介護支援 0897-73-1221 H31/02/01 休止 今治市

3870202540 有限会社　山茶花 指定居宅介護支援事業所さざんか シテイキョタクカイゴシエンジギョウショサザンカ 7940081 愛媛県今治市阿方甲424番地1 居宅介護支援 0898-24-0333 H31/04/01 指定 今治市

3870202557 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター今治 ケアプラスデイサービスセンターイマバリ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町１－３－５５ 通所介護 0898-52-8189 H31/04/19 指定 今治市

3870202557 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター今治 ケアプラスデイサービスセンターイマバリ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町１－３－５５ 通所型サービス（独自） 0898-52-8189 H31/04/19 指定 今治市

3870202557 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター今治 ケアプラスデイサービスセンターイマバリ 7940803 愛媛県今治市北鳥生町１－３－５５ 通所型サービス（独自／定率） 0898-52-8189 R02/04/01 指定 今治市

3870202565 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター古国分 ニチイケアセンターフルコクブ 7991521 愛媛県今治市古国分３丁目２番３号ＳＯＨＯ６ＦＵＲＵＫＯＫＵＢＵ２０１号 訪問介護 0898-48-7650 R01/10/01 指定 今治市

3870202565 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター古国分 ニチイケアセンターフルコクブ 7991521 愛媛県今治市古国分３丁目２番３号ＳＯＨＯ６ＦＵＲＵＫＯＫＵＢＵ２０１号 訪問型サービス（独自） 0898-48-7650 R01/10/01 指定 今治市

3870202573 合同会社あおの ヘルパーステーション　福ろう ヘルパーステーション　フクロウ 7991607 愛媛県今治市朝倉上甲１１５５番地１ 訪問介護 0898-35-5507 R01/11/01 指定 今治市

3870202573 合同会社あおの ヘルパーステーション　福ろう ヘルパーステーション　フクロウ 7991607 愛媛県今治市朝倉上甲１１５５番地１ 訪問型サービス（独自） 0898-35-5507 R01/11/01 指定 今治市

3870202581 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター今治西 ニチイケアセンターイマバリニシ 7940082 愛媛県今治市野間甲１２０８　大澤テナント 訪問介護 0898-23-7576 R01/12/20 指定 今治市

3870202581 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター今治西 ニチイケアセンターイマバリニシ 7940082 愛媛県今治市野間甲１２０８　大澤テナント 訪問型サービス（独自） 0898-23-7576 R01/12/20 指定 今治市

3870202599 株式会社みやび 居宅介護支援　みやび キョタクカイゴシエン　ミヤビ 7991535 今治市登畑甲195番地8 居宅介護支援 0898-47-2708 R02/03/01 指定 今治市

3870202607 合同会社まるる 居宅介護支援事業所和香 キョタクカイゴシエンジギョウショワカ 7992101 愛媛県今治市波方町波方甲2620番地１ 居宅介護支援 0898-41-6642 R02/04/01 休止 今治市

3870202615 社会福祉法人名石会 居宅介護支援のま キョタクカイゴシエンノマ 7940084 愛媛県今治市延喜301番地１ 居宅介護支援 0898-34-1266 R02/04/01 休止 今治市

3870202623 社会福祉法人名石会 大島シーサイド オオシマシーサイド 7942118 愛媛県今治市吉海町臥間４６番地２ 特定施設入居者生活介護 0897-74-0300 R02/07/01 指定 今治市

3870202623 社会福祉法人名石会 大島シーサイド オオシマシーサイド 7942118 愛媛県今治市吉海町臥間４６番地２ 介護予防特定施設入居者生活介護 0897-74-0300 R02/07/01 指定 今治市

3870202631 株式会社ELHAL 居宅介護支援事業所エルハル キョタクカイゴシエジギョウショエルハル 7940059 愛媛県今治市鯉池町3丁目2番26号 居宅介護支援 050-1369-2991 R02/09/01 指定 今治市
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3870202649 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 サイセイカイイマバリロウジンホケンシセツキボウノソノ 7991592 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 訪問リハビリテーション 0898(48)8800 R02/10/01 指定 今治市

3870202649 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会今治老人保健施設希望の園 サイセイカイイマバリロウジンホケンシセツキボウノソノ 7991592 愛媛県今治市喜田村七丁目１番６号 介護予防訪問リハビリテーション 0898(48)8800 R02/10/01 指定 今治市

3870202656 サニーサイド株式会社 居宅介護支援事業所陽だまり キョタクカイゴシエンジギョウショヒダマリ 7991533 愛媛県今治市国分二丁目10番47号 居宅介護支援 090-8691-7580 R03/01/01 指定 今治市

3870202664 医療法人隆典会 デイサービストリトン デイサービストリトン 7942114 愛媛県今治市吉海町名4680番地 通所介護 0897-84-3113 R03/04/01 指定 今治市

3870202664 医療法人隆典会 デイサービストリトン デイサービストリトン 7942114 愛媛県今治市吉海町名4680番地 通所型サービス（独自） 0897-84-3113 R03/04/01 指定 今治市

3870202672 株式会社ソラスト 介護付有料老人ホームソラストさらさ湯ノ浦 カイゴツキユウリョウロウジンホームソラストサラサユノウラ 7991525 愛媛県今治市湯ノ浦２２ 特定施設入居者生活介護 0898-47-5877 R03/04/01 指定 今治市

3870202672 株式会社ソラスト 介護付有料老人ホームソラストさらさ湯ノ浦 カイゴツキユウリョウロウジンホームソラストサラサユノウラ 7991525 愛媛県今治市湯ノ浦２２ 介護予防特定施設入居者生活介護 0898-47-5877 R03/04/01 指定 今治市

3873200046 社会福祉法人  藤寿会 指定居宅介護支援事業所瑞鶴荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショズイカクソウ 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲１５番地１ 居宅介護支援 0898-55-2131 H11/09/30 指定 今治市

3873200111 社会福祉法人  大島福祉会 指定居宅介護支援事業所阿育苑 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショアショカエン 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２６２番地１ 居宅介護支援 0897-84-4608 H11/12/03 指定 今治市

3873200152 社会福祉法人　風早偕楽園 指定居宅介護支援事業所菊仙荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショキクセンソウ 7992302 愛媛県今治市菊間町種３５６０番地５ 居宅介護支援 0898-54-3401 H12/01/05 指定 今治市

3873200194 社会福祉法人　寿山会 指定居宅介護支援事業所寿山苑 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショジュザンエン 7992109 愛媛県今治市波方町養老甲1006番地 居宅介護支援 0898-36-5301 H12/01/11 指定 今治市

3873200384 社会福祉法人  風早偕楽園 指定通所介護事業所デイサービスセンター菊仙荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターキクセンソウ 7992302 愛媛県今治市菊間町種３５６０番地５ 通所介護 0898-54-3401 H12/03/10 指定 今治市

3873200384 社会福祉法人  風早偕楽園 指定通所介護事業所デイサービスセンター菊仙荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターキクセンソウ 7992302 愛媛県今治市菊間町種３５６０番地５ 通所型サービス（独自） 0898-54-3401 H30/04/01 指定 今治市

3873200384 社会福祉法人  風早偕楽園 指定通所介護事業所デイサービスセンター菊仙荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターキクセンソウ 7992302 愛媛県今治市菊間町種３５６０番地５ 通所型サービス（独自／定率） 0898-54-3401 R02/04/01 指定 今治市

3873200475 社会福祉法人  寿山会 指定短期入所生活介護事業所　寿山苑 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ジュザンエン 7992109 愛媛県今治市波方町養老甲1006番地 短期入所生活介護 0898-36-5300 H12/03/17 指定 今治市

3873200475 社会福祉法人  寿山会 指定短期入所生活介護事業所　寿山苑 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ジュザンエン 7992109 愛媛県今治市波方町養老甲1006番地 介護予防短期入所生活介護 0898-36-5300 H19/05/01 指定 今治市

3873200483 社会福祉法人  大島福祉会 指定短期入所生活介護事業所阿育苑 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアショカエン 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２６２番地１ 短期入所生活介護 0897-84-4608 H12/03/17 指定 今治市

3873200483 社会福祉法人  大島福祉会 指定短期入所生活介護事業所阿育苑 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアショカエン 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２６２番地１ 介護予防短期入所生活介護 0897-84-4608 H19/03/01 指定 今治市

3873200491 社会福祉法人  藤寿会 指定短期入所生活介護事業所　瑞鶴荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ズイカクソウ 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲15番地1 短期入所生活介護 0898-55-2131 H12/03/17 指定 今治市

3873200491 社会福祉法人  藤寿会 指定短期入所生活介護事業所　瑞鶴荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ズイカクソウ 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲15番地1 介護予防短期入所生活介護 0898-55-2131 H18/10/01 指定 今治市

3873200509 社会福祉法人  藤寿会 指定通所介護事業所　デイサービスセンター　福寿苑 シテイツウショカイゴジギョウショ　デイサービスセンター　フクジュエン 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲15番地1 通所介護 0898-55-2131 H12/03/17 指定 今治市

3873200509 社会福祉法人  藤寿会 指定通所介護事業所　デイサービスセンター　福寿苑 シテイツウショカイゴジギョウショ　デイサービスセンター　フクジュエン 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲15番地1 通所型サービス（独自） 0898-55-2131 H30/04/01 指定 今治市

3873200509 社会福祉法人  藤寿会 指定通所介護事業所　デイサービスセンター　福寿苑 シテイツウショカイゴジギョウショ　デイサービスセンター　フクジュエン 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲15番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-55-2131 R02/04/01 指定 今治市

3873200517 社会福祉法人  大島福祉会 指定通所介護事業所阿育苑 シテイツウショカイゴジギョウショアショカエン 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２６２－１ 通所介護 0897-84-4608 H12/03/17 指定 今治市

3873200517 社会福祉法人  大島福祉会 指定通所介護事業所阿育苑 シテイツウショカイゴジギョウショアショカエン 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２６２－１ 通所型サービス（独自） 0897-84-4608 H30/04/01 指定 今治市

3873200517 社会福祉法人  大島福祉会 指定通所介護事業所阿育苑 シテイツウショカイゴジギョウショアショカエン 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２６２－１ 通所型サービス（独自／定率） 0897-84-4608 R02/04/01 指定 今治市

3873200541 社会福祉法人  風早偕楽園 指定短期入所生活介護事業所菊仙荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキクセンソウ 7992302 愛媛県今治市菊間町種３５６０番地５ 短期入所生活介護 0898-54-3401 H12/03/17 指定 今治市

3873200541 社会福祉法人  風早偕楽園 指定短期入所生活介護事業所菊仙荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキクセンソウ 7992302 愛媛県今治市菊間町種３５６０番地５ 介護予防短期入所生活介護 0898-54-3401 H19/01/04 指定 今治市

3873200558 社会福祉法人  藤寿会 瑞鶴荘 ズイカクソウ 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲１５番地１ 介護老人福祉施設 0898-55-2131 H12/04/01 指定 今治市

3873200566 社会福祉法人  大島福祉会 阿育苑 アショカエン 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江２６２番地１ 介護老人福祉施設 0897-84-4608 H12/04/01 指定 今治市

3873200574 社会福祉法人  風早偕楽園 菊仙荘 キクセンソウ 7992302 愛媛県今治市菊間町種３５６０番地５ 介護老人福祉施設 0898-54-3401 H12/04/01 指定 今治市

3873200582 社会福祉法人  寿山会 寿山苑 ジュザンエン 7992109 愛媛県今治市波方町養老甲１００６番地 介護老人福祉施設 0898-36-5300 H12/04/01 指定 今治市

3873200590 社会福祉法人  伯方福祉会 はかた寿園 ハカタコトブキエン 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３９３０番地３ 介護老人福祉施設 0897-74-0155 H12/04/01 指定 今治市

3873200608 社会福祉法人  伯方福祉会 短期入所生活介護事業所はかた寿園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショハカタコトブキエン 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３９３０番地３ 短期入所生活介護 0897-74-0155 H12/05/10 指定 今治市

3873200608 社会福祉法人  伯方福祉会 短期入所生活介護事業所はかた寿園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショハカタコトブキエン 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲３９３０番地３ 介護予防短期入所生活介護 0897-74-0155 H19/01/04 指定 今治市

3873200616 医療法人  片山医院 指定居宅介護支援事業所片山医院 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショカタヤマイイン 7942111 愛媛県今治市吉海町幸新田７１ 居宅介護支援 0897-84-2620 H12/05/24 指定 今治市

3873200640 有限会社　越智巧商店 有限会社越智巧商店 ユウゲンカイシャオチタクミショウテン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 福祉用具貸与 0897-87-2015 H13/04/03 指定 今治市

3873200640 有限会社　越智巧商店 有限会社越智巧商店 ユウゲンカイシャオチタクミショウテン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 特定福祉用具販売 0897-87-2015 H18/04/01 指定 今治市

3873200640 有限会社　越智巧商店 有限会社越智巧商店 ユウゲンカイシャオチタクミショウテン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 介護予防福祉用具貸与 0897-87-2015 H19/04/01 指定 今治市

3873200640 有限会社　越智巧商店 有限会社越智巧商店 ユウゲンカイシャオチタクミショウテン 7941402 愛媛県今治市上浦町井口６６５６番地 特定介護予防福祉用具販売 0897-87-2015 H18/04/01 指定 今治市

3873200665 有限会社　ころばぬ先 有限会社　ころばぬ先 ユウゲンガイシャ　コロバヌサキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲１４００ 福祉用具貸与 0897-73-0001 H14/02/26 指定 今治市

3873200665 有限会社　ころばぬ先 有限会社　ころばぬ先 ユウゲンガイシャ　コロバヌサキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲１４００ 特定福祉用具販売 0897-73-0001 H18/04/01 指定 今治市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3873200665 有限会社　ころばぬ先 有限会社　ころばぬ先 ユウゲンガイシャ　コロバヌサキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲１４００ 介護予防福祉用具貸与 0897-73-0001 H18/12/01 指定 今治市

3873200665 有限会社　ころばぬ先 有限会社　ころばぬ先 ユウゲンガイシャ　コロバヌサキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲１４００ 特定介護予防福祉用具販売 0897-73-0001 H18/04/01 指定 今治市

3873200681 社会福祉法人　陽成会 リーフガーデンあさくら リーフガーデンアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙１０２番２ 短期入所生活介護 0898-56-1300 H14/04/10 指定 今治市

3873200681 社会福祉法人　陽成会 リーフガーデンあさくら リーフガーデンアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙１０２番２ 介護老人福祉施設 0898-56-1300 H14/04/10 指定 今治市

3873200681 社会福祉法人　陽成会 リーフガーデンあさくら リーフガーデンアサクラ 7991603 愛媛県今治市朝倉下乙１０２番２ 介護予防短期入所生活介護 0898-56-1300 H19/04/01 指定 今治市

3873200723 社会福祉法人鷲峰会 短期入所生活介護事業所　多々羅の里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　タタラノサト 7941402 愛媛県今治市上浦町井口３８６５番地１ 短期入所生活介護 0897-87-3800 H15/05/01 指定 今治市

3873200723 社会福祉法人鷲峰会 短期入所生活介護事業所　多々羅の里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　タタラノサト 7941402 愛媛県今治市上浦町井口３８６５番地１ 介護予防短期入所生活介護 0897-87-3800 H19/04/01 指定 今治市

3873200731 社会福祉法人鷲峰会 多々羅の里 タタラノサト 7941402 愛媛県今治市上浦町井口３８６５番地１ 介護老人福祉施設 0897-87-3800 H15/05/01 指定 今治市

3873200749 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気伯方 ジェイエイオチイマバリデイサービスセンターゲンキハカタ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲1666番地4 通所介護 0897-72-2830 H15/10/08 指定 今治市

3873200749 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気伯方 ジェイエイオチイマバリデイサービスセンターゲンキハカタ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲1666番地4 通所型サービス（独自） 0897-72-2830 H30/04/01 指定 今治市

3873200749 越智今治農業協同組合 ＪＡおちいまばりデイサービスセンター元気伯方 ジェイエイオチイマバリデイサービスセンターゲンキハカタ 7942302 愛媛県今治市伯方町叶浦甲1666番地4 通所型サービス（独自／定率） 0897-72-2830 R02/04/01 指定 今治市

3873200780 社会福祉法人  寿山会 グループホーム　パラディ グループホーム　パラディ 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲120-1 認知症対応型共同生活介護 0898-36-5255 H18/04/01 指定 今治市

3873200780 社会福祉法人  寿山会 グループホーム　パラディ グループホーム　パラディ 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲120-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-36-5255 H18/04/01 指定 今治市

3873200806 社会福祉法人  藤寿会 グループホーム　瑞鳳荘 グループホーム　ズイホウソウ 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲15-5 認知症対応型共同生活介護 0898-55-2011 H18/04/01 指定 今治市

3873200806 社会福祉法人  藤寿会 グループホーム　瑞鳳荘 グループホーム　ズイホウソウ 7940116 愛媛県今治市玉川町畑寺甲15-5 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-55-2011 H18/04/01 指定 今治市

3873200814 社会福祉法人　興風会 幸風園 コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 訪問介護 0898-53-6500 H16/09/17 休止 今治市

3873200814 社会福祉法人　興風会 幸風園 コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 短期入所生活介護 0898-53-6500 H16/09/17 指定 今治市

3873200814 社会福祉法人　興風会 幸風園 コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 特定施設入居者生活介護 0898-53-6500 H16/09/17 指定 今治市

3873200814 社会福祉法人　興風会 幸風園 コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 居宅介護支援 0898-53-6500 H16/09/17 指定 今治市

3873200814 社会福祉法人　興風会 幸風園 コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 介護予防短期入所生活介護 0898-53-6500 H19/04/01 指定 今治市

3873200814 社会福祉法人　興風会 幸風園 コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 0898-53-6500 H19/04/01 指定 今治市

3873200814 社会福祉法人　興風会 幸風園 コウフウエン 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲290番地1 訪問型サービス（独自） 0898-53-6500 H30/04/01 休止 今治市

3873200954 社会福祉法人　日親会 ラ・ファミーユ ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 特定施設入居者生活介護 0898-54-5678 H16/11/18 指定 今治市

3873200954 社会福祉法人　日親会 ラ・ファミーユ ラ・ファミーユ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1453番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 0898-54-5678 H18/04/01 指定 今治市

3883200028 斎藤クリニック 斎藤クリニック サイトウクリニック 7942104 愛媛県今治市吉海町仁江１６－２ 居宅介護支援 0897-84-4333 H12/04/01 指定 今治市

3890200011 有限会社　ウェルケアサービス ウェル　えがお ウェル　エガオ 7940031 愛媛県今治市恵美須町２－２－１ 認知症対応型共同生活介護 0898-22-2313 H18/04/28 指定 今治市

3890200011 有限会社　ウェルケアサービス ウェル　えがお ウェル　エガオ 7940031 愛媛県今治市恵美須町２－２－１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-22-2313 H18/04/28 指定 今治市

3890200029 医療法人　仁明会 グループホーム　はとり グループホーム　ハトリ 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－４－１ 認知症対応型共同生活介護 0898-34-3838 H18/05/15 指定 今治市

3890200029 医療法人　仁明会 グループホーム　はとり グループホーム　ハトリ 7940043 愛媛県今治市南宝来町３－４－１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-34-3838 H18/05/15 指定 今治市

3890200037 社会福祉法人　興風会 グループホーム　ステラ グループホーム　ステラ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲１１６６番地１ 認知症対応型共同生活介護 0898-53-0110 H18/07/25 指定 今治市

3890200037 社会福祉法人　興風会 グループホーム　ステラ グループホーム　ステラ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲１１６６番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-53-0110 H18/07/25 指定 今治市

3890200045 公益財団法人正光会 公益財団法人正光会デイサービスセンター輝 コウエキザイダンホウジン　ショウコウカイ　デイサービスセンターカガヤキ 7991512 愛媛県今治市高市甲４７４番地２ 認知症対応型通所介護 0898-43-6280 H18/12/01 指定 今治市

3890200045 公益財団法人正光会 公益財団法人正光会デイサービスセンター輝 コウエキザイダンホウジン　ショウコウカイ　デイサービスセンターカガヤキ 7991512 愛媛県今治市高市甲４７４番地２ 介護予防認知症対応型通所介護 0898-43-6280 H18/12/01 指定 今治市

3890200078 ＮＰＯ法人　ケア・サポート ちかみシーサイド チカミシーサイド 7940007 愛媛県今治市近見町１丁目７番５０号 認知症対応型共同生活介護 0898-36-1131 H19/03/28 指定 今治市

3890200086 介護センター瀬戸内合資会社 瀬戸内たくまの里 セトウチタクマノサト 7940083 愛媛県今治市宅間甲５７７ 小規模多機能型居宅介護 0898-25-0145 H19/05/01 指定 今治市

3890200086 介護センター瀬戸内合資会社 瀬戸内たくまの里 セトウチタクマノサト 7940083 愛媛県今治市宅間甲５７７ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-25-0145 H19/05/01 指定 今治市

3890200094 石井オアシス・ケアサービス有限会社 おあしす今治 オアシスイマバリ 7991523 愛媛県今治市郷桜井３丁目３－６７ 小規模多機能型居宅介護 0898-47-5566 H19/06/01 指定 今治市

3890200094 石井オアシス・ケアサービス有限会社 おあしす今治 オアシスイマバリ 7991523 愛媛県今治市郷桜井３丁目３－６７ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-47-5566 H19/07/01 指定 今治市

3890200102 いよ路サービス有限会社　 いよ路 イヨジ 7940059 愛媛県今治市鯉池町１丁目２番１０号 小規模多機能型居宅介護 0898-25-1919 H19/08/17 指定 今治市

3890200128 株式会社　シルバーケアサービス ふれあいの家　ひまわり フレアイノイエ　ヒマワリ 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目５番３４号 小規模多機能型居宅介護 0898-25-1100 H19/11/11 指定 今治市

3890200128 株式会社　シルバーケアサービス ふれあいの家　ひまわり フレアイノイエ　ヒマワリ 7940823 愛媛県今治市郷本町３丁目５番３４号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-25-1100 H19/11/11 指定 今治市

3890200136 介護センタ－瀬戸内合資会社 瀬戸内みすかの家 セトウチミスカノイエ 7940033 愛媛県今治市東門町五丁目１４番５２号 小規模多機能型居宅介護 0898-25-0170 H20/03/01 指定 今治市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3890200136 介護センタ－瀬戸内合資会社 瀬戸内みすかの家 セトウチミスカノイエ 7940033 愛媛県今治市東門町五丁目１４番５２号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-25-0170 H20/03/01 指定 今治市

3890200151 石井オアシス・ケアサービス有限会社 おあしす北郷 オアシスキタゴウ 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲２０３５番地１ 小規模多機能型居宅介護 0898-47-5566 H20/04/01 指定 今治市

3890200151 石井オアシス・ケアサービス有限会社 おあしす北郷 オアシスキタゴウ 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲２０３５番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-47-5566 H20/04/01 指定 今治市

3890200177 有限会社　おかげさん おかげさん オカゲサン 7940113 愛媛県今治市玉川町別所甲９３番地３ 小規模多機能型居宅介護 0898-36-8022 H20/04/14 指定 今治市

3890200185 社会福祉法人　興風会 小規模多機能型居宅介護事業所　ステラ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ステラ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲1166番地3 小規模多機能型居宅介護 0898-53-0110 H20/04/20 指定 今治市

3890200185 社会福祉法人　興風会 小規模多機能型居宅介護事業所　ステラ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ステラ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲1166番地3 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-53-0110 H20/04/20 指定 今治市

3890200201 社会福祉法人なごみの会 デイサービスなごみ デイサービスナゴミ 7940065 愛媛県今治市別名２５２番地 認知症対応型通所介護 0898-25-7530 H20/06/01 指定 今治市

3890200201 社会福祉法人なごみの会 デイサービスなごみ デイサービスナゴミ 7940065 愛媛県今治市別名２５２番地 介護予防認知症対応型通所介護 0898-25-7530 H20/06/01 指定 今治市

3890200219 NPO法人ケア・サポート +シーサイドきくま シーサイドキクマ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１０６１番地 小規模多機能型居宅介護 0898-54-5800 H21/03/18 指定 今治市

3890200219 NPO法人ケア・サポート +シーサイドきくま シーサイドキクマ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜１０６１番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-54-5800 H21/03/18 指定 今治市

3890200227 株式会社　ドリームライン 小規模　あさくら ショウキボ　アサクラ 7991601 愛媛県今治市古谷甲992番地1 小規模多機能型居宅介護 0898-56-1101 H21/05/01 指定 今治市

3890200227 株式会社　ドリームライン 小規模　あさくら ショウキボ　アサクラ 7991601 愛媛県今治市古谷甲992番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-56-1101 H21/05/01 指定 今治市

3890200235 ＮＰＯ法人 ケアサポート ちかみシーサイド チカミシーサイド 7940007 愛媛県今治市近見町1丁目7番50号 小規模多機能型居宅介護 0898-36-1131 H21/07/17 休止 今治市

3890200235 ＮＰＯ法人 ケアサポート ちかみシーサイド チカミシーサイド 7940007 愛媛県今治市近見町1丁目7番50号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-36-1131 H21/07/17 休止 今治市

3890200243 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市社協小規模多機能　ゆいの村 イマバリシシャキョウショウキボタキノウ　ユイノムラ 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江２４３５番地１４ 小規模多機能型居宅介護 0897-83-0730 H22/05/10 指定 今治市

3890200243 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市社協小規模多機能　ゆいの村 イマバリシシャキョウショウキボタキノウ　ユイノムラ 7941306 愛媛県今治市大三島町野々江２４３５番地１４ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-83-0730 H23/01/10 指定 今治市

3890200268 医療法人　滴水会 看護小規模多機能　ひうち カンゴショウキボタキノウ　ヒウチ 7940038 愛媛県今治市末広町三丁目３番地６ 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 0898-35-1101 H24/08/01 指定 今治市

3890200300 株式会社シルバーケアサービス サテライトひまわり サテライトヒマワリ 7940832 愛媛県今治市八町西４丁目１番12号 小規模多機能型居宅介護 0898-22-8300 H25/11/01 指定 今治市

3890200300 株式会社シルバーケアサービス サテライトひまわり サテライトヒマワリ 7940832 愛媛県今治市八町西４丁目１番12号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-22-8300 H25/11/01 指定 今治市

3890200318 株式会社ハートウォーミングライフ藤田 小規模多機能型居宅介護施設　ししま ショウキボタキノウガタキョタクカイゴシセツ　シシマ 7991522 愛媛県今治市桜井４丁目甲485番１ 小規模多機能型居宅介護 0898-47-4200 H26/01/18 指定 今治市

3890200318 株式会社ハートウォーミングライフ藤田 小規模多機能型居宅介護施設　ししま ショウキボタキノウガタキョタクカイゴシセツ　シシマ 7991522 愛媛県今治市桜井４丁目甲485番１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-47-4200 H26/01/18 指定 今治市

3890200334 医療法人やすらぎ会 グループホームつどい グループホームツドイ 7940027 今治市南大門町２丁目２番地２ 認知症対応型共同生活介護 0898-35-2001 H26/04/01 指定 今治市

3890200342 医療法人陽成会 グループホーム　ヒロセドゥーエ グループホーム　ヒロセドゥーエ 7991533 愛媛県今治市国分7丁目5番11号 認知症対応型共同生活介護 0898-43-5880 H26/04/01 指定 今治市

3890200342 医療法人陽成会 グループホーム　ヒロセドゥーエ グループホーム　ヒロセドゥーエ 7991533 愛媛県今治市国分7丁目5番11号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-43-5880 H26/04/01 指定 今治市

3890200359 医療法人やすらぎ会 小規模多機能うらら ショウキボタキノウウララ 7940027 愛媛県今治市南大門町2丁目2番地2 小規模多機能型居宅介護 0898-35-2001 H26/04/01 指定 今治市

3890200367 社会福祉法人来島会 地域密着型特別養護老人ホーム　かのこ チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホーム　カノコ 7991537 愛媛県今治市宮ケ崎甲700番地1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0898-47-5655 H26/04/01 指定 今治市

3890200391 有限会社　モードハヤシ 小規模多機能型介護施設　たちばな南 ショウキボタキノウガタカイゴシセツ　タチバナミナミ 7940831 今治市八町東５丁目６－２ 小規模多機能型居宅介護 0898-35-5008 H26/05/15 指定 今治市

3890200391 有限会社　モードハヤシ 小規模多機能型施設　たちばな南 ショウキボタキノウガタシセツ　タチバナミナミ 7940831 今治市八町東５丁目６－２ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-35-5008 H26/05/15 指定 今治市

3890200409 社会福祉法人　杉の子会 特別養護老人ホーム廣寿苑 トクベツヨウゴロウジンホームコウジュエン 7940066 今治市高橋甲1142-1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0898-25-1122 H26/06/27 指定 今治市

3890200417 医療法人　有津むらかみクリニック 看護小規模多機能型居宅介護　おいで家あすなろ 　カンゴキボタキノウガタ　タキノウガタオイデヤアスナロ 7942301 今治市伯方町北浦甲2458番地 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 0897-73-1650 H26/09/01 指定 今治市

3890200425 医療法人松風会近松内科 グループホーム松風園 グループホームショウフウエン 7991511 愛媛県今治市上徳乙２８４番地１ 認知症対応型共同生活介護 0898-35-5127 H27/03/23 指定 今治市

3890200425 医療法人松風会近松内科 グループホーム松風園 グループホームショウフウエン 7991511 愛媛県今治市上徳乙２８４番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-35-5127 H27/03/23 指定 今治市

3890200433 越智今治農業協同組合 小規模多機能型居宅介護事業所　ＪＡおちいまばり元気まんてん ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ジェイエイオチイマバリゲンキマンテン 7940065 愛媛県今治市別名４３４ 小規模多機能型居宅介護 0898-22-2002 H27/11/11 指定 今治市

3890200433 越智今治農業協同組合 小規模多機能型居宅介護事業所　ＪＡおちいまばり元気まんてん ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ジェイエイオチイマバリゲンキマンテン 7940065 愛媛県今治市別名４３４ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-22-2002 H27/11/11 指定 今治市

3890200441 社会福祉法人　今治市社会福祉協議会 今治市社協介護サービスセンター関前 イマバリシシャキョウカイゴサービスセンターセキゼン 7941101 愛媛県今治市関前岡村甲２５２５番地１ 地域密着型通所介護 0897-88-2455 H28/04/01 指定 今治市

3890200458 株式会社　悠遊社 デイサービスはなび デイサービスハナビ 7940034 愛媛県今治市美須賀町４丁目１番22号 地域密着型通所介護 0898-55-8263 H28/05/02 指定 今治市

3890200466 医療法人松風会近松内科 グループホーム松風園 グループホームショウフウエン 7991511 愛媛県今治市上徳乙284番地１ 認知症対応型通所介護 0898-35-5127 H29/02/16 指定 今治市

3890200466 医療法人松風会近松内科 グループホーム松風園 グループホームショウフウエン 7991511 愛媛県今治市上徳乙284番地１ 介護予防認知症対応型通所介護 0898-35-5127 H29/02/16 指定 今治市

3890200474 有限会社　ウェルケアサービス ウェルえびす ウェルエビス 7940031 愛媛県今治市恵美須町２丁目２番地４ 認知症対応型共同生活介護 0898-22-2313 H29/04/01 指定 今治市

3890200474 有限会社　ウェルケアサービス ウェルえびす ウェルエビス 7940031 愛媛県今治市恵美須町２丁目２番地４ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-22-2313 H29/04/01 指定 今治市

3890200482 医療法人　大樹会 グループホーム清水 グループホームシミズ 7940862 愛媛県今治市四村103-5 認知症対応型共同生活介護 0898-22-7300 H29/04/01 指定 今治市

3890200482 医療法人　大樹会 グループホーム清水 グループホームシミズ 7940862 愛媛県今治市四村103-5 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-22-7300 H29/04/01 指定 今治市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3890200490 医療法人　武田脳神経外科 リハプライド　武田脳神経外科 リハプライド　タケダノウシンケイゲカ 7940042 愛媛県今治市旭町３丁目３番地３１ 地域密着型通所介護 0898-52-7010 H29/04/01 指定 今治市

3890200508 社会福祉法人　来島会 地域密着型特別養護老人ホーム　ほのか チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホーム　ホノカ 7992113 愛媛県今治市高部甲５３５番地１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0898-52-7100 H29/04/01 指定 今治市

3890200516 医療法人　有津むらかみクリニック グループホームはなみずき グループホームハナミズキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2458番地 認知症対応型共同生活介護 0897-73-0380 H29/04/01 指定 今治市

3890200516 医療法人　有津むらかみクリニック グループホームはなみずき グループホームハナミズキ 7942304 愛媛県今治市伯方町北浦甲2458番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-73-0380 H29/04/01 指定 今治市

3890200524 医療法人　是成会 定期巡回くぼ テイキジュンカイクボ 7992116 愛媛県今治市内堀一丁目１番19号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0898-41-3233 H29/04/01 指定 今治市

3890200532 有限会社　舞花 機能訓練特化型デイサービスまいか キノウクンレントッカガタデイサービスマイカ 7940065 愛媛県今治市別名194番地1 地域密着型通所介護 0898-52-8020 H30/01/08 指定 今治市

3890200532 有限会社　舞花 機能訓練特化型デイサービスまいか キノウクンレントッカガタデイサービスマイカ 7940065 愛媛県今治市別名194番地1 通所型サービス（独自） 0898-52-8020 H30/01/08 指定 今治市

3890200532 有限会社　舞花 機能訓練特化型デイサービスまいか キノウクンレントッカガタデイサービスマイカ 7940065 愛媛県今治市別名194番地1 通所型サービス（独自／定率） 0898-52-8020 R02/04/01 指定 今治市

3890200540 株式会社サン・ファミリア ココロココ２４ ココロココ２４ 7940071 愛媛県今治市山路町１丁目３番21号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0898-35-4155 H30/02/01 指定 今治市

3890200557 株式会社GRIT デイサービス　リハビリベース多喜力 デイサービス　リハビリベースタキリョク 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲2158番地６ 地域密着型通所介護 090-4977-9804 H30/03/01 指定 今治市

3890200565 株式会社Ｓoftness デイサービスつくし デイサービスツクシ 7991506 愛媛県今治市東村一丁目７番19号 地域密着型通所介護 0898-52-7516 H30/04/30 指定 今治市

3890200565 株式会社Ｓoftness デイサービスつくし デイサービスツクシ 7991506 愛媛県今治市東村一丁目７番19号 通所型サービス（独自） 0898-52-7516 H30/04/30 指定 今治市

3890200565 株式会社Ｓoftness デイサービスつくし デイサービスツクシ 7991506 愛媛県今治市東村一丁目７番19号 通所型サービス（独自／定率） 0898-52-7516 R02/04/01 指定 今治市

3890200573 有限会社プレム・ダン 小規模多機能　倶楽部壱番館＋reha ショウキボタキノウ　クラブイチバンカンプラスリハ 7940057 愛媛県今治市泉川町２丁目１番52号 小規模多機能型居宅介護 0898-23-3540 H30/05/01 指定 今治市

3890200573 有限会社プレム・ダン 小規模多機能　倶楽部壱番館＋reha ショウキボタキノウ　クラブイチバンカンプラスリハ 7940057 愛媛県今治市泉川町２丁目１番52号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-23-3540 H30/05/01 指定 今治市

3890200581 株式会社デイサービス愛 株式会社デイサービス愛 カブシキガイシャデイサービスアイ 7940801 愛媛県今治市東鳥生町１丁目６番７号 地域密着型通所介護 0898-24-0892 H30/06/15 指定 今治市

3890200599 有限会社おかげさん おかげさん・縁 オカゲサン・エン 7940102 愛媛県今治市玉川町大野甲71番地１ 小規模多機能型居宅介護 0898-55-8181 H30/08/01 休止 今治市

3890200607 株式会社ゆず 機能訓練サービスゆず キノウクンレンサービスユズ 7940063 愛媛県今治市片山二丁目５番28号 地域密着型通所介護 0898-24-1178 H31/04/01 指定 今治市

3890200607 株式会社ゆず 機能訓練サービスゆず キノウクンレンサービスユズ 7940063 愛媛県今治市片山二丁目５番28号 通所型サービス（独自） 0898-24-1178 H31/04/01 指定 今治市

3890200607 株式会社ゆず 機能訓練サービスゆず キノウクンレンサービスユズ 7940063 愛媛県今治市片山二丁目５番28号 通所型サービス（独自／定率） 0898-24-1178 R02/04/01 指定 今治市

3890200615 合同会社モア・ジョイ デイサービス縁～えにし～ デイサービスエニシ～エニシ～ 7991511 愛媛県今治市上徳甲465番地８ 地域密着型通所介護 0898-52-8243 R01/05/20 指定 今治市

3890200623 合同会社アイズ デイサービス湯ノ浦レンガ亭 デイサービスユノウラレンガテイ 7991525 愛媛県今治市湯ノ浦４０番地 地域密着型通所介護 0898-52-3007 R01/09/14 指定 今治市

3890200623 合同会社アイズ デイサービス湯ノ浦レンガ亭 デイサービスユノウラレンガテイ 7991525 愛媛県今治市湯ノ浦４０番地 通所型サービス（独自） 0898-52-3007 R01/09/14 指定 今治市

3890200623 合同会社アイズ デイサービス湯ノ浦レンガ亭 デイサービスユノウラレンガテイ 7991525 愛媛県今治市湯ノ浦４０番地 通所型サービス（独自／定率） 0898-52-3007 R02/04/01 指定 今治市

3890200631 医療法人　滴水会 デイサービスよしの デイサービスヨシノ 7940037 愛媛県今治市黄金町一丁目９番地２ 地域密着型通所介護 0898-52-8336 R01/11/01 指定 今治市

3890200631 医療法人　滴水会 デイサービスよしの デイサービスヨシノ 7940037 愛媛県今治市黄金町一丁目９番地２ 通所型サービス（独自） 0898-52-8336 R01/11/01 指定 今治市

3890200631 医療法人　滴水会 デイサービスよしの デイサービスヨシノ 7940037 愛媛県今治市黄金町一丁目９番地２ 通所型サービス（独自／定率） 0898-52-8336 R02/04/01 指定 今治市

3890200649 医療法人  平成会 定期巡回ほほえみ テイキジュンカイホホエミ 7940063 愛媛県今治市片山３丁目１番４０号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0898-32-3000 R01/12/01 指定 今治市

3890200656 NPO法人ケア・サポート シーサイドきくま シーサイドキクマ 7992303 愛媛県今治市菊間町浜1061番地 認知症対応型共同生活介護 0898-54-5800 R02/03/26 指定 今治市

3890200664 有限会社モードハヤシ 看護小規模多機能型介護施設たちばな カンゴショウキボタキノウガタカイゴシセツタチバナ 7991511 愛媛県今治市上徳甲571-2 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 0898-47-6888 R02/04/01 指定 今治市

3890200698 医療法人　大西クリニック デイサービスセンター　オリーブ デイサービスセンター　オリーブ 7992202 愛媛県今治市大西町紺原甲828番地1 地域密着型通所介護 0898-53-3601 R02/10/01 指定 今治市

3890200706 社会福祉法人名石会 シーサイド シーサイド 7942118 愛媛県今治市吉海町臥間45番地1 小規模多機能型居宅介護 0897-74-0300 R02/10/01 指定 今治市

3890200706 社会福祉法人名石会 シーサイド シーサイド 7942118 愛媛県今治市吉海町臥間45番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-74-0300 R02/10/01 指定 今治市

3890200714 社会福祉法人名石会 シーサイド シーサイド 7942118 愛媛県今治市吉海町臥間46番地2 認知症対応型共同生活介護 0897-74-0300 R02/10/01 指定 今治市

3890200722 医療法人滴水会 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ひうち テイキジュンカイズイジタイオウガタホウモンカイゴカンゴヒウチ 7940037 愛媛県今治市黄金町二丁目２番地５ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0898-22-8552 R03/03/21 指定 今治市

38A0200026 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市大西老人福祉センター イマバリシオオニシロウジンフクシセンター 7992205 愛媛県今治市大西町宮脇甲５０１番地２ 通所型サービス（独自／定率） 0898-53-5380 H29/04/01 指定 今治市

38A0200034 社会福祉法人今治市社会福祉協議会 今治市吉海老人福祉センター イマバリシヨシウミロウジンフクシセンター 7942114 愛媛県今治市吉海町名１４６６番地 通所型サービス（独自／定率） 0897-84-4110 H29/04/01 指定 今治市

38A0200059 ＮＰＯ法人和ぎ 生活支援ステーションはまなす セイカツシエンステーションハマナス 7942305 愛媛県今治市伯方町木浦甲1226番地3 訪問型サービス（独自／定率） 080-4736-3087 R03/04/21 指定 今治市

38B0200016 医療法人厚仁会 波方中央病院　介護医療院 ナミカタチュウオウビョウイン　カイゴイリョウイン 7992102 愛媛県今治市波方町樋口甲1683番地1 介護医療院 0898-41-5911 H31/02/01 指定 今治市

3800300018 宇和島市 宇和島市地域包括支援センター ウワジマシチイキホウカツシエンセンター 7988601 愛媛県宇和島市曙町１（宇和島郵便局私書箱第１９号） 介護予防支援 0895-24-1111 H19/04/01 指定 宇和島市

3800300018 宇和島市 宇和島市地域包括支援センター ウワジマシチイキホウカツシエンセンター 7988601 愛媛県宇和島市曙町１（宇和島郵便局私書箱第１９号） 介護予防ケアマネジメント 0895-24-1111 H27/04/01 指定 宇和島市

3810310049 ＊ 楠崎内科 クスザキナイカ 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目２－１５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市
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3810310049 ＊ 楠崎内科 クスザキナイカ 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目２－１５ 通所リハビリテーション 0895-24-2211 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310049 ＊ 楠崎内科 クスザキナイカ 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目２－１５ 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-2211 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310049 ＊ 楠崎内科 クスザキナイカ 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目２－１５ 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-2211 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 通所リハビリテーション 0895-24-4133 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 介護予防訪問看護 0895-24-4133 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-24-4133 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-4133 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310114 ＊ 谷耳鼻咽喉科医院 タニジビインコウカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-4133 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310155 ＊ 木村内科医院 キムラナイカイイン 7980052 愛媛県宇和島市京町２－４０ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310155 ＊ 木村内科医院 キムラナイカイイン 7980052 愛媛県宇和島市京町２－４０ 通所リハビリテーション 0895-24-0030 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310155 ＊ 木村内科医院 キムラナイカイイン 7980052 愛媛県宇和島市京町２－４０ 介護予防訪問看護 0895-24-0030 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310155 ＊ 木村内科医院 キムラナイカイイン 7980052 愛媛県宇和島市京町２－４０ 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-0030 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 通所リハビリテーション 0895-22-2546 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 介護予防訪問看護 0895-22-2546 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-2546 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2546 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310163 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１６ 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-2546 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310171 ＊ たけだ耳鼻咽喉科医院 タケダジビインコウカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１丁目１番５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310171 ＊ たけだ耳鼻咽喉科医院 タケダジビインコウカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１丁目１番５号 通所リハビリテーション 0895-25-1110 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310171 ＊ たけだ耳鼻咽喉科医院 タケダジビインコウカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１丁目１番５号 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-1110 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310171 ＊ たけだ耳鼻咽喉科医院 タケダジビインコウカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１丁目１番５号 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-1110 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 通所リハビリテーション 0895-25-5858 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 介護予防訪問看護 0895-25-5858 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-25-5858 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-5858 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310205 ＊ 松澤循環器科内科 マツサワジュンカンキカナイカ 7980036 愛媛県宇和島市天神町８－１９ 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-5858 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 通所リハビリテーション 0895-23-1122 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 介護予防訪問看護 0895-23-1122 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-23-1122 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-1122 H18/04/01 指定 宇和島市
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3810310254 ＊ 松浦内科医院 マツウラナイカイイン 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－３１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-23-1122 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 訪問看護 0895-20-0320 H13/02/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 訪問リハビリテーション 0895-20-0320 H13/02/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 居宅療養管理指導 0895-20-0320 H13/02/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 通所リハビリテーション 0895-20-0320 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 介護予防訪問看護 0895-20-0320 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-20-0320 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-0320 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310288 石川　賢二 石川循環器科・内科 イシカワジュンカンキカ・ナイカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目２－９ 介護予防通所リハビリテーション 0895-20-0320 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 訪問看護 0895-25-1717 H14/05/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 訪問リハビリテーション 0895-25-1717 H14/05/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 居宅療養管理指導 0895-25-1717 H14/05/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 通所リハビリテーション 0895-25-1717 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 介護予防訪問看護 0895-25-1717 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 介護予防訪問リハビリテーション 0895-25-1717 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-1717 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310320 渡邊　潤 わたなべハートクリニック ワタナベハートクリニック 7980004 愛媛県宇和島市朝日町3丁目1の6 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-1717 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 訪問看護 0895-24-1386 H15/05/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 訪問リハビリテーション 0895-24-1386 H15/05/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 居宅療養管理指導 0895-24-1386 H15/05/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 通所リハビリテーション 0895-24-1386 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 介護予防訪問看護 0895-24-1386 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-24-1386 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-1386 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310346 医療法人やくしじこどもクリニック やくしじこどもクリニック ヤクシジコドモクリニック 7980026 愛媛県宇和島市泉町２丁目２番１０号 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-1386 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　柿の木診療所 コウエキザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1352番地1 訪問看護 0895-26-6300 H15/11/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　柿の木診療所 コウエキザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1352番地1 訪問リハビリテーション 0895-26-6300 H15/11/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　柿の木診療所 コウエキザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1352番地1 居宅療養管理指導 0895-26-6300 H15/11/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　柿の木診療所 コウエキザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原１３５２番地１ 通所リハビリテーション 0895-26-6300 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　柿の木診療所 コウエキザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1352番地1 介護予防訪問看護 0895-26-6300 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 財団法人正光会　柿の木診療所 ザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1352番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0895-26-6300 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　柿の木診療所 コウエキザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1352番地1 介護予防居宅療養管理指導 0895-26-6300 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310353 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　柿の木診療所 コウエキザイダンホウジンセイコウカイ　カキノキシンリョウジョ 7980027 愛媛県宇和島市柿原１３５２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-26-6300 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310379 医療法人　沖縄徳洲会 医療法人沖縄徳洲会宇和島徳洲会病院 イリョウホウジンオキナワトクシュウカイウワジマトクトクシュウカイビョウイン 7980003 愛媛県宇和島市住吉町2丁目6番24号 居宅療養管理指導 0895-22-2811 H16/04/01 指定 宇和島市

3810310379 医療法人　沖縄徳洲会 医療法人沖縄徳洲会宇和島徳洲会病院 イリョウホウジンオキナワトクシュウカイウワジマトクトクシュウカイビョウイン 7980003 愛媛県宇和島市住吉町2丁目6番24号 通所リハビリテーション 0895-22-2811 H22/07/07 指定 宇和島市

3810310379 医療法人　沖縄徳洲会 医療法人沖縄徳州会宇和島徳州会病院 イリョウホウジンオキナワトクシュウカイウワジマトクトクシュウカイビョウイン 7980003 愛媛県宇和島市住吉町2丁目6番24号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2811 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310379 医療法人　沖縄徳洲会 医療法人沖縄徳洲会宇和島徳洲会病院 イリョウホウジンオキナワトクシュウカイウワジマトクトクシュウカイビョウイン 7980003 愛媛県宇和島市住吉町2丁目6番24号 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-2811 H25/04/01 指定 宇和島市

3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 訪問看護 0895-26-2260 H16/05/01 指定 宇和島市

3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 訪問リハビリテーション 0895-26-2260 H16/05/01 指定 宇和島市

3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 居宅療養管理指導 0895-26-2260 H16/05/01 指定 宇和島市

3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 通所リハビリテーション 0895-26-2260 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 介護予防訪問看護 0895-26-2260 H18/04/01 指定 宇和島市
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3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-26-2260 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 介護予防居宅療養管理指導 0895-26-2260 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310387 医療法人くきた内科クリニック くきた内科クリニック クキタナイカクリニック 7980081 愛媛県宇和島市中沢町２丁目４番５号 介護予防通所リハビリテーション 0895-26-2260 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 訪問リハビリテーション H17/08/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 通所リハビリテーション 0895-62-0016 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310403 ＊ 宇和島市国民健康保険遊子診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコスシンリョウジョ 7980103 愛媛県宇和島市遊子３６２７ 介護予防通所リハビリテーション 0895-62-0016 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 訪問リハビリテーション H17/08/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 通所リハビリテーション 0895-29-0002 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310411 ＊ 宇和島市国民健康保険下波診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンシタバシンリョウジョ 7980104 愛媛県宇和島市下波２９５２－４ 介護予防通所リハビリテーション 0895-29-0002 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 訪問リハビリテーション 0895-63-0011 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 通所リハビリテーション 0895-63-0011 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-63-0011 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310429 ＊ 宇和島市国民健康保険蒋淵診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンコモブチシンリョウジョ 7980211 愛媛県宇和島市蒋淵１１１９ 介護予防通所リハビリテーション 0895-63-0011 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 訪問リハビリテーション 0895-64-0210 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 通所リハビリテーション 0895-64-0210 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 介護予防訪問看護 0895-64-0210 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-64-0210 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-64-0210 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310437 ＊ 宇和島市国民健康保険戸島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケントジマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島２０１４ 介護予防通所リハビリテーション 0895-64-0210 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 訪問リハビリテーション 0895-65-0004 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 通所リハビリテーション 0895-65-0004 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 介護予防訪問看護 0895-65-0004 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-65-0004 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-65-0004 H18/04/01 指定 宇和島市
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3810310445 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウジョ 7980099 愛媛県宇和島市日振島１７２９ 介護予防通所リハビリテーション 0895-65-0004 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 訪問リハビリテーション 0895-64-0378 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 通所リハビリテーション 0895-64-0378 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 介護予防訪問看護 0895-64-0378 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-64-0378 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-64-0378 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310452 ＊ 宇和島市国民健康保険嘉島診療所 ウワジマシコクミンケンコウホケンカシマシンリョウジョ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９８１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-64-0378 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 訪問リハビリテーション 0895-24-1111 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 通所リハビリテーション 0895-24-1111 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 介護予防訪問看護 0895-24-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-24-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310478 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所能登出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショノトシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島４１１番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-1111 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 訪問リハビリテーション 0895-24-1111 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 通所リハビリテーション 0895-24-1111 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 介護予防訪問看護 0895-24-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-24-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310486 ＊ 宇和島市国民健康保険日振島診療所喜路出張所 ウワジマシコクミンケンコウホケンヒブリジマシンリョウショキロシュッチョウショ 7980099 愛媛県宇和島市日振島３３１０番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-1111 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 訪問看護 0895-32-2011 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 訪問リハビリテーション H17/08/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 通所リハビリテーション 0895-32-2011 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 介護予防訪問看護 0895-32-2011 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-32-2011 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-2011 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310494 宇和島市 宇和島市立津島病院 ウワジマシリツツシマビョウイン 7983393 愛媛県宇和島市津島町高田丙15番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-32-2011 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 訪問看護 0895-52-0611 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 訪問リハビリテーション 0895-52-0611 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 居宅療養管理指導 0895-52-0611 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 通所リハビリテーション 0895-52-0611 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 介護予防訪問看護 0895-52-0611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-52-0611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-52-0611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310502 宇和島市 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲217番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-52-0611 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 訪問看護 0895-25-1111 H17/08/01 指定 宇和島市
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3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 訪問リハビリテーション 0895-25-1111 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 居宅療養管理指導 0895-25-1111 H17/08/01 指定 宇和島市

3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 通所リハビリテーション 0895-25-1111 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 介護予防訪問看護 0895-25-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-25-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310510 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-1111 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 訪問看護 0895-20-1188 H18/01/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 訪問リハビリテーション 0895-20-1188 H18/01/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 居宅療養管理指導 0895-20-1188 H18/01/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 通所リハビリテーション 0895-20-1188 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 介護予防訪問看護 0895-20-1188 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-20-1188 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-1188 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310528 医療法人清岡眼科 清岡眼科 キヨオカガンカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目5番5号 介護予防通所リハビリテーション 0895-20-1188 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 訪問看護 0895-23-6611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 訪問リハビリテーション 0895-23-6611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 居宅療養管理指導 0895-23-6611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 通所リハビリテーション 0895-23-6611 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 介護予防訪問看護 0895-23-6611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 介護予防訪問リハビリテーション 0895-23-6611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-6611 H18/04/01 指定 宇和島市

3810310536 * ますだクリニック マスダクリニック 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町（北通）字シツソウ甲1155-7 介護予防通所リハビリテーション 0895-23-6611 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 訪問看護 H19/01/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 訪問リハビリテーション H19/01/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 居宅療養管理指導 H19/01/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 通所リハビリテーション 0895-23-3599 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 介護予防訪問看護 0895-23-3599 H19/01/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-23-3599 H19/01/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-3599 H19/01/01 指定 宇和島市

3810310544 医療法人　小川クリニック 小川クリニック オガワクリニック 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目1番11号 介護予防通所リハビリテーション 0895-23-3599 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科 ウエキセイケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 訪問看護 0895-22-0022 H19/06/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科 ウエキセイケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 訪問リハビリテーション 0895-22-0022 H19/06/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科 ウエキセイケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 居宅療養管理指導 0895-22-0022 H19/06/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科医院 ウエキセイケイゲカイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 通所リハビリテーション 0895-22-0022 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科 ウエキセイケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 介護予防訪問看護 0895-22-0022 H19/06/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科 ウエキセイケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-0022 H19/06/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科 ウエキセイケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-0022 H19/06/01 指定 宇和島市

3810310551 医療法人　植木整形外科 植木整形外科医院 ウエキセイケイゲカイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町2番5号 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-0022 H21/04/01 指定 宇和島市

3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 訪問看護 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市

3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 訪問リハビリテーション 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市

3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 居宅療養管理指導 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市
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3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 通所リハビリテーション 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市

3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 介護予防訪問看護 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市

3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市

3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市

3810310593 山中　望 山中医院 ヤマナカイイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３１号 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-1750 H21/07/21 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 訪問看護 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 訪問リハビリテーション 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 居宅療養管理指導 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 通所リハビリテーション 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 介護予防訪問看護 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310601 医療法人　鎌野病院 鎌野病院 カマノビョウイン 7980051 愛媛県宇和島市広小路２番４９号 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-6611 H22/01/01 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 訪問看護 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 訪問リハビリテーション 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 居宅療養管理指導 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 通所リハビリテーション 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 介護予防訪問看護 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310619 ＊ 上甲外科クリニック ジョウコウゲカクリニック 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲２３０－１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-5811 H25/02/22 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 訪問看護 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 訪問リハビリテーション 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 居宅療養管理指導 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 通所リハビリテーション 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 介護予防訪問看護 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310627 医療法人　山内産婦人科医院 山内産婦人科医院 ヤマウチサンフジンカイイン 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲２２３番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0895-240321 H25/06/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 訪問看護 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 訪問リハビリテーション 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 居宅療養管理指導 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 通所リハビリテーション 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 介護予防訪問看護 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310643 医療法人　清家消化器内科クリニック 清家消化器内科クリニック セイケショウカキナイカクリニック 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-2266 H29/05/01 指定 宇和島市

3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 訪問看護 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市

3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 訪問リハビリテーション 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市

3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 居宅療養管理指導 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市

3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 通所リハビリテーション 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市

3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 介護予防訪問看護 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市
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3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市

3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市

3810310676 医療法人　山下クリニック 山下クリニック ヤマシタクリニック 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番３８号 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-5030 H31/03/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 訪問看護 0895-22-1492 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 訪問リハビリテーション 0895-22-1462 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 居宅療養管理指導 0895-22-1462 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 通所リハビリテーション 0895-22-1462 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 介護予防訪問看護 0895-22-1462 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-1462 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-1462 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310684 医療法人清水内科・循環器内科 清水内科・循環器内科 シミズナイカジュンカンキナイカ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目6番3号 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-1462 R02/06/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 訪問看護 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 訪問リハビリテーション 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 居宅療養管理指導 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 通所リハビリテーション 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 介護予防訪問看護 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 介護予防居宅療養管理指導 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310692 ＊ ないとう眼科 ナイトウガンカ 7980006 愛媛県宇和島市弁天町3丁目1番10号 介護予防通所リハビリテーション 0895-28-6888 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 訪問看護 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 訪問リハビリテーション 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 居宅療養管理指導 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 通所リハビリテーション 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 介護予防訪問看護 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810310700 ＊ 上田小児科・外科 ウエダショウニカゲカウエダ 7980051 愛媛県宇和島市広小路1番26号 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-0100 R02/10/01 指定 宇和島市

3810318018 公益財団法人  正光会 財団法人正光会宇和島病院 ザイダンホウジンショウコウカイウワジマビョウイン 7980027 愛媛県宇和島市柿原１２８０ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810318018 公益財団法人  正光会 財団法人正光会宇和島病院 ザイダンホウジンショウコウカイウワジマビョウイン 7980027 愛媛県宇和島市柿原１２８０番地 通所リハビリテーション 0895-22-5622 H21/04/01 指定 宇和島市

3810318018 公益財団法人  正光会 財団法人正光会宇和島病院 ザイダンホウジンショウコウカイウワジマビョウイン 7980027 愛媛県宇和島市柿原１２８０ 介護予防訪問看護 0895-22-5622 H18/04/01 指定 宇和島市

3810318018 公益財団法人  正光会 財団法人正光会宇和島病院 ザイダンホウジンショウコウカイウワジマビョウイン 7980027 愛媛県宇和島市柿原１２８０番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-5622 H21/04/01 指定 宇和島市

3810318067 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウイン 7980053 愛媛県宇和島市賀古町二丁目1番37号 居宅療養管理指導 0895-22-5616 H18/09/01 指定 宇和島市

3810318067 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウイン 7980053 愛媛県宇和島市賀古町二丁目1番37号 通所リハビリテーション 0895-22-5616 H21/04/01 指定 宇和島市

3810318067 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウイン 7980053 愛媛県宇和島市賀古町二丁目1番37号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-5616 H18/09/01 指定 宇和島市

3810318067 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウイン 7980053 愛媛県宇和島市賀古町二丁目1番37号 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-5616 H21/04/01 指定 宇和島市

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 通所リハビリテーション 0895-22-1614 H21/04/01 指定 宇和島市

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 宇和島市

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 宇和島市

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810318083 公益財団法人  正光会 財団法人正光会広小路診療所 ザイダンホウジンショウコウカイヒロコウジシンリョウショ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１の１３ 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-1614 H21/04/01 指定 宇和島市

3810321061 ＊ 沖内科クリニック オキナイカクリニック 7980080 愛媛県宇和島市新田町１丁目２－３０ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810321061 ＊ 沖内科クリニック オキナイカクリニック 7980080 愛媛県宇和島市新田町１丁目２－３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810321061 ＊ 沖内科クリニック オキナイカクリニック 7980080 愛媛県宇和島市新田町１丁目２－３０ 通所リハビリテーション 0895-25-3335 H21/04/01 指定 宇和島市

3810321061 ＊ 沖内科クリニック オキナイカクリニック 7980080 愛媛県宇和島市新田町１丁目２－３０ 介護予防訪問看護 0895-25-3335 H18/04/01 指定 宇和島市

3810321061 ＊ 沖内科クリニック オキナイカクリニック 7980080 愛媛県宇和島市新田町１丁目２－３０ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-3335 H18/04/01 指定 宇和島市

3810321061 ＊ 沖内科クリニック オキナイカクリニック 7980080 愛媛県宇和島市新田町１丁目２－３０ 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-3335 H21/04/01 指定 宇和島市

3810321087 ＊ 兵頭内科医院 ヒョウドウナイカイイン 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町１丁目６－２４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810321087 ＊ 兵頭内科医院 ヒョウドウナイカイイン 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町１丁目６－２４ 通所リハビリテーション 0895-25-2772 H21/04/01 指定 宇和島市

3810321087 ＊ 兵頭内科医院 ヒョウドウナイカイイン 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町１丁目６－２４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-2772 H18/04/01 指定 宇和島市

3810321087 ＊ 兵頭内科医院 ヒョウドウナイカイイン 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町１丁目６－２４ 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-2772 H21/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 通所リハビリテーション 0895-22-5100 H21/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 介護予防訪問看護 0895-22-5100 H18/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-5100 H18/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-5100 H18/04/01 指定 宇和島市

3810321426 ＊ 山本内科医院 ヤマモトナイカイイン 7980041 愛媛県宇和島市本町追手１丁目１－１５ 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-5100 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 訪問看護 0895-27-1888 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 訪問リハビリテーション 0895-27-1888 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 居宅療養管理指導 0895-27-1888 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 通所リハビリテーション 0895-27-1888 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 介護予防訪問看護 0895-27-1888 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-27-1888 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-27-1888 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328223 医療法人しませ医院 しませ医院 シマセイイン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８５６－１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-27-1888 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 通所リハビリテーション 0895-22-6166 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 介護予防訪問看護 0895-22-6166 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-6166 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-6166 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328264 ＊ 三瀬内科 ミセナイカ 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－１９ 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-6166 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 通所リハビリテーション 0895-22-0410 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 介護予防訪問看護 0895-22-0410 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-0410 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-0410 H18/04/01 指定 宇和島市
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3810328298 医療法人　友松外科胃腸科 友松外科胃腸科 トモマツゲカイチョウカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－２７ 介護予防通所リハビリテーション 0895-22-0410 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328306 医療法人三善会 医療法人　三善会　善家外科・脳神経外科 イリョウホウジン　サンゼンカイ　ゼンケゲカ・ノウシンケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町２番地３９号 居宅療養管理指導 0895-221484 H15/04/22 指定 宇和島市

3810328306 医療法人三善会 医療法人　三善会　善家外科・脳神経外科 イリョウホウジン　サンゼンカイ　ゼンケゲカ・ノウシンケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町２番地３９号 通所リハビリテーション 0895-221484 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328306 医療法人三善会 医療法人　三善会　善家外科・脳神経外科 イリョウホウジン　サンゼンカイ　ゼンケゲカ・ノウシンケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町２番地３９号 介護予防居宅療養管理指導 0895-221484 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328306 医療法人三善会 医療法人　三善会　善家外科・脳神経外科 イリョウホウジン　サンゼンカイ　ゼンケゲカ・ノウシンケイゲカ 7980050 愛媛県宇和島市堀端町２番地３９号 介護予防通所リハビリテーション 0895-221484 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328314 医療法人  宇都宮内科・胃腸科 宇都宮内科・胃腸科 ウツノミヤナイカ・イチョウカ 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２丁目４－２６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328314 医療法人  宇都宮内科・胃腸科 宇都宮内科・胃腸科 ウツノミヤナイカ・イチョウカ 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２丁目４番２６ 通所リハビリテーション 0895-25-7228 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328314 医療法人  宇都宮内科・胃腸科 宇都宮内科・胃腸科 ウツノミヤナイカ・イチョウカ 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２丁目４－２６ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-7228 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328314 医療法人  宇都宮内科・胃腸科 宇都宮内科・胃腸科 ウツノミヤナイカ・イチョウカ 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２丁目４番２６ 介護予防通所リハビリテーション 0895-25-7228 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 通所リハビリテーション 0895-24-6200 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 介護予防訪問看護 0895-24-6200 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-24-6200 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-6200 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328355 ＊ 萩山医院　寿レディースクリニック ハギヤマイイン　コトブキレディースクリニック 7980007 愛媛県宇和島市寿町１丁目４－５ 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-6200 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328371 ＊ 笹岡内科医院 ササオカナイカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町２－３－１７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3810328371 ＊ 笹岡内科医院 ササオカナイカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町２－３－１７ 通所リハビリテーション 0895-24-3886 H21/04/01 指定 宇和島市

3810328371 ＊ 笹岡内科医院 ササオカナイカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町２－３－１７ 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-3886 H18/04/01 指定 宇和島市

3810328371 ＊ 笹岡内科医院 ササオカナイカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町２－３－１７ 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-3886 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 通所リハビリテーション 0895-52-3111 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 介護予防訪問看護 0895-52-3111 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-52-3111 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 介護予防居宅療養管理指導 0895-52-3111 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910027 医療法人雄友会 いわむらクリニック イワムラクリニック 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０－３ 介護予防通所リハビリテーション 0895-52-3111 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 通所リハビリテーション 0895-32-6688 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 介護予防訪問看護 0895-32-6688 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-32-6688 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-6688 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910126 ＊ 永井内科医院 ナガイナイカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９４番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-32-6688 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 通所リハビリテーション 0895-58-4828 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 介護予防訪問看護 0895-58-4828 H18/04/01 指定 宇和島市
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3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-58-4828 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-58-4828 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910142 ＊ 松崎クリニック マツザキクリニック 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７９３番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-58-4828 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 訪問看護 0895-52-0104 H13/12/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 訪問リハビリテーション 0895-52-0104 H13/12/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 居宅療養管理指導 0895-52-0104 H13/12/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 通所リハビリテーション 0895-52-0104 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 介護予防訪問看護 0895-52-0104 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-52-0104 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-52-0104 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910241 医療法人鈴木外科 鈴木外科 スズキゲカ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲９６番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0895-52-0104 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 訪問看護 H14/12/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 訪問リハビリテーション H14/12/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 通所リハビリテーション 0895-32-2616 H21/04/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 介護予防訪問看護 0895-32-2616 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 介護予防訪問リハビリテーション 0895-32-2616 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-2616 H18/04/01 指定 宇和島市

3813910258 医療法人　三寿会 あべ医院 アベイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲823 介護予防通所リハビリテーション 0895-32-2616 H21/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 訪問看護 0898-32-5000 H12/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 訪問リハビリテーション 0895-32-5000 H12/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 居宅療養管理指導 0895-32-5000 H12/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 通所リハビリテーション 0895-32-5000 H21/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 介護予防訪問看護 0895-32-5000 H18/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-32-5000 H18/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-5000 H18/04/01 指定 宇和島市

3813928383 医療法人口羽外科胃腸科医院 口羽外科胃腸科医院 クチバゲカイチョウカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-32-5000 H21/04/01 指定 宇和島市

3830330332 ＊ 久保田歯科医院 クボタシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330332 ＊ 久保田歯科医院 クボタシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目３－４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-1036 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330530 ＊ 松沢歯科医院 マツザワシカイイン 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330530 ＊ 松沢歯科医院 マツザワシカイイン 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町６－７ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2757 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330571 ＊ 二宮歯科 ニノミヤシカ 7980005 愛媛県宇和島市築地町２丁目２－３０ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330571 ＊ 二宮歯科 ニノミヤシカ 7980005 愛媛県宇和島市築地町２丁目２－３０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3830330571 ＊ 二宮歯科 ニノミヤシカ 7980005 愛媛県宇和島市築地町２丁目２－３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330571 ＊ 二宮歯科 ニノミヤシカ 7980005 愛媛県宇和島市築地町２丁目２－３０ 介護予防訪問看護 0895-22-0764 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330571 ＊ 二宮歯科 ニノミヤシカ 7980005 愛媛県宇和島市築地町２丁目２－３０ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-0764 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330571 ＊ 二宮歯科 ニノミヤシカ 7980005 愛媛県宇和島市築地町２丁目２－３０ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-0764 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330597 ＊ いわむら歯科医院 イワムラシカイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－２９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330597 ＊ いわむら歯科医院 イワムラシカイイン 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－２９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2304 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330647 ＊ 上田歯科クリニック ウエダシカクリニック 7980042 愛媛県宇和島市愛宕町３丁目２－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330647 ＊ 上田歯科クリニック ウエダシカクリニック 7980042 愛媛県宇和島市愛宕町３丁目２－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-3409 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330654 ＊ 番城歯科クリニック バンジョウシカクリニック 7980075 愛媛県宇和島市川内１０７９－１４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市
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3830330654 ＊ 番城歯科クリニック バンジョウシカクリニック 7980075 愛媛県宇和島市川内１０７９－１４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-2860 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330662 ＊ 山上歯科医院 ヤマガミシカイイン 7980007 愛媛県宇和島市寿町２丁目２－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330662 ＊ 山上歯科医院 ヤマガミシカイイン 7980007 愛媛県宇和島市寿町２丁目２－３ 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-4182 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330670 ＊ 岡森歯科医院 オカモリシカイイン 7980003 愛媛県宇和島市住吉町１丁目８番１８号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330670 ＊ 岡森歯科医院 オカモリシカイイン 7980003 愛媛県宇和島市住吉町１丁目８番１８号 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-4181 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330688 ＊ 医療法人　佐々木歯科医院 イリョウホウジン　ササキシカイイン 7980075 愛媛県宇和島市川内甲１１００－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330688 ＊ 医療法人　佐々木歯科医院 イリョウホウジン　ササキシカイイン 7980075 愛媛県宇和島市川内甲１１００－４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-3433 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330704 ＊ 霜村歯科医院 シモムラシカイイン 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町４ー１ー３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330704 ＊ 霜村歯科医院 シモムラシカイイン 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町４ー１ー３ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-8405 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330738 ＊ 久保歯科医院 クボシカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目２－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830330738 ＊ 久保歯科医院 クボシカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内一丁目２－１１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-1217 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330761 鹿島　孝重 かしま歯科医院 カシマシカイイン 7980007 愛媛県宇和島市寿町1-3-13 居宅療養管理指導 H14/11/01 指定 宇和島市

3830330761 鹿島　孝重 かしま歯科医院 カシマシカイイン 7980007 愛媛県宇和島市寿町1-3-13 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-8181 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330779 森本　真二 もりもと歯科 モリモトシカ 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町一丁目４番１８号 居宅療養管理指導 0895-22-4001 H16/07/01 指定 宇和島市

3830330779 森本　真二 もりもと歯科 モリモトシカ 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町一丁目４番１８号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-4001 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330787 * みやたに歯科医院 ミヤタニシカイイン 7993702 愛媛県宇和島市吉田町西小路41 居宅療養管理指導 0895-52-1005 H17/09/01 指定 宇和島市

3830330787 * みやたに歯科医院 ミヤタニシカイイン 7993702 愛媛県宇和島市吉田町西小路41 介護予防居宅療養管理指導 0895-52-1005 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330795 ＊ 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７ 訪問看護 H17/08/01 指定 宇和島市

3830330795 ＊ 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７ 訪問リハビリテーション H17/08/01 指定 宇和島市

3830330795 ＊ 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 宇和島市

3830330795 ＊ 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330795 ＊ 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 宇和島市

3830330795 ＊ 宇和島市立吉田病院 ウワジマシリツヨシダビョウイン 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２１７ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330803 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 訪問看護 0895-25-1111 H17/08/01 指定 宇和島市

3830330803 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 訪問リハビリテーション 0895-25-1111 H17/08/01 指定 宇和島市

3830330803 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 居宅療養管理指導 0895-25-1111 H17/08/01 指定 宇和島市

3830330803 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 介護予防訪問看護 0895-25-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330803 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-25-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330803 * 市立宇和島病院 シリツウワジマビョウイン 7988510 愛媛県宇和島市御殿町１－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-1111 H18/04/01 指定 宇和島市

3830330837 * 睦美歯科医院 ムツミシカイイン 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目5番8号 訪問看護 0895-25-2323 H18/10/01 指定 宇和島市

3830330837 * 睦美歯科医院 ムツミシカイイン 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目5番8号 訪問リハビリテーション 0895-25-2323 H18/10/01 指定 宇和島市

3830330837 * 睦美歯科医院 ムツミシカイイン 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目5番8号 居宅療養管理指導 0895-25-2323 H18/10/01 指定 宇和島市

3830330837 * 睦美歯科医院 ムツミシカイイン 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目5番8号 介護予防訪問看護 0895-25-2323 H18/10/01 指定 宇和島市

3830330837 * 睦美歯科医院 ムツミシカイイン 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目5番8号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-25-2323 H18/10/01 指定 宇和島市

3830330837 * 睦美歯科医院 ムツミシカイイン 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目5番8号 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-2323 H18/10/01 指定 宇和島市

3830330852 * 末広歯科医院 スエヒロシカイイン 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町四丁目2番1号 訪問看護 0895-23-2289 H20/01/01 指定 宇和島市

3830330852 * 末広歯科医院 スエヒロシカイイン 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町四丁目2番1号 訪問リハビリテーション 0895-23-2289 H20/01/01 指定 宇和島市

3830330852 * 末広歯科医院 スエヒロシカイイン 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町四丁目2番1号 居宅療養管理指導 0895-23-2289 H20/01/01 指定 宇和島市

3830330852 * 末広歯科医院 スエヒロシカイイン 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町四丁目2番1号 介護予防訪問看護 0895-23-2289 H20/01/01 指定 宇和島市

3830330852 * 末広歯科医院 スエヒロシカイイン 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町四丁目2番1号 介護予防訪問リハビリテーション 0895-23-2289 H20/01/01 指定 宇和島市

3830330852 * 末広歯科医院 スエヒロシカイイン 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町四丁目2番1号 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-2289 H20/01/01 指定 宇和島市

3830330860 * 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目9-3 訪問看護 0895-22-1505 H20/10/15 指定 宇和島市
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3830330860 * 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目9-3 訪問リハビリテーション 0895-22-1505 H20/10/15 指定 宇和島市

3830330860 * 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目9-3 居宅療養管理指導 0895-22-1505 H20/10/15 指定 宇和島市

3830330860 * 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目9-3 介護予防訪問看護 0895-22-1505 H20/10/15 指定 宇和島市

3830330860 * 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目9-3 介護予防訪問リハビリテーション 0895-22-1505 H20/10/15 指定 宇和島市

3830330860 * 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目9-3 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-1505 H20/10/15 指定 宇和島市

3830330878 ＊ 国松歯科医院 クニマツシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松７２１－２ 訪問看護 H21/02/01 指定 宇和島市

3830330878 ＊ 国松歯科医院 クニマツシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松７２１－２ 訪問リハビリテーション H21/02/01 指定 宇和島市

3830330878 ＊ 国松歯科医院 クニマツシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松７２１－２ 居宅療養管理指導 H21/02/01 指定 宇和島市

3830330878 ＊ 国松歯科医院 クニマツシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松７２１－２ 介護予防訪問看護 0895-32-2008 H21/02/01 指定 宇和島市

3830330878 ＊ 国松歯科医院 クニマツシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松７２１－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-32-2008 H21/02/01 指定 宇和島市

3830330878 ＊ 国松歯科医院 クニマツシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松７２１－２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-2008 H21/02/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 訪問看護 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 訪問リハビリテーション 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 居宅療養管理指導 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 通所リハビリテーション 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 介護予防訪問看護 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 介護予防訪問リハビリテーション 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 介護予防居宅療養管理指導 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330886 * 河野歯科医院 コウノシカイイン 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目５－２４ 介護予防通所リハビリテーション 0895242266 H21/10/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 訪問看護 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 訪問リハビリテーション 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 居宅療養管理指導 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 通所リハビリテーション 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 介護予防訪問看護 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330910 ＊ ハーブ歯科 ハーブシカ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２－１１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-20-1213 H23/06/01 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 訪問看護 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 訪問リハビリテーション 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 居宅療養管理指導 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 通所リハビリテーション 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 介護予防訪問看護 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330928 * あべ歯科医院 アベシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目１０７番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-4118 H23/10/26 指定 宇和島市

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 訪問看護 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 訪問リハビリテーション 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 居宅療養管理指導 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 通所リハビリテーション 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 介護予防訪問看護 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 介護予防居宅療養管理指導 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3830330936 ＊ なかお歯科クリニック ナカオシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１０２２－８ 介護予防通所リハビリテーション 0895-27-2118 H27/09/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 訪問看護 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 訪問リハビリテーション 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 居宅療養管理指導 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 通所リハビリテーション 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 介護予防訪問看護 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 介護予防居宅療養管理指導 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330951 ＊ 高田矯正歯科クリニック タカダキョウセイシカクリニック 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 介護予防通所リハビリテーション 0895-27-3317 H28/07/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 訪問看護 0895-23-2255 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 訪問リハビリテーション 0895-23-2255 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 居宅療養管理指導 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 通所リハビリテーション 0895-23-2255 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 介護予防訪問看護 0895-23-2255 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-23-2255 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 介護予防居宅療養管理指導 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330969 医療法人真穂会 医療法人　真穂会　ますだ歯科医院 イリョウホウジン　シンホカイ　マスダシカイイン 7980031 愛媛県宇和島市栄町港２－２－２５ 介護予防通所リハビリテーション 0895-23-2255 R01/12/01 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 訪問看護 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 訪問リハビリテーション 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 居宅療養管理指導 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 通所リハビリテーション 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 介護予防訪問看護 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 介護予防訪問リハビリテーション 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830330977 ＊ 田中歯科医院 タナカシカイイン 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松801の3 介護予防通所リハビリテーション 0895-32-2414 R02/08/24 指定 宇和島市

3830338046 ＊ 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7980034 愛媛県宇和島市錦町４番２３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830338046 ＊ 林歯科医院 ハヤシシカイイン 7980034 愛媛県宇和島市錦町４番２３号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-0962 H18/04/01 指定 宇和島市

3830338053 ＊ 橋田歯科 ハシダシカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町５番４号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830338053 ＊ 橋田歯科 ハシダシカ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町５番４号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-0168 H18/04/01 指定 宇和島市

3830338061 ＊ 永木歯科医院 ナガキシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目５番５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830338061 ＊ 永木歯科医院 ナガキシカイイン 7980040 愛媛県宇和島市中央町１丁目５番５号 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-5166 H18/04/01 指定 宇和島市

3830338079 ＊ 百合田歯科医院 ユリタシカイイン 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町９４６番地５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830338079 ＊ 百合田歯科医院 ユリタシカイイン 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町９４６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-6480 H18/04/01 指定 宇和島市

3830338087 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内４－１－１９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830338087 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内４－１－１９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-7850 H18/04/01 指定 宇和島市

3830338095 ＊ 吉田歯科 ヨシダシカ 7980083 愛媛県宇和島市夏目町２丁目７－９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3830338095 ＊ 吉田歯科 ヨシダシカ 7980083 愛媛県宇和島市夏目町２丁目７－９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-3418 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930278 ＊ 西川歯科医院 ニシカワシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲２０８９－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3833930278 ＊ 西川歯科医院 ニシカワシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲２０８９－８ 介護予防居宅療養管理指導 0895-52-0079 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930310 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻字国安甲１７８２－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 宇和島市

3833930310 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻字国安甲１７８２－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 宇和島市

3833930310 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻字国安甲１７８２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3833930310 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻字国安甲１７８２－１ 介護予防訪問看護 0895-52-3337 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930310 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻字国安甲１７８２－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-52-3337 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930310 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻字国安甲１７８２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-52-3337 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930344 ＊ 清岡歯科クリニック キヨオカシカクリニック 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１１２番地の２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3833930344 ＊ 清岡歯科クリニック キヨオカシカクリニック 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１１２番地の２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-58-4412 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930351 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲５８０－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3833930351 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲５８０－２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-6292 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930393 医療法人口羽歯科医院 口羽歯科医院 クチバシカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４５－１ 居宅療養管理指導 0895-32-5051 H14/01/01 指定 宇和島市

3833930393 医療法人口羽歯科医院 口羽歯科医院 クチバシカイイン 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-5051 H18/04/01 指定 宇和島市

3833930419 薬師寺　康二 やくしじ歯科医院 ヤクシジシカイイン 7981114 愛媛県宇和島市三間町務田331-5 居宅療養管理指導 0895-20-7505 H17/01/01 指定 宇和島市

3833930419 薬師寺　康二 やくしじ歯科医院 ヤクシジシカイイン 7981114 愛媛県宇和島市三間町務田331-5 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-7505 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340099 ＊ 永広薬局 ナガヒロヤッキョク 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１－１９３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3840340099 ＊ 永広薬局 ナガヒロヤッキョク 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１－１９３ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2057 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340354 有限会社  ウチマスファーマシー並松調剤薬局 有限会社ウチマスファーマシー並松調剤薬局 ユウゲンガイシャウチマスファーマシーナミマツチョウザイヤッキョク 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3840340354 有限会社  ウチマスファーマシー並松調剤薬局 有限会社ウチマスファーマシー並松調剤薬局 ユウゲンガイシャウチマスファーマシーナミマツチョウザイヤッキョク 7980074 愛媛県宇和島市並松１丁目１－４０ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340396 ＊ ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目３ー５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3840340396 ＊ ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目３ー５ 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-2370 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340412 ＊ ダテ薬局 ダテヤッキョク 7980060 愛媛県宇和島市丸之内３丁目２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3840340412 ＊ ダテ薬局 ダテヤッキョク 7980060 愛媛県宇和島市丸之内３丁目２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-0085 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340438 愛ファーマシー株式会社 京町薬局 キョウマチヤッキョク 7980052 愛媛県宇和島市京町１－８ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 宇和島市

3840340438 愛ファーマシー株式会社 京町薬局 キョウマチヤッキョク 7980052 愛媛県宇和島市京町１－８ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340453 有限会社　宇和島調剤 パール薬局 パールヤッキョク 7980061 愛媛県宇和島市御殿町3-6 居宅療養管理指導 H14/10/01 指定 宇和島市

3840340453 有限会社　宇和島調剤 パール薬局 パールヤッキョク 7980061 愛媛県宇和島市御殿町3-6 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340461 株式会社　フロンティア フロンティア薬局　宇和島店 フロンティアヤッキョク　ウワジマテン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内2-1-4 居宅療養管理指導 H14/10/01 指定 宇和島市

3840340461 株式会社　フロンティア ワタキュー薬局　宇和島店 ワタキューヤッキョク　ウワジマテン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内2-1-4 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340487 有限会社　宇和島調剤 はまゆう薬局 ハマユウヤッキョク 7980061 愛媛県宇和島市御殿町4-19 居宅療養管理指導 H14/11/01 指定 宇和島市

3840340487 有限会社　宇和島調剤 はまゆう薬局 ハマユウヤッキョク 7980061 愛媛県宇和島市御殿町4-19 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340552 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽ薬局宇和島店 タンポポヤッキョクウワジマテン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内2-1-5 居宅療養管理指導 H17/11/01 指定 宇和島市

3840340552 たんぽぽ薬局株式会社 たんぽぽ薬局宇和島店 タンポポヤッキョクウワジマテン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内2-1-5 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3840340560 愛ファーマシー株式会社 あんず薬局 アンズヤッキョク 7980062 愛媛県宇和島市桜町2-52 居宅療養管理指導 0895-25-3311 H20/09/01 指定 宇和島市

3840340560 愛ファーマシー株式会社 あんず薬局 アンズヤッキョク 7980062 愛媛県宇和島市桜町2-52 介護予防居宅療養管理指導 0895-25-3311 H20/09/01 指定 宇和島市

3840340578 愛ファーマシー株式会社 アタゴ薬局 アタゴヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路1-43 居宅療養管理指導 0895-23-8008 H20/09/01 指定 宇和島市

3840340578 愛ファーマシー株式会社 アタゴ薬局 アタゴヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路1-43 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-8008 H20/09/01 指定 宇和島市

3840340586 株式会社　エムワイエス うわじま薬局 ウワジマヤッキョク 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１８ 居宅療養管理指導 0895-84-3530 H23/01/01 指定 宇和島市

3840340586 株式会社　エムワイエス うわじま薬局 ウワジマヤッキョク 7980050 愛媛県宇和島市堀端町１－１８ 介護予防居宅療養管理指導 0895-84-3530 H23/01/01 指定 宇和島市

3840340594 有限会社　アポトライ 明倫薬局 メイリンヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路２－４０ 居宅療養管理指導 0895-28-6669 H23/04/01 指定 宇和島市

3840340594 有限会社　アポトライ 明倫薬局 メイリンヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路２－４０ 介護予防居宅療養管理指導 0895-28-6669 H23/04/01 指定 宇和島市

3840340602 セイコー株式会社 青空薬局 アオゾラヤッキョク 7980027 愛媛県宇和島市柿原甲１３５２番４ 居宅療養管理指導 0895-26-2428 H23/10/01 指定 宇和島市

3840340602 セイコー株式会社 青空薬局 アオゾラヤッキョク 7980027 愛媛県宇和島市柿原甲１３５２番４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-26-2428 H23/10/01 指定 宇和島市

3840340610 セイコー株式会社 白雲薬局 ハクウンヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３４号 居宅療養管理指導 0895-26-4043 H23/10/01 指定 宇和島市

3840340610 セイコー株式会社 白雲薬局 ハクウンヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番３４号 介護予防居宅療養管理指導 0895-26-4043 H23/10/01 指定 宇和島市

3840340628 愛ファーマシー株式会社 みかん薬局 ミカンヤッキョク 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路２００番地１ 居宅療養管理指導 0895-20-2208 H24/10/01 指定 宇和島市
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3840340628 愛ファーマシー株式会社 みかん薬局 ミカンヤッキョク 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路２００番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-2208 H24/10/01 指定 宇和島市

3840340636 愛ファーマシー株式会社 ワレイ薬局 ワレイヤッキョク 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町四丁目２－１２ 居宅療養管理指導 0895-24-2320 H24/10/01 指定 宇和島市

3840340636 愛ファーマシー株式会社 ワレイ薬局 ワレイヤッキョク 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町四丁目２－１２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-24-2320 H24/10/01 指定 宇和島市

3840340677 有限会社アポトライ えびす薬局 エビスヤッキョク 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目３－１０ 居宅療養管理指導 0895-22-2727 H27/05/01 指定 宇和島市

3840340677 有限会社アポトライ えびす薬局 エビスヤッキョク 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目３－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2727 H27/05/01 指定 宇和島市

3840340685 愛ファーマシー株式会社 丸之内薬局 マルノウチヤッキョク 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１丁目１番９号 居宅療養管理指導 0895-28-6030 H27/11/01 指定 宇和島市

3840340685 愛ファーマシー株式会社 丸之内薬局 マルノウチヤッキョク 7980060 愛媛県宇和島市丸之内１丁目１番９号 介護予防居宅療養管理指導 0895-28-6030 H27/11/01 指定 宇和島市

3840340719 愛ファーマシー株式会社 みゆき薬局 ミユキヤッキョク 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目１番13号 居宅療養管理指導 0895-22-2688 H28/12/05 指定 宇和島市

3840340719 愛ファーマシー株式会社 みゆき薬局 ミユキヤッキョク 7980013 愛媛県宇和島市御幸町二丁目１番13号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-2688 H28/12/05 指定 宇和島市

3840340727 愛ファーマシー株式会社　 ホリバタ薬局 ホリバタヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番２８号 居宅療養管理指導 0895-22-6260 H29/04/03 指定 宇和島市

3840340727 愛ファーマシー株式会社　 ホリバタ薬局 ホリバタヤッキョク 7980051 愛媛県宇和島市広小路１番２８号 介護予防居宅療養管理指導 0895-22-6260 H29/04/03 指定 宇和島市

3840340743 愛ファーマシー株式会社 いぶき薬局 イブキヤッキョク 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町甲1155番地7 居宅療養管理指導 0895-28-6610 R01/09/01 指定 宇和島市

3840340743 愛ファーマシー株式会社 いぶき薬局 イブキヤッキョク 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町甲1155番地7 介護予防居宅療養管理指導 0895-28-6610 R01/09/01 指定 宇和島市

3843940127 ＊ つしま調剤薬局 ツシマチョウザイヤッキョク 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 宇和島市

3843940127 ＊ つしま調剤薬局 ツシマチョウザイヤッキョク 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲５９７ 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-6681 H18/04/01 指定 宇和島市

3843940176 有限会社  アポトライ アーチ薬局 アーチヤッキョク 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２０１－２ 居宅療養管理指導 0895-20-2081 H13/04/01 指定 宇和島市

3843940176 有限会社  アポトライ アーチ薬局 アーチヤッキョク 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路甲２０１－２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-2081 H18/04/01 指定 宇和島市

3843940218 日本調剤　株式会社 日本調剤　南楽薬局 ニホンチョウザイ　ナンラクヤッキョク 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙１０－１ 居宅療養管理指導 0895-20-8251 H13/09/01 指定 宇和島市

3843940218 日本調剤　株式会社 日本調剤　南楽薬局 ニホンチョウザイ　ナンラクヤッキョク 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙１０－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-8251 H18/04/01 指定 宇和島市

3843940234 有限会社　虹の森ファーマシー コスモス薬局 コスモスヤッキョク 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下704番地 居宅療養管理指導 H14/07/01 指定 宇和島市

3843940234 有限会社　虹の森ファーマシー コスモス薬局 コスモスヤッキョク 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下704番地 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 宇和島市

3843940259 * いわまつ薬局 イワマツヤッキョク 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙542 居宅療養管理指導 0895-32-1002 H17/08/01 指定 宇和島市

3843940259 * いわまつ薬局 イワマツヤッキョク 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙542 介護予防居宅療養管理指導 0895-32-1002 H18/04/01 指定 宇和島市

3850380019 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　オレンジ荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　オレンジソウ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路184番地3 通所リハビリテーション 0895-52-3151 H17/08/01 指定 宇和島市

3850380019 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　オレンジ荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　オレンジソウ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路184番地3 短期入所療養介護 0895-52-3151 H17/08/01 指定 宇和島市

3850380019 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　オレンジ荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　オレンジソウ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路184番地3 介護老人保健施設 0895-52-3151 H17/08/01 指定 宇和島市

3850380019 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　オレンジ荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　オレンジソウ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路184番地3 介護予防通所リハビリテーション 0895-52-3151 H18/04/01 指定 宇和島市

3850380019 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　オレンジ荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　オレンジソウ 7993701 愛媛県宇和島市吉田町北小路184番地3 介護予防短期入所療養介護 0895-52-3151 H18/04/01 指定 宇和島市

3850380027 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　フレアイソウ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲39番1 通所リハビリテーション 0895-20-8008 H17/08/01 指定 宇和島市

3850380027 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　フレアイソウ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲39番1 短期入所療養介護 0895-20-8008 H17/08/01 指定 宇和島市

3850380027 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　フレアイソウ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲39番1 介護老人保健施設 0895-20-8008 H17/08/01 指定 宇和島市

3850380027 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　フレアイソウ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲39番1 介護予防通所リハビリテーション 0895-20-8008 H18/04/01 指定 宇和島市

3850380027 宇和島市 宇和島市介護老人保健施設　ふれあい荘 ウワジマシカイゴロウジンホケンシセツ　フレアイソウ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲39番1 介護予防短期入所療養介護 0895-20-8008 H18/04/01 指定 宇和島市

3850380035 社会福祉法人愛生福祉会 特別養護老人ホーム祝の郷 トクベツヨウゴロウジンホームイワイノサト 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲2407番地 介護老人福祉施設 0895-27-1165 H26/05/20 指定 宇和島市

3857780245 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属介護老人保健施設 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクカイゴロウジンホケンシセツ 7980053 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 通所リハビリテーション 0895-24-7111 H12/04/01 指定 宇和島市

3857780245 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属介護老人保健施設 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクカイゴロウジンホケンシセツ 7980053 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 短期入所療養介護 0895-24-7111 H12/04/01 指定 宇和島市

3857780245 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属介護老人保健施設 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクカイゴロウジンホケンシセツ 7980053 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 介護老人保健施設 0895-24-7111 H12/04/01 指定 宇和島市

3857780245 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属介護老人保健施設 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクカイゴロウジンホケンシセツ 7980053 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 介護予防通所リハビリテーション 0895-24-7111 H18/04/01 指定 宇和島市

3857780245 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属介護老人保健施設 ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクカイゴロウジンホケンシセツ 7980053 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 介護予防短期入所療養介護 0895-24-7111 H18/04/01 指定 宇和島市

3857780518 社会福祉法人　正和会 介護老人保健施設やすらぎの杜 カイゴロウジンホケンシセツヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 通所リハビリテーション 0895-27-3611 H12/04/24 指定 宇和島市

3857780518 社会福祉法人　正和会 介護老人保健施設やすらぎの杜 カイゴロウジンホケンシセツヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 短期入所療養介護 0895-27-3611 H12/04/24 指定 宇和島市

3857780518 社会福祉法人　正和会 介護老人保健施設やすらぎの杜 カイゴロウジンホケンシセツヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 介護老人保健施設 0895-27-3611 H12/04/24 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3857780518 社会福祉法人　正和会 介護老人保健施設やすらぎの杜 カイゴロウジンホケンシセツヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0895-27-3611 H18/04/01 指定 宇和島市

3857780518 社会福祉法人　正和会 介護老人保健施設やすらぎの杜 カイゴロウジンホケンシセツヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 介護予防短期入所療養介護 0895-27-3611 H18/04/01 指定 宇和島市

3860390206 一般社団法人  宇和島医師会 宇和島医師会訪問看護ステーション ウワジマイシカイホウモンカンゴステーション 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番５０号 訪問看護 0895-22-5897 H12/04/01 指定 宇和島市

3860390206 一般社団法人  宇和島医師会 宇和島医師会訪問看護ステーション ウワジマイシカイホウモンカンゴステーション 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番５０号 介護予防訪問看護 0895-22-5897 H19/04/01 指定 宇和島市

3860390479 公益財団法人  正光会 正光会訪問看護ステーション ショウコウカイホウモンカンゴステーション 7980027 愛媛県宇和島市柿原１２８０番地 訪問看護 0895-22-7839 H12/04/01 指定 宇和島市

3860390727 社会福祉法人　正和会 指定訪問看護ステーションやすらぎの杜 シテイホウモンカンゴステーションヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 訪問看護 0895-20-3176 H12/05/09 指定 宇和島市

3860390727 社会福祉法人　正和会 指定訪問看護ステーションやすらぎの杜 シテイホウモンカンゴステーションヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 介護予防訪問看護 0895-20-3176 H19/04/01 指定 宇和島市

3860391253 株式会社みずき 訪問看護ステーションみずき ホウモンカンゴステーションミズキ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９５７番地４ 訪問看護 0895-28-6185 H23/02/04 指定 宇和島市

3860391253 株式会社みずき 訪問看護ステーションみずき ホウモンカンゴステーションミズキ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９５７番地４ 介護予防訪問看護 0895-28-6185 H23/02/04 指定 宇和島市

3860391261 株式会社　アクティブモア 愛ほっと訪問看護ステーション アイホットホウモンカンゴステーション 7980035 愛媛県宇和島市新町1丁目1-14アクティブモア本社ビル 訪問看護 0895-28-6566 H23/04/25 指定 宇和島市

3860391261 株式会社　アクティブモア 愛ほっと訪問看護ステーション アイホットホウモンカンゴステーション 7980035 愛媛県宇和島市新町1丁目1-14アクティブモア本社ビル 介護予防訪問看護 0895-28-6566 H23/04/25 指定 宇和島市

3860391451 株式会社アプローチ 訪問看護ステーションうわじま ホウモンカンゴステーションウワジマ 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町一丁目１番１３号 訪問看護 0895-28-6861 H25/02/01 指定 宇和島市

3860391451 株式会社アプローチ 訪問看護ステーションうわじま ホウモンカンゴステーションウワジマ 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町一丁目１番１３号 介護予防訪問看護 0895-28-6861 H25/02/01 指定 宇和島市

3860391568 一般社団法人在宅ケアサポートゆらり 訪問看護ステーションゆらり ホウモンカンゴステーションユラリ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲853番地1 訪問看護 0895-28-6810 H25/08/23 指定 宇和島市

3860391568 一般社団法人在宅ケアサポートゆらり 訪問看護ステーションゆらり ホウモンカンゴステーションユラリ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲853番地1 介護予防訪問看護 0895-28-6810 H25/08/23 指定 宇和島市

3860391659 有限会社ケアーサポートゆずりは 訪問看護ステーションゆずりは ホウモンカンゴステーションユズリハ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲3081番地1 訪問看護 0895-27-1874 H26/07/01 指定 宇和島市

3860391659 有限会社ケアーサポートゆずりは 訪問看護ステーションゆずりは ホウモンカンゴステーションユズリハ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲3081番地1 介護予防訪問看護 0895-27-1874 H26/07/01 指定 宇和島市

3860391667 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属訪問看護ステーション ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクホウモンカンゴステーション 愛媛県宇和島市賀古町2丁目1-37 訪問看護 0895-68-0517 H26/07/01 指定 宇和島市

3860391667 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属訪問看護ステーション ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクホウモンカンゴステーション 愛媛県宇和島市賀古町2丁目1-37 介護予防訪問看護 0895-68-0517 H26/07/01 指定 宇和島市

3860391980 医療法人沖縄徳洲会 宇和島徳洲会訪問看護ステーション ウワジマトクシュウカイホウモンカンゴステーション 7980003 愛媛県宇和島市住吉町二丁目６番２４号 訪問看護 0895-22-5570 H29/01/01 指定 宇和島市

3860391980 医療法人沖縄徳洲会 宇和島徳洲会訪問看護ステーション ウワジマトクシュウカイホウモンカンゴステーション 7980003 愛媛県宇和島市住吉町二丁目６番２４号 介護予防訪問看護 0895-22-5570 H29/01/01 指定 宇和島市

3870300047 きくぞのケアパーク株式会社 きくぞのケアパーク居宅介護支援事業所 キクゾノケアパークキョタクカイゴシエンジギョウショ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町4丁目1番12号 居宅介護支援 0895-28-6631 H11/09/13 指定 宇和島市

3870300088 えひめ南農業協同組合 ＪＡえひめ南居宅介護支援センター ジェイエイエヒメミナミキョタクカイゴシエンセンター 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町2丁目乙1918番7 居宅介護支援 0895-22-5400 H11/11/26 指定 宇和島市

3870300104 社会福祉法人　正和会 社会福祉法人正和会指定居宅介護支援事業所やすらぎの杜 シャカイフクシホウジンショウワカイシテイキョタクカイゴシエンジギョウショヤスラギノモリ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 居宅介護支援 0895-20-3175 H12/01/05 指定 宇和島市

3870300112 きくぞのケアパーク株式会社 きくぞのケアパーク訪問介護事業所 キクゾノケアパークホウモンカイゴジギョウショ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町四丁目１番１２号 訪問介護 0895-23-1442 H12/01/18 指定 宇和島市

3870300112 きくぞのケアパーク株式会社 きくぞのケアパーク訪問介護事業所 キクゾノケアパークホウモンカイゴジギョウショ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町四丁目１番１２号 訪問型サービス（独自） 0895-23-1442 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300146 えひめ南農業協同組合 ＪＡえひめ南ホームヘルプサービス事業所 ＪＡエヒメミナミホームヘルプサービスジギョウショ 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町２丁目乙1918番地7 訪問介護 0895-22-5400 H12/02/07 指定 宇和島市

3870300146 えひめ南農業協同組合 ＪＡえひめ南ホームヘルプサービス事業所 ＪＡエヒメミナミホームヘルプサービスジギョウショ 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町２丁目乙1918番地7 訪問型サービス（独自） 0895-22-5400 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300146 えひめ南農業協同組合 ＪＡえひめ南ホームヘルプサービス事業所 ＪＡエヒメミナミホームヘルプサービスジギョウショ 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町２丁目乙1918番地7 訪問型サービス（独自／定率） 0895-22-5400 H29/04/01 指定 宇和島市

3870300153 有限会社　ケアセンター宇和島 有限会社ケアセンター宇和島 ユウゲンガイシャケアセンターウワジマ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内ニ丁目１番７号 訪問介護 0895-22-0401 H12/02/15 指定 宇和島市

3870300153 有限会社　ケアセンター宇和島 ケアセンター宇和島 ケアセンターウワジマ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内二丁目１番７号 福祉用具貸与 0895-22-0401 H12/10/17 指定 宇和島市

3870300153 有限会社　ケアセンター宇和島 有限会社　ケアセンター宇和島 ユウゲンカイシャ　ケアセンターウワジマ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内２丁目１番７号 居宅介護支援 0895-22-0401 H14/06/21 指定 宇和島市

3870300153 有限会社　ケアセンター宇和島 ケアセンター宇和島 ケアセンターウワジマ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内二丁目１番７号 特定福祉用具販売 0895-22-0401 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300153 有限会社　ケアセンター宇和島 ケアセンター宇和島 ケアセンターウワジマ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内二丁目１番７号 介護予防福祉用具貸与 0895-22-0401 H19/04/01 指定 宇和島市

3870300153 有限会社　ケアセンター宇和島 ケアセンター宇和島 ケアセンターウワジマ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内二丁目１番７号 特定介護予防福祉用具販売 0895-22-0401 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300153 有限会社　ケアセンター宇和島 有限会社ケアセンター宇和島 ユウゲンガイシャケアセンターウワジマ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内ニ丁目１番７号 訪問型サービス（独自） 0895-22-0401 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300161 社会福祉法人  宇和島市民共済会 指定通所介護事業所老人デイサービスセンターいこい シテイツウショカイゴジギョウショロウジンデイサービスセンターイコイ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町一丁目５番２７号 通所介護 0895-22-0203 H12/03/02 指定 宇和島市

3870300161 社会福祉法人  宇和島市民共済会 指定通所介護事業所老人デイサービスセンターいこい シテイツウショカイゴジギョウショロウジンデイサービスセンターイコイ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町一丁目５番２７号 通所型サービス（独自） 0895-22-0203 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300161 社会福祉法人  宇和島市民共済会 指定通所介護事業所老人デイサービスセンターいこい シテイツウショカイゴジギョウショロウジンデイサービスセンターイコイ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町一丁目５番２７号 通所型サービス（独自／定率） 0895-22-0203 H30/10/01 指定 宇和島市

3870300179 独立行政法人地域医療機能推進機構 独立行政法人地域医療機能推進機構宇和島病院附属居宅介護支援センター ドクリツギョウセイホウジンチイキイリョウキノウスイシンキコウウワジマビョウインフゾクキョタクカイゴシエンセンター 7980053 愛媛県宇和島市賀古町１丁目２番２０号 居宅介護支援 0895-24-7111 H12/03/02 指定 宇和島市

3870300195 宇和島地区広域事務組合 宇和島地区広域事務組合登録ヘルパー派遣事業所光来園 ウワジマチクコウイキジムクミアイトウロクヘルパーハケンジギョウショコウライエン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８０６番地 訪問介護 0895-27-0134 H12/03/02 指定 宇和島市

3870300195 宇和島地区広域事務組合 宇和島地区広域事務組合登録ヘルパー派遣事業所光来園 ウワジマチクコウイキジムクミアイトウロクヘルパーハケンジギョウショコウライエン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８０６番地 訪問型サービス（独自） 0895-27-0134 H30/04/01 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870300211 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターうわじま ニチイケアセンターウワジマ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９７８番１号 訪問介護 0895-20-0135 H12/03/10 指定 宇和島市

3870300211 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターうわじま ニチイケアセンターウワジマ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９７８番地１ 通所介護 0895-20-0135 H13/04/19 指定 宇和島市

3870300211 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターうわじま ニチイケアセンターウワジマ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９７８番地１ 居宅介護支援 0895-20-0135 H14/06/21 指定 宇和島市

3870300211 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターうわじま ニチイケアセンターウワジマ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９７８番１号 訪問型サービス（独自） 0895-20-0135 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300211 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターうわじま ニチイケアセンターウワジマ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９７８番地１ 通所型サービス（独自） 0895-20-0135 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300237 有限会社  南予医科学器械販売 有限会社南予医科学器械販売 ユウゲンガイシャナンヨイカガクキカイハンバイ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１３０５番地 福祉用具貸与 0895-22-5196 H12/03/10 指定 宇和島市

3870300237 有限会社  南予医科学器械販売 有限会社南予医科学器械販売 ユウゲンガイシャナンヨイカガクキカイハンバイ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１３０５番地 特定福祉用具販売 0895-22-5196 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300237 有限会社  南予医科学器械販売 有限会社南予医科学器械販売 ユウゲンガイシャナンヨイカガクキカイハンバイ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１３０５番地 介護予防福祉用具貸与 0895-22-5196 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300237 有限会社  南予医科学器械販売 有限会社南予医科学器械販売 ユウゲンガイシャナンヨイカガクキカイハンバイ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１３０５番地 特定介護予防福祉用具販売 0895-22-5196 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300260 四国医療サービス  株式会社 四国医療サービス株式会社宇和島営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャウワジマエイギョウショ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番４ 福祉用具貸与 0895-23-3402 H12/03/24 指定 宇和島市

3870300260 四国医療サービス  株式会社 四国医療サービス株式会社宇和島営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャウワジマエイギョウショ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番４ 特定福祉用具販売 0895-23-3402 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300260 四国医療サービス  株式会社 四国医療サービス株式会社宇和島営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャウワジマエイギョウショ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番４ 介護予防福祉用具貸与 0895-23-3402 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300260 四国医療サービス  株式会社 四国医療サービス株式会社宇和島営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャウワジマエイギョウショ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地５９番４ 特定介護予防福祉用具販売 0895-23-3402 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300278 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設光来園 ロウジンタンキニュウショシセツコウライエン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８０６ 短期入所生活介護 0895-27-0173 H12/03/17 指定 宇和島市

3870300278 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設光来園 ロウジンタンキニュウショシセツコウライエン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８０６ 介護予防短期入所生活介護 0895-27-0173 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300294 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設光来園 デイサービスシセツコウライエン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８０６番地 地域密着型通所介護 0895-27-0173 H28/04/01 指定 宇和島市

3870300294 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設光来園 デイサービスシセツコウライエン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８０６番地 通所型サービス（独自） 0895-27-0173 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300310 株式会社  サンメディカル 株式会社サンメディカル カブシキガイシャサンメディカル 7980013 愛媛県宇和島市御幸町一丁目２番１３号 福祉用具貸与 0895-25-2880 H12/03/29 指定 宇和島市

3870300310 株式会社  サンメディカル 株式会社サンメディカル カブシキガイシャサンメディカル 7980013 愛媛県宇和島市御幸町一丁目２番１３号 特定福祉用具販売 0895-25-2880 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300310 株式会社  サンメディカル 株式会社サンメディカル カブシキガイシャサンメディカル 7980013 愛媛県宇和島市御幸町一丁目２番１３号 介護予防福祉用具貸与 0895-25-2880 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300310 株式会社  サンメディカル 株式会社サンメディカル カブシキガイシャサンメディカル 7980013 愛媛県宇和島市御幸町一丁目２番１３号 特定介護予防福祉用具販売 0895-25-2880 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300328 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム光来園 トクベツヨウゴロウジンホームコウライエン 7980077 愛媛県宇和島市保田甲８０６ 介護老人福祉施設 0895-27-0173 H12/04/01 指定 宇和島市

3870300336 有限会社  介護入浴センターまこと 介護入浴センターまこと カイゴニュウヨクセンターマコト 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目２番１号 訪問入浴介護 0895-23-8336 H12/05/17 指定 宇和島市

3870300336 有限会社  介護入浴センターまこと 介護入浴センターまこと カイゴニュウヨクセンターマコト 7980040 愛媛県宇和島市中央町一丁目２番１号 介護予防訪問入浴介護 0895-23-8336 H19/04/01 指定 宇和島市

3870300344 有限会社  アポトライ ラポール指定居宅介護支援事業所 ラポールシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目1番3号 居宅介護支援 0895-26-9501 H12/06/19 指定 宇和島市

3870300351 有限会社ケアーサポートゆずりは 有限会社ケアーサポートゆずりは ユウゲンガイシャケアーサポートユズリハ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地１ 訪問介護 0895-27-1873 H12/08/01 指定 宇和島市

3870300351 有限会社ケアーサポートゆずりは 有限会社ケアーサポートゆずりは ユウゲンガイシャケアーサポートユズリハ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地１ 訪問型サービス（独自） 0895-27-1873 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300377 社会福祉法人　正和会 グループホームのぞみ・ささえ グループホームノゾミ・ササエ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 認知症対応型共同生活介護 0895-20-3280 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300377 社会福祉法人　正和会 グループホームのぞみ・ささえ グループホームノゾミ・ササエ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲１９３２番地２ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-20-3280 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300385 社会福祉法人  宇和島市民共済会 指定居宅介護支援事業所いこい シテイキョタクカイゴシエンジギョウショイコイ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町2丁目3番9号 居宅介護支援 0895-22-0213 H13/03/27 指定 宇和島市

3870300435 有限会社別当 有限会社別当ヘルパーこでまり ユウゲンカイシャベットウヘルパーコデマリ 7980086 愛媛県宇和島市別当五丁目３番２号 訪問介護 0895-23-7618 H14/02/15 指定 宇和島市

3870300435 有限会社別当 有限会社別当ヘルパーこでまり ユウゲンカイシャベットウヘルパーコデマリ 7980086 愛媛県宇和島市別当五丁目３番２号 訪問型サービス（独自） 0895-23-7618 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300435 有限会社別当 有限会社別当ヘルパーこでまり ユウゲンカイシャベットウヘルパーコデマリ 7980086 愛媛県宇和島市別当五丁目３番２号 訪問型サービス（独自／定率） 0895-23-7618 H29/05/01 指定 宇和島市

3870300443 有限会社  アポトライ ラポールヘルパーステーション ラポールヘルパーステーション 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目４番２３号 訪問介護 0895-20-0194 H14/05/02 指定 宇和島市

3870300443 有限会社  アポトライ ラポールヘルパーステーション ラポールヘルパーステーション 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目４番２３号 訪問型サービス（独自） 0895-20-0194 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300443 有限会社  アポトライ ラポールヘルパーステーション ラポールヘルパーステーション 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町一丁目４－２３ 訪問型サービス（独自／定率） 0895-20-0194 H29/04/01 指定 宇和島市

3870300450 医療法人　友松外科胃腸科 友愛 ユウアイ 7980033 愛媛県宇和島市鶴島町6番27号 居宅介護支援 0895-22-0410 H14/10/23 指定 宇和島市

3870300476 有限会社ケアサポートのどか 訪問介護　のどか ホウモンカイゴ　ノドカ 7980045 愛媛県宇和島市大超寺奥乙９０番地１１号 訪問介護 0895-23-5260 H15/01/31 指定 宇和島市

3870300476 有限会社ケアサポートのどか 訪問介護　のどか ホウモンカイゴ　ノドカ 7980045 愛媛県宇和島市大超寺奥乙９０番地１１号 訪問型サービス（独自） 0895-23-5260 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300518 有限会社ライズ ヘルパーステーションこころ ヘルパーステーションココロ 7980086 愛媛県宇和島市別当ニ丁目４番１号 訪問介護 0895-20-1701 H15/12/01 指定 宇和島市

3870300518 有限会社ライズ ヘルパーステーションこころ ヘルパーステーションココロ 7980086 愛媛県宇和島市別当ニ丁目４番１号 訪問型サービス（独自） 0895-20-1701 H30/05/01 指定 宇和島市

3870300526 介護サービスあすなろ有限会社 介護サービスあすなろ有限会社 カイゴサービスアスナロユウゲンガイシャ 7980041 愛媛県宇和島市本町追手二丁目１番４１号 居宅介護支援 0895-22-3390 H15/12/19 指定 宇和島市
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3870300534 株式会社　丸三 株式会社　丸三 カブシキガイシャ　マルサン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目３番２２号（３階） 福祉用具貸与 0895-23-0303 H15/12/25 指定 宇和島市

3870300534 株式会社　丸三 株式会社　丸三 カブシキガイシャ　マルサン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目３番２２号（３階） 特定福祉用具販売 0895-23-0303 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300534 株式会社　丸三 株式会社　丸三 カブシキガイシャ　マルサン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目３番２２号（３階） 介護予防福祉用具貸与 0895-23-0303 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300534 株式会社　丸三 株式会社　丸三 カブシキガイシャ　マルサン 7980040 愛媛県宇和島市中央町二丁目３番２２号（３階） 特定介護予防福祉用具販売 0895-23-0303 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300559 有限会社ケアステーション悠友 ケアステーション悠友 ケアステーションユウユウ 7980068 愛媛県宇和島市明倫町ニ丁目２番６号 訪問介護 0895-25-1705 H16/03/03 指定 宇和島市

3870300559 有限会社ケアステーション悠友 ケアステーション悠友 ケアステーションユウユウ 7980068 愛媛県宇和島市明倫町ニ丁目２番６号 訪問型サービス（独自） 0895-25-1705 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300575 医療法人　沖縄徳洲会 ケアプランセンター　パール ケアプランセンター　パール 7980003 愛媛県宇和島市住吉町二丁目６番２４号宇和島徳洲会病院内 居宅介護支援 0895-22-3071 H16/04/01 指定 宇和島市

3870300591 きくぞのケアパーク株式会社 デイサービスセンター　きくぞの デイサービスセンター　キクゾノ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町四丁目１番１２号 通所介護 0895-23-8668 H16/06/23 指定 宇和島市

3870300591 きくぞのケアパーク株式会社 デイサービスセンター　きくぞの デイサービスセンター　キクゾノ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町四丁目１番１２号 通所型サービス（独自） 0895-23-8668 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300658 愛媛物産株式会社 デイサービス　なごみ荘 デイサービス　ナゴミソウ 7980020 愛媛県宇和島市高串１番耕地４２４番地 通所介護 0895-24-0753 H16/09/30 指定 宇和島市

3870300658 愛媛物産株式会社 デイサービス　なごみ荘 デイサービス　ナゴミソウ 7980020 愛媛県宇和島市高串１番耕地４２４番地 通所型サービス（独自） 0895-24-0753 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300674 愛媛物産株式会社 ケアホーム　なごみ荘 ケアホーム　ナゴミソウ 7980020 愛媛県宇和島市高串1番耕地424 特定施設入居者生活介護 0895-24-0753 H16/09/30 指定 宇和島市

3870300674 愛媛物産株式会社 ケアホーム　なごみ荘 ケアホーム　ナゴミソウ 7980020 愛媛県宇和島市高串1番耕地424 介護予防特定施設入居者生活介護 0895-24-0753 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300690 医療法人三善会 グループホーム　丸の内はとぽっぽ グループホーム　マルノウチハトポッポ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内1丁目4番7号 認知症対応型共同生活介護 0895-24-1002 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300690 医療法人三善会 グループホーム　丸の内はとぽっぽ グループホーム　マルノウチハトポッポ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内1丁目4番7号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-24-1002 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300716 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターあけぼの ニチイケアセンターアケボノ 7980007 愛媛県宇和島市寿町一丁目５番８号遠山ビル 訪問介護 0895-20-1220 H16/12/01 指定 宇和島市

3870300716 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターあけぼの ニチイケアセンターアケボノ 7980007 愛媛県宇和島市寿町一丁目５番８号遠山ビル 訪問型サービス（独自） 0895-20-1220 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300732 有限会社ケアーサポートゆずりは ゆずりはデイサービス ユズリハデイサービス 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地４７ 通所介護 0895-27-1873 H17/03/01 指定 宇和島市

3870300732 有限会社ケアーサポートゆずりは ゆずりはデイサービス ユズリハデイサービス 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地４７ 通所型サービス（独自） 0895-27-1873 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300732 有限会社ケアーサポートゆずりは ゆずりはデイサービス ユズリハデイサービス 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲３０８１番地４７ 通所型サービス（独自／定率） 0895-27-1873 H30/10/01 指定 宇和島市

3870300740 有限会社ひばり ケアサービスひばり ケアサービスヒバリ 7980068 愛媛県宇和島市明倫町5丁目6番17号 居宅介護支援 0895-26-2226 H17/04/01 指定 宇和島市

3870300799 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　デイサービスセンター虹 コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　デイサービスセンターニジ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1280番地 認知症対応型通所介護 0895-26-5065 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300799 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　デイサービスセンター虹 コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　デイサービスセンターニジ 7980027 愛媛県宇和島市柿原1280番地 介護予防認知症対応型通所介護 0895-26-5065 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300815 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　宇和島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ウワジマカイゴホケンジギョウショ 7980003 愛媛県宇和島市住吉町一丁目６番１６号宇和島市総合福祉センター 訪問介護 0895-23-3711 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300815 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　宇和島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ウワジマカイゴホケンジギョウショ 7980003 愛媛県宇和島市住吉町一丁目６番１６号宇和島市総合福祉センター 訪問入浴介護 0895-23-3711 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300815 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　宇和島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ウワジマカイゴホケンジギョウショ 7980003 愛媛県宇和島市住吉町一丁目６番１６号宇和島市総合福祉センター 通所介護 0895-23-3711 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300815 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　宇和島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ウワジマカイゴホケンジギョウショ 7980003 愛媛県宇和島市住吉町一丁目６番１６号宇和島市総合福祉センター 居宅介護支援 0895-23-5708 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300815 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　宇和島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ウワジマカイゴホケンジギョウショ 7980003 愛媛県宇和島市住吉町一丁目６番１６号宇和島市総合福祉センター 介護予防訪問入浴介護 0895-23-3711 H19/04/01 指定 宇和島市

3870300815 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　宇和島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ウワジマカイゴホケンジギョウショ 7980003 愛媛県宇和島市住吉町一丁目６番１６号宇和島市総合福祉センター 訪問型サービス（独自） 0895-23-3711 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300815 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　宇和島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ウワジマカイゴホケンジギョウショ 7980003 愛媛県宇和島市住吉町一丁目６番１６号宇和島市総合福祉センター 通所型サービス（独自） 0895-23-3711 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300823 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　吉田介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ヨシダカイゴホケンジギョウショ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲58番地5 訪問介護 0895-52-3166 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300823 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　吉田介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ヨシダカイゴホケンジギョウショ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲58番地5宇和島社会福祉協議会吉田支所 居宅介護支援 0895-52-3176 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300823 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　吉田介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ヨシダカイゴホケンジギョウショ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲58番地5 訪問型サービス（独自） 0895-52-3166 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300831 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　三間介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ミマカイゴホケンジギョウショ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三間町保健福祉センター 通所介護 0895-58-1051 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300831 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　三間介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ミマカイゴホケンジギョウショ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三間町保健福祉センター 福祉用具貸与 0895-58-1051 H27/04/01 指定 宇和島市

3870300831 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　三間介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ミマカイゴホケンジギョウショ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三間町保健福祉センター 居宅介護支援 0895-58-1051 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300831 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　三間介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ミマカイゴホケンジギョウショ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三間町保健福祉センター 特定福祉用具販売 0895-58-1051 H27/04/01 指定 宇和島市

3870300831 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　三間介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ミマカイゴホケンジギョウショ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三間町保健福祉センター 介護予防福祉用具貸与 0895-58-1051 H27/04/01 指定 宇和島市

3870300831 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　三間介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ミマカイゴホケンジギョウショ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三間町保健福祉センター 特定介護予防福祉用具販売 0895-58-1051 H27/04/01 指定 宇和島市

3870300831 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　三間介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ミマカイゴホケンジギョウショ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１２６番地三間町保健福祉センター 通所型サービス（独自） 0895-58-1051 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300849 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　津島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ツシマカイゴホケンジギョウショ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲４７１番地宇和島市津島支所庁舎 訪問介護 0895-20-8101 H17/08/01 指定 宇和島市

3870300849 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　津島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ツシマカイゴホケンジギョウショ 7983392 愛媛県宇和島市津島町岩松甲４７１番地宇和島市津島支所庁舎　別館１Ｆ 居宅介護支援 0895-20-8101 H17/08/01 指定 宇和島市
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3870300849 社会福祉法人　宇和島市社会福祉協議会 宇和島市社会福祉協議会　津島介護保険事業所 ウワジマシシャカイフクシキョウギカイ　ツシマカイゴホケンジギョウショ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松甲４７１番地宇和島市津島支所庁舎 訪問型サービス（独自） 0895-20-8101 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300856 株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会 カイゴツキユウリョウロウジンホームショウホカイ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲981-1番地 特定施設入居者生活介護 0895-27-3110 H17/11/29 指定 宇和島市

3870300856 株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会 カイゴツキユウリョウロウジンホームショウホカイ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲981-1番地 介護予防特定施設入居者生活介護 0895-27-3110 H19/04/01 指定 宇和島市

3870300864 有限会社三幸 グループホームつしま グループホームツシマ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲83の1 認知症対応型共同生活介護 0895-32-3158 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300864 有限会社三幸 グループホームつしま グループホームツシマ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲83の1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-32-3158 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300872 有限会社  アポトライ ラポール　デイサービス ラポール　デイサービス 7980035 愛媛県宇和島市新町一丁目４番１０号 通所介護 0895-23-2006 H18/01/10 指定 宇和島市

3870300872 有限会社  アポトライ ラポール　デイサービス ラポール　デイサービス 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 通所型サービス（独自） 0895-23-2006 H30/04/01 指定 宇和島市

3870300880 有限会社ひだまりの会 グループホームいぶき グループホームイブキ 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町1368番地3 認知症対応型共同生活介護 0895-24-7221 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300880 有限会社ひだまりの会 グループホームいぶき グループホームイブキ 7980024 愛媛県宇和島市伊吹町1368番地3 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-24-7221 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300906 有限会社エンジェルハウス グループホーム紙ふうせん グループホームカミフウセン 7981103 愛媛県宇和島市三間町成家845番地 認知症対応型共同生活介護 0895-20-7576 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300906 有限会社エンジェルハウス グループホーム紙ふうせん グループホームカミフウセン 7981103 愛媛県宇和島市三間町成家845番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-20-7576 H18/04/01 指定 宇和島市

3870300948 一般社団法人  宇和島医師会 医師会通所看護さくらまち イシカイツウショカンゴサクラマチ 7980062 愛媛県宇和島市桜町１番５０号 地域密着型通所介護 0895-24-3987 H28/04/01 指定 宇和島市

3870300955 株式会社　ダイコー 通所介護事業所おひさま ツウショカイゴジギョウショオヒサマ 7981136 愛媛県宇和島市三間町大内１２３番地１ 地域密着型通所介護 0895-58-4641 H28/04/01 指定 宇和島市

3870300955 株式会社　ダイコー 通所介護事業所おひさま ツウショカイゴジギョウショオヒサマ 7981136 愛媛県宇和島市三間町大内１２３番地１ 通所型サービス（独自） 0895-58-4641 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301003 有限会社ケアステーションますほ 指定通所介護事業所ますほの里 シテイツウショカイゴジギョウショマスホノサト 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲２９２０番地１ 地域密着型通所介護 0895-20-8110 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301003 有限会社ケアステーションますほ 指定通所介護事業所ますほの里 シテイツウショカイゴジギョウショマスホノサト 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲２９２０番地１ 通所型サービス（独自） 0895-20-8110 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301011 社会福祉法人　愛心会 特別養護老人ホームあさひ苑 トクベツヨウゴロウジンホームアサヒエン 7980102 愛媛県宇和島市三浦西4979番地 介護老人福祉施設 0895-30-2707 H19/01/12 指定 宇和島市

3870301029 有限会社エンジェルハウス デイサービス　紙ふうせん デイサービス　カミフウセン 7981103 愛媛県宇和島市三間町成家８４５番地 地域密着型通所介護 0895-20-7576 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301029 有限会社エンジェルハウス デイサービス　紙ふうせん デイサービス　カミフウセン 7981103 愛媛県宇和島市三間町成家８４５番地 通所型サービス（独自） 0895-20-7576 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301045 社会福祉法人　愛心会 短期入所施設あさひ苑 タンキニュウショシセツアサヒエン 7980102 愛媛県宇和島市三浦西4979番地 短期入所生活介護 0895-30-2707 H19/04/01 指定 宇和島市

3870301045 社会福祉法人　愛心会 短期入所施設あさひ苑 タンキニュウショシセツアサヒエン 7980102 愛媛県宇和島市三浦西4979番地 介護予防短期入所生活介護 0895-30-2707 H19/04/01 指定 宇和島市

3870301052 株式会社　サンプロジェクト サクラ明倫 サクラメイリン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目1番51号 訪問介護 0895-24-4466 H19/05/01 指定 宇和島市

3870301052 株式会社　サンプロジェクト サクラ明倫 サクラメイリン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目1番51号 訪問型サービス（独自） 0895-24-4466 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301060 合同会社　ゆら 合同会社　ゆら　指定居宅介護支援事業所 ゴウドウガイシャ　ユラ　シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7983332 愛媛県宇和島市津島町須下365番地 居宅介護支援 0895-37-0047 H19/08/01 指定 宇和島市

3870301078 社会福祉法人　正和会 社会福祉法人正和会　デイサービスセンターやすらぎ シャカイフクシホウジンショウワカイ　デイサービスセンターヤスラギ 7980098 愛媛県宇和島市蛤９５番地３ 地域密着型通所介護 0895-22-6655 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301078 社会福祉法人　正和会 社会福祉法人正和会　デイサービスセンターやすらぎ シャカイフクシホウジンショウワカイ　デイサービスセンターヤスラギ 7980098 愛媛県宇和島市蛤９５番地３ 通所型サービス（独自） 0895-22-6655 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301110 株式会社　ヒューマンライフ 株式会社　ヒューマンライフ カブシキガイシャ　ヒューマンライフ 7980004 愛媛県宇和島市朝日町三丁目6番22号 福祉用具貸与 0895-23-8562 H19/11/01 指定 宇和島市

3870301110 株式会社　ヒューマンライフ 株式会社　ヒューマンライフ カブシキガイシャ　ヒューマンライフ 7980004 愛媛県宇和島市朝日町三丁目6番22号 特定福祉用具販売 0895-23-8562 H19/11/01 指定 宇和島市

3870301110 株式会社　ヒューマンライフ 株式会社　ヒューマンライフ カブシキガイシャ　ヒューマンライフ 7980004 愛媛県宇和島市朝日町三丁目6番22号 介護予防福祉用具貸与 0895-23-8562 H19/11/01 指定 宇和島市

3870301110 株式会社　ヒューマンライフ 株式会社　ヒューマンライフ カブシキガイシャ　ヒューマンライフ 7980004 愛媛県宇和島市朝日町三丁目6番22号 特定介護予防福祉用具販売 0895-23-8562 H19/11/01 指定 宇和島市

3870301169 株式会社堂崎 ヘルパーあさがお ヘルパーアサガオ 7980068 愛媛県宇和島市明倫町5丁目5番12号明倫ビル西1階 訪問介護 0895-23-4066 H20/08/01 指定 宇和島市

3870301169 株式会社堂崎 ヘルパーあさがお ヘルパーアサガオ 7980068 愛媛県宇和島市明倫町5丁目5番12号明倫ビル西1階 訪問型サービス（独自） 0895-23-4066 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301177 きくぞのケアパーク株式会社 時の実 トキノミ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町ニ丁目５番７号 通所介護 0895-24-5780 H20/12/01 指定 宇和島市

3870301177 きくぞのケアパーク株式会社 時の実 トキノミ 7980013 愛媛県宇和島市御幸町２丁目５番７号 通所型サービス（独自） 0895-24-5780 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301193 株式会社　丸三 通所介護丸三 ツウショカイゴマルサン 7980040 愛媛県宇和島市中央町ニ丁目３番２２号 通所介護 0895-23-0303 H21/02/01 指定 宇和島市

3870301193 株式会社　丸三 通所介護丸三 ツウショカイゴマルサン 7980040 愛媛県宇和島市中央町ニ丁目３番２２号 通所型サービス（独自） 0895-23-0303 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301201 株式会社あけぼの デイサービスセンターあいか デイサービスセンターアイカ 7980020 愛媛県宇和島市高串２番耕地１９１番地１ 地域密着型通所介護 0895-26-2018 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301201 株式会社あけぼの デイサービスセンターあいか デイサービスセンターアイカ 7980020 愛媛県宇和島市高串２番耕地１９１番地１ 通所型サービス（独自） 0895-26-2018 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301219 有限会社ひだまりの会 有限会社ひだまりの会デイサービスセンターほで ユウゲンカイシャヒダマリノカイデイサービスセンターホデ 7980088 愛媛県宇和島市保手ニ丁目５番３１号 通所介護 0895-28-6200 H21/05/01 指定 宇和島市

3870301219 有限会社ひだまりの会 有限会社ひだまりの会デイサービスセンターほで ユウゲンカイシャヒダマリノカイデイサービスセンターホデ 7980088 愛媛県宇和島市保手ニ丁目５番３１号 通所型サービス（独自） 0895-28-6200 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301227 株式会社サンランド デイサービスセンターそよ風 デイサービスセンターソヨカゼ 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲７２９番地４ 通所介護 0895-52-7272 H21/07/01 指定 宇和島市

3870301227 株式会社サンランド デイサービスセンターそよ風 デイサービスセンターソヨカゼ 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲７２９番地４ 通所型サービス（独自） 0895-52-7272 H30/04/01 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870301235 合同会社ＭＫ＆Ｋ デイサービスみるく デイサービスミルク 7980003 愛媛県宇和島市住吉町621-1 通所介護 0895-28-6006 H21/07/01 指定 宇和島市

3870301268 株式会社介護センター・スマイル 介護センター・スマイル カイゴセンター・スマイル 7980082 愛媛県宇和島市長堀三丁目１０番地１７－３号 訪問介護 0895-28-6808 H21/12/25 指定 宇和島市

3870301268 株式会社介護センター・スマイル 介護センター・スマイル カイゴセンター・スマイル 7980082 愛媛県宇和島市長堀三丁目１０番地１７－３号 訪問型サービス（独自） 0895-28-6808 H30/05/01 指定 宇和島市

3870301284 株式会社グッドライフ デイサービスくつろぎの庭 デイサービスクツロギノニワ 7980022 愛媛県宇和島市伊吹町６８９番地 地域密着型通所介護 0895-22-4194 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301292 有限会社ケアステーションますほ ますほの里 マスホノサト 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲2920-1 特定施設入居者生活介護 0895-20-8110 H22/04/01 指定 宇和島市

3870301292 有限会社ケアステーションますほ ますほの里 マスホノサト 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲2920-1 介護予防特定施設入居者生活介護 0895-20-8110 H22/04/01 指定 宇和島市

3870301300 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター宇和島 ケアプラスデイサービスセンターウワジマ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１５３５番地２５ 通所介護 0895-28-6950 H22/04/01 指定 宇和島市

3870301300 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター宇和島 ケアプラスデイサービスセンターウワジマ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１５３５番地２５ 通所型サービス（独自） 0895-28-6950 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301334 株式会社ハーブ デイサービスあん デイサービスアン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２番３２号 通所介護 0895-65-9799 H22/09/11 指定 宇和島市

3870301334 株式会社ハーブ デイサービスあん デイサービスアン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２番３２号 通所型サービス（独自） 0895-65-9799 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301342 株式会社あけぼの 指定居宅介護支援事業所あいか シテイキョタクカイゴシエンジギョウショアイカ 7981116 愛媛県宇和島市三間町黒井地1594－23 居宅介護支援 0895-58-1120 H22/10/01 指定 宇和島市

3870301359 株式会社シャローム・ハート ランチデイさいさい ランチデイサイサイ 7983321 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲１５９４番地 地域密着型通所介護 0895-32-3200 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301359 株式会社シャローム・ハート ランチデイさいさい ランチデイサイサイ 7983321 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲１５９４番地 通所型サービス（独自） 0895-32-3200 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301367 株式会社ハーブ ヘルパーステーションあん ヘルパーステーションアン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２番１０号 訪問介護 0895-20-1213 H22/11/13 指定 宇和島市

3870301367 株式会社ハーブ ヘルパーステーションあん ヘルパーステーションアン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２番１０号 訪問型サービス（独自） 0895-20-1213 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301383 株式会社みずき ケアプランセンター　みずき ケアプランセンター　ミズキ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲957-4 居宅介護支援 0895-28-6185 H23/02/01 指定 宇和島市

3870301391 有限会社ひだまりの会 ひだまりの会　指定居宅介護支援事業所 ヒダマリノカイ　シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7980082 愛媛県宇和島市長堀三丁目８番６号 居宅介護支援 0895-28-6881 H23/04/01 指定 宇和島市

3870301409 株式会社よしまる デイサービスセンター未来まるお デイサービスセンターミライマルオ 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町1丁目9番30号 地域密着型通所介護 0895-23-3300 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301409 株式会社よしまる デイサービスセンター未来まるお デイサービスセンターミライマルオ 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町一丁目９番３０号 通所型サービス（独自） 0895-23-3300 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301425 社会福祉法人  寿楽会 ショートステイいづみ ショートステイイヅミ 7980026 愛媛県宇和島市泉町１丁目１番４０号 短期入所生活介護 0895-23-1030 H23/04/01 指定 宇和島市

3870301425 社会福祉法人  寿楽会 ショートステイいづみ ショートステイイヅミ 7980026 愛媛県宇和島市泉町１丁目１番４０号 介護予防短期入所生活介護 0895-23-1030 H23/04/01 指定 宇和島市

3870301433 株式会社　エフォート 居宅介護支援事業所きずな キョタクカイゴシエンジギョウショキズナ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲1535番地60 居宅介護支援 0895-20-1570 H23/04/01 指定 宇和島市

3870301441 株式会社よしまる ＵＴサポート ユウティーサポート 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路字東小路甲57 居宅介護支援 0895-49-6863 H23/04/07 休止 宇和島市

3870301458 有限会社三幸 ウェル　つしま ウェル　ツシマ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田２４４８番地３ 特定施設入居者生活介護 0895-32-2131 H23/05/01 指定 宇和島市

3870301458 有限会社三幸 ウェル　つしま ウェル　ツシマ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田２４４８番地３ 介護予防特定施設入居者生活介護 0895-32-2131 H23/05/01 指定 宇和島市

3870301466 医療法人  和霊町松浦内科 和霊町松浦内科 ワレイチョウマツウラナイカ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町二丁目４番２１号 居宅療養管理指導 0895-23-1510 H23/07/01 指定 宇和島市

3870301466 医療法人  和霊町松浦内科 和霊町松浦内科 ワレイチョウマツウラナイカ 7980015 愛媛県宇和島市和霊元町二丁目４番２１号 介護予防居宅療養管理指導 0895-23-1510 H23/07/01 指定 宇和島市

3870301482 セントケア四国株式会社 セントケア宇和島 セントケアウワジマ 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町二丁目３番地２１号佐伯町ハイム 訪問介護 0895-20-1761 H23/10/01 指定 宇和島市

3870301490 セントケア四国株式会社 セントケア宇和島 セントケアウワジマ 7980064 愛媛県宇和島市佐伯町二丁目３番地２１号佐伯町ハイム 居宅介護支援 0895-20-1761 H23/10/01 指定 宇和島市

3870301508 株式会社よしまる デイサービスセンター　未来　よしだ デイサービスセンター　ミライ　ヨシダ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路字東小路甲５７番 通所介護 0895-49-1235 H23/10/01 指定 宇和島市

3870301508 株式会社よしまる デイサービスセンター　未来　よしだ デイサービスセンター　ミライ　ヨシダ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路字東小路甲５７番 通所型サービス（独自） 0895-49-1235 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301516 有限会社ケアセンター宇和島 デイサービス　えん デイサービス　エン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内二丁目１番７号 地域密着型通所介護 0895-22-0401 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301516 有限会社ケアセンター宇和島 デイサービス　えん デイサービス　エン 7980060 愛媛県宇和島市丸之内二丁目１番７号 通所型サービス（独自） 0895-22-0401 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301532 株式会社エンエンタープライズ ケアサポートあかり ケアサポートアカリ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲３０１０番１ 訪問介護 0895-27-2811 H23/11/01 指定 宇和島市

3870301532 株式会社エンエンタープライズ ケアサポートあかり ケアサポートアカリ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲３０１０番１ 訪問型サービス（独自） 0895-27-2811 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301557 有限会社ケアヴィレッジ デイホームふたな デイホームフタナ 7981133 愛媛県宇和島市三間町中野中１０９番地 通所型サービス（独自） 0895-58-1117 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301573 株式会社縁 デイサービス縁 デイサービスエニシ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１０５６番地 地域密着型通所介護 0895-20-7570 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301581 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　宇和島営業所 カブシキカイシャトーカイ　ウワジマエイギョウショ 7980088 愛媛県宇和島市保手二丁目７番１６号 福祉用具貸与 0895-20-0355 H24/04/01 指定 宇和島市

3870301581 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　宇和島営業所 カブシキカイシャトーカイ　ウワジマエイギョウショ 7980088 愛媛県宇和島市保手二丁目７番１６号 特定福祉用具販売 0895-20-0355 H24/04/01 指定 宇和島市

3870301581 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　宇和島営業所 カブシキカイシャトーカイ　ウワジマエイギョウショ 7980088 愛媛県宇和島市保手二丁目７番１６号 介護予防福祉用具貸与 0895-20-0355 H24/04/01 指定 宇和島市

3870301581 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　宇和島営業所 カブシキカイシャトーカイ　ウワジマエイギョウショ 7980088 愛媛県宇和島市保手二丁目７番１６号 特定介護予防福祉用具販売 0895-20-0355 H24/04/01 指定 宇和島市

3870301615 有限会社介護サービス菜の花 デイサービスあんず デイサービスアンズ 7980077 愛媛県宇和島市保田字大幡口甲１９１６番地１ 通所型サービス（独自） 0895-27-3310 H30/04/01 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870301623 シルバーサービスはたじ合同会社 ケアプラン　はたじ ケアプラン　ハタジ 7983321 愛媛県宇和島市津島町下畑地甲１１２５番地１ 居宅介護支援 0895-32-6263 H24/06/20 指定 宇和島市

3870301631 株式会社介護ステーションすみれ 介護ステーションすみれ カイゴステーションスミレ 7980088 愛媛県宇和島市保手四丁目９番１４号 訪問介護 0895-65-9362 H24/09/01 指定 宇和島市

3870301631 株式会社介護ステーションすみれ 介護ステーションすみれ カイゴステーションスミレ 7980088 愛媛県宇和島市保手四丁目９番１４号 訪問型サービス（独自） 0895-65-9362 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301649 有限会社ケアーサポートゆずりは デイサービス夢の国ゆずりは デイサービスユメノクニユズリハ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲１１３６番地５ 通所介護 0895-27-1011 H24/09/10 指定 宇和島市

3870301649 有限会社ケアーサポートゆずりは デイサービス夢の国ゆずりは デイサービスユメノクニユズリハ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲１１３６番地５ 通所型サービス（独自） 0895-27-1011 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301649 有限会社ケアーサポートゆずりは デイサービス夢の国ゆずりは デイサービスユメノクニユズリハ 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲１１３６番地５ 通所型サービス（独自／定率） 0895-27-1011 H30/10/01 指定 宇和島市

3870301656 株式会社アコンプリシー ショートステイ笑歩会　保田 ショートステイショウホカイ　ヤスダ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲９８１番地１ 短期入所生活介護 0895-27-1017 H24/11/29 指定 宇和島市

3870301656 株式会社アコンプリシー ショートステイ笑歩会　保田 ショートステイショウホカイ　ヤスダ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲９８１番地１ 介護予防短期入所生活介護 0895-27-1017 H24/11/29 指定 宇和島市

3870301664 株式会社みずき ヘルパーステーションみずき ヘルパーステーションミズキ 7980075 愛媛県宇和島市川内甲９５７番地４ 訪問介護 0895-28-6185 H25/05/01 指定 宇和島市

3870301672 合同会社　春風 指定居宅介護支援事業所　春風 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ハルカゼ 7980012 愛媛県宇和島市和霊町1534番地3 居宅介護支援 0895-23-5649 H25/05/15 指定 宇和島市

3870301680 株式会社あけぼの ヘルパーステーション　あいか ヘルパーステーション　アイカ 7981116 愛媛県宇和島市三間町黒井地1594-23 訪問介護 0895-58-1120 H25/06/01 指定 宇和島市

3870301680 株式会社あけぼの ヘルパーステーション　あいか ヘルパーステーション　アイカ 7981116 愛媛県宇和島市三間町黒井地1594-23 訪問型サービス（独自） 0895-26-2018 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301680 株式会社あけぼの ヘルパーステーション　あいか ヘルパーステーション　アイカ 7981116 愛媛県宇和島市三間町黒井地1594-23 訪問型サービス（独自／定率） 0895-26-2018 H30/05/01 休止 宇和島市

3870301722 きくぞのケアパーク株式会社 ７つの扉 ナナツノトビラ 7980086 愛媛県宇和島市別当一丁目６番３０号 通所介護 0895-23-7010 H25/07/01 指定 宇和島市

3870301722 きくぞのケアパーク株式会社 ７つの扉 ナナツノトビラ 7980086 愛媛県宇和島市別当一丁目６番３０号 通所型サービス（独自） 0895-23-7010 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301748 有限会社エンジェルハウス デイサービス紙ひこうき デイサービスカミヒコウキ 7981115 愛媛県宇和島市三間町戸雁６０４番２ 通所介護 0895-20-7373 H25/07/25 指定 宇和島市

3870301763 株式会社ライフサポート海 デイサービスセンター海 デイサービスセンターウミ 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲１９３１番地 地域密着型通所介護 0895-52-7227 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301763 株式会社ライフサポート海 デイサービスセンター海 デイサービスセンターウミ 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲１９３１番地 通所型サービス（独自） 0895-52-7227 H30/08/01 指定 宇和島市

3870301771 一般社団法人在宅ケアサポートゆらり ナーシングデイゆらり ナーシングデイユラリ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲８５３番地１ 地域密着型通所介護 0895-28-6810 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301789 株式会社スローケア デイサービスぼちぼち デイサービスボチボチ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地３５９番１ 地域密着型通所介護 0895-24-5656 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301789 株式会社スローケア デイサービスぼちぼち デイサービスボチボチ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地３５９番１ 通所型サービス（独自） 0895-24-5656 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301797 株式会社縁 デイサービスこころ デイサービスココロ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１０５２番地 通所介護 0895-20-7006 H25/10/16 指定 宇和島市

3870301797 株式会社縁 デイサービスこころ デイサービスココロ 7981113 愛媛県宇和島市三間町迫目１０４８番地 通所型サービス（独自） 0895-20-7006 H30/05/01 指定 宇和島市

3870301805 株式会社サポート多恵 サポート多恵 サポートタエ 7980061 愛媛県宇和島市御殿町９番３２号 訪問介護 0895-25-5279 H25/11/01 指定 宇和島市

3870301813 株式会社ハーブ デイサービスおりーぶ デイサービスオリーブ 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目２番１０号 地域密着型通所介護 0895-20-1213 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301821 有限会社梶原建設 デイサービスひまわり デイサービスヒマワリ 7980068 愛媛県宇和島市明倫町五丁目５番１３号 地域密着型通所介護 0895-24-0240 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301839 有限会社ケアーサポートゆずりは デイサービス希望の里ゆずりは デイサービスキボウノサトユズリハ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地４３４番地１ 通所介護 0895-65-9915 H26/02/07 指定 宇和島市

3870301839 有限会社ケアーサポートゆずりは デイサービス希望の里ゆずりは デイサービスキボウノサトユズリハ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地４３４番地１ 通所型サービス（独自） 0895-65-9915 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301839 有限会社ケアーサポートゆずりは デイサービス希望の里ゆずりは デイサービスキボウノサトユズリハ 7980020 愛媛県宇和島市高串３番耕地４３４番地１ 通所型サービス（独自／定率） 0895-65-9915 H30/10/01 指定 宇和島市

3870301854 社会福祉法人愛生福祉会 デイサービスセンター祝の森 デイサービスセンターイワイノモリ 愛媛県宇和島市祝森甲2407番地 通所介護 0895-27-4351 H26/05/20 指定 宇和島市

3870301854 社会福祉法人愛生福祉会 デイサービスセンター祝の森 デイサービスセンターイワイノモリ 7980078 愛媛県宇和島市祝森 通所型サービス（独自） 0895-27-4351 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301862 社会福祉法人愛生福祉会 ショートステイ事業所祝の郷 ショートステイジギョウショイワイノサト 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲2407番地 短期入所生活介護 0895-27-1165 H26/05/20 指定 宇和島市

3870301862 社会福祉法人愛生福祉会 ショートステイ事業所祝の郷 ショートステイジギョウショイワイノサト 7980078 愛媛県宇和島市祝森甲2407番地 介護予防短期入所生活介護 0895-27-1165 H26/05/20 指定 宇和島市

3870301888 合同会社　望 通所介護　なでしこ ツウショカイゴ　ナデシコ 7980025 愛媛県宇和島市伊吹町甲367番地1 地域密着型通所介護 0895-22-6602 H28/04/01 指定 宇和島市

3870301888 合同会社　望 通所介護　なでしこ ツウショカイゴ　ナデシコ 7980025 愛媛県宇和島市伊吹町甲367番地1 通所型サービス（独自） 0895-22-6602 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301896 合同会社　望 訪問介護　なでしこ ホウモンカイゴ　ナデシコ 7980025 愛媛県宇和島市伊吹町甲367番地1 訪問介護 0895-22-6602 H26/07/01 指定 宇和島市

3870301896 合同会社　望 訪問介護　なでしこ ホウモンカイゴ　ナデシコ 7980025 愛媛県宇和島市伊吹町甲367番地1 訪問型サービス（独自） 0895-22-6602 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301920 株式会社エンエンタープライズ デイサービス心音 デイサービスココネ 7980031 愛媛県宇和島市栄町港2丁目4番16号 通所介護 0895-28-6633 H26/11/01 指定 宇和島市

3870301920 株式会社エンエンタープライズ デイサービス心音 デイサービスココネ 7980031 愛媛県宇和島市栄町港2丁目4番16号 通所型サービス（独自） 0895-28-6633 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301920 株式会社エンエンタープライズ デイサービス心音 デイサービスココネ 7980031 愛媛県宇和島市栄町港2丁目4番16号 通所型サービス（独自／定率） 0895-28-6633 R01/08/01 指定 宇和島市

3870301938 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター北宇和島 ケアプラスデイサービスセンターキタウワジマ 7980023 愛媛県宇和島市伊吹町甲1226-1 通所介護 0895-24-3434 H27/01/01 指定 宇和島市

3870301938 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター北宇和島 ケアプラスデイサービスセンターキタウワジマ 7980023 愛媛県宇和島市伊吹町甲1226-1 通所型サービス（独自） 0895-24-3434 H30/04/01 指定 宇和島市
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3870301961 合同会社ひより デイサービスひより デイサービスヒヨリ 7980076 愛媛県宇和島市川内甲2530番地1 通所介護 0895-27-1866 H27/02/01 指定 宇和島市

3870301961 合同会社ひより デイサービスひより デイサービスヒヨリ 7980076 愛媛県宇和島市川内甲2530番地1 通所型サービス（独自） 0895-27-1866 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301961 合同会社ひより デイサービスひより デイサービスヒヨリ 7980076 愛媛県宇和島市川内甲2530番地1 通所型サービス（独自／定率） 0895-27-1866 H30/10/01 指定 宇和島市

3870301979 合同会社ひより 訪問介護ひより ホウモンカイゴヒヨリ 7980076 愛媛県宇和島市川内甲2530番地1 訪問介護 0895-27-1866 H27/02/01 指定 宇和島市

3870301979 合同会社ひより 訪問介護ひより ホウモンカイゴヒヨリ 7980076 愛媛県宇和島市川内甲2530番地1 訪問型サービス（独自） 0895-27-1866 H30/04/01 指定 宇和島市

3870301995 株式会社希望 デイサービス愛顔 デイサービスエガオ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲2016番地1 地域密着型通所介護 0895-27-4614 H28/04/01 指定 宇和島市

3870302001 株式会社あけぼの ほっとステーションきらり ホットステーションキラリ 7981116 愛媛県宇和島市三間町黒井地1594番地23 地域密着型通所介護 0895-58-1120 H28/04/01 指定 宇和島市

3870302001 株式会社あけぼの ほっとステーションきらり ホットステーションキラリ 7981116 愛媛県宇和島市三間町黒井地1594番地23 通所型サービス（独自） 0895-58-1120 H30/04/01 指定 宇和島市

3870302019 有限会社アポトライ ラポールえびすデイサービス ラポールエビスデイサービス 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 通所介護 0895-22-2722 H27/06/12 指定 宇和島市

3870302019 有限会社アポトライ ラポールえびすデイサービス ラポールエビスデイサービス 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 通所型サービス（独自） 0895-22-2722 H29/04/01 指定 宇和島市

3870302019 有限会社アポトライ ラポールえびすデイサービス ラポールエビスデイサービス 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町1丁目3番10号 通所型サービス（独自／定率） 0895-22-2722 H30/10/01 指定 宇和島市

3870302035 株式会社いしびき デイサービス　すぎなの里 デイサービス　スギナノサト 7980084 愛媛県宇和島市寄松字曽我甲1244番1 通所介護 0895-49-1876 H27/11/01 指定 宇和島市

3870302035 株式会社いしびき デイサービス　すぎなの里 デイサービス　スギナノサト 7980084 愛媛県宇和島市寄松字曽我甲1244番地1 通所型サービス（独自） 0895-49-1876 H29/04/01 指定 宇和島市

3870302035 株式会社いしびき デイサービス　すぎなの里 デイサービス　スギナノサト 7980084 愛媛県宇和島市寄松字曽我甲1244番地1 通所型サービス（独自／定率） 0895-49-1876 H30/10/01 指定 宇和島市

3870302043 株式会社アコンプリシー 居宅介護支援事業所　笑歩会　宇和島 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ショウホカイ　ウワジマ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲981番地1 居宅介護支援 0895-27-0552 H28/01/25 指定 宇和島市

3870302050 株式会社喜章 デイサービス喜来 デイサービスキキ 7980016 愛媛県宇和島市和霊中町二丁目3番8号 地域密着型通所介護 0895-65-9005 H28/04/01 指定 宇和島市

3870302050 株式会社喜章 デイサービス喜来 デイサービスキキ 7980016 愛媛県宇和島市和霊中町二丁目3番8号 通所型サービス（独自） 0895-65-9005 H29/04/01 指定 宇和島市

3870302068 株式会社アコンプリシー デイサービスセンター　笑歩会　丸之内 デイサービスセンター　ショウホカイ　マルノウチ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内五丁目5番15号 通所介護 0895-22-3060 H28/08/01 指定 宇和島市

3870302068 株式会社アコンプリシー デイサービスセンター　笑歩会　丸之内 デイサービスセンター　ショウホカイ　マルノウチ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内五丁目5番15号 通所型サービス（独自） 0895-22-3060 H29/04/01 指定 宇和島市

3870302068 株式会社アコンプリシー デイサービスセンター　笑歩会　丸之内 デイサービスセンター　ショウホカイ　マルノウチ 7980060 愛媛県宇和島市丸之内五丁目5番15号 通所型サービス（独自／定率） 0895-22-3060 H30/10/01 指定 宇和島市

3870302076 株式会社　ＹＡＳＵＲＡ 指定居宅介護支援事業所　ＹＡＳＵＲＡ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ヤスラ 7993741 愛媛県宇和島市吉田町白浦211番地1 居宅介護支援 0895-52-3651 H28/09/08 指定 宇和島市

3870302084 株式会社アコンプリシー ショートステイ　笑歩会　和霊 ショートステイ　ショウホカイ　ワレイ 7980016 愛媛県宇和島市和霊中町二丁目3番17号 短期入所生活介護 0895-22-2187 H29/02/21 指定 宇和島市

3870302084 株式会社アコンプリシー ショートステイ　笑歩会　和霊 ショートステイ　ショウホカイ　ワレイ 7980016 愛媛県宇和島市和霊中町二丁目3番17号 介護予防短期入所生活介護 0895-22-2187 H29/02/21 指定 宇和島市

3870302092 株式会社エフォート ヘルパーステーション　きずな ヘルパーステーション　キズナ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１５３５番地６０ 訪問介護 0895-20-1570 H29/04/01 指定 宇和島市

3870302092 株式会社エフォート ヘルパーステーション　きずな ヘルパーステーション　キズナ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲１５３５番地６０ 訪問型サービス（独自） 0895-20-1570 H29/05/01 指定 宇和島市

3870302100 株式会社ロビン デイスパ駒鳥 デイスパコマドリ 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲３６８番地１ 通所介護 0895-49-3113 H29/05/01 指定 宇和島市

3870302100 株式会社ロビン デイスパ駒鳥 デイスパコマドリ 7980084 愛媛県宇和島市寄松甲３６８番地１ 通所型サービス（独自） 0895-49-3113 H29/05/01 指定 宇和島市

3870302118 合同会社彩 指定居宅介護支援事業所　彩 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　イロドリ 7980082 愛媛県宇和島市長堀一丁目3番25号 居宅介護支援 0895-23-1694 H29/09/01 指定 宇和島市

3870302126 株式会社よしまる ヘルパーステーション　未来 ヘルパーステーション　ミライ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲14番地5 訪問介護 0895-49-5555 H29/11/01 指定 宇和島市

3870302126 株式会社よしまる ヘルパーステーション　未来 ヘルパーステーション　ミライ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路字東小路甲５７番 訪問型サービス（独自） 080-2988-7275 R01/08/01 指定 宇和島市

3870302142 株式会社　T＆A ケアプラン　ファースト ケアプラン　ファースト 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町４丁目１番２７号 居宅介護支援 0895-22-6040 H30/02/01 指定 宇和島市

3870302159 有限会社梶原建設 居宅介護支援事業所　ひまわり キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒマワリ 7980068 愛媛県宇和島市明倫町5丁目5番13号明倫ビル2階 居宅介護支援 0895-24-0240 H30/03/01 指定 宇和島市

3870302167 社会福祉法人  宇和島市民共済会 指定居宅介護支援事業所　もみの木 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　モミノキ 7981123 愛媛県宇和島市三間町大字元宗521番地１ 居宅介護支援 0895-58-2785 H30/03/31 指定 宇和島市

3870302175 株式会社　アクティブモア 愛ほっとリハビリステーションうわじま アイホットリハビリステーションウワジマ 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目１番１４号 通所介護 0895-28-6566 H30/03/07 指定 宇和島市

3870302175 株式会社　アクティブモア 愛ほっとリハビリステーションうわじま アイホットリハビリステーションウワジマ 7980035 愛媛県宇和島市新町１丁目１番１４号 通所型サービス（独自） 0895-28-6566 H30/03/07 指定 宇和島市

3870302183 株式会社愛ウェルネス デイサービス　愛ウェルネス丸穂 デイサービス　アイウェルネスマルオ 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町一丁目９番１０号 通所介護 0895-25-5138 H30/04/01 指定 宇和島市

3870302183 株式会社愛ウェルネス デイサービス　愛ウェルネス丸穂 デイサービス　アイウェルネスマルオ 7980037 愛媛県宇和島市丸穂町一丁目９番１０号 通所型サービス（独自） 0895-25-5138 H30/04/01 指定 宇和島市

3870302191 株式会社希望 デイサービス愛顔　宇和島 デイサービスエガオ　ウワジマ 7980044 愛媛県宇和島市野川甲１１７９番地７ 通所介護 0895-24-6866 H30/09/01 指定 宇和島市

3870302191 株式会社希望 デイサービス愛顔　宇和島 デイサービスエガオ　ウワジマ 7980044 愛媛県宇和島市野川甲１１７９番地７ 通所型サービス（独自） 0895-24-6866 H30/09/01 指定 宇和島市

3870302209 株式会社カンナ介護ステーション 株式会社カンナ介護ステーション カブシキガイシャカンナカイゴステーション 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目５－２０ 訪問介護 0895-24-0468 H31/01/01 指定 宇和島市

3870302209 株式会社カンナ介護ステーション 株式会社カンナ介護ステーション カブシキガイシャカンナカイゴステーション 7980081 愛媛県宇和島市中沢町一丁目５－２０ 訪問型サービス（独自） 0895-24-0468 H31/02/01 指定 宇和島市

3870302217 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターうわじま中央 ニチイケアセンターウワジマチュウオウ 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目７番３号 訪問介護 0895-22-3651 R01/09/24 指定 宇和島市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3870302217 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターうわじま中央 ニチイケアセンターウワジマチュウオウ 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町二丁目７番３号 訪問型サービス（独自） 0895-22-3651 R01/09/24 指定 宇和島市

3870302225 株式会社よしまる デイサービス　未来 デイサービス　ミライ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲14番地5 通所介護 0895-49-5555 R02/01/01 指定 宇和島市

3870302225 株式会社よしまる デイサービス　未来 デイサービス　ミライ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲14番地5 通所型サービス（独自） 0895-49-5555 R02/03/01 指定 宇和島市

3870302233 社会福祉法人  寿楽会 ショートステイ番城 ショートステイバンジョウ 7980085 愛媛県宇和島市宮下字御薮甲143番地5 短期入所生活介護 0895-65-9111 R02/11/01 指定 宇和島市

3870302233 社会福祉法人  寿楽会 ショートステイ番城 ショートステイバンジョウ 7980085 愛媛県宇和島市宮下字御薮甲143番地5 介護予防短期入所生活介護 0895-65-9111 R02/11/01 指定 宇和島市

3870302241 株式会社アコンプリシー ヘルパーステーション　笑歩会　保田 ヘルパーステーション　ショウホカイ　ヤスダ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲981番地1 訪問介護 0895-27-1017 R02/12/01 指定 宇和島市

3870302241 株式会社アコンプリシー ヘルパーステーション　笑歩会　保田 ヘルパーステーション　ショウホカイ　ヤスダ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲981番地1 訪問型サービス（独自） 0895-27-1017 R02/12/01 指定 宇和島市

3870302258 有限会社エンジェルハウス 訪問介護　雪わり草 ホウモンカイゴ　ユキワリソウ 7981103 愛媛県宇和島市三間町成家８４５番地 訪問介護 0895-49-5511 R03/02/01 指定 宇和島市

3870302266 有限会社エンジェルハウス ケアステーション　雪わり草 ケアステーション　ユキワリソウ 7981103 愛媛県宇和島市三間町成家８４５番地 居宅介護支援 0895-49-5511 R03/03/20 指定 宇和島市

3873900207 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設美沼荘 ロウジンタンキニュウショシセツミヌマソウ 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下１２９番地 短期入所生活介護 0895-58-2211 H12/03/17 指定 宇和島市

3873900207 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設美沼荘 ロウジンタンキニュウショシセツミヌマソウ 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下１２９番地 介護予防短期入所生活介護 0895-58-2211 H19/04/01 指定 宇和島市

3873900272 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム美沼荘 トクベツヨウゴロウジンホームミヌマソウ 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下１２９ 介護老人福祉施設 0895-58-2211 H12/04/01 指定 宇和島市

3873900298 社会福祉法人　雄美会 白浦茜荘 シロウラアカネソウ 7993741 愛媛県宇和島市吉田町白浦３－２ 介護老人福祉施設 0895-52-0203 H12/04/01 指定 宇和島市

3873900314 社会福祉法人　雄美会 デイサービスセンター白浦茜荘 デイサービスセンターシロウラアカネソウ 7993741 愛媛県宇和島市吉田町白浦３番地２ 通所介護 0895-52-0203 H12/04/18 指定 宇和島市

3873900314 社会福祉法人　雄美会 デイサービスセンター白浦茜荘 デイサービスセンターシロウラアカネソウ 7993741 愛媛県宇和島市吉田町白浦３番地２ 通所型サービス（独自） 0895-52-0203 H30/04/01 指定 宇和島市

3873900322 社会福祉法人　雄美会 指定短期入所生活介護事業所白浦茜荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショシロウラアカネソウ 7993741 愛媛県宇和島市吉田町白浦３番地２ 短期入所生活介護 0895-52-0203 H12/05/09 指定 宇和島市

3873900322 社会福祉法人　雄美会 指定短期入所生活介護事業所白浦茜荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショシロウラアカネソウ 7993741 愛媛県宇和島市吉田町白浦３番地２ 介護予防短期入所生活介護 0895-52-0203 H19/04/01 指定 宇和島市

3873900348 社会福祉法人  吾子苑 サンランド サンランド 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲727番地1 介護老人福祉施設 0895-20-2711 H12/06/30 指定 宇和島市

3873900355 社会福祉法人  吾子苑 指定居宅介護支援事業所サンランド シテイキョタクカイゴシエンジギョウショサンランド 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻７２７－１ 居宅介護支援 0895-20-2711 H12/07/10 指定 宇和島市

3873900462 社会福祉法人  吾子苑 短期入所施設サンランド タンキニュウショシセツサンランド 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲727番地1 短期入所生活介護 0895-20-2711 H15/03/27 指定 宇和島市

3873900462 社会福祉法人  吾子苑 短期入所施設サンランド タンキニュウショシセツサンランド 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲727番地1 介護予防短期入所生活介護 0895-20-2711 H19/04/01 指定 宇和島市

3873900496 有限会社介護センター津島 介護センター津島指定居宅介護支援事業所 カイゴセンターツシマシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7983362 愛媛県宇和島市津島町北灘乙２０４１番地 居宅介護支援 0895-32-4359 H15/11/07 指定 宇和島市

3873900546 医療法人　雄友会 居宅介護支援事業所いわむら キョタクカイゴシエンジギョウショイワムラ 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚２０番地３ 居宅介護支援 0895-52-3111 H16/06/22 指定 宇和島市

3873900587 特定非営利活動法人　花園 デイサービス　蓮家 デイサービス　レンゲ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙70番地 通所介護 0895-32-5085 H16/07/30 指定 宇和島市

3873900587 特定非営利活動法人　花園 デイサービス　蓮家 デイサービス　レンゲ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙70番地 通所型サービス（独自） 0895-32-5085 R02/02/01 指定 宇和島市

3873900587 特定非営利活動法人　花園 デイサービス　蓮家 デイサービス　レンゲ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙70番地 通所型サービス（独自／定率） 0895-32-5085 R02/02/01 指定 宇和島市

3873900595 有限会社ケアステーションますほ ケアステーションますほ指定居宅介護支援事業所 ケアステーションマスホシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲２９２０－１ 居宅介護支援 0895-20-8110 H16/07/30 指定 宇和島市

3873900603 有限会社ケアステーションますほ ケアステーションますほ指定訪問介護事業所 ケアステーションマスホシテイホウモンカイゴジギョウショ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲２９２０番地１ 訪問介護 0895-20-8110 H16/07/30 指定 宇和島市

3873900603 有限会社ケアステーションますほ ケアステーションますほ指定訪問介護事業所 ケアステーションマスホシテイホウモンカイゴジギョウショ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田甲２８９４番地 訪問型サービス（独自） 0895-20-8110 H30/04/01 指定 宇和島市

3873900660 医療法人　口羽外科胃腸科医院 口羽指定居宅介護支援事業所 クチバシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7983302 愛媛県宇和島市津島町高田丙５４７－１ 居宅介護支援 0895-32-5023 H17/04/11 指定 宇和島市

3873900694 医療法人　雄友会 グループホームよしの里 グループホームヨシノサト 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚20番地5 認知症対応型共同生活介護 0895-52-3511 H18/04/01 指定 宇和島市

3873900694 医療法人　雄友会 グループホームよしの里 グループホームヨシノサト 7993704 愛媛県宇和島市吉田町魚棚20番地5 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-52-3511 H18/04/01 指定 宇和島市

3873900702 有限会社別当 グループホームコスモス グループホームコスモス 7981143 愛媛県宇和島市三間町黒川385-1 認知症対応型共同生活介護 0895-20-7211 H18/04/01 指定 宇和島市

3873900702 有限会社別当 グループホームコスモス グループホームコスモス 7981143 愛媛県宇和島市三間町黒川385-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-20-7211 H18/04/01 指定 宇和島市

3873900710 社会福祉法人  吾子苑 サンランド訪問介護事業所 サンランドホウモンカイゴジギョウショ 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲７２７番地１ 訪問介護 0895-20-2711 H17/05/30 指定 宇和島市

3873900710 社会福祉法人  吾子苑 サンランド訪問介護事業所 サンランドホウモンカイゴジギョウショ 7993710 愛媛県宇和島市吉田町立間尻甲７２７番地１ 訪問型サービス（独自） 0895-20-2711 H30/04/01 指定 宇和島市

3873900728 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム湯乃香荘 トクベツヨウゴロウジンホームユノカソウ 7983312 愛媛県宇和島市津島町山財5861番地 介護老人福祉施設 0895-32-1611 H17/06/01 指定 宇和島市

3873900736 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設湯乃香荘 ロウジンタンキニュウショシセツユノカソウ 7983312 愛媛県宇和島市津島町山財5861番地 短期入所生活介護 0895-32-1611 H17/06/01 指定 宇和島市

3873900736 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設湯乃香荘 ロウジンタンキニュウショシセツユノカソウ 7983312 愛媛県宇和島市津島町山財5861番地 介護予防短期入所生活介護 0895-32-1611 H18/04/01 指定 宇和島市

3873900819 社会福祉法人　雄美会 指定居宅介護支援事業所あかね シテイキョタクカイゴシエンジギョウショアカネ 7993741 愛媛県宇和島市吉田町白浦３番地２ 居宅介護支援 0895-52-0203 H20/05/12 指定 宇和島市

3880300011 有限会社訪問介護事業所とじま 訪問介護かしま ホウモンカイゴカシマ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９７３番地 訪問介護 0895-64-0376 H16/10/01 指定 宇和島市

3880300011 有限会社訪問介護事業所とじま 訪問介護かしま ホウモンカイゴカシマ 7980212 愛媛県宇和島市戸島３９７３番地 訪問型サービス（独自） 0895-64-0376 H29/04/01 指定 宇和島市
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3890300035 社会福祉法人　正和会 社会福祉法人　正和会　グループホームやすらぎ シャカイフクシホウジン　ショウワカイ　グループホームヤスラギ 7980098 愛媛県宇和島市蛤９５番地３ 認知症対応型共同生活介護 0895-22-6655 H19/09/01 指定 宇和島市

3890300035 社会福祉法人　正和会 社会福祉法人　正和会　グループホームやすらぎ シャカイフクシホウジン　ショウワカイ　グループホームヤスラギ 7980098 愛媛県宇和島市蛤９５番地３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-22-6655 H19/09/01 指定 宇和島市

3890300068 有限会社　ケアサポートさくら グループホーム　あかり グループホーム　アカリ 7980038 愛媛県宇和島市丸穂甲９３７番地１５ 認知症対応型共同生活介護 0895-20-1255 H22/04/01 指定 宇和島市

3890300068 有限会社　ケアサポートさくら グループホーム　あかり グループホーム　アカリ 7980038 愛媛県宇和島市丸穂甲９３７番地１５ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-20-1255 H22/04/01 指定 宇和島市

3890300076 株式会社　穂波 グループホーム　柿の里 グループホーム　カキノサト 7980027 愛媛県宇和島市柿原甲１３８番地１ 認知症対応型共同生活介護 0895-23-5858 H22/04/01 指定 宇和島市

3890300076 株式会社　穂波 グループホーム　柿の里 グループホーム　カキノサト 7980027 愛媛県宇和島市柿原甲１３８番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-23-5858 H22/04/01 指定 宇和島市

3890300092 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会小規模多機能ホーム　だんだんの里 コウエキザイダンホウジンショウコウカイショウキボタキノウホーム　ダンダンノサト 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７４６番地 小規模多機能型居宅介護 0895-58-1230 H23/03/01 指定 宇和島市

3890300092 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会小規模多機能ホーム　だんだんの里 コウエキザイダンホウジンショウコウカイショウキボタキノウホーム　ダンダンノサト 7981112 愛媛県宇和島市三間町宮野下７４６番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 0895-58-1230 H23/03/01 指定 宇和島市

3890300100 社会福祉法人  寿楽会 小規模多機能いづみ ショウキボタキノウイヅミ 7980026 愛媛県宇和島市泉町１丁目１番４０号 小規模多機能型居宅介護 0895-23-1030 H23/04/01 指定 宇和島市

3890300100 社会福祉法人  寿楽会 小規模多機能いづみ ショウキボタキノウイヅミ 7980026 愛媛県宇和島市泉町１丁目１番４０号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0895-23-1030 H23/04/01 指定 宇和島市

3890300118 社会福祉法人  寿楽会 小規模特養いづみ　 ショウキボトクヨウイヅミ　 7980026 愛媛県宇和島市泉町１丁目１番４０号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0895-23-1030 H23/04/01 指定 宇和島市

3890300126 有限会社ケアサポートさくら グループホームしおり グループホームシオリ 7980038 愛媛県宇和島市丸穂甲937番地15 認知症対応型共同生活介護 0895-28-6627 H25/04/01 指定 宇和島市

3890300126 有限会社ケアサポートさくら グループホームしおり グループホームシオリ 7980038 愛媛県宇和島市丸穂甲937番地15 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-28-6627 H25/04/01 指定 宇和島市

3890300134 有限会社　別当 デイサービス　コスモス デイサービス　コスモス 7981143 愛媛県宇和島市三間町黒川385番地1 認知症対応型通所介護 0895-20-7211 H26/03/01 休止 宇和島市

3890300134 有限会社　別当 デイサービス　コスモス デイサービス　コスモス 7981143 愛媛県宇和島市三間町黒川385番地1 介護予防認知症対応型通所介護 0895-20-7211 H26/03/01 休止 宇和島市

3890300142 医療法人三寿会 グループホーム岩松 グループホームイワマツ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松823番地 認知症対応型共同生活介護 0895-32-2616 H27/01/01 指定 宇和島市

3890300142 医療法人三寿会 グループホーム岩松 グループホームイワマツ 7983301 愛媛県宇和島市津島町岩松823番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-32-2616 H27/01/01 指定 宇和島市

3890300159 有限会社アポトライ ラポール２４訪問介護看護センター ラポール２４ホウモンカイゴカンゴセンター 7980032 愛媛県宇和島市恵美須町１丁目４番２３号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0895-20-0194 H29/04/01 指定 宇和島市

3890300167 株式会社　サンプロジェクト 元気成分 ゲンキセイブン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町1丁目1番47号 地域密着型通所介護 0895-23-2567 H29/05/08 休止 宇和島市

3890300175 株式会社LiNf リハプライド　つしま リハプライド　ツシマ 7983323 愛媛県宇和島市津島町上畑地甲527番地1 地域密着型通所介護 0895-49-2846 H29/10/01 指定 宇和島市

3890300183 株式会社　よしまる 小規模多機能ホーム　未来 ショウキボタキノウホーム　ミライ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲57 小規模多機能型居宅介護 0895-49-1235 H30/09/13 指定 宇和島市

3890300183 株式会社　よしまる 小規模多機能ホーム　未来 ショウキボタキノウホーム　ミライ 7993703 愛媛県宇和島市吉田町東小路甲57 介護予防小規模多機能型居宅介護 0895-49-1235 H30/09/13 指定 宇和島市

3890300191 有限会社　ケアサポートゆずりは グループホーム薬師谷マナー グループホームヤクシダニマナー 7980076 愛媛県宇和島市川内甲2101番地 認知症対応型共同生活介護 0895-20-3835 H30/10/01 指定 宇和島市

3890300191 有限会社　ケアサポートゆずりは グループホーム薬師谷マナー グループホームヤクシダニマナー 7980076 愛媛県宇和島市川内甲2101番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-20-3835 H30/10/01 指定 宇和島市

3890300209 有限会社　ひだまりの会 有限会社ひだまりの会　地域密着型通所介護事業所ながぼり ユウゲンガイシャビマリノカイ　チイキミッチャクガタツウショカイゴジギョウショナガボリ 7980082 愛媛県宇和島市長堀3丁目8番6号 地域密着型通所介護 0895-23-3128 H31/04/01 指定 宇和島市

3890300217 有限会社介護サービス菜の花 有限会社介護サービス菜の花　デイサービスあんず ユウゲンガイシャカイゴサービスナノハナ　デイサービスアンズ 7980077 愛媛県宇和島市保田甲1916番地1 地域密着型通所介護 0895-27-3310 R02/01/01 指定 宇和島市

3890300225 株式会社エフォート 看護小規模多機能ホームきずな カンゴショウキボタキノウホームキズナ 7980085 愛媛県宇和島市宮下甲1535-60 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 0895-20-1570 R02/03/01 指定 宇和島市

3890300233 社会福祉法人寿楽会 特別養護老人ホーム番城 トクベツヨウゴロウジンホームバンジョウ 7980085 愛媛県宇和島市宮下字御薮甲143番地5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0895-65-9111 R02/04/01 指定 宇和島市

3890300241 有限会社　アポトライ グループホームラポール グループホームラポール 7980027 愛媛県宇和島市柿原甲1350番地1 認知症対応型共同生活介護 0895-49-3682 R02/04/01 指定 宇和島市

3890300241 有限会社　アポトライ グループホームラポール グループホームラポール 7980027 愛媛県宇和島市柿原甲1350番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-49-3682 R02/04/01 指定 宇和島市

38A0300016 株式会社　サンプロジェクト 元気成分 ゲンキセイブン 7980081 愛媛県宇和島市中沢町１丁目１番４７号 通所型サービス（独自） 0895-23-2567 H29/05/08 休止 宇和島市

38A0300024 株式会社LiNf リハプライド　つしま リハプライド　ツシマ 7983323 愛媛県宇和島市津島町上畑地甲527番地1 通所型サービス（独自） 0895-49-2846 H29/10/01 指定 宇和島市

3800400016 八幡浜市 八幡浜市地域包括支援センター ヤワタハマシチイキホウカツシエンセンター 7960021 八幡浜市松柏乙１１０１番地 介護予防支援 0894-24-3918 H18/04/01 指定 八幡浜市

3800400016 八幡浜市 八幡浜市地域包括支援センター ヤワタハマシチイキホウカツシエンセンター 7960021 八幡浜市松柏乙１１０１番地 介護予防ケアマネジメント 0894-24-3918 H27/04/01 指定 八幡浜市

3810410039 医療法人青峰会 医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院 イリョウホウジンセイホウカイマアジロクジラリハビリテーションビョウイン 7968053 愛媛県八幡浜市真網代２２９－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410039 医療法人青峰会 医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院 イリョウホウジンセイホウカイマアジロクジラリハビリテーションビョウイン 7968053 愛媛県八幡浜市真網代２２９番地５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410039 医療法人青峰会 医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院 イリョウホウジンセイホウカイマアジロクジラリハビリテーションビョウイン 7968053 愛媛県八幡浜市真網代２２９－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410039 医療法人青峰会 医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院 イリョウホウジンセイホウカイマアジロクジラリハビリテーションビョウイン 7968053 愛媛県八幡浜市真網代２２９－５ 介護予防訪問看護 0894-28-1123 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410039 医療法人青峰会 医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院 イリョウホウジンセイホウカイマアジロクジラリハビリテーションビョウイン 7968053 愛媛県八幡浜市真網代２２９番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-28-1123 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410039 医療法人青峰会 医療法人青峰会真網代くじらリハビリテーション病院 イリョウホウジンセイホウカイマアジロクジラリハビリテーションビョウイン 7968053 愛媛県八幡浜市真網代２２９－５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-28-1123 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市
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3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 通所リハビリテーション 0894-22-4567 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 介護予防訪問看護 0894-22-4567 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-4567 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-4567 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410062 ＊ 谷池内科・胃腸科 タニイケナイカ・イチョウカ 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０番地の２０ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-4567 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 訪問看護 0894-23-0011 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 訪問リハビリテーション 0894-23-0011 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 居宅療養管理指導 0894-23-0011 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 通所リハビリテーション 0894-23-0011 H26/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 介護予防訪問看護 0894-23-0011 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-23-0011 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-23-0011 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410096 医療法人青峰会 チヨダクリニック チヨダクリニック 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２２ 介護予防通所リハビリテーション 0894-23-0011 H24/04/01 指定 八幡浜市

3810410104 医療法人  大志会 矢野脳神経外科医院 ヤノノウシンケイゲカイイン 7968003 愛媛県八幡浜市古町１－６－１２ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410104 医療法人  大志会 矢野脳神経外科医院 ヤノノウシンケイゲカイイン 7968003 愛媛県八幡浜市古町１－６－１２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410104 医療法人  大志会 矢野脳神経外科医院 ヤノノウシンケイゲカイイン 7968003 愛媛県八幡浜市古町１－６－１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810410104 医療法人  大志会 矢野脳神経外科医院 ヤノノウシンケイゲカイイン 7968003 愛媛県八幡浜市古町１－６－１２ 介護予防訪問看護 0894-23-0210 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410104 医療法人  大志会 矢野脳神経外科医院 ヤノノウシンケイゲカイイン 7968003 愛媛県八幡浜市古町１－６－１２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-23-0210 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410104 医療法人  大志会 矢野脳神経外科医院 ヤノノウシンケイゲカイイン 7968003 愛媛県八幡浜市古町１－６－１２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-23-0210 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 訪問看護 H14/06/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 訪問リハビリテーション H14/06/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 通所リハビリテーション 0894-24-5116 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410120 医療法人　不老 川上診療所 カワカミシンリョウショ 7968050 愛媛県八幡浜市川上町川名津甲325-6 介護予防通所リハビリテーション 0894-24-5116 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 訪問看護 0894-28-0024 H14/06/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 訪問リハビリテーション 0894-28-0024 H14/06/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 居宅療養管理指導 0894-28-0024 H14/06/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 通所リハビリテーション 0894-28-0024 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 介護予防訪問看護 0894-28-0024 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-28-0024 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-28-0024 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410138 医療法人　不老 穴井診療所 アナイシンリョウジョ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井3番耕地401番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-28-0024 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 訪問看護 0894-29-1771 H16/12/01 指定 八幡浜市

3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 訪問リハビリテーション 0894-29-1771 H16/12/01 指定 八幡浜市

3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 居宅療養管理指導 0894-29-1771 H16/12/01 指定 八幡浜市

3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 通所リハビリテーション 0894-29-1771 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 介護予防訪問看護 0894-29-1771 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 介護予防訪問リハビリテーション 0894-29-1771 H18/04/01 指定 八幡浜市
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3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-1771 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410179 医療法人　加藤内科 医療法人　加藤内科 イリョウホウジン　カトウナイカ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6番28号 介護予防通所リハビリテーション 0894-29-1771 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 訪問看護 0894-22-3211 H17/03/28 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 訪問リハビリテーション 0894-22-3211 H17/03/28 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 居宅療養管理指導 0894-22-3211 H17/03/28 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 通所リハビリテーション 0894-22-3211 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 介護予防訪問看護 0894-22-3211 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-3211 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-3211 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410187 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-3211 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 訪問看護 0894-28-0941 H17/03/28 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 訪問リハビリテーション 0894-28-0941 H17/03/28 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 居宅療養管理指導 0894-28-0941 H17/03/28 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 通所リハビリテーション 0894-28-0941 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 介護予防訪問看護 0894-28-0941 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-28-0941 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-28-0941 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810410195 八幡浜市 八幡浜市大島診療所 ヤワタハマシオオシマシンリョウジョ 7968060 愛媛県八幡浜市大島字本ウラ2番耕地101番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-28-0941 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 訪問看護 0894-24-0999 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 訪問リハビリテーション 0894-24-0999 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 居宅療養管理指導 0894-24-0999 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 通所リハビリテーション 0894-24-0999 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 介護予防訪問看護 0894-24-0999 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-24-0999 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-0999 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410229 医療法人　こくぶ内科クリニック こくぶ内科クリニック コクブナイカクリニック 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙999番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-24-0999 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 訪問看護 0894-36-1717 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 訪問リハビリテーション 0894-36-1717 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 居宅療養管理指導 0894-36-1717 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 通所リハビリテーション 0894-36-1717 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 介護予防訪問看護 0894-36-1717 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-36-1717 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-1717 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410237 医療法人　なかの泌尿器科 なかの泌尿器科 ナカノヒツニョウキカ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地240番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-36-1717 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 訪問看護 0894-36-0896 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 訪問リハビリテーション 0894-36-0896 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 居宅療養管理指導 0894-36-0896 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 通所リハビリテーション 0894-36-0896 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 介護予防訪問看護 0894-36-0896 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-36-0896 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-0896 H19/05/01 指定 八幡浜市

3810410245 医療法人　二宮医院 医療法人　二宮医院 イリョウホウジン　ニノミヤイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地92番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-36-0896 H21/04/01 指定 八幡浜市
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3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 訪問看護 0894-26-0099 H19/10/01 指定 八幡浜市

3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 訪問リハビリテーション 0894-26-0099 H19/10/01 指定 八幡浜市

3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 居宅療養管理指導 0894-26-0099 H19/10/01 指定 八幡浜市

3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 通所リハビリテーション 0894-26-0099 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 介護予防訪問看護 0894-26-0099 H19/10/01 指定 八幡浜市

3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-26-0099 H19/10/01 指定 八幡浜市

3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-26-0099 H19/10/01 指定 八幡浜市

3810410252 * 清水医院 シミズイイン 7960170 愛媛県八幡浜市日土町1番耕地256番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-26-0099 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 訪問看護 0894-24-0810 H20/01/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 訪問リハビリテーション 0894-24-0810 H20/01/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 居宅療養管理指導 0894-24-0810 H20/01/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 通所リハビリテーション 0894-24-0810 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 介護予防訪問看護 0894-24-0810 H20/01/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 介護予防訪問リハビリテーション 0894-24-0810 H20/01/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-0810 H20/01/01 指定 八幡浜市

3810410260 * たかはし医院 タカハシイイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山2番耕地8番地2 介護予防通所リハビリテーション 0894-24-0810 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 訪問看護 0894-20-0600 H20/05/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 訪問リハビリテーション 0894-20-0600 H20/05/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 居宅療養管理指導 0894-20-0600 H20/05/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 通所リハビリテーション 0894-20-0600 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 介護予防訪問看護 0894-20-0600 H20/05/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 介護予防訪問リハビリテーション 0894-20-0600 H20/05/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-0600 H20/05/01 指定 八幡浜市

3810410278 医療法人　にしわき眼科クリニック にしわき眼科クリニック ニシワキガンカクリニック 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目4番5号 介護予防通所リハビリテーション 0894-20-0600 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 訪問看護 0894-20-8200 H20/08/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 訪問リハビリテーション 0894-20-8200 H20/08/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 居宅療養管理指導 0894-20-8200 H20/08/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 通所リハビリテーション 0894-20-8200 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 介護予防訪問看護 0894-20-8200 H20/08/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 介護予防訪問リハビリテーション 0894-20-8200 H20/08/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-8200 H20/08/01 指定 八幡浜市

3810410286 * 柳田脳神経外科 ヤナギダノウシンケイゲカ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7番10号 介護予防通所リハビリテーション 0894-20-8200 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 訪問看護 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 訪問リハビリテーション 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 居宅療養管理指導 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 通所リハビリテーション 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 介護予防訪問看護 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 介護予防訪問リハビリテーション 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 介護予防居宅療養管理指導 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410310 医療法人　不老 真網代診療所 マアジロシンリョウショ 7968053 愛媛県八幡浜市真網代丙２４７番１０ 介護予防通所リハビリテーション 0894280024 H21/11/01 指定 八幡浜市

3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 訪問看護 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市

3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 訪問リハビリテーション 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市
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3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 居宅療養管理指導 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市

3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 通所リハビリテーション 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市

3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 介護予防訪問看護 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市

3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市

3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市

3810410328 医療法人　よりみつ眼科 よりみつ眼科 ヨリミツガンカ 7960088 愛媛県八幡浜市１１２７番地３ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-1576 H21/12/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 訪問看護 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 訪問リハビリテーション 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 居宅療養管理指導 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 通所リハビリテーション 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 介護予防訪問看護 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 介護予防訪問リハビリテーション 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410344 医療法人　にしむら整形外科 にしむら整形外科 ニシムラセイケイゲカ 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地139 介護予防通所リハビリテーション 0894-35-7111 H22/08/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 訪問看護 0894-220163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 訪問リハビリテーション 0894-22-0163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 居宅療養管理指導 0894-22-0163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 通所リハビリテーション 0894-22-0163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 介護予防訪問看護 0894-22-0163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-0163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410351 医療法人  福寿会 宇都宮病院 ウツノミヤビョウイン 7960047 愛媛県八幡浜市１５３６番地１１８ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-0163 H22/11/01 指定 八幡浜市

3810410369 * 旭町内科クリニック アサヒマチナイカクリニック 7960086 愛媛県八幡浜市旭町３丁目１５１０番地７３ 居宅療養管理指導 0894-29-1222 H23/01/01 指定 八幡浜市

3810410369 * 旭町内科クリニック アサヒマチナイカクリニック 7960086 愛媛県八幡浜市旭町３丁目１５１０番地７３ 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-1222 H23/01/01 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 訪問看護 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 訪問リハビリテーション 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 居宅療養管理指導 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 通所リハビリテーション 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 介護予防訪問看護 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410377 医療法人　ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ひらやま内科・呼吸器内科クリニック ヒラヤマナイカ・コキュウキナイカクリニック 7960088 愛媛県八幡浜市１０２６番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-20-8080 H23/01/04 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 訪問看護 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 訪問リハビリテーション 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 居宅療養管理指導 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 通所リハビリテーション 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 介護予防訪問看護 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410385 ＊ 浅田内科医院 アサダナイカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市３８９番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-0353 H24/04/02 指定 八幡浜市

3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 訪問看護 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市

3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 訪問リハビリテーション 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市
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3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 居宅療養管理指導 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市

3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 通所リハビリテーション 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市

3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 介護予防訪問看護 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市

3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市

3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市

3810410393 一般社団法人　八幡浜医師会 八幡浜医師会立双岩病院 ヤワタハマイシカイリツフタイワビョウイン 7968035 愛媛県八幡浜市若山４番耕地１６０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-4355 H24/07/16 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 訪問看護 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 訪問リハビリテーション 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 居宅療養管理指導 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 通所リハビリテーション 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 介護予防訪問看護 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410401 ＊ 鎌田内科消化器科クリニック カマタナイカショウカキカクリニック 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町三丁目１５２６番地８０ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-0518 H24/10/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬病院 ミセビョウイン 7960000 愛媛県八幡浜市１１８２番地１ 訪問看護 H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬病院 ミセビョウイン 7960000 愛媛県八幡浜市１１８２番地１ 訪問リハビリテーション H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬病院 ミセビョウイン 7960000 愛媛県八幡浜市１１８２番地１ 居宅療養管理指導 H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬医院 ミセインイイン 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通１１８２番地１ 通所リハビリテーション 0894-22-3511 H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬医院 ミセインイイン 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通１１８２番地１ 介護予防訪問看護 0894-22-3511 H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬医院 ミセインイイン 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通１１８２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-3511 H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬医院 ミセインイイン 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通１１８２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-3511 H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410419 * 三瀬医院 ミセインイイン 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通１１８２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-3511 H29/06/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 訪問看護 999-999-9999 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 通所リハビリテーション 0894-22-2309 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 介護予防訪問看護 999-999-9999 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 999-999-9999 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810410427 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじらクリニック イリョウホウジンセイホウカイクジラクリニック 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-2309 H30/11/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 通所リハビリテーション 0894-22-1117 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 介護予防訪問看護 0894-22-1117 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-1117 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-1117 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810420780 ＊ 中野医院 ナカノイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１－３６－２ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-1117 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 通所リハビリテーション 0894-27-0880 H21/04/01 指定 八幡浜市
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3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 介護予防訪問看護 0894-27-0880 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-27-0880 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-27-0880 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810420806 ＊ 宝道医院 タカラミチイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１４５５ 介護予防通所リハビリテーション 0894-27-0880 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 通所リハビリテーション 0894-24-3003 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 介護予防訪問看護 0894-24-3003 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-24-3003 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-3003 H18/04/01 指定 八幡浜市

3810428080 医療法人社団  小泉産婦人科医院 医療法人社団小泉産婦人科医院 イリョウホウジンシャダンコイズミサンフジンカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙７８０ 介護予防通所リハビリテーション 0894-24-3003 H21/04/01 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960088 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 訪問看護 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960088 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 訪問リハビリテーション 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960088 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 居宅療養管理指導 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960088 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 通所リハビリテーション 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960088 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 介護予防訪問看護 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960088 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960000 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3810428155 医療法人  広仁会 医療法人広仁会広瀬病院 イリョウホウジンコウジンカイヒロセビョウイン 7960088 愛媛県八幡浜市１２８０－９ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-2600 H22/02/05 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 通所リハビリテーション 0894-36-1515 H21/04/01 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 介護予防訪問看護 0894-36-1515 H18/04/01 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-36-1515 H18/04/01 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-1515 H18/04/01 指定 八幡浜市

3813710013 ＊ 喜須来診療所 キスギシンリョウショ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川５８－１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-36-1515 H21/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 通所リハビリテーション 0894-36-0224 H21/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 介護予防訪問看護 0894-36-0224 H18/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-36-0224 H18/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-0224 H18/04/01 指定 八幡浜市

3813710047 ＊ 永松内科医院 ナガマツナイカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１番耕地２６０番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0894-36-0224 H21/04/01 指定 八幡浜市

3830430371 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7960026 愛媛県八幡浜市矢野町４２５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830430371 ＊ 中野歯科医院 ナカノシカイイン 7960026 愛媛県八幡浜市矢野町４２５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-1191 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430405 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイン 7960000 愛媛県八幡浜市浜市下松影１１１２－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830430405 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイン 7960000 愛媛県八幡浜市浜市下松影１１１２－４ 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-5188 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430413 ＊ 勝村歯科医院 カツムラシカイイン 7968020 愛媛県八幡浜市郷西明寺４－３５８－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830430413 ＊ 勝村歯科医院 カツムラシカイイン 7968020 愛媛県八幡浜市郷西明寺４－３５８－３ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-1248 H18/04/01 指定 八幡浜市
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3830430421 ＊ 平井歯科医院 ヒライシカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙１０３６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830430421 ＊ 平井歯科医院 ヒライシカイイン 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙１０３６ 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-5858 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430470 ＊ 瀬尾歯科医院 セオシカイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１３５２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830430470 ＊ 瀬尾歯科医院 セオシカイイン 7960000 愛媛県八幡浜市１３５２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-4680 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430488 ＊ 宮部歯科医院 ミヤベシカイイン 7960000 愛媛県八幡浜市４３５－１７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830430488 ＊ 宮部歯科医院 ミヤベシカイイン 7960000 愛媛県八幡浜市４３５－１７ 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-2315 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430512 ＊ つかさ歯科医院 ツカサシカイイン 7960076 愛媛県八幡浜市千代田町１４５８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830430512 ＊ つかさ歯科医院 ツカサシカイイン 7960076 愛媛県八幡浜市千代田町１４５８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-2466 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430520 高岡　元文 高岡歯科医院 タカオカシカイイン 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町3-1526-5 居宅療養管理指導 H14/05/09 指定 八幡浜市

3830430520 高岡　元文 高岡歯科医院 タカオカシカイイン 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町3-1526-5 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0368 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430538 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 訪問看護 0894-22-3211 H17/03/28 指定 八幡浜市

3830430538 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 訪問リハビリテーション 0894-22-3211 H17/03/28 指定 八幡浜市

3830430538 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 居宅療養管理指導 0894-22-3211 H17/03/28 指定 八幡浜市

3830430538 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 介護予防訪問看護 0894-22-3211 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430538 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-3211 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430538 八幡浜市 市立八幡浜総合病院 シリツヤワタハマソウゴウビョウイン 7968502 愛媛県八幡浜市大平１－６３８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-3211 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県西宇和郡保内町宮内一番耕地２７３番地１ 訪問看護 0894-36-1133 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県西宇和郡保内町宮内一番耕地２７３番地１ 訪問リハビリテーション 0894-36-1133 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地２７３番地１ 居宅療養管理指導 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地２７３番地１ 通所リハビリテーション 0894-36-1133 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地２７３番地１ 介護予防訪問看護 0894-36-1133 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地２７３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-36-1133 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地２７３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-1133 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430546 ＊ 福田歯科医院 フクダシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地２７３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-36-1133 H22/01/12 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 訪問看護 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 訪問リハビリテーション 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 居宅療養管理指導 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 通所リハビリテーション 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 介護予防訪問看護 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430553 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－２ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-0156 H24/11/01 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 訪問看護 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 訪問リハビリテーション 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 居宅療養管理指導 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 通所リハビリテーション 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 介護予防訪問看護 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430579 ＊ 新谷歯科医院 シンタニシカイイン 7960088 愛媛県八幡浜市１５６９番地１１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-2197 H28/09/12 指定 八幡浜市

3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 訪問看護 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市

3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 訪問リハビリテーション 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市
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3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 居宅療養管理指導 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市

3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 通所リハビリテーション 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市

3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 介護予防訪問看護 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市

3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 介護予防訪問リハビリテーション 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市

3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 介護予防居宅療養管理指導 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市

3830430587 ＊ ことり歯科クリニック コトリシカクリニック 7990113 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地113 介護予防通所リハビリテーション 0896-22-3356 R01/11/07 指定 八幡浜市

3830438036 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじら病院 イリョウホウジンセイホウカイクジラビョウイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830438036 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじら病院 イリョウホウジンセイホウカイクジラビョウイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3830438036 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじら病院 イリョウホウジンセイホウカイクジラビョウイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830438036 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじら病院 イリョウホウジンセイホウカイクジラビョウイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 介護予防訪問看護 0894-22-2309 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830438036 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじら病院 イリョウホウジンセイホウカイクジラビョウイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-22-2309 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830438036 医療法人青峰会 医療法人青峰会くじら病院 イリョウホウジンセイホウカイクジラビョウイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-2309 H18/04/01 指定 八幡浜市

3830438044 ＊ 王子の森歯科医院 オウジノモリシカイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3830438044 ＊ 王子の森歯科医院 オウジノモリシカイイン 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-3122 H18/04/01 指定 八幡浜市

3833730371 ＊ 布井歯科医院 ヌノイシカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石３－４５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3833730371 ＊ 布井歯科医院 ヌノイシカイイン 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石３－４５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-0702 H18/04/01 指定 八幡浜市

3833730454 ＊ うつのみや歯科医院 ウツノミヤシカイイン 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川１１８－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 八幡浜市

3833730454 ＊ うつのみや歯科医院 ウツノミヤシカイイン 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川１１８－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 八幡浜市

3833730454 ＊ うつのみや歯科医院 ウツノミヤシカイイン 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川１１８－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3833730454 ＊ うつのみや歯科医院 ウツノミヤシカイイン 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川１１８－２ 介護予防訪問看護 0894-36-0438 H18/04/01 指定 八幡浜市

3833730454 ＊ うつのみや歯科医院 ウツノミヤシカイイン 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川１１８－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-36-0438 H18/04/01 指定 八幡浜市

3833730454 ＊ うつのみや歯科医院 ウツノミヤシカイイン 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川１１８－２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-0438 H18/04/01 指定 八幡浜市

3833730496 河野　章司 ショージ歯科医院 ショージシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１－３０６ 居宅療養管理指導 H16/04/01 指定 八幡浜市

3833730496 河野　章司 ショージ歯科医院 ショージシカイイン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地２８８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-36-2338 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440246 ＊ カメオカ薬局 カメオカヤッキョク 7960000 愛媛県八幡浜市２４９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3840440246 ＊ カメオカ薬局 カメオカヤッキョク 7960000 愛媛県八幡浜市２４９－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0972 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440253 ＊ わたなべ薬局 ワタナベヤッキョク 7960000 愛媛県八幡浜市１１６３ー１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3840440253 ＊ わたなべ薬局 ワタナベヤッキョク 7960000 愛媛県八幡浜市１１６３ー１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0341 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440261 ＊ 池田薬局 イケダヤッキョク 7960000 愛媛県八幡浜市２５８－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 八幡浜市

3840440261 ＊ 池田薬局 イケダヤッキョク 7960000 愛媛県八幡浜市２５８－２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-0431 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440311 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　八幡浜店 ソウゴウヤッキョク　ヤワタハマテン 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地644番地 居宅療養管理指導 0894-24-2611 H15/03/01 指定 八幡浜市

3840440311 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　八幡浜店 ソウゴウヤッキョク　ヤワタハマテン 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地644番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-2611 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440337 有限会社　薬寿 薬寿マリン薬局 ヤクジュマリンヤッキョク 7960003 愛媛県八幡浜市大平1-774-5 居宅療養管理指導 0894-29-1108 H15/04/01 指定 八幡浜市

3840440337 有限会社　薬寿 薬寿マリン薬局 ヤクジュマリンヤッキョク 7960003 愛媛県八幡浜市大平1-774-5 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440345 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　港町店 ソウゴウヤッキョク　ミナトマチテン 7960072 愛媛県八幡浜市港町416－1 居宅療養管理指導 0894-22-3431 H15/09/01 指定 八幡浜市

3840440345 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　港町店 ソウゴウヤッキョク　ミナトマチテン 7960072 愛媛県八幡浜市港町416－1 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-3431 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440352 有限会社まつもと調剤薬局 有限会社まつもと調剤薬局 ユウゲンガイシャマツモトチョウザイヤッキョク 7960003 愛媛県八幡浜市大平1-774-6 居宅療養管理指導 0894-24-6426 H16/11/08 指定 八幡浜市

3840440352 有限会社まつもと調剤薬局 有限会社まつもと調剤薬局 ユウゲンガイシャマツモトチョウザイヤッキョク 7960003 愛媛県八幡浜市大平1-774-6 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-6426 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440378 有限会社しみず調剤薬局 グリーン薬局 グリーンヤッキョク 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地1055 居宅療養管理指導 0894-24-7411 H17/09/01 指定 八幡浜市

3840440378 有限会社しみず調剤薬局 グリーン薬局 グリーンヤッキョク 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地1055 介護予防居宅療養管理指導 0894-24-7411 H18/04/01 指定 八幡浜市

3840440386 有限会社　せいどう ソフィー薬局 ソフィーヤッキョク 7960075 愛媛県八幡浜市384番地 居宅療養管理指導 0894-29-1630 H17/10/01 指定 八幡浜市

3840440386 有限会社　せいどう ソフィー薬局 ソフィーヤッキョク 7960075 愛媛県八幡浜市384番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-1630 H18/04/01 指定 八幡浜市
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3840440394 有限会社薬寿 かもめ調剤薬局 カモメチョウザイヤッキョク 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地164 居宅療養管理指導 0894-35-4193 H18/10/01 指定 八幡浜市

3840440394 有限会社薬寿 かもめ調剤薬局 カモメチョウザイヤッキョク 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地164 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-4193 H18/10/01 指定 八幡浜市

3840440410 * 八幡浜中央薬局 ヤワタハマチュウオウヤッキョク 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目870番地3 居宅療養管理指導 0894-20-9397 H20/05/01 指定 八幡浜市

3840440410 * 八幡浜中央薬局 ヤワタハマチュウオウヤッキョク 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目870番地3 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-9397 H20/05/01 指定 八幡浜市

3840440428 よつばメディカルサービス株式会社 よつば薬局　駅前西通店 ヨツバヤッキョク　エキマエニシドオリテン 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7-15 居宅療養管理指導 0894-20-8388 H20/08/01 指定 八幡浜市

3840440428 よつばメディカルサービス株式会社 よつば薬局　駅前西通店 ヨツバヤッキョク　エキマエニシドオリテン 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目7-15 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-8388 H20/08/01 指定 八幡浜市

3840440444 有限会社　薬寿 ひのき調剤薬局 ヒノキチョウザイヤッキョク 7960021 愛媛県八幡浜市桧谷１０２８－１ 居宅療養管理指導 0894-35-6628 H21/07/01 指定 八幡浜市

3840440444 有限会社　薬寿 ひのき調剤薬局 ヒノキチョウザイヤッキョク 7960021 愛媛県八幡浜市桧谷１０２８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-6628 H21/07/01 指定 八幡浜市

3840440451 有限会社　渚薬局 なぎさ薬局 ナギサヤッキョク 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6-27 居宅療養管理指導 0894-35-7777 H21/08/01 指定 八幡浜市

3840440451 有限会社　渚薬局 なぎさ薬局 ナギサヤッキョク 7968004 愛媛県八幡浜市産業通6-27 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-7777 H21/08/01 指定 八幡浜市

3840440469 株式会社　なの花西日本 さかろく調剤薬局 サカロクチョウザイヤッキョク 7960001 愛媛県八幡浜市向灘字高城229-40 居宅療養管理指導 H21/09/01 指定 八幡浜市

3840440469 株式会社　なの花西日本 さかろく調剤薬局 サカロクチョウザイヤッキョク 7960001 愛媛県八幡浜市向灘字高城229-40 介護予防居宅療養管理指導 H21/09/01 指定 八幡浜市

3840440477 株式会社　Ｙ’ｓコーポレーション アイビー薬局　八幡浜店 アイビーヤッキョク　ヤワタハマテン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目７－１４ 居宅療養管理指導 0894-29-1827 H21/12/01 指定 八幡浜市

3840440477 株式会社　Ｙ’ｓコーポレーション アイビー薬局　八幡浜店 アイビーヤッキョク　ヤワタハマテン 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１丁目７－１４ 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-1827 H21/12/01 指定 八幡浜市

3840440485 有限会社　せいどう いろは薬局　大黒町店 イロハヤッキョク　ダイコクマチテン 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町1526-4 居宅療養管理指導 0894-35-6667 H22/05/01 指定 八幡浜市

3840440485 有限会社　せいどう いろは薬局　大黒町店 イロハヤッキョク　ダイコクマチテン 7960083 愛媛県八幡浜市大黒町1526-4 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-6667 H22/05/01 指定 八幡浜市

3840440501 総合メディカル　株式会社 そうごう薬局　千代田町店 ソウゴウヤッキョク　チヨダマチテン 7960000 愛媛県八幡浜市1455-23 居宅療養管理指導 0894-20-0331 H23/03/01 指定 八幡浜市

3840440501 総合メディカル　株式会社 そうごう薬局　千代田町店 ソウゴウヤッキョク　チヨダマチテン 7960000 愛媛県八幡浜市1455-23 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-0331 H23/03/01 指定 八幡浜市

3840440519 愛ファーマシー株式会社 双岩薬局 フタイワヤッキョク 7968035 愛媛県八幡浜市若山４－２０５－１ 居宅療養管理指導 0894-20-0220 H24/10/01 指定 八幡浜市

3840440519 愛ファーマシー株式会社 双岩薬局 フタイワヤッキョク 7968035 愛媛県八幡浜市若山４－２０５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-0220 H24/10/01 指定 八幡浜市

3840440527 四国ビジネスサポート株式会社 八幡浜中央薬局 ヤワタハマチュウオウヤッキョク 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目８７０番地３ 居宅療養管理指導 0894-20-9397 H25/02/01 指定 八幡浜市

3840440527 四国ビジネスサポート株式会社 八幡浜中央薬局 ヤワタハマチュウオウヤッキョク 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目８７０番地３ 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-9397 H25/02/01 指定 八幡浜市

3840440535 株式会社　Ｙ’ｓコーポレーション アイビー薬局穴井店 アイビーヤッキョクアナイテン 7968054 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地４０６番地５ 居宅療養管理指導 0894-21-1378 H25/04/01 指定 八幡浜市

3840440535 株式会社　Ｙ’ｓコーポレーション アイビー薬局穴井店 アイビーヤッキョクアナイテン 7968054 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地４０６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-21-1378 H25/04/01 指定 八幡浜市

3840440550 よつばメディカルサービス　株式会社 しらはま薬局 シラハマヤッキョク 7960047 愛媛県八幡浜市白浜１５３６番地２２０ 居宅療養管理指導 0894-35-7031 H26/04/01 指定 八幡浜市

3840440550 よつばメディカルサービス　株式会社 しらはま薬局 シラハマヤッキョク 7960047 愛媛県八幡浜市白浜１５３６番地２２０ 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-7031 H26/04/01 指定 八幡浜市

3840440568 株式会社池田や　代表取締役　池田　博行 快青薬局 カイセイヤッキョク 7960088 愛媛県八幡浜市1228番地 居宅療養管理指導 0894-22-4200 H27/08/01 指定 八幡浜市

3840440568 株式会社池田や　代表取締役　池田　博行 快青薬局 カイセイヤッキョク 7960088 愛媛県八幡浜市1228番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-22-4200 H27/08/01 指定 八幡浜市

3840440576 ＊ 木屋薬局 キヤヤッキョク 7960083 愛媛県八幡浜市1526番地 居宅療養管理指導 H28/08/01 指定 八幡浜市

3840440576 ＊ 木屋薬局 キヤヤッキョク 7960083 愛媛県八幡浜市1526番地 介護予防居宅療養管理指導 H28/08/01 指定 八幡浜市

3840440584 株式会社池田や かみやま薬局 カミヤマヤッキョク 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1-55-1 居宅療養管理指導 0894-20-8228 R01/10/01 指定 八幡浜市

3840440584 株式会社池田や かみやま薬局 カミヤマヤッキョク 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1-55-1 介護予防居宅療養管理指導 0894-20-8228 R01/10/01 指定 八幡浜市

3840440592 株式会社池田や かざなみ薬局 カザナミヤッキョク 7960086 愛媛県八幡浜市旭町3丁目1510番地73 居宅療養管理指導 0894-35-9610 R02/07/01 指定 八幡浜市

3840440592 株式会社池田や かざなみ薬局 カザナミヤッキョク 7960086 愛媛県八幡浜市旭町3丁目1510番地73 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-9610 R02/07/01 指定 八幡浜市

3840440600 株式会社アポリード 薬寿マリン薬局 ヤクジュマリンヤッキョク 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地774番地5 居宅療養管理指導 0894-29-1108 R03/04/01 指定 八幡浜市

3840440600 株式会社アポリード 薬寿マリン薬局 ヤクジュマリンヤッキョク 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地774番地5 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-1108 R03/04/01 指定 八幡浜市

3840440618 株式会社アポリード かもめ調剤薬局 カモメチョウザイヤッキョク 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地164 居宅療養管理指導 0894-35-7300 R03/04/01 指定 八幡浜市

3840440618 株式会社アポリード かもめ調剤薬局 カモメチョウザイヤッキョク 7960037 愛媛県八幡浜市昭和通1510番地164 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-7300 R03/04/01 指定 八幡浜市

3840440626 株式会社アポリード ひのき調剤薬局 ヒノキチョウザイヤッキョク 7960021 愛媛県八幡浜市桧谷1028-1 居宅療養管理指導 0894-35-6628 R03/04/01 指定 八幡浜市

3840440626 株式会社アポリード ひのき調剤薬局 ヒノキチョウザイヤッキョク 7960021 愛媛県八幡浜市桧谷1028-1 介護予防居宅療養管理指導 0894-35-6628 R03/04/01 指定 八幡浜市

3840440634 株式会社アポリード 薬寿調剤薬局 ヤクジュチョウザイヤッキョク 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石1番耕地42番１ 居宅療養管理指導 0894-29-4128 R03/04/01 指定 八幡浜市

3840440634 株式会社アポリード 薬寿調剤薬局 ヤクジュチョウザイヤッキョク 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石1番耕地42番１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-4128 R03/04/01 指定 八幡浜市
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3843740113 有限会社　薬寿 薬寿調剤薬局 ヤクジュチョウザイヤッキョク 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－４２－１ 居宅療養管理指導 0894-29-4128 H13/01/01 指定 八幡浜市

3843740113 有限会社　薬寿 薬寿調剤薬局 ヤクジュチョウザイヤッキョク 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石１－４２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-4128 H18/04/01 指定 八幡浜市

3857780385 社会福祉法人  ことぶき会 老人保健施設青葉荘 ロウジンホケンシセツアオバソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４ 通所リハビリテーション 0894-22-5855 H12/04/01 指定 八幡浜市

3857780385 社会福祉法人  ことぶき会 老人保健施設青葉荘 ロウジンホケンシセツアオバソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４ 短期入所療養介護 0894-22-5855 H12/04/01 指定 八幡浜市

3857780385 社会福祉法人  ことぶき会 介護老人保健施設青葉荘 カイゴロウジンホケンシセツアオバソヴ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４ 介護老人保健施設 0894-22-5855 H12/04/01 指定 八幡浜市

3857780385 社会福祉法人  ことぶき会 老人保健施設青葉荘 ロウジンホケンシセツアオバソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４ 介護予防通所リハビリテーション 0894-22-5855 H18/04/01 指定 八幡浜市

3857780385 社会福祉法人  ことぶき会 老人保健施設青葉荘 ロウジンホケンシセツアオバソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１４ 介護予防短期入所療養介護 0894-22-5855 H18/04/01 指定 八幡浜市

3857780567 社会福祉法人　白寿会 介護老人保健施設西安 カイゴロウジンホケンシセツセイアン 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２ 通所リハビリテーション 0894-29-1000 H13/12/10 指定 八幡浜市

3857780567 社会福祉法人　白寿会 介護老人保健施設西安 カイゴロウジンホケンシセツセイアン 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２ 短期入所療養介護 0894-29-1000 H13/12/10 指定 八幡浜市

3857780567 社会福祉法人　白寿会 介護老人保健施設西安 カイゴロウジンホケンシセツセイアン 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２ 介護老人保健施設 0894-29-1000 H13/12/10 指定 八幡浜市

3857780567 社会福祉法人　白寿会 介護老人保健施設西安 カイゴロウジンホケンシセツセイアン 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0894-29-1000 H18/04/01 指定 八幡浜市

3857780567 社会福祉法人　白寿会 介護老人保健施設西安 カイゴロウジンホケンシセツセイアン 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２ 介護予防短期入所療養介護 0894-29-1000 H18/04/01 指定 八幡浜市

3860490527 一般社団法人  八幡浜医師会 八幡浜医師会訪問看護ステーション ヤワタハマイシカイホウモンカンゴステーション 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目７番１７号 訪問看護 0894-24-7707 H12/04/01 指定 八幡浜市

3860490527 一般社団法人  八幡浜医師会 八幡浜医師会訪問看護ステーション ヤワタハマイシカイホウモンカンゴステーション 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目７番１７号 介護予防訪問看護 0894-24-7707 H18/04/01 指定 八幡浜市

3860491350 合同会社ＳｅｔｓｕｋＯ 訪問看護ステーションＳｅｔｓｕｋＯ ホウモンカンゴステーションセツコ 7960021 愛媛県八幡浜市桧谷１００８番地 訪問看護 0894-35-6877 H24/06/01 指定 八幡浜市

3860491350 合同会社ＳｅｔｓｕｋＯ 訪問看護ステーションＳｅｔｓｕｋＯ ホウモンカンゴステーションセツコ 7960021 愛媛県八幡浜市桧谷１００８番地 介護予防訪問看護 0894-35-6877 H24/06/01 指定 八幡浜市

3860491822 森岡　明 旭町内科クリニック アサヒマチナイカクリニック 7960087 愛媛県八幡浜市沖新田1510-73 訪問看護 0894-29-1222 H27/10/01 指定 八幡浜市

3860491822 森岡　明 旭町内科クリニック アサヒマチナイカクリニック 7960087 愛媛県八幡浜市沖新田1510-73 介護予防訪問看護 0894-29-1222 H27/10/01 指定 八幡浜市

3860492184 医療法人大志会 よつば訪問看護ステーション ヨツバホウモンカンゴステーション 7968003 愛媛県八幡浜市古町一丁目６番１２号 訪問看護 0894-35-6101 H30/10/01 指定 八幡浜市

3860492184 医療法人大志会 よつば訪問看護ステーション ヨツバホウモンカンゴステーション 7968003 愛媛県八幡浜市古町一丁目６番１２号 介護予防訪問看護 0894-35-6101 H30/10/01 指定 八幡浜市

3860492549 合同会社訪問看護ステーションいまいスマイル 合同会社訪問看護ステーションいまいスマイル ゴウドウガイシャホウモンカンゴステーションイマイスマイル 7968007 愛媛県八幡浜市八代６８番地１ 訪問看護 0894-35-9090 R03/02/01 指定 八幡浜市

3860492549 合同会社訪問看護ステーションいまいスマイル 合同会社訪問看護ステーションいまいスマイル ゴウドウガイシャホウモンカンゴステーションイマイスマイル 7968007 愛媛県八幡浜市八代６８番地１ 介護予防訪問看護 0894-35-9090 R03/02/01 指定 八幡浜市

3860492580 セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーション八幡浜 セントケアホウモンカンゴステーションヤワタハマ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目８番５号マルマビル１階 訪問看護 0894-20-8010 R03/04/01 指定 八幡浜市

3860492580 セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーション八幡浜 セントケアホウモンカンゴステーションヤワタハマ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目８番５号マルマビル１階 介護予防訪問看護 0894-20-8010 R03/04/01 指定 八幡浜市

3861091860 株式会社Ｌⅰｅｎ ぐんちゅう絆訪問看護ステーション グンチュウキズナホウモンカンゴステーション 7960026 愛媛県八幡浜市1211番地1 訪問看護 0894-35-6118 H28/03/01 指定 八幡浜市

3861091860 株式会社Ｌⅰｅｎ ぐんちゅう絆訪問看護ステーション グンチュウキズナホウモンカンゴステーション 7960026 愛媛県八幡浜市1211番地1 介護予防訪問看護 0894-35-6118 H28/03/01 指定 八幡浜市

3870400037 医療法人青峰会 ウェル五反田居宅介護支援事業所 ウェルゴタンダキョタクカイゴシエンジギョウショ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０６番地 居宅介護支援 0894-23-1611 H11/10/25 指定 八幡浜市

3870400045 社会福祉法人  ことぶき会 居宅介護支援事業ことぶき荘 キョタクカイゴシエンジギョウコトブキソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１８ 居宅介護支援 0894-24-6655 H11/10/27 指定 八幡浜市

3870400102 一般社団法人  八幡浜医師会 八幡浜医師会居宅介護支援事業所 ヤワタハマイシカイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7968002 愛媛県八幡浜市広瀬１－７－１７ 居宅介護支援 0894-24-7707 H12/02/07 指定 八幡浜市

3870400110 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ八幡浜三泰商事株式会社 カイゴシエンショップヤワタハマサンタイショウジカブシキガイシャ 7960071 愛媛県八幡浜市新町２７６番地１ 福祉用具貸与 0894-24-5652 H12/02/14 指定 八幡浜市

3870400110 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ八幡浜三泰商事株式会社 カイゴシエンショップヤワタハマサンタイショウジカブシキガイシャ 7960071 愛媛県八幡浜市新町２７６番地１ 特定福祉用具販売 0894-24-5652 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400110 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ八幡浜三泰商事株式会社 カイゴシエンショップヤワタハマサンタイショウジカブシキガイシャ 7960071 愛媛県八幡浜市新町２７６番地１ 介護予防福祉用具貸与 0894-24-5652 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400110 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ八幡浜三泰商事株式会社 カイゴシエンショップヤワタハマサンタイショウジカブシキガイシャ 7960071 愛媛県八幡浜市新町２７６番地１ 特定介護予防福祉用具販売 0894-24-5652 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400185 社会福祉法人  ことぶき会 ショートステイことぶき荘 ショートステイコトブキソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９－１８ 短期入所生活介護 0894-24-6655 H12/03/17 指定 八幡浜市

3870400185 社会福祉法人  ことぶき会 ショートステイことぶき荘 ショートステイコトブキソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９－１８ 介護予防短期入所生活介護 0894-24-6655 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400193 社会福祉法人  ことぶき会 デイサービスセンターことぶき荘 デイサービスセンターコトブキソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１８ 通所介護 0894-24-6655 H12/03/17 指定 八幡浜市

3870400193 社会福祉法人  ことぶき会 デイサービスセンターことぶき荘 デイサービスセンターコトブキソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１８ 通所型サービス（独自） 0894-24-6655 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400219 社会福祉法人  ことぶき会 ことぶき荘 コトブキソウ 7960001 愛媛県八幡浜市向灘２２９番地１８ 介護老人福祉施設 0894-24-6655 H12/04/01 指定 八幡浜市

3870400227 医療法人青峰会 グループホーム夏みかん グループホームナツミカン 7968007 愛媛県八幡浜市八代45番地 認知症対応型共同生活介護 0894-24-3334 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400227 医療法人青峰会 グループホーム夏みかん グループホームナツミカン 7968007 愛媛県八幡浜市八代45番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-24-3334 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400268 社会福祉法人　白寿会 居宅介護支援事業所西安 キョタクカイゴシエンジギョウショセイアン 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地２ 居宅介護支援 0894-29-1700 H13/09/21 指定 八幡浜市

3870400342 合資会社　明希訪問介護センター 合資会社　明希訪問介護センター ゴウシガイシャ　ハルキホウモンカイゴセンター 7960010 愛媛県八幡浜市松柏折口丁３８８番６ 訪問介護 0894-29-1810 H14/09/25 指定 八幡浜市
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3870400342 合資会社　明希訪問介護センター 合資会社　明希訪問介護センター ゴウシガイシャ　ハルキホウモンカイゴセンター 7960010 愛媛県八幡浜市松柏折口丁３８８番６ 訪問型サービス（独自） 0894-29-1810 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400359 新愛商事株式会社 ウェルフェア五反田 ウェルフェアゴタンダ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地106番地 特定施設入居者生活介護 0894-23-1704 H15/08/11 指定 八幡浜市

3870400359 新愛商事株式会社 ウェルフェア五反田 ウェルフェアゴタンダ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地106番地 介護予防特定施設入居者生活介護 0894-23-1704 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400383 テルウェル西日本株式会社 テルウェル西日本株式会社グループホームサルビア テルウェルニシニッポンカブシキガイシャグループホームサルビア 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡1丁目2番9号 認知症対応型共同生活介護 0894-24-1611 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400383 テルウェル西日本株式会社 テルウェル西日本株式会社グループホームサルビア テルウェルニシニッポンカブシキガイシャグループホームサルビア 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡1丁目2番9号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-24-1611 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400417 医療法人青峰会 アクティブライフ松柏 アクティブライフマツカヤ 7960010 愛媛県八幡浜市松柏甲728-1 認知症対応型共同生活介護 0894-22-2330 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400417 医療法人青峰会 アクティブライフ松柏 アクティブライフマツカヤ 7960010 愛媛県八幡浜市松柏甲728-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-22-2330 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400425 有限会社ファミリエ グループホーム橙園 グループホームトウエン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地583番地1 認知症対応型共同生活介護 0894-36-3722 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400425 有限会社ファミリエ グループホーム橙園 グループホームトウエン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地583番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-36-3722 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400466 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 社協　ヘルパーステーション　八幡浜 シャキョウ　ヘルパーステーション　ヤワタハマ 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地124番地1保内保健福祉センター１階 訪問介護 0894-36-0262 H17/03/28 指定 八幡浜市

3870400466 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 社協　ヘルパーステーション　八幡浜 シャキョウ　ヘルパーステーション　ヤワタハマ 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙１１０１番地 訪問型サービス（独自） 0894-23-1616 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400490 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会　指定居宅介護支援事業所 シャカイフクシホウジン　ヤワタハマシシャカイフクシキョウギカイ　シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7960010 愛媛県八幡浜市松柏乙1101番地 居宅介護支援 0894-23-1616 H17/03/28 指定 八幡浜市

3870400508 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 保内町デイサービスセンター ホナイチョウデイサービスセンター 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地１２４番地１保内保健福祉センター１階 通所介護 0894-36-0262 H17/03/28 指定 八幡浜市

3870400508 社会福祉法人　八幡浜市社会福祉協議会 保内町デイサービスセンター ホナイチョウデイサービスセンター 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地１２４番地１保内保健福祉センター１階 通所型サービス（独自） 0894-36-0262 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400540 株式会社ベルワイド おるde新町　介護付有料老人ホーム オルデシンマチ　カイゴツキユウリョウロウジンホーム 7960071 愛媛県八幡浜市新町272番1 特定施設入居者生活介護 0894-22-0222 H17/12/01 指定 八幡浜市

3870400540 株式会社ベルワイド おるde新町　介護付有料老人ホーム オルデシンマチ　カイゴツキユウリョウロウジンホーム 7960071 愛媛県八幡浜市新町272番1 介護予防特定施設入居者生活介護 0894-22-0222 H18/04/01 指定 八幡浜市

3870400557 株式会社ベルワイド おるde新町デイサービスセンター オルデシンマチデイサービスセンター 7960069 愛媛県八幡浜市下道1420 通所介護 0894-22-1080 H17/12/05 指定 八幡浜市

3870400557 株式会社ベルワイド おるde新町デイサービスセンター オルデシンマチデイサービスセンター 7960069 愛媛県八幡浜市下道1420 通所型サービス（独自） 0894-22-1080 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400599 有限会社タカハシ 有限会社タカハシ指定訪問介護ステーションももたろう ユウゲンガイシャタカハシシテイホウモンカイゴステーションモモタロウ 7960087 愛媛県八幡浜市1510-53 訪問介護 0894-24-7638 H18/02/02 指定 八幡浜市

3870400599 有限会社タカハシ 有限会社タカハシ指定訪問介護ステーションももたろう ユウゲンガイシャタカハシシテイホウモンカイゴステーションモモタロウ 7960087 愛媛県八幡浜市1510-53 訪問型サービス（独自） 0894-24-7638 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400607 株式会社ベルワイド おるｄｅ新町居宅介護支援事業所 オルデシンマチキョタクカイゴシエンジギョウショ 7960069 愛媛県八幡浜市下道1420 居宅介護支援 0894-22-0053 H18/11/01 指定 八幡浜市

3870400649 株式会社ベルワイド おるｄｅ新町ヘルパーステーション オルデシンマチヘルパーステーション 7960069 愛媛県八幡浜市下道１４２０ 訪問介護 0894-22-0244 H19/08/10 指定 八幡浜市

3870400649 株式会社ベルワイド おるｄｅ新町ヘルパーステーション オルデシンマチヘルパーステーション 7960069 愛媛県八幡浜市下道１４２０ 訪問型サービス（独自） 0894-22-0244 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400664 有限会社めぐみ デイサービスセンター日土のめぐみ デイサービスセンター　ヒヅチノメグミ 7960170 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地２番４１ 地域密着型通所介護 0894-29-6005 H28/04/01 指定 八幡浜市

3870400664 有限会社めぐみ デイサービスセンター日土のめぐみ デイサービスセンター　ヒヅチノメグミ 7960170 愛媛県八幡浜市日土町２番耕地２番４１ 通所型サービス（独自） 0894-29-6005 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400706 株式会社時の計画 居宅介護支援あったかいご キョタクカイゴシエン　アッタカイゴ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通353番1　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽあったかいご二番館 居宅介護支援 0894-24-7447 H21/07/01 指定 八幡浜市

3870400722 株式会社時の計画 デイサービスあったかいご デイサービスアッタカイゴ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通３５３番１ 地域密着型通所介護 0894-24-7447 H28/04/01 指定 八幡浜市

3870400722 株式会社時の計画 デイサービスあったかいご デイサービスアッタカイゴ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通３５３番１ 通所型サービス（独自） 0894-24-7447 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400748 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八幡浜 ニチイケアセンターヤワタハマ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通４番１８号 訪問介護 0894-29-1781 H22/05/12 指定 八幡浜市

3870400748 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八幡浜 ニチイケアセンターヤワタハマ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通４番１８号 訪問型サービス（独自） 0894-29-1781 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400755 株式会社オレンジハート デイサービスオレンジハート デイサービスオレンジハート 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地１００番地１ 地域密着型通所介護 0894-37-2686 H28/04/01 指定 八幡浜市

3870400755 株式会社オレンジハート デイサービスオレンジハート デイサービスオレンジハート 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地100番地1 通所型サービス（独自） 0894-37-2686 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400763 株式会社時の計画 デイサービスあったかいご二番館 デイサービスアッタカイゴニバンカン 7968004 愛媛県八幡浜市産業通３５３番１ 地域密着型通所介護 0894-24-7447 H28/04/01 指定 八幡浜市

3870400763 株式会社時の計画 デイサービスあったかいご二番館 デイサービスアッタカイゴニバンカン 7968004 愛媛県八幡浜市産業通３５３番１ 通所型サービス（独自） 0894-24-7447 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400789 セントケア四国株式会社 セントケア八幡浜 セントケアヤワタハマ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目８番５号マルマビル１階 訪問介護 0894-29-1596 H23/10/01 指定 八幡浜市

3870400789 セントケア四国株式会社 セントケア八幡浜 セントケアヤワタハマ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目８番５号マルマビル１階 訪問入浴介護 0894-29-1596 H24/11/01 指定 八幡浜市

3870400789 セントケア四国株式会社 セントケア八幡浜 セントケアヤワタハマ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡一丁目８番５号マルマビル１階 介護予防訪問入浴介護 0894-29-1596 H24/11/01 指定 八幡浜市

3870400797 セントケア四国株式会社 セントケア八幡浜 セントケアヤワタハマ 7960031 愛媛県八幡浜市江戸岡１丁目８番５号マルマビル１階 居宅介護支援 0894-29-1596 H23/10/01 指定 八幡浜市

3870400813 社会福祉法人　弘正会 ショートステイ　コンフォート神山 ショートステイ　コンフォートカミヤマ 7968010 八幡浜市五反田１番耕地７６番地３ 短期入所生活介護 0894-24-0601 H24/05/01 指定 八幡浜市

3870400813 社会福祉法人　弘正会 ショートステイ　コンフォート神山 ショートステイ　コンフォートカミヤマ 7968010 八幡浜市五反田１番耕地７６番地３ 介護予防短期入所生活介護 0894-24-0601 H24/05/01 指定 八幡浜市

3870400821 医療法人  大志会 居宅支援センター矢野脳外科 キョタクシエンセンターヤノノウゲカ 7968003 愛媛県八幡浜市古町一丁目６番１２号 居宅介護支援 0894-23-0210 H24/10/01 指定 八幡浜市

3870400854 有限会社アサノ設備 有限会社アサノ設備ケアサポートがいな ユウゲンカイシャアサノセツビケアサポートガイナ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川2503番地8 福祉用具貸与 0894-21-6852 H25/07/01 指定 八幡浜市
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3870400854 有限会社アサノ設備 有限会社アサノ設備ケアサポートがいな ユウゲンカイシャアサノセツビケアサポートガイナ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川2503番地8 特定福祉用具販売 0894-21-6852 H25/07/01 指定 八幡浜市

3870400854 有限会社アサノ設備 有限会社アサノ設備ケアサポートがいな ユウゲンカイシャアサノセツビケアサポートガイナ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川2503番地8 介護予防福祉用具貸与 0894-21-6852 H25/07/01 指定 八幡浜市

3870400854 有限会社アサノ設備 有限会社アサノ設備ケアサポートがいな ユウゲンカイシャアサノセツビケアサポートガイナ 7960112 愛媛県八幡浜市保内町須川2503番地8 特定介護予防福祉用具販売 0894-21-6852 H25/07/01 指定 八幡浜市

3870400862 居宅介護支援事業所藤原合同会社 居宅介護支援事業所藤原合同会社 キョタクカイゴシエンジギョウショフジワラゴウドウガイシャ 7960088 愛媛県八幡浜市1536番地13 居宅介護支援 0894-23-0316 H25/12/01 指定 八幡浜市

3870400870 アトムタクシー株式会社 ヘルパーステーションアトム ヘルパーステーションアトム 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地５号 訪問介護 0894-29-1322 H26/01/01 指定 八幡浜市

3870400870 アトムタクシー株式会社 ヘルパーステーションアトム ヘルパーステーションアトム 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地５号 訪問型サービス（独自） 0894-29-1322 H30/04/01 指定 八幡浜市

3870400870 アトムタクシー株式会社 ヘルパーステーションアトム ヘルパーステーションアトム 7960003 愛媛県八幡浜市大平１番耕地８７０番地５号 訪問型サービス（独自／定率） 0894-29-1322 H29/04/01 指定 八幡浜市

3870400888 株式会社ベルワイド おるｄｅ新町　短期入所生活介護事業所 オルデシンマチ　タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ 7960071 八幡浜市字新町２７２番地１ 短期入所生活介護 0894-22-0222 H26/04/01 指定 八幡浜市

3870400888 株式会社ベルワイド おるｄｅ新町　短期入所生活介護事業所 オルデシンマチ　タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ 7960071 八幡浜市字新町２７２番地１ 介護予防短期入所生活介護 0894-22-0222 H26/04/01 指定 八幡浜市

3870400904 たけし株式会社 たけしケアプランセンター タケシケアプランセンター 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地779番地5 居宅介護支援 0894-24-6032 H27/03/01 指定 八幡浜市

3870400912 株式会社明幸商事 居宅介護支援事業所きずな湯島 キョタクカイゴシエンジギョウショキズナユトウ 7960088 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地506番地1 居宅介護支援 0894-21-1674 H27/03/25 指定 八幡浜市

3870400920 たけし株式会社 デイサービスようなるデイ デイサービスヨウナルデイ 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地779番地5 地域密着型通所介護 0894-20-9333 H28/04/01 指定 八幡浜市

3870400920 たけし株式会社 デイサービスようなるデイ デイサービスヨウナルデイ 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地779番地5 通所型サービス（独自） 0894-20-9333 H28/02/01 指定 八幡浜市

3870400938 株式会社Well　Studio デイサービスセンターWell　Studio笑 デイサービスセンターウェルスタジオワラ 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内2番耕地78番地1 地域密着型通所介護 0894-36-2889 H28/04/01 指定 八幡浜市

3870400938 株式会社Well　Studio デイサービスセンターWell　Studio笑 デイサービスセンターウェルスタジオワラ 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内2番耕地78番地1 通所型サービス（独自） 0894-36-2889 H28/02/01 指定 八幡浜市

3870400946 株式会社明幸商事 訪問介護きずな湯島 ホウモンカイゴキズナユトウ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地506番地1 訪問介護 0894-21-1674 H27/07/01 指定 八幡浜市

3870400946 株式会社明幸商事 訪問介護きずな湯島 ホウモンカイゴキズナユトウ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地506番地1 訪問型サービス（独自） 0894-21-1674 H28/02/01 指定 八幡浜市

3870400953 株式会社明幸商事 デイサービスきずな湯島 デイサービスキズナユトウ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地506番地1 通所介護 0894-21-1674 H27/07/01 指定 八幡浜市

3870400953 株式会社明幸商事 デイサービスきずな湯島 デイサービスキズナユトウ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地506番地1 通所型サービス（独自） 0894-21-1674 H28/02/01 指定 八幡浜市

3870400961 有限会社タカハシ デイサービスセンターももたろう デイサービスセンターモモタロウ 7960087 愛媛県八幡浜市1510番地53 地域密着型通所介護 0894-35-6030 H28/04/01 指定 八幡浜市

3870400961 有限会社タカハシ デイサービスセンターももたろう デイサービスセンターモモタロウ 7960087 愛媛県八幡浜市1510番地53 通所型サービス（独自） 0894-35-6030 H28/02/01 指定 八幡浜市

3870400979 合同会社こもれび社会福祉士事務所 こもれび社会福祉士事務所 コモレビシャカイフクシシジムショ 7960003 愛媛県八幡浜市大平1番耕地794番地7 居宅介護支援 0894-21-2251 H29/04/01 指定 八幡浜市

3870400987 株式会社　Lien リアン居宅介護支援事業所 リアンキョタクカイゴシエンジギョウショ 7960026 愛媛県八幡浜市1211番地1 居宅介護支援 0894-35-6118 H29/04/01 指定 八幡浜市

3870400995 社会福祉法人弘正会 ショートステイコンフォート松柏 ショートステイコンフォートマツカヤ 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙132番地 短期入所生活介護 0894-22-1600 H29/07/01 指定 八幡浜市

3870400995 社会福祉法人弘正会 ショートステイコンフォート松柏 ショートステイコンフォートマツカヤ 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙132番地 介護予防短期入所生活介護 0894-22-1600 H29/07/01 指定 八幡浜市

3870401001 医療法人青峰会 ヘルパーステーションくじら ヘルパーステーションクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 訪問介護 0894-24-5296 H30/02/05 指定 八幡浜市

3870401001 医療法人青峰会 ヘルパーステーションくじら ヘルパーステーションクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 訪問型サービス（独自） 0894-24-5296 H30/02/05 指定 八幡浜市

3870401019 医療法人青峰会 医療法人青峰会デイサービスくじら イリョウホウジンセイホウカイデイサービスクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地１０４６番地１ 通所型サービス（独自） 0894-22-2820 H30/03/01 休止 八幡浜市

3870700493 有限会社ファミリエ 居宅介護支援事業所　橙園 キョタクカイゴシエンジギョウショ　トウエン　 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地570番地1 居宅介護支援 0894-36-3720 H17/03/28 指定 八幡浜市

3873700185 八幡浜地区施設事務組合 特別養護老人ホーム青石寮 トクベツヨウゴロウジンホームセイセキリョウ 7960203 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３ 短期入所生活介護 0894-35-0510 H12/03/17 指定 八幡浜市

3873700185 八幡浜地区施設事務組合 特別養護老人ホーム青石寮 トクベツヨウゴロウジンホームセイセキリョウ 7960203 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３ 介護老人福祉施設 0894-35-0510 H12/04/01 指定 八幡浜市

3873700185 八幡浜地区施設事務組合 特別養護老人ホーム青石寮 トクベツヨウゴロウジンホームセイセキリョウ 7960203 愛媛県八幡浜市保内町磯崎２１１４番地３ 介護予防短期入所生活介護 0894-35-0510 H18/04/01 指定 八幡浜市

3873700276 医療法人青峰会 デイサービス　ARRIBA デイサービス　アリーバ 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地３２４番地 地域密着型通所介護 0894-36-1160 H28/04/01 指定 八幡浜市

3873700276 医療法人青峰会 デイサービスＡＲＲＩＢＡ デイサービスアリーバ 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地３２４番地 通所型サービス（独自） 0894-36-1160 H30/04/01 指定 八幡浜市

3873700409 株式会社　ステージアップ グループホーム　優瑠里 グループホーム　ユルリ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地166番1 認知症対応型共同生活介護 0894-29-4122 H18/04/01 指定 八幡浜市

3873700409 株式会社　ステージアップ グループホーム　優瑠里 グループホーム　ユルリ 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木1番耕地166番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-29-4122 H18/04/01 指定 八幡浜市

3873700441 医療法人青峰会 アクティブライフ保内 アクティブライフホナイ 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地324番地 認知症対応型共同生活介護 0894-36-2103 H18/04/01 指定 八幡浜市

3873700441 医療法人青峰会 アクティブライフ保内 アクティブライフホナイ 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内一番耕地324番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-36-2103 H18/04/01 指定 八幡浜市

3890400017 有限会社めぐみ 小規模多機能型居宅介護　めぐみ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　メグミ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地７０３番地 小規模多機能型居宅介護 0894-29-7150 H18/10/01 指定 八幡浜市

3890400017 有限会社めぐみ 小規模多機能型居宅介護　めぐみ ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　メグミ 7968054 愛媛県八幡浜市穴井３番耕地７０３番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 0894-29-7150 H18/10/01 指定 八幡浜市

3890400025 株式会社　ステージアップ 優瑠里デイサービス釜倉 ユルリデイサービスカマノクラ 7968036 愛媛県八幡浜市釜倉１番耕地６０８番１ 認知症対応型通所介護 0894-24-7001 H19/04/01 指定 八幡浜市

3890400025 株式会社　ステージアップ 優瑠里デイサービス釜倉 ユルリデイサービスカマノクラ 7968036 愛媛県八幡浜市釜倉１番耕地６０８番１ 介護予防認知症対応型通所介護 0894-24-7001 H19/04/01 指定 八幡浜市
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3890400058 株式会社　ステージアップ 優瑠里デイサービス ユルリデイサービス 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木１番耕地１６６番地１ 認知症対応型通所介護 0894-29-4122 H20/07/01 指定 八幡浜市

3890400058 株式会社　ステージアップ 優瑠里デイサービス ユルリデイサービス 7960111 愛媛県八幡浜市保内町喜木１番耕地１６６番地１ 介護予防認知症対応型通所介護 0894-29-4122 H20/07/01 指定 八幡浜市

3890400066 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八幡浜 ニチイケアセンターヤワタハマ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通４番18号 認知症対応型共同生活介護 0894-29-1731 H21/10/01 指定 八幡浜市

3890400066 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター八幡浜 ニチイケアセンターヤワタハマ 7968004 愛媛県八幡浜市産業通４番18号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-29-1731 H21/10/01 指定 八幡浜市

3890400074 社会福祉法人弘正会 小規模特別養護老人ホーム　コンフォート神山 ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　コンフォートカミヤマ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田１番耕地７６番地３ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0894-24-0601 H24/04/01 指定 八幡浜市

3890400082 有限会社ファミリエ 小規模多機能型居宅介護橙園 ショウキボタキノウカタキョタクカイゴトウエン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地５７０番地１ 小規模多機能型居宅介護 0894-36-3720 H24/04/01 指定 八幡浜市

3890400082 有限会社ファミリエ 小規模多機能型居宅介護橙園 ショウキボタキノウカタキョタクカイゴトウエン 7960202 愛媛県八幡浜市保内町宮内１番耕地５７０番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0894-36-3720 H24/04/01 指定 八幡浜市

3890400090 医療法人青峰会 アクティブライフ千代田 アクティブライフチヨダ 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２０ 認知症対応型共同生活介護 0894-20-8855 H28/04/01 指定 八幡浜市

3890400090 医療法人青峰会 アクティブライフ千代田 アクティブライフチヨダ 7960000 愛媛県八幡浜市川通１４５５番地２０ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-20-8855 H28/04/01 指定 八幡浜市

3890400108 社会福祉法人弘正会 小規模特別養護老人ホームコンフォート松柏 ショウキボトクベツヨウゴロウジンホームコンフォートマツカヤ 7960010 愛媛県八幡浜市松柏丙132番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0894-22-5779 H29/04/01 指定 八幡浜市

3890400116 医療法人青峰会 医療法人青峰会デイサービスくじら イリョウホウジンセイホウカイデイサービスクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地73番地1 地域密着型通所介護 0894-35-6001 H30/03/01 指定 八幡浜市

3890400124 きらら・ケア株式会社 グループホーム　きららハウス　アイリス グループホーム　キララハウス　アイリス 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石6番耕地164番1 認知症対応型共同生活介護 0894-36-3388 R02/04/01 指定 八幡浜市

3890400124 きらら・ケア株式会社 グループホーム　きららハウス　アイリス グループホーム　キララハウス　アイリス 7960201 愛媛県八幡浜市保内町川之石6番耕地164番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-36-3388 R02/04/01 指定 八幡浜市

38B0400012 医療法人青峰会 介護医療院くじら カイゴイリョウインクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地1046番地1 通所リハビリテーション H30/05/01 休止 八幡浜市

38B0400012 医療法人青峰会 介護医療院くじら カイゴイリョウインクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地1046番地1 短期入所療養介護 H30/05/01 休止 八幡浜市

38B0400012 医療法人青峰会 介護医療院くじら カイゴイリョウインクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地1046番地1 介護医療院 0894-22-2309 H30/05/01 指定 八幡浜市

38B0400012 医療法人青峰会 介護医療院くじら カイゴイリョウインクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地1046番地1 介護予防通所リハビリテーション H30/05/01 休止 八幡浜市

38B0400012 医療法人青峰会 介護医療院くじら カイゴイリョウインクジラ 7968010 愛媛県八幡浜市五反田1番耕地1046番地1 介護予防短期入所療養介護 H30/05/01 休止 八幡浜市

3800500013 新居浜市 新居浜市地域包括支援センター ニイハマシチイキホウカツシエンセンター 7928585 愛媛県新居浜市一宮町１丁目５－１ 介護予防支援 0897-65-1245 H19/04/01 指定 新居浜市

3800500013 新居浜市 新居浜市地域包括支援センター ニイハマシチイキホウカツシエンセンター 7928585 愛媛県新居浜市一宮町１丁目５－１ 介護予防ケアマネジメント 0897-65-1245 H27/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 通所リハビリテーション 0897-34-1180 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 介護予防訪問看護 0897-34-1180 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-1180 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-1180 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510010 ＊ 近藤医院 コンドウイイン 7920016 愛媛県新居浜市港町１－３０ 介護予防通所リハビリテーション 0897-34-1180 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 通所リハビリテーション 0897-43-1500 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 介護予防訪問看護 0897-43-1500 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-1500 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-1500 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510044 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目１３番３５号 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-1500 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 通所リハビリテーション 0897-33-4410 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 介護予防訪問看護 0897-33-4410 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-33-4410 H18/04/01 指定 新居浜市
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3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-4410 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510085 ＊ 吉井整形外科 ヨシイセイケイゲカ 7920862 愛媛県新居浜市沢津町３丁目１－８ 介護予防通所リハビリテーション 0897-33-4410 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 通所リハビリテーション 0897-32-6965 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 介護予防訪問看護 0897-32-6965 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-32-6965 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-6965 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510119 ＊ おおのぎ眼科 オオノギガンカ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１５－２２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-32-6965 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 通所リハビリテーション 0897-37-7335 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 介護予防訪問看護 0897-37-7335 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-37-7335 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-7335 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510127 ＊ 伊藤整形外科クリニック イトウセイケイゲカクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１５番２０号 介護予防通所リハビリテーション 0897-37-7335 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 訪問看護 H12/04/01 休止 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 訪問リハビリテーション H12/04/01 休止 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 居宅療養管理指導 H12/04/01 休止 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 通所リハビリテーション 0897-45-3800 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 介護予防訪問看護 0897-45-3800 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-45-3800 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 介護予防居宅療養管理指導 0897-45-3800 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510184 医療法人  鎌田産婦人科 医療法人鎌田産婦人科 イリョウホウジンカマダサンフジンカ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目1番56号 介護予防通所リハビリテーション 0897-45-3800 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 通所リハビリテーション 0897-41-7055 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 介護予防訪問看護 0897-41-7055 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-41-7055 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-7055 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510218 ＊ 田坂外科医院 タサカ　ゲカイイン 7920842 愛媛県新居浜市北内町１丁目２番７号 介護予防通所リハビリテーション 0897-41-7055 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 通所リハビリテーション 0897-41-0801 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 介護予防訪問看護 0897-41-0801 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-41-0801 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-0801 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510267 ＊ はやし外科クリニック ハヤシゲカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生岸の下１１９１番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-41-0801 H21/04/01 指定 新居浜市
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3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 通所リハビリテーション 0897-66-1201 H26/04/01 休止 新居浜市

3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 介護予防訪問看護 0897-66-1201 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-66-1201 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-1201 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510275 医療法人  豊翠会 すみ整形外科・リハビリ科 スミセイケイゲカ・リハビリカ 7920043 愛媛県新居浜市土橋１－１２－４３ 介護予防通所リハビリテーション 0897-66-1201 H25/04/01 休止 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 通所リハビリテーション 0897-67-1753 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 介護予防訪問看護 0897-67-1753 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-67-1753 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-67-1753 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510291 ＊ 矢野整形外科医院 ヤノセイケイゲカイイン 7920894 愛媛県新居浜市郷２－６－２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-67-1753 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510317 ＊ 知元医院 トモモトイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４－１－１０ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510317 ＊ 知元医院 トモモトイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４－１－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510317 ＊ 知元医院 トモモトイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４－１－１０ 通所リハビリテーション 0897-45-1525 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510317 ＊ 知元医院 トモモトイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４－１－１０ 介護予防訪問看護 0897-45-1525 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510317 ＊ 知元医院 トモモトイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４－１－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0897-45-1525 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510317 ＊ 知元医院 トモモトイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４－１－１０ 介護予防通所リハビリテーション 0897-45-1525 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 通所リハビリテーション 0897-45-0008 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 介護予防訪問看護 0897-45-0008 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-45-0008 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-45-0008 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510325 医療法人  三木医院 三木医院 ミキイイン 7920872 愛媛県新居浜市垣生１－７－３４ 介護予防通所リハビリテーション 0897-45-0008 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 訪問看護 0897-37-3680 H12/05/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 訪問リハビリテーション 0897-37-3680 H12/05/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 居宅療養管理指導 0897-37-3680 H12/05/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 通所リハビリテーション 0897-37-3680 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 介護予防訪問看護 0897-37-3680 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-37-3680 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-3680 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510358 医療法人  博生会 浜本内科 ハマモトナイカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－６－２２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-37-3680 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 訪問看護 0897-45-3833 H12/06/01 指定 新居浜市

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 訪問リハビリテーション 0897-45-3833 H12/06/01 指定 新居浜市

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 居宅療養管理指導 0897-45-3833 H12/06/01 指定 新居浜市

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 通所リハビリテーション 0897-45-3833 H22/01/19 指定 新居浜市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 介護予防訪問看護 0897-45-3833 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-45-3833 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 介護予防居宅療養管理指導 0897-45-3833 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510382 医療法人  宮下整形外科・内科 医療法人宮下整形外科・内科 イリョウホウジンミヤシタセイケイゲカ・ナイカ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３－１－２６ 介護予防通所リハビリテーション 0897-45-3833 H25/04/01 指定 新居浜市

3810510424 井石安比古 井石内科医院 イイシナイカイイン 7920011 愛媛県新居浜市西原町1丁目1番65号 居宅療養管理指導 0897-32-5370 H13/02/24 指定 新居浜市

3810510424 井石安比古 井石内科医院 イイシナイカイイン 7920011 愛媛県新居浜市西原町1丁目1番65号 通所リハビリテーション 0897-32-5370 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510424 井石安比古 井石内科医院 イイシナイカイイン 7920011 愛媛県新居浜市西原町1丁目1番65号 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-5370 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510424 井石安比古 井石内科医院 イイシナイカイイン 7920011 愛媛県新居浜市西原町1丁目1番65号 介護予防通所リハビリテーション 0897-32-5370 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 訪問看護 0897-66-1555 H14/01/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 訪問リハビリテーション 0897-66-1555 H14/01/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 居宅療養管理指導 0897-66-1555 H14/01/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 通所リハビリテーション 0897-66-1555 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 介護予防訪問看護 0897-66-1555 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-66-1555 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-1555 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510473 医療法人胃腸科内科　松村クリニック 医療法人胃腸科内科　松村クリニック イリョウホウジンイチョウカナイカ　マツムラクリニック 7920841 愛媛県新居浜市中筋町２丁目１－１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-66-1555 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 訪問看護 0897-31-5553 H14/04/01 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 訪問リハビリテーション 0897-31-5553 H14/04/01 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 居宅療養管理指導 0897-31-5553 H14/04/01 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 通所リハビリテーション 0897-31-5553 H27/03/14 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 介護予防訪問看護 0897-31-5550 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-31-5550 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-5550 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510481 新居浜医療福祉生活協同組合 高津診療所 タカツシンリョウショ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 介護予防通所リハビリテーション 0897-31-5553 H25/04/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 訪問看護 H14/05/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 訪問リハビリテーション H14/05/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 居宅療養管理指導 H14/05/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 通所リハビリテーション 0897-31-3311 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 介護予防訪問看護 0897-31-3311 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 介護予防訪問リハビリテーション 0897-31-3311 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-3311 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510499 医療法人　三木内科クリニック 三木内科クリニック ミキナイカクリニック 7920862 愛媛県新居浜市沢津町3丁目7-28 介護予防通所リハビリテーション 0897-31-3311 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 訪問看護 H15/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 訪問リハビリテーション H15/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 居宅療養管理指導 H15/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 通所リハビリテーション 0897-64-2350 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510549 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会別子山診療所 ニイハマシイシカイベッシヤマシンリョウショ 7990650 愛媛県新居浜市別子山 乙241-6 介護予防通所リハビリテーション 0897-64-2350 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 訪問看護 0897-43-8383 H15/04/01 指定 新居浜市

3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 訪問リハビリテーション 0897-43-8383 H15/04/01 指定 新居浜市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 居宅療養管理指導 0897-43-8383 H15/04/01 指定 新居浜市

3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 通所リハビリテーション 0897-43-8383 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 介護予防訪問看護 0897-43-8383 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-8383 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-8383 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510556 医療法人健生会 循環器科林病院 ジュンカンキカハヤシビョウイン 7920834 愛媛県新居浜市中西町６番４６号 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-8383 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 訪問看護 0897-37-1360 H17/01/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 訪問リハビリテーション 0897-37-1360 H17/01/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 居宅療養管理指導 0897-37-1360 H17/01/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 通所リハビリテーション 090-2892-1360 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 介護予防訪問看護 0897-37-1360 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-37-1360 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-1360 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510606 医療法人　ながやす整形外科クリニック ながやす整形外科クリニック ナガヤスセイケイゲカクリニック 7920024 愛媛県新居浜市宮西町1番15号 介護予防通所リハビリテーション 090-2892-1360 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 訪問看護 0897-31-5515 H17/05/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 訪問リハビリテーション 0897-31-5515 H17/05/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 居宅療養管理指導 0897-31-5515 H17/05/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 通所リハビリテーション 0897-31-5515 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 介護予防訪問看護 0897-31-5515 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 介護予防訪問リハビリテーション 0897-31-5515 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-5515 H18/04/01 指定 新居浜市

3810510614 医療法人　くろみつ眼科 くろみつ眼科 クロミツガンカ 7920031 愛媛県新居浜市高木町4-7 介護予防通所リハビリテーション 0897-31-5515 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 訪問看護 0897-36-5283 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 訪問リハビリテーション 0897-36-5283 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 居宅療養管理指導 0897-36-5283 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 通所リハビリテーション 0897-36-5283 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 介護予防訪問看護 0897-36-5283 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-36-5283 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 介護予防居宅療養管理指導 0897-36-5283 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510630 医療法人河本会 医療法人河本会河本医院 イリョウホウジンカワモトカイカワモトイイン 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目5番36号 介護予防通所リハビリテーション 0897-36-5283 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 訪問看護 0897-43-3210 H18/06/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 訪問リハビリテーション H18/06/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 居宅療養管理指導 H18/06/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 通所リハビリテーション 0897-43-3210 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 介護予防訪問看護 0897-43-3210 H18/06/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-3210 H18/06/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-3210 H18/06/01 指定 新居浜市

3810510648 医療法人はらだクリニック　 皮フ科・形成外科　はらだクリニック ヒフカ・ケイセイゲカ　ハラダクリニック 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-3210 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 訪問看護 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 訪問リハビリテーション H18/07/01 指定 新居浜市

3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 居宅療養管理指導 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 通所リハビリテーション 0897-32-9062 H21/04/01 指定 新居浜市
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3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 介護予防訪問看護 0897-32-9062 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-32-9062 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-9062 H18/07/01 指定 新居浜市

3810510655 ＊ 中山皮膚科クリニック ナカヤマヒフカクリニック 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目６番１８号 介護予防通所リハビリテーション 0897-32-9062 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 訪問看護 0897-40-4600 H18/12/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 訪問リハビリテーション 0897-40-4600 H18/12/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 居宅療養管理指導 0897-40-4600 H18/12/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 通所リハビリテーション 0897-40-4600 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 介護予防訪問看護 0897-40-4600 H18/12/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-40-4600 H18/12/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-4600 H18/12/01 指定 新居浜市

3810510689 医療法人桑嶋クリニック 桑嶋クリニック クワシマクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番3号 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-4600 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510697 医療法人　いしまる皮ふ科 いしまる皮ふ科 イシマルヒフカ 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番8号 訪問看護 0897-40-7711 H19/05/01 指定 新居浜市

3810510697 医療法人　いしまる皮ふ科 いしまる皮ふ科 イシマルヒフカ 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番8号 居宅療養管理指導 0897-40-7711 H19/05/01 指定 新居浜市

3810510697 医療法人　いしまる皮ふ科 いしまる皮ふ科 イシマルヒフカ 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番8号 通所リハビリテーション 0897-40-7711 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510697 医療法人　いしまる皮ふ科 いしまる皮ふ科 イシマルヒフカ 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番8号 介護予防訪問看護 0897-40-7711 H19/05/01 指定 新居浜市

3810510697 医療法人　いしまる皮ふ科 いしまる皮ふ科 イシマルヒフカ 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番8号 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-7711 H19/05/01 指定 新居浜市

3810510697 医療法人　いしまる皮ふ科 いしまる皮ふ科 イシマルヒフカ 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番8号 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-7711 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510705 医療法人　久豊会 加藤医院 カトウイイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町12番44号 居宅療養管理指導 0897-43-7068 H19/05/01 指定 新居浜市

3810510705 医療法人　久豊会 加藤医院 カトウイイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町12番44号 通所リハビリテーション 0897-43-7068 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510705 医療法人　久豊会 加藤医院 カトウイイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町12番44号 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-7068 H19/05/01 指定 新居浜市

3810510705 医療法人　久豊会 加藤医院 カトウイイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町12番44号 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-7068 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 訪問看護 0897-32-5787 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 訪問リハビリテーション 0897-32-5787 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 居宅療養管理指導 0897-32-5787 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 通所リハビリテーション 0897-32-5787 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 介護予防訪問看護 0897-32-5787 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-32-5787 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-5787 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510713 医療法人　吉松外科胃腸科 吉松外科胃腸科 ヨシマツゲカイチョウカ 7920804 愛媛県新居浜市田所町3番5号 介護予防通所リハビリテーション 0897-32-5787 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 訪問看護 0897-40-2710 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 訪問リハビリテーション 0897-40-2710 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 居宅療養管理指導 0897-40-2710 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 通所リハビリテーション 0897-40-2710 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 介護予防訪問看護 0897-40-2710 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-40-2710 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-2710 H19/06/01 指定 新居浜市

3810510721 医療法人　たなか内科クリニック たなか内科クリニック タナカナイカクリニック 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番38号 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-2710 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 訪問看護 H20/07/22 指定 新居浜市

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 訪問リハビリテーション H20/07/22 指定 新居浜市

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 居宅療養管理指導 H20/07/22 指定 新居浜市

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 通所リハビリテーション 0897-40-2400 H21/04/01 指定 新居浜市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 介護予防訪問看護 H20/07/22 指定 新居浜市

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 介護予防訪問リハビリテーション H20/07/22 指定 新居浜市

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 介護予防居宅療養管理指導 H20/07/22 指定 新居浜市

3810510754 医療法人  かとうクリニック かとうクリニック カトウクリニック 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地2 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-2400 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510762 医療法人　Dクリニック駅前医院 Dクリニック駅前医院 Ｄクリニックエキマエイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町一丁目7番4号 居宅療養管理指導 0897-33-5000 H20/10/01 指定 新居浜市

3810510762 医療法人　Dクリニック駅前医院 Dクリニック駅前医院 Ｄクリニックエキマエイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町一丁目7番4号 通所リハビリテーション 0897-33-5000 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510762 医療法人　Dクリニック駅前医院 Dクリニック駅前医院 Ｄクリニックエキマエイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町一丁目7番4号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-5000 H20/10/01 指定 新居浜市

3810510762 医療法人　Dクリニック駅前医院 Dクリニック駅前医院 Ｄクリニックエキマエイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町一丁目7番4号 介護予防通所リハビリテーション 0897-33-5000 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510770 医療法人　みどりクリニック 在宅専門　みどりクリニック ザイタクセンモン　ミドリクリニック 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目10番79号 訪問看護 0897-43-3943 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510770 医療法人　みどりクリニック 在宅専門　みどりクリニック ザイタクセンモン　ミドリクリニック 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目10番79号 居宅療養管理指導 0897-43-3943 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510770 医療法人　みどりクリニック 在宅専門　みどりクリニック ザイタクセンモン　ミドリクリニック 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目10番79号 通所リハビリテーション 0897-43-3943 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510770 医療法人　みどりクリニック 在宅専門　みどりクリニック ザイタクセンモン　ミドリクリニック 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目10番79号 介護予防訪問看護 0897-43-3943 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510770 医療法人　みどりクリニック 在宅専門　みどりクリニック ザイタクセンモン　ミドリクリニック 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目10番79号 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-3943 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510770 医療法人　みどりクリニック 在宅専門　みどりクリニック ザイタクセンモン　ミドリクリニック 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目10番79号 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-3943 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 訪問看護 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 訪問リハビリテーション 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 居宅療養管理指導 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 通所リハビリテーション 0897-40-1717 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 短期入所療養介護 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 介護療養型医療施設 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 介護予防訪問看護 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-1717 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510788 医療法人せいだ循環器内科 せいだ循環器内科 セイダジュンカンキナイカ 7920033 愛媛県新居浜市横水町2番51号 介護予防短期入所療養介護 0897-40-1717 H21/01/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 訪問看護 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 訪問リハビリテーション 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 居宅療養管理指導 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 通所リハビリテーション 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 介護予防訪問看護 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510796 医療法人住友別子病院 住友別子病院 スミトモベッシビョウイン 7928543 愛媛県新居浜市王子町３－１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-37-7111 H21/04/01 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 訪問看護 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 訪問リハビリテーション 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 居宅療養管理指導 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 通所リハビリテーション 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 介護予防訪問看護 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510804 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会内科・小児科急患センター ニイハマシイシカイナイカ・ショウニカキュウカンセンター 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１－１３－５２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-32-5658 H21/11/30 指定 新居浜市

3810510812 医療法人　みやもと眼科クリニック みやもと眼科クリニック ミヤモトガンカクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目６番２６号 通所リハビリテーション 0897-66-2225 H22/02/01 指定 新居浜市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3810510812 医療法人　みやもと眼科クリニック みやもと眼科クリニック ミヤモトガンカクリニック 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目６番２６号 介護予防通所リハビリテーション 0897-66-2225 H22/02/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 訪問看護 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 訪問リハビリテーション 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 居宅療養管理指導 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 通所リハビリテーション 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 介護予防訪問看護 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 介護予防訪問リハビリテーション 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510820 医療法人　こんどう心療内科 こんどう心療内科 コンドウシンリョウナイカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-14 介護予防通所リハビリテーション 0897-37-3888 H22/07/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 訪問看護 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 訪問リハビリテーション 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 居宅療養管理指導 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 通所リハビリテーション 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 介護予防訪問看護 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510861 ＊ たねがわ心の相談室 タネガワココロノソウダンシツ 7920845 愛媛県新居浜市種子川町２番２号 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-8525 H24/03/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 訪問看護 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 訪問リハビリテーション 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 居宅療養管理指導 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 通所リハビリテーション 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 介護予防訪問看護 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510879 ＊ えもり内科クリニック エモリナイカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２７号 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-5838 H24/10/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 訪問看護 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 訪問リハビリテーション 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 居宅療養管理指導 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 通所リハビリテーション 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 介護予防訪問看護 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510887 医療法人　阿部内科クリニック 阿部内科クリニック アベナイカクリニック 7920060 愛媛県新居浜市大生院岸影１０３８番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-2811 H25/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 訪問看護 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 訪問リハビリテーション 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 居宅療養管理指導 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 通所リハビリテーション 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 介護予防訪問看護 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510895 医療法人　山内クリニック 山内クリニック ヤマウチクリニック 7920829 愛媛県新居浜市松木町３番３７号 介護予防通所リハビリテーション 0897-31-7717 H26/01/01 指定 新居浜市

3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 訪問看護 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市
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3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 訪問リハビリテーション 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 居宅療養管理指導 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 通所リハビリテーション 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 介護予防訪問看護 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510911 ＊ せんば眼科 センバガンカ 7920007 愛媛県新居浜市前田町８番８号イオンモール新居浜２階 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-5669 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 訪問看護 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 訪問リハビリテーション H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 居宅療養管理指導 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 通所リハビリテーション 0897-34-0007 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 介護予防訪問看護 0897-34-0207 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-0207 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-0207 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510929 新居浜医療福祉生活協同組合 新田診療所 シンデンシンリョウショ 7920003 愛媛県新居浜市新田町１－９－９ 介護予防通所リハビリテーション 0897-34-0007 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 訪問看護 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 訪問リハビリテーション 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 居宅療養管理指導 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 通所リハビリテーション 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 介護予防訪問看護 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510937 新居浜医療福祉生活協同組合 中萩診療所 ナカハギシンリョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-2008 H26/10/01 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 訪問看護 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 訪問リハビリテーション 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 居宅療養管理指導 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 通所リハビリテーション 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 介護予防訪問看護 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510960 ＊ こんどう外科内科胃腸科クリニック コンドウゲカナイカイチョウカクリニック 7920804 愛媛県新居浜市田所町４番70号 介護予防通所リハビリテーション 0897-34-1211 H28/10/30 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 訪問看護 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 訪問リハビリテーション 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 居宅療養管理指導 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 通所リハビリテーション 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 介護予防訪問看護 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510978 ＊ 弓山眼科医院 ユミヤマガンカイイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町3番27号 介護予防通所リハビリテーション 0897-32-9466 H28/10/28 指定 新居浜市

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 新居浜市郷二丁目1-10 訪問看護 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷二丁目1-10 訪問リハビリテーション 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷二丁目1-10 居宅療養管理指導 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷二丁目1-10 通所リハビリテーション 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷二丁目1-10 介護予防訪問看護 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷二丁目1-10 介護予防訪問リハビリテーション 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷二丁目1-10 介護予防居宅療養管理指導 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市

3810510986 ＊ たに脳神経外科・内科・ものわすれクリニック タニノウシンケイゲカ・ナイカ・モノワスレクリニック 7920886 愛媛県新居浜市郷二丁目1-10 介護予防通所リハビリテーション 0897-46-1325 H31/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 通所リハビリテーション 0897-43-6151 H21/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 介護予防訪問看護 0897-43-6151 H18/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-6151 H18/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-6151 H18/04/01 指定 新居浜市

3810518021 一般財団法人  新居浜精神衛生研究所 財団新居浜病院 ザイダンニイハマビョウイン 7920828 愛媛県新居浜市松原町１３－４７ 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-6151 H21/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 通所リハビリテーション 0897-33-6191 H21/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3810518047 独立行政法人労働者健康安全機構 独立行政法人労働者健康安全機構　愛媛労災病院 ドクリツギョウセイホウジンロウドウシャケンコウアンゼンキコウ　エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 介護予防通所リハビリテーション 0897-33-6191 H21/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 通所リハビリテーション 0897-41-6220 H21/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 介護予防訪問看護 0897-41-6220 H18/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-41-6220 H18/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-6220 H18/04/01 指定 新居浜市

3810520563 ＊ 星加医院 ホシカイイン 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目１２－２９ 介護予防通所リハビリテーション 0897-41-6220 H21/04/01 指定 新居浜市

3810521330 ＊ 宮田内科 ミヤタナイカ 7920888 愛媛県新居浜市田の上町２丁目１－３９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810521330 ＊ 宮田内科 ミヤタナイカ 7920888 愛媛県新居浜市田の上町２丁目１－３９ 通所リハビリテーション 0897-46-1170 H21/04/01 指定 新居浜市

3810521330 ＊ 宮田内科 ミヤタナイカ 7920888 愛媛県新居浜市田の上町２丁目１－３９ 介護予防居宅療養管理指導 0897-46-1170 H18/04/01 指定 新居浜市

3810521330 ＊ 宮田内科 ミヤタナイカ 7920888 愛媛県新居浜市田の上町２丁目１－３９ 介護予防通所リハビリテーション 0897-46-1170 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 通所リハビリテーション 0897-37-0022 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 介護予防訪問看護 0897-37-0022 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-37-0022 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-0022 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528111 医療法人  厚生会 新居浜山内病院 ニイハマヤマウチビョウイン 7920022 愛媛県新居浜市徳常町６番１３号 介護予防通所リハビリテーション 0897-37-0022 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528145 愛媛医療生活協同組合 新居浜協立病院 ニイハマキョウリツビョウイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－７－４５ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市
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3810528145 愛媛医療生活協同組合 新居浜協立病院 ニイハマキョウリツビョウイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－７－４５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528145 愛媛医療生活協同組合 新居浜協立病院 ニイハマキョウリツビョウイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－７－４５ 通所リハビリテーション 0897-37-2000 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528145 愛媛医療生活協同組合 新居浜協立病院 ニイハマキョウリツビョウイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目７番４５号 居宅介護支援 0897-37-2003 H11/11/05 指定 新居浜市

3810528145 愛媛医療生活協同組合 新居浜協立病院 ニイハマキョウリツビョウイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－７－４５ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528145 愛媛医療生活協同組合 新居浜協立病院 ニイハマキョウリツビョウイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－７－４５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528145 愛媛医療生活協同組合 新居浜協立病院 ニイハマキョウリツビョウイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－７－４５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-37-2000 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528186 一般財団法人  積善会 一般財団法人積善会附属十全総合病院 イッパンザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１－５ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528186 一般財団法人  積善会 一般財団法人積善会附属十全総合病院 イッパンザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１－５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528186 一般財団法人  積善会 一般財団法人積善会附属十全総合病院 イッパンザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528186 一般財団法人  積善会 一般財団法人積善会附属十全総合病院 イッパンザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１－５ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528186 一般財団法人  積善会 一般財団法人積善会附属十全総合病院 イッパンザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１－５ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 新居浜市

3810528186 一般財団法人  積善会 一般財団法人積善会附属十全総合病院 イッパンザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１－５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528186 一般財団法人  積善会 一般財団法人積善会附属十全総合病院 イッパンザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１－５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-33-1818 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 通所リハビリテーション 0897-33-1135 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 介護予防訪問看護 0897-33-1135 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-33-1135 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-1135 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528236 医療法人　こにしクリニック こにし産科婦人科 コニシサンカフジンカ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町１丁目１３－３５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-33-1135 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 通所リハビリテーション 0897-41-4118 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 介護予防訪問看護 0897-41-4118 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-41-4118 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-4118 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528251 医療法人社団  久和会 医療法人社団久和会立花病院 イリョウホウジンシャダンキュウワカイタチバナビョウイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目１３番２９号 介護予防通所リハビリテーション 0897-41-4118 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 通所リハビリテーション 0897-46-0134 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528269 一般社団法人　新居浜市医師会 新居浜市医師会大島診療所 ニイハマシイシカイオオシマシンリョウショ 7920891 愛媛県新居浜市大島甲１５４２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-46-0134 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 通所リハビリテーション 0897-41-6030 H26/09/21 指定 新居浜市

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 新居浜市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 新居浜市

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528301 医療法人  岩﨑病院 岩崎病院 イワサキビョウイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 介護予防通所リハビリテーション 0897-41-6030 H25/04/01 指定 新居浜市

3810528343 愛媛医療生活協同組合 愛媛医療生活協同組合泉川診療所 エヒメイリョウセイカツキョウドウクミアイイズミガワシンリョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町１－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528343 愛媛医療生活協同組合 愛媛医療生活協同組合泉川診療所 エヒメイリョウセイカツキョウドウクミアイイズミガワシンリョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町１－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528343 愛媛医療生活協同組合 愛媛医療生活協同組合泉川診療所 エヒメイリョウセイカツキョウドウクミアイイズミガワシンリョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町１－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528343 愛媛医療生活協同組合 愛媛医療生活協同組合泉川診療所 エヒメイリョウセイカツキョウドウクミアイイズミガワシンリョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町１－２ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528343 愛媛医療生活協同組合 愛媛医療生活協同組合泉川診療所 エヒメイリョウセイカツキョウドウクミアイイズミガワシンリョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町１－２ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 新居浜市

3810528343 愛媛医療生活協同組合 愛媛医療生活協同組合泉川診療所 エヒメイリョウセイカツキョウドウクミアイイズミガワシンリョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町１－２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 通所リハビリテーション 0897-34-8880 H21/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 介護予防訪問看護 0897-34-8880 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-8880 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-8880 H18/04/01 指定 新居浜市

3810528392 医療法人楡心会ひまわりクリニック ひまわりクリニック ヒマワリクリニック 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町３番１３号 介護予防通所リハビリテーション 0897-34-8880 H21/04/01 指定 新居浜市

3830530121 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子１丁目３ー４７ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530121 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子１丁目３ー４７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3830530121 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子１丁目３ー４７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530121 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子１丁目３ー４７ 介護予防訪問看護 0897-45-0167 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530121 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子１丁目３ー４７ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-45-0167 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530121 ＊ 松田歯科医院 マツダシカイイン 7920881 愛媛県新居浜市松神子１丁目３ー４７ 介護予防居宅療養管理指導 0897-45-0167 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530543 ＊ 真鍋憲夫歯科医院 マカベノリオシカイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町１丁目５－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530543 ＊ 真鍋憲夫歯科医院 マカベノリオシカイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町１丁目５－８ 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-8148 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530568 ＊ 藤山歯科医院 フジヤマシカイイン 7920013 愛媛県新居浜市泉池町１－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530568 ＊ 藤山歯科医院 フジヤマシカイイン 7920013 愛媛県新居浜市泉池町１－８ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-3763 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530576 ＊ 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町２丁目２－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530576 ＊ 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町２丁目２－４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-4329 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530634 ＊ 松田歯科診療所 マツダシカイイン 7920801 愛媛県新居浜市菊本町２丁目１－９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530634 ＊ 松田歯科診療所 マツダシカイイン 7920801 愛媛県新居浜市菊本町２丁目１－９ 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-2777 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530691 ＊ 藤村歯科医院 フジムラシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目９－２７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530691 ＊ 藤村歯科医院 フジムラシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目９－２７ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-2227 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530766 ＊ 佐藤歯科医院 サトウシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目５－３０ 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530766 ＊ 佐藤歯科医院 サトウシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目５－３０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3830530766 ＊ 佐藤歯科医院 サトウシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目５－３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530766 ＊ 佐藤歯科医院 サトウシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目５－３０ 介護予防訪問看護 0897-32-3556 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530766 ＊ 佐藤歯科医院 サトウシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目５－３０ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-32-3556 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530766 ＊ 佐藤歯科医院 サトウシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町２丁目５－３０ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-3556 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530816 ＊ 宇野歯科医院 ウノシカイイン 7920886 愛媛県新居浜市郷２丁目甲９００－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530816 ＊ 宇野歯科医院 ウノシカイイン 7920886 愛媛県新居浜市郷２丁目甲９００－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-4419 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530832 ＊ 岡歯科クリニック オカシカクリニック 7920872 愛媛県新居浜市垣生２丁目１２－３８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市
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3830530832 ＊ 岡歯科クリニック オカシカクリニック 7920872 愛媛県新居浜市垣生２丁目１２－３８ 介護予防居宅療養管理指導 0897-46-2277 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530840 ＊ いんなみ森田歯科 インナミモリタシカ 7920023 愛媛県新居浜市繁本町７－４５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530840 ＊ いんなみ森田歯科 インナミモリタシカ 7920023 愛媛県新居浜市繁本町７－４５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-6480 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530857 ＊ 岡嶋歯科医院 オカジマシカイイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町１番７号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530857 ＊ 岡嶋歯科医院 オカジマシカイイン 7920045 愛媛県新居浜市中萩町１番７号 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-6365 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530865 ＊ 中川歯科医院 ナカガワシカイイン 7920050 愛媛県新居浜市萩生２７４２－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530865 ＊ 中川歯科医院 ナカガワシカイイン 7920050 愛媛県新居浜市萩生２７４２－３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-44-7708 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530881 ＊ もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３－１１６６－１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530881 ＊ もりもと歯科クリニック モリモトシカクリニック 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３－１１６６－１２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-36-1200 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530899 ＊ 白石歯科医院 シライシイイン 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜一丁目4番40号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530899 ＊ 白石歯科医院 シライシイイン 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜一丁目4番40号 介護予防居宅療養管理指導 0897-46-3533 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530923 ＊ 眞鍋歯科医院 マカベシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目１３－１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530923 ＊ 眞鍋歯科医院 マカベシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目１３－１２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-6525 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530931 ＊ 亀川歯科 カメカワシカ 7920050 愛媛県新居浜市萩生字岸ノ下１１３８－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530931 ＊ 亀川歯科 カメカワシカ 7920050 愛媛県新居浜市萩生字岸ノ下１１３８－３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-8333 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530964 ＊ 加藤歯科 カトウシカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目１番２号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530964 ＊ 加藤歯科 カトウシカ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目１番２号 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-4117 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530980 ＊ 直野孝則歯科 ナオノタカノリシカ 7920841 愛媛県新居浜市中筋町一丁目６番３８号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530980 ＊ 直野孝則歯科 ナオノタカノリシカ 7920841 愛媛県新居浜市中筋町一丁目６番３８号 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-6585 H18/04/01 指定 新居浜市

3830530998 ＊ 直野佳美歯科診療所 ナオノヨシミシカシンリョウショ 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目１６０６－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830530998 ＊ 直野佳美歯科診療所 ナオノヨシミシカシンリョウショ 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目１６０６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-1823 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531020 ＊ 山田歯科クリニック ヤマダシカ　クリニック 7920866 愛媛県新居浜市宇高町２丁目６５５番の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830531020 ＊ 山田歯科クリニック ヤマダシカ　クリニック 7920866 愛媛県新居浜市宇高町２丁目６５５番の１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-1688 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531038 ＊ いまい歯科医院 イマイシカイイン 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１番５１号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830531038 ＊ いまい歯科医院 イマイシカイイン 7920886 愛媛県新居浜市郷一丁目１番５１号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-1814 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531046 ＊ 川向歯科医院 カワムカイシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村４－５－４２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830531046 ＊ 川向歯科医院 カワムカイシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村４－５－４２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-2025 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531053 ＊ 北村歯科医院 キタムラシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－１－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830531053 ＊ 北村歯科医院 キタムラシカイイン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－１－４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-65-3489 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531079 森　卓也 もり歯科 モリシカ 7920829 愛媛県新居浜市松木町１－２６ 訪問看護 0897-43-1015 H13/02/01 指定 新居浜市

3830531079 森　卓也 もり歯科 モリシカ 7920829 愛媛県新居浜市松木町１－２６ 訪問リハビリテーション 0897-43-1015 H13/02/01 指定 新居浜市

3830531079 森　卓也 もり歯科 モリシカ 7920829 愛媛県新居浜市松木町１－２６ 居宅療養管理指導 0897-43-1015 H13/02/01 指定 新居浜市

3830531079 森　卓也 もり歯科 モリシカ 7920829 愛媛県新居浜市松木町１－２６ 介護予防訪問看護 0897-43-1015 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531079 森　卓也 もり歯科 モリシカ 7920829 愛媛県新居浜市松木町１－２６ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-1015 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531079 森　卓也 もり歯科 モリシカ 7920829 愛媛県新居浜市松木町１－２６ 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-1015 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531087 坂井伸五 さかい歯科クリニック サカイシカクリニック 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－１６－２７ 居宅療養管理指導 0897-32-6167 H13/03/01 指定 新居浜市

3830531087 坂井伸五 さかい歯科クリニック サカイシカクリニック 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２－１６－２７ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-6167 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531095 医療法人　歯顎会 歯ならび矯正歯科医院 ハナラビキョウセイシカイイン 7920822 愛媛県新居浜市寿町１番４３号 居宅療養管理指導 0897-41-8143 H13/01/22 指定 新居浜市

3830531095 医療法人　歯顎会 歯ならび矯正歯科医院 ハナラビキョウセイシカイイン 7920822 愛媛県新居浜市寿町１番４３号 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-8143 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531103 横川博一 横川歯科矯正歯科クリニック ヨコカワシカキョウセイシカクリニック 7920823 愛媛県新居浜市外山町16番25号 居宅療養管理指導 0897-66-2024 H13/04/01 指定 新居浜市

3830531103 横川博一 横川歯科矯正歯科クリニック ヨコカワシカキョウセイシカクリニック 7920823 愛媛県新居浜市外山町16番25号 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-2024 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531111 藤田大蔵 ふじた歯科クリニック フジタシカクリニック 7920805 愛媛県新居浜市八雲町5番39号 訪問看護 0897-33-3100 H13/04/01 指定 新居浜市
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3830531111 藤田大蔵 ふじた歯科クリニック フジタシカクリニック 7920805 愛媛県新居浜市八雲町5番39号 訪問リハビリテーション 0897-33-3100 H13/04/01 指定 新居浜市

3830531111 藤田大蔵 ふじた歯科クリニック フジタシカクリニック 7920805 愛媛県新居浜市八雲町5番39号 居宅療養管理指導 0897-33-3100 H13/04/01 指定 新居浜市

3830531111 藤田大蔵 ふじた歯科クリニック フジタシカクリニック 7920805 愛媛県新居浜市八雲町5番39号 介護予防訪問看護 0897-33-3100 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531111 藤田大蔵 ふじた歯科クリニック フジタシカクリニック 7920805 愛媛県新居浜市八雲町5番39号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-33-3100 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531111 藤田大蔵 ふじた歯科クリニック フジタシカクリニック 7920805 愛媛県新居浜市八雲町5番39号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-3100 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531137 伊藤　和美 林田歯科医院 ハヤシダシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町２丁目１０－２１ 居宅療養管理指導 0897-32-2876 H14/01/01 指定 新居浜市

3830531137 伊藤　和美 林田歯科医院 ハヤシダシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町２丁目１０－２１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-2876 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531145 福田 大 ふくだ歯科 フクダシカ 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町１－１１ 訪問看護 0897-34-8020 H14/03/01 指定 新居浜市

3830531145 福田 大 ふくだ歯科 フクダシカ 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町１－１１ 訪問リハビリテーション 0897-34-8020 H14/03/01 指定 新居浜市

3830531145 福田 大 ふくだ歯科 フクダシカ 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町１－１１ 居宅療養管理指導 0897-34-8020 H14/03/01 指定 新居浜市

3830531145 福田 大 ふくだ歯科 フクダシカ 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町１－１１ 介護予防訪問看護 0897-34-8020 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531145 福田 大 ふくだ歯科 フクダシカ 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町１－１１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-8020 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531145 福田 大 ふくだ歯科 フクダシカ 7920021 愛媛県新居浜市泉宮町１－１１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-8020 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531160 岡　修司 桜木歯科クリニック サクラキシカクリニック 7920865 愛媛県新居浜市桜木町１５番地１ 居宅療養管理指導 0897-32-6003 H15/06/01 指定 新居浜市

3830531160 岡　修司 桜木歯科クリニック サクラキシカクリニック 7920865 愛媛県新居浜市桜木町１５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-6003 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531178 田口　斉 田口歯科 タグチシカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町２丁目８－１７ 居宅療養管理指導 H16/04/01 指定 新居浜市

3830531178 田口　斉 田口歯科 タグチシカ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町２丁目８－１７ 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-5550 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531186 薗田　弘 そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920017 愛媛県新居浜市若水町１－９－１ 居宅療養管理指導 H16/05/20 指定 新居浜市

3830531186 薗田　弘 そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-0070 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531202 * 中西歯科矯正歯科 ナカニシシカキョウセイシカ 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町二丁目2-28 居宅療養管理指導 0897-32-2432 H17/06/01 指定 新居浜市

3830531202 * 中西歯科矯正歯科 ナカニシシカキョウセイシカ 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町二丁目2-28 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-2432 H18/04/01 指定 新居浜市

3830531210 * こあみ歯科医院 コアミシカイイン 7920031 愛媛県新居浜市高木町8-24 訪問看護 0897-34-1611 H18/06/01 指定 新居浜市

3830531210 * こあみ歯科医院 コアミシカイイン 7920031 愛媛県新居浜市高木町8-24 訪問リハビリテーション 0897-34-1611 H18/06/01 指定 新居浜市

3830531210 * こあみ歯科医院 コアミシカイイン 7920031 愛媛県新居浜市高木町8-24 居宅療養管理指導 0897-34-1611 H18/06/01 指定 新居浜市

3830531210 * こあみ歯科医院 コアミシカイイン 7920031 愛媛県新居浜市高木町8-24 介護予防訪問看護 0897-34-1611 H18/06/01 指定 新居浜市

3830531210 * こあみ歯科医院 コアミシカイイン 7920031 愛媛県新居浜市高木町8-24 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-1611 H18/06/01 指定 新居浜市

3830531210 * こあみ歯科医院 コアミシカイイン 7920031 愛媛県新居浜市高木町8-24 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-1611 H18/06/01 指定 新居浜市

3830531244 * すぎもり歯科クリニック スギモリシカクリニック 7920008 愛媛県新居浜市王子町3-3 訪問看護 0897-47-3960 H19/08/01 指定 新居浜市

3830531244 * すぎもり歯科クリニック スギモリシカクリニック 7920008 愛媛県新居浜市王子町3-3 訪問リハビリテーション 0897-47-3960 H19/08/01 指定 新居浜市

3830531244 * すぎもり歯科クリニック スギモリシカクリニック 7920008 愛媛県新居浜市王子町3-3 居宅療養管理指導 0897-47-3960 H19/08/01 指定 新居浜市

3830531244 * すぎもり歯科クリニック スギモリシカクリニック 7920008 愛媛県新居浜市王子町3-3 介護予防訪問看護 0897-47-3960 H19/08/01 指定 新居浜市

3830531244 * すぎもり歯科クリニック スギモリシカクリニック 7920008 愛媛県新居浜市王子町3-3 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-3960 H19/08/01 指定 新居浜市

3830531244 * すぎもり歯科クリニック スギモリシカクリニック 7920008 愛媛県新居浜市王子町3-3 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-3960 H19/08/01 指定 新居浜市

3830531251 * 吉津歯科医院 ヨシヅシカイイン 7920804 愛媛県新居浜市田所町2-38 訪問看護 0897-34-3445 H20/01/01 指定 新居浜市

3830531251 * 吉津歯科医院 ヨシヅシカイイン 7920804 愛媛県新居浜市田所町2-38 訪問リハビリテーション 0897-34-3445 H20/01/01 指定 新居浜市

3830531251 * 吉津歯科医院 ヨシヅシカイイン 7920804 愛媛県新居浜市田所町2-38 居宅療養管理指導 H20/01/01 指定 新居浜市

3830531251 * 吉津歯科医院 ヨシヅシカイイン 7920804 愛媛県新居浜市田所町2-38 介護予防訪問看護 0897-34-3445 H20/01/01 指定 新居浜市

3830531251 * 吉津歯科医院 ヨシヅシカイイン 7920804 愛媛県新居浜市田所町2-38 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-3445 H20/01/01 指定 新居浜市

3830531251 * 吉津歯科医院 ヨシヅシカイイン 7920804 愛媛県新居浜市田所町2-38 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-3445 H20/01/01 指定 新居浜市

3830531269 ＊ 戒能歯科医院 カイノウシカイイン 7920005 愛媛県新居浜市江口町４－１９ 訪問看護 H21/01/01 指定 新居浜市

3830531269 ＊ 戒能歯科医院 カイノウシカイイン 7920005 愛媛県新居浜市江口町４－１９ 訪問リハビリテーション H21/01/01 指定 新居浜市

3830531269 ＊ 戒能歯科医院 カイノウシカイイン 7920005 愛媛県新居浜市江口町４－１９ 居宅療養管理指導 H21/01/01 指定 新居浜市
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3830531269 ＊ 戒能歯科医院 カイノウシカイイン 7920005 愛媛県新居浜市江口町４－１９ 介護予防訪問看護 0897-34-5255 H21/01/01 指定 新居浜市

3830531269 ＊ 戒能歯科医院 カイノウシカイイン 7920005 愛媛県新居浜市江口町４－１９ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-5255 H21/01/01 指定 新居浜市

3830531269 ＊ 戒能歯科医院 カイノウシカイイン 7920005 愛媛県新居浜市江口町４－１９ 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-5255 H21/01/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 訪問看護 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 訪問リハビリテーション 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 居宅療養管理指導 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 通所リハビリテーション 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 介護予防訪問看護 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531285 ＊ こころ歯科医院 ココロシカイイン 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町１丁目５－４ 介護予防通所リハビリテーション 0897-31-6480 H21/07/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 訪問看護 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 訪問リハビリテーション 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 居宅療養管理指導 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 通所リハビリテーション 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 介護予防訪問看護 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 介護予防居宅療養管理指導 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531301 医療法人　こんどう歯科医院 こんどう歯科医院 コンドウシカイイン 7920862 愛媛県新居浜市沢津町一丁目２番２７号 介護予防通所リハビリテーション 0897-34-7711 H24/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 訪問看護 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 訪問リハビリテーション 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 居宅療養管理指導 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 通所リハビリテーション 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 介護予防訪問看護 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531319 医療法人　そのだ歯科クリニック そのだ歯科クリニック ソノダシカクリニック 7920022 愛媛県新居浜市徳常町９番８号 介護予防通所リハビリテーション 0897-33-0070 H25/01/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 訪問看護 0897-43-1811 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 訪問リハビリテーション 0897-43-1811 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 居宅療養管理指導 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 通所リハビリテーション 0897-43-1811 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 介護予防訪問看護 0897-43-1811 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-1811 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-1811 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531327 医療法人　こたに歯科医院 こたに歯科医院 コタニシカイイン 7920825 愛媛県新居浜市星原町６－１５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-43-1811 H26/05/01 指定 新居浜市

3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 訪問看護 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市

3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 訪問リハビリテーション 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市

3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 居宅療養管理指導 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市

3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 通所リハビリテーション 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市

3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 介護予防訪問看護 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市

3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市

3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市
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3830531335 * 花野歯科クリニック ハナノシカクリニック 7920813 愛媛県新居浜市下泉町一丁目８番５１号 介護予防通所リハビリテーション 0897-31-8857 H27/10/01 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番35号 訪問看護 H27/10/14 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番35号 訪問リハビリテーション H27/10/14 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番35号 居宅療養管理指導 H27/10/14 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番35号 通所リハビリテーション 0897-33-0038 H27/10/14 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番35号 介護予防訪問看護 0897-33-0038 H27/10/14 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番35号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-33-0038 H27/10/14 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番352号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-0038 H27/10/14 指定 新居浜市

3830531343 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目8番35号 介護予防通所リハビリテーション 0897-33-0038 H27/10/14 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 訪問看護 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 訪問リハビリテーション 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 居宅療養管理指導 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 通所リハビリテーション 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 介護予防訪問看護 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531350 ＊ おの歯科医院 オノシカイイン 7920044 愛媛県新居浜市中村松木1-11-23 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-5430 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531368 ＊ こもだデンタルオフィス宮原 コモダデンタルオフィスミヤハラ 7920833 新居浜市宮原町1-58 訪問看護 0897-43-2411 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531368 ＊ こもだデンタルオフィス宮原 コモダデンタルオフィスミヤハラ 7920833 新居浜市宮原町1-58 訪問リハビリテーション 0897-43-2411 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531368 ＊ こもだデンタルオフィス宮原 コモダデンタルオフィスミヤハラ 7920833 新居浜市宮原町1-58 居宅療養管理指導 0897-43-2411 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531368 ＊ こもだデンタルオフィス宮原 コモダデンタルオフィスミヤハラ 7920833 新居浜市宮原町1-58 介護予防訪問看護 0897-43-2411 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531368 ＊ こもだデンタルオフィス宮原 コモダデンタルオフィスミヤハラ 7920833 新居浜市宮原町1-58 介護予防訪問リハビリテーション 0897-43-2411 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531368 ＊ こもだデンタルオフィス宮原 コモダデンタルオフィスミヤハラ 7920833 新居浜市宮原町1-58 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-2411 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 訪問看護 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 訪問リハビリテーション 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 居宅療養管理指導 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 通所リハビリテーション 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 介護予防訪問看護 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 介護予防訪問リハビリテーション 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 介護予防居宅療養管理指導 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531376 ＊ しろした歯科 シロシタシカ 7920888 新居浜市田の上2丁目2-44 介護予防通所リハビリテーション 0897-45-0168 H28/04/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 訪問看護 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 訪問リハビリテーション 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 居宅療養管理指導 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 通所リハビリテーション 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 介護予防訪問看護 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 介護予防訪問リハビリテーション 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830531384 医療法人陽祥会 林歯科クリニック ハヤシシカクリニック 7920050 愛媛県新居浜市萩生509-1 介護予防通所リハビリテーション 0897-66-1500 R02/06/01 指定 新居浜市

3830538025 独立行政法人労働者健康福祉機構 愛媛労災病院 エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3830538025 独立行政法人労働者健康福祉機構 愛媛労災病院 エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3830538025 独立行政法人労働者健康福祉機構 愛媛労災病院 エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市
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3830538025 独立行政法人労働者健康福祉機構 愛媛労災病院 エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 介護予防訪問看護 0897-33-6191 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538025 独立行政法人労働者健康福祉機構 愛媛労災病院 エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-33-6191 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538025 独立行政法人労働者健康福祉機構 愛媛労災病院 エヒメロウサイビョウイン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地２７号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-6191 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538058 財団法人　積善会 財団法人積善会附属十全総合病院 ザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番５号 訪問看護 H12/04/01 指定 新居浜市

3830538058 財団法人　積善会 財団法人積善会附属十全総合病院 ザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番５号 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 新居浜市

3830538058 財団法人　積善会 財団法人積善会附属十全総合病院 ザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番５号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830538058 財団法人　積善会 財団法人積善会附属十全総合病院 ザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番５号 介護予防訪問看護 0897-33-1818 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538058 財団法人　積善会 財団法人積善会附属十全総合病院 ザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番５号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-33-1818 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538058 財団法人　積善会 財団法人積善会附属十全総合病院 ザイダンホウジンセキゼンカイフゾクジュウゼンソウゴウビョウイン 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番５号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-1818 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538066 ＊ 浅井歯科医院 アサイシカイイン 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２３６６番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830538066 ＊ 浅井歯科医院 アサイシカイイン 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２３６６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-1451 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538074 ＊ 安保歯科医院 アボシカイイン 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町２丁目２番６号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830538074 ＊ 安保歯科医院 アボシカイイン 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町２丁目２番６号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-6666 H18/04/01 指定 新居浜市

3830538082 ＊ 松木歯科クリニック マツキシカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町３丁目１０－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3830538082 ＊ 松木歯科クリニック マツキシカクリニック 7920026 愛媛県新居浜市久保田町３丁目１０－３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-3700 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540326 ＊ キクワ薬局 キクワヤッキョク 7920888 愛媛県新居浜市田の上４丁目３番５４号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3840540326 ＊ キクワ薬局 キクワヤッキョク 7920888 愛媛県新居浜市田の上４丁目３番５４号 介護予防居宅療養管理指導 0897-45-0102 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540466 有限会社  愛生堂薬局 有限会社愛生堂薬局 ユウゲンガイシャアイセイドウヤッキョク 7920801 愛媛県新居浜市菊本町１丁目２－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3840540466 有限会社  愛生堂薬局 有限会社愛生堂薬局 ユウゲンガイシャアイセイドウヤッキョク 7920801 愛媛県新居浜市菊本町１丁目２－２２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-2667 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540615 ＊ ハルキヤ薬局 ハルキヤヤッキョク 7920011 愛媛県新居浜市西原町１丁目３－１６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3840540615 ＊ ハルキヤ薬局 ハルキヤヤッキョク 7920011 愛媛県新居浜市西原町１丁目３－１６ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-3824 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540623 ＊ 菅薬局 カンヤッキョク 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１２－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3840540623 ＊ 菅薬局 カンヤッキョク 7920866 愛媛県新居浜市宇高町３丁目１２－２２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-3838 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540649 有限会社　光琳堂 光琳堂薬局 コウリンドウヤッキョク 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番３号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3840540649 有限会社　光琳堂 光琳堂薬局 コウリンドウヤッキョク 7920004 愛媛県新居浜市北新町１番３号 介護予防居宅療養管理指導 0897-33-6153 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540763 ＊ 大丸薬局 ダイマルヤッキョク 7920003 愛媛県新居浜市新田町二丁目１－５４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 新居浜市

3840540763 ＊ 大丸薬局 ダイマルヤッキョク 7920003 愛媛県新居浜市新田町二丁目１－５４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-4894 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540920 有限会社  光琳堂 新居浜中央薬局 ニイハマチュウオウヤッキョク 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３－４０ 居宅療養管理指導 0897-31-2324 H12/07/01 指定 新居浜市

3840540920 有限会社  光琳堂 新居浜中央薬局 ニイハマチュウオウヤッキョク 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３－４０ 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-2324 H18/04/01 指定 新居浜市

3840540961 株式会社えひめ保健企画 若水ハロー薬局 ワカミズハローヤッキョク 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目７－１６ 居宅療養管理指導 0897-31-1850 H13/02/01 指定 新居浜市

3840540961 株式会社えひめ保健企画 若水ハロー薬局 ワカミズハローヤッキョク 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目７－１６ 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-1850 H18/04/01 指定 新居浜市

3840541084 株式会社フロンティア フロンティア薬局　松木町店 フロンティアヤッキョク　マツキチョウテン 7920829 愛媛県新居浜市松木町３－７水野ビル1F 居宅療養管理指導 0897-66-1002 H14/01/01 指定 新居浜市

3840541084 株式会社フロンティア フロンティア薬局　松木町店 フロンティアヤッキョク　マツキチョウテン 7920829 愛媛県新居浜市松木町３－７水野ビル1F 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-1002 H18/04/01 指定 新居浜市

3840541118 有限会社チェリー薬局 チェリー薬局 チェリーヤッキョク 7920881 愛媛県新居浜市松神子3丁目4番43号 居宅療養管理指導 H14/06/01 指定 新居浜市

3840541118 有限会社チェリー薬局 チェリー薬局 チェリーヤッキョク 7920881 愛媛県新居浜市松神子3丁目4番43号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3840541126 有限会社　キングメディカル　 きんぐ調剤薬局八幡 キングチョウザイヤッキョクヤワタ 7920871 愛媛県新居浜市八幡2-5-6 居宅療養管理指導 H14/10/01 指定 新居浜市

3840541126 有限会社　キングメディカル　 きんぐ調剤薬局八幡 キングチョウザイヤッキョクヤワタ 7920871 愛媛県新居浜市八幡2-5-6 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3840541134 株式会社　アクト にこにこ薬局　角野店 7920834 愛媛県新居浜市中西町6-45 居宅療養管理指導 H14/10/01 指定 新居浜市

3840541134 株式会社　アクト にこにこ薬局　角野店 7920834 愛媛県新居浜市中西町6-45 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 新居浜市

3840541175 有限会社テンタートル そがめ薬局上原店 ソガメヤッキョクウエハラテン 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 居宅療養管理指導 0897-31-7967 H18/08/01 指定 新居浜市

3840541175 有限会社テンタートル そがめ薬局上原店 ソガメヤッキョクウエハラテン 7920046 愛媛県新居浜市上原三丁目1番29号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-7967 H18/08/01 指定 新居浜市

3840541183 有限会社蝶野 さくら薬局中央店 サクラヤッキョクチュウオウテン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番2号 居宅療養管理指導 0897-41-1155 H18/09/01 指定 新居浜市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3840541183 有限会社蝶野 さくら薬局中央店 サクラヤッキョクチュウオウテン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町三丁目6番2号 介護予防居宅療養管理指導 0897-41-1155 H18/09/01 指定 新居浜市

3840541191 有限会社チェリー薬局 チェリー薬局土橋店 チェリーヤッキョクドバシテン 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目8番20号 居宅療養管理指導 0897-31-6530 H18/10/01 指定 新居浜市

3840541191 有限会社チェリー薬局 チェリー薬局土橋店 チェリーヤッキョクドバシテン 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目8番20号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-6530 H18/10/01 指定 新居浜市

3840541209 株式会社クレイン やませみ薬局 ヤマセミヤッキョク 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目14-10 居宅療養管理指導 0897-47-3001 H19/04/01 指定 新居浜市

3840541209 株式会社クレイン やませみ薬局 ヤマセミヤッキョク 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目14-10 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-3001 H19/04/01 指定 新居浜市

3840541225 株式会社メディシス 庄内調剤薬局 ショウナイチョウザイヤッキョク 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目14番35号 居宅療養管理指導 0897-32-1313 H19/04/01 指定 新居浜市

3840541225 株式会社メディシス 庄内調剤薬局 ショウナイチョウザイヤッキョク 7920811 愛媛県新居浜市庄内町一丁目14番35号 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-1313 H19/04/01 指定 新居浜市

3840541233 * かとう調剤薬局 カトウチョウザイヤッキョク 7920887 愛媛県新居浜市高田二丁目4番18号 居宅療養管理指導 0897-47-3888 H19/05/01 指定 新居浜市

3840541233 * かとう調剤薬局 カトウチョウザイヤッキョク 7920887 愛媛県新居浜市高田二丁目4番18号 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-3888 H19/05/01 指定 新居浜市

3840541258 有限会社　フクダ薬局 有限会社　フクダ薬局 ユウゲンガイシャ　フクダヤッキョク 7920044 愛媛県新居浜市中村一丁目5番38号 居宅療養管理指導 0897-66-1316 H19/08/01 指定 新居浜市

3840541258 有限会社　フクダ薬局 有限会社　フクダ薬局 ユウゲンガイシャ　フクダヤッキョク 7920044 愛媛県新居浜市中村一丁目5番38号 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-1316 H19/08/01 指定 新居浜市

3840541282 株式会社　ムラヤマ むらやま薬局 ムラヤマヤッキョク 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地3 居宅療養管理指導 0897-47-2558 H20/06/01 指定 新居浜市

3840541282 株式会社　ムラヤマ むらやま薬局 ムラヤマヤッキョク 7920856 愛媛県新居浜市船木甲4322番地3 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-2558 H20/06/01 指定 新居浜市

3840541290 イオンリテール株式会社 イオン薬局新居浜店 イオンヤッキョクニイハマテン 7920007 愛媛県新居浜市前田町８－８ 居宅療養管理指導 0897-31-0693 H20/08/21 指定 新居浜市

3840541290 イオンリテール株式会社 イオン薬局新居浜店 イオンヤッキョクニイハマテン 7920007 愛媛県新居浜市前田町８－８ 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-0693 H20/08/21 指定 新居浜市

3840541316 有限会社  西之端薬局 西之端薬局 ニシノハシヤッキョク 7920045 愛媛県新居浜市中萩町１番５号 居宅療養管理指導 H20/12/24 指定 新居浜市

3840541316 有限会社  西之端薬局 西之端薬局 ニシノハシヤッキョク 7920045 愛媛県新居浜市中萩町１番５号 介護予防居宅療養管理指導 H20/12/24 指定 新居浜市

3840541324 株式会社アガスト 中萩薬局 ナカハギヤッキョク 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番１号 居宅療養管理指導 H21/01/01 指定 新居浜市

3840541324 株式会社アガスト 中萩薬局 ナカハギヤッキョク 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番１号 介護予防居宅療養管理指導 H21/01/01 指定 新居浜市

3840541332 有限会社　チェリー薬局 チェリー薬局　垣生店 チェリーヤッキョク　カキイテン 7920872 愛媛県新居浜市垣生一丁目7番21号 居宅療養管理指導 0897-67-1780 H21/02/01 指定 新居浜市

3840541332 有限会社　チェリー薬局 チェリー薬局　垣生店 チェリーヤッキョク　カキイテン 7920872 愛媛県新居浜市垣生一丁目7番21号 介護予防居宅療養管理指導 0897-67-1780 H21/02/01 指定 新居浜市

3840541399 株式会社　レフピック ひめ薬局　松神子店 ヒメヤッキョク　マツミコテン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４丁目１番１３号 居宅療養管理指導 0897-46-3505 H21/12/01 指定 新居浜市

3840541399 株式会社　レフピック ひめ薬局　松神子店 ヒメヤッキョク　マツミコテン 7920881 愛媛県新居浜市松神子４丁目１番１３号 介護予防居宅療養管理指導 0897-46-3505 H21/12/01 指定 新居浜市

3840541407 有限会社　チェリー薬局 チェリー薬局　宮西店 チェリーヤッキョク　ミヤニシテン 7920024 愛媛県新居浜市宮西町１番１０号 居宅療養管理指導 0897-47-4330 H22/04/01 指定 新居浜市

3840541407 有限会社　チェリー薬局 チェリー薬局　宮西店 チェリーヤッキョク　ミヤニシテン 7920024 愛媛県新居浜市宮西町１番１０号 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-4330 H22/04/01 指定 新居浜市

3840541415 ＊ 千葉薬局 チバヤッキョク 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目甲１８４１番地１ 居宅療養管理指導 0897-40-3213 H22/05/01 指定 新居浜市

3840541415 ＊ 千葉薬局 チバヤッキョク 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目甲１８４１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-3213 H22/05/01 指定 新居浜市

3840541431 株式会社　Y'sグローイング すみの薬局 スミノヤッキョク 7920841 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番３号 居宅療養管理指導 0897-47-6285 H23/05/01 指定 新居浜市

3840541431 株式会社　Y'sグローイング すみの薬局 スミノヤッキョク 7920841 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番３号 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-6285 H23/05/01 指定 新居浜市

3840541449 有限会社　キングメディカル きんぐ調剤薬局　久保田 キングチョウザイヤッキョク　クボタ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２６号 居宅療養管理指導 0897-47-1155 H24/10/01 指定 新居浜市

3840541449 有限会社　キングメディカル きんぐ調剤薬局　久保田 キングチョウザイヤッキョク　クボタ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目４番２６号 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-1155 H24/10/01 指定 新居浜市

3840541456 株式会社ＦＥＳＲＥＣ ぽかぽか薬局新居浜店 ポカポカヤッキョクニイハマテン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１丁目１２－５６ 居宅療養管理指導 0897-47-7612 H25/10/01 指定 新居浜市

3840541456 株式会社ＦＥＳＲＥＣ ぽかぽか薬局新居浜店 ポカポカヤッキョクニイハマテン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町１丁目１２－５６ 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-7612 H25/10/01 指定 新居浜市

3840541464 株式会社　おかファーマシー おか薬局 オカヤッキョク 7920856 愛媛県新居浜市船木甲４４７５番地１ 居宅療養管理指導 0897-43-8866 H25/12/01 指定 新居浜市

3840541464 株式会社　おかファーマシー おか薬局 オカヤッキョク 7920856 愛媛県新居浜市船木甲４４７５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-43-8866 H25/12/01 指定 新居浜市

3840541472 有限会社　蝶野 さくら薬局　グランシャリオ サクラヤッキョク　グランシャリオ 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番77号 居宅療養管理指導 0897-32-1177 H27/03/30 指定 新居浜市

3840541472 有限会社　蝶野 さくら薬局　グランシャリオ サクラヤッキョク　グランシャリオ 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番77号 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-1177 H27/03/30 指定 新居浜市

3840541480 有限会社チェリー薬局 チェリー薬局　本郷店 チェリーヤッキョク　ホンゴウテン 7920042 愛媛県新居浜市本郷３丁目５番３４号 居宅療養管理指導 0897-47-8133 H27/07/01 指定 新居浜市

3840541480 有限会社チェリー薬局 チェリー薬局　本郷店 チェリーヤッキョク　ホンゴウテン 7920042 愛媛県新居浜市本郷３丁目５番３４号 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-8133 H27/07/01 指定 新居浜市

3840541498 株式会社フロンティア　 フロンティア薬局本郷店 フロンティアヤッキョクホンゴウテン 7920042 愛媛県新居浜市本郷３丁目５－３１ 居宅療養管理指導 0897-31-6120 H27/07/01 指定 新居浜市

3840541498 株式会社フロンティア　 フロンティア薬局本郷店 フロンティアヤッキョクホンゴウテン 7920042 愛媛県新居浜市本郷３丁目５－３１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-6120 H27/07/01 指定 新居浜市

3840541506 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　新居浜中央店 レデイヤッキョク　ニイハマチュウオウテン 7920822 愛媛県新居浜市寿町１１番４８号 居宅療養管理指導 0897-31-7080 H27/09/01 指定 新居浜市
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3840541506 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　新居浜中央店 レデイヤッキョク　ニイハマチュウオウテン 7920822 愛媛県新居浜市寿町１１番４８号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-7080 H27/09/01 指定 新居浜市

3840541514 ＊ そがめ薬局北新町店 ソガメヤッキョクキタシンマチテン 7920004 愛媛県新居浜市北新町5番1号 居宅療養管理指導 0897-36-4073 H28/06/01 指定 新居浜市

3840541514 ＊ そがめ薬局北新町店 ソガメヤッキョクキタシンマチテン 7920004 愛媛県新居浜市北新町5番1号 介護予防居宅療養管理指導 0897-36-4073 H28/06/01 指定 新居浜市

3840541522 あかりや　株式会社 あかり薬局　駅前店 アカリヤッキョク　エキマエテン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町二丁目5番43号 居宅療養管理指導 0897-37-8777 H29/01/01 指定 新居浜市

3840541522 あかりや　株式会社 あかり薬局　駅前店 アカリヤッキョク　エキマエテン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町二丁目5番43号 介護予防居宅療養管理指導 0897-37-8777 H29/01/01 指定 新居浜市

3840541548 株式会社フロンティア フロンティア薬局高田店 フロンティアヤッキョクタカダテン 7920887 愛媛県新居浜市高田1-1-62 居宅療養管理指導 H29/04/01 指定 新居浜市

3840541548 株式会社フロンティア フロンティア薬局高田店 フロンティアヤッキョクタカダテン 7920887 愛媛県新居浜市高田1-1-62 介護予防居宅療養管理指導 H29/04/01 指定 新居浜市

3840541555 株式会社フロンティア フロンティア薬局中須賀店 フロンティアヤッキョクナカスカテン 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目6番11号 居宅療養管理指導 0897-65-3687 H29/04/01 指定 新居浜市

3840541555 株式会社フロンティア フロンティア薬局中須賀店 フロンティアヤッキョクナカスカテン 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目6番11号 介護予防居宅療養管理指導 0897-65-3687 H29/04/01 指定 新居浜市

3840541563 株式会社　トリニティ オレンジ薬局 オレンジヤッキョク 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番7号 居宅療養管理指導 0897-31-6620 H30/06/01 指定 新居浜市

3840541563 株式会社　トリニティ オレンジ薬局 オレンジヤッキョク 7920041 愛媛県新居浜市中村松木一丁目7番7号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-6620 H30/06/01 指定 新居浜市

3840541571 株式会社　トリニティ ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7920041 愛媛県新居浜市中村松木１丁目１２番５号 居宅療養管理指導 0897-31-6450 H30/06/01 指定 新居浜市

3840541571 株式会社　トリニティ ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7920041 愛媛県新居浜市中村松木１丁目１２番５号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-6450 H30/06/01 指定 新居浜市

3840541589 株式会社  レデイ薬局 レデイ薬局中荻店 レデイヤッキョクナカオギテン 7920042 愛媛県新居浜市本郷三丁目５番１５号 居宅療養管理指導 0897-40-2339 H30/11/03 指定 新居浜市

3840541589 株式会社  レデイ薬局 レデイ薬局中荻店 レデイヤッキョクナカオギテン 7920042 愛媛県新居浜市本郷三丁目５番１５号 介護予防居宅療養管理指導 0897-40-2339 H30/11/03 指定 新居浜市

3840541597 株式会社ププレひまわり ププレひまわり薬局松木店 ププレヒマワリヤッキョクマツキテン 7920829 愛媛県新居浜市松木町４番１５号 居宅療養管理指導 0897-66-7612 H31/01/01 指定 新居浜市

3840541597 株式会社ププレひまわり ププレひまわり薬局松木店 ププレヒマワリヤッキョクマツキテン 7920829 愛媛県新居浜市松木町４番１５号 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-7612 H31/01/01 指定 新居浜市

3840541605 株式会社フロンティア フロンティア薬局　新田町店 フロンティアヤッキョク　シンデンチョウ 7920003 愛媛県新居浜市新田町二丁目２番９号 居宅療養管理指導 0897-31-1080 H31/04/01 指定 新居浜市

3840541605 株式会社フロンティア フロンティア薬局　新田町店 フロンティアヤッキョク　シンデンチョウテン 7920003 愛媛県新居浜市新田町二丁目２番９号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-1080 H31/04/01 指定 新居浜市

3840541613 株式会社　メディシス 王子調剤薬局 オウジチョウザイヤッキョク 7920008 愛媛県新居浜市王子町３－２ 居宅療養管理指導 0897-31-1886 H31/04/01 指定 新居浜市

3840541613 株式会社　メディシス 王子調剤薬局 オウジチョウザイヤッキョク 7920008 愛媛県新居浜市王子町３－２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-1886 H31/04/01 指定 新居浜市

3840541621 株式会社メディシス 本郷調剤薬局 ホンゴウチョウザイヤッキョク 7920042 愛媛県新居浜市本郷３－５－３５ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H31/04/01 指定 新居浜市

3840541621 株式会社メディシス 本郷調剤薬局 ホンゴウチョウザイヤッキョク 7920042 愛媛県新居浜市本郷３－５－３５ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H31/04/01 指定 新居浜市

3840541639 合同会社CMPES　 新居浜中央薬局 ニイハマチュウオウヤッキョク 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地４０号 居宅療養管理指導 0897-31-2324 R01/05/01 指定 新居浜市

3840541639 合同会社CMPES　 新居浜中央薬局 ニイハマチュウオウヤッキョク 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町１３番地４０号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-2324 R01/05/01 指定 新居浜市

3840541647 ウエルシア薬局株式会社 あおぞら薬局 アオゾラヤッキョク 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町13番35号 居宅療養管理指導 0897-31-3900 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541647 ウエルシア薬局株式会社 あおぞら薬局 アオゾラヤッキョク 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町13番35号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-3900 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541654 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局駅前店 コスモスヤッキョクエキマエテン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町1丁目7番1号 居宅療養管理指導 0897-65-4470 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541654 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局駅前店 コスモスヤッキョクエキマエテン 7920812 愛媛県新居浜市坂井町1丁目7番1号 介護予防居宅療養管理指導 0897-65-4470 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541662 ウエルシア薬局株式会社 そよかぜ薬局 ソヨカゼヤッキョク 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番地37生活協同組合コープえひめ　コープ中萩内 居宅療養管理指導 0897-66-2228 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541662 ウエルシア薬局株式会社 そよかぜ薬局 ソヨカゼヤッキョク 7920045 愛媛県新居浜市中萩町1番地37生活協同組合コープえひめ　コープ中萩内 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-2228 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541670 ウエルシア薬局株式会社 アップル薬局 アップルヤッキョク 7920812 愛媛県新居浜市坂井町3丁目6番28号 居宅療養管理指導 0897-31-6720 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541670 ウエルシア薬局株式会社 アップル薬局 アップルヤッキョク 7920812 愛媛県新居浜市坂井町3丁目6番28号 介護予防居宅療養管理指導 0897-31-6720 R03/03/01 指定 新居浜市

3840541688 株式会社チェリー薬局 チェリー薬局　労災前店 チェリーヤッキョク　ロウサイマエテン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町13-35 居宅療養管理指導 0897-32-3633 R03/04/01 指定 新居浜市

3840541688 株式会社チェリー薬局 チェリー薬局　労災前店 チェリーヤッキョク　ロウサイマエテン 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町13-35 介護予防居宅療養管理指導 0897-32-3633 R03/04/01 指定 新居浜市

3850580014 医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 イリョウキカンヘイセツガタショウキボカイゴロウジンホケンシセツ　オウジエン 7928543 愛媛県新居浜市王子町3番1号 訪問リハビリテーション 0897-47-7533 R02/10/01 指定 新居浜市

3850580014 医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 イリョウキカンヘイセツガタショウキボカイゴロウジンホケンシセツ　オウジエン 7928543 愛媛県新居浜市王子町3番1号 通所リハビリテーション 0897-47-7533 H29/09/01 指定 新居浜市

3850580014 医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 イリョウキカンヘイセツガタショウキボカイゴロウジンホケンシセツ　オウジエン 7928543 愛媛県新居浜市王子町3番1号 短期入所療養介護 0897-47-7533 H29/09/01 指定 新居浜市

3850580014 医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 イリョウキカンヘイセツガタショウキボカイゴロウジンホケンシセツ　オウジエン 7928543 愛媛県新居浜市王子町3番1号 介護老人保健施設 0897-47-7533 H29/09/01 指定 新居浜市

3850580014 医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 イリョウキカンヘイセツガタショウキボカイゴロウジンホケンシセツ　オウジエン 7928543 愛媛県新居浜市王子町3番1号 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-7533 R02/10/01 指定 新居浜市

3850580014 医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 イリョウキカンヘイセツガタショウキボカイゴロウジンホケンシセツ　オウジエン 7928543 愛媛県新居浜市王子町3番1号 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-7533 H29/09/01 指定 新居浜市

3850580014 医療法人住友別子病院 医療機関併設型小規模介護老人保健施設　王子苑 イリョウキカンヘイセツガタショウキボカイゴロウジンホケンシセツ　オウジエン 7928543 愛媛県新居浜市王子町3番1号 介護予防短期入所療養介護 0897-47-7533 H29/09/01 指定 新居浜市
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3857780161 社会福祉法人  はぴねす福祉会 老人保健施設はぴねすケアセンター ロウジンホケンシセツハピネスケアセンター 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜2-1-50 通所リハビリテーション 0897-46-5177 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780161 社会福祉法人  はぴねす福祉会 老人保健施設はぴねすケアセンター ロウジンホケンシセツハピネスケアセンター 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜2-1-50 短期入所療養介護 0897-46-5177 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780161 社会福祉法人  はぴねす福祉会 老人保健施設はぴねすケアセンター ロウジンホケンシセツハピネスケアセンター 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜2-1-50 介護老人保健施設 0897-46-5177 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780161 社会福祉法人  はぴねす福祉会 老人保健施設はぴねすケアセンター ロウジンホケンシセツハピネスケアセンター 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜2-1-50 介護予防通所リハビリテーション 0897-46-5177 H18/04/01 指定 新居浜市

3857780161 社会福祉法人  はぴねす福祉会 老人保健施設はぴねすケアセンター ロウジンホケンシセツハピネスケアセンター 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜2-1-50 介護予防短期入所療養介護 0897-46-5177 H18/04/01 指定 新居浜市

3857780229 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設リハビリステーション三恵荘 ロウジンホケンシセツリハビリステーションサンケイソウ 7920050 愛媛県新居浜市萩生河ノ北６７番６０号 通所リハビリテーション 0897-40-3366 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780229 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設リハビリステーション三恵荘 ロウジンホケンシセツリハビリステーションサンケイソウ 7920050 愛媛県新居浜市萩生河ノ北６７番６０号 短期入所療養介護 0897-40-3366 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780229 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設リハビリステーション三恵荘 ロウジンホケンシセツリハビリステーションサンケイソウ 7920050 愛媛県新居浜市萩生河ノ北６７番６０号 介護老人保健施設 0897-40-3366 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780229 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設リハビリステーション三恵荘 ロウジンホケンシセツリハビリステーションサンケイソウ 7920050 愛媛県新居浜市萩生河ノ北６７番６０号 介護予防通所リハビリテーション 0897-40-3366 H18/04/01 指定 新居浜市

3857780229 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設リハビリステーション三恵荘 ロウジンホケンシセツリハビリステーションサンケイソウ 7920050 愛媛県新居浜市萩生河ノ北６７番６０号 介護予防短期入所療養介護 0897-40-3366 H18/04/01 指定 新居浜市

3857780401 医療法人社団  久和会 介護老人保健施設ふなき久和園 カイゴロウジンホケンシセツフナキキュウワエン 7920856 愛媛県新居浜市船木甲３６５６番地８ 通所リハビリテーション 0897-41-2800 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780401 医療法人社団  久和会 介護老人保健施設ふなき久和園 カイゴロウジンホケンシセツフナキキュウワエン 7920856 愛媛県新居浜市船木甲３６５６番地８ 短期入所療養介護 0897-41-2800 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780401 医療法人社団  久和会 介護老人保健施設ふなき久和園 カイゴロウジンホケンシセツフナキキュウワエン 7920856 愛媛県新居浜市船木甲３６５６番地８ 介護老人保健施設 0897-41-2800 H12/04/01 指定 新居浜市

3857780401 医療法人社団  久和会 介護老人保健施設ふなき久和園 カイゴロウジンホケンシセツフナキキュウワエン 7920856 愛媛県新居浜市船木甲３６５６番地８ 介護予防通所リハビリテーション 0897-41-2800 H18/04/01 指定 新居浜市

3857780401 医療法人社団  久和会 介護老人保健施設ふなき久和園 カイゴロウジンホケンシセツフナキキュウワエン 7920856 愛媛県新居浜市船木甲３６５６番地８ 介護予防短期入所療養介護 0897-41-2800 H18/04/01 指定 新居浜市

3857780575 社会福祉法人はぴねす福祉会 介護老人保健施設若水ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツワカミズケアセンター 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目９番１３号 通所リハビリテーション 0897-31-3000 H14/04/01 指定 新居浜市

3857780575 社会福祉法人はぴねす福祉会 介護老人保健施設若水ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツワカミズケアセンター 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目９番１３号 短期入所療養介護 0897-31-3000 H14/04/01 指定 新居浜市

3857780575 社会福祉法人はぴねす福祉会 介護老人保健施設若水ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツワカミズケアセンター 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目９番１３号 介護老人保健施設 0897-31-3000 H14/04/01 指定 新居浜市

3857780575 社会福祉法人はぴねす福祉会 介護老人保健施設若水ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツワカミズケアセンター 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目９番１３号 介護予防通所リハビリテーション 0897-31-3000 H18/04/01 指定 新居浜市

3857780575 社会福祉法人はぴねす福祉会 介護老人保健施設若水ケアセンター カイゴロウジンホケンシセツワカミズケアセンター 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目９番１３号 介護予防短期入所療養介護 0897-31-3000 H18/04/01 指定 新居浜市

3860590078 一般社団法人  新居浜市医師会 訪問看護ステーション医師会 ホウモンカンゴステーションイシカイ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町四丁目７番５４ 訪問看護 0897-33-7951 H12/04/01 指定 新居浜市

3860590078 一般社団法人  新居浜市医師会 訪問看護ステーション医師会 ホウモンカンゴステーションイシカイ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町四丁目７番５４ 介護予防訪問看護 0897-33-7951 H19/04/01 指定 新居浜市

3860590292 医療法人  十全会 訪問看護ステーションれんげの会 ホウモンカンゴステーションレンゲノカイ 7920844 愛媛県新居浜市角野新田町一丁目1番28号 訪問看護 0897-43-5653 H12/04/01 指定 新居浜市

3860590292 医療法人  十全会 訪問看護ステーションれんげの会 ホウモンカンゴステーションレンゲノカイ 7920844 愛媛県新居浜市角野新田町一丁目1番28号 介護予防訪問看護 0897-43-5653 H22/07/01 指定 新居浜市

3860590326 愛媛医療生活協同組合 若水訪問看護ステーション ワカミズホウモンカンゴステーション 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目７番４５号 訪問看護 0897-37-1599 H12/04/01 指定 新居浜市

3860590326 愛媛医療生活協同組合 若水訪問看護ステーション ワカミズホウモンカンゴステーション 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目７番４５号 介護予防訪問看護 0897-37-1599 H19/04/01 指定 新居浜市

3860590466 新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護ステーションそよ風さん ホウモンカンゴステーションソヨカゼサン 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 訪問看護 0897-40-5539 H12/04/01 指定 新居浜市

3860590466 新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護ステーションそよ風さん ホウモンカンゴステーションソヨカゼサン 7920050 愛媛県新居浜市萩生1061番地 介護予防訪問看護 0897-40-5539 H25/04/01 指定 新居浜市

3860590888 新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護ステーションたかつ ホウモンカンゴステーションタカツ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 訪問看護 0897-31-5700 H14/03/08 指定 新居浜市

3860590888 新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護ステーションたかつ ホウモンカンゴステーションタカツ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 介護予防訪問看護 0897-31-5700 H25/04/01 指定 新居浜市

3860590987 株式会社　東雲精工 訪問看護ステーションしののめ ホウモンカンゴステーションシノノメ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町二丁目６番６５号 訪問看護 0897-34-9622 H16/01/15 指定 新居浜市

3860590987 株式会社　東雲精工 訪問看護ステーションしののめ ホウモンカンゴステーションシノノメ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町二丁目６番６５号 介護予防訪問看護 0897-34-9622 H20/08/01 指定 新居浜市

3860591431 社会福祉法人はぴねす福祉会 訪問看護ステーション　はぴねす ホウモンカンゴステーション　ハピネス 7920017 愛媛県新居浜市若水町二丁目4番38号 訪問看護 0897-35-3050 H24/12/20 指定 新居浜市

3860591431 社会福祉法人はぴねす福祉会 訪問看護ステーション　はぴねす ホウモンカンゴステーション　ハピネス 7920017 愛媛県新居浜市若水町二丁目4番38号 介護予防訪問看護 0897-35-3050 H24/12/20 指定 新居浜市

3860591886 合同会社リハテラス タートル訪問看護リハステーション タートルホウモンカンゴリハステーション 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目4番34号 訪問看護 0897-36-0090 H28/07/01 指定 新居浜市

3860591886 合同会社リハテラス タートル訪問看護リハステーション タートルホウモンカンゴリハステーション 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目4番34号 介護予防訪問看護 0897-36-0090 H28/07/01 指定 新居浜市

3860591977 伴野訪問看護ステーション合同会社 伴野訪問看護ステーション バンノホウモンカンゴステーション 7920856 愛媛県新居浜市船木甲787番地2喫茶＆レストラン珈琲待夢 訪問看護 0897-66-8118 H28/12/05 指定 新居浜市

3860591977 伴野訪問看護ステーション合同会社 伴野訪問看護ステーション バンノホウモンカンゴステーション 7920856 愛媛県新居浜市船木甲787番地2喫茶＆レストラン珈琲待夢 介護予防訪問看護 0897-66-8118 H28/12/05 指定 新居浜市

3860592009 一般財団法人積善会 十全訪問看護リハステーション　ずっと ジュウゼンホウモンカンゴリハステーション　ズット 7920004 愛媛県新居浜市北新町1番5号 訪問看護 0897-47-6165 H29/02/01 指定 新居浜市

3860592009 一般財団法人積善会 十全訪問看護リハステーション　ずっと ジュウゼンホウモンカンゴリハステーション　ズット 7920004 愛媛県新居浜市北新町1番5号 介護予防訪問看護 0897-47-6165 H29/02/01 指定 新居浜市

3860592199 セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーションにいはま セントケアホウモンカンゴステーションニイハマ 7920825 愛媛県新居浜市星原町15番47号星原町15-47貸店舗1階1号室 訪問看護 0897-41-7855 H30/10/01 指定 新居浜市

3860592199 セントケア四国株式会社 セントケア訪問看護ステーションにいはま セントケアホウモンカンゴステーションニイハマ 7920825 愛媛県新居浜市星原町15番47号星原町15-47貸店舗1階1号室 介護予防訪問看護 0897-41-7855 H30/10/01 指定 新居浜市
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3860592439 新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護リハステーション新田 ホウモンカンゴリハステーションシンデン 7920003 愛媛県新居浜市新田町一丁目９番９号 訪問看護 0897-47-6400 R02/01/01 指定 新居浜市

3860592439 新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護リハステーション新田 ホウモンカンゴリハステーションシンデン 7920003 愛媛県新居浜市新田町一丁目９番９号 介護予防訪問看護 0897-47-6400 R02/01/01 指定 新居浜市

3860592553 株式会社ソラモア 訪問看護ステーショントラスト ホウモンカンゴステーショントラスト 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-26ステーションヒルズ102号 訪問看護 0897-66-7270 R03/03/01 指定 新居浜市

3860592553 株式会社ソラモア 訪問看護ステーショントラスト ホウモンカンゴステーショントラスト 7920812 愛媛県新居浜市坂井町2丁目5-26ステーションヒルズ102号 介護予防訪問看護 0897-66-7270 R03/03/01 指定 新居浜市

3860592579 株式会社こころ 訪問看護ステーション　ひなた ホウモンカンゴステーション　ヒナタ 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目1385-1直野ビル2階東 訪問看護 0897-66-7336 R03/04/01 指定 新居浜市

3860592579 株式会社こころ 訪問看護ステーション　ひなた ホウモンカンゴステーション　ヒナタ 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目甲1385-1直野ビル2階東 介護予防訪問看護 0897-66-7336 R03/04/01 指定 新居浜市

3870500018 医療法人社団  久和会 指定居宅介護支援事業所久和 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショキュウワ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲３６５６番地８ 居宅介護支援 0897-41-2800 H11/09/13 指定 新居浜市

3870500034 有限会社東予ケア・サービス 有限会社東予ケア・サービス ユウゲンガイシャトウヨケア・サービス 7920872 愛媛県新居浜市垣生一丁目6番25号 訪問介護 0897-45-3931 H12/03/07 指定 新居浜市

3870500034 有限会社東予ケア・サービス 有限会社東予ケア・サービス ユウゲンガイシャトウヨケア・サービス 7920872 愛媛県新居浜市垣生一丁目６番２５号 居宅介護支援 0897-45-3931 H11/09/13 指定 新居浜市

3870500034 有限会社東予ケア・サービス 有限会社東予ケア・サービス ユウゲンガイシャトウヨケア・サービス 7920872 愛媛県新居浜市垣生一丁目6番25号 訪問型サービス（独自） 0897-45-3931 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500059 医療法人  岩﨑病院 中萩指定居宅介護支援事業所 ナカハギシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7920045 愛媛県新居浜市中萩町２番５号 居宅介護支援 0897-41-6030 H11/09/28 指定 新居浜市

3870500075 社会福祉法人  すいよう会 指定居宅介護支援事業所アソカ園 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショアソカエン 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目１６番５８号 居宅介護支援 0897-46-5514 H11/10/14 指定 新居浜市

3870500083 社会福祉法人  はぴねす福祉会 豊園荘 ホウエンソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２２１６番地の２９ 通所介護 0897-40-1111 H12/02/25 指定 新居浜市

3870500083 社会福祉法人  はぴねす福祉会 豊園荘 ホウエンソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２２１６番地の２９ 短期入所生活介護 0897-40-1111 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500083 社会福祉法人  はぴねす福祉会 豊園荘 ホウエンソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２２１６番地の２９ 介護老人福祉施設 0897-40-1111 H12/04/01 指定 新居浜市

3870500083 社会福祉法人  はぴねす福祉会 豊園荘 ホウエンソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２２１６番地の２９ 通所型サービス（独自） 0897-40-1111 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500091 社会福祉法人  三恵会 指定居宅介護支援事業所三恵 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショサンケイ 7920050 愛媛県新居浜市萩生河ノ北６７番６０号 居宅介護支援 0897-40-3370 H11/10/20 指定 新居浜市

3870500109 社会福祉法人  三恵会 指定居宅介護支援事業所きぼうの苑 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショキボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２丁目８番１２号 居宅介護支援 0897-47-7240 H11/10/20 指定 新居浜市

3870500117 社会福祉法人  三恵会 指定居宅介護支援事業所ハートランド三恵 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショハートランドサンケイ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１７番地 居宅介護支援 0897-40-0988 H11/10/20 指定 新居浜市

3870500133 社会福祉法人  新居浜市社会福祉協議会 社会福祉法人新居浜市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 シャカイフクシホウジンニイハマシシャカイフクシキョウギカイシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町六丁目11番46号 居宅介護支援 0897-31-3303 H11/10/20 指定 新居浜市

3870500141 新居浜医療福祉生活協同組合 指定居宅介護支援センターそらいろのたね シテイキョタクカイゴシエンセンターソライロノタネ 7920003 愛媛県新居浜市新田町一丁目９番９号 居宅介護支援 0897-65-3711 H11/10/20 指定 新居浜市

3870500158 新居浜医療福祉生活協同組合 指定居宅介護支援センターおとなりさん シテイキョタクカイゴシエンセンターオトナリサン 7920050 愛媛県新居浜市萩生１０６１番地 居宅介護支援 0897-66-2636 H11/10/20 指定 新居浜市

3870500166 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたきはま ニチイケアセンタータキハマ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目７番２４号 訪問介護 0897-67-1137 H12/02/10 指定 新居浜市

3870500166 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたきはま ニチイケアセンタータキハマ 7920896 愛媛県新居浜市阿島１丁目７番２４号 居宅介護支援 0897-67-1137 H11/10/25 指定 新居浜市

3870500166 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたきはま ニチイケアセンタータキハマ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目７番２４号 訪問型サービス（独自） 0897-67-1137 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500174 社会福祉法人ふたば会 指定居宅介護支援事業所ふたば荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショフタバソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木９５９番地３ 居宅介護支援 0897-40-1661 H11/10/25 指定 新居浜市

3870500182 一般社団法人  新居浜市医師会 指定居宅介護支援事業所新居浜市医師会 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショニイハマシイシカイ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町４－７－５４ 居宅介護支援 0897-34-5675 H11/10/27 指定 新居浜市

3870500240 特定非営利活動法人  倫理生活指導センター 高齢者福祉実践センター コウレイシャフクシジッセンセンター 7920874 愛媛県新居浜市長岩町２番４６号 居宅介護支援 0897-67-1922 H12/01/27 指定 新居浜市

3870500265 社会福祉法人  新居浜市社会福祉協議会 社会福祉法人　新居浜市社会福祉協議会　指定訪問介護事業所 シャカイフクシホウジン　ニイハマシシャカイフクシキョウギカイ　シテイホウモンカイゴジギョウショ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町六丁目11番46号 訪問介護 0897-32-8339 H12/02/02 指定 新居浜市

3870500265 社会福祉法人  新居浜市社会福祉協議会 社会福祉法人　新居浜市社会福祉協議会　指定訪問介護事業所 シャカイフクシホウジン　ニイハマシシャカイフクシキョウギカイ　シテイホウモンカイゴジギョウショ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町六丁目11番46号 訪問型サービス（独自） 0897-32-8339 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500281 うららか福祉サービス 株式会社 うららか福祉サービス株式会社 ウララカフクシサービスカブシキガイシャ 7920005 愛媛県新居浜市江口町１番４８号 福祉用具貸与 0897-32-3337 H12/02/23 指定 新居浜市

3870500281 うららか福祉サービス 株式会社 うららか福祉サービス株式会社 ウララカフクシサービスカブシキガイシャ 7920005 愛媛県新居浜市江口町１番４８号 特定福祉用具販売 0897-32-3337 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500281 うららか福祉サービス 株式会社 うららか福祉サービス株式会社 ウララカフクシサービスカブシキガイシャ 7920005 愛媛県新居浜市江口町１番４８号 介護予防福祉用具貸与 0897-32-3337 H19/04/01 指定 新居浜市

3870500281 うららか福祉サービス 株式会社 うららか福祉サービス株式会社 ウララカフクシサービスカブシキガイシャ 7920005 愛媛県新居浜市江口町１番４８号 特定介護予防福祉用具販売 0897-32-3337 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500315 社会福祉法人  三恵会 訪問介護事業所きぼうの苑 ホウモンカイゴジギョウショキボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２丁目８番１２号 訪問介護 0897-33-4477 H12/02/25 指定 新居浜市

3870500315 社会福祉法人  三恵会 訪問介護事業所きぼうの苑 ホウモンカイゴジギョウショキボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町２丁目８番１２号 訪問型サービス（独自） 0897-33-4477 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500331 一般社団法人  新居浜市医師会 ヘルパーステーション医師会 ヘルパーステーションイシカイ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町四丁目７番５４号 訪問介護 0897-33-4106 H12/02/29 指定 新居浜市

3870500331 一般社団法人  新居浜市医師会 ヘルパーステーション医師会 ヘルパーステーションイシカイ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町四丁目７番５４号 訪問型サービス（独自） 0897-33-4106 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500414 新居浜医療福祉生活協同組合 グループホーム香り草 グループホームカオリグサ 7920003 愛媛県新居浜市新田町２－８－２４ 認知症対応型共同生活介護 0897-65-3681 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500414 新居浜医療福祉生活協同組合 グループホーム香り草 グループホームカオリグサ 7920003 愛媛県新居浜市新田町２－８－２４ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-65-3681 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500422 医療法人  十全会 グループホーム「むつみの家」 グループホーム「ムツミノイエ」 7920045 愛媛県新居浜市中萩町９－５２ 認知症対応型共同生活介護 0897-43-1022 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500422 医療法人  十全会 グループホーム「むつみの家」 グループホーム「ムツミノイエ」 7920045 愛媛県新居浜市中萩町９－５２ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-43-1022 H18/04/01 指定 新居浜市
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3870500463 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービスセンター　さくらんぼ デイサービスセンター　サクランボ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町一丁目４番３３号 通所介護 0897-65-1003 H12/03/23 指定 新居浜市

3870500463 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービスセンター　さくらんぼ デイサービスセンター　サクランボ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町一丁目４番３３号 通所型サービス（独自） 0897-65-1003 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500489 社会福祉法人  三恵会 短期入所生活介護事業所きぼうの苑 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番１２号 短期入所生活介護 0897-33-4477 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500489 社会福祉法人  三恵会 短期入所生活介護事業所きぼうの苑 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番１２号 介護予防短期入所生活介護 0897-33-4477 H19/04/01 指定 新居浜市

3870500497 社会福祉法人  三恵会 短期入所生活介護事業所　ハートランド三恵 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ハートランドサンケイ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１７番地 短期入所生活介護 08897-40-0006 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500497 社会福祉法人  三恵会 短期入所生活介護事業所　ハートランド三恵 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ハートランドサンケイ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１７番地 介護予防短期入所生活介護 08897-40-0006 H19/04/01 指定 新居浜市

3870500505 社会福祉法人ふたば会 指定短期入所生活介護事業所ふたば荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショフタバソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木９５９番地３ 短期入所生活介護 0897-40-0515 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500505 社会福祉法人ふたば会 指定短期入所生活介護事業所ふたば荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショフタバソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木９５９番地３ 介護予防短期入所生活介護 0897-40-0515 H19/04/01 指定 新居浜市

3870500513 社会福祉法人  すいよう会 指定短期入所生活介護事業所アソカ園 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショアソカエン 7920885 愛媛県新居浜市清住町１番３６号 短期入所生活介護 0897-46-5353 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500521 社会福祉法人  三恵会 通所介護事業所きぼうの苑 ツウショカイゴジギョウショキボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番１２号 通所介護 0897-33-4477 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500521 社会福祉法人  三恵会 通所介護事業所きぼうの苑 ツウショカイゴジギョウショキボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番１２号 通所型サービス（独自） 0897-33-4477 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500539 社会福祉法人  すいよう会 指定通所介護事業所アソカ園 シテイツウショカイゴジギョウショアソカエン 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目１６番５８号 通所介護 0897-46-5514 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500539 社会福祉法人  すいよう会 指定通所介護事業所アソカ園 シテイツウショカイゴジギョウショアソカエン 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目１６番５８号 通所型サービス（独自） 0897-46-5514 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500547 社会福祉法人  三恵会 通所介護事業所　ハートランド三恵 ツウショカイゴジギョウショ　ハートランドサンケイ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１７番地 通所介護 0897-40-0006 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500547 社会福祉法人  三恵会 通所介護事業所　ハートランド三恵 ツウショカイゴジギョウショ　ハートランドサンケイ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１７番地 通所型サービス（独自） 0897-40-0006 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500554 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたきはま ニチイケアセンタータキハマ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目７番２４号 通所介護 0897-67-1137 H12/03/17 指定 新居浜市

3870500554 株式会社  ニチイ学館 ニチイケアセンターたきはま ニチイケアセンタータキハマ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目７番２４号 通所型サービス（独自） 0897-67-1137 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500562 社会福祉法人  三恵会 きぼうの苑 キボウノソノ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番１２号 介護老人福祉施設 0897-33-4477 H12/04/01 指定 新居浜市

3870500570 社会福祉法人ふたば会 ふたば荘 フタバソウ 7920856 愛媛県新居浜市船木９５９番地３ 介護老人福祉施設 0897-40-0515 H12/04/01 指定 新居浜市

3870500588 社会福祉法人  三恵会 ハートランド三恵 ハートランドサンケイ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１７番地 介護老人福祉施設 0897-40-0006 H12/04/01 指定 新居浜市

3870500596 社会福祉法人  すいよう会 アソカ園 アソカエン 7920885 愛媛県新居浜市清住町１番３６号 介護老人福祉施設 0897-46-5353 H12/04/01 指定 新居浜市

3870500612 特定非営利活動法人  ワーカーズ・コレクティブひと 指定居宅介護支援事業所ひと シテイキョタクカイゴシエンジギョウショヒト 7920834 愛媛県新居浜市中西町3番20号 居宅介護支援 0897-66-2301 H12/04/18 指定 新居浜市

3870500620 特定非営利活動法人  ワーカーズ・コレクティブひと ヘルパーステーション　ひと ヘルパーステーション　ヒト 7920834 愛媛県新居浜市中西町3番20号 訪問介護 0897-66-2577 H12/04/14 指定 新居浜市

3870500620 特定非営利活動法人  ワーカーズ・コレクティブひと ヘルパーステーション　ひと ヘルパーステーション　ヒト 7920834 愛媛県新居浜市中西町3番20号 訪問型サービス（独自） 0897-66-2577 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500638 特定非営利活動法人  ワーカーズ・コレクティブひと グループホーム夕日館 グループホームユウヒカン 7920050 愛媛県新居浜市萩生２７２０番地の１ 認知症対応型共同生活介護 0897-40-3444 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500638 特定非営利活動法人  ワーカーズ・コレクティブひと グループホーム夕日館 グループホームユウヒカン 7920050 愛媛県新居浜市萩生２７２０番地の１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-40-3444 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500661 株式会社  青い鳥 ケア・ステーション青い鳥 ケア・ステーションアオイトリ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町三丁目9番27号 訪問介護 0897-65-3770 H12/07/07 指定 新居浜市

3870500661 株式会社  青い鳥 ケア・ステーション青い鳥 ケア・ステーションアオイトリ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町三丁目9番27号 訪問型サービス（独自） 0897-65-3770 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500687 株式会社  悠遊社 株式会社悠遊社新居浜事業所 カブシキガイシャユウユウシャニイハマジギョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町1番15号 訪問介護 0897-31-8111 H12/09/19 指定 新居浜市

3870500687 株式会社  悠遊社 株式会社悠遊社新居浜事業所 カブシキガイシャユウユウシャニイハマジギョウショ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町1番15号サービス付高齢者向け住宅　住んで民家 訪問型サービス（独自） 0897-31-8111 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500695 社会福祉法人  すいよう会 指定訪問介護事業所アソカ園 シテイホウモンカイゴジギョウショアソカエン 7920885 愛媛県新居浜市清住町1番36号 訪問介護 0897-46-5355 H12/10/03 指定 新居浜市

3870500695 社会福祉法人  すいよう会 指定訪問介護事業所アソカ園 シテイホウモンカイゴジギョウショアソカエン 7920885 愛媛県新居浜市清住町1番36号 訪問型サービス（独自） 0897-46-5355 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500703 愛媛医療生活協同組合 若水在宅ケアステーション ワカミズザイタクケアステーション 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目７番４５号 訪問介護 0897-37-5401 H12/12/26 指定 新居浜市

3870500703 愛媛医療生活協同組合 若水在宅ケアステーション ワカミズザイタクケアステーション 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目７番４５号 訪問型サービス（独自） 0897-37-5401 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500729 有限会社　オフィスワン オレンジケアステーション オレンジケアステーション 7920836 愛媛県新居浜市篠場町１０番２５号 訪問介護 0897-43-5540 H13/03/14 指定 新居浜市

3870500729 有限会社　オフィスワン オレンジケアステーション オレンジケアステーション 7920836 愛媛県新居浜市篠場町１０番２５号 訪問型サービス（独自） 0897-43-5540 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500745 有限会社　光タクシー 光介護サービス ヒカリカイゴサービス 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町1-6-35 訪問介護 0897-66-1239 H13/05/29 指定 新居浜市

3870500745 有限会社　光タクシー 光介護サービス ヒカリカイゴサービス 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町1-6-35 訪問型サービス（独自） 0897-66-1239 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500752 有限会社　萩の台 カミングケアステーション カミングケアステーション 7920050 愛媛県新居浜市萩生130番地の52 訪問介護 0897-43-1776 H13/08/21 指定 新居浜市

3870500752 有限会社　萩の台 カミングケアステーション カミングケアステーション 7920050 愛媛県新居浜市萩生130番地の52 地域密着型通所介護 0897-43-1776 H28/04/01 指定 新居浜市

3870500752 有限会社　萩の台 カミングケアステーション カミングケアステーション 7920050 愛媛県新居浜市萩生130番地の52 訪問型サービス（独自） 0897-43-1776 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500752 有限会社　萩の台 カミングケアステーション カミングケアステーション 7920050 愛媛県新居浜市萩生130番地の52 通所型サービス（独自） 0897-43-1776 H30/04/01 指定 新居浜市
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3870500760 新居浜医療福祉生活協同組合 指定居宅介護支援センターたかつ シテイキョタクカイゴシエンセンタータカツ 7920867 愛媛県新居浜市高津町３番２０号 居宅介護支援 0897-31-5600 H14/03/01 指定 新居浜市

3870500786 有限会社　大新 ケアサポート・ライカ ケアサポート・ライカ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町一丁目８番６３号 居宅介護支援 0897-32-9772 H14/03/28 指定 新居浜市

3870500794 社会福祉法人はぴねす福祉会 若水館 ワカミズカン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目９番１３号 介護老人福祉施設 0897-31-2000 H14/04/01 指定 新居浜市

3870500802 社会福祉法人はぴねす福祉会 短期入所生活介護事業所若水館 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショワカミズカン 7920017 愛媛県新居浜市若水町１丁目9番13号 短期入所生活介護 0897-31-2000 H14/04/01 指定 新居浜市

3870500810 社会福祉法人はぴねす福祉会 グループホームおてだま グループホームオテダマ 7920017 愛媛県新居浜市若水町1丁目9番13号 認知症対応型共同生活介護 0897-31-2155 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500810 社会福祉法人はぴねす福祉会 グループホームおてだま グループホームオテダマ 7920017 愛媛県新居浜市若水町1丁目9番13号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-31-2155 H18/04/01 指定 新居浜市

3870500828 社会福祉法人はぴねす福祉会 シニアセンターvivid シニアセンターｖｉｖｉｄ 7920022 愛媛県新居浜市徳常町5番8号 通所介護 0897-35-1000 H14/04/01 指定 新居浜市

3870500828 社会福祉法人はぴねす福祉会 シニアセンターvivid シニアセンターヴィヴィッド 7920022 愛媛県新居浜市徳常町5番8号 通所型サービス（独自） 0897-35-1000 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500836 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービスセンター風のうた デイサービスセンターカゼノウタ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１０６１番地 通所介護 0897-40-5570 H14/04/11 指定 新居浜市

3870500836 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービスセンター風のうた デイサービスセンターカゼノウタ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１０６１番地 通所型サービス（独自） 0897-40-5570 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500844 株式会社青い鳥 指定居宅介護支援センター　青い鳥 シテイキョタクカイゴシエンセンターアオイトリ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町三丁目９番２７号 居宅介護支援 0897-65-3755 H14/04/15 指定 新居浜市

3870500851 社会福祉法人常美会 居宅介護支援事業所　おくらの里 キョタクカイゴシエンジギョウショ　オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町11番23号 居宅介護支援 0897-31-6116 H14/04/24 指定 新居浜市

3870500869 社会福祉法人常美会 デイサービスセンター　おくらの里 デイサービスセンター　オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町１１番２３号 通所介護 0897-31-6113 H14/04/26 指定 新居浜市

3870500869 社会福祉法人常美会 デイサービスセンター　おくらの里 デイサービスセンター　オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町１１番２３号 通所型サービス（独自） 0897-31-6113 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500877 社会福祉法人常美会 短期入所生活介護事業所　おくらの里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町１１番２３号 短期入所生活介護 0897-31-6113 H14/04/26 指定 新居浜市

3870500877 社会福祉法人常美会 短期入所生活介護事業所　おくらの里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町１１番２３号 介護予防短期入所生活介護 0897-31-6113 H19/04/01 指定 新居浜市

3870500885 社会福祉法人常美会 おくらの里 オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町１１番２３号 介護老人福祉施設 0897-31-6113 H14/04/30 指定 新居浜市

3870500901 有限会社　大新 ケアサポート･ライカ ケアサポート・ライカ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町一丁目8番63号 通所介護 0897-32-9772 H14/07/25 指定 新居浜市

3870500901 有限会社　大新 ケアサポート･ライカ ケアサポート・ライカ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町一丁目8番63号 通所型サービス（独自） 0897-32-9772 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500901 有限会社　大新 ケアサポート･ライカ ケアサポート・ライカ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町一丁目8番63号 通所型サービス（独自／定率） 0897-32-9772 H29/12/01 指定 新居浜市

3870500927 株式会社　すみれ 指定訪問介護事業所　すみれ シテイホウモンカイゴジギョウショ　スミレ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町三丁目1番50号 訪問介護 0897-32-1055 H14/10/07 指定 新居浜市

3870500927 株式会社　すみれ 指定訪問介護事業所　すみれ シテイホウモンカイゴジギョウショ　スミレ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町三丁目1番50号 訪問型サービス（独自） 0897-32-1055 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500935 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブひと デイサービス　でんでんむし デイサービス　デンデンムシ 7920834 愛媛県新居浜市中西町3番20号 通所介護 0897-31-6385 H14/10/10 指定 新居浜市

3870500935 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブひと デイサービス　でんでんむし デイサービス　デンデンムシ 7920834 愛媛県新居浜市中西町3番20号 通所型サービス（独自） 0897-31-6385 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500950 株式会社　悠遊社 デイサービスセンターわっはっは デイサービスセンターワッハッハ 7920815 愛媛県新居浜市岸の上町一丁目10番40号 通所介護 0897-31-6617 H14/10/22 指定 新居浜市

3870500950 株式会社　悠遊社 デイサービスセンターわっはっは デイサービスセンターワッハッハ 7920815 愛媛県新居浜市岸の上町一丁目10番40号 通所型サービス（独自） 0897-31-6617 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500984 社会福祉法人はぴねす福祉会 ヘルパーステーション若水館 ヘルパーステーションワカミズカン 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目9番18号 訪問介護 0897-31-5015 H15/01/30 指定 新居浜市

3870500984 社会福祉法人はぴねす福祉会 ヘルパーステーション若水館 ヘルパーステーションワカミズカン 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目9番13号 訪問型サービス（独自） 0897-31-5015 H30/04/01 指定 新居浜市

3870500992 社会福祉法人　常美会 ヘルパーステーション　おくらの里 ヘルパーステーション　オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町11番23号 訪問介護 0897-31-6116 H15/02/07 休止 新居浜市

3870500992 社会福祉法人　常美会 ヘルパーステーション　おくらの里 ヘルパーステーション　オクラノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町11番23号 訪問型サービス（独自） 0897-31-6116 H30/04/01 休止 新居浜市

3870501016 有限会社デイサービスセンターふれんど 有限会社デイサービスセンターふれんど ユウゲンガイシャデイサービスセンターフレンド 7920050 愛媛県新居浜市萩生２８９６番地２ 通所介護 0897-40-2775 H15/03/07 指定 新居浜市

3870501016 有限会社デイサービスセンターふれんど 有限会社デイサービスセンターふれんど ユウゲンガイシャデイサービスセンターフレンド 7920050 愛媛県新居浜市萩生２８９６番地２ 通所型サービス（独自） 0897-40-2775 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501024 有限会社　介護サービス友 有限会社　介護サービス友　訪問介護事業所 ユウゲンガイシャ　カイゴサービストモ　ホウモンカイゴジギョウショ 7920042 愛媛県新居浜市本郷三丁目2番21号 訪問介護 0897-31-6057 H15/03/28 指定 新居浜市

3870501024 有限会社　介護サービス友 有限会社　介護サービス友　訪問介護事業所 ユウゲンガイシャ　カイゴサービストモ　ホウモンカイゴジギョウショ 7920042 愛媛県新居浜市本郷三丁目2番21号 訪問型サービス（独自） 0897-31-6057 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501032 有限会社　介護サービス友 有限会社　介護サービス友 ユウゲンガイシャ　カイゴサービストモ 7920042 愛媛県新居浜市本郷三丁目2番21号 居宅介護支援 0897-31-6057 H15/03/28 指定 新居浜市

3870501057 有限会社　光タクシー 光介護支援センター ヒカリカイゴシエンセンター 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目6番35号 居宅介護支援 0897-66-1199 H15/04/15 指定 新居浜市

3870501107 有限会社アシストジャパン アシストジャパン　ヘルパーステーション東予 アシストジャパン　ヘルパーステーショントウヨ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町三丁目1番12号 訪問介護 0897-32-1047 H15/08/26 指定 新居浜市

3870501107 有限会社アシストジャパン アシストジャパン　ヘルパーステーション東予 アシストジャパン　ヘルパーステーショントウヨ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町三丁目1番12号いしづちビル１階 訪問型サービス（独自） 0897-32-1047 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501131 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス　のんびりさん デイサービス　ノンビリサン 7920865 愛媛県新居浜市桜木町8番37号 地域密着型通所介護 0897-31-5011 H28/04/01 指定 新居浜市

3870501131 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス　のんびりさん デイサービス　ノンビリサン 7920865 愛媛県新居浜市桜木町8番37号 通所型サービス（独自） 0897-31-5011 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501156 株式会社　東雲精工 居宅介護支援事業所しののめ キョタクカイゴシエンジギョウショシノノメ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町二丁目６番６５号 居宅介護支援 0897-34-9633 H16/03/01 指定 新居浜市

3870501164 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス　わいわいクラブ デイサービス　ワイワイクラブ 7920867 愛媛県新居浜市高津町3番20号 通所介護 0897-31-1818 H16/03/17 指定 新居浜市
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3870501164 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス　わいわいクラブ デイサービス　ワイワイクラブ 7920867 愛媛県新居浜市高津町3番20号 通所型サービス（独自） 0897-31-1818 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501172 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　福祉事業部　新居浜営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャ　フクシジギョウブ　ニイハマエイギョウショ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目１番５１号 福祉用具貸与 0897-67-1007 H16/03/24 指定 新居浜市

3870501172 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　福祉事業部　新居浜営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャ　フクシジギョウブ　ニイハマエイギョウショ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目１番５１号 特定福祉用具販売 0897-67-1007 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501172 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　福祉事業部　新居浜営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャ　フクシジギョウブ　ニイハマエイギョウショ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目１番５１号 介護予防福祉用具貸与 0897-67-1007 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501172 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　福祉事業部　新居浜営業所 シコクイリョウサービスカブシキガイシャ　フクシジギョウブ　ニイハマエイギョウショ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目１番５１号 特定介護予防福祉用具販売 0897-67-1007 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501180 株式会社　東雲精工 デイサービスセンターゆとりーさ デイサービスセンターユトリーサ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町二丁目６番６５号 通所介護 0897-34-9677 H16/04/13 指定 新居浜市

3870501198 有限会社アシストジャパン アシストジャパン　居宅介護支援事業所東予 アシストジャパンキョタクカイゴシエンジギョウショトウヨ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町三丁目1番12号いしづちビル1F 居宅介護支援 0897-36-4543 H16/04/13 指定 新居浜市

3870501230 医療法人社団  久和会 グループホーム　桜 グループホーム　サクラ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲3656番地8 認知症対応型共同生活介護 0897-41-2882 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501230 医療法人社団  久和会 グループホーム　桜 グループホーム　サクラ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲3656番地8 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-41-2882 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501263 生活協同組合コープえひめ コープえひめ訪問介護事業所　新居浜 コープエヒメホウモンカイゴジギョウショ　　ニイハマ 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目1527 訪問介護 0897-31-6270 H16/10/01 指定 新居浜市

3870501263 生活協同組合コープえひめ コープえひめ訪問介護事業所　新居浜 コープエヒメホウモンカイゴジギョウショ　　ニイハマ 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目1527 訪問型サービス（独自） 0897-31-6270 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501271 生活協同組合コープえひめ コープえひめ居宅介護支援事業所　新居浜 コープエヒメキョタクカイゴシエンジギョウショ　ニイハマ 7920852 愛媛県新居浜市東田二丁目1527 居宅介護支援 0897-31-6270 H16/10/01 指定 新居浜市

3870501362 生活協同組合コープえひめ コープえひめ福祉用具貸与事業所　新居浜 コープエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ　ニイハマ 7920852 愛媛県新居浜市東田２－１５２７ 福祉用具貸与 0897-31-6270 H17/03/24 指定 新居浜市

3870501362 生活協同組合コープえひめ コープえひめ福祉用具貸与事業所　新居浜 コープエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ　ニイハマ 7920852 愛媛県新居浜市東田２－１５２７ 特定福祉用具販売 0897-31-6270 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501362 生活協同組合コープえひめ コープえひめ福祉用具貸与事業所　新居浜 コープエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ　ニイハマ 7920852 愛媛県新居浜市東田２－１５２７ 介護予防福祉用具貸与 0897-31-6270 H19/04/01 指定 新居浜市

3870501362 生活協同組合コープえひめ コープえひめ福祉用具貸与事業所　新居浜 コープエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ　ニイハマ 7920852 愛媛県新居浜市東田２－１５２７ 特定介護予防福祉用具販売 0897-31-6270 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501388 有限会社ライフケア ライフケア ライフケア 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町７番１７号 訪問介護 0897-40-2964 H17/04/13 指定 新居浜市

3870501388 有限会社ライフケア ライフケア ライフケア 7920826 愛媛県新居浜市喜光地町一丁目7番17号 通所介護 0897-40-2964 R03/04/01 指定 新居浜市

3870501388 有限会社ライフケア ライフケア ライフケア 7920841 愛媛県新居浜市中筋町一丁目６番４号 訪問型サービス（独自） 0897-40-2964 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501396 有限会社　ライフケア ライフケア ライフケア 7920841 愛媛県新居浜市中筋町１丁目６番４号 居宅介護支援 0897-40-2964 H17/04/13 指定 新居浜市

3870501420 有限会社　芳光 デイサービスセンター　おくじま デイサービスセンター　オクジマ 7920004 愛媛県新居浜市北新町12番52号 通所介護 0897-65-3093 H17/05/12 指定 新居浜市

3870501420 有限会社　芳光 デイサービスセンター　おくじま デイサービスセンター　オクジマ 7920004 愛媛県新居浜市北新町12番52号 通所型サービス（独自） 0897-65-3093 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501438 有限会社　芳光 グループホームおくじま グループホームオクジマ 7920004 愛媛県新居浜市北新町12番52号 認知症対応型共同生活介護 0897-65-3093 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501438 有限会社　芳光 グループホームおくじま グループホームオクジマ 7920004 愛媛県新居浜市北新町12番52号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-65-3093 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501461 社会福祉法人はぴねす福祉会 通所介護事業所　プラチナガーデン ツウショカイゴジギョウショ　プラチナガーデン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目6番72号 通所介護 0897-31-3200 H17/06/01 指定 新居浜市

3870501461 社会福祉法人はぴねす福祉会 通所介護事業所　プラチナガーデン ツウショカイゴジギョウショ　プラチナガーデン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目6番72号 通所型サービス（独自） 0897-31-3223 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501479 社会福祉法人 はぴねす福祉会 訪問介護事業所プラチナガーデン ホウモンカイゴジギョウショプラチナガーデン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目6番72号 訪問介護 0897-31-3200 H17/06/01 休止 新居浜市

3870501479 社会福祉法人 はぴねす福祉会 訪問介護事業所プラチナガーデン ホウモンカイゴジギョウショプラチナガーデン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目6番72号 訪問型サービス（独自） 0897-31-3366 H30/04/01 休止 新居浜市

3870501487 社会福祉法人 はぴねす福祉会 居宅介護支援事業所はぴねす キョタクカイゴシエンジギョウショハピネス 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目6番72号 居宅介護支援 0897-31-3232 H17/06/01 指定 新居浜市

3870501511 株式会社えひめメディコープ グループホームとらや グループホームトラヤ 7920017 愛媛県新居浜市若水町二丁目７番３３号 認知症対応型共同生活介護 0897-31-3203 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501511 株式会社えひめメディコープ グループホームとらや グループホームトラヤ 7920017 愛媛県新居浜市若水町二丁目７番３３号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-31-3203 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501537 有限会社ほほえみ 居宅ほほえみ キョタクホホエミ 7920044 愛媛県新居浜市中村二丁目4番25号 居宅介護支援 0897-41-1838 H16/07/01 指定 新居浜市

3870501552 有限会社ほほえみ グループホーム微笑の家 グループホームホホエミノイエ 7920856 愛媛県新居浜市船木字上長野甲581-2 認知症対応型共同生活介護 0897-41-1838 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501552 有限会社ほほえみ グループホーム微笑の家 グループホームホホエミノイエ 7920856 愛媛県新居浜市船木字上長野甲581-2 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-41-1838 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501586 株式会社　翼 株式会社　翼　愛媛営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　エヒメエイギョウショ 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目1番35号 福祉用具貸与 0897-35-0122 H18/01/01 指定 新居浜市

3870501586 株式会社　翼 株式会社　翼　愛媛営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　エヒメエイギョウショ 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目1番35号 特定福祉用具販売 0897-35-0122 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501586 株式会社　翼 株式会社　翼　愛媛営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　エヒメエイギョウショ 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目1番35号 介護予防福祉用具貸与 0897-35-0122 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501586 株式会社　翼 株式会社　翼　愛媛営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　エヒメエイギョウショ 7920012 愛媛県新居浜市中須賀町一丁目1番35号 特定介護予防福祉用具販売 0897-35-0122 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501602 株式会社セイフティー東予 居宅介護支援事業所竹トンボ キョタクカイゴシエンジギョウショタケトンボ 7920883 愛媛県新居浜市落神町３番１１号 居宅介護支援 0897-46-1135 H18/02/16 指定 新居浜市

3870501610 株式会社　セイフティー東予 デイサービス竹トンボ デイサービスタケトンボ 7920883 愛媛県新居浜市落神町３番１１号 地域密着型通所介護 0897-46-1134 H28/04/01 指定 新居浜市

3870501610 株式会社　セイフティー東予 デイサービス竹トンボ デイサービスタケトンボ 7920883 愛媛県新居浜市落神町３番１１号 通所型サービス（独自） 0897-46-1134 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501628 株式会社セイフティー東予 グループホーム竹トンボ グループホームタケトンボ 7920883 愛媛県新居浜市落神町３番１１号 認知症対応型共同生活介護 0897-46-1113 H18/04/01 指定 新居浜市
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3870501628 株式会社セイフティー東予 グループホーム竹トンボ グループホームタケトンボ 7920883 愛媛県新居浜市落神町３番１１号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-46-1113 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501636 新居浜医療福祉生活協同組合 グループホームあおぞら グループホームアオゾラ 7920865 愛媛県新居浜市桜木町15-15 認知症対応型共同生活介護 0897-65-3511 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501636 新居浜医療福祉生活協同組合 グループホームあおぞら グループホームアオゾラ 7920865 愛媛県新居浜市桜木町15-15 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-65-3511 H18/04/01 指定 新居浜市

3870501644 有限会社　東予通信工業 ヘルパーステーションきらら ヘルパーステーションキララ 7920872 愛媛県新居浜市垣生三丁目13番8号 訪問介護 0897-46-2687 H18/05/01 指定 新居浜市

3870501644 有限会社　東予通信工業 ヘルパーステーションきらら ヘルパーステーションキララ 7920872 愛媛県新居浜市垣生三丁目13番8号 訪問型サービス（独自） 0897-46-2687 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501644 有限会社　東予通信工業 ヘルパーステーションきらら ヘルパーステーションキララ 7920872 愛媛県新居浜市垣生三丁目13番8号 訪問型サービス（独自／定率） 0897-46-2687 H31/04/01 指定 新居浜市

3870501651 株式会社ディグ・ウェル デイサービスセンターピッパラ デイサービスセンターピッパラ 7920887 愛媛県新居浜市高田一丁目1番3号 通所介護 0897-33-1927 H18/08/01 指定 新居浜市

3870501651 株式会社ディグ・ウェル デイサービスセンターピッパラ デイサービスセンターピッパラ 7920887 愛媛県新居浜市高田一丁目1番3号 通所型サービス（独自） 0897-33-1927 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501669 株式会社お茶屋の里 ヘルパーステーションお茶屋の里 ヘルパーステーションオチャヤノサト 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目8番23号お茶屋荘 訪問介護 0897-66-7039 H18/09/01 指定 新居浜市

3870501669 株式会社お茶屋の里 ヘルパーステーションお茶屋の里 ヘルパーステーションオチャヤノサト 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目8番23号お茶屋荘 訪問型サービス（独自） 0897-66-7039 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501685 株式会社お茶屋の里 デイサービスセンターお茶屋 デイサービスセンターオチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目8番23号 地域密着型通所介護 0897-36-5339 H28/04/01 指定 新居浜市

3870501685 株式会社お茶屋の里 デイサービスセンターお茶屋 デイサービスセンターオチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目8番23号 通所型サービス（独自） 0897-36-5339 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501693 医療法人　胃腸科内科松村クリニック 居宅介護支援事業所　すみの キョタクカイゴシエンジギョウショ　スミノ 7920841 愛媛県新居浜市中筋町二丁目1番5号 居宅介護支援 0897-40-8088 H18/10/05 指定 新居浜市

3870501701 合同会社　土橋 ひろ ヒロ 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目4番40号 訪問介護 0897-66-2712 H18/12/01 指定 新居浜市

3870501701 合同会社　土橋 ひろ ヒロ 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目4番40号 居宅介護支援 0897-66-2712 H18/12/01 指定 新居浜市

3870501701 合同会社　土橋 ひろ ヒロ 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目4番40号 地域密着型通所介護 0897-66-2712 H28/04/01 指定 新居浜市

3870501701 合同会社　土橋 ひろ ヒロ 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目4番40号 訪問型サービス（独自） 0897-66-2712 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501701 合同会社　土橋 ひろ ヒロ 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目4番40号 訪問型サービス（独自／定率） 0897-66-2712 R02/10/01 指定 新居浜市

3870501701 合同会社　土橋 ひろ ヒロ 7920043 愛媛県新居浜市土橋一丁目4番40号 通所型サービス（独自） 0897-66-2712 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501719 有限会社　芳光 ヘルパーステーション　芳光 ヘルパーステーション　ホウコウ 7920004 愛媛県新居浜市北新町12番52号 訪問介護 0897-65-3322 H18/12/01 指定 新居浜市

3870501719 有限会社　芳光 ヘルパーステーション　芳光 ヘルパーステーション　ホウコウ 7920004 愛媛県新居浜市北新町12番52号 訪問型サービス（独自） 0897-65-3322 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501727 有限会社　芳光 居宅介護支援事業所　芳光 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ホウコウ 7920004 愛媛県新居浜市北新町12番52号ケアホーム芳光2号館 居宅介護支援 0897-65-3322 H18/12/04 指定 新居浜市

3870501743 社会福祉法人　三恵会 通所介護事業所　おいでんや ツウショカイゴジギョウショ　オイデンヤ 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜一丁目2番16号 通所介護 0897-46-4545 H18/12/08 指定 新居浜市

3870501743 社会福祉法人　三恵会 通所介護事業所　おいでんや ツウショカイゴジギョウショ　オイデンヤ 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜一丁目2番16号 通所型サービス（独自） 0897-46-4545 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501750 社会福祉法人　宝集会 宝寿園 ホウジュエン 7920852 愛媛県新居浜市東田三丁目乙11番地86 居宅介護支援 0897-66-1181 H19/01/23 指定 新居浜市

3870501800 ベストケア 株式会社 ベストケア・デイサービスセンターいずみ ベストケア・デイサービスセンターイズミ 7920825 愛媛県新居浜市星原町12番46号 通所介護 0897-31-6630 H20/03/01 指定 新居浜市

3870501800 ベストケア 株式会社 ベストケア・デイサービスセンターいずみ ベストケア・デイサービスセンターイズミ 7920825 愛媛県新居浜市星原町12番46号 通所型サービス（独自） 0897-31-6630 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501818 株式会社お茶屋の里 デイサービス中の茶屋 デイサービスナカノチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目8番21号 地域密着型通所介護 0897-31-3955 H28/04/01 指定 新居浜市

3870501818 株式会社お茶屋の里 デイサービス中の茶屋 デイサービスナカノチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目8番21号 通所型サービス（独自） 0897-31-3955 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501826 社会福祉法人はぴねす福祉会 シニアリビング八雲ガーデン シニアリビングヤグモガーデン 7920805 愛媛県新居浜市八雲町８番２４号 短期入所生活介護 0897-37-5100 H20/04/01 指定 新居浜市

3870501826 社会福祉法人はぴねす福祉会 シニアリビング八雲ガーデン シニアリビングヤグモガーデン 7920805 愛媛県新居浜市八雲町８番２４号 介護予防短期入所生活介護 0897-37-5100 H20/04/01 指定 新居浜市

3870501842 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス　みんなの家 デイサービス　ミンナノイエ 7920856 愛媛県新居浜市船木4620番地2 通所介護 0897-31-8710 H20/07/01 指定 新居浜市

3870501842 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス　みんなの家 デイサービス　ミンナノイエ 7920856 愛媛県新居浜市船木4620番地2 通所型サービス（独自） 0897-31-8710 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501859 株式会社　こころ 訪問介護事業所　こころ ホウモンカイゴジギョウショ　ココロ 7920044 愛媛県新居浜市中村二丁目4番25号 訪問介護 0897-40-8388 H20/07/01 指定 新居浜市

3870501859 株式会社　こころ 訪問介護事業所　こころ ホウモンカイゴジギョウショ　ココロ 7920044 愛媛県新居浜市中村二丁目4番25号 訪問型サービス（独自） 0897-40-8388 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501867 愛媛医療生活協同組合 デイサービス　いずみかわ デイサービス　イズミカワ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町1-2 地域密着型通所介護 0897-41-6117 H28/04/01 指定 新居浜市

3870501867 愛媛医療生活協同組合 デイサービス　いずみかわ デイサービス　イズミカワ 7920821 愛媛県新居浜市瀬戸町1-2 通所型サービス（独自） 0897-41-6117 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501883 株式会社　東京ネバーランドえひめ デイサービスセンター　ファイト　えひめ デイサービスセンター　ファイト　エヒメ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番２８号 地域密着型通所介護 0897-31-5078 H28/04/01 指定 新居浜市

3870501883 株式会社　東京ネバーランドえひめ デイサービスセンター　ファイト　えひめ デイサービスセンター　ファイト　エヒメ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番２８号東京ネバーランドビル 通所型サービス（独自） 0897-31-5078 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501891 株式会社　アクティブ 訪問介護ステーション　きらめき ホウモンカイゴステーション　キラメキ 7920050 愛媛県新居浜市萩生2348番地の44 訪問介護 0897-66-1299 H21/04/01 指定 新居浜市

3870501891 株式会社　アクティブ 訪問介護ステーション　きらめき ホウモンカイゴステーション　キラメキ 7920050 愛媛県新居浜市萩生2348番地の44 訪問型サービス（独自） 0897-66-1299 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501909 有限会社　介護サービス友 デイサービス　友 デイサービス　トモ 7920042 愛媛県新居浜市本郷三丁目４番３７号 通所介護 0897-47-4260 H21/05/02 指定 新居浜市
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3870501909 有限会社　介護サービス友 デイサービス　友 デイサービス　トモ 7920042 愛媛県新居浜市本郷三丁目４番３７号 通所型サービス（独自） 0897-47-4260 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501917 株式会社　仁愛 ケアプラザ「サン愛」久保田事業所 ケアプラザ「サンアイ」クボタジギョウショ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町一丁目８番１０号 通所介護 0897-65-3430 H21/06/01 指定 新居浜市

3870501917 株式会社　仁愛 ケアプラザ「サン愛」久保田事業所 ケアプラザ「サンアイ」クボタジギョウショ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町一丁目８番１０号 通所型サービス（独自） 0897-65-3430 H30/04/01 指定 新居浜市

3870501933 アースサポート株式会社 アースサポート新居浜 アースサポートニイハマ 7920011 愛媛県新居浜市西原町二丁目２番2012号 訪問介護 0897-34-0200 H23/08/15 休止 新居浜市

3870501933 アースサポート株式会社 アースサポート新居浜 アースサポートニイハマ 7920011 愛媛県新居浜市西原町二丁目２番2012号 訪問入浴介護 0897-34-0200 H21/09/15 指定 新居浜市

3870501933 アースサポート株式会社 アースサポート新居浜 アースサポートニイハマ 7920011 愛媛県新居浜市西原町二丁目２番2012号 介護予防訪問入浴介護 0897-34-0200 H21/09/15 指定 新居浜市

3870501941 社会福祉法人はぴねす福祉会 居宅介護支援事業所　若水館 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ワカミズカン 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目９番１３号 居宅介護支援 0897-34-6813 H21/10/01 休止 新居浜市

3870501966 有限会社デイサービスセンターふれんど 指定居宅介護支援事業所　ふれんど シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　フレンド 7920050 愛媛県新居浜市萩生２８９６番地２ 居宅介護支援 0897-40-2775 H21/10/01 指定 新居浜市

3870501974 新居浜医療福祉生活協同組合 ヘルパーステーション　野の花 ヘルパーステーション　ノノハナ 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町5番4号 訪問介護 0897-65-1058 H21/10/01 指定 新居浜市

3870501974 新居浜医療福祉生活協同組合 ヘルパーステーション　野の花 ヘルパーステーション　ノノハナ 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町5-4 訪問型サービス（独自） 0897-65-1058 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502030 ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイひうち ベストケア・ショートステイヒウチ 7920013 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 短期入所生活介護 0897-32-1821 H22/04/01 指定 新居浜市

3870502030 ベストケア株式会社 ベストケア・ショートステイひうち ベストケア・ショートステイヒウチ 7920013 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 介護予防短期入所生活介護 0897-32-1821 H22/04/01 指定 新居浜市

3870502048 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンターひうち ベストケア・デイサービスセンターヒウチ 7920013 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 通所介護 0897-32-1820 H22/04/01 指定 新居浜市

3870502048 ベストケア株式会社 ベストケア・デイサービスセンターひうち ベストケア・デイサービスセンターヒウチ 7920013 愛媛県新居浜市泉池町１１番１１号 通所型サービス（独自） 0897-32-1820 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502055 合同会社わかくさ 居宅介護支援センター若草 キョタクカイゴシエンセンターワカクサ 7920042 愛媛県新居浜市本郷二丁目3番21号 居宅介護支援 0897-47-5720 H22/05/01 指定 新居浜市

3870502063 合同会社わかくさ ヘルパーステーション若草 ヘルパーステーションワカクサ 7920042 愛媛県新居浜市本郷二丁目3番21号 訪問介護 0897-47-5720 H22/05/01 指定 新居浜市

3870502063 合同会社わかくさ ヘルパーステーション若草 ヘルパーステーションワカクサ 7920042 愛媛県新居浜市本郷二丁目3番21号 訪問型サービス（独自） 0897-47-5720 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502071 医療法人宮下整形外科.内科 指定居宅介護支援事業所みやした シテイキョタクカイゴシエンジギョウショミヤシタ 7920881 愛媛県新居浜市松神子３丁目１番２６号 居宅介護支援 0897-67-1580 H22/08/01 指定 新居浜市

3870502089 医療法人　胃腸科内科　松村クリニック 訪問介護ステーション　すみの ホウモンカイゴステーション　スミノ 7920841 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番５号 訪問介護 0897-40-7788 H22/08/16 指定 新居浜市

3870502089 医療法人　胃腸科内科　松村クリニック 訪問介護ステーション　すみの ホウモンカイゴステーション　スミノ 7920841 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番５号 訪問型サービス（独自） 0897-40-7788 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502105 医療法人  愛寿会 医療法人愛寿会指定居宅介護支援事業所　愛 イリョウホウジンアイジュカイシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　アイ 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜二丁目4番43号 居宅介護支援 0897-45-5577 H22/10/05 指定 新居浜市

3870502139 社会福祉法人すいよう会 短期入所生活介護事業所なの花 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショナノハナ 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目１６番５８号 短期入所生活介護 0897-46-5514 H23/02/14 指定 新居浜市

3870502154 社会福祉法人ふたば会 デイサービスセンターふたばの森 デイサービスセンターフタバノモリ 7920856 愛媛県新居浜市船木3101番地1 通所介護 0897-47-4542 H23/05/01 指定 新居浜市

3870502154 社会福祉法人ふたば会 デイサービスセンターふたばの森 デイサービスセンターフタバノモリ 7920856 愛媛県新居浜市船木3101番地1 通所型サービス（独自） 0897-47-4542 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502162 社会福祉法人ふたば会 ショートステイふたばの森 ショートステイフタバノモリ 7920856 愛媛県新居浜市船木3101番地1 短期入所生活介護 0897-47-4541 H23/05/01 指定 新居浜市

3870502162 社会福祉法人ふたば会 ショートステイふたばの森 ショートステイフタバノモリ 7920856 愛媛県新居浜市船木3101番地1 介護予防短期入所生活介護 0897-47-4541 H23/05/01 指定 新居浜市

3870502170 ユーエスエスメンテナンス株式会社 介護レンタル　スマイル カイゴレンタル　スマイル 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目６番１０号 福祉用具貸与 0897-45-2530 H23/07/01 指定 新居浜市

3870502170 ユーエスエスメンテナンス株式会社 介護レンタル　スマイル カイゴレンタル　スマイル 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目６番１０号 特定福祉用具販売 0897-45-2530 H23/07/01 指定 新居浜市

3870502170 ユーエスエスメンテナンス株式会社 介護レンタル　スマイル カイゴレンタル　スマイル 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目６番１０号 介護予防福祉用具貸与 0897-45-2530 H23/07/01 指定 新居浜市

3870502170 ユーエスエスメンテナンス株式会社 介護レンタル　スマイル カイゴレンタル　スマイル 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目６番１０号 特定介護予防福祉用具販売 0897-45-2530 H23/07/01 指定 新居浜市

3870502204 合同会社ソフトケア ソフトケアにいはま ソフトケアニイハマ 7920872 愛媛県新居浜市垣生二丁目5番19号 居宅介護支援 0897-46-0161 H23/09/01 指定 新居浜市

3870502220 オゥンズドリーム株式会社 デイサービス花園 デイサービスハナゾノ 7920031 愛媛県新居浜市高木町3-34 地域密着型通所介護 0897-47-6331 H28/04/01 指定 新居浜市

3870502220 オゥンズドリーム株式会社 デイサービス花園 デイサービスハナゾノ 7920031 愛媛県新居浜市高木町3-34 通所型サービス（独自） 0897-47-6331 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502238 セントケア四国株式会社 セントケアにいはま セントケアニイハマ 7920825 愛媛県新居浜市星原町15番47号星原町15-47貸店舗1階1号室 訪問介護 0897-43-3985 H23/10/01 指定 新居浜市

3870502238 セントケア四国株式会社 セントケアにいはま セントケアニイハマ 7920825 愛媛県新居浜市星原町15番47号星原町15-47　貸店舗1階1号室 訪問入浴介護 0897-43-3985 H29/07/01 指定 新居浜市

3870502238 セントケア四国株式会社 セントケアにいはま セントケアニイハマ 7920825 愛媛県新居浜市星原町15番47号星原町15-47　貸店舗1階1号室 介護予防訪問入浴介護 0897-43-3985 H29/07/01 指定 新居浜市

3870502246 社会福祉法人三恵会 ユニット型短期入所生活介護事業所　うみかぜ ユニットガタタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ウミカゼ 7920896 愛媛県新居浜市阿島1丁目7-20 短期入所生活介護 0897-67-1100 H23/11/01 指定 新居浜市

3870502246 社会福祉法人三恵会 ユニット型短期入所生活介護事業所　うみかぜ ユニットガタタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ウミカゼ 7920896 愛媛県新居浜市阿島1丁目7-20 介護予防短期入所生活介護 0897-67-1100 H23/11/01 指定 新居浜市

3870502253 社会福祉法人常美会 短期入所生活介護事業所　広瀬の里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ヒロセノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町11番20号 短期入所生活介護 0897-47-3367 H23/11/01 休止 新居浜市

3870502253 社会福祉法人常美会 短期入所生活介護事業所　広瀬の里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ヒロセノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町11番20号 介護予防短期入所生活介護 0897-47-3367 H23/11/01 休止 新居浜市

3870502261 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　新居浜営業所　 カブシキガイシャトーカイ　　ニイハマエイギョウジョ 7920882 愛媛県新居浜市又野一丁目2番8号 福祉用具貸与 0897-46-3737 H24/04/01 指定 新居浜市

3870502261 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　新居浜営業所　 カブシキガイシャトーカイ　　ニイハマエイギョウジョ 7920882 愛媛県新居浜市又野一丁目2番8号 特定福祉用具販売 0897-46-3737 H24/04/01 指定 新居浜市
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3870502261 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　新居浜営業所　 カブシキガイシャトーカイ　　ニイハマエイギョウジョ 7920882 愛媛県新居浜市又野一丁目2番8号 介護予防福祉用具貸与 0897-46-3737 H24/04/01 指定 新居浜市

3870502261 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　新居浜営業所　 カブシキガイシャトーカイ　　ニイハマエイギョウジョ 7920882 愛媛県新居浜市又野一丁目2番8号 特定介護予防福祉用具販売 0897-46-3737 H24/04/01 指定 新居浜市

3870502287 医療法人　胃腸科内科　松村クリニック デイサービスセンター　すみの デイサービスセンター　スミノ 7920841 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番５号 通所介護 0897-40-7077 H24/03/12 指定 新居浜市

3870502287 医療法人　胃腸科内科　松村クリニック デイサービスセンター　すみの デイサービスセンター　スミノ 7920841 愛媛県新居浜市中筋町二丁目１番５号 通所型サービス（独自） 0897-40-7077 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502303 株式会社お茶屋の里 居宅介護支援事業所お茶屋の里 キョタクカイゴシエンジギョウショオチャヤノサト 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目8番23号 居宅介護支援 0897-31-5539 H24/11/01 指定 新居浜市

3870502311 株式会社さわやか倶楽部 さわやか新居浜館 サワヤカニイハマカン 7920852 愛媛県新居浜市東田3丁目乙11-77 特定施設入居者生活介護 0897-66-2266 H24/11/01 指定 新居浜市

3870502311 株式会社さわやか倶楽部 さわやか新居浜館 サワヤカニイハマカン 7920852 愛媛県新居浜市東田3丁目乙11-77 介護予防特定施設入居者生活介護 0897-66-2266 H24/11/01 指定 新居浜市

3870502329 株式会社さわやか倶楽部 さわやか新居浜館ショートステイ サワヤカニイハマカンショートステイ 7920852 愛媛県新居浜市東田3丁目乙11-77 短期入所生活介護 0897-66-2266 H24/11/01 指定 新居浜市

3870502329 株式会社さわやか倶楽部 さわやか新居浜館ショートステイ サワヤカニイハマカンショートステイ 7920852 愛媛県新居浜市東田3丁目乙11-77 介護予防短期入所生活介護 0897-66-2266 H24/11/01 指定 新居浜市

3870502337 株式会社さわやか倶楽部 さわやか新居浜館デイサービスセンター サワヤカニイハマカンデイサービスセンター 7920852 愛媛県新居浜市東田3丁目乙11-77 通所型サービス（独自） 0897-66-2266 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502345 合同会社ぐんじょう 居宅介護支援事業所　ひつじが丘 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒツジガオカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目9番6号 居宅介護支援 0897-47-6421 H24/11/12 指定 新居浜市

3870502352 合同会社ぐんじょう 訪問介護事業所　ひつじが丘 ホウモンカイゴジギョウショ　ヒツジガオカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目9番6号 訪問介護 0897-47-6421 H24/11/27 指定 新居浜市

3870502352 合同会社ぐんじょう 訪問介護事業所　ひつじが丘 ホウモンカイゴジギョウショ　ヒツジガオカ 7920842 愛媛県新居浜市北内町四丁目9番6号 訪問型サービス（独自） 0897-47-6421 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502360 株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ ファイトエヒメ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番２８号 訪問介護 0897-31-5078 H25/03/01 指定 新居浜市

3870502360 株式会社東京ネバーランドえひめ ファイトえひめ ファイトエヒメ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目３番２８号東京ネバーランドビル 訪問型サービス（独自） 0897-31-5078 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502394 合同会社ゆうあ 指定居宅介護支援事業所　ゆうあ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ユウア 7920881 愛媛県新居浜市松神子四丁目2番23号 居宅介護支援 0897-46-1612 H25/09/01 指定 新居浜市

3870502402 有限会社　萩の台 カミングケアステーション カミングケアステーション 7920032 愛媛県新居浜市政枝町二丁目3番32号 居宅介護支援 0897-47-6343 H13/08/21 指定 新居浜市

3870502410 合同会社桃花 ヘルパーステーション桃花 ヘルパーステーションモモカ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町一丁目3番50号 訪問介護 0897-37-2535 H25/09/01 指定 新居浜市

3870502410 合同会社桃花 ヘルパーステーション桃花 ヘルパーステーションモモカ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町一丁目3番50号 訪問型サービス（独自） 0897-37-2535 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502444 社会福祉法人すいよう会 リハステージ　郷 リハステージ　ゴウ 7920885 愛媛県新居浜市清住町1-36 地域密着型通所介護 0897-46-5353 H28/04/01 指定 新居浜市

3870502444 社会福祉法人すいよう会 リハステージ　郷 リハステージ　ゴウ 7920885 愛媛県新居浜市清住町1-36 通所型サービス（独自） 0897-46-5353 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502451 株式会社こでまり 株式会社こでまり カブシキガイシャコデマリ 7920866 愛媛県新居浜市宇高町三丁目5番25号 居宅介護支援 0897-31-2031 H25/12/01 指定 新居浜市

3870502485 社会福祉法人三恵会 介護老人福祉施設　ハートランド三恵南館 カイゴロウジンフクシシセツ　ハートランドサンケイミナミカン 7920050 愛媛県新居浜市萩生17番地 介護老人福祉施設 0897-40-0006 H26/04/01 指定 新居浜市

3870502493 株式会社仁愛 ケアプラザ「サン愛」坂井事業所 ケアプラザ「サンアイ」サカイジギョウショ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町一丁目８－２０ 通所介護 0897-36-3581 H26/05/01 指定 新居浜市

3870502493 株式会社仁愛 ケアプラザ「サン愛」坂井事業所 ケアプラザ「サンアイ」サカイジギョウショ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町一丁目８－２０ 通所型サービス（独自） 0897-36-3581 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502501 株式会社仁愛 サン居宅介護　新居浜事業所 サンキョタクカイゴ　ニイハマジギョウショ 7920026 愛媛県新居浜市久保田町三丁目３－２８ 居宅介護支援 0897-65-1026 H26/05/01 指定 新居浜市

3870502527 社会福祉法人はぴねす福祉会 ユニット空床利用型指定短期入所生活介護事業所　プラチナプレイス ユニットクウショウリヨウガタシテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　プラチナプレイス 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番７２号 短期入所生活介護 0897-35-3000 R02/10/01 指定 新居浜市

3870502527 社会福祉法人はぴねす福祉会 特別養護老人ホーム　プラチナプレイス トクベツヨウゴロウジンホーム　プラチナプレイス 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番７２号 介護老人福祉施設 0897-35-3000 H26/09/06 指定 新居浜市

3870502527 社会福祉法人はぴねす福祉会 ユニット空床利用型指定短期入所生活介護事業所　プラチナプレイス ユニットクウショウリヨウガタシテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　プラチナプレイス 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番７２号 介護予防短期入所生活介護 0897-35-3000 R02/10/01 指定 新居浜市

3870502535 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス風花 デイサービスカザハナ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１０６１番地 通所介護 0897-40-2526 H26/10/01 指定 新居浜市

3870502535 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス風花 デイサービスカザハナ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１０６１番地 通所型サービス（独自） 0897-40-2526 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502543 合同会社わたる 居宅介護支援事業所わたる キョタクカイゴシエンジギョウショワタル 7920886 愛媛県新居浜市郷四丁目7番31号 居宅介護支援 0897-47-8800 H26/12/15 指定 新居浜市

3870502550 合同会社かえで 居宅介護支援事業所かえで キョタクカイゴシエンジギョウショカエデ 7920881 愛媛県新居浜市松神子四丁目1番21号 居宅介護支援 0897-45-3634 H27/03/01 指定 新居浜市

3870502568 株式会社ペアレンツ デイサービス子馬 デイサービスコウマ 7920887 愛媛県新居浜市高田二丁目５番６３号 通所介護 0897-47-7822 H27/03/01 指定 新居浜市

3870502568 株式会社ペアレンツ デイサービス子馬 デイサービスコウマ 7920887 愛媛県新居浜市高田二丁目５番６３号 通所型サービス（独自） 0897-47-7822 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502576 株式会社エパック ニカサ新居浜店 ニカサニイハマテン 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目10番12号 訪問介護 0897-47-0878 H27/08/01 指定 新居浜市

3870502576 株式会社エパック ニカサ新居浜店 ニカサニイハマテン 7920026 愛媛県新居浜市久保田町二丁目10番12号 訪問型サービス（独自） 0897-47-0878 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502592 株式会社ゆうらり デイサービスセンターゆうらり デイサービスセンターユウラリ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町五丁目11番32号 通所介護 0897-33-6730 H27/09/01 指定 新居浜市

3870502592 株式会社ゆうらり デイサービスセンターゆうらり デイサービスセンターユウラリ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町五丁目11番32号 通所型サービス（独自） 0897-33-6730 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502600 株式会社ゆうらり ヘルパーステーションゆうらり ヘルパーステーションユウラリ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町五丁目11番32号 訪問介護 0897-33-6730 H27/09/01 指定 新居浜市

3870502600 株式会社ゆうらり ヘルパーステーションゆうらり ヘルパーステーションユウラリ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町五丁目11番32号 訪問型サービス（独自） 0897-33-6730 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502618 新居浜医療福祉生活協同組合 指定居宅介護支援事業所みんなの家 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショミンナノイエ 7920856 愛媛県新居浜市船木4620番地2 居宅介護支援 0897-47-8855 H27/11/16 指定 新居浜市
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3870502626 株式会社サン愛 介護プラザサン カイゴプラザサン 7920026 愛媛県新居浜市久保田町一丁目8番12号 通所介護 0897-33-6385 H28/02/01 指定 新居浜市

3870502626 株式会社サン愛 介護プラザサン カイゴプラザサン 7920026 愛媛県新居浜市久保田町一丁目8番12号 通所型サービス（独自） 0897-33-6385 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502634 有限会社ほほえみ デイサービスあさひの里 デイサービスアサヒノサト 7920044 愛媛県新居浜市中村二丁目4番25号 通所介護 0897-31-8788 H28/04/01 指定 新居浜市

3870502634 有限会社ほほえみ デイサービスあさひの里 デイサービスアサヒノサト 7920044 愛媛県新居浜市中村二丁目4番25号 通所型サービス（独自） 0897-31-8788 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502642 株式会社マルト サンマルト サンマルト 7920822 愛媛県新居浜市寿町11番34号 福祉用具貸与 0897-41-6033 H28/08/01 指定 新居浜市

3870502642 株式会社マルト サンマルト サンマルト 7920822 愛媛県新居浜市寿町11番34号 特定福祉用具販売 0897-41-6033 H28/08/01 指定 新居浜市

3870502642 株式会社マルト サンマルト サンマルト 7920822 愛媛県新居浜市寿町11番34号 介護予防福祉用具貸与 0897-41-6033 H28/08/01 指定 新居浜市

3870502642 株式会社マルト サンマルト サンマルト 7920822 愛媛県新居浜市寿町11番34号 特定介護予防福祉用具販売 0897-41-6033 H28/08/01 指定 新居浜市

3870502659 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会新居浜営業所 カブシキガイシャソガショウカイニイハマエイギョウショ 7920011 愛媛県新居浜市西原町二丁目7番75号 福祉用具貸与 0897-31-0230 H28/10/01 指定 新居浜市

3870502659 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会新居浜営業所 カブシキガイシャソガショウカイニイハマエイギョウショ 7920011 愛媛県新居浜市西原町二丁目7番75号 特定福祉用具販売 0897-31-0230 H28/10/01 指定 新居浜市

3870502659 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会新居浜営業所 カブシキガイシャソガショウカイニイハマエイギョウショ 7920011 愛媛県新居浜市西原町二丁目7番75号 介護予防福祉用具貸与 0897-31-0230 H28/10/01 指定 新居浜市

3870502659 株式会社曽我商会 株式会社曽我商会新居浜営業所 カブシキガイシャソガショウカイニイハマエイギョウショ 7920011 愛媛県新居浜市西原町二丁目7番75号 特定介護予防福祉用具販売 0897-31-0230 H28/10/01 指定 新居浜市

3870502667 株式会社さわやか倶楽部 さわやか新居浜館デイサービスセンター サワヤカニイハマカンデイサービスセンター 7920852 愛媛県新居浜市東田三丁目乙11－77 通所介護 0897-66-2266 H29/01/16 指定 新居浜市

3870502675 合同会社幸 指定居宅介護支援事業所　幸 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　サチ 7920811 愛媛県新居浜市庄内町三丁目1番141号アサヒパレス庄内401 居宅介護支援 0897-35-2352 H29/03/01 指定 新居浜市

3870502683 株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ　新居浜営業所 ケアサービスアサヒ　ニイハマエイギョウショ 7920827 愛媛県新居浜市西喜光地町9番35号 福祉用具貸与 0897-66-7760 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502683 株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ　新居浜営業所 ケアサービスアサヒ　ニイハマエイギョウショ 7920827 愛媛県新居浜市西喜光地町9番35号 特定福祉用具販売 0897-66-7760 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502683 株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ　新居浜営業所 ケアサービスアサヒ　ニイハマエイギョウショ 7920827 愛媛県新居浜市西喜光地町9番35号 介護予防福祉用具貸与 0897-66-7760 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502683 株式会社旭木工 ケアサービスアサヒ　新居浜営業所 ケアサービスアサヒ　ニイハマエイギョウショ 7920827 愛媛県新居浜市西喜光地町9番35号 特定介護予防福祉用具販売 0897-66-7760 H29/04/01 指定 新居浜市

3870502691 特定非営利活動法人ふくしの森オリーブ ヘルパーステーション　オリーブ ヘルパーステーション　オリーブ 7920888 愛媛県新居浜市田の上3-5-49 訪問介護 0897-66-7366 H29/08/01 指定 新居浜市

3870502691 特定非営利活動法人ふくしの森オリーブ ヘルパーステーション　オリーブ ヘルパーステーション　オリーブ 7920888 愛媛県新居浜市田の上3-5-49 訪問型サービス（独自） 0897-66-7366 H29/08/01 指定 新居浜市

3870502709 株式会社  悠遊社 株式会社悠遊社新居浜事業所 カブシキガイシャユウユウシャニイハマジギョウショ 7920827 愛媛県新居浜市西喜光地町8-1 居宅介護支援 0897-31-8111 H12/09/19 指定 新居浜市

3870502717 株式会社悠遊社 訪問介護　あすなろ北内 ホウモンカイゴ　アスナロキタウチ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目2番26号 訪問介護 0897-47-7414 H30/08/01 休止 新居浜市

3870502717 株式会社悠遊社 訪問介護　あすなろ北内 ホウモンカイゴ　アスナロキタウチ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目2番26号 訪問型サービス（独自） 0897-47-7414 H30/08/01 休止 新居浜市

3870502725 特定非営利活動法人  倫理生活指導センター 高齢者福祉実践センター コウレイシャフクシジッセンセンター 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜二丁目7番64号 訪問介護 0897-67-1920 H12/05/09 指定 新居浜市

3870502725 特定非営利活動法人  倫理生活指導センター 高齢者福祉実践センター コウレイシャフクシジッセンセンター 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜二丁目7番64号 訪問型サービス（独自） 0897-67-1920 H30/04/01 指定 新居浜市

3870502741 社会福祉法人三恵会　 短期入所生活介護事業所　ハートランド三恵南館 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ハートランドサンケイミナミカン 7920050 愛媛県新居浜市萩生17番地 短期入所生活介護 0897-40-0006 R01/10/01 指定 新居浜市

3870502741 社会福祉法人三恵会　 短期入所生活介護事業所　ハートランド三恵南館 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ハートランドサンケイミナミカン 7920050 愛媛県新居浜市萩生17番地 介護予防短期入所生活介護 0897-40-0006 R01/10/01 指定 新居浜市

3870502758 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターにいはま ニチイケアセンターニイハマ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目４番３２号西の土居町一丁目テナント1号室 訪問介護 0897-31-2710 R01/11/20 指定 新居浜市

3870502758 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンターにいはま ニチイケアセンターニイハマ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町一丁目４番３２号 訪問型サービス（独自） 0897-31-2710 R01/11/20 指定 新居浜市

3870502766 合同会社クニタ商事 ヘルパーステーションあさひ ヘルパーステーションアサヒ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目１１番８号 訪問介護 0897-66-8821 R02/03/20 指定 新居浜市

3870502774 レモン・ライム合同会社 レモン・ライム レモン・ライム 7920836 愛媛県新居浜市篠場町４番２４号 居宅介護支援 0897-44-5356 R02/04/01 指定 新居浜市

3870502782 合同会社キャロル キャロル介護支援サービス キャロルカイゴシエンサービス 7920881 愛媛県新居浜市松神子三丁目８番６３号 居宅介護支援 0897-46-6727 R02/08/16 指定 新居浜市

3870502808 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来ヘルパーステーション新居浜 ジェイエイエヒメミライヘルパーステーションニイハマ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町3丁目10番40号 訪問介護 0897-47-5900 R02/11/01 指定 新居浜市

3870502808 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来ヘルパーステーション新居浜 ジェイエイエヒメミライヘルパーステーションニイハマ 7920812 愛媛県新居浜市坂井町3丁目10番40号 訪問型サービス（独自） 0897-47-5900 R02/11/01 指定 新居浜市

3870502816 株式会社ソラモア 指定居宅介護支援事業所　トラスト シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　トラスト 7920812 愛媛県新居浜市坂井町二丁目５番２６号ステーションヒルズ１０２号 居宅介護支援 0897-66-7280 R03/04/01 指定 新居浜市

3890500022 株式会社お茶屋の里 グループホーム上の茶屋 グループホームカミノチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番１５号 認知症対応型共同生活介護 0897-35-3339 H18/11/01 指定 新居浜市

3890500022 株式会社お茶屋の里 グループホーム上の茶屋 グループホームカミノチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番１５号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-35-3339 H19/04/01 指定 新居浜市

3890500030 株式会社お茶屋の里 グループホーム下の茶屋 グループホームシモノチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番２３号 認知症対応型共同生活介護 0897-36-5139 H18/11/01 指定 新居浜市

3890500030 株式会社お茶屋の里 グループホーム下の茶屋 グループホームシモノチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番２３号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-36-5139 H19/04/01 指定 新居浜市

3890500063 社会福祉法人　はぴねす福祉会 ケアサポートセンター西連寺 ケアサポートセンター　サイレンジ 7920831 愛媛県新居浜市西連寺町１丁目１１番２１号 認知症対応型通所介護 0897-44-5000 H20/03/01 指定 新居浜市

3890500063 社会福祉法人　はぴねす福祉会 ケアサポートセンター西連寺 ケアサポートセンター　サイレンジ 7920831 愛媛県新居浜市西連寺町１丁目１１番２１号 介護予防認知症対応型通所介護 0897-44-5000 H24/08/01 指定 新居浜市

3890500071 社会福祉法人　宝集会 小規模多機能施設　宝寿園 ショウキボタキノウシセツ　ホウジュエン 7920898 愛媛県新居浜市荷内町6番21号 小規模多機能型居宅介護 0897-67-1012 H20/04/20 指定 新居浜市
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3890500071 社会福祉法人　宝集会 小規模多機能施設　宝寿園 ショウキボタキノウシセツ　ホウジュエン 7920898 愛媛県新居浜市荷内町6番21号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-67-1012 H26/12/20 指定 新居浜市

3890500097 社会福祉法人　香南会 グループホーム　けやきの里 グループホーム　ケヤキノサト 7920060 愛媛県新居浜市大生院154番地3 認知症対応型共同生活介護 0897-31-8070 H20/12/20 指定 新居浜市

3890500105 社会福祉法人　はぴねす福祉会 ケアサポートセンター　八雲 ケアサポートセンター　ヤグモ 7920805 愛媛県新居浜市八雲町８番２４号 小規模多機能型居宅介護 0897-35-1008 H21/03/01 指定 新居浜市

3890500105 社会福祉法人　はぴねす福祉会 ケアサポートセンター　八雲 ケアサポートセンター　ヤグモ 7920805 愛媛県新居浜市八雲町８番２４号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-35-1008 H24/09/01 指定 新居浜市

3890500113 有限会社　ほほえみ 憩いのいえ イコイノイエ 7920856 愛媛県新居浜市船木上長野甲581番地2 小規模多機能型居宅介護 0897-43-1131 H21/03/01 指定 新居浜市

3890500139 社会福祉法人　新居浜市社会福祉協議会 なごみの里「金栄」 ナゴミノサト　「キンエイ」 7920031 愛媛県新居浜市高木町８番２６号 認知症対応型通所介護 0897-31-1753 H21/04/01 指定 新居浜市

3890500139 社会福祉法人　新居浜市社会福祉協議会 なごみの里「金栄」 ナゴミノサト　「キンエイ」 7920031 愛媛県新居浜市高木町８番２６号 介護予防認知症対応型通所介護 0897-31-1753 H21/04/01 指定 新居浜市

3890500147 社会福祉法人　はぴねす福祉会 特別養護老人ホームシニアリビング八雲ガーデン トクベツヨウゴロウジンホームシニアリビングヤグモガーデン 7920805 愛媛県新居浜市八雲町８番２４号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-37-5100 H21/11/01 指定 新居浜市

3890500162 社会福祉法人　はぴねす福祉会 グループホーム　LOHAS・KOTI グループホーム　ロハス・コティ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２２１６番地の３９ 認知症対応型共同生活介護 0897-41-5400 H22/06/01 指定 新居浜市

3890500162 社会福祉法人　はぴねす福祉会 グループホーム　LOHAS・KOTI グループホーム　ロハス・コティ 7920856 愛媛県新居浜市船木甲２２１６番地の３９ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-41-5400 H22/06/01 指定 新居浜市

3890500170 社会福祉法人  すいよう会 グループホーム　ほの花 グループホーム　ホノカ 7920886 愛媛県新居浜市郷３丁目16-33 認知症対応型共同生活介護 0897-46-5516 H22/06/30 指定 新居浜市

3890500170 社会福祉法人  すいよう会 グループホーム　ほの花 グループホーム　ホノカ 7920886 愛媛県新居浜市郷３丁目16-33 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-46-5516 H22/06/30 指定 新居浜市

3890500188 株式会社お茶屋の里 グループホームはなれ茶屋 グループホームハナレチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番２１号 認知症対応型共同生活介護 0897-32-4685 H22/11/01 指定 新居浜市

3890500188 株式会社お茶屋の里 グループホームはなれ茶屋 グループホームハナレチャヤ 7920035 愛媛県新居浜市西の土居町二丁目８番２１号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-32-4685 H22/11/01 指定 新居浜市

3890500196 社会福祉法人  すいよう会 地域密着型小規模特別養護老人ホーム　なの花 チイキミッチャクガタショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　ナノハナ 7920886 愛媛県新居浜市郷三丁目１６番５８号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-46-5514 H23/02/14 指定 新居浜市

3890500212 新居浜医療福祉生活協同組合 あったかほーむ　たかつ アッタカホーム　タカツ 7920867 愛媛県新居浜市高津町3番20号 認知症対応型共同生活介護 0897-32-6880 H23/04/01 指定 新居浜市

3890500212 新居浜医療福祉生活協同組合 あったかほーむ　たかつ アッタカホーム　タカツ 7920867 愛媛県新居浜市高津町3番20号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-32-6880 H23/04/01 指定 新居浜市

3890500220 社会福祉法人ふたば会 グループホーム　ふたばの森 グループホーム　フタバノモリ 7920856 愛媛県新居浜市船木３００１番地３ 認知症対応型共同生活介護 0897-47-4543 H23/05/01 指定 新居浜市

3890500220 社会福祉法人ふたば会 グループホーム　ふたばの森 グループホーム　フタバノモリ 7920856 愛媛県新居浜市船木３００１番地３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-47-4543 H23/05/01 指定 新居浜市

3890500238 社会福祉法人ふたば会 特別養護老人ホームふたばの森 トクベツヨウゴロウジンホームフタバノモリ 7920856 愛媛県新居浜市船木3101番地1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-47-4541 H23/05/01 指定 新居浜市

3890500246 有限会社ほほえみ グループホーム微笑の家なかむら グループホームホホエミノイエナカムラ 7920044 愛媛県新居浜市中村二丁目４番２５号 認知症対応型共同生活介護 0897-41-7738 H23/05/10 指定 新居浜市

3890500246 有限会社ほほえみ グループホーム微笑の家なかむら グループホームホホエミノイエナカムラ 7920044 愛媛県新居浜市中村二丁目４番２５号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-41-7738 H23/05/10 指定 新居浜市

3890500261 社会福祉法人　はぴねす福祉会 ケアサポートセンター　若水 ケアサポートセンター　ワカミズ 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目7番6号 小規模多機能型居宅介護 0897-65-1700 H23/09/01 指定 新居浜市

3890500261 社会福祉法人　はぴねす福祉会 ケアサポートセンター　若水 ケアサポートセンター　ワカミズ 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目7番6号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-65-1700 H24/06/15 指定 新居浜市

3890500287 セントケア四国株式会社 セントケア新居浜本郷 セントケアニイハマホンゴウ 7920042 愛媛県新居浜市本郷一丁目3番24号 小規模多機能型居宅介護 0897-66-1090 H23/10/01 指定 新居浜市

3890500295 社会福祉法人　常美会 地域密着型特別養護老人ホーム広瀬の里 チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホームヒロセノサト 7920047 愛媛県新居浜市御蔵町11番20号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-47-3367 H23/10/23 指定 新居浜市

3890500303 社会福祉法人三恵会 グループホーム　かがやき グループホーム　カガヤキ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目７－２０ 認知症対応型共同生活介護 0897-67-1100 H23/11/01 指定 新居浜市

3890500303 社会福祉法人三恵会 グループホーム　かがやき グループホーム　カガヤキ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目７－２０ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-67-1100 H23/11/01 指定 新居浜市

3890500311 社会福祉法人三恵会 ユニット型地域密着型介護老人福祉施設　うみかぜ ユニットガタチイキミッチャクガタカイゴロウジンフクシシセツ　ウミカゼ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目７－２０ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-67-1100 H23/11/01 指定 新居浜市

3890500329 有限会社　萩の台 グループホーム・カミングケアステーション グループホーム・カミングケアステーション 7920032 愛媛県新居浜市政枝町二丁目３番３２号 認知症対応型共同生活介護 0897-47-6081 H24/02/25 指定 新居浜市

3890500329 有限会社　萩の台 グループホーム・カミングケアステーション グループホーム・カミングケアステーション 7920032 愛媛県新居浜市政枝町二丁目３番３２号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-47-6081 H24/02/25 指定 新居浜市

3890500337 社会福祉法人　香南会 小規模特別養護老人ホーム　つばき ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　ツバキ 7920872 愛媛県新居浜市垣生五丁目８番４６号 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-45-5011 H24/03/01 指定 新居浜市

3890500345 株式会社悠遊社 小規模多機能ホーム　泉川 ショウキボタキノウホーム　イズミガワ 7920815 愛媛県新居浜市岸の上町一丁目12番28号 小規模多機能型居宅介護 0897-40-2345 H24/03/24 指定 新居浜市

3890500345 株式会社悠遊社 小規模多機能ホーム　泉川 ショウキボタキノウホーム　イズミガワ 7920815 愛媛県新居浜市岸の上町一丁目12番28号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-40-2345 H24/03/24 指定 新居浜市

3890500352 社会福祉法人　新居浜市社会福祉協議会 なごみの里「金子」 ナゴミノサト「カネコ」 7920811 愛媛県新居浜市庄内町六丁目１１番４６号 認知症対応型通所介護 0897-64-9753 H24/03/26 指定 新居浜市

3890500352 社会福祉法人　新居浜市社会福祉協議会 なごみの里「金子」 ナゴミノサト「カネコ」 7920811 愛媛県新居浜市庄内町六丁目１１番４６号 介護予防認知症対応型通所介護 0897-64-9753 H24/03/26 指定 新居浜市

3890500360 医療法人  愛寿会 グループホーム多喜浜 グループホームタキハマ 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜二丁目4番43号 認知症対応型共同生活介護 0897-45-5566 H24/03/30 指定 新居浜市

3890500360 医療法人  愛寿会 グループホーム多喜浜 グループホームタキハマ 7920893 愛媛県新居浜市多喜浜二丁目4番43号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-45-5566 H24/03/30 指定 新居浜市

3890500378 社会福祉法人　常美会 グループホームうわばら グループホームウワバラ 7920046 愛媛県新居浜市上原四丁目1番15号 認知症対応型共同生活介護 0897-47-0900 H24/03/30 指定 新居浜市

3890500378 社会福祉法人　常美会 グループホームうわばら グループホームウワバラ 7920046 愛媛県新居浜市上原四丁目1番15号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-47-0900 H24/03/30 指定 新居浜市

3890500386 新居浜医療福祉生活協同組合 垣生倶楽部 ハブクラブ 7920872 愛媛県新居浜市垣生四丁目３番３５号 小規模多機能型居宅介護 0897-67-1688 H24/03/24 指定 新居浜市

3890500386 新居浜医療福祉生活協同組合 垣生倶楽部 ハブクラブ 7920872 愛媛県新居浜市垣生四丁目３番３５号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-67-1688 H24/03/24 指定 新居浜市
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3890500394 社会福祉法人　宝集会 グループホーム　集い グループホーム　ツドイ 7920852 愛媛県新居浜市東田三丁目乙11番地86 認知症対応型共同生活介護 0897-66-1060 H24/03/25 指定 新居浜市

3890500394 社会福祉法人　宝集会 グループホーム　集い グループホーム　ツドイ 7920852 愛媛県新居浜市東田三丁目乙11番地86 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-66-1060 H24/03/25 指定 新居浜市

3890500410 社会福祉法人　はぴねす福祉会 ヘルパーステーション　若水館 ヘルパーステーション　ワカミズカン 7920017 愛媛県新居浜市若水町一丁目9番13号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0897-31-5015 H24/10/15 指定 新居浜市

3890500428 新居浜医療福祉生活協同組合 ヘルパーステーション　野の花 ヘルパーステーション　ノノハナ 7920863 愛媛県新居浜市南小松原町5-4 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0897-65-1058 H25/03/31 指定 新居浜市

3890500436 社会福祉法人　香南会 グループホーム　あかがね グループホーム　アカガネ 7920872 愛媛県新居浜市垣生五丁目8番45号 認知症対応型共同生活介護 0897-31-9232 H27/02/01 指定 新居浜市

3890500436 社会福祉法人　香南会 グループホーム　あかがね グループホーム　アカガネ 7920872 愛媛県新居浜市垣生五丁目8番45号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-31-9232 H27/02/01 指定 新居浜市

3890500444 医療法人社団久和会 グループホーム　たちばな グループホーム　タチバナ 7920833 愛媛県新居浜市宮原町4番3号 認知症対応型共同生活介護 0897-47-7061 H27/03/23 指定 新居浜市

3890500444 医療法人社団久和会 グループホーム　たちばな グループホーム　タチバナ 7920833 愛媛県新居浜市宮原町4番3号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-47-7061 H27/03/23 指定 新居浜市

3890500451 社会福祉法人宝集会 小規模特別養護老人ホーム　宝閑荘 ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　ホウカンソウ 7920852 愛媛県新居浜市東田三丁目乙11番地の91 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-40-7717 H27/03/25 指定 新居浜市

3890500469 株式会社サン愛 ケアプラザ「サン愛」萩生事業所 ケアプラザ「サンアイ」ハギュウジギョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生692番地の1 認知症対応型通所介護 0897-47-5031 H30/10/15 休止 新居浜市

3890500469 株式会社サン愛 グループホーム「サン愛」 グループホーム「サンアイ」 7920050 愛媛県新居浜市萩生692番地の1 認知症対応型共同生活介護 0897-47-5031 H28/01/01 指定 新居浜市

3890500469 株式会社サン愛 ケアプラザ「サン愛」萩生事業所 ケアプラザ「サンアイ」ハギュウジギョウショ 7920050 愛媛県新居浜市萩生692番地の1 介護予防認知症対応型通所介護 0897-47-5031 H30/10/15 休止 新居浜市

3890500469 株式会社サン愛 グループホーム「サン愛」 グループホーム「サンアイ」 7920050 愛媛県新居浜市萩生692番地の1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-47-5031 H28/01/01 指定 新居浜市

3890500477 社会福祉法人　香南会 グループホーム　しおさい グループホーム　シオサイ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目7番27号 認知症対応型共同生活介護 0897-46-4050 H28/01/01 指定 新居浜市

3890500477 社会福祉法人　香南会 グループホーム　しおさい グループホーム　シオサイ 7920896 愛媛県新居浜市阿島一丁目7番27号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-46-4050 H28/01/01 指定 新居浜市

3890500485 社会福祉法人はぴねす福祉会 療養通所介護事業所はぴねす リョウヨウツウショカイゴジギョウショハピネス 7920017 愛媛県新居浜市若水町二丁目4番38号 地域密着型通所介護 0897-35-3008 H28/10/12 休止 新居浜市

3890500493 株式会社　東雲精工 デイサービス　ひまわり デイサービス　ヒマワリ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町二丁目12番44号 地域密着型通所介護 0897-33-6688 H29/04/01 休止 新居浜市

3890500501 社会福祉法人　宝集会 デイサービス　しずか デイサービス　シズカ 7920852 愛媛県新居浜市東田三丁目乙１１番地の９１ 認知症対応型通所介護 0897-40-7717 H29/04/25 指定 新居浜市

3890500501 社会福祉法人　宝集会 デイサービス　しずか デイサービス　シズカ 7920852 愛媛県新居浜市東田三丁目乙１１番地の９１ 介護予防認知症対応型通所介護 0897-40-7717 H29/04/25 指定 新居浜市

3890500519 新居浜医療福祉生活協同組合 上部24時間ヘルパーステーション野の花 ジョウブ２４ジカンヘルパーステーションノノハナ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１０６１番地 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0897-47-6680 H30/03/01 指定 新居浜市

3890500527 株式会社悠遊社 あすなろ北内　チヨの里 アスナロキタウチ　チヨノサト 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目2番26号 地域密着型通所介護 0897-47-7417 H30/08/01 指定 新居浜市

3890500527 株式会社悠遊社 あすなろ北内　チヨの里 アスナロキタウチ　チヨノサト 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目2番26号 通所型サービス（独自） 0897-47-7417 H30/08/01 指定 新居浜市

3890500535 社会福祉法人はぴねす福祉会 グループホーム　プラチナガーデン グループホーム　プラチナガーデン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番７２号 認知症対応型共同生活介護 0897-31-3222 H30/09/02 指定 新居浜市

3890500535 社会福祉法人はぴねす福祉会 グループホーム　プラチナガーデン グループホーム　プラチナガーデン 7920025 愛媛県新居浜市一宮町二丁目６番７２号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-31-3222 H30/09/02 指定 新居浜市

3890500543 合同会社みどりあおい 介護予防運動デイサービス　リハサロン船木 カイゴヨボウウンドウデイサービス　リハサロンフナキ 7920856 愛媛県新居浜市船木４０４７番地４ 地域密着型通所介護 0897-27-6050 R01/05/01 指定 新居浜市

3890500550 株式会社悠遊社 グループホーム　あすなろ グループホーム　アスナロ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目２番２９号 認知症対応型共同生活介護 0897-47-5656 R02/05/01 指定 新居浜市

3890500550 株式会社悠遊社 グループホーム　あすなろ グループホーム　アスナロ 7920842 愛媛県新居浜市北内町一丁目２番２９号 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-47-5656 R02/05/01 指定 新居浜市

3890500568 株式会社えひめメディコープ 小規模多機能ホーム　はなみずき ショウキボタキノウホーム　ハナミズキ 7920017 愛媛県新居浜市若水町二丁目７番４号 小規模多機能型居宅介護 0897-31-3204 R02/10/01 指定 新居浜市

3890500568 株式会社えひめメディコープ 小規模多機能ホーム　はなみずき ショウキボタキノウホーム　ハナミズキ 7920017 愛媛県新居浜市若水町二丁目７番４号 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-31-3204 R02/10/01 指定 新居浜市

3890500576 株式会社ソラスト グループホームソラストのりか新居浜 グループホームソラストノリカニイハマ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１３１番地８０ 認知症対応型共同生活介護 0897-40-5156 R03/04/01 指定 新居浜市

3890500576 株式会社ソラスト グループホームソラストのりか新居浜 グループホームソラストノリカニイハマ 7920050 愛媛県新居浜市萩生１３１番地８０ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-40-5156 R03/04/01 指定 新居浜市

38A0500011 株式会社　東雲精工 デイサービス　ひまわり デイサービス　ヒマワリ 7920864 愛媛県新居浜市東雲町二丁目12番44号 通所型サービス（独自） 0897-33-6688 H29/04/01 休止 新居浜市

38A0500029 合同会社みどりあおい 介護予防運動デイサービス　リハサロン船木 カイゴヨボウウンドウデイサービス　リハサロンフナキ 7920856 愛媛県新居浜市船木４０４７番地４ 通所型サービス（独自） 0897-27-6050 R01/05/01 指定 新居浜市

38A0500037 合同会社クニタ商事 ヘルパーステーションあさひ ヘルパーステーションアサヒ 7920802 愛媛県新居浜市新須賀町四丁目１１番８号 訪問型サービス（独自） 0897-66-8821 R02/03/01 指定 新居浜市

3800600011 西条市 西条市地域包括支援センター サイジョウシチイキホウカツシエンセンター 7938601 愛媛県西条市明屋敷１６４（西条郵便局私書箱第１号） 介護予防支援 0897-56-5151 H19/04/01 指定 西条市

3800600011 西条市 西条市地域包括支援センター サイジョウシチイキホウカツシエンセンター 7938601 愛媛県西条市明屋敷１６４（西条郵便局私書箱第１号） 介護予防ケアマネジメント 0897-56-5151 H27/04/01 指定 西条市

3800600029 医療法人  愛寿会 西条市地域包括支援センター　西条南部 サイジョウシチイキホウカツシエンセンター　サイジョウナンブ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲162番地の1 介護予防支援 0897-55-0630 R03/04/01 指定 西条市

3800600029 医療法人  愛寿会 西条市地域包括支援センター　西条南部 サイジョウシチイキホウカツシエンセンター　サイジョウナンブ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲162番地の1 介護予防ケアマネジメント 0897-55-0630 R03/04/01 指定 西条市

3800600037 社会福祉法人  亀天会 西条市地域包括支援センター東予 サイジョウシチイキホウカツシエンセンタートウヨ 7991301 愛媛県西条市三芳1535番地1 介護予防支援 0898-66-5520 R03/04/01 指定 西条市

3800600037 社会福祉法人  亀天会 西条市地域包括支援センター東予 サイジョウシチイキホウカツシエンセンタートウヨ 7991301 愛媛県西条市三芳1535番地1 介護予防ケアマネジメント 0898-66-5520 R03/04/01 指定 西条市

3800600045 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 西条市地域包括支援センター西条北部 サイジョウシチイキホウカツシエンセンタージョウホクブ 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地1 介護予防支援 0897-55-5359 R03/04/01 指定 西条市

3800600045 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 西条市地域包括支援センター西条北部 サイジョウシチイキホウカツシエンセンタージョウホクブ 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地1 介護予防ケアマネジメント 0897-55-5359 R03/04/01 指定 西条市
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3810610000 医療法人　伊藤医院 伊藤医院 イトウイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９２ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810610000 医療法人　伊藤医院 伊藤医院 イトウイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810610000 医療法人　伊藤医院 伊藤医院 イトウイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810610000 医療法人　伊藤医院 デイケア暖だん デイケアダンダン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段1292番地 通所リハビリテーション 0897-58-4711 H26/03/07 指定 西条市

3810610000 医療法人　伊藤医院 伊藤医院 イトウイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９２ 介護予防訪問看護 0897-53-2177 H18/04/01 指定 西条市

3810610000 医療法人　伊藤医院 伊藤医院 イトウイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-53-2177 H18/04/01 指定 西条市

3810610000 医療法人　伊藤医院 伊藤医院 イトウイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-53-2177 H18/04/01 指定 西条市

3810610000 医療法人　伊藤医院 デイケア暖だん デイケアダンダン 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段1292番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-58-4711 H26/03/07 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 通所リハビリテーション 0897-56-3521 H21/04/01 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 介護予防訪問看護 0897-56-3521 H18/04/01 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-56-3521 H18/04/01 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-3521 H18/04/01 指定 西条市

3810610034 ＊ 篠原医院 シノハライイン 7930030 愛媛県西条市大町５２０番地の８ 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-3521 H21/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 通所リハビリテーション 0897-56-9511 H21/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 介護予防訪問看護 0897-56-9511 H18/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-56-9511 H18/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-9511 H18/04/01 指定 西条市

3810610067 ＊ 医療法人こもだ内科神経科医院 イリョウホウジンコモダナイカシンケイカイイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１１２６の１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-9511 H21/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 通所リハビリテーション 0897-55-3101 H21/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 介護予防訪問看護 0897-55-3101 H18/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-3101 H18/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-3101 H18/04/01 指定 西条市

3810610174 医療法人  星友会 回生堂医院 カイセイドウイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５９１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-3101 H21/04/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 訪問看護 0897-55-0776 H12/05/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 訪問リハビリテーション 0897-55-0776 H12/05/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 居宅療養管理指導 0897-55-0776 H12/05/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 通所リハビリテーション 0897-55-0776 H21/04/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 介護予防訪問看護 0897-55-0776 H18/04/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-0776 H18/04/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-0776 H18/04/01 指定 西条市

3810610182 医療法人  高橋こどもクリニック 高橋こどもクリニック タカハシコドモクリニック 7930027 愛媛県西条市朔日市３１３－５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-0776 H21/04/01 指定 西条市

3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 訪問看護 0897-55-4021 H13/04/05 指定 西条市

3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 訪問リハビリテーション 0897-55-4021 H13/04/05 指定 西条市
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3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 居宅療養管理指導 0897-55-4021 H13/04/05 指定 西条市

3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 通所リハビリテーション 0897-55-4021 H21/04/01 指定 西条市

3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 介護予防訪問看護 0897-55-4021 H18/04/01 指定 西条市

3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-4021 H18/04/01 指定 西条市

3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-4021 H18/04/01 指定 西条市

3810610232 坂根浩弥 坂根医院 サカネイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川４３８の４ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-4021 H21/04/01 指定 西条市

3810610281 医療法人　松本整形外科 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝字新町甲４９８番地の２ 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 西条市

3810610281 医療法人　松本整形外科 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝字新町甲４９８番地の２ 通所リハビリテーション 0897-52-1011 H21/04/01 指定 西条市

3810610281 医療法人　松本整形外科 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝字新町甲４９８番地の２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-1011 H18/04/01 指定 西条市

3810610281 医療法人　松本整形外科 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝字新町甲４９８番地の２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-52-1011 H21/04/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 サカタ産婦人科 サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 訪問看護 0897-55-1103 H16/01/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 サカタ産婦人科 サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 訪問リハビリテーション 0897-55-1103 H16/01/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 サカタ産婦人科 サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 居宅療養管理指導 0897-55-1103 H16/01/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 医療法人　サカタ産婦人科 イリョウホウジン　サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 通所リハビリテーション 0897-55-1103 H21/04/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 医療法人　サカタ産婦人科 イリョウホウジン　サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 介護予防訪問看護 0897-55-1103 H18/04/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 医療法人　サカタ産婦人科 イリョウホウジン　サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-1103 H18/04/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 医療法人　サカタ産婦人科 イリョウホウジン　サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-1103 H18/04/01 指定 西条市

3810610299 医療法人　サカタ産婦人科 医療法人　サカタ産婦人科 イリョウホウジン　サカタサンフジンカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５３番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-1103 H21/04/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科医院 トシモリナイカイイン 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 訪問看護 H16/05/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科医院 トシモリナイカイイン 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 訪問リハビリテーション 0897-53-6300 H16/05/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科医院 トシモリナイカイイン 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 居宅療養管理指導 H16/05/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科 トシモリナイカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 通所リハビリテーション 0897-53-6300 H21/04/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科 トシモリナイカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 介護予防訪問看護 0897-53-6300 H18/04/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科 トシモリナイカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-53-6300 H18/04/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科 トシモリナイカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-53-6300 H18/04/01 指定 西条市

3810610307 医療法人としもり内科 としもり内科 トシモリナイカ 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２６４－４ 介護予防通所リハビリテーション 0897-53-6300 H21/04/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 訪問看護 0898-64-2630 H16/11/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 訪問リハビリテーション 0898-64-2630 H16/11/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 居宅療養管理指導 0898-64-2630 H16/11/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 通所リハビリテーション 0898-64-2630 H21/04/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 介護予防訪問看護 0898-64-2630 H18/04/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-2630 H18/04/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-2630 H18/04/01 指定 西条市

3810610331 西条市長 西条市立周桑病院 サイジョウシリツシュウソウビョウイン 7991341 愛媛県西条市壬生川131番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-2630 H21/04/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 訪問看護 0897-59-0005 H16/11/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 訪問リハビリテーション 0897-59-0005 H16/11/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 居宅療養管理指導 0897-59-0005 H16/11/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 通所リハビリテーション 0897-59-0005 H21/04/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 介護予防訪問看護 0897-59-0005 H18/04/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 介護予防訪問リハビリテーション 0897-59-0005 H18/04/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 介護予防居宅療養管理指導 0897-59-0005 H18/04/01 指定 西条市

3810610349 西条市長 西条市立大保木診療所 サイジョウシリツオオフキシンリョウジョ 7930211 愛媛県西条市中奥2号20番地7 介護予防通所リハビリテーション 0897-59-0005 H21/04/01 指定 西条市
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3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョウシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 訪問看護 0898-73-2511 H16/11/01 指定 西条市

3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョウシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 訪問リハビリテーション 0898-73-2511 H16/11/01 指定 西条市

3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョウシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 居宅療養管理指導 0898-73-2511 H16/11/01 指定 西条市

3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 通所リハビリテーション 0898-73-2511 H21/04/01 指定 西条市

3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 介護予防訪問看護 0898-73-2511 H18/04/01 指定 西条市

3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-73-2511 H18/04/01 指定 西条市

3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-73-2511 H18/04/01 指定 西条市

3810610356 西条市長 西条市立中川診療所 サイジョシリツナカガワシンリョウジョ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見甲549番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-73-2511 H21/04/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 訪問看護 0898-76-7555 H17/02/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 訪問リハビリテーション 0898-76-7555 H17/02/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 居宅療養管理指導 0898-76-7555 H17/02/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 通所リハビリテーション 0898-76-7555 H21/04/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 介護予防訪問看護 0898-76-7555 H18/04/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 介護予防訪問リハビリテーション 0898-76-7555 H18/04/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-7555 H18/04/01 指定 西条市

3810610364 櫛部　英郎 くしべ整形外科 クシベセイケイゲカ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田87 介護予防通所リハビリテーション 0898-76-7555 H21/04/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 訪問看護 H17/06/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 訪問リハビリテーション H17/06/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 居宅療養管理指導 H17/06/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 通所リハビリテーション 0898-68-7243 H21/04/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 介護予防訪問看護 0898-68-7243 H18/04/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-7243 H18/04/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-7243 H18/04/01 指定 西条市

3810610380 ＊ 福田医院 フクダイイン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺２７８ 介護予防通所リハビリテーション 0898-68-7243 H21/04/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 訪問看護 0897-55-7700 H17/10/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 訪問リハビリテーション 0897-55-7700 H17/10/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 居宅療養管理指導 0897-55-7700 H17/10/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 通所リハビリテーション 0897-55-7700 H21/04/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 介護予防訪問看護 0897-55-7700 H18/04/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-7700 H18/04/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-7700 H18/04/01 指定 西条市

3810610406 * つだ眼科ピコリック ツダガンカピコリック 7930043 愛媛県西条市樋之口436-8 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-7700 H21/04/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 訪問看護 0898-68-8885 H18/05/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 訪問リハビリテーション 0898-68-8885 H18/05/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 居宅療養管理指導 0898-68-8885 H18/05/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 通所リハビリテーション 0898-68-8885 H21/04/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 介護予防訪問看護 0898-68-8885 H18/05/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-8885 H18/05/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-8885 H18/05/01 指定 西条市

3810610430 医療法人いちづちやまクリニック いしづちやまクリニック イシヅチヤマクリニック 7991371 愛媛県西条市周布921番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-68-8885 H21/04/01 指定 西条市

3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 訪問看護 0897-58-5959 H18/05/01 指定 西条市

3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 訪問リハビリテーション 0897-58-5959 H18/05/01 指定 西条市
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3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 居宅療養管理指導 0897-58-5959 H18/05/01 指定 西条市

3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 通所リハビリテーション 0897-58-5959 H21/04/01 指定 西条市

3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 介護予防訪問看護 0897-58-5959 H18/05/01 指定 西条市

3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-58-5959 H18/05/01 指定 西条市

3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-58-5959 H18/05/01 指定 西条市

3810610448 医療法人弁財天耳鼻咽喉科クリニック 弁財天耳鼻咽喉科クリニック ベンザイテンジビインコウカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１３番地３ 介護予防通所リハビリテーション 0897-58-5959 H21/04/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 訪問看護 0898-76-1117 H18/05/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 訪問リハビリテーション 0898-76-1117 H18/05/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 居宅療養管理指導 0898-76-1117 H18/05/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 通所リハビリテーション 0898-76-1117 H21/04/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 介護予防訪問看護 0898-76-1117 H18/05/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 介護予防訪問リハビリテーション 0898-76-1117 H18/05/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-1117 H18/05/01 指定 西条市

3810610455 医療法人松田循環器科内科 松田循環器科内科 マツダジュンカンキカナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南13番地50 介護予防通所リハビリテーション 0898-76-1117 H21/04/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 訪問看護 0897-47-2525 H19/01/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 訪問リハビリテーション 0897-47-2525 H19/01/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 居宅療養管理指導 0897-47-2525 H19/01/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 通所リハビリテーション 0897-47-2525 H21/04/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 介護予防訪問看護 0897-47-2525 H19/01/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-2525 H19/01/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-2525 H19/01/01 指定 西条市

3810610489 医療法人　雄大 とのやまクリニック トノヤマクリニック 7930030 愛媛県西条市大町弁財天703番地1 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-2525 H21/04/01 指定 西条市

3810610505 医療法人　今井クリニック整形外科 今井クリニック整形外科 イマイクリニックセイケイゲカ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井106番1 訪問リハビリテーション 0898-68-8118 H19/03/01 指定 西条市

3810610505 医療法人　今井クリニック整形外科 今井クリニック整形外科 イマイクリニックセイケイゲカ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井106番1 居宅療養管理指導 0898-68-8118 H19/03/01 指定 西条市

3810610505 医療法人　今井クリニック整形外科 今井クリニック整形外科 イマイクリニックセイケイゲカ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井106番1 通所リハビリテーション 0898-68-8118 H21/04/01 指定 西条市

3810610505 医療法人　今井クリニック整形外科 今井クリニック整形外科 イマイクリニックセイケイゲカ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井106番1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-8118 H19/03/01 指定 西条市

3810610505 医療法人　今井クリニック整形外科 今井クリニック整形外科 イマイクリニックセイケイゲカ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井106番1 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-8118 H19/03/01 指定 西条市

3810610505 医療法人　今井クリニック整形外科 今井クリニック整形外科 イマイクリニックセイケイゲカ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井106番1 介護予防通所リハビリテーション 0898-68-8118 H21/04/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 訪問看護 0897-55-0515 H19/05/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 訪問リハビリテーション 0897-55-0515 H19/05/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 居宅療養管理指導 0897-55-0515 H19/05/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 通所リハビリテーション 0897-55-0515 H21/04/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 介護予防訪問看護 0897-55-0515 H19/05/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-0515 H19/05/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-0515 H19/05/01 指定 西条市

3810610513 医療法人　和田内科・皮膚科 和田内科・皮膚科 ワダナイカ・ヒフカ 7930030 愛媛県西条市大町84番地15 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-0515 H21/04/01 指定 西条市

3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 訪問看護 0898-68-5335 H19/10/01 指定 西条市

3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 訪問リハビリテーション 0898-68-5335 H19/10/01 指定 西条市

3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 居宅療養管理指導 0898-68-5335 H19/10/01 指定 西条市

3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 通所リハビリテーション 0898-68-5335 H21/04/01 指定 西条市

3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 介護予防訪問看護 0898-68-5335 H19/10/01 指定 西条市

3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-5335 H19/10/01 指定 西条市
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3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-5335 H19/10/01 指定 西条市

3810610539 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会　周桑こころのクリニック コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　シュウソウココロノクリニック 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺274番地1 介護予防通所リハビリテーション 0898-68-5335 H21/04/01 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 訪問看護 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 訪問リハビリテーション 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 居宅療養管理指導 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 通所リハビリテーション 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 介護予防訪問看護 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610554 医療法人　専心会 ふれあい診療所 フレアイシンリョウジョ 7991341 愛媛県西条市壬生川111-1 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-5285 H22/01/21 指定 西条市

3810610604 医療法人　北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１番地 訪問看護 0898-72-4111 H22/09/19 指定 西条市

3810610604 医療法人　北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１番地 訪問リハビリテーション 0898-72-4111 H22/09/19 指定 西条市

3810610604 医療法人　北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１番地 居宅療養管理指導 0898-72-4111 H22/09/19 指定 西条市

3810610604 医療法人　北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１番地 介護予防訪問看護 0898-72-4111 H22/09/19 指定 西条市

3810610604 医療法人　北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-72-4111 H22/09/19 指定 西条市

3810610604 医療法人　北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５２１番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-4111 H22/09/19 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 訪問看護 H23/05/01 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 訪問リハビリテーション H23/05/01 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 居宅療養管理指導 H23/05/01 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 通所リハビリテーション 0897-53-7171 H23/05/01 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 介護予防訪問看護 0897-53-7171 H23/05/01 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-53-7171 H23/05/01 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-53-7171 H23/05/01 指定 西条市

3810610612 医療法人　松永耳鼻咽喉科医院 松永耳鼻咽喉科医院 マツナガジビインコウカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３６５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-53-7171 H23/05/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 訪問看護 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 訪問リハビリテーション 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 居宅療養管理指導 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 通所リハビリテーション 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 介護予防訪問看護 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610638 医療法人　やまもと眼科クリニック やまもと眼科クリニック ヤマモトガンカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地４ 介護予防通所リハビリテーション 0898-76-1010 H24/04/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 訪問看護 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 訪問リハビリテーション 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 居宅療養管理指導 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 通所リハビリテーション 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 介護予防訪問看護 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610646 医療法人　もりざね耳鼻咽喉科 もりざね耳鼻咽喉科 モリザネジビインコウカ 7930043 西条市樋之口４３６番地１２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-3387 H24/05/01 指定 西条市

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 訪問看護 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 訪問リハビリテーション 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 居宅療養管理指導 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 通所リハビリテーション 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 介護予防訪問看護 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市

3810610653 西条市 西条市休日夜間急患センター サイジョウシキュウジツヤカンキュウカンセンター 7930066 愛媛県西条市野々市４０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-52-2001 H24/07/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 訪問看護 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 訪問リハビリテーション 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 居宅療養管理指導 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 通所リハビリテーション 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 介護予防訪問看護 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610661 医療法人　小林耳鼻咽喉科クリニック 小林耳鼻咽喉科クリニック コバヤシジビインコウカクリニック 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１０９番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-3387 H24/06/01 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 訪問看護 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 訪問リハビリテーション 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 居宅療養管理指導 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 通所リハビリテーション 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 介護予防訪問看護 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610679 医療法人社団　門の内会 渡部病院 ワタナベビョウイン 7991371 愛媛県西条市周布３３１番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-1200 H24/08/20 指定 西条市

3810610695 医療法人　しらかた皮ふ科クリニック しらかた皮フ科クリニック シラカタカヒフカクリニック 7930023 愛媛県西条市明屋敷５６２ 訪問看護 0897-55-1511 H26/12/01 指定 西条市

3810610695 医療法人　しらかた皮ふ科クリニック しらかた皮フ科クリニック シラカタカヒフカクリニック 7930023 愛媛県西条市明屋敷５６２ 居宅療養管理指導 0897-55-1511 H26/12/01 指定 西条市

3810610695 医療法人　しらかた皮ふ科クリニック しらかた皮フ科クリニック シラカタカヒフカクリニック 7930023 愛媛県西条市明屋敷５６２ 介護予防訪問看護 0897-55-1511 H26/12/01 指定 西条市

3810610695 医療法人　しらかた皮ふ科クリニック しらかた皮フ科クリニック シラカタカヒフカクリニック 7930023 愛媛県西条市明屋敷５６２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-1511 H26/12/01 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 訪問看護 H27/01/05 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 訪問リハビリテーション H27/01/05 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 居宅療養管理指導 H27/01/05 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 通所リハビリテーション 0897-52-1155 H27/01/05 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 介護予防訪問看護 0897-52-1155 H27/01/05 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-52-1155 H27/01/05 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-1155 H27/01/05 指定 西条市

3810610703 医療法人　青星会 あおのクリニック アオノクリニック 7930000 愛媛県西条市市洲之内字上郷甲１７０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-52-1155 H27/01/05 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 訪問看護 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 訪問リハビリテーション 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 居宅療養管理指導 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 通所リハビリテーション 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 介護予防訪問看護 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市

3810610711 医療法人　じょうとく内科クリニック 医療法人　じょうとく内科クリニック イリョウホウジン　ジョウトクナイカクリニック 7930041 愛媛県西条市神拝字七反地甲２１７番１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-58-2233 H27/05/01 指定 西条市
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3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 訪問看護 H30/10/01 指定 西条市

3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 訪問リハビリテーション H30/10/01 指定 西条市

3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 居宅療養管理指導 H30/10/01 指定 西条市

3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 通所リハビリテーション H30/10/01 指定 西条市

3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 介護予防訪問看護 H30/10/01 指定 西条市

3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション H30/10/01 指定 西条市

3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 H30/10/01 指定 西条市

3810610729 社会福祉法人亀天会 亀天会診療所 キテンカイシンリョウジョ 7991312 愛媛県西条市大野３４３番地１ 介護予防通所リハビリテーション H30/10/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県東予市三津屋南５－３０ 訪問看護 0898-64-5858 H31/04/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県東予市三津屋南５－３０ 訪問リハビリテーション 0898-64-5858 H31/04/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南５－３０ 居宅療養管理指導 H31/04/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南５－３０ 通所リハビリテーション 0898-64-5858 H31/04/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南５－３０ 介護予防訪問看護 0898-64-5858 H31/04/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南５－３０ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-5858 H31/04/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南５－３０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-5858 H31/04/01 指定 西条市

3810610737 ＊ 森内科 モリナイカ 7991353 愛媛県西条市三津屋南５－３０ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-5858 H31/04/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 訪問看護 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 訪問リハビリテーション 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 居宅療養管理指導 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 通所リハビリテーション 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 介護予防訪問看護 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 介護予防訪問リハビリテーション 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810610745 ＊ みやざきメンタルクリニック ミヤザキメンタルクリニック 7930030 愛媛県西条市大町1699番地3エストソレイユ紺屋町204 介護予防通所リハビリテーション 0897-47-5255 R02/05/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 通所リハビリテーション 0897-56-0885 H21/04/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 介護予防訪問看護 0897-56-0885 H18/04/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-56-0885 H18/04/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-0885 H18/04/01 指定 西条市

3810620512 ＊ 秋山医院 アキヤマイイン 7930030 愛媛県西条市大町１３５２の１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-0885 H21/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 通所リハビリテーション 0897-56-2247 H21/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 介護予防訪問看護 0897-56-2247 H18/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-56-2247 H18/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-2247 H18/04/01 指定 西条市

3810628069 医療法人  隣善会 西条道前病院 サイジョウドウゼンビョウイン 7930010 愛媛県西条市飯岡３２９０－１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-2247 H21/04/01 指定 西条市

3810628077 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628077 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市
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3810628077 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 西条市

3810628077 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3810628119 医療法人  愛寿会 西条愛寿会病院 サイジョウアイジュカイビョウイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１５８－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628119 医療法人  愛寿会 西条愛寿会病院 サイジョウアイジュカイビョウイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１５８－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810628119 医療法人  愛寿会 西条愛寿会病院 サイジョウアイジュカイビョウイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１５８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810628119 医療法人  愛寿会 西条愛寿会病院 サイジョウアイジュカイビョウイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１５８－１ 介護予防訪問看護 0897-55-2300 H18/04/01 指定 西条市

3810628119 医療法人  愛寿会 西条愛寿会病院 サイジョウアイジュカイビョウイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１５８－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-2300 H18/04/01 指定 西条市

3810628119 医療法人  愛寿会 西条愛寿会病院 サイジョウアイジュカイビョウイン 7930035 愛媛県西条市福武甲１５８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-2300 H18/04/01 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 訪問看護 0897-56-0300 H12/04/01 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H12/04/01 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 通所リハビリテーション 0897-56-0300 H26/04/24 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 介護予防訪問看護 0897-56-0300 H18/04/01 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 介護予防訪問リハビリテーション 999-999-9999 H18/04/01 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 西条市

3810628135 社会医療法人  同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-0300 H25/04/01 指定 西条市

3810628143 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイサイジョウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628143 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイサイジョウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810628143 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイサイジョウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810628143 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイサイジョウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 西条市

3810628143 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイサイジョウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 西条市

3810628143 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイサイジョウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3810628143 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会西条病院 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイサイジョウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市269番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-5100 H21/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 通所リハビリテーション 0897-55-5171 H21/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 介護予防訪問看護 0897-55-5171 H18/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-5171 H18/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-5171 H18/04/01 指定 西条市

3810628150 ＊ 平井整形外科 ヒライセイケイゲカ 7930035 愛媛県西条市福武甲４７４番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-5171 H21/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 訪問看護 999-999-9999 H12/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H12/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 通所リハビリテーション 0897-56-2008 H21/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 介護予防訪問看護 999-999-9999 H18/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 介護予防訪問リハビリテーション 999-999-9999 H18/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 西条市

3810628168 ＊ 石川内科 イシカワナイカ 7930010 愛媛県西条市飯岡２６０５番地の２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-2008 H21/04/01 指定 西条市

3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市
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3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 通所リハビリテーション 0897-55-2346 H21/04/01 指定 西条市

3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 介護予防訪問看護 0897-55-2346 H18/04/01 指定 西条市

3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-2346 H18/04/01 指定 西条市

3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-2346 H18/04/01 指定 西条市

3810628176 ＊ 松浦皮膚科医院 マツウラヒフカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１７１４番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-2346 H21/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 通所リハビリテーション 0897-56-2090 H21/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 介護予防訪問看護 0897-56-2090 H18/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-56-2090 H18/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-2090 H18/04/01 指定 西条市

3810628184 ＊ 土岐医院 トキイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８番地の６ 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-2090 H21/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 通所リハビリテーション 0897-55-3105 H21/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 介護予防訪問看護 0897-55-3105 H18/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-3105 H18/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-3105 H18/04/01 指定 西条市

3810628226 医療法人星加小児科内科ファミリークリニック 星加小児科内科ファミリークリニック ホシカショウニカナイカファミリークリニック 7930030 愛媛県西条市大町６１２番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-3105 H21/04/01 指定 西条市

3811210024 ＊ 茎田医院 クキタイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１０７６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811210024 ＊ 茎田医院 クキタイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１０７６ 通所リハビリテーション 0898-66-0555 H21/04/01 指定 西条市

3811210024 ＊ 茎田医院 クキタイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１０７６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-66-0555 H18/04/01 指定 西条市

3811210024 ＊ 茎田医院 クキタイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１０７６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-66-0555 H21/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 通所リハビリテーション 0898-64-2760 H21/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 介護予防訪問看護 0898-64-2760 H18/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-2760 H18/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-2760 H18/04/01 指定 西条市

3811210040 医療法人  周恵会 医療法人周恵会近藤クリニック イリョウホウジンシュウケイカイコンドウクリニック 7991371 愛媛県西条市周布３４４番地の３ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-2760 H21/04/01 指定 西条市

3811210065 ＊ 飯尾皮フ科泌尿器科 イイオヒフカヒニョウキカ 7991371 愛媛県西条市周布７８２番地 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3811210065 ＊ 飯尾皮フ科泌尿器科 イイオヒフカヒニョウキカ 7991371 愛媛県西条市周布７８２番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3811210065 ＊ 飯尾皮フ科泌尿器科 イイオヒフカヒニョウキカ 7991371 愛媛県西条市周布７８２番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811210065 ＊ 飯尾皮フ科泌尿器科 イイオヒフカヒニョウキカ 7991371 愛媛県西条市周布７８２番地 介護予防訪問看護 0898-64-5577 H18/04/01 指定 西条市

3811210065 ＊ 飯尾皮フ科泌尿器科 イイオヒフカヒニョウキカ 7991371 愛媛県西条市周布７８２番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-5577 H18/04/01 指定 西条市

3811210065 ＊ 飯尾皮フ科泌尿器科 イイオヒフカヒニョウキカ 7991371 愛媛県西条市周布７８２番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-5577 H18/04/01 指定 西条市

3811210099 ＊ 黒田医院 クロダイイン 7991364 愛媛県西条市石田３１９の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811210099 ＊ 黒田医院 クロダイイン 7991364 愛媛県西条市石田３１９の１ 通所リハビリテーション 0898-64-3780 H21/04/01 指定 西条市

3811210099 ＊ 黒田医院 クロダイイン 7991364 愛媛県西条市石田３１９の１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-3780 H18/04/01 指定 西条市
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3811210099 ＊ 黒田医院 クロダイイン 7991364 愛媛県西条市石田３１９の１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-3780 H21/04/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 訪問看護 0898-76-2256 H13/11/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 訪問リハビリテーション 0898-76-2256 H13/11/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 居宅療養管理指導 0898-76-2256 H13/11/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 通所リハビリテーション 0898-76-2256 H21/04/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 介護予防訪問看護 0898-76-2256 H18/04/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-76-2256 H18/04/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-2256 H18/04/01 指定 西条市

3811210115 医療法人　元気会 平田クリニック ヒラタクリニック 7991371 愛媛県西条市周布２１７２番１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-76-2256 H21/04/01 指定 西条市

3811220213 ＊ 奥田外科医院 オクダゲカイイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811220213 ＊ 奥田外科医院 オクダゲカイイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１１ 通所リハビリテーション 0898-64-3331 H21/04/01 指定 西条市

3811220213 ＊ 奥田外科医院 オクダゲカイイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-3331 H18/04/01 指定 西条市

3811220213 ＊ 奥田外科医院 オクダゲカイイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-3331 H21/04/01 指定 西条市

3811220262 ＊ 中村医院 ナカムライイン 7991336 愛媛県西条市上市甲８の１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3811220262 ＊ 中村医院 ナカムライイン 7991336 愛媛県西条市上市甲８の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811220262 ＊ 中村医院 ナカムライイン 7991336 愛媛県西条市上市甲８の１ 通所リハビリテーション 0898-66-0606 H21/04/01 指定 西条市

3811220262 ＊ 中村医院 ナカムライイン 7991336 愛媛県西条市上市甲８の１ 介護予防訪問看護 0898-66-0606 H18/04/01 指定 西条市

3811220262 ＊ 中村医院 ナカムライイン 7991336 愛媛県西条市上市甲８の１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-66-0606 H18/04/01 指定 西条市

3811220262 ＊ 中村医院 ナカムライイン 7991336 愛媛県西条市上市甲８の１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-66-0606 H21/04/01 指定 西条市

3811220338 田中  通久 田中内科 タナカナイカ 7991323 愛媛県西条市桑村１０９－５ 訪問看護 0898-66-1700 H12/04/01 指定 西条市

3811220338 田中  通久 田中内科 タナカナイカ 7991323 愛媛県西条市桑村１０９－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811220338 田中  通久 田中内科 タナカナイカ 7991323 愛媛県西条市桑村１０９－５ 通所リハビリテーション 0898-66-1700 H21/04/01 指定 西条市

3811220338 田中  通久 田中内科 タナカナイカ 7991323 愛媛県西条市桑村１０９－５ 介護予防訪問看護 0898-66-1700 H18/04/01 指定 西条市

3811220338 田中  通久 田中内科 タナカナイカ 7991323 愛媛県西条市桑村１０９－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-66-1700 H18/04/01 指定 西条市

3811220338 田中  通久 田中内科 タナカナイカ 7991323 愛媛県西条市桑村１０９－５ 介護予防通所リハビリテーション 0898-66-1700 H21/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 通所リハビリテーション 0898-64-5760 H21/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 介護予防訪問看護 0898-64-5760 H18/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-5760 H18/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-5760 H18/04/01 指定 西条市

3811220379 ＊ 安永クリニック ヤスナガクリニック 7991354 愛媛県西条市北条１６５１の１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-5760 H21/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 通所リハビリテーション 0898-64-0660 H21/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3811220395 ＊ 園延整形外科 ソノノベセイケイゲカ 7991341 愛媛県西条市壬生川95-4 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-0660 H21/04/01 指定 西条市

3811228042 医療法人弘仁会 共立病院 キョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１０ 訪問看護 H19/05/28 指定 西条市
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3811228042 医療法人弘仁会 共立病院 キョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１０ 訪問リハビリテーション 999-999-9999 H19/05/28 指定 西条市

3811228042 医療法人弘仁会 共立病院 キョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１０ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 西条市

3811228042 医療法人弘仁会 共立病院 キョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１０ 介護予防訪問看護 H19/05/28 指定 西条市

3811228042 医療法人弘仁会 共立病院 キョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１０ 介護予防訪問リハビリテーション 999-999-9999 H19/05/28 指定 西条市

3811228042 医療法人弘仁会 共立病院 キョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－１０ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 西条市

3811228042 医療法人弘仁会 共立病院 キョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南９番１０ 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-2662 H21/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 通所リハビリテーション 0898-66-0609 H21/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 介護予防訪問看護 0898-66-0609 H18/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-66-0609 H18/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-66-0609 H18/04/01 指定 西条市

3811228083 ＊ 行本医院 ユキモトイイン 7991301 愛媛県西条市三芳１５５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-66-0609 H21/04/01 指定 西条市

3811228091 医療法人  田渕外科 田渕外科 タブチゲカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５８－１ 訪問看護 0898-65-5651 H12/04/01 休止 西条市

3811228091 医療法人  田渕外科 田渕外科 タブチゲカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５８－１ 居宅療養管理指導 0898-65-5651 H12/04/01 休止 西条市

3811228091 医療法人  田渕外科 田渕外科 タブチゲカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５８－１ 通所リハビリテーション 0898-65-5651 H21/04/01 指定 西条市

3811228091 医療法人  田渕外科 田渕外科 タブチゲカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５８－１ 介護予防訪問看護 0898-65-5651 H18/04/01 指定 西条市

3811228091 医療法人  田渕外科 田渕外科 タブチゲカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-65-5651 H18/04/01 指定 西条市

3811228091 医療法人  田渕外科 田渕外科 タブチゲカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５８－１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-65-5651 H21/04/01 指定 西条市

3813110016 医療法人　浦部医院　内科・皮フ科 浦部医院　内科・皮フ科 ウラベイイン　ナイカ・ヒフカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１３３７－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3813110016 医療法人　浦部医院　内科・皮フ科 浦部医院　内科・皮フ科 ウラベイイン　ナイカ・ヒフカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１３３７－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3813110016 医療法人　浦部医院　内科・皮フ科 浦部医院　内科・皮フ科 ウラベイイン　ナイカ・ヒフカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１３３７－１ 通所リハビリテーション 0898-72-3266 H21/04/01 指定 西条市

3813110016 医療法人　浦部医院　内科・皮フ科 浦部医院　内科・皮フ科 ウラベイイン　ナイカ・ヒフカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１３３７－１ 介護予防訪問看護 0898-72-3266 H18/04/01 指定 西条市

3813110016 医療法人　浦部医院　内科・皮フ科 浦部医院　内科・皮フ科 ウラベイイン　ナイカ・ヒフカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１３３７－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-3266 H18/04/01 指定 西条市

3813110016 医療法人　浦部医院　内科・皮フ科 浦部医院　内科・皮フ科 ウラベイイン　ナイカ・ヒフカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲１３３７－１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-72-3266 H21/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６番地 訪問リハビリテーション 0898-72-2121 H12/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 通所リハビリテーション 0898-72-2121 H21/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 介護予防訪問看護 0898-72-2121 H18/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-72-2121 H18/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-2121 H18/04/01 指定 西条市

3813110081 医療法人  倬清会 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-72-2121 H21/04/01 指定 西条市

3813110099 医療法人  こまつ医院 こまつ医院 コマツイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷２８９０ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3813110099 医療法人  こまつ医院 こまつ医院 コマツイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷２８９０ 居宅療養管理指導 0898-72-5862 H12/04/01 指定 西条市

3813110099 医療法人  こまつ医院 こまつ医院 コマツイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷２８９０ 通所リハビリテーション 0898-72-5862 H21/04/01 指定 西条市

3813110099 医療法人  こまつ医院 こまつ医院 コマツイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷２８９０ 介護予防訪問看護 0898-72-5862 H18/04/01 指定 西条市

3813110099 医療法人  こまつ医院 こまつ医院 コマツイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷２８９０ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-5862 H18/04/01 指定 西条市

3813110099 医療法人  こまつ医院 こまつ医院 コマツイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷２８９０ 介護予防通所リハビリテーション 0898-72-5862 H21/04/01 指定 西条市

3813128141 ＊ 中村内科胃腸科 ナカムラナイカイチョウカ 7910510 愛媛県西条市丹原町丹原２１－６ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3813128141 ＊ 中村内科胃腸科 ナカムラナイカイチョウカ 7910510 愛媛県西条市丹原町丹原２１－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市
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3813128141 ＊ 中村内科胃腸科 ナカムラナイカイチョウカ 7910510 愛媛県西条市丹原町丹原２１－６ 通所リハビリテーション 0898-68-4976 H21/04/01 指定 西条市

3813128141 ＊ 中村内科胃腸科 ナカムラナイカイチョウカ 7910510 愛媛県西条市丹原町丹原２１－６ 介護予防訪問看護 0898-68-4976 H18/04/01 指定 西条市

3813128141 ＊ 中村内科胃腸科 ナカムラナイカイチョウカ 7910510 愛媛県西条市丹原町丹原２１－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-4976 H18/04/01 指定 西条市

3813128141 ＊ 中村内科胃腸科 ナカムラナイカイチョウカ 7910510 愛媛県西条市丹原町丹原２１－６ 介護予防通所リハビリテーション 0898-68-4976 H21/04/01 指定 西条市

3830630251 ＊ 山川歯科医院 ヤマカワシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町字川原町１３３４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630251 ＊ 山川歯科医院 ヤマカワシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町字川原町１３３４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-3270 H18/04/01 指定 西条市

3830630285 ＊ 松原歯科医院 マツバラシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町７０９－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630285 ＊ 松原歯科医院 マツバラシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町７０９－５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-1568 H18/04/01 指定 西条市

3830630301 ＊ 神野歯科医院 ジンノシカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲３６８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630301 ＊ 神野歯科医院 ジンノシカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲３６８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-2585 H18/04/01 指定 西条市

3830630327 ＊ 伊藤歯科クリニック イトウシカクリニック 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630327 ＊ 伊藤歯科クリニック イトウシカクリニック 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段１２９５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-1952 H18/04/01 指定 西条市

3830630335 ＊ 近藤歯科医院 コンドウシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町字小川８４－１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630335 ＊ 近藤歯科医院 コンドウシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町字小川８４－１２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-1830 H18/04/01 指定 西条市

3830630343 ＊ 渡辺歯科医院 ワタナベシカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲２７６－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630343 ＊ 渡辺歯科医院 ワタナベシカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲２７６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-0657 H18/04/01 指定 西条市

3830630368 ＊ たちばな歯科医院 タチバナシカイイン 7930065 愛媛県西条市楢木２５１－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630368 ＊ たちばな歯科医院 タチバナシカイイン 7930065 愛媛県西条市楢木２５１－２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-57-8899 H18/04/01 指定 西条市

3830630376 ＊ 定成歯科医院 サダナリシカイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川花園町３７４－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630376 ＊ 定成歯科医院 サダナリシカイイン 7930042 愛媛県西条市喜多川花園町３７４－４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-5977 H18/04/01 指定 西条市

3830630400 ＊ 行本歯科医院 ユキモトシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１６８５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630400 ＊ 行本歯科医院 ユキモトシカイイン 7930030 愛媛県西条市大町１６８５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-3323 H18/04/01 指定 西条市

3830630434 ＊ 堀江歯科医院 ホリエシカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲４４１－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630434 ＊ 堀江歯科医院 ホリエシカイイン 7930041 愛媛県西条市神拝甲４４１－３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3830630467 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙９９４－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630467 ＊ 青野歯科医院 アオノシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙９９４－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-57-9903 H18/04/01 指定 西条市

3830630475 ＊ さかもと歯科医院 サカモトシカイイン 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５９ー６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630475 ＊ さかもと歯科医院 サカモトシカイイン 7930006 愛媛県西条市下島山甲１４５９ー６ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-1182 H18/04/01 指定 西条市

3830630491 医療法人  西原歯科医院 西原歯科医院 ニシハラシカイイン 7930023 愛媛県西条市明屋敷１６０－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630491 医療法人  西原歯科医院 西原歯科医院 ニシハラシカイイン 7930023 愛媛県西条市明屋敷１６０－２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-3005 H18/04/01 指定 西条市

3830630509 若原　浩文 若原歯科クリニック ワカハラシカクリニック 7930001 愛媛県西条市玉津２８０－８ 居宅療養管理指導 0897-52-0885 H13/01/01 指定 西条市

3830630509 若原　浩文 若原歯科クリニック ワカハラシカクリニック 7930001 愛媛県西条市玉津２８０－８ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-0885 H18/04/01 指定 西条市

3830630517 松前　隆之 まつまえ歯科医院 マツマエシカイイン 7930044 愛媛県西条市古川甲２２９ 居宅療養管理指導 0897-58-2234 H14/02/01 指定 西条市

3830630517 松前　隆之 まつまえ歯科医院 マツマエシカイイン 7930044 愛媛県西条市古川甲２２９ 介護予防居宅療養管理指導 0897-58-2234 H18/04/01 指定 西条市

3830630533 宝田　学 たからだ歯科クリニック タカラダシカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町856-1 居宅療養管理指導 H15/02/01 指定 西条市

3830630533 宝田　学 たからだ歯科クリニック タカラダシカクリニック 7930030 愛媛県西条市大町856-1 介護予防居宅療養管理指導 0897-58-6633 H18/04/01 指定 西条市

3830630541 医療法人　みどり歯科医院 みどり歯科医院 ミドリシカイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡3760-1 訪問看護 H16/04/01 指定 西条市

3830630541 医療法人　みどり歯科医院 みどり歯科医院 ミドリシカイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡3760-1 訪問リハビリテーション H16/04/01 指定 西条市

3830630541 医療法人　みどり歯科医院 みどり歯科医院 ミドリシカイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡3760-1 居宅療養管理指導 H16/04/01 指定 西条市

3830630541 医療法人　みどり歯科医院 みどり歯科医院 ミドリシカイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡3760-1 介護予防訪問看護 0897-55-4400 H18/04/01 指定 西条市

3830630541 医療法人　みどり歯科医院 みどり歯科医院 ミドリシカイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡3760-1 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-4400 H18/04/01 指定 西条市

3830630541 医療法人　みどり歯科医院 みどり歯科医院 ミドリシカイイン 7930010 愛媛県西条市飯岡3760-1 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-4400 H18/04/01 指定 西条市
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3830630558 ＊ 大谷歯科医院 オオヤシカイイン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井３７６－１ 訪問看護 H17/08/01 指定 西条市

3830630558 ＊ 大谷歯科医院 オオヤシカイイン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井３７６－１ 訪問リハビリテーション H17/08/01 指定 西条市

3830630558 ＊ 大谷歯科医院 オオヤシカイイン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井３７６－１ 居宅療養管理指導 H17/08/01 指定 西条市

3830630558 ＊ 大谷歯科医院 オオヤシカイイン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井３７６－１ 介護予防訪問看護 0898-68-7228 H18/04/01 指定 西条市

3830630558 ＊ 大谷歯科医院 オオヤシカイイン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井３７６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-7228 H18/04/01 指定 西条市

3830630558 ＊ 大谷歯科医院 オオヤシカイイン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井３７６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-7228 H18/04/01 指定 西条市

3830630566 医療法人周健歯会藤岡歯科 医療法人周健歯会藤岡歯科 イリョウホウジンシュウケンシカイフジオカシカ 7991371 愛媛県西条市周布1775番地2 訪問看護 H18/12/01 指定 西条市

3830630566 医療法人周健歯会藤岡歯科 医療法人周健歯会藤岡歯科 イリョウホウジンシュウケンシカイフジオカシカ 7991371 愛媛県西条市周布1775番地2 訪問リハビリテーション H18/12/01 指定 西条市

3830630566 医療法人周健歯会藤岡歯科 医療法人周健歯会藤岡歯科 イリョウホウジンシュウケンシカイフジオカシカ 7991371 愛媛県西条市周布1775番地2 居宅療養管理指導 H18/12/01 指定 西条市

3830630566 医療法人周健歯会藤岡歯科 医療法人周健歯会藤岡歯科 イリョウホウジンシュウケンシカイフジオカシカ 7991371 愛媛県西条市周布1775番地2 介護予防訪問看護 0898-68-3333 H18/12/01 指定 西条市

3830630566 医療法人周健歯会藤岡歯科 医療法人周健歯会藤岡歯科 イリョウホウジンシュウケンシカイフジオカシカ 7991371 愛媛県西条市周布1775番地2 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-3333 H18/12/01 指定 西条市

3830630566 医療法人周健歯会藤岡歯科 医療法人周健歯会藤岡歯科 イリョウホウジンシュウケンシカイフジオカシカ 7991371 愛媛県西条市周布1775番地2 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-3333 H18/12/01 指定 西条市

3830630574 医療法人純歯会にいぼり歯科 医療法人純歯会にいぼり歯科 イリョウホウジンジュンシカイニイボリシカ 7930053 愛媛県西条市洲之内甲303番地4 訪問看護 0897-53-8510 H19/02/01 指定 西条市

3830630574 医療法人純歯会にいぼり歯科 医療法人純歯会にいぼり歯科 イリョウホウジンジュンシカイニイボリシカ 7930053 愛媛県西条市洲之内甲303番地4 訪問リハビリテーション 0897-53-8510 H19/02/01 指定 西条市

3830630574 医療法人純歯会にいぼり歯科 医療法人純歯会にいぼり歯科 イリョウホウジンジュンシカイニイボリシカ 7930053 愛媛県西条市洲之内甲303番地4 居宅療養管理指導 H19/02/01 指定 西条市

3830630574 医療法人純歯会にいぼり歯科 医療法人純歯会にいぼり歯科 イリョウホウジンジュンシカイニイボリシカ 7930053 愛媛県西条市洲之内甲303番地4 介護予防訪問看護 0897-53-8510 H19/02/01 指定 西条市

3830630574 医療法人純歯会にいぼり歯科 医療法人純歯会にいぼり歯科 イリョウホウジンジュンシカイニイボリシカ 7930053 愛媛県西条市洲之内甲303番地4 介護予防訪問リハビリテーション 0897-53-8510 H19/02/01 指定 西条市

3830630574 医療法人純歯会にいぼり歯科 医療法人純歯会にいぼり歯科 イリョウホウジンジュンシカイニイボリシカ 7930053 愛媛県西条市洲之内甲303番地4 介護予防居宅療養管理指導 0897-53-8510 H19/02/01 指定 西条市

3830630582 * 深田歯科医院 フカダシカイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲323-1 訪問看護 0898-72-2007 H19/05/07 指定 西条市

3830630582 * 深田歯科医院 フカダシカイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲323-1 訪問リハビリテーション 0898-72-2007 H19/05/07 指定 西条市

3830630582 * 深田歯科医院 フカダシカイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲323-1 居宅療養管理指導 0898-72-2007 H19/05/07 指定 西条市

3830630582 * 深田歯科医院 フカダシカイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲323-1 介護予防訪問看護 0898-72-2007 H19/05/07 指定 西条市

3830630582 * 深田歯科医院 フカダシカイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲323-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-72-2007 H19/05/07 指定 西条市

3830630582 * 深田歯科医院 フカダシカイイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲323-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-2007 H19/05/07 指定 西条市

3830630608 * 坂田歯科診療所 サカタシカシンリョウジョ 7930030 愛媛県西条市大町696-1 訪問看護 0897-55-3229 H20/01/01 指定 西条市

3830630608 * 坂田歯科診療所 サカタシカシンリョウジョ 7930030 愛媛県西条市大町696-1 訪問リハビリテーション 0897-55-3229 H20/01/01 指定 西条市

3830630608 * 坂田歯科診療所 サカタシカシンリョウジョ 7930030 愛媛県西条市大町696-1 居宅療養管理指導 H20/01/01 指定 西条市

3830630608 * 坂田歯科診療所 サカタシカシンリョウジョ 7930030 愛媛県西条市大町696-1 介護予防訪問看護 0897-55-3229 H20/01/01 指定 西条市

3830630608 * 坂田歯科診療所 サカタシカシンリョウジョ 7930030 愛媛県西条市大町696-1 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-3229 H20/01/01 指定 西条市

3830630608 * 坂田歯科診療所 サカタシカシンリョウジョ 7930030 愛媛県西条市大町696-1 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-3229 H20/01/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 訪問看護 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 訪問リハビリテーション 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 居宅療養管理指導 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 通所リハビリテーション 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 介護予防訪問看護 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630624 ＊ 能智歯科医院 ノウチシカイイン 7930072 愛媛県西条市氷見乙１００１番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-57-9767 H23/03/01 指定 西条市

3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 訪問看護 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市

3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 訪問リハビリテーション 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市

3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 居宅療養管理指導 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市

3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 通所リハビリテーション 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 介護予防訪問看護 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市

3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 介護予防訪問リハビリテーション 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市

3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市

3830630632 医療法人社団　創歯会 清水歯科医院 シミズシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川３４２番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-65-6480 H23/09/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 訪問看護 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 訪問リハビリテーション 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 居宅療養管理指導 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 通所リハビリテーション 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 介護予防訪問看護 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630657 ＊ おち歯科医院 オチシカイイン 7930025 愛媛県西条市栄町２５０番地ノースソレイユ紺屋町１０２ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-4088 H26/04/01 指定 西条市

3830630665 ＊ 益田歯科医院 マスダシカイイン 7930026 愛媛県西条市東町３－２８３ 訪問看護 0897-55-2584 H12/04/01 指定 西条市

3830630665 ＊ 益田歯科医院 マスダシカイイン 7930026 愛媛県西条市東町３－２８３ 訪問リハビリテーション 0897-55-2584 H12/04/01 指定 西条市

3830630665 ＊ 益田歯科医院 マスダシカイイン 7930026 愛媛県西条市東町３－２８３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3830630665 ＊ 益田歯科医院 マスダシカイイン 7930026 愛媛県西条市東町３－２８３ 介護予防訪問看護 0897-55-2584 H18/04/01 指定 西条市

3830630665 ＊ 益田歯科医院 マスダシカイイン 7930026 愛媛県西条市東町３－２８３ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-55-2584 H18/04/01 指定 西条市

3830630665 ＊ 益田歯科医院 マスダシカイイン 7930026 愛媛県西条市東町３－２８３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-2584 H18/04/01 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 訪問看護 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 訪問リハビリテーション 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 居宅療養管理指導 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 通所リハビリテーション 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 介護予防訪問看護 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 介護予防訪問リハビリテーション 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 介護予防居宅療養管理指導 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630673 * 山川リンタロー歯科診療所 7930043 愛媛県西条市樋之口八町３７９番１ 介護予防通所リハビリテーション 0897474261 H27/05/31 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 訪問看護 0897-57-9506 R02/03/01 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 訪問リハビリテーション 0897-57-9506 R02/03/01 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 居宅療養管理指導 R02/03/01 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 通所リハビリテーション 0897-57-9506 R02/03/01 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 介護予防訪問看護 0897-57-9506 R02/03/01 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0897-57-9506 R02/03/01 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 介護予防居宅療養管理指導 0897-57-9506 R02/03/01 指定 西条市

3830630715 医療法人  相和会 いしづち歯科医院 イシヅチシカイイン 7930073 愛媛県西条市氷見丙412番地1 介護予防通所リハビリテーション 0897-57-9506 R02/03/01 指定 西条市

3830638023 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3830638023 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3830638023 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 西条市

3830638023 社会医療法人社団更生会 社会医療法人社団更生会村上記念病院 シャカイイリョウホウジンシャダンコウセイカイムラカミキネンビョウイン 7930030 愛媛県西条市大町７３９ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 西条市

3830638031 社会医療法人　同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3830638031 社会医療法人　同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3830638031 社会医療法人　同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 居宅療養管理指導 0897-56-0300 H12/04/01 指定 西条市

3830638031 社会医療法人　同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 介護予防訪問看護 0897-56-0300 H18/04/01 指定 西条市
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3830638031 社会医療法人　同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-56-0300 H18/04/01 指定 西条市

3830638031 社会医療法人　同心会 西条中央病院 サイジョウチュウオウビョウイン 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-0300 H18/04/01 指定 西条市

3831230135 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7991351 愛媛県西条市三津屋５０－６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230135 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7991351 愛媛県西条市三津屋５０－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-1002 H18/04/01 指定 西条市

3831230168 ＊ 月岡歯科医院 ツキオカシカイイン 7991354 愛媛県西条市北条１４２９－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230168 ＊ 月岡歯科医院 ツキオカシカイイン 7991354 愛媛県西条市北条１４２９－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-65-4618 H18/04/01 指定 西条市

3831230192 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7991322 愛媛県西条市国安１２８４－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230192 ＊ 小澤歯科医院 オザワシカイイン 7991322 愛媛県西条市国安１２８４－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-66-5000 H18/04/01 指定 西条市

3831230234 ＊ たかはし歯科 タカハシシカ 7991371 愛媛県西条市周布８２２番地ノ２，４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230234 ＊ たかはし歯科 タカハシシカ 7991371 愛媛県西条市周布８２２番地ノ２，４ 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-0222 H18/04/01 指定 西条市

3831230242 ＊ 古味歯科医院 コミシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川９２－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230242 ＊ 古味歯科医院 コミシカイイン 7991341 愛媛県西条市壬生川９２－５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-2111 H18/04/01 指定 西条市

3831230259 ＊ 坂見歯科医院 サカミシカイイン 7991331 愛媛県西条市新町２３３番地の５ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3831230259 ＊ 坂見歯科医院 サカミシカイイン 7991331 愛媛県西条市新町２３３番地の５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3831230259 ＊ 坂見歯科医院 サカミシカイイン 7991331 愛媛県西条市新町２３３番地の５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230259 ＊ 坂見歯科医院 サカミシカイイン 7991331 愛媛県西条市新町２３３番地の５ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 西条市

3831230259 ＊ 坂見歯科医院 サカミシカイイン 7991331 愛媛県西条市新町２３３番地の５ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 西条市

3831230259 ＊ 坂見歯科医院 サカミシカイイン 7991331 愛媛県西条市新町２３３番地の５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3831230267 ＊ 東予歯科 トウヨシカ 7991371 愛媛県西条市周布６２５番地の５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230267 ＊ 東予歯科 トウヨシカ 7991371 愛媛県西条市周布６２５番地の５ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-1782 H18/04/01 指定 西条市

3831230275 ＊ あすなろ歯科医院 アスナロシカイイン 7991303 愛媛県西条市河原津甲３８５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230275 ＊ あすなろ歯科医院 アスナロシカイイン 7991303 愛媛県西条市河原津甲３８５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-66-3377 H18/04/01 指定 西条市

3831230317 ＊ 青野歯科クリニック アオノシカクリニック 7991364 愛媛県西条市石田165-3 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3831230317 ＊ 青野歯科クリニック アオノシカクリニック 7991364 愛媛県西条市石田165-3 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-3229 H18/04/01 指定 西条市

3831230341 高橋　耕三　 サンデンタルクリニック サンデンタルクリニック 7991371 愛媛県西条市周布599-1 訪問看護 0896-64-3000 H14/04/01 指定 西条市

3831230341 高橋　耕三　 サンデンタルクリニック サンデンタルクリニック 7991371 愛媛県西条市周布599-1 訪問リハビリテーション 0898-64-3000 H14/04/01 指定 西条市

3831230341 高橋　耕三　 サンデンタルクリニック サンデンタルクリニック 7991371 愛媛県西条市周布599-1 居宅療養管理指導 0898-64-3000 H14/04/01 指定 西条市

3831230341 高橋　耕三　 サンデンタルクリニック サンデンタルクリニック 7991371 愛媛県西条市周布599-1 介護予防訪問看護 0898-64-3000 H18/04/01 指定 西条市

3831230341 高橋　耕三　 サンデンタルクリニック サンデンタルクリニック 7991371 愛媛県西条市周布599-1 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-3000 H18/04/01 指定 西条市

3831230341 高橋　耕三　 サンデンタルクリニック サンデンタルクリニック 7991371 愛媛県西条市周布599-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-3000 H18/04/01 指定 西条市

3831230358 柴田　万由美 まゆみ歯科クリニック マユミシカクリニック 7991302 愛媛県西条市楠甲148-4 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 西条市

3831230358 柴田　万由美 まゆみ歯科クリニック マユミシカクリニック 7991302 愛媛県西条市楠甲148-4 介護予防居宅療養管理指導 0898-66-0880 H18/04/01 指定 西条市

3831230366 吉本　成壽 吉本歯科 ヨシモトシカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５１－３ 訪問看護 0898-64-0576 H15/05/01 指定 西条市

3831230366 吉本　成壽 吉本歯科 ヨシモトシカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５１－３ 訪問リハビリテーション 0898-64-0576 H15/05/01 指定 西条市

3831230366 吉本　成壽 吉本歯科 ヨシモトシカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５１－３ 居宅療養管理指導 0898-64-0576 H15/05/01 指定 西条市

3831230366 吉本　成壽 吉本歯科 ヨシモトシカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５１－３ 介護予防訪問看護 0898-64-0576 H18/04/01 指定 西条市

3831230366 吉本　成壽 吉本歯科 ヨシモトシカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５１－３ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-64-0576 H18/04/01 指定 西条市

3831230366 吉本　成壽 吉本歯科 ヨシモトシカ 7991354 愛媛県西条市北条１６５１－３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-0576 H18/04/01 指定 西条市

3833130259 ＊ 佐伯歯科診療所 サエキシカシンリョウジョ 7910536 愛媛県西条市丹原町湯谷口甲２７３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3833130259 ＊ 佐伯歯科診療所 サエキシカシンリョウジョ 7910536 愛媛県西条市丹原町湯谷口甲２７３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-73-2605 H18/04/01 指定 西条市

3833130267 ＊ いわね歯科医院 イワネシカイイン 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲１０４０番地の３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3833130267 ＊ いわね歯科医院 イワネシカイイン 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲１０４０番地の３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-6001 H18/04/01 指定 西条市
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3833130283 ＊ 玉井歯科 タマイシカ 7910523 愛媛県西条市丹原町北田野７６８番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3833130283 ＊ 玉井歯科 タマイシカ 7910523 愛媛県西条市丹原町北田野７６８番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3833130283 ＊ 玉井歯科 タマイシカ 7910523 愛媛県西条市丹原町北田野７６８番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3833130283 ＊ 玉井歯科 タマイシカ 7910523 愛媛県西条市丹原町北田野７６８番地１ 介護予防訪問看護 089-968-0838 H18/04/01 指定 西条市

3833130283 ＊ 玉井歯科 タマイシカ 7910523 愛媛県西条市丹原町北田野７６８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-0838 H18/04/01 指定 西条市

3833130283 ＊ 玉井歯科 タマイシカ 7910523 愛媛県西条市丹原町北田野７６８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-968-0838 H18/04/01 指定 西条市

3833130291 ＊ 黒河歯科医院 クロカワシカイイン 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲７９３番地２ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3833130291 ＊ 黒河歯科医院 クロカワシカイイン 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲７９３番地２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3833130291 ＊ 黒河歯科医院 クロカワシカイイン 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲７９３番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3833130291 ＊ 黒河歯科医院 クロカワシカイイン 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲７９３番地２ 介護予防訪問看護 0898-68-7273 H18/04/01 指定 西条市

3833130291 ＊ 黒河歯科医院 クロカワシカイイン 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲７９３番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-7273 H18/04/01 指定 西条市

3833130291 ＊ 黒河歯科医院 クロカワシカイイン 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲７９３番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-7273 H18/04/01 指定 西条市

3833130309 ＊ 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 訪問看護 H12/04/01 指定 西条市

3833130309 ＊ 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西条市

3833130309 ＊ 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3833130309 ＊ 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 介護予防訪問看護 0898-72-2121 H18/04/01 指定 西条市

3833130309 ＊ 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-72-2121 H18/04/01 指定 西条市

3833130309 ＊ 横山病院 ヨコヤマビョウイン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-2121 H18/04/01 指定 西条市

3833130325 吉本　園 よしもと歯科 ヨシモトシカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲470番地の３ 訪問看護 0898-72-6420 H12/10/01 指定 西条市

3833130325 吉本　園 よしもと歯科 ヨシモトシカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲470番地の３ 訪問リハビリテーション 0898-72-6420 H12/10/01 指定 西条市

3833130325 吉本　園 よしもと歯科 ヨシモトシカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲470番地の３ 居宅療養管理指導 0898-72-6420 H12/10/01 指定 西条市

3833130325 吉本　園 よしもと歯科 ヨシモトシカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲470番地の３ 介護予防訪問看護 0898-72-6420 H18/04/01 指定 西条市

3833130325 吉本　園 よしもと歯科 ヨシモトシカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲470番地の３ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-72-6420 H18/04/01 指定 西条市

3833130325 吉本　園 よしもと歯科 ヨシモトシカ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲470番地の３ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-6420 H18/04/01 指定 西条市

3833138013 ＊ 徳永歯科 トクナガシカ 7910524 愛媛県西条市丹原町高松甲５６番地１ 訪問看護 0898-68-4626 H12/04/01 指定 西条市

3833138013 ＊ 徳永歯科 トクナガシカ 7910524 愛媛県西条市丹原町高松甲５６番地１ 訪問リハビリテーション 0898-68-4626 H12/04/01 指定 西条市

3833138013 ＊ 徳永歯科 トクナガシカ 7910524 愛媛県西条市丹原町高松甲５６番地１ 居宅療養管理指導 0898-68-4626 H12/04/01 指定 西条市

3833138013 ＊ 徳永歯科 トクナガシカ 7910524 愛媛県西条市丹原町高松甲５６番地１ 介護予防訪問看護 0898-68-4626 H18/04/01 指定 西条市

3833138013 ＊ 徳永歯科 トクナガシカ 7910524 愛媛県西条市丹原町高松甲５６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0898-68-4626 H18/04/01 指定 西条市

3833138013 ＊ 徳永歯科 トクナガシカ 7910524 愛媛県西条市丹原町高松甲５６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-4626 H18/04/01 指定 西条市

3840640217 ＊ 庄野薬局飯岡店 ショウノヤッキョクイイオカテン 7930010 愛媛県西条市飯岡字西原２０１９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3840640217 ＊ 庄野薬局飯岡店 ショウノヤッキョクイイオカテン 7930010 愛媛県西条市飯岡字西原２０１９ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-8084 H18/04/01 指定 西条市

3840640241 ＊ 庄野薬局下町くすの木通り店 ショウノヤッキョクシタマチクスノキドオリテン 7930030 愛媛県西条市大町字弁戝天６４６－１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3840640241 ＊ 庄野薬局下町くすの木通り店 ショウノヤッキョクシタマチクスノキドオリテン 7930030 愛媛県西条市大町字弁戝天６４６－１０ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-7924 H18/04/01 指定 西条市

3840640308 有限会社  テンタートル そがめ薬局 ソガメヤッキョク 7930043 愛媛県西条市樋之口２２－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3840640308 有限会社  テンタートル そがめ薬局 ソガメヤッキョク 7930043 愛媛県西条市樋之口２２－７ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-6272 H18/04/01 指定 西条市

3840640316 有限会社  庄野 庄野薬局中央店 ショウノヤッキョクチュウオウテン 7930027 愛媛県西条市朔日市７９９－１ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 西条市

3840640316 有限会社  庄野 庄野薬局中央店 ショウノヤッキョクチュウオウテン 7930027 愛媛県西条市朔日市７９９－１ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 西条市

3840640324 有限会社  クオレ調剤 守谷薬局 モリヤヤッキョク 7930027 愛媛県西条市朔日市７９９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3840640324 有限会社  クオレ調剤 守谷薬局 モリヤヤッキョク 7930027 愛媛県西条市朔日市７９９－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3840640340 有限会社  テンタートル そがめ薬局大町店 ソガメヤッキョクオオマチテン 7930030 愛媛県西条市大町７７２－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3840640340 有限会社  テンタートル そがめ薬局大町店 ソガメヤッキョクオオマチテン 7930030 愛媛県西条市大町７７２－２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市
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3840640365 有限会社　こころ もりや調剤薬局 モリヤチョウザイヤッキョク 7930027 愛媛県西条市朔日市３１０－２ 居宅療養管理指導 0897-53-3786 H13/08/01 指定 西条市

3840640365 有限会社　こころ もりや調剤薬局 モリヤチョウザイヤッキョク 7930027 愛媛県西条市朔日市３１０－２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-53-3786 H18/04/01 指定 西条市

3840640407 有限会社　ヒアサ薬局 わかば調剤薬局 ワカバチョウザイヤッキョク 7991371 愛媛県西条市周布922-2 居宅療養管理指導 0898-68-8282 H16/11/01 指定 西条市

3840640407 有限会社　ヒアサ薬局 わかば調剤薬局 ワカバチョウザイヤッキョク 7991371 愛媛県西条市周布922-2 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-8282 H18/04/01 指定 西条市

3840640415 有限会社  東予調剤 西条調剤薬局 サイジョウチョウザイヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町５４０番地の１ 居宅療養管理指導 H18/02/27 指定 西条市

3840640415 有限会社  東予調剤 西条調剤薬局 サイジョウチョウザイヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町５４０番地４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-1477 H18/04/01 指定 西条市

3840640431 有限会社ヒアサ薬局 ヒアサ薬局壬生川店 ヒアサヤッキョクニュウガワテン 7991371 愛媛県西条市周布486番地7 居宅療養管理指導 0898-76-7166 H18/11/01 指定 西条市

3840640431 有限会社ヒアサ薬局 ヒアサ薬局壬生川店 ヒアサヤッキョクニュウガワテン 7991371 愛媛県西条市周布486番地7 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-7166 H18/11/01 指定 西条市

3840640456 有限会社　れんげ堂 あかり調剤薬局 アカリチョウザイヤッキョク 7991344 愛媛県西条市円海寺1番地2 居宅療養管理指導 H19/05/01 指定 西条市

3840640456 有限会社　れんげ堂 あかり調剤薬局 アカリチョウザイヤッキョク 7991344 愛媛県西条市円海寺1番地2 介護予防居宅療養管理指導 H19/05/01 指定 西条市

3840640480 有限会社　れんげ堂 れんげ堂薬局　丹原店 レンゲドウヤッキョク　タンバラテン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺276-1 居宅療養管理指導 0898-68-8088 H20/12/01 指定 西条市

3840640480 有限会社　れんげ堂 れんげ堂薬局　丹原店 レンゲドウヤッキョク　タンバラテン 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺276-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-68-8088 H20/12/01 指定 西条市

3840640498 株式会社　クローバー クローバー薬局　西条店 クローバーヤッキョク　サイジョウテン 7930042 愛媛県西条市喜多川４２７番地２ 居宅療養管理指導 0897-58-6001 H21/07/01 指定 西条市

3840640498 株式会社　クローバー クローバー薬局　西条店 クローバーヤッキョク　サイジョウテン 7930042 愛媛県西条市喜多川４２７番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-58-6001 H21/07/01 指定 西条市

3840640506 有限会社　フクダ薬局 フクダ薬局　西条店 フクダヤッキョク　サイジョウテン 7930043 愛媛県西条市樋之口４３６番地１４ 居宅療養管理指導 0897-47-2989 H22/04/01 指定 西条市

3840640506 有限会社　フクダ薬局 フクダ薬局　西条店 フクダヤッキョク　サイジョウテン 7930043 愛媛県西条市樋之口４３６番地１４ 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-2989 H22/04/01 指定 西条市

3840640514 有限会社　れんげ堂 れんげ堂薬局　池田店 レンゲドウヤッキョク　イケダテン 7910508 愛媛県西条市丹原町池田109-1 居宅療養管理指導 0898-64-7739 H22/06/01 指定 西条市

3840640514 有限会社　れんげ堂 れんげ堂薬局　池田店 レンゲドウヤッキョク　イケダテン 7910508 愛媛県西条市丹原町池田109-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-7739 H22/06/01 指定 西条市

3840640522 株式会社　オネスト 庄野薬局　小松店 ショウノヤッキョク　コマツテン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５４０番地 居宅療養管理指導 0898-76-9012 H22/09/21 指定 西条市

3840640522 株式会社　オネスト 庄野薬局　小松店 ショウノヤッキョク　コマツテン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲１５４０番地 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-9012 H22/09/21 指定 西条市

3840640530 株式会社　メディシス ハート調剤薬局 ハートチョウザイヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町７５５番１１ 居宅療養管理指導 0897-52-0775 H23/01/01 指定 西条市

3840640530 株式会社　メディシス ハート調剤薬局 ハートチョウザイヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町７５５番１１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-0775 H23/01/01 指定 西条市

3840640548 有限会社　蝶野 さくら薬局いしづち店 サクラヤッキョクイシヅチテン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８４－２ 居宅療養管理指導 0898-72-5656 H23/07/01 指定 西条市

3840640548 有限会社　蝶野 さくら薬局いしづち店 サクラヤッキョクイシヅチテン 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２８４－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-5656 H23/07/01 指定 西条市

3840640555 有限会社　テンタートル そがめ薬局神拝店 ソガメヤッキョクカンバイテン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８－３ 居宅療養管理指導 0897-56-8878 H24/04/01 指定 西条市

3840640555 有限会社　テンタートル そがめ薬局神拝店 ソガメヤッキョクカンバイテン 7930041 愛媛県西条市神拝甲５３８－３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-8878 H24/04/01 指定 西条市

3840640571 りつりん薬品株式会社 トーヨ調剤薬局 トーヨチョウザイヤッキョク 7991354 愛媛県西条市北条１６３７－２ 居宅療養管理指導 0898-76-1193 H24/08/20 指定 西条市

3840640571 りつりん薬品株式会社 トーヨ調剤薬局 トーヨチョウザイヤッキョク 7991354 愛媛県西条市北条１６３７－２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-1193 H24/08/20 指定 西条市

3840640589 株式会社あすなろ あすなろ薬局　明屋敷店 アスナロヤッキョク　アケヤシキテン 7930023 愛媛県西条市明屋敷５６２ 居宅療養管理指導 0897-55-7011 H26/02/01 指定 西条市

3840640589 株式会社あすなろ あすなろ薬局　明屋敷店 アスナロヤッキョク　アケヤシキテン 7930023 愛媛県西条市明屋敷５６２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-7011 H26/02/01 指定 西条市

3840640597 有限会社リブラ リブラ薬局　玉津店 リブラヤッキョク　タマツテン 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２３７番５ 居宅療養管理指導 0897-47-5888 H26/04/01 指定 西条市

3840640597 有限会社リブラ リブラ薬局　玉津店 リブラヤッキョク　タマツテン 7930006 愛媛県西条市下島山甲１２３７番５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-47-5888 H26/04/01 指定 西条市

3840640605 株式会社オネスト 庄野薬局 ショウノヤッキョク 7930041 愛媛県西条市神拝甲２１４番地１ 居宅療養管理指導 0897-52-1870 H27/05/25 指定 西条市

3840640605 株式会社オネスト 庄野薬局 ショウノヤッキョク 7930041 愛媛県西条市神拝甲２１４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-1870 H27/05/25 指定 西条市

3840640621 株式会社　RISE リオン薬局　丹原店 リオンヤッキョク　タンバラテン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井１０８番地２ 居宅療養管理指導 0898-35-3949 H28/09/01 指定 西条市

3840640621 株式会社　RISE リオン薬局　丹原店 リオンヤッキョク　タンバラテン 7910503 愛媛県西条市丹原町今井１０８番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0898-35-3949 H28/09/01 指定 西条市

3840640639 ＊ にこにこ薬局　大町店 ニコニコヤッキョク　オオマチテン 7930030 愛媛県西条市大町６４３番地２ 居宅療養管理指導 0897-52-1570 H28/10/01 指定 西条市

3840640639 ＊ にこにこ薬局　大町店 ニコニコヤッキョク　オオマチテン 7930030 愛媛県西条市大町６４３番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-1570 H28/10/01 指定 西条市

3840640647 株式会社ソレイユ いいおか薬局 イイオカヤッキョク 7930010 愛媛県西条市飯岡１２９８番３ 居宅療養管理指導 0897-66-8622 H30/02/01 指定 西条市

3840640647 株式会社ソレイユ いいおか薬局 イイオカヤッキョク 7930010 愛媛県西条市飯岡１２９８番３ 介護予防居宅療養管理指導 0897-66-8622 H30/02/01 指定 西条市

3840640654 株式会社西日本ファーマシー アイン薬局　大町店 アインヤッキョク　オオマチテン 7930030 愛媛県西条市大町703番地3 居宅療養管理指導 0897-52-5880 R02/03/01 指定 西条市

3840640654 株式会社西日本ファーマシー アイン薬局　大町店 アインヤッキョク　オオマチテン 7930030 愛媛県西条市大町703番地3 介護予防居宅療養管理指導 0897-52-5880 R02/03/01 指定 西条市
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3840640670 合同会社HY みんなの薬局 ミンナノヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町1695-4 居宅療養管理指導 R02/04/30 指定 西条市

3840640670 合同会社HY みんなの薬局 ミンナノヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町1695-4 介護予防居宅療養管理指導 R02/04/30 指定 西条市

3840640688 有限会社れんげ堂 れんげ堂薬局　みつばち店 レンゲドウヤッキョク　ミツバチテン 7991371 愛媛県西条市周布341番2 居宅療養管理指導 0898-64-7189 R02/06/01 指定 西条市

3840640688 有限会社れんげ堂 れんげ堂薬局　みつばち店 レンゲドウヤッキョク　ミツバチテン 7991371 愛媛県西条市周布341番2 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-7189 R02/06/01 指定 西条市

3840640696 株式会社大屋 マック大町調剤薬局 マックオオマチチョウザイヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町454番地1 居宅療養管理指導 0897-56-9977 R03/03/01 指定 西条市

3840640696 株式会社大屋 マック大町調剤薬局 マックオオマチチョウザイヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町454番地1 介護予防居宅療養管理指導 0897-56-9977 R03/03/01 指定 西条市

3840640704 株式会社トミオカ トミオカ薬局 トミオカヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町102番地1 居宅療養管理指導 0897-55-7088 R03/04/01 指定 西条市

3840640704 株式会社トミオカ トミオカ薬局 トミオカヤッキョク 7930030 愛媛県西条市大町102番地1 介護予防居宅療養管理指導 0897-55-7088 R03/04/01 指定 西条市

3841240108 ＊ あさひ調剤薬局 アサヒチョウザイヤッキョク 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－４７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3841240108 ＊ あさひ調剤薬局 アサヒチョウザイヤッキョク 7991353 愛媛県西条市三津屋南９－４７ 介護予防居宅療養管理指導 0898-65-4036 H18/04/01 指定 西条市

3841240116 有限会社れんげ堂 れんげ堂玉井薬局 レンゲドウタマイヤッキョク 7991371 愛媛県西条市周布５９９－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3841240116 有限会社れんげ堂 れんげ堂玉井薬局 レンゲドウタマイヤッキョク 7991371 愛媛県西条市周布５９９－７ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3841240140 有限会社ヒアサ薬局 ヒアサ薬局周布店 ヒアサヤッキョクシュウフテン 7991371 愛媛県西条市周布７６０－９ 居宅療養管理指導 0898-76-1232 H13/03/01 指定 西条市

3841240140 有限会社ヒアサ薬局 ヒアサ薬局周布店 ヒアサヤッキョクシュウフテン 7991371 愛媛県西条市周布７６０－９ 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-1232 H18/04/01 指定 西条市

3841240165 日本調剤株式会社 日本調剤　壬生川薬局 ニホンチョウザイ　ニュウガワヤッキョク 7991341 愛媛県西条市壬生川125 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 西条市

3841240165 日本調剤株式会社 日本調剤　壬生川薬局 ニホンチョウザイ　ニュウガワヤッキョク 7991341 愛媛県西条市壬生川125 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3841240173 有限会社　フクダ薬局 フクダ薬局　壬生川店 フクダヤッキョク　ニュウガワテン 7991341 愛媛県西条市壬生川123-2 居宅療養管理指導 0898-64-3329 H15/02/01 指定 西条市

3841240173 有限会社　フクダ薬局 フクダ薬局　壬生川店 フクダヤッキョク　ニュウガワテン 7991341 愛媛県西条市壬生川123-2 介護予防居宅療養管理指導 0898-64-3329 H18/04/01 指定 西条市

3841240181 有限会社　テンタートル そがめ薬局　壬生川店 ソガメヤッキョク　ニュウガワテン 7991341 愛媛県西条市壬生川123-1 居宅療養管理指導 H15/03/01 指定 西条市

3841240181 有限会社　テンタートル そがめ薬局　壬生川店 ソガメヤッキョク　ニュウガワテン 7991341 愛媛県西条市壬生川123-1 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-8220 H18/04/01 指定 西条市

3843140066 ＊ すずや薬局 スズヤヤッキョク 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲３５２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3843140066 ＊ すずや薬局 スズヤヤッキョク 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲３５２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0898-72-2108 H18/04/01 指定 西条市

3843140108 ＊ コスモ調剤薬局 コスモチョウザイヤッキョク 7910503 愛媛県西条市丹原町今井２７６ー４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西条市

3843140108 ＊ コスモ調剤薬局 コスモチョウザイヤッキョク 7910503 愛媛県西条市丹原町今井２７６ー４ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西条市

3843140116 有限会社リブラ リブラ薬局 リブラヤッキョク 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２０９－６ 居宅療養管理指導 0898-76-3500 H13/08/01 指定 西条市

3843140116 有限会社リブラ リブラ薬局 リブラヤッキョク 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２０９－６ 介護予防居宅療養管理指導 0898-76-3500 H18/04/01 指定 西条市

3850680012 医療法人北辰会 介護老人保健施設まなべ カイゴロウジンホケンシセツマナベ 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1521番地 短期入所療養介護 0898-72-6131 H24/09/01 指定 西条市

3850680012 医療法人北辰会 介護老人保健施設まなべ カイゴロウジンホケンシセツマナベ 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1521番地 介護老人保健施設 0898-72-6131 H22/09/19 指定 西条市

3850680012 医療法人北辰会 介護老人保健施設まなべ カイゴロウジンホケンシセツマナベ 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1521番地 介護予防短期入所療養介護 0898-72-6131 H24/09/01 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 訪問介護 0897-55-0622 H12/01/25 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 通所リハビリテーション 0897-55-0622 H12/04/01 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 短期入所療養介護 0897-55-0622 H12/04/01 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武甲１６２－１ 居宅介護支援 0897-55-0622 H11/09/24 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 介護老人保健施設 0897-55-0622 H12/04/01 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-55-0622 H18/04/01 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 介護予防短期入所療養介護 0897-55-0622 H18/04/01 指定 西条市

3857780039 医療法人  愛寿会 老人保健施設ゆるぎ荘 ロウジンホケンシセツユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 訪問型サービス（独自） 0897-55-0622 H30/04/01 指定 西条市

3857780187 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条老人保健施設いしづち苑 サイセイカイサイジョウロウジンホケンシセツイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 通所リハビリテーション 0897-53-1155 H12/04/01 指定 西条市

3857780187 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条老人保健施設いしづち苑 サイセイカイサイジョウロウジンホケンシセツイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 短期入所療養介護 0897-53-1155 H12/04/01 指定 西条市

3857780187 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条老人保健施設いしづち苑 サイセイカイサイジョウロウジンホケンシセツイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 介護老人保健施設 0897-53-1155 H12/04/01 指定 西条市

3857780187 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条老人保健施設いしづち苑 サイセイカイサイジョウロウジンホケンシセツイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-53-1155 H18/04/01 指定 西条市

3857780187 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条老人保健施設いしづち苑 サイセイカイサイジョウロウジンホケンシセツイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 介護予防短期入所療養介護 0897-53-1155 H18/04/01 指定 西条市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3857780237 医療法人社団  門の内会 老人保健施設コスモス ロウジンホケンシセツコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３８番地 通所リハビリテーション 0898-64-6300 H12/04/01 指定 西条市

3857780237 医療法人社団  門の内会 老人保健施設コスモス ロウジンホケンシセツコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３８番地 短期入所療養介護 0898-64-6300 H12/04/01 指定 西条市

3857780237 医療法人社団  門の内会 老人保健施設コスモス ロウジンホケンシセツコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３８番地 介護老人保健施設 0898-64-6300 H12/04/01 指定 西条市

3857780237 医療法人社団  門の内会 老人保健施設コスモス ロウジンホケンシセツコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３８番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-6300 H18/04/01 指定 西条市

3857780237 医療法人社団  門の内会 老人保健施設コスモス ロウジンホケンシセツコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３８番地 介護予防短期入所療養介護 0898-64-6300 H18/04/01 指定 西条市

3857780302 社会医療法人社団更生会 老人保健施設水都苑 ロウジンホケンシセツスイトエン 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 通所リハビリテーション 0897-56-2301 H12/04/01 指定 西条市

3857780302 社会医療法人社団更生会 老人保健施設水都苑 ロウジンホケンシセツスイトエン 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 短期入所療養介護 0897-56-2301 H12/04/01 指定 西条市

3857780302 社会医療法人社団更生会 老人保健施設水都苑 ロウジンホケンシセツスイトエン 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 介護老人保健施設 0897-56-2301 H12/04/01 指定 西条市

3857780302 社会医療法人社団更生会 老人保健施設水都苑 ロウジンホケンシセツスイトエン 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-56-2301 H18/04/01 指定 西条市

3857780302 社会医療法人社団更生会 老人保健施設水都苑 ロウジンホケンシセツスイトエン 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 介護予防短期入所療養介護 0897-56-2301 H18/04/01 指定 西条市

3857780468 医療法人　弘仁会 老人保健施設あすか ロウジンホケンシセツアスカ 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲１６７番地１ 通所リハビリテーション 0898-76-2076 H12/04/01 指定 西条市

3857780468 医療法人　弘仁会 老人保健施設あすか ロウジンホケンシセツアスカ 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲１６７番地１ 短期入所療養介護 0898-76-2076 H12/04/01 指定 西条市

3857780468 医療法人　弘仁会 老人保健施設あすか ロウジンホケンシセツアスカ 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲１６７番地１ 介護老人保健施設 0898-76-2076 H12/04/01 指定 西条市

3857780468 医療法人　弘仁会 老人保健施設あすか ロウジンホケンシセツアスカ 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲１６７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-76-2076 H18/04/01 指定 西条市

3857780468 医療法人　弘仁会 老人保健施設あすか ロウジンホケンシセツアスカ 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲１６７番地１ 介護予防短期入所療養介護 0898-76-2076 H18/04/01 指定 西条市

3857780476 医療法人  倬清会 老人保健施設リハ・クリネ ロウジンホケンシセツリハ・クリネ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２３８５番地１ 通所リハビリテーション 0898-72-6661 H12/04/01 指定 西条市

3857780476 医療法人  倬清会 老人保健施設リハ・クリネ ロウジンホケンシセツリハ・クリネ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２３８５番地１ 短期入所療養介護 0898-72-6661 H12/04/01 指定 西条市

3857780476 医療法人  倬清会 老人保健施設リハ・クリネ ロウジンホケンシセツリハ・クリネ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２３８５番地１ 介護老人保健施設 0898-72-6661 H12/04/01 指定 西条市

3857780476 医療法人  倬清会 老人保健施設リハ・クリネ ロウジンホケンシセツリハ・クリネ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２３８５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0898-72-6661 H18/04/01 指定 西条市

3857780476 医療法人  倬清会 老人保健施設リハ・クリネ ロウジンホケンシセツリハ・クリネ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲２３８５番地１ 介護予防短期入所療養介護 0898-72-6661 H18/04/01 指定 西条市

3860291404 株式会社ラ・マル 訪問看護ステーション空 ホウモンカンゴステーションクウ 7991301 愛媛県西条市三芳１０４７番地１ 訪問看護 0898-55-8381 H24/08/15 指定 西条市

3860291404 株式会社ラ・マル 訪問看護ステーション空 ホウモンカンゴステーションクウ 7991301 愛媛県西条市三芳１０４７番地１ 介護予防訪問看護 0898-55-8381 H24/08/15 指定 西条市

3860690175 医療法人  北辰会 氷見訪問看護ステーション ヒミホウモンカンゴステーション 7930073 愛媛県西条市氷見丙４７６番地４ 訪問看護 0897-57-7015 H12/04/01 指定 西条市

3860690175 医療法人  北辰会 氷見訪問看護ステーション ヒミホウモンカンゴステーション 7930073 愛媛県西条市氷見丙４７６番地４ 介護予防訪問看護 0897-57-7015 H19/04/01 指定 西条市

3860690183 医療法人  愛寿会 訪問看護ステーションゆるぎ荘 ホウモンカンゴステーションユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 訪問看護 0897-55-0626 H12/04/01 指定 西条市

3860690183 医療法人  愛寿会 訪問看護ステーションゆるぎ荘 ホウモンカンゴステーションユルギソウ 7930035 愛媛県西条市福武字蔵ノ尾甲１６２番地の１ 介護予防訪問看護 0897-55-0626 H19/04/01 指定 西条市

3860690712 有限会社  エンジェル・コール エンジェル・コール訪問看護ステーション エンジェル・コールホウモンカンゴステーション 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 訪問看護 0897-52-0796 H12/03/22 指定 西条市

3860690712 有限会社  エンジェル・コール エンジェル・コール訪問看護ステーション エンジェル・コールホウモンカンゴステーション 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 介護予防訪問看護 0897-52-0796 H19/04/01 指定 西条市

3860691017 有限会社　キャンパス 訪問看護ステーション　おれんじ ホウモンカンゴステーション　オレンジ 7991341 愛媛県西条市壬生川491-1 訪問看護 0898-64-1139 H16/04/16 指定 西条市

3860691017 有限会社　キャンパス 訪問看護ステーション　おれんじ ホウモンカンゴステーション　オレンジ 7991341 愛媛県西条市壬生川491-1 介護予防訪問看護 0898-64-1139 H19/04/01 指定 西条市

3860691710 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条訪問看護ステーション サイセイカイサイジョウホウモンカンゴステーション 7930028 愛媛県西条市新田109番地1 訪問看護 0897-55-5125 H27/02/01 指定 西条市

3860691710 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条訪問看護ステーション サイセイカイサイジョウホウモンカンゴステーション 7930028 愛媛県西条市新田109番地1 介護予防訪問看護 0897-55-5125 H27/02/01 指定 西条市

3860692130 社会福祉法人亀天会 亀天会訪問看護ステーション キテンカイホウモンカンゴステーション 7991301 愛媛県西条市三芳1254番地1 訪問看護 0898-75-4385 H30/06/01 休止 西条市

3860692130 社会福祉法人亀天会 亀天会訪問看護ステーション キテンカイホウモンカンゴステーション 7991301 愛媛県西条市三芳1254番地1 介護予防訪問看護 0898-75-4385 H30/06/01 休止 西条市

3860692296 大頭株式会社 はなえみ訪問看護ステーション ハナエミホウモンカンゴステーション 7930065 愛媛県西条市楢木２４４番地２サンワタチバナ１０２号 訪問看護 080-5661-8703 H31/04/01 指定 西条市

3860692296 大頭株式会社 はなえみ訪問看護ステーション ハナエミホウモンカンゴステーション 7930065 愛媛県西条市楢木２４４番地２サンワタチバナ１０２号 介護予防訪問看護 080-5661-8703 H31/04/01 指定 西条市

3860692346 株式会社Ｎ・フィールド 訪問看護ステーション　デューン西条 ホウモンカンゴステーション　デューンサイジョウ 7930023 愛媛県西条市明屋敷428-4エトワール西条テナント1階103（東）号室 訪問看護 0897-47-5136 R01/09/01 指定 西条市

3860692346 株式会社Ｎ・フィールド 訪問看護ステーション　デューン西条 ホウモンカンゴステーション　デューンサイジョウ 7930023 愛媛県西条市明屋敷428-4エトワール西条テナント1階103（東）号室 介護予防訪問看護 0897-47-5136 R01/09/01 指定 西条市

3860692353 合同会社みらいケア 訪問看護ステーション陽だまり ホウモンカンゴステーションヒダマリ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲3096番地40ジョイおれんじ1Ｂ 訪問看護 0898-52-7801 R01/09/01 指定 西条市

3860692353 合同会社みらいケア 訪問看護ステーション陽だまり ホウモンカンゴステーションヒダマリ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷甲3096番地40ジョイおれんじ1Ｂ 介護予防訪問看護 0898-52-7801 R01/09/01 指定 西条市

3861290413 医療法人社団  門の内会 訪問看護ステーションコスモス ホウモンカンゴステーションコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３９番地 訪問看護 0898-64-3988 H12/04/01 指定 西条市

3861290413 医療法人社団  門の内会 訪問看護ステーションコスモス ホウモンカンゴステーションコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３９番地 介護予防訪問看護 0898-64-3988 H19/04/01 指定 西条市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3861290926 有限会社　アシストジャパン アシストジャパン訪問看護ステーション東予 アシストジャパンホウモンカンゴステーショントウヨ 7930030 愛媛県西条市大町字御舟川539番地1 訪問看護 0897-58-5005 H14/07/04 指定 西条市

3861290926 有限会社　アシストジャパン アシストジャパン訪問看護ステーション東予 アシストジャパンホウモンカンゴステーショントウヨ 7930030 愛媛県西条市大町字御舟川539番地1 介護予防訪問看護 0897-58-5005 H19/04/01 指定 西条市

3870501545 有限会社あさひ デイサービスセンターあさひ デイサービスセンターアサヒ 7930021 愛媛県西条市神拝乙35番地5 通所介護 0897-55-8045 H17/09/02 指定 西条市

3870501545 有限会社あさひ デイサービスセンターあさひ デイサービスセンターアサヒ 7930021 愛媛県西条市神拝乙35番地5 通所型サービス（独自） 0897-55-8045 H30/04/01 指定 西条市

3870501545 有限会社あさひ デイサービスセンターあさひ デイサービスセンターアサヒ 7930021 愛媛県西条市神拝乙35番地5 通所型サービス（独自／定率） 0897-55-8045 H30/04/01 指定 西条市

3870600024 医療法人  北辰会 居宅介護支援事業所西条市民病院 キョタクカイゴシエンジギョウショサイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1521番地 居宅介護支援 0898-72-4123 H11/09/13 指定 西条市

3870600032 社会医療法人  同心会 西条中央病院指定居宅介護支援事業所 サイジョウチュウオウビョウインシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7930027 愛媛県西条市朔日市８０４番地 居宅介護支援 0897-47-3786 H11/09/13 指定 西条市

3870600040 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 指定居宅介護支援事業所いしづち苑 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 居宅介護支援 0897-53-1177 H11/09/24 指定 西条市

3870600057 社会医療法人社団更生会 西条市在宅介護支援センター水都苑 サイジョウシザイタクカイゴシエンセンタースイトエン 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 居宅介護支援 0897-56-2354 H11/09/24 指定 西条市

3870600065 社会福祉法人  聖風会 指定居宅介護支援事業所光風館 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショコウフウカン 7930073 愛媛県西条市氷見丙１９５番地 居宅介護支援 0897-57-6600 H11/09/30 指定 西条市

3870600073 有限会社  エンジェル・コール 有限会社エンジェル・コール ユウゲンガイシャエンジェル・コール 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 居宅介護支援 0897-52-0792 H11/10/20 指定 西条市

3870600081 社会福祉法人  回生会 指定居宅介護支援事業所福武荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショフクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡3402番地 居宅介護支援 0897-55-8388 H11/10/27 指定 西条市

3870600115 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来居宅介護支援センター ＪＡエヒメミライキョタクカイゴシエンセンター 7930030 愛媛県西条市大町200番地1 居宅介護支援 0897-52-1500 H11/12/01 指定 西条市

3870600149 有限会社  ムラカワ 有限会社　ムラカワ ユウゲンガイシャ　ムラカワ 7930023 愛媛県西条市明屋敷１０８番地 福祉用具貸与 0897-55-2706 H12/02/07 指定 西条市

3870600149 有限会社  ムラカワ 有限会社　ムラカワ ユウゲンガイシャ　ムラカワ 7930023 愛媛県西条市明屋敷１０８番地 特定福祉用具販売 0897-55-2706 H18/04/01 指定 西条市

3870600149 有限会社  ムラカワ 有限会社　ムラカワ ユウゲンガイシャ　ムラカワ 7930023 愛媛県西条市明屋敷１０８番地 介護予防福祉用具貸与 0897-55-2706 H19/03/01 指定 西条市

3870600149 有限会社  ムラカワ 有限会社　ムラカワ ユウゲンガイシャ　ムラカワ 7930023 愛媛県西条市明屋敷１０８番地 特定介護予防福祉用具販売 0897-55-2706 H18/04/01 指定 西条市

3870600156 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 ホームヘルパーステーションいしづち苑 ホームヘルパーステーションイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 訪問介護 0897-53-1177 H12/02/25 指定 西条市

3870600156 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 ホームヘルパーステーションいしづち苑 ホームヘルパーステーションイシヅチエン 7930027 愛媛県西条市朔日市２６９番地１ 訪問型サービス（独自） 0897-53-1177 H30/04/01 指定 西条市

3870600164 社会福祉法人  聖風会 指定通所介護事業所デイサービスセンター光風館 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターコウフウカン 7930073 愛媛県西条市氷見丙１９５番地 通所介護 0897-57-6600 H12/03/02 指定 西条市

3870600164 社会福祉法人  聖風会 指定通所介護事業所デイサービスセンター光風館 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターコウフウカン 7930073 愛媛県西条市氷見丙１９５番地 通所型サービス（独自） 0897-57-6600 H30/04/01 指定 西条市

3870600180 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来ヘルパーステーション西条 ジェイエイエヒメミライヘルパーステーションサイジョウ 7930030 愛媛県西条市大町200番地1 訪問介護 0897-52-1500 H12/03/02 指定 西条市

3870600180 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来ヘルパーステーション西条 ジェイエイエヒメミライヘルパーステーションサイジョウ 7930030 愛媛県西条市大町200番地1 訪問型サービス（独自） 0897-52-1500 H30/04/01 指定 西条市

3870600198 有限会社  えひめ介護ネットワーク えひめ介護ネットワーク本部指定訪問介護事業所 エヒメカイゴネットワークホンブシテイホウモンカイゴジギョウショ 7930044 愛媛県西条市古川甲２６５番地１ 訪問介護 0897-52-0280 H12/03/07 指定 西条市

3870600198 有限会社  えひめ介護ネットワーク えひめ介護ネットワーク本部指定訪問介護事業所 エヒメカイゴネットワークホンブシテイホウモンカイゴジギョウショ 7930044 愛媛県西条市古川甲２６５番地１ 訪問型サービス（独自） 0897-52-0280 H30/04/01 指定 西条市

3870600214 有限会社  エンジェル・コール エンジェル・コールヘルパーステーション エンジェル・コールヘルパーステーション 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 訪問介護 0897-52-0797 H12/03/10 指定 西条市

3870600214 有限会社  エンジェル・コール エンジェル・コールヘルパーステーション エンジェル・コールヘルパーステーション 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 訪問型サービス（独自） 0897-52-0797 H30/04/01 指定 西条市

3870600230 有限会社  えひめ介護ネットワーク えひめ介護ネットワーク本部指定居宅介護支援事業所 エヒメカイゴネットワークホンブシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7930044 愛媛県西条市古川甲２６５番地１ 居宅介護支援 0897-52-0280 H12/03/15 指定 西条市

3870600248 株式会社  ジェイコム 熟年コミュニティせとうち ジュクネンコミュニティセトウチ 7930073 愛媛県西条市氷見丙４４４番地１ 特定施設入居者生活介護 0897-57-8100 H12/03/15 指定 西条市

3870600248 株式会社  ジェイコム 熟年コミュニティせとうち ジュクネンコミュニティセトウチ 7930073 愛媛県西条市氷見丙４４４番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 0897-57-8100 H19/04/01 指定 西条市

3870600263 社会福祉法人  聖風会 指定短期入所生活介護事業所光風館 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショコウフウカン 7930073 愛媛県西条市氷見字上寺丙１９５番地 短期入所生活介護 0897-57-6600 H12/03/17 指定 西条市

3870600263 社会福祉法人  聖風会 指定短期入所生活介護事業所光風館 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショコウフウカン 7930073 愛媛県西条市氷見字上寺丙１９５番地 介護予防短期入所生活介護 0897-57-6600 H19/04/01 指定 西条市

3870600271 社会福祉法人  回生会 指定短期入所生活介護事業所福武荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショフクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡3402番地 短期入所生活介護 0897-55-8388 H12/03/17 指定 西条市

3870600271 社会福祉法人  回生会 指定短期入所生活介護事業所福武荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショフクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡3402番地 介護予防短期入所生活介護 0897-55-8388 H19/04/01 指定 西条市

3870600289 社会福祉法人  回生会 指定通所介護事業所デイサービスセンター福武荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡3406番地 通所介護 0897-53-5818 H12/03/17 指定 西条市

3870600289 社会福祉法人  回生会 指定通所介護事業所デイサービスセンター福武荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡3406番地 通所型サービス（独自） 0897-53-5818 H30/04/01 指定 西条市

3870600297 有限会社  エンジェル・コール グループホームフルーツの家 グループホームフルーツノイエ 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 認知症対応型共同生活介護 0897-52-0793 H18/04/01 指定 西条市

3870600297 有限会社  エンジェル・コール グループホームフルーツの家 グループホームフルーツノイエ 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-52-0793 H18/04/01 指定 西条市

3870600305 社会福祉法人  回生会 福武荘 フクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡３４０２ 介護老人福祉施設 0897-55-8388 H12/04/01 指定 西条市

3870600313 社会福祉法人  聖風会 光風館 コウフウカン 7930073 愛媛県西条市氷見丙１９５番地 介護老人福祉施設 0897-57-6600 H12/04/01 指定 西条市

3870600339 社会福祉法人  光明会 グループホームかわせみ グループホームカワセミ 7930030 愛媛県西条市大町７７６－２３ 認知症対応型共同生活介護 0897-52-0340 H18/04/01 指定 西条市

3870600339 社会福祉法人  光明会 グループホームかわせみ グループホームカワセミ 7930030 愛媛県西条市大町７７６－２３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-52-0340 H18/04/01 指定 西条市
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3870600347 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来デイサービスセンターいずみの里 ジェイエイエヒメミライデイサービスセンターイズミノサト 7930030 愛媛県西条市大町２００番地６ 通所介護 0897-52-1600 H12/09/11 指定 西条市

3870600347 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来デイサービスセンターいずみの里 ＪＡエヒメミライデイサービスセンターイズミノサト 7930030 愛媛県西条市大町２００番地６ 通所型サービス（独自） 0897-52-1600 H30/04/01 指定 西条市

3870600354 社会福祉法人光明会 ヘルパーステーション水の里 ヘルパーステーションミズノサト 7930030 愛媛県西条市大町７７６番地２３ 訪問介護 0897-52-5112 H13/02/20 指定 西条市

3870600354 社会福祉法人光明会 ヘルパーステーション水の里 ヘルパーステーションミズノサト 7930030 愛媛県西条市大町７７６番地２３ 訪問型サービス（独自） 0897-52-5112 H30/04/01 指定 西条市

3870600362 社会福祉法人　回生会 グループホーム福寿 グループホームフクジュ 7930010 愛媛県西条市飯岡３３８１ー１ 認知症対応型共同生活介護 0897-52-1058 H18/04/01 指定 西条市

3870600362 社会福祉法人　回生会 グループホーム福寿 グループホームフクジュ 7930010 愛媛県西条市飯岡３３８１ー１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-52-1058 H18/04/01 指定 西条市

3870600370 有限会社　エンジェル･コール 通所介護フルーツの家 ツウショカイゴフルーツノイエ 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 地域密着型通所介護 0897-52-0793 H28/04/01 指定 西条市

3870600370 有限会社　エンジェル･コール 通所介護フルーツの家 ツウショカイゴフルーツノイエ 7930042 愛媛県西条市喜多川792番地1 通所型サービス（独自） 0897-52-0793 H30/04/01 指定 西条市

3870600388 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス川辺の家 デイサービスカワベノイエ 7930004 愛媛県西条市船屋甲５８４－２ 通所介護 0897-52-0578 H13/09/07 指定 西条市

3870600388 新居浜医療福祉生活協同組合 デイサービス川辺の家 デイサービスカワベノイエ 7930004 愛媛県西条市船屋甲５８４－２ 通所型サービス（独自） 0897-52-0578 H30/04/01 指定 西条市

3870600438 社会福祉法人　回生会 ヘルパーステーション福武荘 ヘルパーステーションフクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡3381番地の2 訪問介護 0897-52-1580 H15/02/20 指定 西条市

3870600438 社会福祉法人　回生会 ヘルパーステーション福武荘 ヘルパーステーションフクタケソウ 7930010 愛媛県西条市飯岡3381番地の2 訪問型サービス（独自） 0897-52-1580 H30/04/01 指定 西条市

3870600511 有限会社エンジェル・コール グループホーム杜の家 グループホームモリノイエ 7930027 愛媛県西条市朔日市892番地 認知症対応型共同生活介護 0897-52-1003 H18/04/01 指定 西条市

3870600511 有限会社エンジェル・コール グループホーム杜の家 グループホームモリノイエ 7930027 愛媛県西条市朔日市892番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-52-1003 H18/04/01 指定 西条市

3870600560 生活協同組合コープえひめ コープえひめ訪問介護事業所　西条 コープエヒメホウモンカイゴジギョウショサイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲４５４－２ 訪問介護 0897-53-2940 H16/10/01 指定 西条市

3870600560 生活協同組合コープえひめ コープえひめ訪問介護事業所　西条 コープエヒメホウモンカイゴジギョウショサイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲４５４－２ 訪問型サービス（独自） 0897-53-2940 H30/04/01 指定 西条市

3870600578 生活協同組合コープえひめ コープえひめ居宅介護支援事業所　西条 コープエヒメキョタクカイゴシエンジギョウショ　サイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲４５４－２ 居宅介護支援 0897-53-2940 H16/10/01 休止 西条市

3870600586 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ケアプランセンター サイジョウシシャカイフクシキョウギカイケアプランセンター 7991371 愛媛県西条市周布６０６番地１西条市東予総合福祉センター 居宅介護支援 0898-64-2600 H16/11/01 指定 西条市

3870600594 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ケアプランセンター西条 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイケアプランセンターサイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲３２４番地２西条市総合福祉センター 居宅介護支援 0897-56-7836 H16/11/01 指定 西条市

3870600602 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ケアプランセンター小松 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイケアプランセンターコマツ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷乙４８番地１西条市小松地域福祉センター 居宅介護支援 0898-72-6363 H16/11/01 指定 西条市

3870600610 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター サイジョウシシャカイフクシキョウギカイヘルパーセンター 7991371 愛媛県西条市周布６０６番地１西条市東予総合福祉センター 訪問介護 0898-64-2600 H16/11/01 指定 西条市

3870600610 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター サイジョウシシャカイフクシキョウギカイヘルパーセンター 7991371 愛媛県西条市周布６０６番地１西条市東予総合福祉センター 訪問型サービス（独自） 0898-64-2600 H30/04/01 指定 西条市

3870600628 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター西条 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイヘルパーセンターサイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲３２４番地２西条市総合福祉センター 訪問介護 0897-56-7880 H16/11/01 指定 西条市

3870600628 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター西条 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイヘルパーセンターサイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲３２４番地２西条市総合福祉センター 訪問型サービス（独自） 0897-56-7880 H30/04/01 指定 西条市

3870600636 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター小松 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイヘルパーセンターサイジョウコマツ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷乙４８番地１西条市小松地域福祉センター 訪問介護 0897-72-6363 H16/11/01 指定 西条市

3870600636 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会ヘルパーセンター小松 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイヘルパーセンターサイジョウコマツ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷乙４８番地１西条市小松地域福祉センター 訪問型サービス（独自） 0897-72-6363 H30/04/01 指定 西条市

3870600644 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会訪問入浴センター サイジョウシシャカイフクシキョウギカイホウモンニュウヨクセンター 7991371 愛媛県西条市周布６０６番地１西条市東予総合福祉センター 訪問入浴介護 0898-64-2600 H16/11/01 指定 西条市

3870600644 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会訪問入浴センター サイジョウシシャカイフクシキョウギカイホウモンニュウヨクセンター 7991371 愛媛県西条市周布６０６番地１西条市東予総合福祉センター 介護予防訪問入浴介護 0898-64-2600 H19/01/04 指定 西条市

3870600651 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会訪問入浴センター西条 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイホウモンニュウヨクセンターサイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲３２４番地２西条市総合福祉センター 訪問入浴介護 0897-56-7880 H16/11/01 指定 西条市

3870600651 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社会福祉協議会訪問入浴センター西条 サイジョウシシャカイフクシキョウギカイホウモンニュウヨクセンターサイジョウ 7930041 愛媛県西条市神拝甲３２４番地２西条市総合福祉センター 介護予防訪問入浴介護 0897-56-7880 H19/01/04 指定 西条市

3870600669 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社協デイサービスセンターひまわり サイジョウシシャキョウデイサービスセンターヒマワリ 7991371 愛媛県西条市周布６０６番地１西条市東予総合福祉センター 通所介護 0898-64-2600 H16/11/01 指定 西条市

3870600669 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社協デイサービスセンターひまわり サイジョウシシャキョウデイサービスセンターヒマワリ 7991371 愛媛県西条市周布６０６番地１西条市東予総合福祉センター 通所型サービス（独自） 0898-64-2600 H30/04/01 指定 西条市

3870600677 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社協デイサービスセンターさくら サイジョウシシャキョウデイサービスセンターサクラ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見乙２６番地２ 通所介護 0898-73-2960 H16/11/01 指定 西条市

3870600677 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社協デイサービスセンターさくら サイジョウシシャキョウデイサービスセンターサクラ 7910531 愛媛県西条市丹原町来見乙２６番地２ 通所型サービス（独自） 0898-73-2960 H30/04/01 指定 西条市

3870600685 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社協デイサービスセンターつばき サイジョウシシャキョウデイサービスセンターツバキ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷乙４８番地１西条市小松地域福祉センター 通所介護 0898-72-6363 H16/11/01 指定 西条市

3870600685 社会福祉法人西条市社会福祉協議会 西条市社協デイサービスセンターつばき サイジョウシシャキョウデイサービスセンターツバキ 7991101 愛媛県西条市小松町新屋敷乙４８番地１西条市小松地域福祉センター 通所型サービス（独自） 0898-72-6363 H30/04/01 指定 西条市

3870600701 株式会社  ジェイコム デイサービスいしづちの湯 デイサービスイシヅチノユ 7930062 愛媛県西条市西田甲421番地5 通所介護 0897-55-8800 H16/12/01 指定 西条市

3870600701 株式会社  ジェイコム デイサービスいしづちの湯 デイサービスイシヅチノユ 7930062 愛媛県西条市西田甲421番地5 通所型サービス（独自） 0897-55-8800 H30/04/01 指定 西条市

3870600719 株式会社  ジェイコム グループホームまなべ グループホームマナベ 7930072 愛媛県西条市氷見乙769番地 認知症対応型共同生活介護 0897-57-6151 H18/04/01 指定 西条市

3870600719 株式会社  ジェイコム グループホームまなべ グループホームマナベ 7930072 愛媛県西条市氷見乙769番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-57-6151 H18/04/01 指定 西条市

3870600727 株式会社  ジェイコム デイサービス多賀の里 デイサービスタガノサト 7991354 愛媛県西条市北条231番地1 地域密着型通所介護 0898-65-6662 H28/04/01 指定 西条市

3870600727 株式会社  ジェイコム デイサービス多賀の里 デイサービスタガノサト 7991354 愛媛県西条市北条231番地1 通所型サービス（独自） 0898-65-6662 H30/04/01 指定 西条市
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3870600735 株式会社  ジェイコム グループホーム多賀の里 グループホームタガノサト 7991354 愛媛県西条市北条231番地1 認知症対応型共同生活介護 0898-65-6662 H18/04/01 指定 西条市

3870600735 株式会社  ジェイコム グループホーム多賀の里 グループホームタガノサト 7991354 愛媛県西条市北条231番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-65-6662 H18/04/01 指定 西条市

3870600743 株式会社  ジェイコム デイサービスセンター丹原の郷 デイサービスセンタータンバラノサト 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1267番地1 地域密着型通所介護 0898-76-2880 H28/04/01 指定 西条市

3870600743 株式会社  ジェイコム デイサービスセンター丹原の郷 デイサービスセンタータンバラノサト 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1267番地1 通所型サービス（独自） 0898-76-2880 H30/04/01 指定 西条市

3870600750 株式会社  ジェイコム グループホーム丹原の郷 グループホームタンバラノサト 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1267番地1 認知症対応型共同生活介護 0898-76-2880 H18/04/01 指定 西条市

3870600750 株式会社  ジェイコム グループホーム丹原の郷 グループホームタンバラノサト 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1267番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-76-2880 H18/04/01 指定 西条市

3870600776 株式会社  ジェイコム ケアプランセンタージェイコム ケアプランセンタージェイコム 7991354 愛媛県西条市北条232番地1 居宅介護支援 0898-65-6676 H16/12/01 指定 西条市

3870600784 有限会社　エンジェル・コール 通所介護水車の家 ツウショカイゴスイシャノイエ 7991371 愛媛県西条市周布４９４番地１ 地域密着型通所介護 0898-76-8330 H28/04/01 指定 西条市

3870600784 有限会社　エンジェル・コール 通所介護水車の家 ツウショカイゴスイシャノイエ 7991371 愛媛県西条市周布４９４番地１ 通所型サービス（独自） 0898-76-8330 H30/04/01 指定 西条市

3870600792 フジケア株式会社 デイサービスセンターひうち デイサービスセンターヒウチ 7930006 愛媛県西条市下島山甲1384番地 通所介護 0897-56-1001 H17/06/13 指定 西条市

3870600792 フジケア株式会社 デイサービスセンターひうち デイサービスセンターヒウチ 7930006 愛媛県西条市下島山甲1384番地 通所型サービス（独自） 0897-56-1001 H30/04/01 指定 西条市

3870600800 株式会社悠遊社 デイホーム　きて民家 デイホーム　キテミンカ 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺214番地2 地域密着型通所介護 0898-68-8610 H28/04/01 指定 西条市

3870600800 株式会社悠遊社 デイホーム　きて民家 デイホーム　キテミンカ 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺214番地2 通所型サービス（独自） 0898-68-8610 H30/04/01 指定 西条市

3870600818 社会福祉法人丹原福祉会 特別養護老人ホーム　ル･ソレイユ トクベツヨウゴロウジンホーム　ル・ソレイユ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井457番地1 介護老人福祉施設 0898-76-2111 H17/07/22 指定 西条市

3870600826 社会福祉法人丹原福祉会 短期入所生活介護事業所　ル･ソレイユ タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ル・ソレイユ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井457番地1 短期入所生活介護 0898-76-2111 H17/07/22 指定 西条市

3870600826 社会福祉法人丹原福祉会 短期入所生活介護事業所　ル･ソレイユ タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ル・ソレイユ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井457番地1 介護予防短期入所生活介護 0898-76-2111 H19/04/01 指定 西条市

3870600834 社会福祉法人　丹原福祉会 居宅介護支援事業所　ル・ソレイユ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ル・ソレイユ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井457番地1 居宅介護支援 0898-76-2111 H17/07/22 指定 西条市

3870600859 社会福祉法人　丹原福祉会 デイサービスセンター　ル・ソレイユ デイサービスセンター　ル・ソレイユ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井457番地1 通所介護 0898-76-2111 H17/07/22 指定 西条市

3870600859 社会福祉法人　丹原福祉会 デイサービスセンター　ル・ソレイユ デイサービスセンター　ル・ソレイユ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井457番地1 通所型サービス（独自） 0898-76-2111 H30/04/01 指定 西条市

3870600875 有限会社リベット デイサービスセンター池さん デイサービスセンターイケサン 7991102 愛媛県西条市小松町南川甲236番地5 地域密着型通所介護 0898-72-5236 H28/04/01 指定 西条市

3870600875 有限会社リベット デイサービスセンター池さん デイサービスセンターイケサン 7991102 愛媛県西条市小松町南川甲236番地5 通所型サービス（独自） 0898-72-5236 H30/04/01 指定 西条市

3870600891 有限会社キャンパス デイサービスセンター丹原 デイサービスセンタータンバラ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1651番地1 通所介護 0898-68-4356 H18/03/27 指定 西条市

3870600891 有限会社キャンパス デイサービスセンター丹原 デイサービスセンタータンバラ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1651番地1 通所型サービス（独自） 0898-68-4356 H30/04/01 指定 西条市

3870600909 社会福祉法人　回生会 特別養護老人ホーム　伊予千寿苑 トクベツヨウゴロウジンホーム　イヨセンジュエン 7930010 愛媛県西条市飯岡3383番地 介護老人福祉施設 0897-55-1000 H18/04/14 指定 西条市

3870600917 株式会社　プラスタア デイサービスセンター東予 デイサービスセンタートウヨ 7991344 愛媛県西条市円海寺247-7 通所介護 0898-64-3303 H19/05/21 指定 西条市

3870600917 株式会社　プラスタア デイサービスセンター東予 デイサービスセンタートウヨ 7991344 愛媛県西条市円海寺247-7 通所型サービス（独自） 0898-64-3303 H30/04/01 指定 西条市

3870600933 有限会社　キャンパス デイサービスセンター飯岡 デイサービスセンターイイオカ 7930010 愛媛県西条市飯岡3796-2真部テナント 通所介護 0897-53-2735 H19/09/10 指定 西条市

3870600933 有限会社　キャンパス デイサービスセンター飯岡 デイサービスセンターイイオカ 7930010 愛媛県西条市飯岡3796-2真部テナント 通所型サービス（独自） 0897-53-2735 H30/04/01 指定 西条市

3870600966 有限会社　アシストジャパン アシストジャパン　デイサービスセンター　６号館 アシストジャパン　デイサービスセンター　６ゴウカン 7930030 愛媛県西条市大町字御舟川５３９番地１ 通所介護 0897-55-7576 H20/05/01 指定 西条市

3870600966 有限会社　アシストジャパン アシストジャパン　デイサービスセンター　６号館 アシストジャパン　デイサービスセンター　６ゴウカン 7930030 愛媛県西条市大町字御舟川５３９番地１ 通所型サービス（独自） 0897-55-7576 H30/04/01 指定 西条市

3870600974 有限会社　弘祐会 デイサービスセンター　こうゆう庵 デイサービスセンター　コウユウアン 7910534 愛媛県西条市丹原町寺尾甲31番地1 地域密着型通所介護 0898-76-6020 H28/04/01 指定 西条市

3870600974 有限会社　弘祐会 デイサービスセンター　こうゆう庵 デイサービスセンター　コウユウアン 7910534 愛媛県西条市丹原町寺尾甲31番地1 通所型サービス（独自） 0898-76-6020 H30/04/01 指定 西条市

3870600982 合同会社　安用 もも モモ 7991335 愛媛県西条市石延１０８番地１ 訪問介護 0898-66-5305 H20/08/18 指定 西条市

3870600982 合同会社　安用 もも モモ 7991335 愛媛県西条市石延１０８番地１ 訪問型サービス（独自） 0898-66-5305 H30/04/01 指定 西条市

3870600990 合同会社　千代の家 デイサービスセンター　千代の家 デイサービスセンター　チヨノイエ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井１１６番地１ 地域密着型通所介護 0898-68-7744 H28/04/01 指定 西条市

3870600990 合同会社　千代の家 デイサービスセンター　千代の家 デイサービスセンター　チヨノイエ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井１１６番地１ 通所型サービス（独自） 0898-68-7744 H30/04/01 指定 西条市

3870601006 エンジョイライフ株式会社 シグナルケアステーション シグナルケアステーション 7991354 愛媛県西条市北条469番地6 地域密着型通所介護 0898-64-5917 H28/04/01 指定 西条市

3870601006 エンジョイライフ株式会社 シグナルケアステーション シグナルケアステーション 7991354 愛媛県西条市北条469番地6 通所型サービス（独自） 0898-64-5917 H30/04/01 指定 西条市

3870601014 医療法人　今井クリニック整形外科 ケアプランニング今井 ケアプランニングイマイ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井155番1 居宅介護支援 0898-68-8588 H21/04/01 指定 西条市

3870601022 株式会社はなみずき ヘルパーステーションはなみずき ヘルパーステーションハナミズキ 7930046 愛媛県西条市港274番地 訪問型サービス（独自） 0897-52-5320 H30/04/01 指定 西条市

3870601030 医療法人　今井クリニック整形外科 訪問介護ステーション今井 ホウモンカイゴステーションイマイ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井155番1 訪問介護 0898-68-8588 H21/05/01 指定 西条市

3870601030 医療法人　今井クリニック整形外科 訪問介護ステーション今井 ホウモンカイゴステーションイマイ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井155番1 訪問型サービス（独自） 0898-68-8588 H30/04/01 指定 西条市
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3870601048 医療法人　今井クリニック整形外科 ケアコンシェルジュ今井 ケアコンシェルジュイマイ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井155番1 通所介護 0898-68-8588 H21/05/01 指定 西条市

3870601048 医療法人　今井クリニック整形外科 ケアコンシェルジュ今井 ケアコンシェルジュイマイ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井155番1 通所型サービス（独自） 0898-68-8588 H30/04/01 指定 西条市

3870601055 株式会社福祉サポート広栄 福祉サポート広栄 フクシサポートコウエイ 7930030 愛媛県西条市大町315番地1広栄ビル105号 訪問介護 0897-56-0105 H21/12/01 指定 西条市

3870601055 株式会社福祉サポート広栄 福祉サポート広栄 フクシサポートコウエイ 7930030 愛媛県西条市大町315番地1広栄ビル105号 訪問型サービス（独自） 0897-56-0105 H30/04/01 指定 西条市

3870601063 有限会社エンジェル・コール 通所介護　杜の家 ツウショカイゴ　モリノイエ 7930027 愛媛県西条市朔日市８９２番地 地域密着型通所介護 0897-52-1003 H28/04/01 指定 西条市

3870601063 有限会社エンジェル・コール 通所介護　杜の家 ツウショカイゴ　モリノイエ 7930027 愛媛県西条市朔日市８９２番地 通所型サービス（独自） 0897-52-1003 H30/04/01 指定 西条市

3870601071 株式会社みらい ケアサポートみらい ケアサポートミライ 7930042 愛媛県西条市喜多川１７３番地１藤田ビル１F西 訪問介護 0897-55-1816 H22/04/01 指定 西条市

3870601089 社会福祉法人  聖風会 居宅介護事業所　ていずい キョタクカイゴジギョウショ　テイズイ 7930061 愛媛県西条市禎瑞字相生5番385番地 訪問介護 0897-52-5333 H22/06/01 休止 西条市

3870601089 社会福祉法人  聖風会 居宅介護事業所　ていずい キョタクカイゴジギョウショ　テイズイ 7930061 愛媛県西条市禎瑞字相生5番385番地 訪問型サービス（独自） 0897-52-5333 H30/04/01 休止 西条市

3870601097 合同会社　笑い家 通所介護　笑い家 ツウショカイゴ　ワライヤ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田978番19 地域密着型通所介護 0898-68-4846 H28/04/01 指定 西条市

3870601097 合同会社　笑い家 通所介護　笑い家 ツウショカイゴ　ワライヤ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田978番19 通所型サービス（独自） 0898-68-4846 H30/04/01 指定 西条市

3870601105 株式会社　仁愛 ケアプラザ「サン愛」大町事業所 ケアプラザ「サンアイ」オオマチジギョウショ 7930030 愛媛県西条市大町字柳ヶ内776-22 通所介護 0897-55-2313 H22/08/26 指定 西条市

3870601105 株式会社　仁愛 ケアプラザ「サン愛」大町事業所 ケアプラザ「サンアイ」オオマチジギョウショ 7930030 愛媛県西条市大町字柳ヶ内776-22 通所型サービス（独自） 0897-55-2313 H30/04/01 指定 西条市

3870601147 社会福祉法人  聖風会 指定短期入所生活介護事業所道前荘 シテイタンキタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショドウゼンソウ 7991106 愛媛県西条市小松町大頭字松縄甲1085番地1 短期入所生活介護 0898-72-2290 H24/10/01 指定 西条市

3870601147 社会福祉法人  聖風会 指定介護老人福祉施設特別養護老人ホーム道前荘 シテイカイゴロウジンフクシシセツトクベツヨウゴロウジンホームドウゼンソウ 7991106 愛媛県西条市小松町大頭字松縄甲1085番1 介護老人福祉施設 0898-72-2290 H23/04/01 指定 西条市

3870601147 社会福祉法人  聖風会 指定短期入所生活介護事業所道前荘 シテイタンキタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショドウゼンソウ 7991106 愛媛県西条市小松町大頭字松縄甲1085番地1 介護予防短期入所生活介護 0898-72-2290 H24/10/01 指定 西条市

3870601154 社会福祉法人同心会 ショートステイついたちの里 ショートステイツイタチノサト 7930027 愛媛県西条市朔日市892番地25 短期入所生活介護 0897-47-5981 H23/05/01 指定 西条市

3870601154 社会福祉法人同心会 ショートステイついたちの里 ショートステイツイタチノサト 7930027 愛媛県西条市朔日市892番地25 介護予防短期入所生活介護 0897-47-5981 H23/05/01 指定 西条市

3870601162 株式会社リビング・サポート研究所 デイサービス　媛達磨 デイサービス　ヒメダルマ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田２４３番地３ 地域密着型通所介護 0898-68-8161 H28/04/01 指定 西条市

3870601162 株式会社リビング・サポート研究所 デイサービス　媛達磨 デイサービス　ヒメダルマ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田２４３番地３ 通所型サービス（独自） 0898-68-8161 H29/06/01 指定 西条市

3870601170 株式会社ほのか介護移送訪問介護 株式会社ほのか介護移送訪問介護 カブシキガイシャホノカカイゴイソウホウモンカイゴ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田１２５８番地８ 訪問介護 0898-68-6655 H23/08/01 指定 西条市

3870601170 株式会社ほのか介護移送訪問介護 株式会社ほのか介護移送訪問介護 カブシキガイシャホノカカイゴイソウホウモンカイゴ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1258番地8 訪問型サービス（独自） 0898-68-6655 H30/08/01 指定 西条市

3870601188 社会福祉法人　亀天会 指定短期入所生活介護事業所　大師苑 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ダイシエン 7930024 愛媛県西条市大師町182番地2 短期入所生活介護 0897-55-2200 H23/07/25 指定 西条市

3870601188 社会福祉法人　亀天会 指定短期入所生活介護事業所　大師苑 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ダイシエン 7930024 愛媛県西条市大師町182番地2 介護予防短期入所生活介護 0897-55-2200 H23/07/25 指定 西条市

3870601204 株式会社絆 ヘルパーステーション　絆 ヘルパーステーション　キズナ 7930052 愛媛県西条市中西404番地1 訪問介護 0897-58-5333 H23/09/01 指定 西条市

3870601204 株式会社絆 ヘルパーステーション　絆 ヘルパーステーション　キズナ 7930052 愛媛県西条市中西404番地1 訪問型サービス（独自） 0897-58-5333 H30/04/01 指定 西条市

3870601212 有限会社武吉 武吉ホームヘルプサービス西条 タケキチホームヘルプサービスサイジョウ 7930030 愛媛県西条市大町1013-5 訪問型サービス（独自） 0897-47-6116 H30/04/01 指定 西条市

3870601238 つばき合同会社 ホームヘルプサービス　椿の里 ホームヘルプサービス　ツバキノサト 7991341 愛媛県西条市壬生川44 訪問介護 0898-64-3450 H23/11/01 指定 西条市

3870601238 つばき合同会社 ホームヘルプサービス　椿の里 ホームヘルプサービス　ツバキノサト 7991341 愛媛県西条市壬生川44 訪問型サービス（独自） 0898-64-3450 H30/04/01 指定 西条市

3870601246 株式会社医方の森 なぎの樹介護サービス ナギノキカイゴサービス 7930030 愛媛県西条市大町1576番地2 訪問介護 0897-55-2821 H23/11/20 指定 西条市

3870601246 株式会社医方の森 なぎの樹介護サービス ナギノキカイゴサービス 7930030 愛媛県西条市大町1576番地2 訪問型サービス（独自） 0897-55-2821 H30/04/01 指定 西条市

3870601253 医療法人弘仁会 ショートステイたらちね ショートステイタラチネ 7991353 愛媛県西条市三津屋南９番１０ 短期入所生活介護 0898-64-2662 H24/01/17 指定 西条市

3870601253 医療法人弘仁会 ショートステイたらちね ショートステイタラチネ 7991353 愛媛県西条市三津屋南９番１０ 介護予防短期入所生活介護 0898-64-2662 H24/01/17 指定 西条市

3870601261 ＮＰＯ法人西条 居宅介護支援事業所　あゆみ キョタクカイゴシエンジギョウショ　アユミ 7991303 愛媛県西条市河原津492番地3 居宅介護支援 0898-55-8765 H25/02/06 指定 西条市

3870601279 医療法人弘仁会 ケアプランセンター共立病院 ケアプランセンターキョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 居宅介護支援 0898-64-2559 H25/05/01 指定 西条市

3870601287 社会福祉法人光明会 せせらぎ短期入所生活介護事業所 セセラギタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ 7930030 愛媛県西条市大町７３６番地１ 短期入所生活介護 0897-52-1000 H25/05/27 指定 西条市

3870601287 社会福祉法人光明会 せせらぎ短期入所生活介護事業所 セセラギタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ 7930030 愛媛県西条市大町７３６番地１ 介護予防短期入所生活介護 0897-52-1000 H25/05/27 指定 西条市

3870601295 有限会社キャンパス スポーツデイ　たんばら スポーツデイ　タンバラ 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺196番地6 通所型サービス（独自） 0898-68-8882 H30/04/01 指定 西条市

3870601303 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター登道 ニチイケアセンターノボリミチ 7930030 愛媛県西条市大町１５７２番２－２ 訪問介護 0897-52-5315 H25/09/01 指定 西条市

3870601303 株式会社ニチイ学館 ニチイケアセンター登道 ニチイケアセンターノボリミチ 7930030 愛媛県西条市大町１５７２番２－２ 訪問型サービス（独自） 0897-52-5315 H30/04/01 指定 西条市

3870601311 有限会社リベット 通所介護事業所　大頭の池さん ツウショカイゴジギョウショ　オオトノイケサン 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲４８８番地１１ 地域密着型通所介護 0898-72-5010 H28/04/01 指定 西条市

3870601311 有限会社リベット 通所介護事業所　大頭の池さん ツウショカイゴジギョウショ　オオトノイケサン 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲４８８番地１１ 通所型サービス（独自） 0898-72-5010 H30/04/01 指定 西条市
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3870601329 株式会社レインボーフラワー デイサービスセンター虹 デイサービスセンターニジ 7991364 愛媛県西条市石田５６４番地５ 地域密着型通所介護 0898-55-8312 H28/04/01 指定 西条市

3870601329 株式会社レインボーフラワー デイサービスセンター虹 デイサービスセンターニジ 7991364 愛媛県西条市石田５６４番地５ 通所型サービス（独自） 0898-55-8312 H30/04/01 指定 西条市

3870601337 えひめ未来農業協同組合 JAえひめ未来デイサービスセンター　みずほの里 ＪＡエヒメミライデイサービスセンター　ミズホノサト 7930061 愛媛県西条市禎瑞1033番地 地域密着型通所介護 0897-56-3100 H28/04/01 指定 西条市

3870601337 えひめ未来農業協同組合 JAえひめ未来デイサービスセンター　みずほの里 ＪＡエヒメミライデイサービスセンター　ミズホノサト 7930061 愛媛県西条市禎瑞1033番地 通所型サービス（独自） 0897-56-3100 H30/04/01 指定 西条市

3870601360 株式会社田中コミュニティプラザ デイサービスセンターわが家 デイサービスセンターワガヤ 7930212 愛媛県西条市黒瀬乙820番地7 地域密着型通所介護 0897-47-8880 H28/04/01 指定 西条市

3870601360 株式会社田中コミュニティプラザ デイサービスセンターわが家 デイサービスセンターワガヤ 7930212 愛媛県西条市黒瀬乙820番地7 通所型サービス（独自） 0897-47-8880 H30/04/01 指定 西条市

3870601386 社会福祉法人　聖風会 特別養護老人ホーム光風館　氷見の丘 トクベツヨウゴロウジンホームコウフウカン　ヒミノオカ 7930073 愛媛県西条市氷見字上寺丙１９５番地 介護老人福祉施設 0897-57-6600 H26/04/01 指定 西条市

3870601394 株式会社リビング・サポート研究所 ヘルパーステーション　媛達磨 ヘルパーステーション　ヒメダルマ 7991354 愛媛県西条市北条1149番地 訪問介護 0898-52-9399 H26/05/01 指定 西条市

3870601394 株式会社リビング・サポート研究所 ヘルパーステーション　媛達磨 ヘルパーステーション　ヒメダルマ 7991352 愛媛県西条市三津屋東49番地 訪問型サービス（独自） 0898-55-8761 H29/06/01 指定 西条市

3870601402 合同会社うぐいす 居宅介護支援事業所うぐいす キョタクカイゴシエンジギョウショウグイス 7930006 愛媛県西条市下島山甲2670番地2 居宅介護支援 0897-47-8002 H26/05/12 指定 西条市

3870601410 株式会社こもれび 指定居宅介護支援事業所こもれび シテイキョタクカイゴシエンジギョウショコモレビ 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲１１８番地２ 居宅介護支援 0898-35-4860 H26/06/04 指定 西条市

3870601428 株式会社こもれび デイサービスこもれび デイサービスコモレビ 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲１１８番地２ 通所介護 0898-35-4811 H26/06/04 指定 西条市

3870601428 株式会社こもれび デイサービスこもれび デイサービスコモレビ 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲１１８番地２ 通所型サービス（独自） 0898-35-4811 H30/04/01 指定 西条市

3870601436 フジケア株式会社 指定居宅介護支援事業所　フジケア シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　フジケア 7930006 愛媛県西条市下島山甲1384番地 居宅介護支援 0897-56-2813 H26/08/24 指定 西条市

3870601444 有限会社あさひ デイサービスたいよう デイサービスタイヨウ 7930042 愛媛県西条市喜多川452番地1 地域密着型通所介護 0897-47-0107 H28/04/01 指定 西条市

3870601444 有限会社あさひ デイサービスたいよう デイサービスタイヨウ 7930042 愛媛県西条市喜多川452番地1 通所型サービス（独自） 0897-47-0107 H30/04/01 指定 西条市

3870601451 株式会社レインボーフラワー フィットネス型デイサービスセンター　煌き フィットネスガタデイサービスセンター　キラメキ 7991353 愛媛県西条市三津屋南7番地7K＆T－Ⅲ　1階 地域密着型通所介護 0898-35-3370 H28/04/01 指定 西条市

3870601451 株式会社レインボーフラワー フィットネス型デイサービスセンター　煌き フィットネスガタデイサービスセンター　キラメキ 7991353 愛媛県西条市三津屋南7番地7K＆T－Ⅲ　1階 通所型サービス（独自） 0898-35-3370 H30/04/01 指定 西条市

3870601469 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条デイサービス事業所 サイセイカイサイジョウデイサービスジギョウショ 7930028 愛媛県西条市新田109番地1 通所介護 0897-55-5130 H27/02/01 指定 西条市

3870601469 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条デイサービス事業所 サイセイカイサイジョウデイサービスジギョウショ 7930028 愛媛県西条市新田109番地1 通所型サービス（独自） 0897-55-5130 H30/04/01 指定 西条市

3870601477 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条特別養護老人ホーム サイセイカイサイジョウトクベツヨウゴロウジンホーム 7930028 愛媛県西条市新田１０９番地１ 介護老人福祉施設 0897-55-5130 H27/02/01 指定 西条市

3870601485 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条短期入所事業所 サイセイカイサイジョウタンキニュウショジギョウショ 7930028 愛媛県西条市新田１０９番地１ 短期入所生活介護 0897-55-5130 H27/02/01 指定 西条市

3870601485 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会西条短期入所事業所 サイセイカイサイジョウタンキニュウショジギョウショ 7930028 愛媛県西条市新田１０９番地１ 介護予防短期入所生活介護 0897-55-5130 H27/02/01 指定 西条市

3870601493 株式会社レインボーフラワー デイサービスセンター　セトウチ デイサービスセンター　セトウチ 7991341 愛媛県西条市壬生川675番地1 通所介護 0898-65-5505 H27/03/02 指定 西条市

3870601493 株式会社レインボーフラワー デイサービスセンター　セトウチ デイサービスセンター　セトウチ 7991341 愛媛県西条市壬生川675番地1 通所型サービス（独自） 0898-65-5505 H30/04/01 指定 西条市

3870601501 ＮＰＯ法人西条 訪問介護ステーション　あゆみ ホウモンカイゴステーション　アユミ 7991303 愛媛県西条市河原津甲492番地3 訪問型サービス（独自） 0898-55-8765 H29/04/01 指定 西条市

3870601519 ＮＰＯ法人西条 デイサービス　あゆみ デイサービス　アユミ 7991303 愛媛県西条市河原津甲４９２番地３ 通所介護 0898-55-8765 H27/04/16 指定 西条市

3870601519 ＮＰＯ法人西条 デイサービス　あゆみ デイサービス　アユミ 7991303 愛媛県西条市河原津甲４９２番地３ 通所型サービス（独自） 0898-55-8765 H29/04/01 指定 西条市

3870601527 医療法人北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1521番地 通所リハビリテーション 0898-72-4184 H27/07/01 指定 西条市

3870601527 医療法人北辰会 西条市民病院 サイジョウシミンビョウイン 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1521番地 介護予防通所リハビリテーション 0898-72-4184 H27/07/01 指定 西条市

3870601535 医療法人伊藤医院 居宅介護支援事業所山びこ キョタクカイゴシエンジギョウショヤマビコ 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段1288番地2 居宅介護支援 0897-52-1108 H28/02/01 休止 西条市

3870601543 医療法人伊藤医院 ホームヘルパーステーション山ぼうし ホームヘルパーステーションヤマボウシ 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段1288番地2 訪問介護 0897-52-1128 H28/02/01 指定 西条市

3870601543 医療法人伊藤医院 ホームヘルパーステーション山ぼうし ホームヘルパーステーションヤマボウシ 7930010 愛媛県西条市飯岡字原之段1288番地2 訪問型サービス（独自） 0897-52-1128 H29/04/01 指定 西条市

3870601550 合同会社介護相談所ひめ 介護相談所ひめ カイゴソウダンショヒメ 7991322 愛媛県西条市国安818 居宅介護支援 0898-66-3107 H28/02/12 指定 西条市

3870601568 株式会社アコンプリシー デイサービスセンター笑歩会　西条神拝 デイサービスセンターショウホカイ　サイジョウカンバイ 7930041 愛媛県西条市神拝甲561番１ 通所介護 0897-55-6003 H28/05/14 指定 西条市

3870601568 株式会社アコンプリシー デイサービスセンター笑歩会　西条神拝 デイサービスセンターショウホカイ　サイジョウカンバイ 7930041 愛媛県西条市神拝甲561番１ 通所型サービス（独自） 0897-55-6003 H29/04/01 指定 西条市

3870601584 株式会社アットハウジング デイサービスきたえるーむ西条南 デイサービスキタエルームサイジョウミナミ 7930030 愛媛県西条市大町1176-1 通所介護 0897-66-7070 H30/01/01 指定 西条市

3870601584 株式会社アットハウジング デイサービス　きたえるーむ西条南 デイサービス　キタエルームサイジョウミナミ 7930030 愛媛県西条市大町1176-1 通所型サービス（独自） 0897-66-7070 H29/04/01 指定 西条市

3870601592 株式会社JOY・ONE　 福祉用具レンタル・販売　Bee フクシヨウグレンタル・ハンバイ　ビー 7991354 愛媛県西条市北条1628番地1 福祉用具貸与 0898-35-5553 H29/03/01 休止 西条市

3870601592 株式会社JOY・ONE　 福祉用具レンタル・販売　Bee フクシヨウグレンタル・ハンバイ　ビー 7991354 愛媛県西条市北条1628番地1 特定福祉用具販売 0898-35-5553 H29/03/01 休止 西条市

3870601592 株式会社JOY・ONE　 福祉用具レンタル・販売　Bee フクシヨウグレンタル・ハンバイ　ビー 7991354 愛媛県西条市北条1628番地1 介護予防福祉用具貸与 0898-35-5553 H29/03/01 休止 西条市

3870601592 株式会社JOY・ONE　 福祉用具レンタル・販売　Bee フクシヨウグレンタル・ハンバイ　ビー 7991354 愛媛県西条市北条1628番地1 特定介護予防福祉用具販売 0898-35-5553 H29/03/01 休止 西条市
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3870601600 株式会社アコンプリシー 居宅介護支援事業所　笑歩会　西条神拝 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ショウホカイ　サイジョウカンバイ 7930041 愛媛県西条市神拝甲561番地1 居宅介護支援 0897-55-6003 H29/03/01 指定 西条市

3870601626 有限会社サン電子 マーカバの輪ヘルパーズ マーカバノワヘルパーズ 7930010 愛媛県西条市飯岡２４３４番地２９ 訪問介護 0897-53-7605 H29/07/01 指定 西条市

3870601626 有限会社サン電子 マーカバの輪ヘルパーズ マーカバノワヘルパーズ 7930010 愛媛県西条市飯岡２４３４番地２９ 訪問型サービス（独自） 0897-53-7605 H29/09/01 指定 西条市

3870601634 有限会社キャンパス 居宅介護支援事業所　さいじょう キョタクカイゴシエンジギョウショ　サイジョウ 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺１９６－６ 居宅介護支援 0898-35-0616 H29/07/01 指定 西条市

3870601659 有限会社ダイヤ住宅販売 レッツ倶楽部西条古川 レッツクラブサイジョウフルカワ 7930044 愛媛県西条市古川字新田甲４１７番地３ 通所介護 0897-66-7211 H30/07/01 指定 西条市

3870601659 有限会社ダイヤ住宅販売 レッツ倶楽部西条古川 レッツクラブサイジョウフルカワ 7930044 愛媛県西条市古川字新田甲４１７番地３ 通所型サービス（独自） 0897-66-7211 H30/07/01 指定 西条市

3870601667 社会福祉法人聖風会 養護老人ホーム　石燧園 ヨウゴロウジンホーム　セキスイエン 7991106 愛媛県西条市小松町大頭甲１１０４番地１ 特定施設入居者生活介護 0898-72-3645 H30/07/01 指定 西条市

3870601675 社会福祉法人亀天会 居宅介護支援事業所　大師苑 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ダイシエン 7930024 愛媛県西条市大師町182番地2 居宅介護支援 0897-55-2200 H30/11/15 指定 西条市

3870601683 株式会社レインボーフラワー 居宅介護支援事業所　虹の花 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ニジノハナ 7991364 愛媛県西条市石田565番地6 居宅介護支援 0898-52-7717 H31/03/01 指定 西条市

3870601691 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社西条営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャサイジョウエイギョウショ 7991353 愛媛県西条市三津屋南3番39ＧＡＺＡ三津屋 福祉用具貸与 0898-55-8137 R01/09/01 指定 西条市

3870601691 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社西条営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャサイジョウエイギョウショ 7991353 愛媛県西条市三津屋南3番39ＧＡＺＡ三津屋 特定福祉用具販売 0898-55-8137 R01/09/01 指定 西条市

3870601691 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社西条営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャサイジョウエイギョウショ 7991353 愛媛県西条市三津屋南3番39ＧＡＺＡ三津屋 介護予防福祉用具貸与 0898-55-8137 R01/09/01 指定 西条市

3870601691 西日本商事株式会社 西日本商事株式会社西条営業所 ニシニホンショウジカブシキカイシャサイジョウエイギョウショ 7991353 愛媛県西条市三津屋南3番39ＧＡＺＡ三津屋 特定介護予防福祉用具販売 0898-55-8137 R01/09/01 指定 西条市

3870601709 合同会社ヒロ 居宅介護支援事業所　ヒロ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒロ 7930073 愛媛県西条市氷見丙237番地2 居宅介護支援 0897-66-7136 R03/01/01 指定 西条市

3870601717 有限会社キャンパス スポーツデイたんばら スポーツデイタンバラ 7910502 愛媛県西条市丹原町願連寺196番地6 通所介護 0898-68-8882 R03/01/01 指定 西条市

3870601725 合同会社えひめ介護 えひめ介護ヘルパーステーション エヒメカイゴヘルパーステーション 7930028 愛媛県西条市新田196番地1 訪問介護 0897-52-0280 R03/04/01 指定 西条市

3870601725 合同会社えひめ介護 えひめ介護ヘルパーステーション エヒメカイゴヘルパーステーション 7930028 愛媛県西条市新田196番地1 訪問型サービス（独自） 0897-52-0280 R03/04/01 指定 西条市

3870601733 合同会社えひめ介護 えひめ介護指定居宅介護支援事業所 エヒメカイゴシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7930028 愛媛県西条市新田196番地1 居宅介護支援 0897-52-0280 R03/04/01 指定 西条市

3871200014 医療法人社団  門の内会 西条市在宅介護支援センターコスモス サイジョウシシザイタクカイゴシエンセンターコスモス 7991371 愛媛県西条市周布３３８番地 居宅介護支援 0898-64-7123 H11/10/20 指定 西条市

3871200022 社会福祉法人  亀天会 西条市在宅介護支援センター亀天荘 サイジョウシザイタクカイゴシエンセンターキテンソウ 7991312 愛媛県西条市大野190番地1 居宅介護支援 0898-66-0100 H11/11/05 指定 西条市

3871200071 社会福祉法人  亀天会 指定短期入所生活介護事業所　亀天荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　キテンソウ 7991312 愛媛県西条市大野１９０番地１ 短期入所生活介護 0898-66-0066 H12/03/17 指定 西条市

3871200071 社会福祉法人  亀天会 指定短期入所生活介護事業所　亀天荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　キテンソウ 7991312 愛媛県西条市大野１９０番地１ 介護予防短期入所生活介護 0898-66-0066 H18/09/01 指定 西条市

3871200089 社会福祉法人  亀天会 デイサービスセンター亀天荘 デイサービスセンターキテンソウ 7991312 愛媛県西条市大野１９０番地１ 通所介護 0898-66-1415 H12/03/17 指定 西条市

3871200089 社会福祉法人  亀天会 デイサービスセンター亀天荘 デイサービスセンターキテンソウ 7991312 愛媛県西条市大野１９０番地１ 通所型サービス（独自） 0898-66-1415 H30/04/01 指定 西条市

3871200105 社会福祉法人  亀天会 亀天荘 キテンソウ 7991312 愛媛県西条市大野１９０番地１ 介護老人福祉施設 0898-66-0066 H12/04/01 指定 西条市

3871200121 株式会社悠遊社 株式会社悠遊社　東予事業所 カブシキガイシャユウユウシャ　トウヨジギョウショ 7991325 愛媛県西条市新市575番地4 訪問介護 0898-76-5113 H14/02/28 指定 西条市

3871200121 株式会社悠遊社 株式会社悠遊社　東予事業所 カブシキガイシャユウユウシャ　トウヨジギョウショ 7991325 愛媛県西条市新市575番地4 訪問型サービス（独自） 0898-76-5113 H30/04/01 指定 西条市

3871200139 株式会社エスエイサービス グループホーム恵須栄 グループホームエスエイ 7991312 愛媛県西条市大野330-1 認知症対応型共同生活介護 0898-66-0898 H18/04/01 指定 西条市

3871200139 株式会社エスエイサービス グループホーム恵須栄 グループホームエスエイ 7991312 愛媛県西条市大野330-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-66-0898 H18/04/01 指定 西条市

3871200154 有限会社ウイズ･ケイ グループホームあんど グループホームアンド 7991323 愛媛県西条市桑村456番地 認知症対応型共同生活介護 0898-76-5511 H18/04/01 指定 西条市

3871200154 有限会社ウイズ･ケイ グループホームあんど グループホームアンド 7991323 愛媛県西条市桑村456番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-76-5511 H18/04/01 指定 西条市

3871200212 社会福祉法人　潤和会 デイサービスセンターなごみ デイサービスセンターナゴミ 7991371 愛媛県西条市周布326番地 通所介護 0898-64-7003 H15/02/18 指定 西条市

3871200212 社会福祉法人　潤和会 デイサービスセンターなごみ デイサービスセンターナゴミ 7991371 愛媛県西条市周布326番地 通所型サービス（独自） 0898-64-7003 H30/04/01 指定 西条市

3871200220 医療法人弘仁会 通所介護センターまほろば ツウショカイゴセンターマホロバ 7991353 愛媛県西条市三津屋南１０番２０ 通所介護 0898-64-6010 H15/02/28 指定 西条市

3871200220 医療法人弘仁会 通所介護センターまほろば ツウショカイゴセンターマホロバ 7991353 愛媛県西条市三津屋南１０番２０ 通所型サービス（独自） 0898-64-6010 H30/04/01 指定 西条市

3871200238 有限会社エンジェル・コール グループホーム水車の家 グループホームスイシャノイエ 7991371 愛媛県西条市周布494番地1 認知症対応型共同生活介護 0898-76-8330 H18/04/01 指定 西条市

3871200238 有限会社エンジェル・コール グループホーム水車の家 グループホームスイシャノイエ 7991371 愛媛県西条市周布494番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-76-8330 H18/04/01 指定 西条市

3871200246 社会福祉法人潤和会 特別養護老人ホームなごみ トクベツヨウゴロウジンホームナゴミ 7991371 愛媛県西条市周布３２６番地 介護老人福祉施設 0898-64-7003 H15/04/01 指定 西条市

3871200253 社会福祉法人潤和会 指定短期入所生活介護事業所なごみ シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショナゴミ 7991371 愛媛県西条市周布３２６番地 短期入所生活介護 0898-64-7003 H15/04/01 指定 西条市

3871200253 社会福祉法人潤和会 指定短期入所生活介護事業所なごみ シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショナゴミ 7991371 愛媛県西条市周布３２６番地 介護予防短期入所生活介護 0898-64-7003 H19/04/01 指定 西条市

3871200261 有限会社　どうぜんサービス 有限会社　どうぜんサービス　 ユウゲンガイシャ　ドウゼンサービス 7991372 愛媛県西条市吉田1199番1 訪問介護 0898-76-2550 H15/05/01 休止 西条市

3871200287 有限会社東豫タクシー 東豫介護サービス トウヨカイゴサービス 7991351 愛媛県西条市三津屋187番地6 訪問介護 0898-64-5828 H15/10/10 指定 西条市
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3871200287 有限会社東豫タクシー 東豫介護サービス トウヨカイゴサービス 7991351 愛媛県西条市三津屋187番地6 訪問型サービス（独自） 0898-64-5828 H30/04/01 指定 西条市

3871200311 医療法人弘仁会 ヘルパーステーションたらちね ヘルパーステーションタラチネ 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 訪問介護 0898-64-2662 H16/03/01 指定 西条市

3871200311 医療法人弘仁会 ヘルパーステーションたらちね ヘルパーステーションタラチネ 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 訪問型サービス（独自） 0898-64-2662 H30/04/01 指定 西条市

3871200329 社会福祉法人  亀天会 グループホーム　鶴翠 グループホーム　カクスイ 7991312 愛媛県西条市大野284番地2 認知症対応型共同生活介護 0898-66-0288 H18/04/01 指定 西条市

3871200329 社会福祉法人  亀天会 グループホーム　鶴翠 グループホーム　カクスイ 7991312 愛媛県西条市大野284番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-66-0288 H18/04/01 指定 西条市

3871200337 社会福祉法人  亀天会 ケアハウス　鶴翠苑 ケアハウス　カクスイエン 7991312 愛媛県西条市大野284番地1 特定施設入居者生活介護 0898-66-0061 H16/08/04 指定 西条市

3871200337 社会福祉法人  亀天会 ケアハウス　鶴翠苑 ケアハウス　カクスイエン 7991312 愛媛県西条市大野284番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 0898-66-0061 H18/07/01 指定 西条市

3871200345 社会福祉法人  亀天会 ヘルパーステーション鶴翠 ヘルパーステーションカクスイ 7991301 愛媛県西条市三芳1535番地1 訪問介護 0898-66-0100 H16/08/04 休止 西条市

3871200345 社会福祉法人  亀天会 ヘルパーステーション鶴翠 ヘルパーステーションカクスイ 7991301 愛媛県西条市三芳1535番地1 訪問型サービス（独自） 0898-66-0100 H30/04/01 指定 西条市

3873100022 医療法人弘仁会 ケアプランセンターあすか ケアプランセンターアスカ 7910505 愛媛県西条市丹原町古田甲１６７番地１ 居宅介護支援 0898-68-3662 H11/10/25 指定 西条市

3873100147 有限会社　近代介護センター 有限会社　近代介護センター ユウゲンガイシャ　キンダイカイゴセンター 7991102 愛媛県西条市小松町南川乙２１番地２２ 福祉用具貸与 0898-72-2169 H15/10/14 指定 西条市

3873100147 有限会社　近代介護センター 有限会社　近代介護センター ユウゲンガイシャ　キンダイカイゴセンター 7991102 愛媛県西条市小松町南川乙２１番地２２ 特定福祉用具販売 0898-72-2169 H18/04/01 指定 西条市

3873100147 有限会社　近代介護センター 有限会社　近代介護センター ユウゲンガイシャ　キンダイカイゴセンター 7991102 愛媛県西条市小松町南川乙２１番地２２ 介護予防福祉用具貸与 0898-72-2169 H18/04/01 指定 西条市

3873100147 有限会社　近代介護センター 有限会社　近代介護センター ユウゲンガイシャ　キンダイカイゴセンター 7991102 愛媛県西条市小松町南川乙２１番地２２ 特定介護予防福祉用具販売 0898-72-2169 H18/04/01 指定 西条市

3873100154 有限会社　弘祐会 グループホームこうゆう庵 グループホームコウユウアン 7910534 愛媛県西条市丹原町寺尾甲31番地9 認知症対応型共同生活介護 0898-76-6106 H18/04/01 指定 西条市

3873100154 有限会社　弘祐会 グループホームこうゆう庵 グループホームコウユウアン 7910534 愛媛県西条市丹原町寺尾甲31番地9 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-76-6106 H18/04/01 指定 西条市

3890600020 社会医療法人社団更生会 デイサービス　Ｓｗｉｎｇ　ゆらり デイサービス　スウィング　ユラリ 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 認知症対応型通所介護 0897-58-2210 H18/09/22 指定 西条市

3890600020 社会医療法人社団更生会 デイサービス　Ｓｗｉｎｇ　ゆらり デイサービス　スウィング　ユラリ 7930030 愛媛県西条市大町７３９番地 介護予防認知症対応型通所介護 0897-58-2210 H20/02/13 指定 西条市

3890600087 株式会社　ジェイコム デイサービス　たんばら デイサービス　タンバラ 7910508 愛媛県西条市丹原町池田1267-1 認知症対応型通所介護 0898-76-2880 H19/11/01 休止 西条市

3890600111 株式会社　ジェイコム 小規模多機能型居宅介護　きざえもん ショウキボタキノウカタキョタクカイゴ　キザエモン 7991354 愛媛県西条市北条２３２番地１ 小規模多機能型居宅介護 0898-65-6662 H20/07/01 指定 西条市

3890600129 医療法人　今井クリニック整形外科 小規模多機能ホーム・トータルケア今井 ショウキボタキノウホーム・トータルケアイマイ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井155番1 小規模多機能型居宅介護 0898-68-8588 H21/05/01 指定 西条市

3890600129 医療法人　今井クリニック整形外科 小規模多機能ホーム・トータルケア今井 ショウキボタキノウホーム・トータルケアイマイ 7910503 愛媛県西条市丹原町今井155番1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-68-8588 H21/05/01 指定 西条市

3890600137 株式会社　ケアフル デイサービス陽だまり デイサービスヒダマリ 7930010 愛媛県西条市飯岡4078番地5 認知症対応型通所介護 0897-47-5633 H21/11/01 指定 西条市

3890600137 株式会社　ケアフル デイサービス陽だまり デイサービスヒダマリ 7930010 愛媛県西条市飯岡4078番地5 介護予防認知症対応型通所介護 0897-47-5633 H21/11/01 指定 西条市

3890600145 株式会社ジェイコム グループホーム小松の里 グループホームコマツノサト 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1番地1 認知症対応型共同生活介護 0898-76-3838 H22/04/01 指定 西条市

3890600145 株式会社ジェイコム グループホーム小松の里 グループホームコマツノサト 7991104 愛媛県西条市小松町妙口甲1番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-76-3838 H22/04/01 指定 西条市

3890600152 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホーム　みんなの家　行って民家 ショウキボタキノウホーム　ミンナノイエ　イッテミンカ 7991325 愛媛県西条市新市５８０番地 小規模多機能型居宅介護 0898-75-4444 H22/06/02 指定 西条市

3890600152 株式会社　悠遊社 小規模多機能ホーム　みんなの家　行って民家 ショウキボタキノウホーム　ミンナノイエ　イッテミンカ 7991325 愛媛県西条市新市５８０番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-75-4444 H23/06/01 指定 西条市

3890600160 ＮＰＯ法人西条 あゆみ アユミ 7991303 愛媛県西条市河原津甲５０３番地１ 小規模多機能型居宅介護 0898-66-4630 H22/12/01 指定 西条市

3890600160 ＮＰＯ法人西条 あゆみ アユミ 7991303 愛媛県西条市河原津甲５０３番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-66-4630 H22/12/01 指定 西条市

3890600178 特定非営利活動法人ひので 小規模多機能型居宅介護事業所　ひので ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ヒノデ 7930021 愛媛県西条市神拝乙３５番地５ 小規模多機能型居宅介護 0897-53-1219 H22/12/01 指定 西条市

3890600186 社会福祉法人　光明会 特別養護老人ホーム　せせらぎ トクベツヨウゴロウジンホーム　セセラギ 7930030 愛媛県西条市大町736-1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-52-1000 H23/04/01 指定 西条市

3890600194 社会福祉法人  同心会 特別養護老人ホームついたちの里 トクベツヨウゴロウジンホームツイタチノサト 7930027 愛媛県西条市朔日市892番地25 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-47-5981 H23/04/01 指定 西条市

3890600210 社会福祉法人  亀天会 特別養護老人ホーム　大師苑 トクベツヨウゴロウジンホーム　ダイシエン 7930024 愛媛県西条市大師町182番地2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0897-55-2200 H23/07/25 指定 西条市

3890600228 セントケア四国株式会社 セントケア西条朔日市 セントケアサイジョウツイタチ 7930027 愛媛県西条市朔日市78番地7 小規模多機能型居宅介護 0897-52-5331 H23/10/01 指定 西条市

3890600236 社会福祉法人  亀天会 小規模多機能型居宅介護　芳苑 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　ホウエン 7991301 愛媛県西条市三芳1254番地1 小規模多機能型居宅介護 0898-76-5560 H23/12/14 指定 西条市

3890600236 社会福祉法人  亀天会 小規模多機能型居宅介護　芳苑 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　ホウエン 7991301 愛媛県西条市三芳1254番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0898-76-5560 H23/12/14 指定 西条市

3890600244 株式会社　エスエイサービス デイサービス　恵須栄 デイサービス　エスエイ 7991312 愛媛県西条市大野330番地1 認知症対応型通所介護 0898-66-0898 H24/12/07 指定 西条市

3890600244 株式会社　エスエイサービス デイサービス　恵須栄 デイサービス　エスエイ 7991312 愛媛県西条市大野330番地1 介護予防認知症対応型通所介護 0898-66-0898 H24/12/07 指定 西条市

3890600251 有限会社　エンジェル・コール グループホーム　緑の家 グループホーム　ミドリノイエ 7930010 愛媛県西条市飯岡1896番地 認知症対応型共同生活介護 0897-52-1160 H26/02/20 指定 西条市

3890600251 有限会社　エンジェル・コール グループホーム　緑の家 グループホーム　ミドリノイエ 7930010 愛媛県西条市飯岡1896番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-52-1160 H26/02/20 指定 西条市

3890600269 社会医療法人社団更生会 複合型サービス事業所　仲まち フクゴウガタサービスジギョウショ　ナカマチ 7930030 愛媛県西条市大町303番地1 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 0897-56-2361 H26/12/19 指定 西条市
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3890600277 エンジョイライフ株式会社 エンジョイライフ玉之江 エンジョイライフタマノエ 7991363 愛媛県西条市玉之江317番地 小規模多機能型居宅介護 0898-55-8111 H27/01/23 指定 西条市

3890600285 社会福祉法人亀天会 小規模多機能型居宅介護　大師苑 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　ダイシエン 7930024 愛媛県西条市大師町182番地2 小規模多機能型居宅介護 0897-55-2200 H27/12/01 指定 西条市

3890600285 社会福祉法人亀天会 小規模多機能型居宅介護　大師苑 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　ダイシエン 7930024 愛媛県西条市大師町182番地2 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-55-2200 H27/12/01 指定 西条市

3890600293 株式会社　ファーストページ 小規模多機能ホーム　ケアたまご ショウキボタキノウホーム　ケアタマゴ 7930061 愛媛県西条市禎瑞字加茂参番884-2 小規模多機能型居宅介護 0897-56-3738 H28/02/01 指定 西条市

3890600293 株式会社　ファーストページ 小規模多機能ホーム　ケアたまご ショウキボタキノウホーム　ケアタマゴ 7930061 愛媛県西条市禎瑞字加茂参番884-2 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-56-3738 H28/02/01 休止 西条市

3890600301 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来小規模多機能型居宅介護事業所　武丈の里 ジェイエイエヒメミライショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ブジョウノサト 7930030 愛媛県西条市大町980番地4 小規模多機能型居宅介護 0897-55-2101 H28/07/01 指定 西条市

3890600301 えひめ未来農業協同組合 ＪＡえひめ未来小規模多機能型居宅介護事業所　武丈の里 ジェイエイエヒメミライショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ブジョウノサト 7930030 愛媛県西条市大町980番地4 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-55-2101 H28/07/01 指定 西条市

3890600327 医療法人　弘仁会 グループホームあかね グループホームアカネ 7991354 愛媛県西条市北条858番1 認知症対応型共同生活介護 0898-64-2566 H29/04/01 指定 西条市

3890600327 医療法人　弘仁会 グループホームあかね グループホームアカネ 7991354 愛媛県西条市北条858番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-64-2566 H29/04/01 指定 西条市

3890600335 株式会社　ラ・マル デイサービスセンター　空 デイサービスセンター　クウ 7991301 愛媛県西条市三芳1047番1 地域密着型通所介護 0898-55-8381 H29/04/01 指定 西条市

3890600343 社会福祉法人　亀天会 グループホーム竹梅小路 グループホームタケウメコウジ 7930022 愛媛県西条市本町48番 認知症対応型共同生活介護 0897-58-5252 H29/06/01 指定 西条市

3890600343 社会福祉法人　亀天会 グループホーム竹梅小路 グループホームタケウメコウジ 7930022 愛媛県西条市本町48番 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-58-5252 H29/06/01 指定 西条市

3890600350 株式会社ＳＳＡ ロコトレルーム壬生川 ロコトレルームニュウガワ 7991341 愛媛県西条市壬生川114 地域密着型通所介護 0898-52-8060 H29/07/01 指定 西条市

3890600368 株式会社ココロココ ココロココ24西条 ココロココニジュウヨンサイジョウ 7930027 愛媛県西条市朔日市804番地3ココロココ西条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0897-66-8688 H30/10/01 指定 西条市

3890600376 有限会社あさひ グループホームたまつ グループホームタマツ 7930006 愛媛県西条市下島山甲2055番52 認知症対応型共同生活介護 0897-66-8058 R02/04/01 指定 西条市

3890600376 有限会社あさひ グループホームたまつ グループホームタマツ 7930006 愛媛県西条市下島山甲2055番52 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-66-8058 R02/04/01 指定 西条市

3890600384 医療法人　弘仁会 グループホームちとせ グループホームチトセ 7991353 愛媛県西条市三津屋南8番24 認知症対応型共同生活介護 0898-64-2233 R02/06/18 指定 西条市

3890600384 医療法人　弘仁会 グループホームちとせ グループホームチトセ 7991353 愛媛県西条市三津屋南8番24 介護予防認知症対応型共同生活介護 0898-64-2233 R02/06/18 指定 西条市

3890600392 株式会社　悠遊社 グループホームくれない グループホームクレナイ 7930043 愛媛県西条市樋之口380番地の1 認知症対応型共同生活介護 0897-56-5025 R03/04/01 指定 西条市

3890600392 株式会社　悠遊社 グループホームくれない グループホームクレナイ 7930043 愛媛県西条市樋之口380番地の1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-56-5025 R03/04/01 指定 西条市

38A0600019 株式会社　ラ・マル デイサービスセンター　空 デイサービスセンター　クウ 7991301 愛媛県西条市三芳1047番1 通所型サービス（独自） 0898-55-8381 H29/04/01 指定 西条市

38A0600027 株式会社ＳＳＡ ロコトレルーム壬生川 ロコトレルームニュウガワ 7991341 愛媛県西条市壬生川114 通所型サービス（独自） 0898-52-8060 H29/07/01 指定 西条市

38B0600017 医療法人弘仁会 介護医療院共立病院 カイゴイリョウインキョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 通所リハビリテーション 0898-64-2662 R02/04/01 指定 西条市

38B0600017 医療法人弘仁会 介護医療院共立病院 カイゴイリョウインキョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 短期入所療養介護 0898-64-2662 R02/04/01 指定 西条市

38B0600017 医療法人弘仁会 介護医療院共立病院 カイゴイリョウインキョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 介護医療院 0898-64-2662 R02/04/01 指定 西条市

38B0600017 医療法人弘仁会 介護医療院共立病院 カイゴイリョウインキョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 介護予防通所リハビリテーション 0898-64-2662 R02/04/01 指定 西条市

38B0600017 医療法人弘仁会 介護医療院共立病院 カイゴイリョウインキョウリツビョウイン 7991353 愛媛県西条市三津屋南9番10 介護予防短期入所療養介護 0898-64-2662 R02/04/01 指定 西条市

3800700019 大洲市 大洲市地域包括支援センター オオズシチイキホウカツシエンセンター 7958601 愛媛県大洲市大洲６９０－１ 介護予防支援 0893-24-2111 H19/04/01 指定 大洲市

3800700019 大洲市 大洲市地域包括支援センター オオズシチイキホウカツシエンセンター 7958601 愛媛県大洲市大洲６９０－１ 介護予防ケアマネジメント 0893-24-2111 H27/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 通所リハビリテーション 0893-24-6800 H21/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 介護予防訪問看護 0893-24-6800 H18/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-6800 H18/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-6800 H18/04/01 指定 大洲市

3810710040 ＊ 大野内科 オオノナイカ 7950012 愛媛県大洲市大洲６６５番地７ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-6800 H21/04/01 指定 大洲市

3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 訪問看護 0893-24-2138 H12/04/01 指定 大洲市

3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 訪問リハビリテーション 0893-24-2138 H12/04/01 指定 大洲市

3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 居宅療養管理指導 0893-24-2138 H12/04/01 指定 大洲市

3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 通所リハビリテーション 0893-24-2138 H21/04/01 指定 大洲市

3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 介護予防訪問看護 0893-24-2138 H18/04/01 指定 大洲市
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3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-2138 H18/04/01 指定 大洲市

3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-2138 H18/04/01 指定 大洲市

3810710065 医療法人  静心会 医療法人静心会平成病院 イリョウホウジンセイシンカイヘイセイビョウイン 7950011 愛媛県大洲市柚木８１１番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-2138 H21/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 通所リハビリテーション 0893-24-3752 H21/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-3752 H18/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-3752 H18/04/01 指定 大洲市

3810710131 ＊ 岡本耳鼻咽喉科気管食道科医院 オカモトジビインコウカキカンショクドウカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-3752 H21/04/01 指定 大洲市

3810710149 医療法人  神南会 久保内科循環器科 クボナイカジュンカンキカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１８ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810710149 医療法人  神南会 久保内科循環器科 クボナイカジュンカンキカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3810710149 医療法人  神南会 久保内科循環器科 クボナイカジュンカンキカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810710149 医療法人  神南会 久保内科循環器科 クボナイカジュンカンキカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１８ 介護予防訪問看護 0893-25-0158 H18/04/01 指定 大洲市

3810710149 医療法人  神南会 久保内科循環器科 クボナイカジュンカンキカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１８ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-0158 H18/04/01 指定 大洲市

3810710149 医療法人  神南会 久保内科循環器科 クボナイカジュンカンキカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１８ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-0158 H18/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 通所リハビリテーション 0893-26-1131 H21/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 介護予防訪問看護 0893-26-1131 H18/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-26-1131 H18/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-26-1131 H18/04/01 指定 大洲市

3810710164 ＊ 大久保内科クリニック オオクボナイカクリニック 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲２１１番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-26-1131 H21/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 通所リハビリテーション 0893-24-2024 H21/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 居宅介護支援 0893-24-2024 H12/01/05 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 介護予防訪問看護 0893-24-2024 H18/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-2024 H18/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-2024 H18/04/01 指定 大洲市

3810710206 医療法人浦岡医院 浦岡医院 ウラオカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲８７７ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-2024 H21/04/01 指定 大洲市

3810710321 医療法人　平田胃腸科肛門科 平田胃腸科肛門科 ヒラタイチョウカコウモンカ 7950052 愛媛県大洲市若宮６７２番地５ 訪問看護 0893-24-1200 H13/02/01 指定 大洲市

3810710321 医療法人　平田胃腸科肛門科 平田胃腸科肛門科 ヒラタイチョウカコウモンカ 7950052 愛媛県大洲市若宮６７２番地５ 通所リハビリテーション 0893-24-1200 H21/04/01 指定 大洲市

3810710321 医療法人　平田胃腸科肛門科 平田胃腸科肛門科 ヒラタイチョウカコウモンカ 7950052 愛媛県大洲市若宮６７２番地５ 介護予防訪問看護 0893-24-1200 H18/04/01 指定 大洲市

3810710321 医療法人　平田胃腸科肛門科 平田胃腸科肛門科 ヒラタイチョウカコウモンカ 7950052 愛媛県大洲市若宮６７２番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-1200 H21/04/01 指定 大洲市

3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 訪問看護 0893-25-2333 H13/11/01 指定 大洲市

3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 訪問リハビリテーション 0893-25-2333 H13/11/01 指定 大洲市

3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 居宅療養管理指導 0893-25-2333 H13/11/01 指定 大洲市

3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 通所リハビリテーション 0893-25-2333 H21/04/01 指定 大洲市
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3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 介護予防訪問看護 0893-25-2333 H18/04/01 指定 大洲市

3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-2333 H18/04/01 指定 大洲市

3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-2333 H18/04/01 指定 大洲市

3810710354 医療法人　啓樹会 みやうち医院 ミヤウチイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森字城２２１７－１１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-2333 H21/04/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 訪問看護 0893-26-0103 H15/05/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 訪問リハビリテーション 0893-26-0103 H15/05/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 居宅療養管理指導 0893-26-0103 H15/05/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 通所リハビリテーション 0893-26-0103 H21/04/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 介護予防訪問看護 0893-26-0103 H18/04/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-26-0103 H18/04/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-26-0103 H18/04/01 指定 大洲市

3810710370 医療法人菊原医院 菊原医院 キクハライイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲９７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-26-0103 H21/04/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 訪問看護 0893-25-6212 H16/12/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 訪問リハビリテーション 0893-25-6212 H16/12/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 居宅療養管理指導 0893-25-6212 H16/12/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 通所リハビリテーション 0893-25-6212 H21/04/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 介護予防訪問看護 0893-25-6212 H18/04/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-6212 H18/04/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-6212 H18/04/01 指定 大洲市

3810710396 医療法人　井関クリニック 井関クリニック イセキクリニック 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲306番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-6212 H21/04/01 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 訪問看護 0893-24-2151 H17/01/11 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 訪問リハビリテーション 0893-24-2151 H17/01/11 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 居宅療養管理指導 0893-24-2151 H17/01/11 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 通所リハビリテーション 0893-24-2151 H21/04/01 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 介護予防訪問看護 0893-24-2151 H18/04/01 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-2151 H18/04/01 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-2151 H18/04/01 指定 大洲市

3810710404 大洲市長 市立大洲病院 シリツオオズビョウイン 7958501 愛媛県大洲市西大洲字ヤスバ甲570番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-2151 H21/04/01 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 訪問看護 0893-57-0300 H17/01/11 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 訪問リハビリテーション 0893-57-0300 H17/01/11 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 居宅療養管理指導 0893-57-0300 H17/01/11 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 通所リハビリテーション 0893-57-0300 H21/04/01 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 介護予防訪問看護 0893-57-0300 H18/04/01 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-57-0300 H18/04/01 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-0300 H18/04/01 指定 大洲市

3810710420 大洲市長 大洲市豊茂診療所 オオズシトヨシゲシンリョウジョ 7993461 愛媛県大洲市豊茂甲536番地の1 介護予防通所リハビリテーション 0893-57-0300 H21/04/01 指定 大洲市

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 訪問看護 0893-53-0407 H17/01/11 指定 大洲市

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 訪問リハビリテーション 0893-53-0407 H17/01/11 指定 大洲市

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 居宅療養管理指導 0893-53-0407 H17/01/11 指定 大洲市

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 通所リハビリテーション 0893-53-0407 H21/04/01 指定 大洲市

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 介護予防訪問看護 0893-53-0407 H18/04/01 指定 大洲市

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-53-0407 H18/04/01 指定 大洲市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-53-0407 H18/04/01 指定 大洲市

3810710438 大洲市長 大洲市出海診療所 オオズシデウミシンリョウジョ 7993455 愛媛県大洲市長浜町出海甲1282番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-53-0407 H21/04/01 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 訪問看護 0893-53-0101 H17/01/11 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 訪問リハビリテーション 0893-53-0101 H17/01/11 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 居宅療養管理指導 0893-53-0101 H17/01/11 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 通所リハビリテーション 0893-53-0101 H21/04/01 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 介護予防訪問看護 0893-53-0101 H18/04/01 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 介護予防訪問リハビリテーション 0893-53-0101 H18/04/01 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 介護予防居宅療養管理指導 0893-53-0101 H18/04/01 指定 大洲市

3810710446 大洲市長 大洲市櫛生診療所 オオズシクシュウシンリョウジョ 7993452 愛媛県大洲市長浜町櫛生甲196番地の3 介護予防通所リハビリテーション 0893-53-0101 H21/04/01 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 訪問看護 0893-52-2900 H17/01/11 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 訪問リハビリテーション 0893-52-2900 H17/01/11 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 居宅療養管理指導 0893-52-2900 H17/01/11 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 通所リハビリテーション 0893-52-2900 H21/04/01 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 介護予防訪問看護 0893-52-2900 H18/04/01 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 介護予防訪問リハビリテーション 0893-52-2900 H18/04/01 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 介護予防居宅療養管理指導 0893-52-2900 H18/04/01 指定 大洲市

3810710453 大洲市長 大洲市国民健康保険青島診療所 オオズシコクミンケンコウホケンアオシマシンリョウジョ 7993470 愛媛県大洲市長浜町青島78番地の6 介護予防通所リハビリテーション 0893-52-2900 H21/04/01 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 訪問看護 0893-39-2010 H17/01/11 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 訪問リハビリテーション 0893-39-2010 H17/01/11 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 居宅療養管理指導 0893-39-2010 H17/01/11 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 通所リハビリテーション 0893-39-2010 H21/04/01 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 介護予防訪問看護 0893-39-2010 H18/04/01 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-39-2010 H18/04/01 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-39-2010 H18/04/01 指定 大洲市

3810710461 大洲市長 大洲市国民健康保険河辺診療所 オオズシコクミンケンコウホケンカワベシンリョウジョ 7971601 愛媛県喜多郡河辺町植松428番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-39-2010 H21/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 訪問看護 0893-24-3306 H17/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 訪問リハビリテーション 0893-24-3306 H17/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 居宅療養管理指導 0893-24-3306 H17/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 通所リハビリテーション 0893-24-3306 H21/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 介護予防訪問看護 0893-24-3306 H18/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-3306 H18/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-3306 H18/04/01 指定 大洲市

3810710487 てらおか内科クリニック てらおか内科クリニック テラオカナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮４９７番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-3306 H21/04/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 訪問看護 0893-23-0510 H18/05/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 訪問リハビリテーション 0893-23-0510 H18/05/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 居宅療養管理指導 0893-23-0510 H18/05/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 通所リハビリテーション 0893-23-0510 H21/04/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 介護予防訪問看護 0893-23-0510 H18/05/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-23-0510 H18/05/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-0510 H18/05/01 指定 大洲市

3810710503 医療法人ごとう小児科 ごとう小児科 ゴトウショウニカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４－２ 介護予防通所リハビリテーション 0893-23-0510 H21/04/01 指定 大洲市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 訪問看護 0893-59-4750 H19/06/01 指定 大洲市

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 訪問リハビリテーション 0893-59-4750 H19/06/01 指定 大洲市

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 居宅療養管理指導 0893-59-4750 H19/06/01 指定 大洲市

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 通所リハビリテーション 0893-59-4750 H21/04/01 指定 大洲市

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 介護予防訪問看護 0893-59-4750 H19/06/01 指定 大洲市

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 介護予防訪問リハビリテーション 0893-59-4750 H19/06/01 指定 大洲市

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-4750 H19/06/01 指定 大洲市

3810710529 医療法人　中川クリニック 東若宮中川脳神経外科クリニック ヒガシワカミヤナカガワノウシンケイゲカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮8番地7 介護予防通所リハビリテーション 0893-59-4750 H21/04/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 訪問看護 0893-59-0911 H20/02/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 訪問リハビリテーション 0893-59-0911 H20/02/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 居宅療養管理指導 0893-59-0911 H20/02/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 通所リハビリテーション 0893-59-0911 H21/04/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 介護予防訪問看護 0893-59-0911 H20/02/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-59-0911 H20/02/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-0911 H20/02/01 指定 大洲市

3810710545 * べっく医院 ベックイイン 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3220番地1 介護予防通所リハビリテーション 0893-59-0911 H21/04/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 訪問看護 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 訪問リハビリテーション 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 居宅療養管理指導 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 通所リハビリテーション 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 介護予防訪問看護 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 介護予防居宅療養管理指導 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710552 ＊ こじま内科 コジマナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-1 介護予防通所リハビリテーション 0893-50-8881 H21/06/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 訪問看護 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 訪問リハビリテーション 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 居宅療養管理指導 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 通所リハビリテーション 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 介護予防訪問看護 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710578 医療法人　よしもとレディースクリニック よしもとレディースクリニック ヨシモトレディースクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１４番地１４ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-7780 H22/02/01 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 訪問看護 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 訪問リハビリテーション 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 居宅療養管理指導 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 通所リハビリテーション 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 介護予防訪問看護 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 介護予防訪問リハビリテーション 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 介護予防居宅療養管理指導 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710594 ＊ 三瀬医院 ミセイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲113 介護予防通所リハビリテーション 0893-26-0003 H22/04/15 指定 大洲市

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 訪問看護 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 訪問リハビリテーション 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 居宅療養管理指導 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 通所リハビリテーション 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 介護予防訪問看護 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市

3810710610 医療法人　大洲ななほしクリニック 大洲ななほしクリニック オオズナナホシクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮１６番２ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-7710 H23/06/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 訪問看護 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 訪問リハビリテーション 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 居宅療養管理指導 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 通所リハビリテーション 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 介護予防訪問看護 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710628 一般社団法人  喜多医師会 大洲喜多休日夜間急患センター オオズキタキュウジツヤカンキュウカンセンター 7950064 愛媛県大洲市東大洲８８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-23-1156 H23/12/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 訪問看護 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 訪問リハビリテーション 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 居宅療養管理指導 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 通所リハビリテーション 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 介護予防訪問看護 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710636 医療法人　緑風会 医療法人　緑風会　神南診療所 イリョウホウジン　リョクフウカイ　ジンナンシンリョウジョ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙１１８６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-7720 H24/06/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 訪問看護 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 訪問リハビリテーション 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 居宅療養管理指導 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 通所リハビリテーション 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 介護予防訪問看護 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710644 ＊ おち内科クリニック オチナイカクリニック 7950052 愛媛県大洲市若宮985-1 介護予防通所リハビリテーション 0893-59-0707 H28/02/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 訪問看護 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 訪問リハビリテーション 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 居宅療養管理指導 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 通所リハビリテーション 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 介護予防訪問看護 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710651 医療法人　良知会 かめおか内科 カメオカナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲987番地1 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-1819 H29/01/01 指定 大洲市

3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 訪問看護 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市

3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 訪問リハビリテーション 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市

3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 居宅療養管理指導 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市

3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 通所リハビリテーション 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市
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3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 介護予防訪問看護 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市

3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市

3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市

3810710677 医療法人緑風会 鹿野川診療所 カノガワシンリョウショ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７７番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-34-3107 H30/03/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 訪問看護 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 訪問リハビリテーション 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 居宅療養管理指導 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 通所リハビリテーション 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 介護予防訪問看護 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 介護予防訪問リハビリテーション 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 介護予防居宅療養管理指導 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710685 石川　和郎 石川内科 イシカワナイカ 7950052 愛媛県大洲市若宮483コスモポリタン中野２階 介護予防通所リハビリテーション 089-359-0340 H30/07/01 指定 大洲市

3810710693 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会病院 キタイシカイビョウイン 7958505 愛媛県大洲市東大洲１５６３番地１ 訪問看護 H30/07/15 指定 大洲市

3810710693 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会病院 キタイシカイビョウイン 7958505 愛媛県大洲市東大洲１５６３番地１ 居宅療養管理指導 H30/07/15 指定 大洲市

3810710693 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会病院 キタイシカイビョウイン 7958505 愛媛県大洲市東大洲１５６３番地１ 通所リハビリテーション 0893-25-0535 H30/07/15 指定 大洲市

3810710693 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会病院 キタイシカイビョウイン 7958505 愛媛県大洲市東大洲１５６３番地１ 介護予防訪問看護 0893-25-0535 H30/07/15 指定 大洲市

3810710693 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会病院 キタイシカイビョウイン 7958505 愛媛県大洲市東大洲１５６３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-0535 H30/07/15 指定 大洲市

3810710693 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会病院 キタイシカイビョウイン 7958505 愛媛県大洲市東大洲１５６３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-0535 H30/07/15 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 訪問看護 H30/12/01 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 訪問リハビリテーション H30/12/01 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 居宅療養管理指導 H30/12/01 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 通所リハビリテーション 0893-52-2883 H30/12/01 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 介護予防訪問看護 0893-52-2883 H30/12/01 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-52-2883 H30/12/01 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 介護予防居宅療養管理指導 0893-52-2883 H30/12/01 指定 大洲市

3810710701 ＊ 清水医院 シミズイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２６８ 介護予防通所リハビリテーション 0893-52-2883 H30/12/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 訪問看護 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 訪問リハビリテーション 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 居宅療養管理指導 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 通所リハビリテーション 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 介護予防訪問看護 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 介護予防訪問リハビリテーション 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710719 ＊ おおくぼこどもクリニック オオクボコドモクリニック 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-8 介護予防通所リハビリテーション 0893-57-9366 R02/05/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 訪問看護 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 訪問リハビリテーション 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 居宅療養管理指導 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 通所リハビリテーション 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 介護予防訪問看護 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市

3810710727 医療法人永青会 こころのクリニック永松心療内科 ココロノクリニックナガマツシンリョウナイカ 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番1 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-2424 R02/06/01 指定 大洲市
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3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 通所リハビリテーション 0893-23-5767 H21/04/01 指定 大洲市

3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 介護予防訪問看護 0893-23-5767 H18/04/01 指定 大洲市

3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-23-5767 H18/04/01 指定 大洲市

3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-5767 H18/04/01 指定 大洲市

3810720635 石村  啓輔 石村整形外科医院 イシムラセイケイゲカイイン 7950052 愛媛県大洲市若宮９５５－１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-23-5767 H21/04/01 指定 大洲市

3810720692 ＊ 村上内科医院 ムラカミナイカイイン 7950001 愛媛県大洲市北只１６８番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810720692 ＊ 村上内科医院 ムラカミナイカイイン 7950001 愛媛県大洲市北只１６８番地 通所リハビリテーション 0893-23-3500 H21/04/01 指定 大洲市

3810720692 ＊ 村上内科医院 ムラカミナイカイイン 7950001 愛媛県大洲市北只１６８番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-3500 H18/04/01 指定 大洲市

3810720692 ＊ 村上内科医院 ムラカミナイカイイン 7950001 愛媛県大洲市北只１６８番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-23-3500 H21/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 訪問リハビリテーション 0893-24-4661 H12/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 通所リハビリテーション 0893-24-4551 H21/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 介護予防訪問看護 0893-24-4551 H18/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-4661 H18/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-4551 H18/04/01 指定 大洲市

3810728117 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院 オオズチュウオウビョウイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲５番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-4551 H21/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 通所リハビリテーション 0893-25-2022 H21/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 大洲市

3810728141 医療法人  恕風会 大洲記念病院 オオズキネンビョウイン 7950061 愛媛県大洲市徳森１５１２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-2022 H21/04/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 訪問看護 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 訪問リハビリテーション 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 居宅療養管理指導 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 通所リハビリテーション 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 介護予防訪問看護 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3810728158 医療法人社団池田医院 池田医院 イケダイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４番地１１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-3100 H21/12/01 指定 大洲市

3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６ 訪問看護 H12/04/01 指定 大洲市

3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 大洲市

3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 通所リハビリテーション 0893-52-0275 H26/04/01 指定 大洲市

3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６ 介護予防訪問看護 0893-52-0275 H18/04/01 指定 大洲市

3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-52-0275 H18/04/01 指定 大洲市
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3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６ 介護予防居宅療養管理指導 0893-52-0275 H18/04/01 指定 大洲市

3813628124 医療法人  肱嵐会 医療法人肱嵐会石村病院 イリョウホウジンコウランカイイシムラビョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-52-0275 H25/04/01 指定 大洲市

3830730226 ＊ 中川歯科 ナカガワシカ 7950054 愛媛県大洲市中村５４５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730226 ＊ 中川歯科 ナカガワシカ 7950054 愛媛県大洲市中村５４５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-6300 H18/04/01 指定 大洲市

3830730275 ＊ 久保歯科 クボシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８５３－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730275 ＊ 久保歯科 クボシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８５３－３ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-2262 H18/04/01 指定 大洲市

3830730309 ＊ 上田歯科クリニック ウエダシカクリニック 7950012 愛媛県大洲市大洲字三ノ丸８４２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730309 ＊ 上田歯科クリニック ウエダシカクリニック 7950012 愛媛県大洲市大洲字三ノ丸８４２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-7555 H18/04/01 指定 大洲市

3830730325 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7950000 愛媛県大洲市柚ノ木３５８－４８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730325 ＊ 山崎歯科医院 ヤマザキシカイイン 7950000 愛媛県大洲市柚ノ木３５８－４８ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-5478 H18/04/01 指定 大洲市

3830730341 ＊ かげうら歯科医院 カゲウラシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲大洲７２０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730341 ＊ かげうら歯科医院 カゲウラシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲大洲７２０ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-3377 H18/04/01 指定 大洲市

3830730366 ＊ 玉井歯科医院 タマイシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲６５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730366 ＊ 玉井歯科医院 タマイシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲６５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-2224 H18/04/01 指定 大洲市

3830730382 ＊ 関歯科医院 セキシカイイン 7950022 愛媛県大洲市平野町平地１８－第１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730382 ＊ 関歯科医院 セキシカイイン 7950022 愛媛県大洲市平野町平地１８－第１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-7707 H18/04/01 指定 大洲市

3830730416 ＊ 今井歯科医院 イマイシカイイン 7950072 愛媛県大洲市新谷甲１９１番 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730416 ＊ 今井歯科医院 イマイシカイイン 7950072 愛媛県大洲市新谷甲１９１番 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-3711 H18/04/01 指定 大洲市

3830730432 ＊ 尾崎歯科 オザキシカ 7950052 愛媛県大洲市若宮４７１番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3830730432 ＊ 尾崎歯科 オザキシカ 7950052 愛媛県大洲市若宮４７１番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-3033 H18/04/01 指定 大洲市

3830730465 * てらさか歯科医院 テラサカシカイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲405番地3 訪問看護 0893-59-3511 H18/06/01 指定 大洲市

3830730465 * てらさか歯科医院 テラサカシカイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲405番地3 訪問リハビリテーション 0893-59-3511 H18/06/01 指定 大洲市

3830730465 * てらさか歯科医院 テラサカシカイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲405番地3 居宅療養管理指導 0893-59-3511 H18/06/01 指定 大洲市

3830730465 * てらさか歯科医院 テラサカシカイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲405番地3 介護予防訪問看護 0893-59-3511 H18/06/01 指定 大洲市

3830730465 * てらさか歯科医院 テラサカシカイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲405番地3 介護予防訪問リハビリテーション 0893-59-3511 H18/06/01 指定 大洲市

3830730465 * てらさか歯科医院 テラサカシカイイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲405番地3 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-3511 H18/06/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 訪問看護 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 訪問リハビリテーション 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 居宅療養管理指導 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 通所リハビリテーション 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 介護予防訪問看護 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 介護予防居宅療養管理指導 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730499 ＊ ふじもと歯科医院 フジモトシカイイン 7950041 愛媛県大洲市八多喜町甲140-1 介護予防通所リハビリテーション 0893-26-0678 H21/09/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 訪問看護 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 訪問リハビリテーション 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 居宅療養管理指導 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 通所リハビリテーション 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 介護予防訪問看護 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 介護予防居宅療養管理指導 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市

3830730515 * 二宮歯科クリニック ニノミヤシカクリニック 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６５ 介護予防通所リハビリテーション 0893-52-0855 H23/04/01 指定 大洲市
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3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 訪問看護 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 訪問リハビリテーション 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 居宅療養管理指導 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 通所リハビリテーション 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 介護予防訪問看護 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730523 ＊ 久保徹歯科 クボトオルシカ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲１６番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-2662 H24/02/08 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 訪問看護 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 訪問リハビリテーション 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 居宅療養管理指導 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 通所リハビリテーション 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 介護予防訪問看護 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730531 医療法人　ハロー歯科クリニック ハロー歯科クリニック ハローシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１６４９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-1184 H24/07/01 指定 大洲市

3830730549 医療法人　有馬歯科医院 有馬歯科医院 アリマシカイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森２４１３－５ 訪問看護 0893-25-6071 H26/01/01 指定 大洲市

3830730549 医療法人　有馬歯科医院 有馬歯科医院 アリマシカイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森２４１３－５ 訪問リハビリテーション 0893-25-6071 H26/01/01 指定 大洲市

3830730549 医療法人　有馬歯科医院 有馬歯科医院 アリマシカイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森２４１３－５ 居宅療養管理指導 H26/01/01 指定 大洲市

3830730549 医療法人　有馬歯科医院 有馬歯科医院 アリマシカイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森２４１３－５ 介護予防訪問看護 0893-25-6071 H26/01/01 指定 大洲市

3830730549 医療法人　有馬歯科医院 有馬歯科医院 アリマシカイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森２４１３－５ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-6071 H26/01/01 指定 大洲市

3830730549 医療法人　有馬歯科医院 有馬歯科医院 アリマシカイイン 7950061 愛媛県大洲市徳森２４１３－５ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-6071 H26/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 訪問看護 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 訪問リハビリテーション 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 居宅療養管理指導 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 通所リハビリテーション 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 介護予防訪問看護 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730572 医療法人社団　創和会 かめだ歯科クリニック カメダシカクリニック 7950065 愛媛県大洲市東若宮4番1 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-0181 H29/01/01 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 訪問看護 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 訪問リハビリテーション 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 居宅療養管理指導 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 通所リハビリテーション 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 介護予防訪問看護 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730580 * くろだ歯科クリニック クロダシカクリニック 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１１７番地１５ 介護予防通所リハビリテーション 0893-57-7575 H29/04/07 指定 大洲市

3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 訪問看護 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市

3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 訪問リハビリテーション 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市

3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 居宅療養管理指導 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市

3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 通所リハビリテーション 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市
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3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 介護予防訪問看護 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市

3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市

3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市

3830730598 医療法人ファミリア会 しおたファミリア歯科＆矯正歯科 シオタファミリアシカアンドキョウセイシカ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙３６７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-1771 H31/01/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 訪問看護 0893-24-4180 H31/04/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 訪問リハビリテーション 0893-24-4180 H31/04/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 居宅療養管理指導 H31/04/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 通所リハビリテーション 0893-24-4180 H31/04/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防訪問看護 0893-24-4180 H31/04/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-4180 H31/04/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-4180 H31/04/01 指定 大洲市

3830730606 ＊ 岡本歯科医院 オカモトシカイイン 7950012 愛媛県大洲市大洲１８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-4180 H31/04/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950063 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 訪問看護 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950063 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 訪問リハビリテーション 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950063 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 居宅療養管理指導 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950000 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 通所リハビリテーション 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950063 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 介護予防訪問看護 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950063 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950063 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730614 ＊ 長谷歯科医院 ハセシカイイン 7950063 愛媛県大洲市田口甲３６４－５ 介護予防通所リハビリテーション 0893-23-5378 R01/10/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 訪問看護 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 訪問リハビリテーション 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 居宅療養管理指導 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 通所リハビリテーション 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 介護予防訪問看護 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 介護予防訪問リハビリテーション 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3830730622 ＊ 兵藤歯科医院 ヒョウドウシカイイン 7950064 愛媛県大洲市東大洲84番地3 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-6822 R03/01/01 指定 大洲市

3833630282 ＊ 兵頭歯科クリニック ヒョウドウシカクリニック 7971503 愛媛県大洲市肱川町宇和川３３９９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3833630282 ＊ 兵頭歯科クリニック ヒョウドウシカクリニック 7971503 愛媛県大洲市肱川町宇和川３３９９ 介護予防居宅療養管理指導 0894-76-0221 H18/04/01 指定 大洲市

3833630332 医療法人　にしだ歯科 にしだ歯科 ニシダ　シカ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６２７ 居宅療養管理指導 H15/12/01 指定 大洲市

3833630332 医療法人　にしだ歯科 にしだ歯科 ニシダ　シカ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲６２７ 介護予防居宅療養管理指導 0893-52-0012 H18/04/01 指定 大洲市

3840740108 ＊ 大洲薬局 オオズヤッキョク 7950000 愛媛県大洲市常盤町４－８７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3840740108 ＊ 大洲薬局 オオズヤッキョク 7950000 愛媛県大洲市常盤町４－８７ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-2821 H18/04/01 指定 大洲市

3840740173 ＊ ハロー薬局 ハローヤッキョク 7950063 愛媛県大洲市田口甲３７２番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3840740173 ＊ ハロー薬局 ハローヤッキョク 7950063 愛媛県大洲市田口甲３７２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-2328 H18/04/01 指定 大洲市

3840740215 有限会社　なのはな調剤薬局 有限会社　なのはな調剤薬局 ユウゲンガイシャ　ナノハナチョウザイヤッキョク 7950072 愛媛県大洲市新谷甲96 居宅療養管理指導 0893-25-0444 H14/05/01 指定 大洲市

3840740215 有限会社　なのはな調剤薬局 有限会社　なのはな調剤薬局 ユウゲンガイシャ　ナノハナチョウザイヤッキョク 7950072 愛媛県大洲市新谷甲96 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-0444 H18/04/01 指定 大洲市

3840740231 有限会社尾上調剤 くれよん薬局 クレヨンヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４番地３ 居宅療養管理指導 0893-59-0320 H16/10/01 指定 大洲市

3840740231 有限会社尾上調剤 くれよん薬局 クレヨンヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲７４番地３ 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-0320 H18/04/01 指定 大洲市

3840740280 愛ファーマシー株式会社 とみす薬局 トミスヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲7-1 居宅療養管理指導 0893-59-0606 H17/06/01 指定 大洲市

3840740280 愛ファーマシー株式会社 とみす薬局 トミスヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲7-1 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-0606 H18/04/01 指定 大洲市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3840740298 有限会社喜多調剤 クローバー薬局 クローバーヤッキョク 7950052 愛媛県大洲市東若宮14番11 居宅療養管理指導 0893-25-3968 H18/08/01 指定 大洲市

3840740298 有限会社喜多調剤 クローバー薬局 クローバーヤッキョク 7950052 愛媛県大洲市東若宮14番11 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-3968 H18/08/01 指定 大洲市

3840740306 有限会社　喜多調剤 ひらの薬局 ヒラノヤッキョク 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3198-2 居宅療養管理指導 0893-57-7700 H20/02/01 指定 大洲市

3840740306 有限会社　喜多調剤 ひらの薬局 ヒラノヤッキョク 7950021 愛媛県大洲市平野町野田3198-2 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-7700 H20/02/01 指定 大洲市

3840740322 株式会社　Ｙ’ｓコーポレーション アイビー薬局 アイビーヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-3 居宅療養管理指導 0893-23-0775 H21/06/01 指定 大洲市

3840740322 株式会社　Ｙ’ｓコーポレーション アイビー薬局 アイビーヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲10-3 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-0775 H21/06/01 指定 大洲市

3840740330 よつばメディカルサービス　株式会社 よつば薬局　東若宮店 ヨツバヤッキョク　ヒガシワカミヤテン 7950065 愛媛県大洲市東若宮16-2 居宅療養管理指導 0893-25-1010 H21/08/01 指定 大洲市

3840740330 よつばメディカルサービス　株式会社 よつば薬局　東若宮店 ヨツバヤッキョク　ヒガシワカミヤテン 7950065 愛媛県大洲市東若宮16-2 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-1010 H21/08/01 指定 大洲市

3840740355 有限会社　ケンシンファーマシー まろん薬局 マロンマロンヤッキョク 7950052 愛媛県大洲市若宮９８８番地２５ 居宅療養管理指導 0893-57-6080 H22/04/01 指定 大洲市

3840740355 有限会社　ケンシンファーマシー まろん薬局 マロンマロンヤッキョク 7950052 愛媛県大洲市若宮９８８番地２５ 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-6080 H22/04/01 指定 大洲市

3840740363 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　とみす店 レデイヤッキョク　トミステン 7950064 愛媛県大洲市東大洲１４９－３ 居宅療養管理指導 0893-24-6963 H22/09/01 指定 大洲市

3840740363 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　とみす店 レデイヤッキョク　トミステン 7950064 愛媛県大洲市東大洲１４９－３ 介護予防居宅療養管理指導 0893-24-6967 H22/09/01 指定 大洲市

3840740371 有限会社　大洲調剤 グリーンハート薬局 グリーンハートヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲１５７番地２ 居宅療養管理指導 0893-57-6711 H22/12/01 指定 大洲市

3840740371 有限会社　大洲調剤 グリーンハート薬局 グリーンハートヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲１５７番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-6711 H22/12/01 指定 大洲市

3840740389 有限会社　ハロー薬局 ハロー薬局　東大洲店 ハローヤッキョク　ヒガシオオズテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲９８７番地２ 居宅療養管理指導 0893-25-6086 H22/12/01 指定 大洲市

3840740389 有限会社　ハロー薬局 ハロー薬局　東大洲店 ハローヤッキョク　ヒガシオオズテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲９８７番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-6086 H22/12/01 指定 大洲市

3840740397 有限会社マイン マイ薬局大洲店 マイヤッキョクオオズテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４－１ 居宅療養管理指導 0893-23-9600 H24/12/01 指定 大洲市

3840740397 有限会社マイン マイ薬局大洲店 マイヤッキョクオオズテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲８４－１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-23-9600 H24/12/01 指定 大洲市

3840740413 株式会社フロンティア　代表取締役　重森　裕之 フロンティア薬局大洲東店 フロンティアヤッキョクオオズヒガシテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲１４１番地 居宅療養管理指導 0893-59-0680 H27/08/01 指定 大洲市

3840740413 株式会社フロンティア　代表取締役　重森　裕之 フロンティア薬局大洲東店 フロンティアヤッキョクオオズヒガシテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲１４１番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-0680 H27/08/01 指定 大洲市

3840740421 よつばメディカルサービス株式会社 よつば薬局大洲中央店 ヨツバヤッキョクオオズチュウオウテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番地１ 居宅療養管理指導 0893-57-6767 H29/05/01 指定 大洲市

3840740421 よつばメディカルサービス株式会社 よつば薬局大洲中央店 ヨツバヤッキョクオオズチュウオウテン 7950064 愛媛県大洲市東大洲168番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-6767 H29/05/01 指定 大洲市

3840740439 株式会社　フロンティア フロンティア薬局大洲中央店 フロンティアヤッキョクオオズチュウオウテン 7950063 愛媛県大洲市田口甲86-1大洲中央ビル103号 居宅療養管理指導 0893-59-0630 H30/05/01 指定 大洲市

3840740439 株式会社　フロンティア フロンティア薬局大洲中央店 フロンティアヤッキョクオオズチュウオウテン 7950063 愛媛県大洲市田口甲86-1大洲中央ビル103号 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-0630 H30/05/01 指定 大洲市

3840740447 有限会社大洲調剤 みどり薬局 ミドリヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲１５６５番地１ 居宅療養管理指導 0893-25-1611 H30/07/15 指定 大洲市

3840740447 有限会社大洲調剤 みどり薬局 ミドリヤッキョク 7950064 愛媛県大洲市東大洲１５６５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-25-1611 H30/07/15 指定 大洲市

3840740462 有限会社　ハロー薬局 ハロー薬局　大洲病院前店 ハローヤッキョク　オオズビョウインマエテン 7950013 愛媛県大洲市西大洲甲５８０番地１ 居宅療養管理指導 0893-57-9555 H30/08/01 指定 大洲市

3840740462 有限会社　ハロー薬局 ハロー薬局　大洲病院前店 ハローヤッキョク　オオズビョウインマエテン 7950013 愛媛県大洲市西大洲甲５８０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-9555 H30/08/01 指定 大洲市

3840740488 日本調剤株式会社 日本調剤　大洲薬局 ニホンチョウザイ　オオズヤッキョク 7950013 愛媛県大洲市西大洲甲５９２番地１ 居宅療養管理指導 0893-57-6270 H30/08/01 指定 大洲市

3840740488 日本調剤株式会社 日本調剤　大洲薬局 ニホンチョウザイ　オオズヤッキョク 7950013 愛媛県大洲市西大洲甲５９２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-6270 H30/08/01 指定 大洲市

3840740496 有限会社ケンシンファーマシー すずね薬局 スズネヤッキョク 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-11 居宅療養管理指導 0893-57-9688 R02/05/01 指定 大洲市

3840740496 有限会社ケンシンファーマシー すずね薬局 スズネヤッキョク 7950061 愛媛県大洲市徳森2264-11 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-9688 R02/05/01 指定 大洲市

3840740504 有限会社大洲調剤 ほほえみ薬局 ホホエミヤッキョク 7950012 愛媛県大洲市大洲178番地 居宅療養管理指導 0893-57-9711 R02/08/01 指定 大洲市

3840740504 有限会社大洲調剤 ほほえみ薬局 ホホエミヤッキョク 7950012 愛媛県大洲市大洲178番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-57-9711 R02/08/01 指定 大洲市

3843640081 ＊ 村上薬局 ムラカミヤッキョク 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２７６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 大洲市

3843640081 ＊ 村上薬局 ムラカミヤッキョク 7993401 愛媛県大洲市長浜甲２７６ 介護予防居宅療養管理指導 0893-52-0252 H18/04/01 指定 大洲市

3857780088 医療法人  恕風会 介護老人保健施設ひまわり カイゴロウジンホケンシセツヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 通所リハビリテーション 0893-25-2713 H12/04/01 指定 大洲市

3857780088 医療法人  恕風会 介護老人保健施設ひまわり カイゴロウジンホケンシセツヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 短期入所療養介護 0893-25-2713 H12/04/01 指定 大洲市

3857780088 医療法人  恕風会 介護老人保健施設ひまわり カイゴロウジンホケンシセツヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 介護老人保健施設 0893-25-2713 H12/04/01 指定 大洲市

3857780088 医療法人  恕風会 介護老人保健施設ひまわり カイゴロウジンホケンシセツヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-25-2713 H18/04/01 指定 大洲市

3857780088 医療法人  恕風会 介護老人保健施設ひまわり カイゴロウジンホケンシセツヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 介護予防短期入所療養介護 0893-25-2713 H18/04/01 指定 大洲市

3857780393 特定医療法人　弘友会 老人保健施設フレンド ロウジンホケンシセツフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９番地 通所リハビリテーション 0893-23-5100 H12/04/01 指定 大洲市
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3857780393 特定医療法人　弘友会 老人保健施設フレンド ロウジンホケンシセツフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９番地 短期入所療養介護 0893-23-5100 H12/04/01 指定 大洲市

3857780393 特定医療法人　弘友会 老人保健施設フレンド ロウジンホケンシセツフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９番地 介護老人保健施設 0893-23-5100 H12/04/01 指定 大洲市

3857780393 特定医療法人　弘友会 老人保健施設フレンド ロウジンホケンシセツフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-23-5100 H18/04/01 指定 大洲市

3857780393 特定医療法人　弘友会 老人保健施設フレンド ロウジンホケンシセツフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９番地 介護予防短期入所療養介護 0893-23-5100 H18/04/01 指定 大洲市

3857780534 医療法人  恕風会 介護老人保健施設長浜ひまわり カイゴロウジンホケンシセツナガハマヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４２２番地３ 通所リハビリテーション 0893-59-7220 H13/10/01 指定 大洲市

3857780534 医療法人  恕風会 介護老人保健施設長浜ひまわり カイゴロウジンホケンシセツナガハマヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４２２番地３ 短期入所療養介護 0893-59-7220 H13/10/01 指定 大洲市

3857780534 医療法人  恕風会 介護老人保健施設長浜ひまわり カイゴロウジンホケンシセツナガハマヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４２２番地３ 介護老人保健施設 0893-59-7220 H13/10/01 指定 大洲市

3857780534 医療法人  恕風会 介護老人保健施設長浜ひまわり カイゴロウジンホケンシセツナガハマヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４２２番地３ 介護予防通所リハビリテーション 0893-59-7220 H18/04/01 指定 大洲市

3857780534 医療法人  恕風会 介護老人保健施設長浜ひまわり カイゴロウジンホケンシセツナガハマヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４２２番地３ 介護予防短期入所療養介護 0893-59-7220 H18/04/01 指定 大洲市

3860790108 医療法人  恕風会 訪問看護ステーションひまわり ホウモンカンゴステーションヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 訪問看護 0893-25-2704 H12/04/01 指定 大洲市

3860790108 医療法人  恕風会 訪問看護ステーションひまわり ホウモンカンゴステーションヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 介護予防訪問看護 0893-25-2704 H19/04/01 指定 大洲市

3860790405 特定医療法人　弘友会 訪問看護ステーションフレンド ホウモンカンゴステーションフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９番地 訪問看護 0893-23-5111 H12/04/01 指定 大洲市

3860790405 特定医療法人　弘友会 訪問看護ステーションフレンド ホウモンカンゴステーションフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９番地 介護予防訪問看護 0893-23-5111 H18/04/01 指定 大洲市

3860790553 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会訪問看護ステーション キタイシカイホウモンカンゴステーション 7950064 愛媛県大洲市東大洲1563番地1 訪問看護 0893-25-6066 H12/04/01 指定 大洲市

3860790553 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会訪問看護ステーション キタイシカイホウモンカンゴステーション 7950064 愛媛県大洲市東大洲1563番地1 介護予防訪問看護 0893-25-6066 H19/04/01 指定 大洲市

3860791577 医療法人緑風会 訪問看護ステーションサファイア ホウモンカンゴステーションサファイア 7950061 愛媛県大洲市徳森2321番地3 訪問看護 0893-57-6611 H25/11/01 指定 大洲市

3860791577 医療法人緑風会 訪問看護ステーションサファイア ホウモンカンゴステーションサファイア 7950061 愛媛県大洲市徳森2321番地3 介護予防訪問看護 0893-57-6611 H25/11/01 指定 大洲市

3870700014 社会福祉法人  三善会 在宅介護支援センター春賀 ザイタクカイゴシエンセンターハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６８９－４ 居宅介護支援 0893-26-1250 H11/09/24 指定 大洲市

3870700022 特定医療法人　弘友会 指定居宅介護支援事業所在宅介護支援センターフレンド シテイキョタクカイゴシエンジギョウショザイタクカイゴシエンセンターフレンド 7950064 愛媛県大洲市東大洲３９ 居宅介護支援 0893-23-5300 H11/09/30 指定 大洲市

3870700030 医療法人  恕風会 大洲市在宅介護支援センターひまわり オオズシザイタクカイゴシエンセンターヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 居宅介護支援 0893-25-3438 H11/09/30 指定 大洲市

3870700048 一般社団法人  喜多医師会 喜多医師会指定居宅介護支援事業所 キタイシカイシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7950064 愛媛県大洲市東大洲1563番地1 居宅介護支援 0893-25-6070 H11/10/20 指定 大洲市

3870700063 社会医療法人  北斗会 大洲中央病院指定居宅介護支援事業所 オオズチュウオウビョウインシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7958507 愛媛県大洲市東大洲５ 居宅介護支援 0893-24-4551 H12/01/13 休止 大洲市

3870700071 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ大洲三泰商事株式会社 カイゴシエンショップオオズサンタイショウジカブシキガイシャ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９番地２ 福祉用具貸与 0893-23-0068 H12/02/14 指定 大洲市

3870700071 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ大洲三泰商事株式会社 カイゴシエンショップオオズサンタイショウジカブシキガイシャ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９番地２ 特定福祉用具販売 0893-23-0068 H18/04/01 指定 大洲市

3870700071 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ大洲三泰商事株式会社 カイゴシエンショップオオズサンタイショウジカブシキガイシャ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９番地２ 介護予防福祉用具貸与 0893-23-0068 H18/04/01 指定 大洲市

3870700071 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ大洲三泰商事株式会社 カイゴシエンショップオオズサンタイショウジカブシキガイシャ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９番地２ 特定介護予防福祉用具販売 0893-23-0068 H18/04/01 指定 大洲市

3870700105 社会福祉法人  三善会 デイサービスセンター春賀 デイサービスセンターハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６６５番地 通所介護 0893-26-1471 H12/02/25 指定 大洲市

3870700105 社会福祉法人  三善会 デイサービスセンター春賀 デイサービスセンターハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６６５番地 通所型サービス（独自） 0893-26-1471 H30/04/01 指定 大洲市

3870700105 社会福祉法人  三善会 デイサービスセンター春賀 デイサービスセンターハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６６５番地 通所型サービス（独自／定率） 0893-26-1471 H30/04/01 指定 大洲市

3870700113 医療法人  恕風会 ヘルパーステーションひまわり ヘルパーステーションヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 訪問介護 0893-25-3438 H12/03/02 指定 大洲市

3870700113 医療法人  恕風会 ヘルパーステーションひまわり ヘルパーステーションヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 訪問型サービス（独自） 0893-25-3438 H30/04/01 指定 大洲市

3870700113 医療法人  恕風会 ヘルパーステーションひまわり ヘルパーステーションヒマワリ 7950061 愛媛県大洲市徳森１５０８番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 0893-25-3438 H30/04/01 指定 大洲市

3870700139 株式会社アスト 株式会社アストあっぷるケアサービス カブシキガイシャアストアップルケアサービス 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１６番地 福祉用具貸与 0893-24-1199 H12/03/08 指定 大洲市

3870700139 株式会社アスト 株式会社アストあっぷるケアサービス カブシキガイシャアストアップルケアサービス 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１６番地 特定福祉用具販売 0893-24-1199 H18/04/01 指定 大洲市

3870700139 株式会社アスト 株式会社アストあっぷるケアサービス カブシキガイシャアストアップルケアサービス 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１６番地 介護予防福祉用具貸与 0893-24-1199 H18/04/01 指定 大洲市

3870700139 株式会社アスト 株式会社アストあっぷるケアサービス カブシキガイシャアストアップルケアサービス 7950064 愛媛県大洲市東大洲１１６番地 特定介護予防福祉用具販売 0893-24-1199 H18/04/01 指定 大洲市

3870700147 株式会社新風会 グループホーム銀河 グループホームギンガ 7950061 愛媛県大洲市徳森字野田１４７７－１ 認知症対応型共同生活介護 0893-25-3785 H18/04/01 指定 大洲市

3870700147 株式会社新風会 グループホーム銀河 グループホームギンガ 7950061 愛媛県大洲市徳森字野田１４７７－１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-25-3785 H18/04/01 指定 大洲市

3870700154 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 指定通所介護事業所　デイサービス施設とみす寮 シテイツウショカイゴジギョウショ　デイサービスシセツトミスリョウ 7950012 愛媛県大洲市大洲８１０番地１ 通所介護 0893-23-0210 H12/03/23 指定 大洲市

3870700154 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 指定通所介護事業所　デイサービス施設とみす寮 シテイツウショカイゴジギョウショ　デイサービスシセツトミスリョウ 7950012 愛媛県大洲市大洲８１０番地１ 通所型サービス（独自） 0893-23-0210 H30/04/01 指定 大洲市

3870700154 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 指定通所介護事業所　デイサービス施設とみす寮 シテイツウショカイゴジギョウショ　デイサービスシセツトミスリョウ 7950012 愛媛県大洲市大洲８１０番地１ 通所型サービス（独自／定率） 0893-23-0210 H30/04/01 指定 大洲市

3870700162 社会福祉法人  友愛会 指定短期入所生活介護事業所希望ヶ丘荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキボウガオカソウ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田丙495番地34 短期入所生活介護 0893-25-3101 H12/03/17 指定 大洲市
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3870700162 社会福祉法人  友愛会 指定短期入所生活介護事業所希望ヶ丘荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキボウガオカソウ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田丙495番地34 介護予防短期入所生活介護 0893-25-3101 H19/05/01 指定 大洲市

3870700188 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームとみす寮 トクベツヨウゴロウジンホームトミスリョウ 7950012 愛媛県大洲市大洲８１０－１ 短期入所生活介護 0893-23-0210 H12/03/17 指定 大洲市

3870700188 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームとみす寮 トクベツヨウゴロウジンホームトミスリョウ 7950012 愛媛県大洲市大洲８１０－１ 介護老人福祉施設 0893-23-0210 H12/04/01 指定 大洲市

3870700188 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームとみす寮 トクベツヨウゴロウジンホームトミスリョウ 7950012 愛媛県大洲市大洲８１０－１ 介護予防短期入所生活介護 0893-23-0210 H19/04/01 指定 大洲市

3870700212 社会福祉法人  友愛会 希望ヶ丘荘 キボウガオカソウ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田丙４９５－３４ 介護老人福祉施設 0893-25-3101 H12/04/01 指定 大洲市

3870700220 社会福祉法人  三善会 訪問ケアステーション春賀 ホウモンケアステーションハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６８９番地４ 訪問介護 0893-26-1186 H12/09/19 指定 大洲市

3870700220 社会福祉法人  三善会 訪問ケアステーション春賀 ホウモンケアステーションハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６８９番地４ 訪問型サービス（独自） 0893-26-1186 H30/04/01 指定 大洲市

3870700220 社会福祉法人  三善会 訪問ケアステーション春賀 ホウモンケアステーションハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６８９番地４ 訪問型サービス（独自／定率） 0893-26-1186 H30/04/01 指定 大洲市

3870700238 株式会社悠遊社 株式会社悠遊社大洲事業所 カブシキカイシャユウユウシャオオズジギョウショ 7950069 愛媛県大洲市新谷185番地 訪問介護 0893-57-6662 H14/02/25 指定 大洲市

3870700238 株式会社悠遊社 株式会社悠遊社大洲事業所 カブシキカイシャユウユウシャオオズジギョウショ 7950069 愛媛県大洲市新谷185番地 訪問型サービス（独自） 0893-57-6662 H30/04/01 指定 大洲市

3870700238 株式会社悠遊社 株式会社悠遊社大洲事業所 カブシキカイシャユウユウシャオオズジギョウショ 7950069 愛媛県大洲市新谷185番地 訪問型サービス（独自／定率） 0893-57-6662 H30/04/01 指定 大洲市

3870700261 医療法人浦岡医院 グループホームやすらぎの家 グループホームヤスラギノイエ 7950013 愛媛県大洲市西大洲甲525番地 認知症対応型共同生活介護 0893-24-5855 H18/04/01 指定 大洲市

3870700261 医療法人浦岡医院 グループホームやすらぎの家 グループホームヤスラギノイエ 7950013 愛媛県大洲市西大洲甲525番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-24-5855 H18/04/01 指定 大洲市

3870700295 株式会社新風会 グループホーム星城 グループホームセイジョウ 7950061 愛媛県大洲市徳森字土肥1790番3 認知症対応型共同生活介護 0893-25-2425 H18/04/01 指定 大洲市

3870700295 株式会社新風会 グループホーム星城 グループホームセイジョウ 7950061 愛媛県大洲市徳森字土肥1790番3 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-25-2425 H18/04/01 指定 大洲市

3870700337 有限会社介護サービスひかり 有限会社介護サービスひかり ユウゲンガイシャカイゴサービスヒカリ 7950064 愛媛県大洲市東大洲１３３９番地７ 訪問介護 0893-59-4333 H16/04/01 指定 大洲市

3870700337 有限会社介護サービスひかり 有限会社介護サービスひかり ユウゲンガイシャカイゴサービスヒカリ 7950064 愛媛県大洲市東大洲１３３９番地７ 居宅介護支援 0893-59-4333 H16/04/01 指定 大洲市

3870700337 有限会社介護サービスひかり 有限会社介護サービスひかり ユウゲンガイシャカイゴサービスヒカリ 7950064 愛媛県大洲市東大洲１３３９番地７ 訪問型サービス（独自） 0893-59-4333 H30/04/01 指定 大洲市

3870700337 有限会社介護サービスひかり 有限会社介護サービスひかり ユウゲンガイシャカイゴサービスヒカリ 7950064 愛媛県大洲市東大洲１３３９番地７ 訪問型サービス（独自／定率） 0893-59-4333 H30/04/01 指定 大洲市

3870700345 社会福祉法人  三善会 グループホームはるか グループホームハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６６６番地１ 認知症対応型共同生活介護 0893-26-1471 H18/04/01 指定 大洲市

3870700345 社会福祉法人  三善会 グループホームはるか グループホームハルカ 7950046 愛媛県大洲市春賀甲１６６６番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-26-1471 H18/04/01 指定 大洲市

3870700352 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　キョタクカイゴシエンジギョウショヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 居宅介護支援 0893-23-0313 H17/01/11 指定 大洲市

3870700360 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所　長浜 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　キョタクカイゴシエンジギョウショ　ナガハマ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲４８９番地の１ 居宅介護支援 0893-52-1194 H17/01/11 指定 大洲市

3870700378 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　居宅介護支援事業所　肱川 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒジカワ 7971592 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７４番地 居宅介護支援 0893-34-2312 H17/01/11 指定 大洲市

3870700394 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 訪問介護 0893-23-0313 H17/01/11 指定 大洲市

3870700394 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 訪問型サービス（独自） 0893-23-0313 H30/04/01 指定 大洲市

3870700394 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 0893-23-0313 H30/04/01 指定 大洲市

3870700402 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問入浴介護事業所　東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンニュウヨクカイゴジギョウショ　ヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 訪問入浴介護 0893-23-0313 H17/01/11 指定 大洲市

3870700402 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問入浴介護事業所　東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンニュウヨクカイゴジギョウショ　ヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 介護予防訪問入浴介護 0893-23-0313 H19/04/01 指定 大洲市

3870700410 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター若宮 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　　デイサービスセンターワカミヤ 7950052 愛媛県大洲市若宮６２５番地４ 地域密着型通所介護 0893-24-1756 H28/04/01 指定 大洲市

3870700410 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター若宮 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　　デイサービスセンターワカミヤ 7950052 愛媛県大洲市若宮６２５番地４ 通所型サービス（独自） 0893-24-1756 H30/04/01 指定 大洲市

3870700410 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター若宮 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　　デイサービスセンターワカミヤ 7950052 愛媛県大洲市若宮６２５番地４ 通所型サービス（独自／定率） 0893-24-1756 H30/04/01 指定 大洲市

3870700428 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　デイサービスセンターヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 通所介護 0893-23-0313 H17/01/11 指定 大洲市

3870700428 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　デイサービスセンターヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 通所型サービス（独自） 0893-23-0313 H30/04/01 指定 大洲市

3870700428 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター東大洲 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　デイサービスセンターヒガシオオズ 7950064 愛媛県大洲市東大洲２７０番地１ 通所型サービス（独自／定率） 0893-23-0313 H30/04/01 指定 大洲市

3870700436 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　長浜 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ナガハマ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲４８９番地の１ 訪問介護 0893-52-1194 H17/01/11 指定 大洲市

3870700436 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　長浜 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ナガハマ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲４８９番地の１ 訪問型サービス（独自） 0893-52-1194 H30/04/01 指定 大洲市

3870700436 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　長浜 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ナガハマ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲４８９番地の１ 訪問型サービス（独自／定率） 0893-52-1194 H30/04/01 指定 大洲市

3870700451 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター　長浜 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　デイサービスセンター　ナガハマ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４０２番地３ 通所介護 0893-59-7016 H17/01/11 指定 大洲市

3870700451 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター　長浜 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　デイサービスセンター　ナガハマ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４０２番地３ 通所型サービス（独自） 0893-59-7016 H30/04/01 指定 大洲市

3870700451 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　デイサービスセンター　長浜 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　デイサービスセンター　ナガハマ 7993432 愛媛県大洲市柴甲１４０２番地３ 通所型サービス（独自／定率） 0893-59-7016 H30/04/01 指定 大洲市

3870700469 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　肱川 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ヒジカワ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７４番地 訪問介護 0893-34-2312 H17/01/11 指定 大洲市
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3870700469 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　肱川 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ヒジカワ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７４番地 訪問型サービス（独自） 0893-34-2312 H30/04/01 指定 大洲市

3870700469 社会福祉法人　大洲市社会福祉協議会 大洲市社会福祉協議会　訪問介護事業所　肱川 オオズシシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショ　ヒジカワ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７４番地 訪問型サービス（独自／定率） 0893-34-2312 H30/04/01 指定 大洲市

3870700501 有限会社和みの会 グループホーム春のうらら グループホームハルノウララ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙917番地1 認知症対応型共同生活介護 0893-25-6753 H18/04/01 指定 大洲市

3870700501 有限会社和みの会 グループホーム春のうらら グループホームハルノウララ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙917番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-25-6753 H18/04/01 指定 大洲市

3870700519 新愛商事株式会社 ウェルフェア大洲 ウェルフェアオオズ 7950054 愛媛県大洲市中村字西畦853番地1 特定施設入居者生活介護 0893-23-1173 H18/02/21 指定 大洲市

3870700519 新愛商事株式会社 ウェルフェア大洲 ウェルフェアオオズ 7950054 愛媛県大洲市中村字西畦853番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 0893-23-1173 H19/04/01 指定 大洲市

3870700550 株式会社リ・ライフ リ・ライフ リ・ライフ 7950061 愛媛県大洲市徳森２４８番地 福祉用具貸与 0893-25-1001 H18/07/01 指定 大洲市

3870700550 株式会社リ・ライフ リ・ライフ リ・ライフ 7950061 愛媛県大洲市徳森２４８番地 特定福祉用具販売 0893-25-1001 H18/07/01 指定 大洲市

3870700550 株式会社リ・ライフ リ・ライフ リ・ライフ 7950061 愛媛県大洲市徳森２４８番地 介護予防福祉用具貸与 0893-25-1001 H18/07/01 指定 大洲市

3870700550 株式会社リ・ライフ リ・ライフ リ・ライフ 7950061 愛媛県大洲市徳森２４８番地 特定介護予防福祉用具販売 0893-25-1001 H18/07/01 指定 大洲市

3870700568 医療法人  恕風会 指定居宅介護支援事業所長浜ひまわり シテイキョタクカイゴシエンジギョウショナガハマヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲1422番地3 居宅介護支援 0893-59-7220 H18/11/06 指定 大洲市

3870700584 特定非営利活動法人アクティブボランティアセンター阿蔵の森 デイサービス阿蔵の森 デイサービスアゾウノモリ 7950025 愛媛県大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 地域密着型通所介護 0893-24-4822 H28/04/01 指定 大洲市

3870700618 株式会社新風会 デイサービスセンター　龍星 デイサービスセンター　リュウセイ 7950011 愛媛県大洲市柚木字王子ヶ平５８７番地１ 通所型サービス（独自） 0893-23-1165 H30/04/01 指定 大洲市

3870700626 医療法人  恕風会 大洲市老人デイサービスセンター肱流苑 オオズシロウジンデイサービスセンターコウリュウエン 7971503 愛媛県大洲市肱川町宇和川６５番地１ 通所介護 0893-34-3391 H20/04/01 指定 大洲市

3870700626 医療法人  恕風会 大洲市老人デイサービスセンター肱流苑 オオズシロウジンデイサービスセンターコウリュウエン 7971503 愛媛県大洲市肱川町宇和川６５番地１ 通所型サービス（独自） 0893-34-3391 H30/04/01 指定 大洲市

3870700626 医療法人  恕風会 大洲市老人デイサービスセンター肱流苑 オオズシロウジンデイサービスセンターコウリュウエン 7971503 愛媛県大洲市肱川町宇和川６５番地１ 通所型サービス（独自／定率） 0893-34-3391 H30/04/01 指定 大洲市

3870700642 有限会社介護サービスひかり デイサービスひかり デイサービスヒカリ 7950064 愛媛県大洲市東大洲１３３９番地７ 地域密着型通所介護 0893-59-4334 H28/04/01 指定 大洲市

3870700642 有限会社介護サービスひかり デイサービスひかり デイサービスヒカリ 7950064 愛媛県大洲市東大洲１３３９番地７ 通所型サービス（独自） 0893-59-4334 H30/04/01 指定 大洲市

3870700659 特定非営利活動法人共同連えひめ 共同連えひめ南予支部介護部 キョウドウレンエヒメナンヨシブカイゴブ 7950064 愛媛県大洲市東大洲137番地ホワイトコーポ原田東側テナント 訪問介護 0893-57-6570 H22/02/15 休止 大洲市

3870700667 株式会社新風会 サポートシステム龍星 サポートシステムリュウセイ 7950011 愛媛県大洲市柚木字王子ヶ平580番地1 特定施設入居者生活介護 0893-23-1167 H22/08/09 指定 大洲市

3870700667 株式会社新風会 サポートシステム龍星 サポートシステムリュウセイ 7950011 愛媛県大洲市柚木字王子ヶ平580番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 0893-23-1167 H22/08/09 指定 大洲市

3870700683 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　大洲営業所 カブシキカイシャトーカイ　オオズエイギョウショ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲１３１２番地１アネックス堀川１Ｆ 福祉用具貸与 0893-25-3001 H24/04/01 指定 大洲市

3870700683 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　大洲営業所 カブシキカイシャトーカイ　オオズエイギョウショ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲１３１２番地１アネックス堀川１Ｆ 特定福祉用具販売 0893-25-3001 H24/04/01 指定 大洲市

3870700683 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　大洲営業所 カブシキカイシャトーカイ　オオズエイギョウショ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲１３１２番地１アネックス堀川１Ｆ 介護予防福祉用具貸与 0893-25-3001 H24/04/01 指定 大洲市

3870700683 株式会社トーカイ 株式会社トーカイ　大洲営業所 カブシキカイシャトーカイ　オオズエイギョウショ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲１３１２番地１アネックス堀川１Ｆ 特定介護予防福祉用具販売 0893-25-3001 H24/04/01 指定 大洲市

3870700691 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター大洲 ケアプラスデイサービスセンターオオズ 7950054 愛媛県大洲市中村６４９番地１ 通所介護 0893-57-6511 H24/11/01 指定 大洲市

3870700691 ケアプラス株式会社 ケアプラスデイサービスセンター大洲 ケアプラスデイサービスセンターオオズ 7950054 愛媛県大洲市中村６４９番地１ 通所型サービス（独自） 0893-57-6511 H30/04/01 指定 大洲市

3870700709 株式会社　夢と希望の会 居宅介護支援事業所　夢と希望 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ユメトキボウ 7950072 愛媛県大洲市新谷甲318番地 居宅介護支援 0893-23-9511 H25/05/01 指定 大洲市

3870700717 株式会社夢と希望の会 デイサービス　新谷の家 デイサービスニイヤノイエ 7950072 愛媛県大洲市新谷甲３１８番地 地域密着型通所介護 0893-23-9511 H28/04/01 指定 大洲市

3870700717 株式会社夢と希望の会 デイサービス　新谷の家 デイサービスニイヤノイエ 7950072 愛媛県大洲市新谷甲３１８番地 通所型サービス（独自） 0893-23-9511 H30/04/01 指定 大洲市

3870700725 株式会社香寿 デイサービス香寿 デイサービスカズ 7950053 愛媛県大洲市常磐町字西側１２番地３ 地域密着型通所介護 0893-50-8850 H28/04/01 指定 大洲市

3870700725 株式会社香寿 デイサービス香寿 デイサービスカズ 7950053 愛媛県大洲市常磐町字西側１２番地３ 通所型サービス（独自） 0893-50-8850 H30/04/01 指定 大洲市

3870700725 株式会社香寿 デイサービス香寿 デイサービスカズ 7950053 愛媛県大洲市常磐町字西側１２番地３ 通所型サービス（独自／定率） 0893-50-8850 H30/04/01 指定 大洲市

3870700733 特定非営利活動法人　倫理生活指導センター 倫理生活指導センター大洲 リンリセイカツシドウセンターオオズ 7950053 愛媛県大洲市常磐町８１番地１ 訪問介護 0893-59-1001 H25/09/06 指定 大洲市

3870700733 特定非営利活動法人　倫理生活指導センター 倫理生活指導センター大洲 リンリセイカツシドウセンターオオズ 7950053 愛媛県大洲市常磐町８１番地１ 訪問型サービス（独自） 0893-59-1001 H30/04/01 指定 大洲市

3870700733 特定非営利活動法人　倫理生活指導センター 倫理生活指導センター大洲 リンリセイカツシドウセンターオオズ 7950053 愛媛県大洲市常磐町８１番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 0893-59-1001 H30/04/01 指定 大洲市

3870700741 株式会社悠遊社 株式会社　悠遊社　大洲事業所　ショートステイゆうゆう大洲 カブシキカイシャ　ユウユウシャ　オオズジギョウショ　ショートステイユウユウオオズ 7950063 愛媛県大洲市田口甲1895番地2 短期入所生活介護 0893-57-6100 H25/10/01 指定 大洲市

3870700741 株式会社悠遊社 株式会社　悠遊社　大洲事業所　ショートステイゆうゆう大洲 カブシキカイシャ　ユウユウシャ　オオズジギョウショ　ショートステイユウユウオオズ 7950063 愛媛県大洲市田口甲1895番地2 介護予防短期入所生活介護 0893-57-6100 H25/10/01 指定 大洲市

3870700758 社会福祉法人  友愛会 特別養護老人ホーム希望ヶ丘荘アネックス トクベツヨウゴロウジンホームキボウケオカソウアネックス 7950081 大洲市菅田町菅田丙４９５番地３４ 介護老人福祉施設 0893－25－3101 H26/04/01 指定 大洲市

3870700766 社会福祉法人  友愛会 短期入所生活介護事業所希望ヶ丘荘アネックス タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキボウケオカソウアネックス 7950081 大洲市菅田町菅田丙４９５番地３４ 短期入所生活介護 0893-25-3101 H26/04/01 指定 大洲市

3870700766 社会福祉法人  友愛会 短期入所生活介護事業所希望ヶ丘荘アネックス タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショキボウケオカソウアネックス 7950081 大洲市菅田町菅田丙４９５番地３４ 介護予防短期入所生活介護 0893-25-3101 H26/04/01 指定 大洲市

3870700774 株式会社暖暖 デイサービス花 デイサービスハナ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲934番地 地域密着型通所介護 0893-57-6969 H28/04/01 指定 大洲市
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3870700774 株式会社暖暖 デイサービス花 デイサービスハナ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲934番地 通所型サービス（独自） 0893-57-6969 H29/04/01 指定 大洲市

3870700774 株式会社暖暖 デイサービス花 デイサービスハナ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲934番地 通所型サービス（独自／定率） 0893-57-6969 H29/12/01 指定 大洲市

3870700808 医療法人緑風会 訪問介護ステーション　サファイア ホウモンカイゴステーション　サファイア 7950072 愛媛県大洲市新谷甲43番地 訪問介護 0893-25-7007 H26/06/01 指定 大洲市

3870700808 医療法人緑風会 訪問介護ステーション　サファイア ホウモンカイゴステーション　サファイア 7950072 愛媛県大洲市新谷甲43番地 訪問型サービス（独自） 0893-25-7007 H30/04/01 指定 大洲市

3870700808 医療法人緑風会 訪問介護ステーション　サファイア ホウモンカイゴステーション　サファイア 7950072 愛媛県大洲市新谷甲43番地 訪問型サービス（独自／定率） 0893-25-7007 H30/04/01 指定 大洲市

3870700816 株式会社　夢・たまご デイサービスセンター　夢の里 デイサービスセンター　ユメノサト 7950025 愛媛県大洲市阿蔵字フカ井甲758番地10 地域密着型通所介護 0893-23-9500 H28/04/01 指定 大洲市

3870700816 株式会社　夢・たまご デイサービスセンター　夢の里 デイサービスセンター　ユメノサト 7950025 愛媛県大洲市阿蔵字フカ井甲758番地10 通所型サービス（独自） 0893-23-9500 H30/04/01 指定 大洲市

3870700824 合同会社介護ムラナカ 複合型介護施設キネマ　ショートステイ フクゴウガタカイゴシセツキネマ　ショートステイ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙537番地1 短期入所生活介護 0893-23-9565 H26/08/28 指定 大洲市

3870700824 合同会社介護ムラナカ 複合型介護施設キネマ　ショートステイ フクゴウガタカイゴシセツキネマ　ショートステイ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙537番地1 介護予防短期入所生活介護 0893-23-9565 H26/08/28 指定 大洲市

3870700832 合同会社介護ムラナカ 複合型介護施設キネマ　デイサービス フクゴウガタカイゴシセツキネマ　デイサービス 7950071 愛媛県大洲市新谷乙５３７番地１ 通所介護 0893-23-9565 H26/08/28 指定 大洲市

3870700832 合同会社介護ムラナカ 複合型介護施設キネマ　デイサービス フクゴウガタカイゴシセツキネマ　デイサービス 7950071 愛媛県大洲市新谷乙５３７番地１ 通所型サービス（独自） 0893-23-9565 H30/04/01 指定 大洲市

3870700832 合同会社介護ムラナカ 複合型介護施設キネマ　デイサービス フクゴウガタカイゴシセツキネマ　デイサービス 7950071 愛媛県大洲市新谷乙５３７番地１ 通所型サービス（独自／定率） 0893-23-9565 H30/04/01 指定 大洲市

3870700840 株式会社ＪＢＰケアサポート 介護付き有料老人ホーム　空海の里 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　クウカイノサト 7950011 愛媛県大洲市柚木７５２番地１ 特定施設入居者生活介護 0893-23-0120 H26/11/01 指定 大洲市

3870700840 株式会社ＪＢＰケアサポート 介護付き有料老人ホーム　空海の里 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　クウカイノサト 7950011 愛媛県大洲市柚木７５２番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 0893-23-0120 H26/11/01 指定 大洲市

3870700857 社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり セイショウカイヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲595番地1 短期入所生活介護 0893-54-0500 H27/04/01 指定 大洲市

3870700857 社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり セイショウカイヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲595番地1 介護予防短期入所生活介護 0893-54-0500 H27/04/01 指定 大洲市

3870700857 社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり セイショウカイヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲595番地1 地域密着型通所介護 0893-54-0500 H28/04/01 指定 大洲市

3870700857 社会福祉法人清祥会 清祥会ひまわり セイショウカイヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲595番地1 通所型サービス（独自） 0893-54-0500 H29/04/01 指定 大洲市

3870700865 株式会社介護屋えにし デイサービスいずみ デイサービスイズミ 7993456 愛媛県大洲市長浜町出海乙4番地 地域密着型通所介護 0893-50-1135 H28/04/01 指定 大洲市

3870700865 株式会社介護屋えにし デイサービスいずみ デイサービスイズミ 7993456 愛媛県大洲市長浜町出海乙4番地 通所型サービス（独自） 0893-50-1135 H29/04/01 指定 大洲市

3870700873 社会福祉法人愛生福祉会 ショートステイ　ふだかけの里 ショートステイ　フダカケノサト 7950006 愛媛県大洲市野佐来479番地 短期入所生活介護 0893-23-4351 H28/07/01 指定 大洲市

3870700873 社会福祉法人愛生福祉会 ショートステイ　ふだかけの里 ショートステイ　フダカケノサト 7950006 愛媛県大洲市野佐来479番地 介護予防短期入所生活介護 0893-23-4351 H28/07/01 指定 大洲市

3870700881 社会福祉法人愛生福祉会 デイサービスセンターふだかけ デイサービスセンターフダカケ 7950006 愛媛県大洲市野佐来479番地 通所型サービス（独自） 0893-23-4351 H29/04/01 指定 大洲市

3870700899 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　大洲営業所 シコクイリョウサービスカブシキカイシャ　オオズエイギョウショ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９８５番地４ 福祉用具貸与 0893-23-9711 H29/04/26 指定 大洲市

3870700899 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　大洲営業所 シコクイリョウサービスカブシキカイシャ　オオズエイギョウショ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９８５番地４ 特定福祉用具販売 0893-23-9711 H29/04/26 指定 大洲市

3870700899 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　大洲営業所 シコクイリョウサービスカブシキカイシャ　オオズエイギョウショ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９８５番地４ 介護予防福祉用具貸与 0893-23-9711 H29/04/26 指定 大洲市

3870700899 四国医療サービス株式会社 四国医療サービス株式会社　大洲営業所 シコクイリョウサービスカブシキカイシャ　オオズエイギョウショ 7950064 愛媛県大洲市東大洲９８５番地４ 特定介護予防福祉用具販売 0893-23-9711 H29/04/26 指定 大洲市

3870700907 株式会社悠遊社 デイサービスセンター　ゆうゆう大洲 デイサービスセンター　ユウユウオオズ 7950063 愛媛県大洲市田口甲１８９５番地２ 通所介護 0893-57-6664 H29/09/01 指定 大洲市

3870700907 株式会社悠遊社 デイサービスセンター　ゆうゆう大洲 デイサービスセンター　ユウユウオオズ 7950063 愛媛県大洲市田口甲１８９５番地２ 通所型サービス（独自） 0893-57-6664 H29/09/01 指定 大洲市

3870700915 合同会社介護ムラナカ ヘルパーステーション　キネマ ヘルパーステーション　キネマ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙527番地2 訪問介護 0893-37-4385 H29/12/01 休止 大洲市

3870700915 合同会社介護ムラナカ ヘルパーステーション　キネマ ヘルパーステーション　キネマ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙527番地2 訪問型サービス（独自） 0893-37-4385 H29/12/01 休止 大洲市

3870700915 合同会社介護ムラナカ ヘルパーステーション　キネマ ヘルパーステーション　キネマ 7950071 愛媛県大洲市新谷乙527番地2 訪問型サービス（独自／定率） 0893-37-4385 H29/12/01 休止 大洲市

3870700923 株式会社新風会 居宅介護支援事業所　翠星 キョタクカイゴシエンジギョウショ　スイセイ 7950072 愛媛県大洲市新谷甲43番 居宅介護支援 0893-25-7007 H30/10/01 指定 大洲市

3870700931 株式会社新風会 デイサービスセンター翠星 デイサービスセンタースイセイ 7950072 愛媛県大洲市新谷甲43番地 通所介護 0893-25-5110 H31/01/01 指定 大洲市

3870700931 株式会社新風会 デイサービスセンター翠星 デイサービスセンタースイセイ 7950072 愛媛県大洲市新谷甲43番地 通所型サービス（独自） 0893-25-5110 H31/01/01 指定 大洲市

3873600112 医療法人  肱嵐会 指定居宅介護支援事業所ながはま シテイキョタクカイゴシエンジギョウショナガハマ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６ 居宅介護支援 0893-52-0276 H12/02/25 指定 大洲市

3873600146 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームかわかみ荘 トクベツヨウゴロウジンホームカワカミソウ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂２８００ 短期入所生活介護 0893-34-2655 H12/03/17 指定 大洲市

3873600146 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームかわかみ荘 トクベツヨウゴロウジンホームカワカミソウ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂２８００ 介護老人福祉施設 0893-34-2655 H12/04/01 指定 大洲市

3873600146 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームかわかみ荘 トクベツヨウゴロウジンホームカワカミソウ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂２８００ 介護予防短期入所生活介護 0893-34-2655 H20/12/15 指定 大洲市

3873600187 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設かわかみ荘 デイサービスシセツカワカミソウ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂2800番地 地域密着型通所介護 0893-34-2655 H28/04/01 指定 大洲市

3873600187 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設かわかみ荘 デイサービスシセツカワカミソウ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂2800番地 通所型サービス（独自） 0893-34-2655 H30/04/01 指定 大洲市

3873600187 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設かわかみ荘 デイサービスシセツカワカミソウ 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂2800番地 通所型サービス（独自／定率） 0893-34-2655 H30/04/01 指定 大洲市
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3873600369 株式会社　むらかみ グループホーム　やまと グループホーム　ヤマト 7993441 愛媛県大洲市長浜町下須戒１３番地８ 認知症対応型共同生活介護 0893-52-0319 H18/04/01 指定 大洲市

3873600369 株式会社　むらかみ グループホーム　やまと グループホーム　ヤマト 7993441 愛媛県大洲市長浜町下須戒１３番地８ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-52-0319 H18/04/01 指定 大洲市

3873600377 株式会社新風会 グループホーム白雲 グループホームハクウン 7993431 愛媛県大洲市白滝甲669番地4 認知症対応型共同生活介護 0893-54-0123 H18/04/01 指定 大洲市

3873600377 株式会社新風会 グループホーム白雲 グループホームハクウン 7993431 愛媛県大洲市白滝甲669番地4 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-54-0123 H18/04/01 指定 大洲市

3890700028 株式会社新風会 グループホーム　龍星 グループホーム　リュウセイ 7950011 愛媛県大洲市柚木字王子ヶ平５８７番地１ 認知症対応型共同生活介護 0893-23-1165 H18/10/06 指定 大洲市

3890700028 株式会社新風会 グループホーム　龍星 グループホーム　リュウセイ 7950011 愛媛県大洲市柚木字王子ヶ平５８７番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-23-1165 H19/04/01 指定 大洲市

3890700036 特定非営利活動法人アクティブボランティアセンター阿蔵の森 グループホーム阿蔵の森 グループホームアゾウノモリ 7950025 愛媛県大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 認知症対応型共同生活介護 0893-59-0777 H19/02/10 指定 大洲市

3890700036 特定非営利活動法人アクティブボランティアセンター阿蔵の森 グループホーム阿蔵の森 グループホームアゾウノモリ 7950025 愛媛県大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-59-0777 H19/04/01 指定 大洲市

3890700044 有限会社エンジョイライフ 小規模多機能居宅介護　亀の郷 ショウキボタキノウキョタクカイゴ　カメノサト 7950002 愛媛県大洲市松尾465番地1 小規模多機能型居宅介護 0893-57-6150 H23/04/01 指定 大洲市

3890700044 有限会社エンジョイライフ 小規模多機能居宅介護　亀の郷 ショウキボタキノウキョタクカイゴ　カメノサト 7950002 愛媛県大洲市松尾465番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0893-57-6150 H23/04/01 指定 大洲市

3890700051 有限会社　和みの会 デイサービス大洲本町 デイサービスオオズホンマチ 7950012 愛媛県大洲市大洲４５番地１ 認知症対応型通所介護 0893-50-8177 H23/04/08 指定 大洲市

3890700051 有限会社　和みの会 デイサービス大洲本町 デイサービスオオズホンマチ 7950012 愛媛県大洲市大洲４５番地１ 介護予防認知症対応型通所介護 0893-50-8177 H23/04/08 指定 大洲市

3890700069 株式会社新風会 グループホーム嶺南 グループホームレイナン 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂241番地1 認知症対応型共同生活介護 0893-34-2808 H23/04/01 指定 大洲市

3890700069 株式会社新風会 グループホーム嶺南 グループホームレイナン 7971504 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂241番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-34-2808 H23/04/01 指定 大洲市

3890700077 有限会社　エンジョイライフ グループホーム楽生苑 グループホームラクショウエン 7950002 愛媛県大洲市松尾465番地1 認知症対応型共同生活介護 0893-57-6150 H26/03/20 指定 大洲市

3890700077 有限会社　エンジョイライフ グループホーム楽生苑 グループホームラクショウエン 7950002 愛媛県大洲市松尾465番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-57-6150 H26/03/20 指定 大洲市

3890700085 社会福祉法人  三善会 グループホーム　春の風 グループホーム　ハルノカゼ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲570番地 認知症対応型共同生活介護 0893-52-2711 H26/04/01 指定 大洲市

3890700085 社会福祉法人  三善会 グループホーム　春の風 グループホーム　ハルノカゼ 7993401 愛媛県大洲市長浜甲570番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-52-2711 H26/04/01 指定 大洲市

3890700093 社会福祉法人　清祥会 小規模特別養護老人ホーム　清祥会ひまわり ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　セイショウカイヒマワリ 7993432 愛媛県大洲市柴甲５９５番地１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0893-54-0500 H27/04/01 指定 大洲市

3890700101 社会福祉法人　愛生福祉会 小規模特別養護老人ホーム　札掛の里 ショウキボトクベツヨウゴロウジンホーム　フダカケノサト 7950006 愛媛県大洲市野佐来479番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0893-23-4351 H28/07/01 指定 大洲市

3890700119 社会福祉法人　愛生福祉会 デイサービスセンター　ふだかけ デイサービスセンター　フダカケ 7950006 愛媛県大洲市野佐来479番地 地域密着型通所介護 0893-23-4351 H28/07/01 指定 大洲市

3890700127 キラメキケア株式会社 グループホームパートナーハウスたんぽぽ グループホームパートナーハウスタンポポ 7993456 愛媛県大洲市長浜町出海乙4番地 認知症対応型共同生活介護 0893-25-0788 H29/04/01 指定 大洲市

3890700127 キラメキケア株式会社 グループホームパートナーハウスたんぽぽ グループホームパートナーハウスタンポポ 7993456 愛媛県大洲市長浜町出海乙4番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-25-0788 H29/04/01 指定 大洲市

3890700135 株式会社　かんなぎ 定期巡回　楽助 テイキジュンカイ　ラクスケ 7950051 愛媛県大洲市五郎甲2419番地 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0893-57-9001 H29/07/01 指定 大洲市

3890700143 合同会社　昭和 デイサービス四つ葉 デイサービスヨツバ 7950001 愛媛県大洲市北只４８９番地７ 地域密着型通所介護 0893-24-6360 R01/05/01 指定 大洲市

3890700150 有限会社　エンジョイライフ 小規模多機能型居宅介護　亀の郷2番館 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　カメノサト２バンカン 7950001 愛媛県大洲市北只88番地28 小規模多機能型居宅介護 0893-57-6190 R01/08/25 指定 大洲市

3890700150 有限会社　エンジョイライフ 小規模多機能型居宅介護　亀の郷2番館 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴ　カメノサト２バンカン 7950001 愛媛県大洲市北只88番地28 介護予防小規模多機能型居宅介護 0893-57-6190 R01/08/25 指定 大洲市

3890700176 合同会社　うりずんの風 デイサービス三線の家 デイサービスサンシンノイエ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲２４４５番地 地域密着型通所介護 0893-23-9379 R02/08/03 指定 大洲市

3890700176 合同会社　うりずんの風 デイサービス三線の家 デイサービスサンシンノイエ 7950081 愛媛県大洲市菅田町菅田甲２４４５番地 通所型サービス（独自） 0893-23-9379 R02/08/03 指定 大洲市

3890700184 株式会社新風会 グループホーム零月 グループホームレイゲツ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲261番地1 認知症対応型共同生活介護 999-999-9999 R03/03/28 指定 大洲市

3890700184 株式会社新風会 グループホーム零月 グループホームレイゲツ 7950073 愛媛県大洲市新谷町甲261番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 999-999-9999 R03/03/28 指定 大洲市

3890700192 合同会社　大樹 デイサービス　大樹の母里 デイサービス　タイジュノモリ 7950025 愛媛県大洲市阿蔵甲1961番地4 地域密着型通所介護 999-999-9999 R03/04/01 指定 大洲市

38A0700017 合同会社　昭和 デイサービス四つ葉 デイサービスヨツバ 7950001 愛媛県大洲市北只４８９番地７ 通所型サービス（独自） 090-2789-7485 R01/05/01 指定 大洲市

38A0700017 合同会社　昭和 デイサービス四つ葉 デイサービスヨツバ 7950001 愛媛県大洲市北只４８９番地７ 通所型サービス（独自／定率） 090-2789-7485 R01/05/01 指定 大洲市

38A0700025 合同会社　大樹 デイサービス　大樹の母里 デイサービス　タイジュノモリ 7950025 愛媛県大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 通所型サービス（独自） 090-5278-8455 R03/04/01 指定 大洲市

38A0700025 合同会社　大樹 デイサービス　大樹の母里 デイサービス　タイジュノモリ 7950025 愛媛県大洲市阿蔵甲１９６１番地４ 通所型サービス（独自／定率） 090-5278-8455 R03/04/01 指定 大洲市

38B0700015 社会医療法人  北斗会 介護医療院　ほくと カイゴイリョウイン　ホクト 7958507 愛媛県大洲市東大洲５ 通所リハビリテーション 0893-24-4551 H31/04/01 休止 大洲市

38B0700015 社会医療法人  北斗会 介護医療院　ほくと カイゴイリョウイン　ホクト 7958507 愛媛県大洲市東大洲５ 短期入所療養介護 0893-24-4551 H31/04/01 休止 大洲市

38B0700015 社会医療法人  北斗会 介護医療院　ほくと カイゴイリョウイン　ホクト 7958507 愛媛県大洲市東大洲５ 介護医療院 0893-24-4551 H31/04/01 指定 大洲市

38B0700015 社会医療法人  北斗会 介護医療院　ほくと カイゴイリョウイン　ホクト 7958507 愛媛県大洲市東大洲５ 介護予防通所リハビリテーション 0893-24-4551 H31/04/01 休止 大洲市

38B0700015 社会医療法人  北斗会 介護医療院　ほくと カイゴイリョウイン　ホクト 7958507 愛媛県大洲市東大洲５ 介護予防短期入所療養介護 0893-24-4551 H31/04/01 休止 大洲市

38B0700023 医療法人  肱嵐会 医療法人　肱嵐会　石村病院　介護医療院 イリョウホウジン　コウランカイ　イシムラビョウイン　カイゴイリョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 短期入所療養介護 0893-52-0275 R02/07/01 指定 大洲市
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38B0700023 医療法人  肱嵐会 医療法人　肱嵐会　石村病院　介護医療院 イリョウホウジン　コウランカイ　イシムラビョウイン　カイゴイリョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 介護医療院 0893-52-0275 R02/07/01 指定 大洲市

38B0700023 医療法人  肱嵐会 医療法人　肱嵐会　石村病院　介護医療院 イリョウホウジン　コウランカイ　イシムラビョウイン　カイゴイリョウイン 7993401 愛媛県大洲市長浜甲１７６番地 介護予防短期入所療養介護 0893-52-0275 R02/07/01 指定 大洲市

3801000013 伊予市長 伊予市地域包括支援センター イヨシチイキホウカツシエンセンター 7993113 伊予市米湊８２０番地 介護予防ケアマネジメント 089-982-1111 H27/04/01 指定 伊予市

3801000021 社会福祉法人　くじら 伊予市地域包括支援センター イヨシチイキホウカツシエンセンター 7993113 愛媛県伊予市米湊1212番地5 介護予防支援 H30/04/01 指定 伊予市

3801000021 社会福祉法人　くじら 伊予市地域包括支援センター イヨシチイキホウカツシエンセンター 7993113 愛媛県伊予市米湊1212番地5 介護予防ケアマネジメント H30/04/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 訪問看護 089-983-5678 H12/09/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 訪問リハビリテーション 089-983-5678 H12/09/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 居宅療養管理指導 089-983-5678 H12/09/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 通所リハビリテーション 089-983-5678 H21/04/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 介護予防訪問看護 089-983-5678 H18/04/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-983-5678 H18/04/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 介護予防居宅療養管理指導 089-983-5678 H18/04/01 指定 伊予市

3811010069 小西　省三 こにし心療クリニック コニシシンリョウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町306番地 介護予防通所リハビリテーション 089-983-5678 H21/04/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 訪問看護 089-946-7770 H13/12/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 訪問リハビリテーション 089-946-7770 H13/12/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 居宅療養管理指導 089-946-7770 H13/12/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 通所リハビリテーション 089-946-7770 H21/04/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 介護予防訪問看護 089-946-7770 H18/04/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-946-7770 H18/04/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-7770 H18/04/01 指定 伊予市

3811010085 医療法人敬史整形外科 敬史整形外科 タカシセイケイゲカ 7993103 愛媛県伊予市上野７８１番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-946-7770 H21/04/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 訪問看護 089-983-0678 H15/10/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 訪問リハビリテーション 089-983-0678 H15/10/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 居宅療養管理指導 089-983-0678 H15/10/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 通所リハビリテーション 089-983-0678 H21/04/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 介護予防訪問看護 089-983-0678 H18/04/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-983-0678 H18/04/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-0678 H18/04/01 指定 伊予市

3811010093 渡邉　克一 いよ産婦人科医院 イヨサンフジンカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１４４２番地１３ 介護予防通所リハビリテーション 089-983-0678 H21/04/01 指定 伊予市

3811010119 医療法人　中村脳神経外科 中村脳神経外科 ナカムラノウシンケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊786番地1 訪問看護 089-983-2030 H17/01/01 指定 伊予市

3811010119 医療法人　中村脳神経外科 中村脳神経外科 ナカムラノウシンケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊786番地1 訪問リハビリテーション 089-983-2030 H17/01/01 指定 伊予市

3811010119 医療法人　中村脳神経外科 中村脳神経外科 ナカムラノウシンケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊786番地1 居宅療養管理指導 089-983-2030 H17/01/01 指定 伊予市

3811010119 医療法人　中村脳神経外科 中村脳神経外科 ナカムラノウシンケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊786番地1 介護予防訪問看護 089-983-2030 H18/04/01 指定 伊予市

3811010119 医療法人　中村脳神経外科 中村脳神経外科 ナカムラノウシンケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊786番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-983-2030 H18/04/01 指定 伊予市

3811010119 医療法人　中村脳神経外科 中村脳神経外科 ナカムラノウシンケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊786番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-983-2030 H18/04/01 指定 伊予市

3811010119 医療法人　中村脳神経外科 中村脳神経外科 ナカムラノウシンケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊786番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-983-2030 H21/04/01 指定 伊予市

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 訪問看護 089-983-6666 H18/06/01 指定 伊予市

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 訪問リハビリテーション 089-983-6666 H18/06/01 指定 伊予市

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 居宅療養管理指導 089-983-6666 H18/06/01 指定 伊予市

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 通所リハビリテーション 089-983-6666 H21/04/01 指定 伊予市

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 介護予防訪問看護 089-983-6666 H18/06/01 指定 伊予市

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-983-6666 H18/06/01 指定 伊予市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-6666 H18/06/01 指定 伊予市

3811010150 医療法人増田泌尿器科 増田泌尿器科 マスダヒニョウキカ 7993103 愛媛県伊予市上野１６１６－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-983-6666 H21/04/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 訪問看護 089-982-7333 H18/12/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 訪問リハビリテーション 089-982-7333 H18/12/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 居宅療養管理指導 089-982-7333 H18/12/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 通所リハビリテーション 089-982-7333 H21/04/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 介護予防訪問看護 089-982-7333 H18/12/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 介護予防訪問リハビリテーション 089-982-7333 H18/12/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-982-7333 H18/12/01 指定 伊予市

3811010168 医療法人たなか消化器科クリニック たなか消化器科クリニック タナカショウカキカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川943番地3 介護予防通所リハビリテーション 089-982-7333 H21/04/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 訪問看護 089-997-3363 H19/06/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 訪問リハビリテーション 089-997-3363 H19/06/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 居宅療養管理指導 089-997-3363 H19/06/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 通所リハビリテーション 089-997-3363 H21/04/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 介護予防訪問看護 089-997-3363 H19/06/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 介護予防訪問リハビリテーション 089-997-3363 H19/06/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 介護予防居宅療養管理指導 089-997-3363 H19/06/01 指定 伊予市

3811010176 医療法人　宰愛会 米湊わたなべクリニック コミナトワタナベクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊1477番1 介護予防通所リハビリテーション 089-997-3363 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 訪問看護 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 訪問リハビリテーション 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 居宅療養管理指導 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 通所リハビリテーション 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 介護予防訪問看護 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 介護予防訪問リハビリテーション 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 介護予防居宅療養管理指導 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010200 本宮眼科クリニック 本宮眼科クリニック ホングウガンカクリニック 7993111 愛媛県伊予市下吾川９０８番地 介護予防通所リハビリテーション 0989821441 H21/04/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地１２８番地 訪問看護 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予郡中山町出渕２番耕地１２８番地 訪問リハビリテーション 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予郡中山町出渕２番耕地１２８番地 居宅療養管理指導 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地１２８番地 通所リハビリテーション 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地１２８番地 介護予防訪問看護 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地１２８番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地１２８番地 介護予防居宅療養管理指導 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010234 ＊ 古川医院 フルカワイイン 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地１２８番地 介護予防通所リハビリテーション 089-967-0043 H22/01/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 訪問看護 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 訪問リハビリテーション 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 居宅療養管理指導 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 通所リハビリテーション 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 介護予防訪問看護 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市

3811010259 医療法人　わのわ会 佐礼谷診療所 サレダニシンリョウジョ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲816番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-968-0021 H22/04/01 指定 伊予市
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3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 訪問看護 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 訪問リハビリテーション 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 居宅療養管理指導 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 通所リハビリテーション 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 介護予防訪問看護 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 介護予防居宅療養管理指導 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010267 医療法人　たけます診療所 たけます診療所 タケマスシンリョウジョ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5350-16 介護予防通所リハビリテーション 089-986-0909 H23/02/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 訪問看護 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 訪問リハビリテーション 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 居宅療養管理指導 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 通所リハビリテーション 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 介護予防訪問看護 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010275 医療法人　きはら整形外科 きはら整形外科 キハラセイケイゲカ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-989-7711 H24/03/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 訪問看護　こんどうクリニック ホウモンカンゴ　コンドウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地６ 訪問看護 089-982-0338 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 こんどうクリニック コンドウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地６ 訪問リハビリテーション 089-982-0338 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 居宅療養管理指導　こんどうクリニック キョタクリョウヨウカンリシドウ　コンドウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地６ 居宅療養管理指導 089-982-0338 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 こんどうクリニック通所リハビリテーション コンドウクリニックツウショリハビリテーション 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２－１ 通所リハビリテーション 089-982-7259 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 訪問看護　こんどうクリニック ホウモンカンゴ　コンドウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地６ 介護予防訪問看護 089-982-0338 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 こんどうクリニック コンドウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-982-0338 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 居宅療養管理指導　こんどうクリニック キョタクリョウヨウカンリシドウ　コンドウクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-982-0338 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 こんどうクリニック通所リハビリテーション コンドウクリニックツウショリハビリテーション 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-982-7259 H26/01/01 指定 伊予市

3811010283 医療法人　近藤医院 こんどうクリニック通所型サービスＡ コンドウクリニックツウショカタサービスＡ 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地６ 通所型サービス（独自／定率） 089-982-0338 H29/05/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 訪問看護 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 訪問リハビリテーション 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 居宅療養管理指導 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 通所リハビリテーション 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 介護予防訪問看護 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010291 医療法人　もりのぶ整形外科 もりのぶ整形外科 モリノブセイケイゲカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川馬塚９４３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-987-1411 H26/02/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井クリニック ナガイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 訪問看護 H27/01/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井クリニック ナガイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 訪問リハビリテーション H27/01/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井クリニック ナガイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 居宅療養管理指導 H27/01/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井クリニック ナガイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 通所リハビリテーション 089-982-0009 H27/01/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井クリニック ナガイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 介護予防訪問看護 089-982-0009 H27/01/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井クリニック ナガイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-982-0009 H27/01/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井病クリニック ナガイヤマイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 介護予防居宅療養管理指導 089-982-0009 H27/01/01 指定 伊予市

3811010317 医療法人  光風会 永井クリニック ナガイクリニック 7993114 愛媛県伊予市灘町６６番地 介護予防通所リハビリテーション 089-982-0009 H27/01/01 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 訪問看護 089-982-1170 H12/04/01 指定 伊予市
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3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 訪問リハビリテーション 089-982-1170 H12/03/17 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 居宅療養管理指導 089-982-1170 H12/04/01 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊816-1 通所リハビリテーション 089-982-1170 H26/04/01 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 短期入所療養介護 089-982-1170 H12/02/10 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６番地１ 介護療養型医療施設 089-982-1170 H12/02/10 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 介護予防訪問看護 089-982-1170 H18/04/01 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-982-1170 H18/04/01 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-982-1170 H18/04/01 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊816-1 介護予防通所リハビリテーション 089-982-1170 H25/04/01 指定 伊予市

3811028053 愛媛医療生活協同組合 伊予診療所 イヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８１６－１ 介護予防短期入所療養介護 089-982-1170 H18/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 通所リハビリテーション 089-983-3003 H21/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 介護予防訪問看護 089-983-3003 H18/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-983-3003 H18/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-3003 H18/04/01 指定 伊予市

3811028061 医療法人  萠生会 医療法人萠生会稲田内科医院 イリョウホウジンホウセイカイイナダナイカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北野３８１－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-983-3003 H21/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 通所リハビリテーション 089-967-1182 H21/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 介護予防訪問看護 089-967-1182 H18/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-967-1182 H18/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 介護予防居宅療養管理指導 089-967-1182 H18/04/01 指定 伊予市

3813510132 ＊ 中山クリニック ナカヤマクリニック 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕二番耕地２８番３ 介護予防通所リハビリテーション 089-967-1182 H21/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 通所リハビリテーション 089-987-0660 H21/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 介護予防訪問看護 089-987-0660 H18/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-987-0660 H18/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-987-0660 H18/04/01 指定 伊予市

3813510181 医療法人  下灘診療所 医療法人下灘診療所 イリョウホウジンシモナダシンリョウショ 7993312 愛媛県伊予市双海町串甲９７番地１０ 介護予防通所リハビリテーション 089-987-0660 H21/04/01 指定 伊予市

3831030071 ＊ 西岡歯科医院 ニシオカシカイイン 7993114 愛媛県伊予市灘町１１７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3831030071 ＊ 西岡歯科医院 ニシオカシカイイン 7993114 愛媛県伊予市灘町１１７ 介護予防居宅療養管理指導 089-982-0414 H18/04/01 指定 伊予市

3831030097 ＊ 佐々木歯科医院 ササキシカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１２０２－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3831030097 ＊ 佐々木歯科医院 ササキシカイイン 7993111 愛媛県伊予市下吾川１２０２－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-3990 H18/04/01 指定 伊予市

3831030147 ＊ あたらし歯科医院 アタラシシカイイン 7993113 愛媛県伊予市米湊８２１－９ 居宅療養管理指導 089-982-2005 H12/04/01 指定 伊予市

3831030147 ＊ あたらし歯科医院 アタラシシカイイン 7993113 愛媛県伊予市米湊８２１－９ 介護予防居宅療養管理指導 089-982-2005 H18/04/01 指定 伊予市

3831030170 医療法人　港南歯科クリニック 港南歯科クリニック コウナンシカクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊１４９０番１ 居宅療養管理指導 H15/12/01 指定 伊予市

3831030170 医療法人　港南歯科クリニック 港南歯科クリニック コウナンシカクリニック 7993113 愛媛県伊予市米湊１４９０番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-1855 H18/04/01 指定 伊予市
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3831030188 福住　雅州 福住歯科クリニック フクスミシカクリニック 7993112 愛媛県伊予市上吾川甲２３６－１ 訪問看護 089-983-2121 H16/05/01 指定 伊予市

3831030188 福住　雅州 福住歯科クリニック フクスミシカクリニック 7993112 愛媛県伊予市上吾川甲２３６－１ 訪問リハビリテーション 089-983-2121 H16/05/01 指定 伊予市

3831030188 福住　雅州 福住歯科クリニック フクスミシカクリニック 7993112 愛媛県伊予市上吾川甲２３６－１ 居宅療養管理指導 089-983-2121 H16/05/01 指定 伊予市

3831030188 福住　雅州 福住歯科クリニック フクスミシカクリニック 7993112 愛媛県伊予市上吾川甲２３６－１ 介護予防訪問看護 089-983-2121 H18/04/01 指定 伊予市

3831030188 福住　雅州 福住歯科クリニック フクスミシカクリニック 7993112 愛媛県伊予市上吾川甲２３６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-983-2121 H18/04/01 指定 伊予市

3831030188 福住　雅州 福住歯科クリニック フクスミシカクリニック 7993112 愛媛県伊予市上吾川甲２３６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-2121 H18/04/01 指定 伊予市

3831030204 伊予市 伊予市国民健康保険直営中山歯科診療所 イヨシコクミンケンコウホケンチョクエイナカヤマシカシンリョウジョ 7913206 愛媛県伊予市中山町中山丑３５２番地１ 居宅療養管理指導 H17/04/01 指定 伊予市

3831030204 伊予市 伊予市国民健康保険直営中山歯科診療所 イヨシコクミンケンコウホケンチョクエイナカヤマシカシンリョウジョ 7913206 愛媛県伊予市中山町中山丑３５２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-967-1510 H18/04/01 指定 伊予市

3831030212 医療法人　新歯科医院 医療法人新歯科医院　優歯科オフィス イリョウホウジンシンシカイイン　ユウシカオフィス 7993113 愛媛県伊予市米湊431-1 訪問看護 089-997-3555 H20/08/01 指定 伊予市

3831030212 医療法人　新歯科医院 医療法人新歯科医院　優歯科オフィス イリョウホウジンシンシカイイン　ユウシカオフィス 7993113 愛媛県伊予市米湊431-1 訪問リハビリテーション 089-997-3555 H20/08/01 指定 伊予市

3831030212 医療法人　新歯科医院 医療法人新歯科医院　優歯科オフィス イリョウホウジンシンシカイイン　ユウシカオフィス 7993113 愛媛県伊予市米湊431-1 居宅療養管理指導 089-997-3555 H20/08/01 指定 伊予市

3831030212 医療法人　新歯科医院 医療法人新歯科医院　優歯科オフィス イリョウホウジンシンシカイイン　ユウシカオフィス 7993113 愛媛県伊予市米湊431-1 介護予防訪問看護 089-997-3555 H20/08/01 指定 伊予市

3831030212 医療法人　新歯科医院 優歯科オフィス ユウシカオフィス 7993113 愛媛県伊予市米湊431-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-997-3555 H20/08/01 指定 伊予市

3831030212 医療法人　新歯科医院 医療法人新歯科医院　優歯科オフィス イリョウホウジンシンシカイイン　ユウシカオフィス 7993113 愛媛県伊予市米湊431-1 介護予防居宅療養管理指導 089-997-3555 H20/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 訪問看護 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 訪問リハビリテーション 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 居宅療養管理指導 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 通所リハビリテーション 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 介護予防訪問看護 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030220 ＊ 白石歯科 シライシシカ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番２０ 介護予防通所リハビリテーション 089-989-4190 H23/08/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 訪問看護 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 訪問リハビリテーション 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 居宅療養管理指導 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 通所リハビリテーション 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 介護予防訪問看護 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 介護予防居宅療養管理指導 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831030238 医療法人　郎悠会 清家歯科医院 セイケシカイイン 7993103 愛媛県伊予市上野６９１ 介護予防通所リハビリテーション 089-982-2377 H27/01/01 指定 伊予市

3831038025 ＊ 若林歯科医院 ワカバヤシシカイイン 7993114 愛媛県伊予市灘町１６９番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3831038025 ＊ 若林歯科医院 ワカバヤシシカイイン 7993114 愛媛県伊予市灘町１６９番地 介護予防居宅療養管理指導 089-982-0533 H18/04/01 指定 伊予市

3833530284 ＊ 二宮歯科医院 ニノミヤシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５６９０番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3833530284 ＊ 二宮歯科医院 ニノミヤシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５６９０番地 介護予防居宅療養管理指導 089-986-1480 H18/04/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 訪問看護 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 訪問リハビリテーション 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 居宅療養管理指導 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 通所リハビリテーション 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 介護予防訪問看護 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市

3833530698 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５４４６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-986-0248 H28/11/01 指定 伊予市
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3841040128 ＊ しんかわ駅前薬局 シンカワエキマエヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川１９９４－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3841040128 ＊ しんかわ駅前薬局 シンカワエキマエヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川１９９４－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-3082 H18/04/01 指定 伊予市

3841040151 ＊ テイクとりのき薬局 テイクトリノキヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川３８０番地１１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予市

3841040151 ＊ テイクとりのき薬局 テイクトリノキヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川３８０番地１１２ 介護予防居宅療養管理指導 089-946-7123 H18/04/01 指定 伊予市

3841040177 岡井薬局有限会社 岡井薬局 オカイヤッキョク 愛媛県伊予市灘町301-2 居宅療養管理指導 089-982-0345 H21/05/01 指定 伊予市

3841040177 岡井薬局有限会社 岡井薬局 オカイヤッキョク 愛媛県伊予市灘町301-2 介護予防居宅療養管理指導 089-982-0345 H21/05/01 指定 伊予市

3841040185 株式会社　トマト トマト薬局　伊予店 トマトヤッキョク　イヨテン 7993113 愛媛県伊予市米湊７９１－２ 居宅療養管理指導 089-983-3336 H16/02/01 指定 伊予市

3841040185 株式会社　トマト トマト薬局　伊予店 トマトヤッキョク　イヨテン 7993113 愛媛県伊予市米湊７９１－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-983-3336 H18/04/01 指定 伊予市

3841040201 株式会社レデイ薬局 レデイいよ米湊調剤薬局 レデイイヨコミナトチョウザイヤッキョク 7993113 愛媛県伊予市米湊1372番地1 居宅療養管理指導 089-946-7575 H17/11/01 指定 伊予市

3841040201 株式会社レデイ薬局 レデイいよ米湊調剤薬局 レデイイヨコミナトチョウザイヤッキョク 7993113 愛媛県伊予市米湊1372番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-946-7575 H18/04/01 指定 伊予市

3841040219 愛ファーマシー株式会社 伊予なの花薬局 イヨナノハナヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川字池田892-7 居宅療養管理指導 089-946-7087 H19/10/01 指定 伊予市

3841040219 愛ファーマシー株式会社 伊予なの花薬局 イヨナノハナヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川字池田892-7 介護予防居宅療養管理指導 089-946-7087 H19/10/01 指定 伊予市

3841040227 株式会社　エンゼル エンゼル薬局　上灘店 エンゼルヤッキョク　カミナダテン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５３５０番地１０ 居宅療養管理指導 089-986-0620 H22/04/01 指定 伊予市

3841040227 株式会社　エンゼル エンゼル薬局　上灘店 エンゼルヤッキョク　カミナダテン 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５３５０番地１０ 介護予防居宅療養管理指導 089-986-0620 H22/04/01 指定 伊予市

3841040235 ＊ ナダベ薬局 ナダベヤッキョク 7993114 愛媛県伊予市灘町１－１５ 居宅療養管理指導 089-982-0464 H22/07/14 指定 伊予市

3841040235 ＊ ナダベ薬局 ナダベヤッキョク 7993114 愛媛県伊予市灘町１－１５ 介護予防居宅療養管理指導 089-982-0464 H22/07/14 指定 伊予市

3841040243 有限会社あおぞら薬局 あおば薬局 アオバヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川字馬塚９４４－３ 居宅療養管理指導 089-997-3320 H23/05/26 指定 伊予市

3841040243 有限会社あおぞら薬局 あおば薬局 アオバヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川字馬塚９４４－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-997-3320 H23/05/26 指定 伊予市

3841040250 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局伊予店 ジョウセイチョウザイヤッキョクイヨテン 7993113 愛媛県伊予市米湊８０３番地２４号 居宅療養管理指導 089-992-9501 H24/04/01 指定 伊予市

3841040250 有限会社　城西調剤薬局 城西調剤薬局伊予店 ジョウセイチョウザイヤッキョクイヨテン 7993113 愛媛県伊予市米湊８０３番地２４号 介護予防居宅療養管理指導 089-992-9501 H24/04/01 指定 伊予市

3841040268 愛ファーマシー株式会社 伊予レモン薬局 イヨレモンヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川９４３－１ 居宅療養管理指導 089-989-5678 H26/01/01 指定 伊予市

3841040268 愛ファーマシー株式会社 伊予レモン薬局 イヨレモンヤッキョク 7993111 愛媛県伊予市下吾川９４３－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-989-5678 H26/01/01 指定 伊予市

3857780120 医療法人財団  尚温会 老人保健施設　伊予ヶ丘 ロウジンホケンシセツ　イヨガオカ 7993101 愛媛県伊予市八倉９１７番地１ 訪問リハビリテーション 089-983-2223 H30/09/03 指定 伊予市

3857780120 医療法人財団  尚温会 老人保健施設伊予ヶ丘 ロウジンホケンシセツイヨガオカ 7993101 愛媛県伊予市八倉９１７番地１ 通所リハビリテーション 089-983-2223 H12/04/01 指定 伊予市

3857780120 医療法人財団  尚温会 老人保健施設伊予ヶ丘 ロウジンホケンシセツイヨガオカ 7993101 愛媛県伊予市八倉９１７番地１ 短期入所療養介護 089-983-2223 H12/04/01 指定 伊予市

3857780120 医療法人財団  尚温会 老人保健施設伊予ヶ丘 ロウジンホケンシセツイヨガオカ 7993101 愛媛県伊予市八倉９１７番地１ 介護老人保健施設 089-983-2223 H12/04/01 指定 伊予市

3857780120 医療法人財団  尚温会 老人保健施設　伊予ヶ丘 ロウジンホケンシセツ　イヨガオカ 7993101 愛媛県伊予市八倉９１７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-983-2223 H30/09/03 指定 伊予市

3857780120 医療法人財団  尚温会 老人保健施設伊予ヶ丘 ロウジンホケンシセツイヨガオカ 7993101 愛媛県伊予市八倉９１７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-983-2223 H18/04/01 指定 伊予市

3857780120 医療法人財団  尚温会 老人保健施設伊予ヶ丘 ロウジンホケンシセツイヨガオカ 7993101 愛媛県伊予市八倉９１７番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-983-2223 H18/04/01 指定 伊予市

3861090698 愛媛医療生活協同組合 訪問看護ステーションごしき ホウモンカンゴステーションゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊834番地20 訪問看護 089-983-4400 H12/04/01 指定 伊予市

3861090698 愛媛医療生活協同組合 訪問看護ステーションごしき ホウモンカンゴステーションゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊834番地20 介護予防訪問看護 089-983-4400 H19/04/01 指定 伊予市

3861091647 株式会社日和 訪問看護ステーション　いちば ホウモンカンゴステーション　イチバ 7993122 愛媛県伊予市市場甲419番地3 訪問看護 089-992-9909 H26/07/01 指定 伊予市

3861091647 株式会社日和 訪問看護ステーション　いちば ホウモンカンゴステーション　イチバ 7993122 愛媛県伊予市市場甲419番地3 介護予防訪問看護 089-992-9909 H26/07/01 指定 伊予市

3871000018 社会福祉法人  愛寿会 指定居宅介護支援事業所伊予あいじゅ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショイヨアイジュ 7993102 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 居宅介護支援 089-982-6800 H11/09/24 指定 伊予市

3871000042 愛媛医療生活協同組合 指定居宅介護支援事業所伊予診療所 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショイヨシンリョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊８３４番地２０ 居宅介護支援 089-983-4400 H11/12/07 指定 伊予市

3871000083 有限会社　アウラ 有限会社アウラ ユウゲンガイシャアウラ 7993111 愛媛県伊予市下吾川１６３４番地３ 福祉用具貸与 089-946-7222 H12/02/07 指定 伊予市

3871000083 有限会社　アウラ 有限会社アウラ ユウゲンガイシャアウラ 7993111 愛媛県伊予市下吾川１６３４番地３ 特定福祉用具販売 089-946-7222 H18/04/01 指定 伊予市

3871000083 有限会社　アウラ 有限会社アウラ ユウゲンガイシャアウラ 7993111 愛媛県伊予市下吾川１６３４－３ 介護予防福祉用具貸与 089-946-7222 H18/04/01 指定 伊予市

3871000083 有限会社　アウラ 有限会社アウラ ユウゲンガイシャアウラ 7993111 愛媛県伊予市下吾川１６３４－３ 特定介護予防福祉用具販売 089-946-7222 H18/04/01 指定 伊予市

3871000133 社会福祉法人  愛寿会 ショートステイ伊予あいじゅ ショートステイイヨアイジュ 7993102 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 短期入所生活介護 089-982-6800 H12/03/17 指定 伊予市

3871000133 社会福祉法人  愛寿会 ショートステイ伊予あいじゅ ショートステイイヨアイジュ 7993102 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-982-6800 H18/08/01 指定 伊予市

3871000141 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンター伊予あいじゅ デイサービスセンターイヨアイジュ 7993102 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 通所介護 089-982-6805 H12/03/17 指定 伊予市
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3871000141 社会福祉法人  愛寿会 デイサービスセンター伊予あいじゅ デイサービスセンターイヨアイジュ 7993102 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 通所型サービス（独自） 089-982-6805 H30/04/01 指定 伊予市

3871000158 えひめ中央農業協同組合 デイサービスセンターもものさと デイサービスセンターモモノサト 7993103 愛媛県伊予市上野５８０番地 通所介護 089-983-0011 H12/03/17 指定 伊予市

3871000158 えひめ中央農業協同組合 デイサービスセンターもものさと デイサービスセンターモモノサト 7993103 愛媛県伊予市上野５８０番地 通所型サービス（独自） 089-983-0011 H30/04/01 指定 伊予市

3871000158 えひめ中央農業協同組合 デイサービスセンターもものさと デイサービスセンターモモノサト 7993103 愛媛県伊予市上野５８０番地 通所型サービス（独自／定率） 089-983-0011 H29/04/01 指定 伊予市

3871000166 社会福祉法人  愛寿会 伊予あいじゅ イヨアイジュ 7993102 愛媛県伊予市宮下１２２４番地１ 介護老人福祉施設 089-982-6800 H12/04/01 指定 伊予市

3871000174 医療法人財団  尚温会 グループホーム伊予の郷 グループホームイヨノサト 7993101 愛媛県伊予市八倉９１９番地５ 認知症対応型共同生活介護 089-983-2252 H18/04/01 指定 伊予市

3871000174 医療法人財団  尚温会 グループホーム伊予の郷 グループホームイヨノサト 7993101 愛媛県伊予市八倉９１９番地５ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-983-2252 H18/04/01 指定 伊予市

3871000190 有限会社ユニット・ワン グループホーム　ユニットぐんちゅう グループホーム　ユニットグンチュウ 7993113 愛媛県伊予市米湊字西窪１１３１番３ 認知症対応型共同生活介護 089-946-7677 H18/04/01 指定 伊予市

3871000190 有限会社ユニット・ワン グループホーム　ユニットぐんちゅう グループホーム　ユニットグンチュウ 7993113 愛媛県伊予市米湊字西窪１１３１番３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-946-7677 H18/04/01 指定 伊予市

3871000224 社会福祉法人愛信会 グループホーム森の園 グループホームモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-982-7474 H18/04/01 指定 伊予市

3871000224 社会福祉法人愛信会 グループホーム森の園 グループホームモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-982-7474 H18/04/01 指定 伊予市

3871000232 社会福祉法人　愛信会 ヘルパーステーション　森の園 ヘルパーステーション　モリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 訪問介護 089-982-7474 H14/05/02 指定 伊予市

3871000232 社会福祉法人　愛信会 ヘルパーステーション　森の園 ヘルパーステーション　モリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 訪問型サービス（独自） 089-982-7474 H30/04/01 指定 伊予市

3871000232 社会福祉法人　愛信会 ヘルパーステーション　森の園 ヘルパーステーション　モリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-982-7474 H29/04/01 指定 伊予市

3871000240 社会福祉法人愛信会 デイサービスセンター森の園 デイサービスセンターモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 通所介護 089-982-7474 H14/05/02 指定 伊予市

3871000240 社会福祉法人愛信会 デイサービスセンター森の園 デイサービスセンターモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 通所型サービス（独自） 089-982-7474 H30/04/01 指定 伊予市

3871000240 社会福祉法人愛信会 デイサービスセンター森の園 デイサービスセンターモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 通所型サービス（独自／定率） 089-982-7474 H29/04/01 指定 伊予市

3871000257 社会福祉法人　愛信会 ケアプランセンター　森の園 ケアプランセンター　モリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 居宅介護支援 089-982-7474 H14/05/02 指定 伊予市

3871000265 社会福祉法人愛信会 特別養護老人ホーム森の園 トクベツヨウゴロウジンホームモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 介護老人福祉施設 089-982-7474 H14/05/02 指定 伊予市

3871000273 社会福祉法人愛信会 ショートステイ森の園 ショートステイモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 短期入所生活介護 089-982-7474 H14/05/02 指定 伊予市

3871000273 社会福祉法人愛信会 ショートステイ森の園 ショートステイモリノソノ 7993125 愛媛県伊予市森甲４４０番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-982-7474 H19/04/01 指定 伊予市

3871000281 有限会社ユニット・ワン グループホーム　ユニットいよ グループホーム　ユニットイヨ 7993114 愛媛県伊予市灘町302-1 認知症対応型共同生活介護 089-997-3250 H18/04/01 指定 伊予市

3871000281 有限会社ユニット・ワン グループホーム　ユニットいよ グループホーム　ユニットイヨ 7993114 愛媛県伊予市灘町302-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-997-3250 H18/04/01 指定 伊予市

3871000315 有限会社　ほほえみ 宅老所　ほほえみ タクロウショ　ホホエミ 7993131 愛媛県伊予市大平乙２１５番地９ 地域密着型通所介護 089-983-5392 H28/04/01 指定 伊予市

3871000315 有限会社　ほほえみ 宅老所　ほほえみ タクロウショ　ホホエミ 7993131 愛媛県伊予市大平乙２１５番地９ 通所型サービス（独自） 089-983-5392 H30/04/01 指定 伊予市

3871000323 有限会社　たちばな デイサービスセンターたちばな デイサービスセンタータチバナ 7993114 愛媛県伊予市灘町136番地2 地域密着型通所介護 089-983-0622 H28/04/01 指定 伊予市

3871000323 有限会社　たちばな デイサービスセンターたちばな デイサービスセンタータチバナ 7993114 愛媛県伊予市灘町136番地2 通所型サービス（独自） 089-983-0622 H30/04/01 指定 伊予市

3871000372 有限会社　あいらんど グループホーム　あいらんど グループホーム　アイランド 7993105 愛媛県伊予市下三谷2278番地1 認知症対応型共同生活介護 089-983-3445 H18/04/01 指定 伊予市

3871000372 有限会社　あいらんど グループホーム　あいらんど グループホーム　アイランド 7993105 愛媛県伊予市下三谷2278番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-983-3445 H18/04/01 指定 伊予市

3871000406 有限会社たちばな ヘルパーステーション　たちばな ヘルパーステーション　タチバナ 7993114 愛媛県伊予市灘町１３６番地３ 訪問介護 089-983-0622 H16/08/17 指定 伊予市

3871000406 有限会社たちばな ヘルパーステーション　たちばな ヘルパーステーション　タチバナ 7993114 愛媛県伊予市灘町１３６番地３ 訪問型サービス（独自） 089-983-0622 H30/04/01 指定 伊予市

3871000414 有限会社　土香里 グループホーム・土香里 グループホーム・トカリ 7993131 愛媛県伊予市大平字片山甲225番地1 認知症対応型共同生活介護 089-983-6080 H18/04/01 指定 伊予市

3871000414 有限会社　土香里 グループホーム・土香里 グループホーム・トカリ 7993131 愛媛県伊予市大平字片山甲225番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-983-6080 H18/04/01 指定 伊予市

3871000422 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協訪問介護事業所 イヨシシャキョウホウモンカイゴジギョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊723番地1伊予市庁第2別館 訪問介護 089-983-6224 H17/04/01 指定 伊予市

3871000422 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協訪問介護事業所 イヨシシャキョウホウモンカイゴジギョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊723番地1伊予市庁第2別館 訪問型サービス（独自） 089-983-6224 H30/04/01 指定 伊予市

3871000422 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協訪問介護事業所 イヨシシャキョウホウモンカイゴジギョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊723番地1伊予市庁第2別館 訪問型サービス（独自／定率） 089-983-6224 H29/04/01 指定 伊予市

3871000448 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協居宅介護支援事業所 イヨシシャキョウキョタクカイゴシエンジギョウショ 7993113 愛媛県伊予市米湊723番地1伊予市庁第2別館 居宅介護支援 089-983-6224 H17/04/01 指定 伊予市

3871000455 有限会社山起会ライフサプライ デイサービスセンター　ケアフル伊予 デイサービスセンター　ケアフルイヨ 7993122 愛媛県伊予市市場甲1021番地3 通所介護 089-982-7770 H17/11/11 指定 伊予市

3871000455 有限会社山起会ライフサプライ デイサービスセンター　ケアフル伊予 デイサービスセンター　ケアフルイヨ 7993122 愛媛県伊予市市場甲1021番地3 通所型サービス（独自） 089-982-7770 H30/04/01 指定 伊予市

3871000463 愛媛医療生活協同組合 ヘルパーステーションごしき ヘルパーステーションゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊834番地20 訪問介護 089-983-4400 H18/01/01 指定 伊予市

3871000463 愛媛医療生活協同組合 ヘルパーステーションごしき ヘルパーステーションゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊８３４番地２０ 訪問型サービス（独自） 089-983-4400 H30/04/01 指定 伊予市

3871000471 株式会社えひめメディコープ デイサービスごしき デイサービスゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊736-3高齢者福祉施設ごしきの家 地域密着型通所介護 089-983-4433 H28/04/01 指定 伊予市
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3871000471 株式会社えひめメディコープ デイサービスごしき デイサービスゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊736-3高齢者福祉施設ごしきの家 通所型サービス（独自） 089-983-4433 H30/04/01 指定 伊予市

3871000489 有限会社山起会ライフサプライ 指定居宅介護支援事業所ケアフル伊予 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショケアフルイヨ 7993122 愛媛県伊予市市場甲1021-3 居宅介護支援 089-982-7770 H18/06/01 指定 伊予市

3871000497 社会福祉法人　中山梅寿会 指定通所介護事業所　野中 シテイツウショカイゴジギョウショ　ノナカ 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕3番耕地21番地 地域密着型通所介護 089-967-5610 H28/04/01 指定 伊予市

3871000497 社会福祉法人　中山梅寿会 指定通所介護事業所　野中 シテイツウショカイゴジギョウショ　ノナカ 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕3番耕地21番地 通所型サービス（独自） 089-967-5610 H30/04/01 指定 伊予市

3871000505 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協双海居宅介護支援事業所 イヨシシャキョウフタミキョタクカイゴシエンジギョウショ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5821番地6伊予市双海地域事務所 居宅介護支援 089-986-5777 H19/06/01 指定 伊予市

3871000513 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協中山訪問介護事業所 イヨシシャキョウナカヤマホウモンカイゴジギョウショ 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地138番地1伊予市中山地域事務所 訪問介護 089-967-0100 H19/07/01 指定 伊予市

3871000513 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協中山訪問介護事業所 イヨシシャキョウナカヤマホウモンカイゴジギョウショ 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地138番地1伊予市中山地域事務所 訪問型サービス（独自） 089-967-0100 H30/04/01 指定 伊予市

3871000513 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協中山訪問介護事業所 イヨシシャキョウナカヤマホウモンカイゴジギョウショ 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕２番耕地138番地1伊予市中山地域事務所 訪問型サービス（独自／定率） 089-967-0100 H29/04/01 指定 伊予市

3871000521 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協双海訪問介護事業所 イヨシシャキョウフタミホウモンカイゴジギョウショ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5821番地6伊予市双海地域事務所 訪問介護 089-986-5777 H19/07/01 指定 伊予市

3871000521 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協双海訪問介護事業所 イヨシシャキョウフタミホウモンカイゴジギョウショ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5821番地6伊予市双海地域事務所 訪問型サービス（独自） 089-986-5777 H30/04/01 指定 伊予市

3871000521 社会福祉法人　伊予市社会福祉協議会 伊予市社協双海訪問介護事業所 イヨシシャキョウフタミホウモンカイゴジギョウショ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲5821番地6伊予市双海地域事務所 訪問型サービス（独自／定率） 089-986-5777 H29/04/01 指定 伊予市

3871000539 株式会社　エム．ケイ.エム.事業所 居宅介護支援事業所　しんかわ キョタクカイゴシエンジギョウショ　シンカワ 7993111 愛媛県伊予市下吾川1226番地5 居宅介護支援 089-982-0825 H19/09/10 指定 伊予市

3871000562 特定非営利活動法人和み ヘルパーステーション和み ヘルパーステーションナゴミ 7993104 愛媛県伊予市上三谷甲３５７７番地１ 訪問介護 089-989-4350 H20/04/21 指定 伊予市

3871000562 特定非営利活動法人和み ヘルパーステーション和み ヘルパーステーションナゴミ 7993104 愛媛県伊予市上三谷甲３５７７番地１ 訪問型サービス（独自） 089-989-4350 H30/04/01 指定 伊予市

3871000562 特定非営利活動法人和み ヘルパーステーション和み ヘルパーステーションナゴミ 7993104 愛媛県伊予市上三谷甲３５７７番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-989-4350 H29/06/01 指定 伊予市

3871000570 医療法人財団  尚温会 医療法人財団　尚温会　デイサービスセンター　あがわ イリョウホウジンザイダン　ショウオンカイ　デイサービスセンター　アガワ 7993111 愛媛県伊予市下吾川119番地1 通所介護 089-997-3535 H20/05/01 指定 伊予市

3871000570 医療法人財団  尚温会 医療法人財団　尚温会　デイサービスセンター　あがわ イリョウホウジンザイダン　ショウオンカイ　デイサービスセンター　アガワ 7993111 愛媛県伊予市下吾川119-1 通所型サービス（独自） 089-997-3535 H30/04/01 指定 伊予市

3871000596 株式会社ケアマックスコーポレーション アクトヒューマンケア アクトヒューマンケア 7993111 愛媛県伊予市下吾川２０２２番地１ 福祉用具貸与 089-997-3020 H22/09/01 指定 伊予市

3871000596 株式会社ケアマックスコーポレーション アクトヒューマンケア アクトヒューマンケア 7993111 愛媛県伊予市下吾川２０２２番地１ 特定福祉用具販売 089-997-3020 H22/09/01 指定 伊予市

3871000596 株式会社ケアマックスコーポレーション アクトヒューマンケア アクトヒューマンケア 7993111 愛媛県伊予市下吾川２０２２番地１ 介護予防福祉用具貸与 089-997-3020 H22/09/01 指定 伊予市

3871000596 株式会社ケアマックスコーポレーション アクトヒューマンケア アクトヒューマンケア 7993111 愛媛県伊予市下吾川２０２２番地１ 特定介護予防福祉用具販売 089-997-3020 H22/09/01 指定 伊予市

3871000604 株式会社いよコスモス 訪問介護事業所　いよコスモス ホウモンカイゴジギョウショイヨコスモス 7993127 愛媛県伊予市尾崎９番地６ 訪問介護 089-908-8846 H23/01/07 指定 伊予市

3871000604 株式会社いよコスモス 訪問介護事業所　いよコスモス ホウモンカイゴジギョウショイヨコスモス 7993127 愛媛県伊予市尾崎９番地６ 訪問型サービス（独自） 089-908-8846 H30/04/01 指定 伊予市

3871000638 社会福祉法人　愛寿会 グランドライフあいじゅ新川 グランドライフアイジュシンカワ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1 特定施設入居者生活介護 089-989-6412 H25/03/27 指定 伊予市

3871000638 社会福祉法人　愛寿会 グランドライフあいじゅ新川 グランドライフアイジュシンカワ 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 089-989-6412 H25/03/27 指定 伊予市

3871000646 社会福祉法人　愛寿会 あいじゅ新川デイサービスセンター アイジュシンカワデイサービスセンター 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1 通所介護 089-989-6412 H25/03/27 休止 伊予市

3871000646 社会福祉法人　愛寿会 あいじゅ新川デイサービスセンター アイジュシンカワデイサービスセンター 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1 通所型サービス（独自） 089-989-6412 H30/04/01 休止 伊予市

3871000646 社会福祉法人　愛寿会 あいじゅ新川デイサービスセンター アイジュシンカワデイサービスセンター 7993111 愛媛県伊予市下吾川字北西原1781番地1 通所型サービス（独自／定率） 089-989-6412 H29/05/01 休止 伊予市

3871000661 ＮＰＯ法人ライフサポート愛 リビングデイ陽だまりの家 リビングデイヒダマリノイエ 7993111 愛媛県伊予市下吾川1411番地1 地域密着型通所介護 089-982-4475 H28/04/01 指定 伊予市

3871000661 ＮＰＯ法人ライフサポート愛 リビングデイ陽だまりの家 リビングデイヒダマリノイエ 7993111 愛媛県伊予市下吾川1411番地1 通所型サービス（独自） 089-982-4475 R03/02/02 指定 伊予市

3871000679 有限会社あいらんど デイサービスあいらんど上野 デイサービスアイランドウエノ 7993103 愛媛県伊予市上野1267番地 地域密着型通所介護 089-995-8850 H28/04/01 指定 伊予市

3871000679 有限会社あいらんど デイサービスあいらんど上野 デイサービスアイランドウエノ 7993103 愛媛県伊予市上野1267番地 通所型サービス（独自） 089-995-8850 H29/04/01 指定 伊予市

3871000703 株式会社　FUNKY FAMILY COMPANY ケアサポート　とにかく笑えれば ケアサポート　トニカクワラエレバ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５８１２番地２ 訪問介護 089-989-4665 H28/09/01 指定 伊予市

3871000703 株式会社　FUNKY FAMILY COMPANY ケアサポート　とにかく笑えれば ケアサポート　トニカクワラエレバ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５８１２番地２ 訪問型サービス（独自） 089-989-4665 H29/04/01 指定 伊予市

3871000703 株式会社　FUNKY FAMILY COMPANY ケアサポート　とにかく笑えれば ケアサポート　トニカクワラエレバ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５８１２番地２ 訪問型サービス（独自／定率） 089-989-4665 H29/04/01 指定 伊予市

3871000729 株式会社　かいせい ヘルパーステーション　そえる ヘルパーステーション　ソエル 7993113 愛媛県伊予市米湊３３３-３ 訪問型サービス（独自） 089-904-6031 H29/12/20 指定 伊予市

3871000737 ＮＰＯ法人ライフサポート愛 居宅介護支援事業所　陽だまりの家 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒダマリノイエ 7993111 愛媛県伊予市下吾川1411番地1 居宅介護支援 089-982-4475 R03/03/01 指定 伊予市

3873500031 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定居宅介護支援事業所双海夕なぎ荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショフタミユウナギソウ 7993205 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 居宅介護支援 089-986-0131 H11/09/24 指定 伊予市

3873500056 社会福祉法人  中山梅寿会 指定居宅介護支援事業所なかやま幸梅園 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショナカヤマコウバイエン 7913206 愛媛県伊予市中山町中山寅３８１番地 居宅介護支援 089-967-1605 H11/09/30 指定 伊予市

3873500205 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定訪問介護事業所双海夕なぎ荘 シテイホウモンカイゴジギョウショフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 訪問介護 089-986-0055 H12/02/22 指定 伊予市

3873500205 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定訪問介護事業所双海夕なぎ荘 シテイホウモンカイゴジギョウショフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 訪問型サービス（独自） 089-986-0055 H30/04/01 指定 伊予市

3873500205 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定訪問介護事業所双海夕なぎ荘 シテイホウモンカイゴジギョウショフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-986-0055 H29/04/01 指定 伊予市
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3873500288 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定短期入所生活介護事業所双海夕なぎ荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 短期入所生活介護 089-986-0055 H12/03/17 指定 伊予市

3873500288 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定短期入所生活介護事業所双海夕なぎ荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-986-0055 H19/04/01 指定 伊予市

3873500296 社会福祉法人  中山梅寿会 指定短期入所生活介護事業所なかやま幸梅園 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショナカヤマコウバイエン 7913206 愛媛県伊予市中山町中山寅３８１番地 短期入所生活介護 089-967-1605 H12/03/17 指定 伊予市

3873500296 社会福祉法人  中山梅寿会 指定短期入所生活介護事業所なかやま幸梅園 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショナカヤマコウバイエン 7913206 愛媛県伊予市中山町中山寅３８１番地 介護予防短期入所生活介護 089-967-1605 H19/04/01 指定 伊予市

3873500312 社会福祉法人  中山梅寿会 指定通所介護事業所なかやま幸梅園 シテイツウショカイゴジギョウショナカヤマコウバイエン 7913206 愛媛県伊予市中山町中山寅３８１番地 通所介護 089-967-1605 H12/03/17 指定 伊予市

3873500312 社会福祉法人  中山梅寿会 指定通所介護事業所なかやま幸梅園 シテイツウショカイゴジギョウショナカヤマコウバイエン 7913206 愛媛県伊予市中山町中山寅３８１番地 通所型サービス（独自） 089-967-1605 H30/04/01 指定 伊予市

3873500320 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定通所介護事業所デイサービスセンター双海夕なぎ荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 通所介護 089-986-0055 H12/03/17 指定 伊予市

3873500320 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定通所介護事業所デイサービスセンター双海夕なぎ荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 通所型サービス（独自） 089-986-0055 H30/04/01 指定 伊予市

3873500320 社会福祉法人  双海夕なぎ会 指定通所介護事業所デイサービスセンター双海夕なぎ荘 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターフタミユウナギソウ 7993202 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 通所型サービス（独自／定率） 089-986-0055 H29/04/01 指定 伊予市

3873500361 社会福祉法人  中山梅寿会 なかやま幸梅園 ナカヤマコウバイエン 7913206 愛媛県伊予市中山町中山寅３８１番地 介護老人福祉施設 089-967-1605 H12/04/01 指定 伊予市

3873500379 社会福祉法人  双海夕なぎ会 双海夕なぎ荘 フタミユウナギソウ 7993205 愛媛県伊予市双海町上灘甲５２６９番地１ 介護老人福祉施設 089-986-0055 H12/04/01 指定 伊予市

3873500387 社会福祉法人  中山梅寿会 指定通所介護事業所佐礼谷 シテイツウショカイゴジギョウショサレダニ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲1121番地1 地域密着型通所介護 089-968-0500 H28/04/01 指定 伊予市

3873500387 社会福祉法人  中山梅寿会 指定通所介護事業所佐礼谷 シテイツウショカイゴジギョウショサレダニ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲１１２１番地１ 通所型サービス（独自） 089-968-0500 H30/04/01 指定 伊予市

3873500510 合資会社　あい愛ライフ あい愛ライフ アイアイライフ 7913204 愛媛県伊予市中山町出渕2番耕地44の3 訪問介護 089-967-5088 H14/04/11 指定 伊予市

3873500510 合資会社　あい愛ライフ あい愛ライフ アイアイライフ 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕2番耕地44の3 訪問型サービス（独自） 089-967-5088 H30/04/01 指定 伊予市

3873500510 合資会社　あい愛ライフ あい愛ライフ アイアイライフ 7913203 愛媛県伊予市中山町出渕2番耕地44の3 訪問型サービス（独自／定率） 089-967-5088 H29/06/01 指定 伊予市

3873501161 有限会社あいらんど ヘルパーステーションあいらんど ヘルパーステーションアイランド 7993103 愛媛県伊予市上野1267番地 訪問介護 089-995-8850 H27/04/01 指定 伊予市

3873501161 有限会社あいらんど ヘルパーステーションあいらんど ヘルパーステーションアイランド 7993103 愛媛県伊予市上野1267番地 訪問型サービス（独自） 089-916-6856 H29/04/01 指定 伊予市

3881000016 社会福祉法人　中山梅寿会 短期入所生活介護事業所　佐礼谷 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　サレダニ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲825番地1 短期入所生活介護 089-968-0500 H17/04/11 休止 伊予市

3881000016 社会福祉法人　中山梅寿会 短期入所生活介護事業所　佐礼谷 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　サレダニ 7913201 愛媛県伊予市中山町佐礼谷甲825番地1 介護予防短期入所生活介護 089-968-0500 H19/04/01 休止 伊予市

3881000024 社会福祉法人　中山梅寿会　 短期入所生活介護事業所　野中 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ノナカ 7913204 伊予市中山町出渕３番耕地21番地 短期入所生活介護 089-967-5610 H19/08/01 指定 伊予市

3881000024 社会福祉法人　中山梅寿会　 短期入所生活介護事業所　野中 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ノナカ 7913204 伊予市中山町出渕３番耕地21番地 介護予防短期入所生活介護 089-967-5610 H19/08/01 指定 伊予市

3891000022 有限会社　ユニット・ワン 認知症対応型通所介護　ぐんちゅう ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　グンチュウ 7993113 愛媛県伊予市米湊字西窪１１３１番地３ 認知症対応型通所介護 089-946-7677 H19/01/11 休止 伊予市

3891000022 有限会社　ユニット・ワン 認知症対応型通所介護　ぐんちゅう ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　グンチュウ 7993113 愛媛県伊予市米湊字西窪１１３１番地３ 介護予防認知症対応型通所介護 089-946-7677 H19/04/13 休止 伊予市

3891000030 有限会社　ユニット・ワン 認知症対応型通所介護　いよ ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　イヨ 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地１ 認知症対応型通所介護 089-997-3250 H19/01/11 指定 伊予市

3891000030 有限会社　ユニット・ワン 認知症対応型通所介護　いよ ニンチショウタイオウガタツウショカイゴ　イヨ 7993114 愛媛県伊予市灘町３０２番地１ 介護予防認知症対応型通所介護 089-997-3250 H19/04/13 指定 伊予市

3891000048 株式会社　新風会 グループホーム秦皇 グループホームシンコウ 7913206 愛媛県伊予市中山町中山丑５２３番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-967-1688 H19/09/03 指定 伊予市

3891000048 株式会社　新風会 グループホーム秦皇 グループホームシンコウ 7913206 愛媛県伊予市中山町中山丑５２３番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-967-1688 H19/09/03 指定 伊予市

3891000063 有限会社　オアシス グループホーム　ぽかぽか（ふたみ） グループホーム　ポカポカ（フタミ） 7993311 愛媛県伊予市双海町大久保字石ノ久保甲９７４番地８ 認知症対応型共同生活介護 089-987-0566 H23/03/31 指定 伊予市

3891000063 有限会社　オアシス グループホーム　ぽかぽか（ふたみ） グループホーム　ポカポカ（フタミ） 7993311 愛媛県伊予市双海町大久保字石ノ久保甲９７４番地８ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-987-0566 H23/03/31 指定 伊予市

3891000071 有限会社　あいらんど デイサービス　あいらんど デイサービス　アイランド 7993105 愛媛県伊予市下三谷2420番地4 認知症対応型通所介護 089-987-1511 H24/02/15 指定 伊予市

3891000071 有限会社　あいらんど デイサービス　あいらんど デイサービス　アイランド 7993105 愛媛県伊予市下三谷2420番地4 介護予防認知症対応型通所介護 089-987-1511 H24/02/15 指定 伊予市

3891000089 株式会社　えひめﾒﾃﾞｨｺｰﾌﾟ 小規模多機能ホーム　スマイルごしき ショウキボタキノウホーム　スマイルゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊７３６番地５ 小規模多機能型居宅介護 089-983-4466 H25/03/01 指定 伊予市

3891000089 株式会社　えひめﾒﾃﾞｨｺｰﾌﾟ 小規模多機能ホーム　スマイルごしき ショウキボタキノウホーム　スマイルゴシキ 7993113 愛媛県伊予市米湊７３６番地５ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-983-4466 H25/03/01 指定 伊予市

3891000113 株式会社といろ 宅老所かざぐるま タクロウショカザグルマ 7993114 愛媛県伊予市灘町２２番地 地域密着型通所介護 089-994-8303 H31/04/01 指定 伊予市

3891000113 株式会社といろ 宅老所かざぐるま タクロウショカザグルマ 7993114 愛媛県伊予市灘町２２番地 通所型サービス（独自） 089-994-8303 R01/10/18 指定 伊予市

38B1000019 医療法人  光風会 介護医療院　エバーグリーン カイゴイリョウイン　エバーグリーン 7993114 愛媛県伊予市灘町66番地 介護医療院 089-982-0008 R02/01/01 指定 伊予市

3801300017 四国中央市 四国中央市地域包括支援センター シコクチュウオウシチイキホウカツシエンセンター 7990497 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目６－５５四国中央市庁舎２階 介護予防支援 0896-28-6147 H19/03/01 指定 四国中央市

3801300017 四国中央市 四国中央市地域包括支援センター シコクチュウオウシチイキホウカツシエンセンター 7990497 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目６－５５四国中央市福祉会館 介護予防ケアマネジメント 0896-28-6147 H27/04/01 指定 四国中央市

3810810055 医療法人  明生会 長谷川病院 ハセガワビョウイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１ 訪問看護 0896-58-5666 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810055 医療法人  明生会 長谷川病院 ハセガワビョウイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１ 訪問リハビリテーション 0896-58-5666 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810055 医療法人  明生会 長谷川病院 ハセガワビョウイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１ 居宅療養管理指導 0896-58-5666 H12/04/01 指定 四国中央市
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3810810055 医療法人  明生会 長谷川病院 ハセガワビョウイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１ 介護予防訪問看護 0896-58-5666 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810055 医療法人  明生会 長谷川病院 ハセガワビョウイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-58-5666 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810055 医療法人  明生会 長谷川病院 ハセガワビョウイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-5666 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 通所リハビリテーション 0896-56-2269 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 介護予防訪問看護 0896-56-2269 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-56-2269 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-2269 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810063 ＊ 眞鍋医院 マナベイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１２９７番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-56-2269 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 通所リハビリテーション 0896-57-0510 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 介護予防訪問看護 0896-57-0510 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-57-0510 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-57-0510 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810071 医療法人  楠島眼科 楠島眼科 クスジマガンカ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５５－１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-57-0510 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810089 医療法人  雄康会 大西内科医院 オオニシナイカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 訪問看護 0896-56-2018 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810089 医療法人  雄康会 大西内科医院 オオニシナイカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 居宅療養管理指導 0896-56-2018 H12/04/01 指定 四国中央市

3810810089 医療法人  雄康会 大西内科医院 オオニシナイカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 通所リハビリテーション 0896-56-2018 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810089 医療法人  雄康会 大西内科医院 オオニシナイカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 介護予防訪問看護 0896-56-2018 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810089 医療法人  雄康会 大西内科医院 オオニシナイカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-2018 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810089 医療法人  雄康会 大西内科医院 オオニシナイカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 介護予防通所リハビリテーション 0896-56-2018 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 訪問看護 0896-58-8700 H15/06/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 訪問リハビリテーション 0896-58-8700 H15/06/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 居宅療養管理指導 0896-58-8700 H15/06/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 通所リハビリテーション 0896-58-8700 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 介護予防訪問看護 0896-58-8700 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-58-8700 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-8700 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810113 医療法人共生会 井上整形外科クリニック イノウエセイケイゲカクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井１２２３番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-58-8700 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 訪問看護 0896-59-5000 H16/02/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 訪問リハビリテーション 0896-59-5000 H16/02/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 居宅療養管理指導 0896-59-5000 H16/02/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 通所リハビリテーション 0896-59-5000 H21/04/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 介護予防訪問看護 0896-59-5000 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-59-5000 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 介護予防居宅療養管理指導 0896-59-5000 H18/04/01 指定 四国中央市

3810810121 医療法人　宮崎内科 宮﨑内科 ミヤザキナイカ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町４７３－２ 介護予防通所リハビリテーション 0896-59-5000 H21/04/01 指定 四国中央市

3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市
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3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 通所リハビリテーション 0896-58-3515 H21/04/01 指定 四国中央市

3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 四国中央市

3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 四国中央市

3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3810818017 公立学校共済組合 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-58-3515 H21/04/01 指定 四国中央市

3810820294 ＊ 芝医院 シバイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０７４－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810820294 ＊ 芝医院 シバイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０７４－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810820294 ＊ 芝医院 シバイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０７４－１ 通所リハビリテーション 0896-56-4811 H21/04/01 指定 四国中央市

3810820294 ＊ 芝医院 シバイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０７４－１ 介護予防訪問看護 0896-56-4811 H18/04/01 指定 四国中央市

3810820294 ＊ 芝医院 シバイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０７４－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-4811 H18/04/01 指定 四国中央市

3810820294 ＊ 芝医院 シバイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０７４－１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-56-4811 H21/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 通所リハビリテーション 0896-56-2022 H21/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 介護予防訪問看護 0896-56-2022 H18/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-56-2022 H18/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-2022 H18/04/01 指定 四国中央市

3810828065 ＊ 川関高橋医院 カワセキタカハシイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分２５７番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-56-2022 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 訪問看護 H12/04/01 休止 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 訪問リハビリテーション H12/04/01 休止 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 居宅療養管理指導 H12/04/01 休止 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 通所リハビリテーション 0896-23-2039 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 介護予防訪問看護 0896-23-2039 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-2039 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2039 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910004 ＊ 加地医院 カジイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１１番６号 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-2039 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 通所リハビリテーション 0896-23-5018 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 介護予防訪問看護 0896-23-5018 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-5018 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-5018 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910038 医療法人  徳仁会 矢部内科 ヤベナイカ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４－６－７１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-5018 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910111 ＊ 高木耳鼻咽喉科 タカギジビインコウカ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町６８１番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810910111 ＊ 高木耳鼻咽喉科 タカギジビインコウカ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町６８１番地１ 通所リハビリテーション 0896-23-2355 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910111 ＊ 高木耳鼻咽喉科 タカギジビインコウカ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町６８１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2355 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910111 ＊ 高木耳鼻咽喉科 タカギジビインコウカ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町６８１番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-2355 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 栗整形外科病院 クリセイケイゲカビョウイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町３９８－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市
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3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 栗整形外科病院 クリセイケイゲカビョウイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町３９８－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 栗整形外科病院 クリセイケイゲカビョウイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町３９８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 通所リハビリテーションくりのみ２ ツウショリハビリテーションクリノミ２ 7990422 愛媛県伊予三島市中之庄町３９８－１ 通所リハビリテーション 0896-24-6541 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 栗整形外科病院 クリセイケイゲカビョウイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町３９８－１ 介護予防訪問看護 0896-24-5550 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 栗整形外科病院 クリセイケイゲカビョウイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町３９８－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-24-5550 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 栗整形外科病院 クリセイケイゲカビョウイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町３９８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-5550 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910152 医療法人社団  栗整形外科病院 通所リハビリテーションくりのみ２ ツウショリハビリテーションクリノミ２ 7990422 愛媛県伊予三島市中之庄町３９８－１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-24-6541 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910178 愛媛医療生活協同組合 生協宇摩診療所 セイキョウウマシンリョウショ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字西浜2912番１ 訪問看護 0896-25-0114 H12/12/01 指定 四国中央市

3810910178 愛媛医療生活協同組合 生協宇摩診療所 セイキョウウマシンリョウショ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字西浜2912番１ 居宅療養管理指導 0896-25-0114 H12/12/01 指定 四国中央市

3810910178 愛媛医療生活協同組合 生協宇摩診療所 セイキョウウマシンリョウショ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字西浜2912番１ 通所リハビリテーション 0896-25-0114 H26/12/01 指定 四国中央市

3810910178 愛媛医療生活協同組合 生協宇摩診療所 セイキョウウマシンリョウショ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字西浜2912番１ 居宅介護支援 0896-25-0114 H12/12/01 指定 四国中央市

3810910178 愛媛医療生活協同組合 生協宇摩診療所 セイキョウウマシンリョウショ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字西浜2912番１ 介護予防訪問看護 0896-25-0114 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910178 愛媛医療生活協同組合 生協宇摩診療所 セイキョウウマシンリョウショ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字西浜2912番１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-25-0114 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910178 愛媛医療生活協同組合 生協宇摩診療所 セイキョウウマシンリョウショ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字西浜2912番１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-25-0114 H25/04/01 指定 四国中央市

3810910186 医療法人　一早会 おおたに皮フ科 オオタニヒフカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町宮ノ北４００－１ 居宅療養管理指導 0896-23-2255 H13/06/01 指定 四国中央市

3810910186 医療法人　一早会 おおたに皮フ科 オオタニヒフカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町宮ノ北４００－１ 通所リハビリテーション 0896-23-2255 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910186 医療法人　一早会 おおたに皮フ科 オオタニヒフカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町宮ノ北４００－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2255 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910186 医療法人　一早会 おおたに皮フ科 オオタニヒフカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町宮ノ北４００－１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-2255 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910202 医療法人　周水舎 ふじえだファミリークリニック フジエダファミリークリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町下秋則５０７４ 訪問看護 0896-23-5864 H15/11/22 指定 四国中央市

3810910202 医療法人　周水舎 ふじえだファミリークリニック フジエダファミリークリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町下秋則５０７４番地 居宅療養管理指導 0896-23-5864 H15/11/22 指定 四国中央市

3810910202 医療法人　周水舎 ふじえだファミリークリニック フジエダファミリークリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町下秋則５０７４ 通所リハビリテーション 0896-23-5864 H21/04/01 指定 四国中央市

3810910202 医療法人　周水舎 ふじえだファミリークリニック フジエダファミリークリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町下秋則５０７４ 介護予防訪問看護 0896-23-5864 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910202 医療法人　周水舎 ふじえだファミリークリニック フジエダファミリークリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町下秋則５０７４ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-5864 H18/04/01 指定 四国中央市

3810910202 医療法人　周水舎 ふじえだファミリークリニック フジエダファミリークリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町下秋則５０７４ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-5864 H21/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 ザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 ザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 ザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 一般財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 イッパンザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 通所リハビリテーション 0896-25-0088 H26/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 ザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 ザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 ザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3810918023 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 一般財団法人新居浜精神衛生研究所附属豊岡台病院 イッパンザイダンホウジンニイハマセイシンエイセイケンキュウショフゾクトヨオカダイビョウイン 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-25-0088 H25/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 通所リハビリテーション 0896-24-2171 H21/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928097 医療法人  愛生会 医療法人愛生会井上整形外科医院 イリョウホウジンアイセイカイイノウエセイケイゲカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－８ 介護予防通所リハビリテーション 0896-24-2171 H21/04/01 指定 四国中央市

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－７－２２ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－７－２２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－７－２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目７番２２号 通所リハビリテーション 0896-24-5511 H26/04/01 指定 四国中央市

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－７－２２ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－７－２２ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 四国中央市

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－７－２２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928105 医療法人  康仁会 医療法人康仁会西岡病院 イリョウホウジンコウジンカイニシオカビョウイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目７番２２号 介護予防通所リハビリテーション 0896-24-5511 H24/07/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 通所リハビリテーション 0896-24-3111 H21/04/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 介護予防訪問看護 0896-24-3111 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-24-3111 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-3111 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928113 医療法人社団  恵仁会 医療法人社団恵仁会三島外科胃腸クリニック イリョウホウジンシャダンケイジンカイミシマゲカイチョウクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１１６ 介護予防通所リハビリテーション 0896-24-3111 H21/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 通所リハビリテーション 0896-23-2188 H21/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 短期入所療養介護 H12/02/10 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 介護療養型医療施設 0896-23-2188 H12/02/10 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 介護予防訪問看護 0896-23-2188 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-2188 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2188 H18/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-2188 H21/04/01 指定 四国中央市

3810928139 医療法人柏寿会  福田医院 医療法人柏寿会　福田医院 イリョウホウジンハクジュカイ　フクダイイン 7990411 愛媛県四国中央市下柏町４３５番地の１ 介護予防短期入所療養介護 0896-23-2188 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310014 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 訪問看護 0896-72-2131 H16/04/01 指定 四国中央市

3811310014 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 居宅療養管理指導 0896-72-2131 H16/04/01 指定 四国中央市

3811310014 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 通所リハビリテーション 0896-72-2131 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310014 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 介護予防訪問看護 0896-72-2131 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310014 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-72-2131 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310014 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-72-2131 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 くりせいけい クリセイケイ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 訪問看護 0896-24-5552 H16/06/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 くりせいけい クリセイケイ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 訪問リハビリテーション 0896-24-5552 H16/06/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 くりせいけい クリセイケイ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 居宅療養管理指導 0896-24-5552 H16/06/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 デイケアひかり2 デイケアヒカリツー 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 通所リハビリテーション 0896-24-1855 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 くりせいけい クリセイケイ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 介護予防訪問看護 0896-24-5552 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 くりせいけい クリセイケイ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 介護予防訪問リハビリテーション 0896-24-5552 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 くりせいけい クリセイケイ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-5552 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310022 医療法人社団　栗整形外科病院 デイケアひかり2 デイケアヒカリツー 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目４番３１号 介護予防通所リハビリテーション 0896-24-1855 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 訪問看護 0896-23-8711 H16/05/01 指定 四国中央市

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 訪問リハビリテーション 0896-23-8711 H16/05/01 指定 四国中央市

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 居宅療養管理指導 0896-23-8711 H16/05/01 指定 四国中央市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 通所リハビリテーション 0896-23-8711 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 介護予防訪問看護 0896-23-8711 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-8711 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-8711 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310030 医療法人　和田眼科 和田眼科 ワダガンカ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６４番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-8711 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 訪問看護 0896-74-0029 H16/12/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 訪問リハビリテーション 0896-74-0029 H16/12/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 居宅療養管理指導 0896-74-0029 H16/12/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 通所リハビリテーション 0896-74-0029 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 介護予防訪問看護 0896-74-0029 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-74-0029 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-0029 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310055 医療法人　ふく整形外科 ふく整形外科 フクセイケイゲカ 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1245番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-74-0029 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310089 山口　康男 山口クリニック ヤマグチクリニック 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1640-1 訪問看護 0896-57-1060 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310089 山口　康男 山口クリニック ヤマグチクリニック 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1640-1 居宅療養管理指導 0896-57-1060 H17/06/01 指定 四国中央市

3811310089 山口　康男 山口クリニック ヤマグチクリニック 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1640-1 通所リハビリテーション 0896-57-1060 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310089 山口　康男 山口クリニック ヤマグチクリニック 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1640-1 介護予防訪問看護 0896-57-1060 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310089 山口　康男 山口クリニック ヤマグチクリニック 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1640-1 介護予防居宅療養管理指導 0896-57-1060 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310089 山口　康男 山口クリニック ヤマグチクリニック 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1640-1 介護予防通所リハビリテーション 0896-57-1060 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310097 医療法人クリニック山崎 クリニック山崎内科 クリニックヤマサキナイカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2978-1プライムビル1階 居宅療養管理指導 0896-57-0035 H18/01/01 指定 四国中央市

3811310097 医療法人クリニック山崎 クリニック山崎内科 クリニックヤマサキナイカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2978-1プライムビル1階 通所リハビリテーション 0896-57-0035 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310097 医療法人クリニック山崎 クリニック山崎内科 クリニックヤマサキナイカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2978-1プライムビル1階 介護予防居宅療養管理指導 0896-57-0035 H18/04/01 指定 四国中央市

3811310097 医療法人クリニック山崎 クリニック山崎内科 クリニックヤマサキナイカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2978-1プライムビル1階 介護予防通所リハビリテーション 0896-57-0035 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 訪問看護 0896-28-8187 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 訪問リハビリテーション 0896-28-8187 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 居宅療養管理指導 0896-28-8187 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 通所リハビリテーション 0896-28-8187 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 介護予防訪問看護 0896-28-8187 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 介護予防訪問リハビリテーション 0896-28-8187 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 介護予防居宅療養管理指導 0896-28-8187 H19/06/01 指定 四国中央市

3811310121 医療法人くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック くらの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック クラノジビインコウカアレルギーカクリニック 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町284番4号 介護予防通所リハビリテーション 0896-28-8187 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310154 * 宮内メンタルクリニック ミヤウチメンタルクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17番地1ビィラ・グリーンヒルズⅡ1階 居宅療養管理指導 0896-72-7800 H20/10/01 指定 四国中央市

3811310154 * 宮内メンタルクリニック ミヤウチメンタルクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17番地1ビィラ・グリーンヒルズⅡ1階 通所リハビリテーション 0896-72-7800 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310154 * 宮内メンタルクリニック ミヤウチメンタルクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17番地1ビィラ・グリーンヒルズⅡ1階 介護予防居宅療養管理指導 0896-72-7800 H20/10/01 指定 四国中央市

3811310154 * 宮内メンタルクリニック ミヤウチメンタルクリニック 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17番地1ビィラ・グリーンヒルズⅡ1階 介護予防通所リハビリテーション 0896-72-7800 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 訪問看護 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 訪問リハビリテーション 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 居宅療養管理指導 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 通所リハビリテーション 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 介護予防訪問看護 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 介護予防居宅療養管理指導 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市
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3811310162 医療法人　岸田メディカルクリニック 岸田メディカルクリニック キシダメディカルクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５０６番地 介護予防通所リハビリテーション 0896560188 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 訪問看護 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 訪問リハビリテーション 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 居宅療養管理指導 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 通所リハビリテーション 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 介護予防訪問看護 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 介護予防訪問リハビリテーション 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310170 ＊ 木内眼科医院 キウチガンカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町376-14 介護予防通所リハビリテーション 0896-56-5318 H21/04/01 指定 四国中央市

3811310188 医療法人　すずき眼科クリニック すずき眼科クリニック スズキガンカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1626番地1 通所リハビリテーション 0896-59-1110 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310188 医療法人　すずき眼科クリニック すずき眼科クリニック スズキガンカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1626番地1 介護予防通所リハビリテーション 0896-59-1110 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310196 医療法人　鈴木医院 鈴木医院 スズキイイン 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林１２００番地 訪問看護 0896-74-7700 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310196 医療法人　鈴木医院 鈴木医院 スズキイイン 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林１２００番地 訪問リハビリテーション 0896-74-7700 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310196 医療法人　鈴木医院 鈴木医院 スズキイイン 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林１２００番地 居宅療養管理指導 0896-74-7700 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310196 医療法人　鈴木医院 鈴木医院 スズキイイン 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林１２００番地 介護予防訪問看護 0896-74-7700 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310196 医療法人　鈴木医院 鈴木医院 スズキイイン 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林１２００番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-74-7700 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310196 医療法人　鈴木医院 鈴木医院 スズキイイン 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林１２００番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-7700 H22/01/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 訪問看護 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 訪問リハビリテーション 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 居宅療養管理指導 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 通所リハビリテーション 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 介護予防訪問看護 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310204 公立学校共済組合 公立学校共済組合三島医療センター コウリツガッコウキョウサイクミアイミシマイリョウセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地の２ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-3345 H22/04/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 訪問看護 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 訪問リハビリテーション 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 居宅療養管理指導 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 通所リハビリテーション 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 介護予防訪問看護 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310212 医療法人　あんどう整形外科 あんどう整形外科 アンドウセイケイゲカ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1206番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-74-1715 H23/01/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 訪問看護 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 訪問リハビリテーション 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 居宅療養管理指導 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 通所リハビリテーション 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 介護予防訪問看護 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 介護予防訪問リハビリテーション 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 介護予防居宅療養管理指導 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310238 ＊ 野口眼科・内科・循環器内科 ノグチガンカ・ナイカ・ジュンカンキナイカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1673-1 介護予防通所リハビリテーション 0896-22-3366 H24/04/01 指定 四国中央市

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 訪問看護 H25/04/01 指定 四国中央市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 訪問リハビリテーション H25/04/01 指定 四国中央市

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 居宅療養管理指導 H25/04/01 指定 四国中央市

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 通所リハビリテーション 0896-58-2222 H25/04/01 指定 四国中央市

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 介護予防訪問看護 H25/04/01 指定 四国中央市

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 介護予防訪問リハビリテーション H25/04/01 指定 四国中央市

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 介護予防居宅療養管理指導 H25/04/01 指定 四国中央市

3811310246 社会医療法人石川記念会 社会医療法人石川記念会　HITO病院 シャカイイリョウホウジンイシカワキネンカイ　ＨＩＴＯビョウイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８８－１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-58-2222 H25/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 訪問看護 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 訪問リハビリテーション 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 居宅療養管理指導 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 通所リハビリテーション 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護予防訪問看護 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310253 医療法人　健康会　 石川クリニック イシカワクリニック 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-59-2215 H26/04/01 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 訪問看護 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 訪問リハビリテーション 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 居宅療養管理指導 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 通所リハビリテーション 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 介護予防訪問看護 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310261 医療法人　徳善会　 松岡整形外科医院 マツオカセイケイゲカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町329番地８ 介護予防通所リハビリテーション 0896-58-5455 H28/05/06 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 訪問看護 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 訪問リハビリテーション 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 居宅療養管理指導 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 通所リハビリテーション 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 介護予防訪問看護 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 介護予防訪問リハビリテーション 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310279 医療法人雄愛会 こころの森しらいしクリニック ココロノモリシライシクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央4丁目10番16号 介護予防通所リハビリテーション 0896-24-0777 R02/01/01 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 訪問看護 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 訪問リハビリテーション 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 居宅療養管理指導 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 通所リハビリテーション 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 介護予防訪問看護 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 介護予防訪問リハビリテーション 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 介護予防居宅療養管理指導 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3811310295 医療法人　誓生会 こころの診療所　いぶき ココロノシンリョウジョ　イブキ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町755番2 介護予防通所リハビリテーション 0896-22-3725 R03/03/08 指定 四国中央市

3813010000 ＊ 青野医院 アオノイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根1906-1 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3813010000 ＊ 青野医院 アオノイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根1906-1 通所リハビリテーション 0896-74-7470 H21/04/01 指定 四国中央市

3813010000 ＊ 青野医院 アオノイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根1906-1 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-7470 H18/04/01 指定 四国中央市
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3813010000 ＊ 青野医院 アオノイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根1906-1 介護予防通所リハビリテーション 0896-74-7470 H21/04/01 指定 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 訪問看護 H12/04/01 休止 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 休止 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 通所リハビリテーション 0896-74-2001 H21/04/01 休止 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 短期入所療養介護 0896-74-2001 H12/02/10 指定 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 介護療養型医療施設 0896-74-2001 H12/02/10 指定 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 介護予防訪問看護 H18/04/01 休止 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 休止 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-74-2001 H21/04/01 休止 四国中央市

3813028051 医療法人  誓生会 松風病院 マツカゼビョウイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 介護予防短期入所療養介護 0896-74-2001 H18/04/01 休止 四国中央市

3813028085 医療法人  慶尚会 医療法人慶尚会恵康病院 イリョウホウジンケイショウカイケイコウビョウイン 7990724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎２５３－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3813028085 医療法人  慶尚会 医療法人慶尚会恵康病院 イリョウホウジンケイショウカイケイコウビョウイン 7990724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎２５３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3813028085 医療法人  慶尚会 医療法人慶尚会恵康病院 イリョウホウジンケイショウカイケイコウビョウイン 7990724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎２５３－１ 介護予防訪問看護 0896-74-7600 H18/04/01 指定 四国中央市

3813028085 医療法人  慶尚会 医療法人慶尚会恵康病院 イリョウホウジンケイショウカイケイコウビョウイン 7990724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎２５３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-7600 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830067 ＊ 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５６２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830067 ＊ 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５６２ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-2114 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830117 ＊ 今村歯科医院 イマムラシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１２６７－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830117 ＊ 今村歯科医院 イマムラシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１２６７－３ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-8421 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830125 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町３７６－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830125 ＊ 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7990121 愛媛県四国中央市上分町３７６－４ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-3169 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830141 ＊ 熊本歯科医院 クマモトシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830141 ＊ 熊本歯科医院 クマモトシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-6487 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830166 ＊ 山田歯科医院 ヤマダシカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分９１２－７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830166 ＊ 山田歯科医院 ヤマダシカイイン 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分９１２－７ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-9253 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830174 医療法人  石川歯科 医療法人石川歯科 イリョウホウジンイシカワシカ 7990121 愛媛県四国中央市上分町５２５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830174 医療法人  石川歯科 医療法人石川歯科 イリョウホウジンイシカワシカ 7990121 愛媛県四国中央市上分町５２５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-3023 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830182 ＊ 野村デンタル医院 ノムラデンタルイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２９７３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830182 ＊ 野村デンタル医院 ノムラデンタルイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２９７３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-8241 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830190 ＊ さおの森歯科クリニック サオノモリシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０９９－１５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830190 ＊ さおの森歯科クリニック サオノモリシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町２０９９－１５ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-5468 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830216 医療法人　尚歯会 こもだ歯科医院 コモダシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１０２５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830216 医療法人　尚歯会 こもだ歯科医院 コモダシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１０２５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3830830216 医療法人　尚歯会 こもだ歯科医院 コモダシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１０２５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830216 医療法人　尚歯会 こもだ歯科医院 コモダシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１０２５－１ 介護予防訪問看護 0896-56-4970 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830216 医療法人　尚歯会 こもだ歯科医院 コモダシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１０２５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-56-4970 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830216 医療法人　尚歯会 こもだ歯科医院 コモダシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１０２５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-4970 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830232 医療法人　尚古会 坂歯科 サカシカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１８５６番地１２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830830232 医療法人　尚古会 坂歯科 サカシカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１８５６番地１２ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-2004 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830273 医療法人社団伊義会 医療法人社団伊義会　うだか歯科医院 イリョウホウジンシャダンイヨシカイ　ウダカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９番地の３５ 訪問看護 0896-57-2322 H13/04/01 指定 四国中央市

3830830273 医療法人社団伊義会 医療法人社団伊義会　うだか歯科医院 イリョウホウジンシャダンイヨシカイ　ウダカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９番地の３５ 訪問リハビリテーション 0896-57-2322 H13/04/01 指定 四国中央市
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3830830273 医療法人社団伊義会 医療法人社団伊義会　うだか歯科医院 イリョウホウジンシャダンイヨシカイ　ウダカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９番地の３５ 居宅療養管理指導 0896-57-2322 H13/04/01 指定 四国中央市

3830830273 医療法人社団伊義会 医療法人社団伊義会　うだか歯科医院 イリョウホウジンシャダンイヨシカイ　ウダカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９番地の３５ 介護予防訪問看護 0896-57-2322 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830273 医療法人社団伊義会 医療法人社団伊義会　うだか歯科医院 イリョウホウジンシャダンイヨシカイ　ウダカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９番地の３５ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-57-2322 H18/04/01 指定 四国中央市

3830830273 医療法人社団伊義会 医療法人社団伊義会　うだか歯科医院 イリョウホウジンシャダンイヨシカイ　ウダカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４０６９番地の３５ 介護予防居宅療養管理指導 0896-57-2322 H18/04/01 指定 四国中央市

3830838011 ＊ 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 訪問看護 H12/04/01 指定 四国中央市

3830838011 ＊ 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 四国中央市

3830838011 ＊ 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830838011 ＊ 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 介護予防訪問看護 0896-58-3515 H18/04/01 指定 四国中央市

3830838011 ＊ 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-58-3515 H18/04/01 指定 四国中央市

3830838011 ＊ 公立学校共済組合四国中央病院 コウリツガッコウキョウサイクミアイシコクチュウオウビョウイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２２３３番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-3515 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930214 ＊ 川上歯科 カワカミシカ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町３８０２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930214 ＊ 川上歯科 カワカミシカ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町３８０２ 介護予防居宅療養管理指導 0896-25-1527 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930255 ＊ 新田歯科医院 ニッタシカイイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２丁目８－６１ 居宅療養管理指導 999-999-9999 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930255 ＊ 新田歯科医院 ニッタシカイイン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２丁目８－６１ 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930263 ＊ あべ歯科 アベシカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町５１０１－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930263 ＊ あべ歯科 アベシカ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町５１０１－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-0834 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930271 ＊ ノムラデンタルクリニック ノムラデンタルクリニック 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目８－５７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930271 ＊ ノムラデンタルクリニック ノムラデンタルクリニック 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目８－５７ 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-5750 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930289 ＊ 三宅歯科クリニック ミヤケシカクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－３５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930289 ＊ 三宅歯科クリニック ミヤケシカクリニック 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目５－３５ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2971 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930305 ＊ 坂田歯科医院 サカタシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１３番３０号 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930305 ＊ 坂田歯科医院 サカタシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目１３番３０号 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-3522 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930313 ＊ 佐々木歯科医院 ササキシカイイン 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川三丁目１７－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930313 ＊ 佐々木歯科医院 ササキシカイイン 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川三丁目１７－５ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-7333 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930321 ＊ 加地歯科医院 カジシカイイン 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町５６４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930321 ＊ 加地歯科医院 カジシカイイン 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町５６４ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-0880 H18/04/01 指定 四国中央市

3830930339 ＊ さくら歯科クリニック サクラシカ　クリニック 7990431 愛媛県四国中央市寒川町１３３４番地の２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830930339 ＊ さくら歯科クリニック サクラシカ　クリニック 7990431 愛媛県四国中央市寒川町１３３４番地の２１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-28-1293 H18/04/01 指定 四国中央市

3830938035 ＊ 鎌倉歯科医院 カマクラシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目９－２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3830938035 ＊ 鎌倉歯科医院 カマクラシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目９－２１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-2131 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330000 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 訪問看護 0896-23-2500 H16/04/01 指定 四国中央市

3831330000 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 訪問リハビリテーション 0896-23-2500 H16/04/01 指定 四国中央市

3831330000 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 居宅療養管理指導 0896-23-2500 H16/04/01 指定 四国中央市

3831330000 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 介護予防訪問看護 0896-23-2500 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330000 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-2500 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330000 四国中央市 四国中央市国民健康保険新宮診療所 シコクチュウオウシコクミンケンコウホケンシングウシンリョウショ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2500 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330018 医療法人　うわたきファミリー歯科クリニック うわたきファミリー歯科クリニック ウワタキファミリーシカクリニック 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２１２９－1 訪問看護 0896-74-1147 H16/05/01 指定 四国中央市

3831330018 医療法人　うわたきファミリー歯科クリニック うわたきファミリー歯科クリニック ウワタキファミリーシカクリニック 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２１２９－1 訪問リハビリテーション 0896-74-1147 H16/05/01 指定 四国中央市

3831330018 医療法人　うわたきファミリー歯科クリニック うわたきファミリー歯科クリニック ウワタキファミリーシカクリニック 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２１２９－1 居宅療養管理指導 0896-74-1147 H16/05/01 指定 四国中央市

3831330018 医療法人　うわたきファミリー歯科クリニック うわたきファミリー歯科クリニック ウワタキファミリーシカクリニック 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２１２９－1 介護予防訪問看護 0896-74-1147 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330018 医療法人　うわたきファミリー歯科クリニック うわたきファミリー歯科クリニック ウワタキファミリーシカクリニック 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２１２９－1 介護予防訪問リハビリテーション 0896-74-1147 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330018 医療法人　うわたきファミリー歯科クリニック うわたきファミリー歯科クリニック ウワタキファミリーシカクリニック 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２１２９－1 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-1147 H18/04/01 指定 四国中央市
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3831330026 松岡　伸幸 松岡歯科医院 マツオカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３０番地１ 訪問看護 0896-58-1357 H16/07/02 指定 四国中央市

3831330026 松岡　伸幸 松岡歯科医院 マツオカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３０番地１ 訪問リハビリテーション 0896-58-1357 H16/07/02 指定 四国中央市

3831330026 松岡　伸幸 松岡歯科医院 マツオカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３０番地１ 居宅療養管理指導 0896-58-1357 H16/07/02 指定 四国中央市

3831330026 松岡　伸幸 松岡歯科医院 マツオカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３０番地１ 介護予防訪問看護 0896-58-1357 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330026 松岡　伸幸 松岡歯科医院 マツオカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-58-1357 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330026 松岡　伸幸 松岡歯科医院 マツオカシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-1357 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330034 武村　公太 武村歯科医院 タケムラシカイイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町７７０－７ 居宅療養管理指導 0896-24-7701 H16/10/01 指定 四国中央市

3831330034 武村　公太 武村歯科医院 タケムラシカイイン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町７７０－７ 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-7701 H18/04/01 指定 四国中央市

3831330059 医療法人コスモス会 ほほえみ歯科クリニック ホホエミシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町字山口屋1274番地1フジグラン川之江専門店棟 訪問看護 0896-57-1374 H18/07/01 指定 四国中央市

3831330059 医療法人コスモス会 ほほえみ歯科クリニック ホホエミシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町字山口屋1274番地1 訪問リハビリテーション 0896-57-1374 H18/07/01 指定 四国中央市

3831330059 医療法人コスモス会 ほほえみ歯科クリニック ホホエミシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町字山口屋1274番地1 居宅療養管理指導 0896-57-1374 H18/07/01 指定 四国中央市

3831330059 医療法人コスモス会 ほほえみ歯科クリニック ホホエミシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町字山口屋1274番地1 介護予防訪問看護 0896-57-1374 H18/07/01 指定 四国中央市

3831330059 医療法人コスモス会 ほほえみ歯科クリニック ホホエミシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町字山口屋1274番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0896-57-1374 H18/07/01 指定 四国中央市

3831330059 医療法人コスモス会 ほほえみ歯科クリニック ホホエミシカクリニック 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町字山口屋1274番地1 介護予防居宅療養管理指導 0896-57-1374 H18/07/01 指定 四国中央市

3831330067 * 木花歯科医院 キハナシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央四丁目9-7 訪問看護 0896-23-2468 H19/01/01 指定 四国中央市

3831330067 * 木花歯科医院 キハナシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央四丁目9-7 訪問リハビリテーション 0896-23-2468 H19/01/01 指定 四国中央市

3831330067 * 木花歯科医院 キハナシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央四丁目9-7 居宅療養管理指導 0896-23-2468 H19/01/01 指定 四国中央市

3831330067 * 木花歯科医院 キハナシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央四丁目9-7 介護予防訪問看護 0896-23-2468 H19/01/01 指定 四国中央市

3831330067 * 木花歯科医院 キハナシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央四丁目9-7 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-2468 H19/01/01 指定 四国中央市

3831330067 * 木花歯科医院 キハナシカイイン 7990405 愛媛県四国中央市三島中央四丁目9-7 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2468 H19/01/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県川之江市金生町下分993番地1 訪問看護 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県川之江市金生町下分993番地1 訪問リハビリテーション 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分993番地1 居宅療養管理指導 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分993番地1 通所リハビリテーション 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分993番地1 介護予防訪問看護 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分993番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分993番地1 介護予防居宅療養管理指導 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330083 医療法人　朋春会 吉井歯科クリニック ヨシイシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分993番地1 介護予防通所リハビリテーション 0896-57-1257 H21/12/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 訪問看護 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 訪問リハビリテーション 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 居宅療養管理指導 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 通所リハビリテーション 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 介護予防訪問看護 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330091 医療法人　中央歯科クリニック 中央歯科クリニック チュウオウシカクリニック 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町３９５番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0896-28-1818 H23/05/01 指定 四国中央市

3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 訪問看護 0896-23-6028 H24/07/01 指定 四国中央市

3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 訪問リハビリテーション 0896-23-6028 H24/07/01 指定 四国中央市

3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 居宅療養管理指導 H24/07/01 指定 四国中央市

3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 通所リハビリテーション 0896-23-6028 H24/07/01 指定 四国中央市

3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 介護予防訪問看護 0896-23-6028 H24/07/01 指定 四国中央市

3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-23-6028 H24/07/01 指定 四国中央市
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3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-6028 H24/07/01 指定 四国中央市

3831330117 ＊ 合田歯科医院 アイダシカイイン 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２２３番地４ 介護予防通所リハビリテーション 0896-23-6028 H24/07/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 訪問看護 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 訪問リハビリテーション 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 居宅療養管理指導 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 通所リハビリテーション 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 介護予防訪問看護 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330125 ＊ 長井歯科医院 ナガイシカイイン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野６７３ 介護予防通所リハビリテーション 0896-74-5138 H24/12/01 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 訪問看護 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 訪問リハビリテーション 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 居宅療養管理指導 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 通所リハビリテーション 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 介護予防訪問看護 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330158 窪田　佑輔 窪田歯科医院 クボタシカイイン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町２５３７－１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-58-2114 H27/05/08 指定 四国中央市

3831330174 医療法人社団　西川歯科クリニック 西川歯科クリニック ニシカワシカクリニック 7990111 愛媛県川之江市金生町下分１２５３ 訪問看護 0896-57-0239 H30/04/01 指定 四国中央市

3831330174 医療法人社団　西川歯科クリニック 西川歯科クリニック ニシカワシカクリニック 7990111 愛媛県川之江市金生町下分１２５３ 訪問リハビリテーション 0896-57-0239 H30/04/01 指定 四国中央市

3831330174 医療法人社団　西川歯科クリニック 西川歯科クリニック ニシカワシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２５３ 居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 四国中央市

3831330174 医療法人社団　西川歯科クリニック 西川歯科クリニック ニシカワシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２５３ 介護予防訪問看護 0896-57-0239 H30/04/01 指定 四国中央市

3831330174 医療法人社団　西川歯科クリニック 西川歯科クリニック ニシカワシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２５３ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-57-0239 H30/04/01 指定 四国中央市

3831330174 医療法人社団　西川歯科クリニック 西川歯科クリニック ニシカワシカクリニック 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２５３ 介護予防居宅療養管理指導 0896-57-0239 H30/04/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 訪問看護 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 訪問リハビリテーション 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 居宅療養管理指導 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 通所リハビリテーション 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 介護予防訪問看護 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3831330182 医療法人あき歯科医院 あき歯科医院 アキシカイイン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１６９５－１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-77-5588 R01/10/01 指定 四国中央市

3833030160 ＊ 高橋歯科 タカハシシカイイン 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村１２７６－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3833030160 ＊ 高橋歯科 タカハシシカイイン 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村１２７６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-1184 H18/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 訪問看護 0896-74-3133 H12/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 訪問リハビリテーション 0896-74-3133 H12/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 居宅療養管理指導 0896-74-3133 H12/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 通所リハビリテーション 0896-74-3133 H21/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 介護予防訪問看護 0896-74-3133 H18/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 介護予防訪問リハビリテーション 0896-74-3133 H18/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-3133 H18/04/01 指定 四国中央市

3833030178 医療法人　菅歯科医院 菅歯科医院 カンシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根893番地 介護予防通所リハビリテーション 0896-74-3133 H21/04/01 指定 四国中央市
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3833030186 ＊ 安藤歯科医院 アンドウシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根３０９５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3833030186 ＊ 安藤歯科医院 アンドウシカイイン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根３０９５ 介護予防居宅療養管理指導 0896-75-1788 H18/04/01 指定 四国中央市

3840840080 ＊ 第一薬局 ダイイチヤッキョク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１６３９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3840840080 ＊ 第一薬局 ダイイチヤッキョク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町１６３９ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-4325 H18/04/01 指定 四国中央市

3840840197 ＊ 清水薬局 シミズヤッキョク 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分５２１－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3840840197 ＊ 清水薬局 シミズヤッキョク 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分５２１－３ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-2266 H18/04/01 指定 四国中央市

3840840239 ふじ薬局 ふじ薬局 フジヤッキョク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2270-7 居宅療養管理指導 0896-58-3577 H15/05/01 指定 四国中央市

3840840239 ふじ薬局 ふじ薬局 フジヤッキョク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2270-7 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-3577 H18/04/01 指定 四国中央市

3840940096 有限会社  ハルキヤ薬局 有限会社ハルキヤ薬局 ユウゲンガイシャハルキヤヤッキョク 7990405 愛媛県四国中央市三島中央２丁目１２－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3840940096 有限会社  ハルキヤ薬局 有限会社ハルキヤ薬局 ユウゲンガイシャハルキヤヤッキョク 7990405 愛媛県四国中央市三島中央２丁目１２－４ 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-2560 H18/04/01 指定 四国中央市

3840940211 有限会社  大西薬局 有限会社大西薬局 ユウゲンガイシャオオニシヤッキョク 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１５９３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3840940211 有限会社  大西薬局 有限会社大西薬局 ユウゲンガイシャオオニシヤッキョク 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１５９３ 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-2019 H18/04/01 指定 四国中央市

3840940344 加地  正治 とよた薬局 トヨタヤッキョク 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町１７５３－１ 居宅療養管理指導 0896-25-0090 H12/06/01 指定 四国中央市

3840940344 加地  正治 とよた薬局 トヨタヤッキョク 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町１７５３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-25-0090 H18/04/01 指定 四国中央市

3840940385 株式会社スエトップ くりの木薬局 クリノキヤッキョク 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町398-2　しのながビル5号 居宅療養管理指導 H14/05/01 指定 四国中央市

3840940385 株式会社スエトップ くりの木薬局 クリノキヤッキョク 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町398-2　しのながビル5号 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3841340049 有限会社　エンジェルファミリー エンジェル薬局 エンジェルヤッキョク 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1665番地1 居宅療養管理指導 0896-59-1356 H19/08/01 指定 四国中央市

3841340049 有限会社　エンジェルファミリー エンジェル薬局 エンジェルヤッキョク 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1665番地1 介護予防居宅療養管理指導 0896-59-1356 H19/08/01 指定 四国中央市

3841340056 日本調剤　株式会社 日本調剤　川之江薬局 ニホンチョウザイ　カワノエヤッキョク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2325番1 居宅療養管理指導 0896-59-5101 H20/08/01 指定 四国中央市

3841340056 日本調剤　株式会社 日本調剤　川之江薬局 ニホンチョウザイ　カワノエヤッキョク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2325番1 介護予防居宅療養管理指導 0896-59-5101 H20/08/01 指定 四国中央市

3841340080 総合メディカル株式会社 そうごう薬局三島店 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町２８４－１ 居宅療養管理指導 0896281280 H21/04/01 指定 四国中央市

3841340080 総合メディカル株式会社 そうごう薬局三島店 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町２８４－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896281280 H21/04/01 指定 四国中央市

3841340098 株式会社　スエトップ ユウユウ薬局 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５４７－１ 居宅療養管理指導 0896567510 H21/04/01 指定 四国中央市

3841340098 株式会社　スエトップ ユウユウ薬局 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町１５４７－１ 介護予防居宅療養管理指導 0896567510 H21/04/01 指定 四国中央市

3841340114 株式会社　衛生堂 衛生堂薬局　四国中央店 エイセイドウヤッキョク　シコクチュウオウテン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町字枯木２３２４番１ 居宅療養管理指導 0896-58-0151 H22/04/01 指定 四国中央市

3841340114 株式会社　衛生堂 衛生堂薬局　四国中央店 エイセイドウヤッキョク　シコクチュウオウテン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町字枯木２３２４番１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-58-0151 H22/04/01 指定 四国中央市

3841340148 有限会社　チェリー薬局 チェリー薬局中之庄店 チェリーヤッキョクナカノショウテン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町４０１番地１ 居宅療養管理指導 0896-29-5007 H24/04/01 指定 四国中央市

3841340148 有限会社　チェリー薬局 チェリー薬局中之庄店 チェリーヤッキョクナカノショウテン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町４０１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-29-5007 H24/04/01 指定 四国中央市

3841340163 愛ファーマシー株式会社 三島中央薬局 ミシマチュウオウヤッキョク 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目９－４８ 居宅療養管理指導 0896-29-5520 H25/05/01 指定 四国中央市

3841340163 愛ファーマシー株式会社 三島中央薬局 ミシマチュウオウヤッキョク 7990405 愛媛県四国中央市三島中央５丁目９－４８ 介護予防居宅療養管理指導 0896-29-5520 H25/05/01 指定 四国中央市

3841340213 愛ファーマシー株式会社 松の実薬局 マツノミヤッキョク 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居８５６番地 居宅療養管理指導 0896-22-3488 H29/09/01 指定 四国中央市

3841340213 愛ファーマシー株式会社 松の実薬局 マツノミヤッキョク 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居８５６番地 介護予防居宅療養管理指導 0896-22-3488 H29/09/01 指定 四国中央市

3841340221 株式会社　オリエントファーマシー コスモ調剤薬局　三島店 コスモチョウザイヤッキョク　ミシマテン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１２３番２ 居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 四国中央市

3841340221 株式会社　オリエントファーマシー コスモ調剤薬局　三島店 コスモチョウザイヤッキョク　ミシマテン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１２３番２ 介護予防居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 四国中央市

3841340239 株式会社アインファーマシーズ アイン薬局四国中央店 アインヤッキョクシコクチュウオウテン 7990121 愛媛県四国中央市上分町734-3 居宅療養管理指導 0896-59-1212 H30/10/01 指定 四国中央市

3841340239 株式会社アインファーマシーズ アイン薬局四国中央店 アインヤッキョクシコクチュウオウテン 7990121 愛媛県四国中央市上分町734-3 介護予防居宅療養管理指導 0896-59-1212 H30/10/01 指定 四国中央市

3841340247 クオール薬局　四国中央店 クオール薬局　四国中央店 クオールヤッキョク　シコクチュウオウテン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８３番地１ 居宅療養管理指導 0896-56-0089 H30/10/01 指定 四国中央市

3841340247 クオール薬局　四国中央店 クオール薬局　四国中央店 クオールヤッキョク　シコクチュウオウテン 7990121 愛媛県四国中央市上分町７８３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-0089 H30/10/01 指定 四国中央市

3841340254 * 駅前タネダ薬局 エキマエタネダヤッキョク 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目６番４号 居宅療養管理指導 0896-23-5067 H31/02/07 指定 四国中央市

3841340254 * 駅前タネダ薬局 エキマエタネダヤッキョク 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目６番４号 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-5067 H31/02/07 指定 四国中央市

3841340262 株式会社  レデイ薬局 レデイ薬局　三島金子店 レデイヤッキョク　ミシマカネコテン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－９-５５ 居宅療養管理指導 0896-28-1566 H31/03/21 指定 四国中央市

3841340262 株式会社  レデイ薬局 レデイ薬局　三島金子店 レデイヤッキョク　ミシマカネコテン 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２－９-５５ 介護予防居宅療養管理指導 0896-28-1566 H31/03/21 指定 四国中央市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3841340270 有限会社エンジェルファミリー エンジェル薬局　川之江井地店 エンジェルヤッキョク　カワノエイジテン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３１番地１ 居宅療養管理指導 0896-56-5570 H31/04/01 指定 四国中央市

3841340270 有限会社エンジェルファミリー エンジェル薬局　川之江井地店 エンジェルヤッキョク　カワノエイジテン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町３３１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-5570 H31/04/01 指定 四国中央市

3841340288 有限会社　エンジェルファミリー エンジェル薬局宮川店 エンジェルヤッキョクミヤガワテン 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目４番９号 居宅療養管理指導 0896-23-8167 H31/04/01 指定 四国中央市

3841340288 有限会社　エンジェルファミリー エンジェル薬局宮川店 エンジェルヤッキョクミヤガワテン 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川４丁目４番９号 介護予防居宅療養管理指導 0896-23-8167 H31/04/01 指定 四国中央市

3841340296 有限会社　エンジェルファミリー しんぐう薬局 シングウヤッキョク 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮５０ 居宅療養管理指導 0896-72-3005 H31/04/01 指定 四国中央市

3841340296 有限会社　エンジェルファミリー しんぐう薬局 シングウヤッキョク 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮５０ 介護予防居宅療養管理指導 0896-72-3005 H31/04/01 指定 四国中央市

3841340312 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局中曽根店 コスモスヤッキョクナカソネテン 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1678-8 居宅療養管理指導 0896-22-3144 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340312 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局中曽根店 コスモスヤッキョクナカソネテン 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1678-8 介護予防居宅療養管理指導 0896-22-3144 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340320 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局中央店 コスモスヤッキョクチュウオウテン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2980-1 居宅療養管理指導 0896-59-6800 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340320 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局中央店 コスモスヤッキョクチュウオウテン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2980-1 介護予防居宅療養管理指導 0896-59-6800 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340338 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局 コスモスヤッキョク 7990411 愛媛県四国中央市下柏町678-1 居宅療養管理指導 0896-24-8292 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340338 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局 コスモスヤッキョク 7990411 愛媛県四国中央市下柏町678-1 介護予防居宅療養管理指導 0896-24-8292 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340346 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局東店 コスモスヤッキョクヒガシテン 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井1224番２ 居宅療養管理指導 0896-22-3325 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340346 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局東店 コスモスヤッキョクヒガシテン 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井1224番２ 介護予防居宅療養管理指導 0896-22-3325 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340353 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局山田井店 コスモスヤッキョクヤマダイテン 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17-4 居宅療養管理指導 0896-56-8353 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340353 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局山田井店 コスモスヤッキョクヤマダイテン 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17-4 介護予防居宅療養管理指導 0896-56-8353 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340361 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局川之江店 コスモスヤッキョクカワノエテン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町435-1 居宅療養管理指導 0896-59-4580 R03/03/01 指定 四国中央市

3841340361 ウエルシア薬局株式会社 コスモス薬局川之江店 コスモスヤッキョクカワノエテン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町435-1 介護予防居宅療養管理指導 0896-59-4580 R03/03/01 指定 四国中央市

3843040084 株式会社　信義洋行薬館 しんぎ薬局 シンギヤッキョク 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村１１２１－５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 四国中央市

3843040084 株式会社　信義洋行薬館 しんぎ薬局 シンギヤッキョク 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村１１２１－５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3843040092 有限会社　蝶野 さくら薬局　土居店 サクラヤッキョク　ドイテン 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1254-1 居宅療養管理指導 H14/10/01 指定 四国中央市

3843040092 有限会社　蝶野 さくら薬局　土居店 サクラヤッキョク　ドイテン 7990701 愛媛県四国中央市土居町中村1254-1 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 四国中央市

3843040100 越智　敏博 信義洋行薬局 シンギヨウコウヤッキョク 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野860 居宅療養管理指導 H15/03/01 指定 四国中央市

3843040100 越智　敏博 信義洋行薬局 シンギヨウコウヤッキョク 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野860 介護予防居宅療養管理指導 0896-74-2006 H18/04/01 指定 四国中央市

3851380018 医療法人健康会 訪問リハビリテーション事業所アイリス ホウモンリハビリテーションジギョウショアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町732番地1 訪問リハビリテーション 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380018 医療法人健康会 訪問リハビリテーション事業所アイリス ホウモンリハビリテーションジギョウショアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町732番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380026 医療法人健康会 介護老人保健施設アイリス カイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 通所リハビリテーション 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380026 医療法人健康会 介護老人保健施設アイリス カイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 短期入所療養介護 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380026 医療法人健康会 介護老人保健施設アイリス カイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護老人保健施設 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380026 医療法人健康会 介護老人保健施設アイリス カイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380026 医療法人健康会 介護老人保健施設アイリス カイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護予防短期入所療養介護 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380034 医療法人健康会 ユニット型介護老人保健施設アイリス ユニットガタカイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 短期入所療養介護 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380034 医療法人健康会 ユニット型介護老人保健施設アイリス ユニットガタカイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護老人保健施設 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3851380034 医療法人健康会 ユニット型介護老人保健施設アイリス ユニットガタカイゴロウジンホケンシセツアイリス 7990121 愛媛県四国中央市上分町７３２番地１ 介護予防短期入所療養介護 0896-58-0011 H26/04/01 指定 四国中央市

3857780419 医療法人  康仁会 老人保健施設百の里 ロウジンホケンシセツモモノサト 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町９９４ 通所リハビリテーション H12/04/01 休止 四国中央市

3857780419 医療法人  康仁会 老人保健施設百の里 ロウジンホケンシセツモモノサト 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町９９４番地 短期入所療養介護 0896-24-3320 H12/04/01 指定 四国中央市

3857780419 医療法人  康仁会 老人保健施設百の里 ロウジンホケンシセツモモノサト 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町９９４番地 介護老人保健施設 0896-24-3320 H12/04/01 指定 四国中央市

3857780419 医療法人  康仁会 老人保健施設百の里 ロウジンホケンシセツモモノサト 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町９９４ 介護予防通所リハビリテーション H18/04/01 休止 四国中央市

3857780419 医療法人  康仁会 老人保健施設百の里 ロウジンホケンシセツモモノサト 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町９９４番地 介護予防短期入所療養介護 0896-24-3320 H18/04/01 指定 四国中央市

3857780484 医療法人  誓生会 老人保健施設ちかい ロウジンホケンシセツチカイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２２２７番地３２ 通所リハビリテーション 0896-75-1660 H12/04/01 指定 四国中央市

3857780484 医療法人  誓生会 老人保健施設ちかい ロウジンホケンシセツチカイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２２２７番地３２ 短期入所療養介護 0896-75-1660 H12/04/01 指定 四国中央市

3857780484 医療法人  誓生会 老人保健施設ちかい ロウジンホケンシセツチカイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２２２７番地３２ 介護老人保健施設 0896-75-1660 H12/04/01 指定 四国中央市
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3857780484 医療法人  誓生会 老人保健施設ちかい ロウジンホケンシセツチカイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２２２７番地３２ 介護予防短期入所療養介護 0896-75-1660 H18/04/01 指定 四国中央市

3857780591 医療法人社団　栗整形外科病院 介護老人保健施設　くりのみ館 カイゴロウジンホケンシセツ　クリノミカン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町393番地1 通所リハビリテーション 0896-24-4165 H14/04/12 指定 四国中央市

3857780591 医療法人社団　栗整形外科病院 介護老人保健施設　くりのみ館 カイゴロウジンホケンシセツ　クリノミカン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町393番地1 短期入所療養介護 0896-24-4165 H14/04/12 指定 四国中央市

3857780591 医療法人社団　栗整形外科病院 介護老人保健施設　くりのみ館 カイゴロウジンホケンシセツ　クリノミカン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町393番地1 介護老人保健施設 0896-24-4165 H14/04/12 指定 四国中央市

3857780591 医療法人社団　栗整形外科病院 介護老人保健施設　くりのみ館 カイゴロウジンホケンシセツ　クリノミカン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町393番地1 介護予防通所リハビリテーション 0896-24-4165 H18/04/01 指定 四国中央市

3857780591 医療法人社団　栗整形外科病院 介護老人保健施設　くりのみ館 カイゴロウジンホケンシセツ　クリノミカン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町393番地1 介護予防短期入所療養介護 0896-24-4165 H18/04/01 指定 四国中央市

3860990054 医療法人  康仁会 訪問看護ステーションにしおか ホウモンカンゴステーションニシオカ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目7番22号 訪問看護 0896-24-3574 H12/04/01 指定 四国中央市

3860990054 医療法人  康仁会 訪問看護ステーションにしおか ホウモンカンゴステーションニシオカ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目7番22号 介護予防訪問看護 0896-24-3574 H19/05/01 指定 四国中央市

3861391203 合同会社ATUKI 訪問看護　24 ホウモンカンゴ　ニーヨン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野117番地1 訪問看護 0896-74-7907 H22/01/05 指定 四国中央市

3861391203 合同会社ATUKI 訪問看護　24 ホウモンカンゴ　ニーヨン 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野117番地1 介護予防訪問看護 0896-74-7907 H22/01/05 指定 四国中央市

3861391468 医療法人健康会 訪問看護ステーションいしかわ ホウモンカンゴステーションイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町７１６番地２ 訪問看護 0896-58-7377 H25/04/01 指定 四国中央市

3861391468 医療法人健康会 訪問看護ステーションいしかわ ホウモンカンゴステーションイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町７１６番地２ 介護予防訪問看護 0896-58-7377 H25/04/01 指定 四国中央市

3861391500 株式会社アイダシステム 訪問看護ステーション優 ホウモンカンゴステーションユウ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1256番地 訪問看護 0896-72-8080 H25/06/15 指定 四国中央市

3861391500 株式会社アイダシステム 訪問看護ステーション優 ホウモンカンゴステーションユウ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1256番地 介護予防訪問看護 0896-72-8080 H25/06/15 指定 四国中央市

3861391898 株式会社サスケ 訪問看護ステーションサスケ ホウモンカンゴステーションサスケ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3357-1 訪問看護 0896-22-3411 H28/08/01 指定 四国中央市

3861391898 株式会社サスケ 訪問看護ステーションサスケ ホウモンカンゴステーションサスケ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3357-1 介護予防訪問看護 0896-22-3411 H28/08/01 指定 四国中央市

3861392011 ＳＫＣコミュニケーションズ株式会社 訪問看護ステーション四国中央 ホウモンカンゴステーションシコクチュウオウ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町2462番地 訪問看護 0896-25-3625 H29/04/01 指定 四国中央市

3861392011 ＳＫＣコミュニケーションズ株式会社 訪問看護ステーション四国中央 ホウモンカンゴステーションシコクチュウオウ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町2462番地 介護予防訪問看護 0896-25-3625 H29/04/01 指定 四国中央市

3861392037 株式会社明生ハートケア 明生訪問看護ステーション「ひまわり」 メイセイホウモンカンゴステーション「ヒマワリ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1348番地1 訪問看護 0896-58-8776 H29/07/01 指定 四国中央市

3861392037 株式会社明生ハートケア 明生訪問看護ステーション「ひまわり」 メイセイホウモンカンゴステーション「ヒマワリ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1348番地1 介護予防訪問看護 0896-58-8776 H29/07/01 指定 四国中央市

3861392052 一般社団法人在宅看護センター四国 日本財団在宅看護センターしこく ニホンザイダンザイタクカンゴセンターシコク 7990405 愛媛県四国中央市三島中央5丁目13-2ユーズフラット地上1階テナント1号室 訪問看護 0896-77-5057 H29/09/07 指定 四国中央市

3861392052 一般社団法人在宅看護センター四国 日本財団在宅看護センターしこく ニホンザイダンザイタクカンゴセンターシコク 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目10番72号ツインズ102号 介護予防訪問看護 0896-77-5057 H29/09/07 指定 四国中央市

3863090605 医療法人  誓生会 訪問看護ステーションちかい ホウモンカンゴステーションチカイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居2227番地32 訪問看護 0896-75-1530 H12/04/01 指定 四国中央市

3863090605 医療法人  誓生会 訪問看護ステーションちかい ホウモンカンゴステーションチカイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居2227番地32 介護予防訪問看護 0896-75-1530 H19/09/01 指定 四国中央市

3870502279 株式会社サスケ 株式会社サスケ　福祉事業部 カブシキガイシャサスケ　フクシジギョウブ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3357-1 福祉用具貸与 0896-74-0775 H24/04/01 指定 四国中央市

3870502279 株式会社サスケ 株式会社サスケ　福祉事業部 カブシキガイシャサスケ　フクシジギョウブ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3357-1 特定福祉用具販売 0896-74-0775 H24/04/01 指定 四国中央市

3870502279 株式会社サスケ 株式会社サスケ　福祉事業部 カブシキガイシャサスケ　フクシジギョウブ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3357-1 介護予防福祉用具貸与 0896-74-0775 H24/04/01 指定 四国中央市

3870502279 株式会社サスケ 株式会社サスケ　福祉事業部 カブシキガイシャサスケ　フクシジギョウブ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3357-1 特定介護予防福祉用具販売 0896-74-0775 H24/04/01 指定 四国中央市

3870800012 医療法人  明生会 指定居宅介護支援事業所「ひまわり」 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ「ヒマワリ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４３－１ 居宅介護支援 0896-58-5888 H11/09/13 指定 四国中央市

3870800038 社会福祉法人  福寿会 居宅介護支援事業所かわのえ キョタクカイゴシエンジギョウショカワノエ 7990102 愛媛県四国中央市川之江町長須713 居宅介護支援 0896-58-8765 H11/10/14 指定 四国中央市

3870800103 社会福祉法人  福寿会 かわのえ カワノエ 7990102 愛媛県四国中央市川之江町長須７１３番地 通所介護 0896-58-8765 H12/03/17 指定 四国中央市

3870800103 社会福祉法人  福寿会 かわのえ カワノエ 7990102 愛媛県四国中央市川之江町長須７１３番地 通所型サービス（独自） 0896-58-8765 H30/04/01 指定 四国中央市

3870800129 医療法人　明生会 指定訪問介護事業所「ひまわり」 シテイホウモンカイゴジギョウショ「ヒマワリ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地 訪問型サービス（独自） 0896-22-3802 H30/04/01 指定 四国中央市

3870800160 社会福祉法人  福寿会 川之江荘 カワノエソウ 7990102 愛媛県四国中央市川之江町長須７１３番地 短期入所生活介護 0896-58-5530 H12/03/17 休止 四国中央市

3870800160 社会福祉法人  福寿会 川之江荘 カワノエソウ 7990102 愛媛県四国中央市川之江町長須７１３番地 介護老人福祉施設 0896-58-5530 H12/04/01 指定 四国中央市

3870800160 社会福祉法人  福寿会 川之江荘 カワノエソウ 7990102 愛媛県四国中央市川之江町長須７１３番地 介護予防短期入所生活介護 0896-58-5530 H19/04/01 休止 四国中央市

3870800178 社会福祉法人  愛美会 樋谷荘 ヒノタニソウ 7990121 愛媛県四国中央市上分町乙８番地２ 通所介護 0896-56-0006 H12/03/17 指定 四国中央市

3870800178 社会福祉法人  愛美会 樋谷荘 ヒノタニソウ 7990121 愛媛県四国中央市上分町乙８番地２ 短期入所生活介護 0896-56-2333 H12/03/17 指定 四国中央市

3870800178 社会福祉法人  愛美会 樋谷荘 ヒノタニソウ 7990121 愛媛県四国中央市上分町乙８－２ 介護老人福祉施設 0896-56-2333 H12/04/01 指定 四国中央市

3870800178 社会福祉法人  愛美会 樋谷荘 ヒノタニソウ 7990121 愛媛県四国中央市上分町乙８番地２ 介護予防短期入所生活介護 0896-56-2333 H19/02/01 指定 四国中央市

3870800178 社会福祉法人  愛美会 樋谷荘 ヒノタニソウ 7990121 愛媛県四国中央市上分町乙８番地２ 通所型サービス（独自） 0896-56-0006 H30/04/01 指定 四国中央市

3870800186 有限会社　まごの手 まごの手 マゴノテ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４１０５番地２１ 訪問介護 0896-58-2552 H13/06/21 指定 四国中央市
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3870800186 有限会社　まごの手 まごの手 マゴノテ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４１０５番地２１ 居宅介護支援 0896-58-2552 H13/06/21 指定 四国中央市

3870800186 有限会社　まごの手 まごの手 マゴノテ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４１０５番地２１ 訪問型サービス（独自） 0896-58-2552 H30/04/01 指定 四国中央市

3870800194 医療法人　雄康会 デイサービスセンター　レオナ デイサービスセンター　レオナ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 地域密着型通所介護 0896-59-5854 H28/04/01 指定 四国中央市

3870800194 医療法人　雄康会 デイサービスセンター　レオナ デイサービスセンター　レオナ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 通所型サービス（独自） 0896-58-9782 R01/09/01 指定 四国中央市

3870800202 医療法人　雄康会 グループホーム　レオナ グループホーム　レオナ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 認知症対応型共同生活介護 0896-58-9782 H18/04/01 指定 四国中央市

3870800202 医療法人　雄康会 グループホーム　レオナ グループホーム　レオナ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１４２３ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-58-9782 H18/04/01 指定 四国中央市

3870800236 医療法人明生会 デイサービス「ふれあい」 デイサービス「フレアイ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４３番地の１ 通所介護 0896-58-5889 H14/03/15 指定 四国中央市

3870800236 医療法人明生会 デイサービス「ふれあい」 デイサービス「フレアイ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４３番地の１ 通所型サービス（独自） 0896-58-5889 H30/04/01 指定 四国中央市

3870800251 うま農業協同組合 ＪＡうまデイサービスセンターあったか荘川之江 ＪＡウマデイサービスセンターアッタカソウカワノエ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1525番地 通所介護 0896-58-2132 H15/04/01 指定 四国中央市

3870800251 うま農業協同組合 ＪＡうまデイサービスセンターあったか荘川之江 ＪＡウマデイサービスセンターアッタカソウカワノエ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1525番地 通所型サービス（独自） 0896-58-2132 H30/04/01 指定 四国中央市

3870800285 うま農業協同組合 ＪＡうま居宅介護支援センター ジェイエイウマキョタクカイゴシエンセンター 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地4 居宅介護支援 0896-28-9001 H12/03/15 指定 四国中央市

3870800293 株式会社　アライアンス アライアンス アライアンス 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４７３番地１ 訪問介護 0896-58-3847 H16/02/26 指定 四国中央市

3870800293 株式会社　アライアンス アライアンス アライアンス 7990101 愛媛県四国中央市川之江町４７３番地１ 訪問型サービス（独自） 0896-58-3847 H30/04/01 指定 四国中央市

3870900010 医療法人  康仁会 居宅介護支援事業所　百の里 キョタクカイゴシエンジギョウショ　モモノサト 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町９９４番地 居宅介護支援 0896-24-3320 H11/09/13 休止 四国中央市

3870900028 医療法人  康仁会 居宅介護支援事業所にしおか キョタクカイゴシエンジギョウショニシオカ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目７－２２ 居宅介護支援 0896-24-5516 H11/09/28 指定 四国中央市

3870900036 一般財団法人新居浜精神衛生研究所 ライフ・サポートとよおか ライフ・サポートトヨオカ 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田６０３－１ 居宅介護支援 0896-25-0088 H11/09/30 休止 四国中央市

3870900051 社会福祉法人  伊予三島福祉施設協会 共楽園 キョウラクエン 7990431 愛媛県四国中央市寒川町１７９２番地２ 通所介護 0896-25-1912 H12/03/02 指定 四国中央市

3870900051 社会福祉法人  伊予三島福祉施設協会 共楽園 キョウラクエン 7990431 愛媛県四国中央市寒川町１７９２番地２ 居宅介護支援 0896-25-1943 H11/11/05 指定 四国中央市

3870900051 社会福祉法人  伊予三島福祉施設協会 共楽園 キョウラクエン 7990431 愛媛県四国中央市寒川町１７９２番地２ 通所型サービス（独自） 0896-25-1912 H30/04/01 指定 四国中央市

3870900127 有限会社  わかばケアサービス 有限会社わかばケアサービス ユウゲンガイシャワカバケアサービス 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川一丁目６番１０号 訪問介護 0896-23-2545 H12/02/10 指定 四国中央市

3870900127 有限会社  わかばケアサービス 有限会社わかばケアサービス ユウゲンガイシャワカバケアサービス 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川１丁目６番１０号 居宅介護支援 0896-23-2545 H13/06/21 指定 四国中央市

3870900127 有限会社  わかばケアサービス 有限会社わかばケアサービス ユウゲンガイシャワカバケアサービス 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川一丁目６番１０号 訪問型サービス（独自） 0896-23-2545 H30/04/01 指定 四国中央市

3870900150 医療法人  康仁会 グループホームさわらび グループホームサワラビ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子2-2079-8 認知症対応型共同生活介護 0896-24-5830 H18/04/01 指定 四国中央市

3870900150 医療法人  康仁会 グループホームさわらび グループホームサワラビ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子2-2079-8 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-24-5830 H18/04/01 指定 四国中央市

3870900192 医療法人  康仁会 グループホーム桃太郎 グループホームモモタロウ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町994 認知症対応型共同生活介護 0896-24-3320 H18/04/01 指定 四国中央市

3870900192 医療法人  康仁会 グループホーム桃太郎 グループホームモモタロウ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町994 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-24-3320 H18/04/01 指定 四国中央市

3870900200 有限会社エクイティ ライフケア紙ふうせん ライフケアカミフウセン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町２６番地１サンハイツ中之庄901 訪問介護 0896-24-0065 H13/05/08 指定 四国中央市

3870900200 有限会社エクイティ ライフケア紙ふうせん ライフケアカミフウセン 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町２６番地１サンハイツ中之庄901 訪問型サービス（独自） 0896-24-0065 H30/04/01 指定 四国中央市

3870900218 三島交通株式会社 三島介護サービス ミシマカイゴサービス 7990403 愛媛県四国中央市三島朝日二丁目１番１０号 訪問介護 0896-28-1717 H13/10/24 指定 四国中央市

3870900218 三島交通株式会社 三島介護サービス ミシマカイゴサービス 7990403 愛媛県四国中央市三島朝日二丁目１番１０号 訪問型サービス（独自） 0896-28-1717 H30/04/01 指定 四国中央市

3870900234 有限会社　ケアサービス菜の花 ケアサービス菜の花 ケアサービスナノハナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町59番1 訪問介護 0896-72-6118 H13/12/25 指定 四国中央市

3870900234 有限会社　ケアサービス菜の花 ケアサービス菜の花 ケアサービスナノハナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町59番1 居宅介護支援 0896-72-6262 H13/12/25 指定 四国中央市

3870900234 有限会社　ケアサービス菜の花 ケアサービス菜の花 ケアサービスナノハナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町59番1 訪問型サービス（独自） 0896-72-6118 H30/04/01 指定 四国中央市

3870900259 医療法人社団栗整形外科病院 グループホームどんぐり グループホームドングリ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町393番地1 認知症対応型共同生活介護 0896-24-4168 H18/04/01 指定 四国中央市

3870900259 医療法人社団栗整形外科病院 グループホームどんぐり グループホームドングリ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町393番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-24-4168 H18/04/01 指定 四国中央市

3870900267 医療法人社団栗整形外科病院 居宅介護支援事業所　くりのみ キョタクカイゴシエンジギョウショ　クリノミ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町454番地3 居宅介護支援 0896-24-4165 H15/01/07 指定 四国中央市

3870900283 社会福祉法人まこと 特別養護老人ホームしあわせの家 トクベツヨウゴロウジンホームシアワセノイエ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786番地2 介護老人福祉施設 0896-28-2871 H15/10/01 指定 四国中央市

3870900291 社会福祉法人まこと ショートステイしあわせの家 ショートステイシアワセノイエ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786番地2 短期入所生活介護 0896-28-2871 H15/10/01 指定 四国中央市

3870900291 社会福祉法人まこと ショートステイしあわせの家 ショートステイシアワセノイエ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786番地2 介護予防短期入所生活介護 0896-28-2871 H20/07/01 指定 四国中央市

3870900309 社会福祉法人まこと デイサービスセンターしあわせの家 デイサービスセンターシアワセノイエ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786番地2 通所介護 0896-28-2871 H15/10/01 指定 四国中央市

3870900309 社会福祉法人まこと デイサービスセンターしあわせの家 デイサービスセンターシアワセノイエ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786番地2 通所型サービス（独自） 0896-28-2871 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300038 社会福祉法人　四国中央市社会福祉協議会 四国中央市社会福祉協議会 シコクチュウオウシシャカイフクシキョウギカイ 7990497 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番５５号四国中央市福祉会館 訪問介護 0896-23-8990 H16/04/01 指定 四国中央市
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3871300038 社会福祉法人　四国中央市社会福祉協議会 四国中央市社会福祉協議会 シコクチュウオウシシャカイフクシキョウギカイ 7990497 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番５５号四国中央市福祉会館 訪問入浴介護 0896-23-8990 H16/04/01 指定 四国中央市

3871300038 社会福祉法人　四国中央市社会福祉協議会 四国中央市社会福祉協議会 シコクチュウオウシシャカイフクシキョウギカイ 7990497 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番５５号四国中央市福祉会館 居宅介護支援 0896-24-8083 H16/04/01 指定 四国中央市

3871300038 社会福祉法人　四国中央市社会福祉協議会 四国中央市社会福祉協議会 シコクチュウオウシシャカイフクシキョウギカイ 7990497 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番５５号四国中央市福祉会館 介護予防訪問入浴介護 0896-23-8990 H19/04/01 指定 四国中央市

3871300038 社会福祉法人　四国中央市社会福祉協議会 四国中央市社会福祉協議会 シコクチュウオウシシャカイフクシキョウギカイ 7990497 愛媛県四国中央市三島宮川四丁目６番５５号四国中央市福祉会館 訪問型サービス（独自） 0896-23-8990 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300046 四国中央市 通所介護事業所　みどり荘 ツウショカイゴジギョウショ　ミドリソウ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 通所型サービス（独自） 0896-28-6075 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300061 四国中央市 通所介護事業所　ひうち荘 ツウショカイゴジギョウショ　ヒウチソウ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根2639番地 通所型サービス（独自） 0896-74-7010 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300079 社会福祉法人　四国中央市社会福祉協議会 四国中央市新宮デイサービスセンター シコクチュウオウシシングウデイサービスセンター 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 地域密着型通所介護 0896-72-2774 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300079 社会福祉法人　四国中央市社会福祉協議会 四国中央市新宮デイサービスセンター シコクチュウオウシシングウデイサービスセンター 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地 通所型サービス（独自） 0896-72-2774 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300129 うま農業協同組合 ＪＡうまデイサービスセンターあったか荘土居 ジェイエイウマデイサービスセンターアッタカソウドイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居885番地の1 通所介護 0896-74-0150 H16/05/26 指定 四国中央市

3871300129 うま農業協同組合 ＪＡうまデイサービスセンター　あったか荘土居 ジェイエイウマデイサービスセンター　アッタカソウドイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居885番地の1 通所型サービス（独自） 0896-74-0150 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300137 宇田タクシー株式会社 宇田介護サービス事業所 ウダカイゴサービスジギョウショ 7990405 愛媛県四国中央市三島中央四丁目２番２１号 訪問介護 0896-24-2525 H16/06/17 指定 四国中央市

3871300145 ヒカリメディカルサービス株式会社 デイサービス　ひかり デイサービス　ヒカリ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目4番31号 通所介護 0896-24-5017 H16/06/18 指定 四国中央市

3871300145 ヒカリメディカルサービス株式会社 デイサービス　ひかり デイサービス　ヒカリ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目4番31号 通所型サービス（独自） 0896-24-5017 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300152 医療法人  慶尚会 グループホーム　テレサ グループホーム　テレサ 7990724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎167番地 認知症対応型共同生活介護 0896-74-7677 H18/04/01 指定 四国中央市

3871300152 医療法人  慶尚会 グループホーム　テレサ グループホーム　テレサ 7990724 愛媛県四国中央市土居町蕪崎167番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-74-7677 H18/04/01 指定 四国中央市

3871300160 社会福祉法人　心生会 ヘルパーステーションオリーブ ヘルパーステーションオリーブ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目５番２３号ケアハウスオリーブ内 訪問介護 0896-28-8041 H16/10/01 指定 四国中央市

3871300160 社会福祉法人　心生会 ヘルパーステーションオリーブ ヘルパーステーションオリーブ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子二丁目５番２３号ケアハウスオリーブ内 訪問型サービス（独自） 0896-28-8041 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300202 有限会社シンシア 居宅介護支援事業所シンシア キョタクカイゴシエンジギョウショシンシア 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17番1ヴィラグリ一ンヒルズⅡ　１F 居宅介護支援 0896-58-4580 H17/03/01 指定 四国中央市

3871300210 有限会社　シンシア 訪問介護事業所シンシア ホウモンカイゴジギョウショシンシア 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17番1ヴィラグリーンヒルズⅡ　１F 訪問介護 0896-58-4580 H17/03/01 指定 四国中央市

3871300210 有限会社　シンシア 訪問介護事業所シンシア ホウモンカイゴジギョウショシンシア 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙17番1ヴィラグリーンヒルズⅡ　１F 訪問型サービス（独自） 0896-58-4580 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300228 有限会社　ケアステーションやすらぎ 指定居宅介護支援事業所やすらぎ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショヤスラギ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分969番地の1 居宅介護支援 0896-57-1677 H17/04/20 休止 四国中央市

3871300244 有限会社　ケアステーションやすらぎ デイサービスセンターやすらぎ デイサービスセンターヤスラギ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分969番地の1 通所介護 0896-57-1677 H17/04/20 指定 四国中央市

3871300244 有限会社　ケアステーションやすらぎ デイサービスセンターやすらぎ デイサービスセンターヤスラギ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分969番地の1 通所型サービス（独自） 0896-57-1677 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300277 有限会社　ケアサービス菜の花 デイサービス菜の花 デイサービスナノハナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町59番1 通所介護 0896-24-2929 H18/03/01 指定 四国中央市

3871300277 有限会社　ケアサービス菜の花 デイサービス菜の花 デイサービスナノハナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町59番1 通所型サービス（独自） 0896-24-2929 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300301 特定非営利活動法人バンスリーエイド 宇摩ライブインネットワーク居宅介護支援事業所 ウマライブインネットワークキョタクカイゴシエンジギョウショ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町3314番地32 居宅介護支援 0896-59-1180 H18/04/15 指定 四国中央市

3871300384 医療法人　誓生会 デイサービス　のぞみ デイサービス　ノゾミ 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野970番地 地域密着型通所介護 0896-74-2332 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300392 社会福祉法人まこと 居宅介護支援事業所　しあわせの家 キョタクカイゴシエンジギョウショ　シアワセノイエ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町字東原2786番地2 居宅介護支援 0896-28-2871 H19/11/01 指定 四国中央市

3871300426 社会福祉法人　心生会 ケアハウス　オリーブ ケアハウス　オリーブ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２丁目５番２３号 特定施設入居者生活介護 0896-28-8041 H20/04/01 指定 四国中央市

3871300426 社会福祉法人　心生会 ケアハウス　オリーブ ケアハウス　オリーブ 7990421 愛媛県四国中央市三島金子２丁目５番２３号 介護予防特定施設入居者生活介護 0896-28-8041 H20/04/01 指定 四国中央市

3871300442 株式会社　悠遊社 デイサービスセンター・スマイル デイサービスセンター・スマイル 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居1105番地1 通所介護 0896-74-0155 H20/07/01 指定 四国中央市

3871300442 株式会社　悠遊社 デイサービスセンター・スマイル デイサービスセンター・スマイル 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居1105番地1 通所型サービス（独自） 0896-74-0155 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300459 株式会社　山田 介護ショップ山田 カイゴショップヤマダ 7990121 愛媛県四国中央市上分町693-1 特定福祉用具販売 0896-57-0349 H20/12/15 指定 四国中央市

3871300459 株式会社　山田 介護ショップ山田 カイゴショップヤマダ 7990121 愛媛県四国中央市上分町693-1 特定介護予防福祉用具販売 0896-57-0349 H20/12/15 指定 四国中央市

3871300517 うま農業協同組合 JAうまデイサービスセンターあったか荘三島 ジェイエイウマデイサービスセンターアッタカソウミシマ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１６８４番地４ 通所介護 0896-24-8712 H21/12/01 指定 四国中央市

3871300517 うま農業協同組合 JAうまデイサービスセンターあったか荘三島 ジェイエイウマデイサービスセンターアッタカソウミシマ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町１６８４番地４ 通所型サービス（独自） 0896-24-8712 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300525 うま農業協同組合 ＪＡうま訪問介護事業所 ＪＡウマホウモンカイゴジギョウショ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地4 訪問介護 0896-24-8713 H12/03/07 指定 四国中央市

3871300525 うま農業協同組合 ＪＡうま訪問介護事業所 ＪＡウマホウモンスケホウモンカイゴ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町1684番地4 訪問型サービス（独自） 0896-24-8713 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300533 株式会社サンライフ 訪問介護事業所サンライフ ホウモンカイゴジギョウショサンライフ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1254 訪問介護 0896-74-0590 H22/05/01 指定 四国中央市

3871300533 株式会社サンライフ 訪問介護事業所サンライフ ホウモンカイゴジギョウショサンライフ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1254 訪問型サービス（独自） 0896-74-0590 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300541 特定非営利活動法人倫理生活指導センター 倫理生活指導センター四国中央 リンリセイカツシドウセンターシコクチュウオウ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町７３８番地の１ 訪問介護 0896-24-5911 H22/06/01 休止 四国中央市

3871300541 特定非営利活動法人倫理生活指導センター 倫理生活指導センター四国中央 リンリセイカツシドウセンターシコクチュウオウ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町７３８番地の１ 訪問型サービス（独自） 0896-24-5911 H30/04/01 指定 四国中央市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3871300558 医療法人明生会 ショートステイそよ風の家 ショートステイソヨカゼノイエ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地ハートケアタウン陽だまり 短期入所生活介護 0896-22-3806 H22/10/01 指定 四国中央市

3871300558 医療法人明生会 ショートステイそよ風の家 ショートステイソヨカゼノイエ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地ハートケアタウン陽だまり 介護予防短期入所生活介護 0896-22-3806 H22/10/01 指定 四国中央市

3871300566 医療法人明生会 デイサービスほのぼの デイサービスホノボノ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地ハートケアタウン陽だまり 通所型サービス（独自） 0896-22-3803 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300574 社会福祉法人くりのみ会 通所介護事業所　くりのみ土居 ツウショカイゴジギョウショ　クリノミドイ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3008番地1 通所介護 0896-74-6541 H23/03/01 指定 四国中央市

3871300574 社会福祉法人くりのみ会 通所介護事業所　くりのみ土居 ツウショカイゴジギョウショ　クリノミドイ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3008番地1 通所型サービス（独自） 0896-74-6541 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300582 社会福祉法人くりのみ会 短期入所生活介護事業所　くりのみ土居 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　クリノミドイ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3008番地1 短期入所生活介護 0896-74-6541 H23/03/01 指定 四国中央市

3871300582 社会福祉法人くりのみ会 短期入所生活介護事業所　くりのみ土居 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　クリノミドイ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3008番地1 介護予防短期入所生活介護 0896-74-6541 H23/03/01 指定 四国中央市

3871300608 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　山田井の郷 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ヤマダイノサト 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井字原際８８７番地２ 短期入所生活介護 0896-22-3369 H23/03/31 指定 四国中央市

3871300608 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　山田井の郷 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ヤマダイノサト 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井字原際８８７番地２ 介護予防短期入所生活介護 0896-22-3369 H23/03/31 指定 四国中央市

3871300616 有限会社ほくと 元気デイサービス　まんなか ゲンキデイサービス　マンナカ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町字法光防７番地３ 地域密着型通所介護 0896-24-0039 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300624 有限会社ほくと ヘルパーステーション　まんなか ヘルパーステーション　マンナカ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町字法光防７番地３ 訪問介護 0896-24-0039 H23/04/20 指定 四国中央市

3871300640 株式会社　四国中央興産 指定居宅介護支援事業所「きずな」 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ「キズナ」 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町462番地1 居宅介護支援 0896-29-5101 H23/12/01 指定 四国中央市

3871300657 社会福祉法人  愛美会 ケアハウス　虹の里 ケアハウス　ニジノサト 7990121 愛媛県四国中央市上分町乙8-73 特定施設入居者生活介護 0896-58-0012 H24/02/01 指定 四国中央市

3871300657 社会福祉法人  愛美会 ケアハウス　虹の里 ケアハウス　ニジノサト 7990121 愛媛県四国中央市上分町乙8-73 介護予防特定施設入居者生活介護 0896-58-0012 H24/02/01 指定 四国中央市

3871300665 株式会社サスケ 訪問介護事業所まごころ ホウモンカイゴジギョウショマゴコロ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3800-1 訪問介護 0896-74-0775 H24/04/01 指定 四国中央市

3871300665 株式会社サスケ 訪問介護事業所まごころ ホウモンカイゴジギョウショマゴコロ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3800-1 訪問型サービス（独自） 0896-74-0774 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300673 株式会社サスケ 居宅介護支援事業所まごころ キョタクカイゴシエンジギョウショマゴコロ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3800-1 居宅介護支援 0896-74-0774 H24/04/01 指定 四国中央市

3871300681 株式会社　四国中央興産 ヘルパー事業所　きずな ヘルパージギョウショ　キズナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町４６２番地１のんびりライフタウン　かがやき１階 訪問介護 0896-29-5103 H24/04/01 指定 四国中央市

3871300681 株式会社　四国中央興産 ヘルパー事業所　きずな ヘルパージギョウショ　キズナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町４６２番地１のんびりライフタウン　かがやき１階 訪問型サービス（独自） 0896-29-5103 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300699 株式会社　四国中央興産 デイサービス　きずな デイサービス　キズナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町４６２番地１のんびりライフタウン　かがやき１階 通所介護 0896-29-5102 H24/04/01 指定 四国中央市

3871300699 株式会社　四国中央興産 デイサービス　きずな デイサービス　キズナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町４６２番地１のんびりライフタウン　かがやき１階 通所型サービス（独自） 0896-29-5102 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300707 株式会社ココロココ 居宅介護支援事業所　ココロココ キョタクカイゴシエンジギョウショ　ココロココ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町６６１番地１ 居宅介護支援 0896-24-2300 H24/03/01 休止 四国中央市

3871300723 特定非営利活動法人ぽっかぽか川之江 まごころはうす　かまやん マゴコロハウス　カマヤン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1660番地8 地域密着型通所介護 0896-59-1150 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300723 特定非営利活動法人ぽっかぽか川之江 まごころはうす　かまやん マゴコロハウス　カマヤン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1660番地8 通所型サービス（独自） 0896-59-1150 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300749 株式会社マール・コーポレーション デイサービス　喜楽 デイサービス　キラク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1887番地9 地域密着型通所介護 0896-58-2322 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300749 株式会社マール・コーポレーション デイサービス　喜楽 デイサービス　キラク 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1887番地9 通所型サービス（独自） 0896-58-2322 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300756 医療法人健康会 指定居宅介護支援事業所いしかわ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町716番地2 居宅介護支援 0896-58-6005 H25/04/01 指定 四国中央市

3871300764 医療法人　健康会 ヘルパーステーションいしかわ ヘルパーステーションイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町716番地2 訪問介護 0896-58-6022 H25/04/01 指定 四国中央市

3871300764 医療法人　健康会 ヘルパーステーションいしかわ ヘルパーステーションイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町716番地2 訪問型サービス（独自） 0896-58-6022 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300772 医療法人健康会 一般型通所介護いしかわ イッパンガタツウショカイゴイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町738番地2 地域密着型通所介護 0896-56-3209 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300772 医療法人健康会 一般型通所介護いしかわ イッパンガタツウショカイゴイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町738番地2 通所型サービス（独自） 0896-56-3209 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300814 医療法人社団栗整形外科病院 短期入所生活介護くりのみ２ タンキニュウショセイカツカイゴクリノミ２ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町402番地1 短期入所生活介護 0896-24-6541 H25/06/07 指定 四国中央市

3871300814 医療法人社団栗整形外科病院 短期入所生活介護くりのみ２ タンキニュウショセイカツカイゴクリノミ２ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町402番地1 介護予防短期入所生活介護 0896-24-6541 H25/06/07 指定 四国中央市

3871300822 株式会社ココロココ ケアスタジオ　ココロココ ケアスタジオ　ココロココ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1012-3サンライズⅡ1階 地域密着型通所介護 0896-56-0066 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300822 株式会社ココロココ ケアスタジオ　ココロココ ケアスタジオ　ココロココ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1012-3サンライズⅡ1階 通所型サービス（独自） 0896-56-0066 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300830 有限会社エンジェルファミリー 茶話本舗デイサービス皆の蜜柑 サワホンポデイサービスミンナノミカン 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1556番1 地域密着型通所介護 0896-56-2238 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300848 プログレス株式会社 居宅介護支援事業所　四つ葉 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヨツバ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町565-3 居宅介護支援 0896-29-5531 H25/10/01 指定 四国中央市

3871300855 株式会社四国中央ケアサービス デイサービスセンターなないろ デイサービスセンターナナイロ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1051番地 通所介護 0896-77-5629 H25/10/02 指定 四国中央市

3871300855 株式会社四国中央ケアサービス デイサービスセンターなないろ デイサービスセンターナナイロ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1051番地 通所型サービス（独自） 0896-77-5629 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300863 株式会社花・花 赤いうさぎ アカイウサギ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町3310番地8 訪問介護 0896-29-5334 H26/01/01 指定 四国中央市

3871300863 株式会社花・花 赤いうさぎ アカイウサギ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町3310番地8 訪問型サービス（独自） 0896-29-5334 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300871 医療法人健康会 デイ・サービスセンター「むらまつ」 デイ・サービスセンター「ムラマツ」 7990401 愛媛県四国中央市村松町781番地1 地域密着型通所介護 0896-28-8226 H28/04/01 指定 四国中央市
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3871300871 医療法人健康会 デイ・サービスセンター「むらまつ」 デイ・サービスセンター「ムラマツ」 7990401 愛媛県四国中央市村松町781番地1 通所型サービス（独自） 0896-28-8226 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300889 株式会社四国中央興産 デイサービス　かがやき デイサービス　カガヤキ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町７５８番地１ 通所介護 0896-29-5137 H26/04/01 指定 四国中央市

3871300889 株式会社四国中央興産 デイサービス　かがやき デイサービス　カガヤキ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町７５８番地１ 通所型サービス（独自） 0896-29-5137 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300897 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　三島の杜 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町202番1 短期入所生活介護 0896-22-4455 H26/03/31 指定 四国中央市

3871300897 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　三島の杜 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町202番1 介護予防短期入所生活介護 0896-22-4455 H26/03/31 指定 四国中央市

3871300905 株式会社廣島屋 ディサービス愛 ディサービスアイ 7990721 愛媛県四国中央市土居町上野乙１５６番地２ 地域密着型通所介護 0896-74-3069 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300905 株式会社廣島屋 ディサービス愛 ディサービスアイ 7990721 愛媛県四国中央市土居町上野乙１５６番地２ 通所型サービス（独自） 0896-74-3069 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300913 株式会社廣島屋 ケアサポートセンター愛 ケアサポートセンターアイ 7990721 愛媛県四国中央市土居町上野乙１５６番地８ 居宅介護支援 0896-74-2353 H26/06/01 指定 四国中央市

3871300921 株式会社廣島屋 訪問介護事業所愛 ホウモンカイゴジギョウショアイ 7990721 愛媛県四国中央市土居町上野乙１５６番地８ 訪問介護 0896-74-2353 H26/06/15 指定 四国中央市

3871300921 株式会社廣島屋 訪問介護事業所愛 ホウモンカイゴジギョウショアイ 7990721 愛媛県四国中央市土居町上野乙１５６番地８ 訪問型サービス（独自） 0896-74-2353 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300939 株式会社仁愛 サン居宅介護　三島事業所 サンキョタクカイゴ　ミシマジギョウショ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 居宅介護支援 0896-28-7930 H26/09/01 指定 四国中央市

3871300947 株式会社仁愛 ケアプラザ「サン愛」三島事業所 ケアプラザ「サンアイ」ミシマジギョウショ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 通所介護 0896-28-7920 H26/09/01 指定 四国中央市

3871300947 株式会社仁愛 ケアプラザ「サン愛」三島事業所 ケアプラザ「サンアイ」ミシマジギョウショ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６２１番地１ 通所型サービス（独自） 0896-28-7920 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300954 株式会社仁愛 サン訪問介護　三島事業所 サンホウモンカイゴ　ミシマジギョウショ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町621番地1 訪問介護 0896-28-7925 H26/09/01 指定 四国中央市

3871300954 株式会社仁愛 サン訪問介護　三島事業所 サンホウモンカイゴ　ミシマジギョウショ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町621番地1 訪問型サービス（独自） 0896-28-7925 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300962 株式会社Ｙ＆Ｆ 居宅介護支援事業所　元気いっぱい キョタクカイゴシエンジギョウショ　ゲンキイッパイ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町４１５４番地 居宅介護支援 0896-29-5082 H27/01/01 指定 四国中央市

3871300970 プログレス株式会社 ショートステイ　四つ葉 ショートステイ　ヨツバ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町700番地1 短期入所生活介護 0896-57-0428 H27/03/01 指定 四国中央市

3871300970 プログレス株式会社 ショートステイ　四つ葉 ショートステイ　ヨツバ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町700番地1 介護予防短期入所生活介護 0896-57-0428 H27/03/01 指定 四国中央市

3871300988 株式会社なごみ デイサービスなごみ デイサービスナゴミ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1205番地 地域密着型通所介護 0896-74-7503 H28/04/01 指定 四国中央市

3871300988 株式会社なごみ デイサービスなごみ デイサービスナゴミ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1205番地 通所型サービス（独自） 0896-74-7503 H30/04/01 指定 四国中央市

3871300996 株式会社アメニティサポート ディサービス　かざみどり ディサービス　カザミドリ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町９８０番地１ 地域密着型通所介護 0896-77-5221 H28/04/01 指定 四国中央市

3871301002 社会福祉法人愛美会 特別養護老人ホーム　豊寿園 トクベツユゴロウジンホーム　ホウジュエン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 介護老人福祉施設 0896-22-4116 H27/04/01 指定 四国中央市

3871301010 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　豊寿園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ホウジュエン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 短期入所生活介護 0896-22-4116 H27/04/01 指定 四国中央市

3871301010 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　豊寿園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　ホウジュエン 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根２６３９番地 介護予防短期入所生活介護 0896-22-4116 H27/04/01 指定 四国中央市

3871301036 社会福祉法人愛美会 通所介護事業所　ひうち荘 ツウショカイゴジギョウショ　ヒウチソウ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根2639番地 通所介護 0896-29-5151 H27/04/01 指定 四国中央市

3871301036 社会福祉法人愛美会 通所介護事業所　ひうち荘 ツウショカイゴジギョウショ　ヒウチソウ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根2639番地 通所型サービス（独自） 0896-29-5151 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301051 株式会社Ｙ＆Ｆ デイサービス　元気いっぱい デイサービス　ゲンキイッパイ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町４１５４番地 地域密着型通所介護 0896-29-5081 H28/04/01 指定 四国中央市

3871301051 株式会社Ｙ＆Ｆ デイサービス　元気いっぱい デイサービス　ゲンキイッパイ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町４１５４番地 通所型サービス（独自） 0896-29-5081 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301085 プログレス株式会社 ヘルパーステーション　四つ葉 ヘルパーステーション　ヨツバ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町568-1ハイツグランデ205 訪問介護 0896-29-5500 H27/10/01 指定 四国中央市

3871301085 プログレス株式会社 ヘルパーステーション　四つ葉 ヘルパーステーション　ヨツバ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町568-1ハイツグランデ205（西棟） 訪問型サービス（独自） 0896-29-5500 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301119 株式会社四国中央ケアサービス リハビリデイサービスきらり リハビリデイサービスキラリ 7990401 愛媛県四国中央市村松町６２９番地１ 地域密着型通所介護 0896-77-5783 H28/04/01 指定 四国中央市

3871301119 株式会社四国中央ケアサービス リハビリデイサービスきらり リハビリデイサービスキラリ 7990401 愛媛県四国中央市村松町６２９番地１ 通所型サービス（独自） 0896-77-5783 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301127 株式会社　花 訪問介護　花 ホウモンカイゴ　ハナ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町5013番地カーサレジオ103 訪問介護 0896-22-3629 H28/03/01 指定 四国中央市

3871301127 株式会社　花 訪問介護　花 ホウモンカイゴ　ハナ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町５０１３番地カーサレジオ１０３ 訪問型サービス（独自） 0896-22-3629 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301135 株式会社ココロココ 福祉用具貸与・販売事業所ココロココ フクシヨウグタイヨ・ハンバイジギョウショココロココ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町1087-1プライムタイムみしま1階 福祉用具貸与 0896-24-2300 H28/04/01 指定 四国中央市

3871301135 株式会社ココロココ 福祉用具貸与・販売事業所ココロココ フクシヨウグタイヨ・ハンバイジギョウショココロココ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町1087-1プライムタイムみしま1階 特定福祉用具販売 0896-24-2300 H28/04/01 指定 四国中央市

3871301135 株式会社ココロココ 福祉用具貸与・販売事業所ココロココ フクシヨウグタイヨ・ハンバイジギョウショココロココ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町1087-1プライムタイムみしま1階 介護予防福祉用具貸与 0896-24-2300 H28/04/01 指定 四国中央市

3871301135 株式会社ココロココ 福祉用具貸与・販売事業所ココロココ フクシヨウグタイヨ・ハンバイジギョウショココロココ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町1087-1プライムタイムみしま1階 特定介護予防福祉用具販売 0896-24-2300 H28/04/01 指定 四国中央市

3871301143 株式会社アライアンス 居宅介護支援事業所　飛鳥 キョタクカイゴシエンジギョウショ　アスカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町473番地1 居宅介護支援 0896-58-3847 H28/08/01 指定 四国中央市

3871301150 株式会社悠遊社 デイサービスセンターさくらスマイル デイサービスセンターサクラスマイル 7990714 愛媛県四国中央市土居町畑野713-7 通所介護 0896-72-6222 H28/11/01 指定 四国中央市

3871301150 株式会社悠遊社 デイサービスセンターさくらスマイル デイサービスセンターサクラスマイル 7990714 愛媛県四国中央市土居町畑野713-7 通所型サービス（独自） 0896-72-6222 H30/04/01 指定 四国中央市

3871301168 医療法人明生会 長谷川病院通所リハビリテーションはるかぜ ハセガワビョウインツウショリハビリテーションハルカゼ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1249番地の1 通所リハビリテーション 0896-58-5666 H28/11/21 指定 四国中央市
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3871301168 医療法人明生会 長谷川病院通所リハビリテーションはるかぜ ハセガワビョウインツウショリハビリテーションハルカゼ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1249番地の1 介護予防通所リハビリテーション 0896-58-5666 H28/11/21 指定 四国中央市

3871301176 社会福祉法人四国中央市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所新宮 キョタクカイゴシエンジギョウショシングウ 7990303 愛媛県四国中央市新宮町新宮50番地四国中央市高齢者生活福祉センター 居宅介護支援 0896-72-2774 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301184 株式会社ねんりんサポート 居宅介護支援事業所ねんりん キョタクカイゴシエンジギョウショネンリン 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町2207-1 居宅介護支援 0896-22-4967 H29/03/06 指定 四国中央市

3871301192 社会福祉法人愛美会 指定居宅介護支援事業所　すいは シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　スイハ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 居宅介護支援 0896-28-7757 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301200 社会福祉法人愛美会 特別養護老人ホーム　萬翠荘 トクベツヨウゴロウジンホーム　バンスイソウ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 介護老人福祉施設 0896-28-7755 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301218 社会福祉法人愛美会 通所介護事業所　みどり荘 ツウショカイゴジギョウショ　ミドリソウ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 通所介護 0896-28-7751 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301218 社会福祉法人愛美会 通所介護事業所　みどり荘 ツウショカイゴジギョウショ　ミドリソウ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 通所型サービス（独自） 0896-28-7751 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301226 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　萬翠荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　バンスイソウ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 短期入所生活介護 0896-28-7755 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301226 社会福祉法人愛美会 短期入所生活介護事業所　萬翠荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　バンスイソウ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町542番地 介護予防短期入所生活介護 0896-28-7755 H29/04/01 指定 四国中央市

3871301234 有限会社シンシア リハプライド　シンシア リハプライド　シンシア 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙18番3 通所型サービス（独自） 0896-22-4722 H29/05/01 指定 四国中央市

3871301242 株式会社明生ハートケア 指定訪問介護事業所「ひまわり」 シテイホウモンカイゴジギョウショ「ヒマワリ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地 訪問介護 0896-22-3802 H29/07/01 指定 四国中央市

3871301242 株式会社明生ハートケア 指定訪問介護事業所「ひまわり」 シテイホウモンカイゴジギョウショ「ヒマワリ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地 訪問型サービス（独自） 0896-22-3802 H29/07/01 指定 四国中央市

3871301259 株式会社明生ハートケア デイサービスほのぼの デイサービスホノボノ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地 通所介護 0896-22-3803 H29/07/01 指定 四国中央市

3871301259 株式会社明生ハートケア デイサービスほのぼの デイサービスホノボノ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地 通所型サービス（独自） 0896-22-3803 H29/07/01 指定 四国中央市

3871301267 株式会社明生ハートケア デイサービスいきいき デイサービスイキイキ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1348番地1 通所介護 0896-22-3843 H29/07/01 指定 四国中央市

3871301275 株式会社悠遊社 株式会社　悠遊社　土居事業所 カブシキガイシャ　ユウユウシャ　ドイジギョウショ 7990714 愛媛県四国中央市土居町畑野713-7 訪問介護 0896-72-6225 H29/10/01 指定 四国中央市

3871301275 株式会社悠遊社 株式会社　悠遊社　土居事業所 カブシキガイシャ　ユウユウシャ　ドイジギョウショ 7990714 愛媛県四国中央市土居町畑野713-7 訪問型サービス（独自） 0896-72-6225 H30/04/01 指定 四国中央市

3871301283 株式会社ORANGE オレンジケアプランセンター オレンジケアプランセンター 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町1825番地2オレンジハイツ101号 居宅介護支援 0896-22-3986 H30/01/18 指定 四国中央市

3871301291 株式会社四国中央ケアサービス デイサービスセンターなないろ豊岡 デイサービスセンターナナイロトヨオカ 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田1655番地1 通所介護 0896-77-4196 H30/06/01 指定 四国中央市

3871301291 株式会社四国中央ケアサービス デイサービスセンターなないろ豊岡 デイサービスセンターナナイロトヨオカ 7990435 愛媛県四国中央市豊岡町長田1655番地1 通所型サービス（独自） 0896-77-4196 H30/06/01 指定 四国中央市

3871301309 有限会社鈴木住宅設備 介護ショップすずき カイゴショップスズキ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川二丁目1番6号 福祉用具貸与 080-8122-7109 H30/07/01 指定 四国中央市

3871301309 有限会社鈴木住宅設備 介護ショップすずき カイゴショップスズキ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川二丁目1番6号 特定福祉用具販売 080-8122-7109 H30/07/01 指定 四国中央市

3871301309 有限会社鈴木住宅設備 介護ショップすずき カイゴショップスズキ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川二丁目1番6号 介護予防福祉用具貸与 080-8122-7109 H30/07/01 指定 四国中央市

3871301309 有限会社鈴木住宅設備 介護ショップすずき カイゴショップスズキ 7990404 愛媛県四国中央市三島宮川二丁目1番6号 特定介護予防福祉用具販売 080-8122-7109 H30/07/01 指定 四国中央市

3871301317 ひめしゃらＣＳ合同会社 ひめしゃらケアプランセンター ヒメシャラケアプランセンター 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1065番地の3 居宅介護支援 0896-58-3897 H30/09/01 指定 四国中央市

3871301325 株式会社悠遊社 新町デイサービスセンター シンマチデイサービスセンター 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目11番33号 通所介護 0896-23-6510 H30/09/01 指定 四国中央市

3871301325 株式会社悠遊社 新町デイサービスセンター シンマチデイサービスセンター 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目11番33号 通所型サービス（独自） 0896-23-6510 H30/09/01 指定 四国中央市

3871301333 医療法人明生会 指定訪問介護事業所「ふれあい」 シテイホウモンカイゴジギョウショ「フレアイ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1243番地の1長谷川病院ふれあい館 訪問介護 0896-72-6233 H31/01/01 指定 四国中央市

3871301333 医療法人明生会 指定訪問介護事業所「ふれあい」 シテイホウモンカイゴジギョウショ「フレアイ」 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1243番地の1長谷川病院ふれあい館 訪問型サービス（独自） 0896-72-6233 H31/01/01 指定 四国中央市

3871301341 株式会社ダンク ショートステイ　だんだん ショートステイ　ダンダン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町701番4 短期入所生活介護 0896-56-4003 H31/03/01 指定 四国中央市

3871301341 株式会社ダンク ショートステイ　だんだん ショートステイ　ダンダン 7990101 愛媛県四国中央市川之江町701番4 介護予防短期入所生活介護 0896-56-4003 H31/03/01 指定 四国中央市

3871301358 株式会社翼 株式会社　翼　四国中央営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　シコクチュウオウエイギョウショ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町75-1ロイヤルマンション柏1 101号 福祉用具貸与 0896-22-4650 R01/05/01 指定 四国中央市

3871301358 株式会社翼 株式会社　翼　四国中央営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　シコクチュウオウエイギョウショ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町75-1ロイヤルマンション柏1 101号 特定福祉用具販売 0896-22-4650 R01/05/01 指定 四国中央市

3871301358 株式会社翼 株式会社　翼　四国中央営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　シコクチュウオウエイギョウショ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町75-1ロイヤルマンション柏1 101号 介護予防福祉用具貸与 0896-22-4650 R01/05/01 指定 四国中央市

3871301358 株式会社翼 株式会社　翼　四国中央営業所 カブシキガイシャ　ツバサ　シコクチュウオウエイギョウショ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町75-1ロイヤルマンション柏1 101号 特定介護予防福祉用具販売 0896-22-4650 R01/05/01 指定 四国中央市

3871301366 医療法人明生会 リハビリデイサービスたんぽぽ リハビリデイサービスタンポポ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地ハートケアタウン陽だまり 通所介護 0896-22-3805 R01/08/01 指定 四国中央市

3871301366 医療法人明生会 リハビリデイサービスたんぽぽ リハビリデイサービスタンポポ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1330番地ハートケアタウン陽だまり 通所型サービス（独自） 0896-22-3805 R01/08/01 指定 四国中央市

3871301374 株式会社訪問介護ほほえみ 訪問介護ほほえみ ホウモンカイゴホホエミ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町937番地 訪問介護 0896-77-5688 R01/09/01 指定 四国中央市

3871301374 株式会社訪問介護ほほえみ 訪問介護ほほえみ ホウモンカイゴホホエミ 7990432 愛媛県四国中央市豊岡町大町937番地 訪問型サービス（独自） 0896-77-5688 R01/09/01 指定 四国中央市

3871301382 有限会社ＧＯＨＡＮ おむすび オムスビ 7990121 愛媛県四国中央市上分町344番地1 訪問介護 0896-59-3150 R02/07/01 指定 四国中央市

3871301382 有限会社ＧＯＨＡＮ おむすび オムスビ 7990121 愛媛県四国中央市上分町344番地1 訪問型サービス（独自） 0896-58-5963 R02/07/01 指定 四国中央市

3871301390 社会福祉法人まこと ショートステイ　しあわせの家寒川 ショートステイ　シアワセノイエサンガワ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字大門3677番地 短期入所生活介護 0896-29-5822 R02/08/01 指定 四国中央市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3871301390 社会福祉法人まこと ショートステイ　しあわせの家寒川 ショートステイ　シアワセノイエサンガワ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町字大門3677番地 介護予防短期入所生活介護 0896-29-5822 R02/08/01 指定 四国中央市

3871301408 ウマ商事株式会社 宇摩ケアプランセンター ウマケアプランセンター 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1257番地 居宅介護支援 0896-23-6533 R02/09/18 指定 四国中央市

3871301416 一般社団法人笑結 ヘルパーステーションましろ ヘルパーステーションマシロ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林693番地 訪問介護 0896-77-5748 R02/10/01 指定 四国中央市

3871301416 一般社団法人笑結 ヘルパーステーションましろ ヘルパーステーションマシロ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林693番地 訪問型サービス（独自） 0896-77-5748 R02/10/01 指定 四国中央市

3871301424 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステーション ダスキンヘルスレントシコクチュウオウステーション 7990703 愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地８８番地１ 福祉用具貸与 0896-29-5552 R02/12/01 指定 四国中央市

3871301424 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステーション ダスキンヘルスレントシコクチュウオウステーション 7990703 愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地８８番地１ 特定福祉用具販売 0896-29-5552 R02/12/01 指定 四国中央市

3871301424 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステーション ダスキンヘルスレントシコクチュウオウステーション 7990703 愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地８８番地１ 介護予防福祉用具貸与 0896-29-5552 R02/12/01 指定 四国中央市

3871301424 株式会社ハッピースマイル ダスキンヘルスレント四国中央ステーション ダスキンヘルスレントシコクチュウオウステーション 7990703 愛媛県四国中央市土居町藤原３番耕地８８番地１ 特定介護予防福祉用具販売 0896-29-5552 R02/12/01 指定 四国中央市

3871301432 特定非営利活動法人ぽっかぽか川之江 ぽっかぽか川之江居宅介護支援事業所 ポッカポカカワノエキョタクカイゴシエンジギョウショ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町1660番地1 居宅介護支援 0896-56-2623 R03/02/04 指定 四国中央市

3871301440 株式会社サンライフ 居宅介護支援事業所　サンライフ キョタクカイゴシエンジギョウショ　サンライフ 7990702 愛媛県四国中央市土居町小林1254番地 居宅介護支援 070-1910-1145 R03/02/01 指定 四国中央市

3871301457 株式会社悠遊社 介護付き有料老人ホームゆうゆう三島 カイゴツキユウリョウロウジンホームユウユウミシマ 7990405 愛媛県四国中央市三島中央３丁目11番38号 特定施設入居者生活介護 0896-23-6500 R03/05/01 指定 四国中央市

3871301457 株式会社悠遊社 介護付き有料老人ホームゆうゆう三島 カイゴツキユウリョウロウジンホームユウユウミシマ 7990405 愛媛県四国中央市三島中央３丁目11番38号 介護予防特定施設入居者生活介護 0896-23-6500 R03/05/01 指定 四国中央市

3873000032 医療法人  誓生会 四国中央市在宅介護支援センターちかい シコクチュウオウシザイタクカイゴシエンセンターチカイ 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居２２２７番地３２ 居宅介護支援 0896-75-1720 H12/01/27 指定 四国中央市

3891300018 医療法人雄康会 認知症対応型通所介護事業所　グループホームレオナ ニンチショウタイオウガタツウショカイゴジギョウショ　グループホームレオナ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1423 認知症対応型通所介護 0896-58-9782 H18/11/01 休止 四国中央市

3891300018 医療法人雄康会 認知症対応型通所介護事業所　グループホームレオナ ニンチショウタイオウガタツウショカイゴジギョウショ　グループホームレオナ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1423 介護予防認知症対応型通所介護 0896-58-9782 H18/11/01 休止 四国中央市

3891300059 株式会社スローライフ まちなか マチナカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2651-6 認知症対応型共同生活介護 0896-56-4130 H19/06/01 指定 四国中央市

3891300059 株式会社スローライフ まちなか マチナカ 7990101 愛媛県四国中央市川之江町2651-6 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-56-4130 H19/06/01 指定 四国中央市

3891300067 ウマ商事　株式会社 ディサービス　しんまち デイサービス　シンマチ 7990405 愛媛県四国中央市三島中央3-11-33 認知症対応型通所介護 0896-23-6510 H20/02/01 休止 四国中央市

3891300067 ウマ商事　株式会社 ディサービス　しんまち デイサービス　シンマチ 7990405 愛媛県四国中央市三島中央3-11-33 介護予防認知症対応型通所介護 0896-23-6510 H20/02/01 休止 四国中央市

3891300075 医療法人　明生会 グループホームこもれびの家 グループホームコモレビノイエ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町54番1 認知症対応型共同生活介護 0896-23-2427 H20/03/01 指定 四国中央市

3891300075 医療法人　明生会 グループホームこもれびの家 グループホームコモレビノイエ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町54番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-23-2427 H20/03/01 指定 四国中央市

3891300091 株式会社　廣島屋 グループホーム　愛 グループホーム　アイ 7990721 愛媛県四国中央市土居町上野乙156番地2 認知症対応型共同生活介護 0896-74-2333 H21/03/01 指定 四国中央市

3891300091 株式会社　廣島屋 グループホーム　愛 グループホーム　アイ 7990721 愛媛県四国中央市土居町上野乙156番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-74-2333 H21/03/01 指定 四国中央市

3891300109 有限会社　ケアサービス菜の花 グループホーム菜の花 グループホームナノハナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６０番１ 認知症対応型共同生活介護 0896-24-2929 H22/04/01 指定 四国中央市

3891300109 有限会社　ケアサービス菜の花 グループホーム菜の花 グループホームナノハナ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町６０番１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-24-2929 H22/04/01 指定 四国中央市

3891300125 社会福祉法人くりのみ会 地域密着型介護老人福祉施設くりのみ土居 チイキミッチャクガタカイゴロウジンフクシシセツクリノミドイ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3008番地1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0896-74-6541 H23/03/01 指定 四国中央市

3891300133 社会福祉法人くりのみ会 認知症対応型共同生活介護事業所　くりのみ土居 ニンチショウタイオウガタキョウドウセイカツカイゴジギョウショ　クリノミドイ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3008番地1 認知症対応型共同生活介護 0896-74-6541 H23/03/01 指定 四国中央市

3891300133 社会福祉法人くりのみ会 認知症対応型共同生活介護事業所　くりのみ土居 ニンチショウタイオウガタキョウドウセイカツカイゴジギョウショ　クリノミドイ 7990704 愛媛県四国中央市土居町津根3008番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-74-6541 H23/03/01 指定 四国中央市

3891300141 社会福祉法人  愛美会 地域密着型介護老人福祉施設　山田井の郷 チイキミッチャクガタカイゴロウジンフクシシセツ　ヤマダイノサト 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井字原際８８７番地２ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0896-22-3369 H23/03/31 指定 四国中央市

3891300158 社会福祉法人  愛美会 小規模多機能型居宅介護事業所　山田井の郷 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ヤマダイノサト 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井字原際８８７番地２ 小規模多機能型居宅介護 0896-22-3361 H23/03/31 指定 四国中央市

3891300158 社会福祉法人  愛美会 小規模多機能型居宅介護事業所　山田井の郷 ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショ　ヤマダイノサト 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井字原際８８７番地２ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0896-22-3361 H23/03/31 指定 四国中央市

3891300166 医療法人　健康会 グループホーム　いしかわ グループホーム　イシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町８６１番地２０ 認知症対応型共同生活介護 0896-58-0065 H25/04/01 指定 四国中央市

3891300166 医療法人　健康会 グループホーム　いしかわ グループホーム　イシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町８６１番地２０ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-58-0065 H25/04/01 指定 四国中央市

3891300174 医療法人　健康会 認知症対応型通所介護　いしかわ ニンチショウタイオウカタツウショカイゴ　イシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町737番地1 認知症対応型通所介護 0896-58-2097 H25/04/01 指定 四国中央市

3891300174 医療法人　健康会 認知症対応型通所介護　いしかわ ニンチショウタイオウカタツウショカイゴ　イシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町737番地1 介護予防認知症対応型通所介護 0896-58-2097 H25/04/01 指定 四国中央市

3891300182 社会福祉法人　愛美会 地域密着型介護老人福祉施設　三島の杜 チイキミッチャクガタカイゴロウジンフクシシセツ　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２０２番１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0896-22-4455 H26/03/31 指定 四国中央市

3891300190 社会福祉法人　愛美会 グループホーム　三島の杜 グループホーム　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２０２番１ 認知症対応型共同生活介護 0896-22-4466 H26/03/31 指定 四国中央市

3891300190 社会福祉法人　愛美会 グループホーム　三島の杜 グループホーム　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２０２番１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-22-4466 H26/03/31 指定 四国中央市

3891300208 社会福祉法人　愛美会 デイサービスセンター　三島の杜 デイサービスセンター　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２０２番１ 認知症対応型通所介護 0896-22-4477 H26/03/31 指定 四国中央市

3891300208 社会福祉法人　愛美会 デイサービスセンター　三島の杜 デイサービスセンター　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町２０２番１ 介護予防認知症対応型通所介護 0896-22-4477 H26/03/31 指定 四国中央市

3891300224 株式会社ココロココ ココロココ２４ ココロココ２４ 7990411 愛媛県四国中央市下柏町１０８７番地１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0896-24-7581 H29/12/01 指定 四国中央市

3891300232 医療法人健康会 定期巡回・随時対応型訪問介護看護いしかわ テイキジュンカイ・ズイジタイオウガタホウモンカイゴカンゴイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町716番地2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0896-58-6022 H27/09/01 指定 四国中央市
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3891300240 医療法人健康会 デイサービスグループホームいしかわ デイサービスグループホームイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町861番地20 認知症対応型通所介護 0896-58-0065 H27/08/01 指定 四国中央市

3891300240 医療法人健康会 デイサービスグループホームいしかわ デイサービスグループホームイシカワ 7990121 愛媛県四国中央市上分町861番地20 介護予防認知症対応型通所介護 0896-58-0065 H27/08/01 指定 四国中央市

3891300257 社会福祉法人　愛美会 共用型デイサービス　三島の杜 キョウヨウガタデイサービス　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町202番地1 認知症対応型通所介護 0896-22-4466 H27/11/01 指定 四国中央市

3891300257 社会福祉法人　愛美会 共用型デイサービス　三島の杜 キョウヨウガタデイサービス　ミシマノモリ 7990412 愛媛県四国中央市上柏町202番地1 介護予防認知症対応型通所介護 0896-22-4466 H27/11/01 指定 四国中央市

3891300273 ライフサポート株式会社 デイサービスセンターリハスタジオWell デイサービスセンターリハスタジオウェル 7990421 愛媛県四国中央市三島金子１丁目４番６号 地域密着型通所介護 0896-23-4154 H29/03/01 指定 四国中央市

3891300281 有限会社シンシア リハプライド　シンシア リハプライド　シンシア 7990112 愛媛県四国中央市金生町山田井乙18番3 地域密着型通所介護 0896-22-4722 H29/05/01 指定 四国中央市

3891300307 株式会社　明生ハートケア 定期巡回・随時対応型訪問介護看護ひまわり テイキジュンカイ・ズイジタイオウガタホウモンカイゴカンゴヒマワリ 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分1348番地の1 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0896-22-3842 H29/07/01 指定 四国中央市

3891300315 株式会社アメニティサポート かざみどり三島 カザミドリミシマ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町625-4 地域密着型通所介護 0896-77-5630 H30/09/01 指定 四国中央市

3891300315 株式会社アメニティサポート かざみどり三島 カザミドリミシマ 7990422 愛媛県四国中央市中之庄町625-4 通所型サービス（独自） 0896-77-5630 H30/09/01 指定 四国中央市

3891300331 株式会社悠遊社 グループホーム新町 グループホームシンマチ 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目11-33 認知症対応型共同生活介護 0896-23-6521 H30/09/01 指定 四国中央市

3891300331 株式会社悠遊社 グループホーム新町 グループホームシンマチ 7990405 愛媛県四国中央市三島中央三丁目11-33 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-23-6521 H30/09/01 指定 四国中央市

3891300349 ウマ商事株式会社 ディサービスセンター煌き デイサービスセンターキラメキ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1257番地 地域密着型通所介護 0896-23-6511 R02/06/22 指定 四国中央市

3891300349 ウマ商事株式会社 ディサービスセンター煌き デイサービスセンターキラメキ 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町1257番地 通所型サービス（独自） 0896-23-6511 R02/06/22 指定 四国中央市

3891300356 医療法人健康会 ケアＨＯＭＥピース ケアホームピース 7990121 愛媛県四国中央市上分町408番地1 小規模多機能型居宅介護 0896-22-3560 R02/06/22 指定 四国中央市

3891300356 医療法人健康会 ケアＨＯＭＥピース ケアホームピース 7990121 愛媛県四国中央市上分町408番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0896-22-3560 R02/06/22 指定 四国中央市

3891300364 株式会社ねんりんサポート デイサービスねんりん デイサービスネンリン 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町2207番地1 地域密着型通所介護 0896-22-4967 R02/07/27 指定 四国中央市

3891300364 株式会社ねんりんサポート デイサービスねんりん デイサービスネンリン 7990413 愛媛県四国中央市中曽根町2207番地1 通所型サービス（独自） 0896-22-4967 R02/07/27 指定 四国中央市

3891300372 社会福祉法人まこと 地域密着型特別養護老人ホームしあわせの家寒川 チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホームシアワセノイエサンガワ 7990431 愛媛県四国中央市寒川町3677番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0896-29-5822 R02/08/01 指定 四国中央市

3891300380 合同会社すきっぷ すきっぷリハビリデイサービスセンター スキップリハビリデイサービスセンター 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居252番地１ 地域密着型通所介護 0896-77-5507 R03/03/01 指定 四国中央市

3891300380 合同会社すきっぷ すきっぷリハビリデイサービスセンター スキップリハビリデイサービスセンター 7990711 愛媛県四国中央市土居町土居252番地１ 通所型サービス（独自） 0896-77-5507 R03/03/01 指定 四国中央市

3891300398 プログレス株式会社 グループホーム四つ葉 グループホームヨツバ 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野121番 認知症対応型共同生活介護 0896-74-0428 R03/03/01 指定 四国中央市

3891300398 プログレス株式会社 グループホーム四つ葉 グループホームヨツバ 7990712 愛媛県四国中央市土居町入野121番 介護予防認知症対応型共同生活介護 0896-74-0428 R03/03/01 指定 四国中央市

38A1300015 ライフサポート株式会社 デイサービスセンターリハスタジオＷｅｌｌ デイサービスセンターリハスタジオウェル 7990421 愛媛県四国中央市三島金子一丁目4番6号 通所型サービス（独自） 0896-23-5386 H29/04/01 指定 四国中央市

38A1300023 株式会社アメニティサポート ディサービス　かざみどり ディサービス　カザミドリ 7990113 愛媛県四国中央市妻鳥町９８０番地１ 通所型サービス（独自） 0896-77-5221 R02/05/01 指定 四国中央市

38B1300013 医療法人明生会 介護医療院コスモス カイゴイリョウインコスモス 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９番地の１ 短期入所療養介護 0896-58-5666 R02/06/01 指定 四国中央市

38B1300013 医療法人明生会 介護医療院コスモス カイゴイリョウインコスモス 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９番地の１ 介護医療院 0896-58-5666 R02/06/01 指定 四国中央市

38B1300013 医療法人明生会 介護医療院コスモス カイゴイリョウインコスモス 7990111 愛媛県四国中央市金生町下分１２４９番地の１ 介護予防短期入所療養介護 0896-58-5666 R02/06/01 指定 四国中央市

3801400015 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 西予市地域包括支援センター セイヨシチイキホウカツシエンセンター 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地 介護予防支援 0894-72-0022 H19/04/01 指定 西予市

3801400015 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 西予市地域包括支援センター セイヨシチイキホウカツシエンセンター 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地 介護予防ケアマネジメント 0894-72-0022 H27/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 訪問看護 0894-34-0090 H16/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 訪問リハビリテーション 0894-34-0090 H16/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 居宅療養管理指導 0894-34-0090 H16/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 通所リハビリテーション 0894-34-0090 H21/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 介護予防訪問看護 0894-34-0090 H18/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-34-0090 H18/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-34-0090 H18/04/01 指定 西予市

3811410004 樋口　敏 樋口内科皆江診療所 ヒグチ　ナイカミナエシンリョウショ 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江１８５６番地２８ 介護予防通所リハビリテーション 0894-34-0090 H21/04/01 指定 西予市

3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 訪問看護 0894-34-0089 H16/04/01 指定 西予市

3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 訪問リハビリテーション 0894-34-0089 H16/04/01 指定 西予市

3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 居宅療養管理指導 0894-34-0089 H16/04/01 指定 西予市

3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 通所リハビリテーション 0894-34-0089 H21/04/01 指定 西予市

3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 介護予防訪問看護 0894-34-0089 H18/04/01 指定 西予市
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3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-34-0089 H18/04/01 指定 西予市

3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-34-0089 H18/04/01 指定 西予市

3811410012 樋口　敏 樋口内科蔵貫診療所 ヒグチ　ナイカクラヌキシンリョウショ 7960912 愛媛県西予市三瓶町蔵貫浦６７４番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-34-0089 H21/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 訪問看護 0894-64-0862 H16/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 訪問リハビリテーション 0894-64-0862 H16/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 居宅療養管理指導 0894-64-0862 H16/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 通所リハビリテーション 0894-64-0862 H21/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防訪問看護 0894-64-0862 H18/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-64-0862 H18/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-64-0862 H18/04/01 指定 西予市

3811410046 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-64-0862 H21/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 訪問看護 0894-72-0180 H16/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 訪問リハビリテーション 0894-72-0180 H16/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 居宅療養管理指導 0894-72-0180 H16/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 通所リハビリテーション 0894-72-0180 H21/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 介護予防訪問看護 0894-72-0180 H18/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-72-0180 H18/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-0180 H18/04/01 指定 西予市

3811410087 西予市 西予市立野村病院 セイヨシリツノムラビョウイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-72-0180 H21/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 訪問看護 0894-83-0031 H16/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 訪問リハビリテーション 0894-83-0031 H16/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 居宅療養管理指導 0894-83-0031 H16/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 通所リハビリテーション 0894-83-0031 H21/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 介護予防訪問看護 0894-83-0031 H18/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-83-0031 H18/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-83-0031 H18/04/01 指定 西予市

3811410111 西予市 西予市国民健康保険土居診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンドイシンリョウショ 7971701 愛媛県西予市城川町土居５７８番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-83-0031 H21/04/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 訪問看護 0894-69-1285 H17/01/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 訪問リハビリテーション 0894-69-1285 H17/01/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 居宅療養管理指導 0894-69-1285 H17/01/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 通所リハビリテーション 0894-69-1285 H21/04/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 介護予防訪問看護 0894-69-1285 H18/04/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-69-1285 H18/04/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-69-1285 H18/04/01 指定 西予市

3811410178 医療法人　土居内科 土居内科 ドイナイカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉145番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-69-1285 H21/04/01 指定 西予市

3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 訪問看護 0894-62-0012 H17/01/01 指定 西予市

3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 訪問リハビリテーション 0894-62-0012 H17/01/01 指定 西予市

3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 居宅療養管理指導 0894-62-0012 H17/01/01 指定 西予市

3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 通所リハビリテーション 0894-62-0012 H21/04/01 指定 西予市

3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 介護予防訪問看護 0894-62-0012 H18/04/01 指定 西予市

3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-0012 H18/04/01 指定 西予市

3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-0012 H18/04/01 指定 西予市
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3811410186 医療法人　上甲耳鼻咽喉科 上甲耳鼻咽喉科 ジョウコウジビインコウカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目419番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-0012 H21/04/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 訪問看護 0894-62-1500 H17/05/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 訪問リハビリテーション 0894-62-1500 H17/05/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 居宅療養管理指導 0894-62-1500 H17/05/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 通所リハビリテーション 0894-62-1500 H21/04/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 介護予防訪問看護 0894-62-1500 H18/04/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-1500 H18/04/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-1500 H18/04/01 指定 西予市

3811410194 ＊ 樋口脳神経外科 ヒグチノウシンケイゲカ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉191番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-1500 H21/04/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 訪問看護 0894-62-6606 H17/12/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 訪問リハビリテーション 0894-62-6606 H17/12/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 居宅療養管理指導 0894-62-6606 H17/12/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 通所リハビリテーション 0894-62-6606 H21/04/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 介護予防訪問看護 0894-62-6606 H18/04/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-6606 H18/04/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6606 H18/04/01 指定 西予市

3811410202 医療法人おだクリニック おだクリニック オダクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目３１３番地６ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-6606 H21/04/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 訪問看護 0894-62-2311 H19/05/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 訪問リハビリテーション 0894-62-2311 H19/05/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 居宅療養管理指導 0894-62-2311 H19/05/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 通所リハビリテーション 0894-62-2311 H21/04/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 介護予防訪問看護 0894-62-2311 H19/05/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-2311 H19/05/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-2311 H19/05/01 指定 西予市

3811410210 * 近藤医院 コンドウイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目376-2 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-2311 H21/04/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 訪問看護 0894-62-6801 H19/06/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 訪問リハビリテーション 0894-62-6801 H19/06/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 居宅療養管理指導 0894-62-6801 H19/06/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 通所リハビリテーション 0894-62-6801 H21/04/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 介護予防訪問看護 0894-62-6801 H19/06/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-6801 H19/06/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6801 H19/06/01 指定 西予市

3811410228 医療法人　山下小児科 山下小児科 ヤマシタショウニカ 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上1656番地57 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-6801 H21/04/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 訪問看護 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 訪問リハビリテーション 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 居宅療養管理指導 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 通所リハビリテーション 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 介護予防訪問看護 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410244 医療法人　開明眼科 開明眼科 カイメイガンカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２５２番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-7030 H23/06/01 指定 西予市

3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 訪問看護 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市
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3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 訪問リハビリテーション 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市

3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 居宅療養管理指導 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市

3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 通所リハビリテーション 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市

3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 介護予防訪問看護 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市

3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市

3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市

3811410251 医療法人　ゆうの森 たんぽぽ俵津診療所 タンポポタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２８番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-65-0026 H24/04/01 指定 西予市

3811410269 医療法人　高仁会 高千穂醫院 タカチホイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉184番地2 訪問看護 0894-62-5009 H24/04/01 指定 西予市

3811410269 医療法人　高仁会 高千穂醫院 タカチホイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉184番地2 訪問リハビリテーション 0894-62-5009 H24/04/01 指定 西予市

3811410269 医療法人　高仁会 高千穂醫院 タカチホイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉184番地2 居宅療養管理指導 0894-62-5009 H24/04/01 指定 西予市

3811410269 医療法人　高仁会 高千穂醫院 タカチホイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉184番地2 介護予防訪問看護 0894-62-5009 H24/04/01 指定 西予市

3811410269 医療法人　高仁会 高千穂醫院 タカチホイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉184番地2 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-5009 H24/04/01 指定 西予市

3811410269 医療法人　高仁会 高千穂醫院 タカチホイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉184番地2 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-5009 H24/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 訪問看護 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 訪問リハビリテーション 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 居宅療養管理指導 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 通所リハビリテーション 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 介護予防訪問看護 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410285 樋口　敏 樋口内科下泊診療所 ヒグチ　ナイカシモドマリシンリョウショ 7960915 愛媛県西予市三瓶町下泊７８５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-34-0161 H25/04/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 訪問看護 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 訪問リハビリテーション 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 居宅療養管理指導 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 通所リハビリテーション 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 介護予防訪問看護 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 介護予防居宅療養管理指導 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410293 医療法人　あじき医院 田之浜あじき医院 タノハマアジキイイン 7970203 愛媛県西予市明浜町田之浜甲１１０８番地第３ 介護予防通所リハビリテーション 0894-64-1443 H25/05/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 訪問看護 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 訪問リハビリテーション 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 居宅療養管理指導 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 通所リハビリテーション 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 介護予防訪問看護 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410301 医療法人　おか医院 おか医院 オカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下7-17-1 介護予防通所リハビリテーション 0894-72-3456 H26/01/01 指定 西予市

3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 訪問看護 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市

3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 訪問リハビリテーション 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市

3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 居宅療養管理指導 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市

3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 通所リハビリテーション 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市

3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 介護予防訪問看護 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市
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3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市

3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市

3811410319 社会福祉法人　西予総合福祉会 松葉診療所 マツバシンリョウショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目３４７番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-0688 H26/06/01 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 訪問看護 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 訪問リハビリテーション 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 居宅療養管理指導 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 通所リハビリテーション 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 介護予防訪問看護 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410327 西予市 西予市立西予市民病院 セイヨシリツセイヨシミンビョウイン 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-1121 H26/09/21 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 訪問看護 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 訪問リハビリテーション 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 居宅療養管理指導 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 通所リハビリテーション 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 介護予防訪問看護 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410343 西予市長 西予市国民健康保険周木診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンシュウキシンリョウショ 7960901 愛媛県西予市三瓶町周木6番耕地229番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-33-0291 H28/03/31 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 訪問看護 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 訪問リハビリテーション 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 居宅療養管理指導 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 通所リハビリテーション 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 介護予防訪問看護 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410350 医療法人　ささき皮フ科クリニック ささき皮フ科クリニック ササキヒフカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目２９６番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-89-2233 H29/05/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 訪問看護 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 訪問リハビリテーション 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 居宅療養管理指導 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 通所リハビリテーション 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 介護予防訪問看護 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410368 宇都宮　大貴 宇都宮内科クリニック ウツノミヤナイカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目３０９番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-7788 H30/04/01 指定 西予市

3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 訪問看護 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市

3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 訪問リハビリテーション 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市

3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 居宅療養管理指導 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市

3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 通所リハビリテーション 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市

3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 介護予防訪問看護 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市

3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市

3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 介護予防居宅療養管理指導 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市
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3811410376 医療法人　あじき医院 狩江あじき医院 カリエアジキイイン 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地第４ 介護予防通所リハビリテーション 0894-65-0302 H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 訪問看護 H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 訪問リハビリテーション H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 通所リハビリテーション 0894-72-3333 H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 介護予防訪問看護 0894-72-3333 H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-72-3333 H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-3333 H30/04/01 指定 西予市

3811410384 ＊ 宇都宮内科 ウツノミヤナイカ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－４２８ 介護予防通所リハビリテーション 0894-72-3333 H30/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 訪問看護 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 訪問リハビリテーション 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 居宅療養管理指導 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 通所リハビリテーション 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 介護予防訪問看護 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 介護予防訪問リハビリテーション 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 介護予防居宅療養管理指導 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3811410392 ＊ いわもと婦人科クリニック イワモトフジンカクリニック 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町二丁目275-2 介護予防通所リハビリテーション 0894-89-3223 R02/04/01 指定 西予市

3813710138 医療法人社団  みのり会 三瓶病院 ミカメビョウイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-18 訪問看護 H15/02/12 指定 西予市

3813710138 医療法人社団  みのり会 三瓶病院 ミカメビョウイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-18 居宅療養管理指導 H15/02/12 指定 西予市

3813710138 医療法人社団  みのり会 三瓶病院 ミカメビョウイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-18 通所リハビリテーション 0894-33-1200 H21/04/01 指定 西予市

3813710138 医療法人社団  みのり会 三瓶病院 ミカメビョウイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-18 介護予防訪問看護 0894-33-1200 H18/04/01 指定 西予市

3813710138 医療法人社団  みのり会 三瓶病院 ミカメビョウイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-18 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-1200 H18/04/01 指定 西予市

3813710138 医療法人社団  みのり会 三瓶病院 ミカメビョウイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-18 介護予防通所リハビリテーション 0894-33-1200 H21/04/01 指定 西予市

3813720657 ＊ 井上医院 イノウエイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－７０ 訪問看護 H12/04/01 指定 西予市

3813720657 ＊ 井上医院 イノウエイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－７０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3813720657 ＊ 井上医院 イノウエイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－７０ 通所リハビリテーション 0894-33-0121 H21/04/01 指定 西予市

3813720657 ＊ 井上医院 イノウエイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－７０ 介護予防訪問看護 0894-33-0121 H18/04/01 指定 西予市

3813720657 ＊ 井上医院 イノウエイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－７０ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-0121 H18/04/01 指定 西予市

3813720657 ＊ 井上医院 イノウエイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－７０ 介護予防通所リハビリテーション 0894-33-0121 H21/04/01 指定 西予市

3813728254 医療法人  仁寿会 医療法人仁寿会笹田循環器科内科医院 イリョウホウジンジンジュカイササダジュンカンキカナイカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立塩田１－３１０－４１ 訪問看護 H12/04/01 指定 西予市

3813728254 医療法人  仁寿会 医療法人仁寿会笹田循環器科内科医院 イリョウホウジンジンジュカイササダジュンカンキカナイカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立塩田１－３１０－４１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3813728254 医療法人  仁寿会 医療法人仁寿会笹田循環器科内科医院 イリョウホウジンジンジュカイササダジュンカンキカナイカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立塩田１－３１０－４１ 介護予防訪問看護 0894-33-3320 H18/04/01 指定 西予市

3813728254 医療法人  仁寿会 医療法人仁寿会笹田循環器科内科医院 イリョウホウジンジンジュカイササダジュンカンキカナイカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立塩田１－３１０－４１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-3320 H18/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 訪問看護 H12/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 通所リハビリテーション 0894-62-0077 H21/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 介護予防訪問看護 0894-62-0077 H18/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-0077 H18/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-0077 H18/04/01 指定 西予市

3813810029 ＊ 若宮診療所 ワカミヤシンリョウショ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉１４０－５８ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-0077 H21/04/01 指定 西予市

3813810094 ＊ かどた医院 カドタイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２４０番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市
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3813810094 ＊ かどた医院 カドタイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２４０番地１ 通所リハビリテーション 0894-62-6722 H21/04/01 指定 西予市

3813810094 ＊ かどた医院 カドタイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２４０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6722 H18/04/01 指定 西予市

3813810094 ＊ かどた医院 カドタイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２４０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-6722 H21/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 訪問看護 H12/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 通所リハビリテーション 0894-64-0331 H21/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 介護予防訪問看護 0894-64-0331 H18/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-64-0331 H18/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-64-0331 H18/04/01 指定 西予市

3813810110 ＊ あじき医院 アジキイイン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-64-0331 H21/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 訪問看護 H12/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 通所リハビリテーション 0894-62-0144 H21/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 介護予防訪問看護 0894-62-0144 H18/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-0144 H18/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-0144 H18/04/01 指定 西予市

3813810151 ＊ 二宮医院 ニノミヤイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－２１８ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-0144 H21/04/01 指定 西予市

3813810169 医療法人　矢野整形外科 矢野整形外科 ヤノセイケイゲカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目３５９番地 訪問看護 0894-62-6698 H13/02/01 指定 西予市

3813810169 医療法人　矢野整形外科 矢野整形外科 ヤノセイケイゲカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目３５９番地 居宅療養管理指導 0894-62-6698 H13/02/01 指定 西予市

3813810169 医療法人　矢野整形外科 矢野整形外科 ヤノセイケイゲカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目３５９番地 通所リハビリテーション 0894-62-6698 H21/04/01 指定 西予市

3813810169 医療法人　矢野整形外科 矢野整形外科 ヤノセイケイゲカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目３５９番地 介護予防訪問看護 0894-62-6698 H18/04/01 指定 西予市

3813810169 医療法人　矢野整形外科 矢野整形外科 ヤノセイケイゲカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目３５９番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6698 H18/04/01 指定 西予市

3813810169 医療法人　矢野整形外科 矢野整形外科 ヤノセイケイゲカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目３５９番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-6698 H21/04/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 訪問看護 0894-62-6655 H15/05/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 訪問リハビリテーション 0894-62-6655 H15/05/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 居宅療養管理指導 0894-62-6655 H15/05/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 通所リハビリテーション 0894-62-6655 H21/04/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 介護予防訪問看護 0894-62-6655 H18/04/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-6655 H18/04/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6655 H18/04/01 指定 西予市

3813810201 医療法人松多クリニック 松多クリニック マツタクリニック 7970013 愛媛県西予市宇和町稲生４９８番地１・４７６番地８ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-6655 H21/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 訪問看護 H12/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 通所リハビリテーション 0894-72-0030 H21/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 井関医院居宅介護支援事業所 イセキイインキョタクカイゴシエンジギョウショ 7971212 愛媛県西予市野村町野村11－95－1 居宅介護支援 0894-72-3801 H12/02/14 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 介護予防訪問看護 0894-72-0030 H18/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-72-0030 H18/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-0030 H18/04/01 指定 西予市

3813828278 医療法人　竹林院 整形外科井関医院 セイケイゲカイセキイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１－１１０ 介護予防通所リハビリテーション 0894-72-0030 H21/04/01 指定 西予市
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3831430008 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 居宅療養管理指導 0894-64-0862 H16/04/01 指定 西予市

3831430008 西予市 西予市国民健康保険高山診療所 セイヨシコクミンケンコウホケンタカヤマシンリョウショ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-64-0862 H18/04/01 指定 西予市

3831430024 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7971212 愛媛県東宇和郡野村町野村１２－３３８ 訪問看護 0894-72-0117 H20/05/01 指定 西予市

3831430024 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7971212 愛媛県東宇和郡野村町野村１２－３３８ 訪問リハビリテーション 0894-72-0117 H20/05/01 指定 西予市

3831430024 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２－３３８ 居宅療養管理指導 H20/05/01 指定 西予市

3831430024 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２－３３８ 介護予防訪問看護 0894-72-0117 H20/05/01 指定 西予市

3831430024 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２－３３８ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-72-0117 H20/05/01 指定 西予市

3831430024 ＊ 矢野歯科医院 ヤノシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２－３３８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-0117 H20/05/01 指定 西予市

3831430032 ＊ しみず歯科医院 シミズシカイイン 7970015 愛媛県東宇和郡宇和町卯之町４－４０５ 訪問看護 0894-62-1369 H20/08/01 指定 西予市

3831430032 ＊ しみず歯科医院 シミズシカイイン 7970015 愛媛県東宇和郡宇和町卯之町４－４０５ 訪問リハビリテーション 0894-62-1369 H20/08/01 指定 西予市

3831430032 ＊ しみず歯科医院 シミズシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４－４０５ 居宅療養管理指導 0894-62-1369 H20/08/01 指定 西予市

3831430032 ＊ しみず歯科医院 シミズシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４－４０５ 介護予防訪問看護 0894-62-1369 H20/08/01 指定 西予市

3831430032 ＊ しみず歯科医院 シミズシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４－４０５ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-1369 H20/08/01 指定 西予市

3831430032 ＊ しみず歯科医院 シミズシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４－４０５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-0137 H20/08/01 指定 西予市

3831430065 ＊ 米田歯科医院 ヨネダシカイイン 7971212 愛媛県東宇和郡野村町野村第１２号４７６番地 訪問看護 0894-72-1057 H12/04/01 指定 西予市

3831430065 ＊ 米田歯科医院 ヨネダシカイイン 7971212 愛媛県東宇和郡野村町野村第１２号４７６番地 訪問リハビリテーション 0894-72-1057 H12/04/01 指定 西予市

3831430065 ＊ 米田歯科医院 ヨネダシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村第１２号４７６番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3831430065 ＊ 米田歯科医院 ヨネダシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村第１２号４７６番地 介護予防訪問看護 0894-72-1057 H18/04/01 指定 西予市

3831430065 ＊ 米田歯科医院 ヨネダシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村第１２号４７６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-72-1057 H18/04/01 指定 西予市

3831430065 ＊ 米田歯科医院 ヨネダシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村第１２号４７６番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-1057 H18/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 訪問看護 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 訪問リハビリテーション 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 居宅療養管理指導 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 通所リハビリテーション 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 介護予防訪問看護 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430073 ＊ おかうのまち歯科 オカウノマチシカ 7970015 西予市宇和町卯之町2丁目199番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-6618 H28/04/01 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 訪問看護 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 訪問リハビリテーション 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 居宅療養管理指導 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 通所リハビリテーション 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防訪問看護 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430081 * あさの歯科高山診療所 アサノシカタカヤマシンリョウジョ 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲３６５６番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-64-0418 H30/04/02 指定 西予市

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 訪問看護 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 訪問リハビリテーション 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 居宅療養管理指導 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 通所リハビリテーション 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 介護予防訪問看護 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 介護予防訪問リハビリテーション 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 介護予防居宅療養管理指導 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市

3831430099 ＊ 米田歯科俵津診療所 ヨネダシカタワラヅシンリョウショ 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津3番耕地228番地 介護予防通所リハビリテーション 090-2144-6307 R01/11/01 指定 西予市

3833730348 ＊ 松本歯科医院 マツモトシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－９８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833730348 ＊ 松本歯科医院 マツモトシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－９８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-2515 H18/04/01 指定 西予市

3833730439 ＊ みよし歯科医院 ミヨシシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立字森ノ畊８番耕地８５２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833730439 ＊ みよし歯科医院 ミヨシシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立字森ノ畊８番耕地８５２－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-3633 H18/04/01 指定 西予市

3833730447 ＊ 上松歯科医院 ウエマツシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地５４４番地１５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833730447 ＊ 上松歯科医院 ウエマツシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地５４４番地１５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-3192 H18/04/01 指定 西予市

3833738044 医療法人　エルム会 医療法人エルム会菊池歯科医院 イリョウホウジンエルムカイキクチシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３１０番地４８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833738044 医療法人　エルム会 医療法人エルム会菊池歯科医院 イリョウホウジンエルムカイキクチシカイイン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３１０番地４８ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-2466 H18/04/01 指定 西予市

3833830296 ＊ 豊嶋歯科 トヨシマシカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目２７８番２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833830296 ＊ 豊嶋歯科 トヨシマシカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目２７８番２ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-4175 H18/04/01 指定 西予市

3833830304 ＊ あさの歯科医院 アサノシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－５２１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833830304 ＊ あさの歯科医院 アサノシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２－５２１ 介護予防居宅療養管理指導 0984-62-5255 H18/04/01 指定 西予市

3833830338 ＊ あかし歯科医院 アカシシカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下６－３３１－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833830338 ＊ あかし歯科医院 アカシシカイイン 7971211 愛媛県西予市野村町阿下６－３３１－４ 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-3927 H18/04/01 指定 西予市

3833830346 ＊ 吉見歯科医院 ヨシミシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目１６２番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833830346 ＊ 吉見歯科医院 ヨシミシカイイン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目１６２番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6200 H18/04/01 指定 西予市

3833830361 ＊ 片山歯科 カタヤマシカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町１－３７３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833830361 ＊ 片山歯科 カタヤマシカ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町１－３７３ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-1189 H18/04/01 指定 西予市

3833830379 菊池  繁光 きくち歯科医院 キクチシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２－３３４ 居宅療養管理指導 0894-72-0015 H12/08/01 指定 西予市

3833830379 菊池  繁光 きくち歯科医院 キクチシカイイン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２－３３４ 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-0015 H18/04/01 指定 西予市

3833830387 医療法人石野歯科医院 医療法人　石野歯科医院 イリョウホウジン　イシノシカイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉６６番地１ 居宅療養管理指導 0897-62-2002 H13/12/01 指定 西予市

3833830387 医療法人石野歯科医院 医療法人　石野歯科医院 イリョウホウジン　イシノシカイイン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉６６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-2002 H18/04/01 指定 西予市

3833838067 ＊ 菊地歯科医院 キクチシカイイン 7970041 愛媛県西予市宇和町東多田２３８番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3833838067 ＊ 菊地歯科医院 キクチシカイイン 7970041 愛媛県西予市宇和町東多田２３８番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-66-0250 H18/04/01 指定 西予市

3841440005 有限会社　若葉調剤 みどり台調剤薬局 ミドリダイチョウザイヤッキョク 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上１６５６－５４ 居宅療養管理指導 H16/04/01 指定 西予市

3841440005 有限会社　若葉調剤 みどり台調剤薬局 ミドリダイチョウザイヤッキョク 7970014 愛媛県西予市宇和町伊賀上１６５６－５４ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-6020 H18/04/01 指定 西予市

3841440039 日本調剤株式会社 日本調剤　西予薬局 ニホンチョウザイ　セイヨヤッキョク 7971212 愛媛県西予市野村町野村11-68-2 居宅療養管理指導 0894-69-2210 H18/01/01 指定 西予市

3841440039 日本調剤株式会社 日本調剤　西予薬局 ニホンチョウザイ　セイヨヤッキョク 7971212 愛媛県西予市野村町野村11-68-2 介護予防居宅療養管理指導 0894-69-2210 H18/04/01 指定 西予市

3841440047 株式会社　フロンティア フロンティア薬局　野村店 フロンティアヤッキョク　ノムラテン 7971212 愛媛県西予市野村町野村9号2-2 居宅療養管理指導 0894-72-3760 H18/02/01 指定 西予市

3841440047 株式会社　フロンティア フロンティア薬局　野村店 フロンティアヤッキョク　ノムラテン 7971212 愛媛県西予市野村町野村9号2-2 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-3760 H18/04/01 指定 西予市

3841440054 有限会社　ケンシンファーマシー とも調剤薬局 トモチョウザイヤッキョク 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉146番地1 居宅療養管理指導 0894-62-7520 H19/04/01 指定 西予市

3841440054 有限会社　ケンシンファーマシー とも調剤薬局 トモチョウザイヤッキョク 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉146番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-7520 H19/04/01 指定 西予市

3841440062 株式会社西予ファーマシー みのり薬局 ミノリヤッキョク 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目378 居宅療養管理指導 0894-62-5300 H19/05/01 指定 西予市

3841440062 株式会社西予ファーマシー みのり薬局 ミノリヤッキョク 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目378 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-5300 H19/05/01 指定 西予市

3841440088 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　れんげ店 レデイヤッキョク　レンゲテン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉160番1 居宅療養管理指導 0894-69-1723 H22/09/01 指定 西予市

3841440088 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　れんげ店 レデイヤッキョク　レンゲテン 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉160番1 介護予防居宅療養管理指導 0894-69-1723 H22/09/01 指定 西予市

3841440096 株式会社　メディケア西予 あけはま薬局 アケハマヤッキョク 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２２番地６ 居宅療養管理指導 0894-89-1252 H24/04/01 指定 西予市

3841440096 株式会社　メディケア西予 あけはま薬局 アケハマヤッキョク 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津３番耕地２２２番地６ 介護予防居宅療養管理指導 0894-89-1252 H24/04/01 指定 西予市

3841440104 愛ファーマシー株式会社 卯之町薬局 ウノマチヤッキョク 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目３８９番地 居宅療養管理指導 0894-62-2500 H24/10/01 指定 西予市

3841440104 愛ファーマシー株式会社 卯之町薬局 ウノマチヤッキョク 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目３８９番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-2500 H24/10/01 指定 西予市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3841440120 有限会社しみず調剤薬局 オレンジ薬局 オレンジヤッキョク 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地１－４５ 居宅療養管理指導 0894-33-2311 H26/01/01 指定 西予市

3841440120 有限会社しみず調剤薬局 オレンジ薬局 オレンジヤッキョク 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地１－４５ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-2311 H26/01/01 指定 西予市

3841440146 ミラクレスコスモ株式会社 コスモ薬局　れんげ店 コスモヤッキョク　レンゲテン 7970028 愛媛県西予市宇和町れんげ９６５－３９ 居宅療養管理指導 0894-89-1566 H26/09/01 指定 西予市

3841440146 ミラクレスコスモ株式会社 コスモ薬局　れんげ店 コスモヤッキョク　レンゲテン 7970028 愛媛県西予市宇和町れんげ９６５－３９ 介護予防居宅療養管理指導 0894-89-1566 H26/09/01 指定 西予市

3841440153 愛ファーマシー株式会社 西予ひまわり薬局 セイヨヒマワリヤッキョク 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１２３－３ 居宅療養管理指導 0894-62-1002 H26/09/01 指定 西予市

3841440153 愛ファーマシー株式会社 西予ひまわり薬局 セイヨヒマワリヤッキョク 7970029 愛媛県西予市宇和町永長１２３－３ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-1002 H26/09/01 指定 西予市

3841440161 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　卯之町店 ソウゴウヤッキョク　ウノマチテン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目３００番地 居宅療養管理指導 0894-62-3391 H26/11/01 指定 西予市

3841440161 総合メディカル株式会社 そうごう薬局　卯之町店 ソウゴウヤッキョク　ウノマチテン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町２丁目３００番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-3391 H26/11/01 指定 西予市

3841440179 株式会社　西日本セイムス　 ドラッグセイムス西予野村薬局 ドラッグセイムスセイヨノムラヤッキョク 7971212 愛媛県西予市野村町野村10号503番地1 居宅療養管理指導 0894-72-0933 H28/06/01 指定 西予市

3841440179 株式会社　西日本セイムス　 ドラッグセイムス西予野村薬局 ドラッグセイムスセイヨノムラヤッキョク 7971212 愛媛県西予市野村町野村10号503番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-72-0933 H28/06/01 指定 西予市

3841440187 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　宇和インター店 レデイヤッキョク　ウワインターテン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２６３－１ 居宅療養管理指導 0894-69-1617 H30/02/04 指定 西予市

3841440187 株式会社　レデイ薬局 レデイ薬局　宇和インター店 レデイヤッキョク　ウワインターテン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目２６３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-69-1617 H30/02/04 指定 西予市

3841440195 株式会社　フロンティア フロンティア薬局　宇和中央店 フロンティアヤッキョク　ウワチュウオウテン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目１４９ 居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 西予市

3841440195 株式会社　フロンティア フロンティア薬局　宇和中央店 フロンティアヤッキョク　ウワチュウオウテン 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目１４９ 介護予防居宅療養管理指導 H30/04/01 指定 西予市

3841440203 愛ファーマシー株式会社 さくら薬局 サクラヤッキョク 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目４４８番１ 居宅療養管理指導 0894-69-1590 H30/12/03 指定 西予市

3841440203 愛ファーマシー株式会社 さくら薬局 サクラヤッキョク 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目４４８番１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-69-1590 H30/12/03 指定 西予市

3841440211 株式会社フロンティア フロンティア薬局　野村おとい店 フロヤッキョク　ノムラオトイテン 7971212 愛媛県西予市野村町野村11-403-1 居宅療養管理指導 0894-69-2601 R02/07/01 指定 西予市

3841440211 株式会社フロンティア フロンティア薬局　野村おとい店 フロヤッキョク　ノムラオトイテン 7971212 愛媛県西予市野村町野村11-403-1 介護予防居宅療養管理指導 0894-69-2601 R02/07/01 指定 西予市

3843740089 ＊ 紅屋薬局 ベニヤヤッキョク 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－５７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西予市

3843740089 ＊ 紅屋薬局 ベニヤヤッキョク 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１－４３８－５７ 介護予防居宅療養管理指導 0894-33-0017 H18/04/01 指定 西予市

3843840178 株式会社フロンティア フロンティア薬局　宇和町店 フロンティアヤッキョク　ウワチョウミセ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２４１－１ 居宅療養管理指導 0894-62-7009 H14/01/01 指定 西予市

3843840178 株式会社フロンティア フロンティア薬局　宇和町店 フロンティアヤッキョク　ウワチョウミセ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町５丁目２４１－１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-62-7009 H18/04/01 指定 西予市

3851480016 西予市 西予市野村介護老人保健施設つくし苑 セイヨシノムラカイゴロウジンホケンシセツツクシエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村9号47番地3 通所リハビリテーション 0894-72-3820 H16/04/01 指定 西予市

3851480016 西予市 西予市野村介護老人保健施設つくし苑 セイヨシノムラカイゴロウジンホケンシセツツクシエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村9号47番地3 短期入所療養介護 0894-72-3820 H16/04/01 指定 西予市

3851480016 西予市 西予市野村介護老人保健施設つくし苑 セイヨシノムラカイゴロウジンホケンシセツツクシエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村9号47番地3 介護老人保健施設 0894-72-3820 H16/04/01 指定 西予市

3851480016 西予市 西予市野村介護老人保健施設つくし苑 セイヨシノムラカイゴロウジンホケンシセツツクシエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村9号47番地3 介護予防通所リハビリテーション 0894-72-3820 H18/04/01 指定 西予市

3851480016 西予市 西予市野村介護老人保健施設つくし苑 セイヨシノムラカイゴロウジンホケンシセツツクシエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村9号47番地3 介護予防短期入所療養介護 0894-72-3820 H18/04/01 指定 西予市

3857780294 医療法人  高仁会 老人保健施設うわ ロウジンホケンシセツウワ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１７６番地１ 通所リハビリテーション 0894-62-9769 H12/04/01 指定 西予市

3857780294 医療法人  高仁会 老人保健施設うわ ロウジンホケンシセツウワ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１７６番地１ 短期入所療養介護 0894-62-9769 H12/04/01 指定 西予市

3857780294 医療法人  高仁会 老人保健施設うわ ロウジンホケンシセツウワ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１７６番地１ 介護老人保健施設 0894-62-9769 H12/04/01 指定 西予市

3857780294 医療法人  高仁会 老人保健施設うわ ロウジンホケンシセツウワ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１７６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-62-9769 H18/04/01 指定 西予市

3857780294 医療法人  高仁会 老人保健施設うわ ロウジンホケンシセツウワ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１７６番地１ 介護予防短期入所療養介護 0894-62-9769 H18/04/01 指定 西予市

3857780369 医療法人社団  みのり会 老人保健施設みのり園 ロウジンホケンシセツミノリエン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 通所リハビリテーション 0894-33-1080 H12/04/01 指定 西予市

3857780369 医療法人社団  みのり会 老人保健施設みのり園 ロウジンホケンシセツミノリエン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 短期入所療養介護 0894-33-1080 H12/04/01 指定 西予市

3857780369 医療法人社団  みのり会 老人保健施設みのり園 ロウジンホケンシセツミノリエン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 介護老人保健施設 0894-33-1080 H12/04/01 指定 西予市

3857780369 医療法人社団  みのり会 老人保健施設みのり園 ロウジンホケンシセツミノリエン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0894-33-1080 H18/04/01 指定 西予市

3857780369 医療法人社団  みのり会 老人保健施設みのり園 ロウジンホケンシセツミノリエン 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 介護予防短期入所療養介護 0894-33-1080 H18/04/01 指定 西予市

3861492324 社会福祉法人 　西予総合福祉会 リハビリ訪問看護ステーション歩 リハビリホウモンカンゴステーションアユミ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４８６番地 訪問看護 0894-89-2210 R01/07/01 指定 西予市

3861492324 社会福祉法人 　西予総合福祉会 リハビリ訪問看護ステーション歩 リハビリホウモンカンゴステーションアユミ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４８６番地 介護予防訪問看護 0894-89-2210 R01/07/01 指定 西予市

3863790824 医療法人社団  みのり会 訪問看護ステーションわかば ホウモンカンゴステーションワカバ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 訪問看護 0894-33-3387 H13/03/28 指定 西予市

3863790824 医療法人社団  みのり会 訪問看護ステーションわかば ホウモンカンゴステーションワカバ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 居宅介護支援 0894-33-3387 H13/03/28 指定 西予市

3863790824 医療法人社団  みのり会 訪問看護ステーションわかば ホウモンカンゴステーションワカバ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立１番耕地３８６番地１ 介護予防訪問看護 0894-33-3387 H19/04/01 指定 西予市
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3863890814 公益社団法人　愛媛県看護協会 訪問看護ステーション東宇和 ホウモンカンゴステーションヒガシウワ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目２９３ 訪問看護 0894-69-1140 H12/12/26 指定 西予市

3863890814 公益社団法人　愛媛県看護協会 訪問看護ステーション東宇和 ホウモンカンゴステーションヒガシウワ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目２９３番地 居宅介護支援 0894-69-1140 H13/04/20 指定 西予市

3863890814 公益社団法人　愛媛県看護協会 訪問看護ステーション東宇和 ホウモンカンゴステーションヒガシウワ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目２９３ 介護予防訪問看護 0894-69-1140 H19/04/01 指定 西予市

3871400028 西予市 西予市野村介護老人保健施設つくし苑 セイヨシノムラカイゴロウジンホケンシセツツクシエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号４７番地３西予市野村介護老人保健施設つくし苑 居宅介護支援 0894-72-3820 H16/04/01 休止 西予市

3871400036 西予市 介護支援のむら カイゴシエンノムラ 7971212 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地西予市立野村病院 居宅介護支援 0894-72-0180 H16/04/01 指定 西予市

3871400069 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　宇和支所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ウワシショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目７４６番地 訪問介護 0894-62-3770 H16/04/01 指定 西予市

3871400069 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　宇和支所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ウワシショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目７４６番地 訪問入浴介護 0894-62-3770 H16/04/01 指定 西予市

3871400069 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　宇和支所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ウワシショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目７４６番地 居宅介護支援 0894-62-3770 H16/04/01 指定 西予市

3871400069 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　宇和支所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ウワシショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目７４６番地 訪問型サービス（独自） 0894-62-3770 H30/04/01 指定 西予市

3871400069 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　宇和支所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ウワシショ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目７４６番地 訪問型サービス（独自／定率） 0894-62-3770 H27/04/01 指定 西予市

3871400093 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　本所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ホンショ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地西予市野村保健福祉センター 訪問介護 0894-72-2306 H16/04/01 指定 西予市

3871400093 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　本所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ホンショ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地西予市野村保健福祉センター 居宅介護支援 0894-72-2306 H16/04/01 指定 西予市

3871400093 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　本所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ホンショ 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地西予市野村保健福祉センター 訪問型サービス（独自） 0894-72-2306 H30/04/01 指定 西予市

3871400101 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　城川支所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイシロカワシショ 7971717 愛媛県西予市城川町下相９４５番地 訪問介護 0894-82-1266 H16/04/01 指定 西予市

3871400101 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会　城川支所 シャカイフクシホウジン　セイヨシシャカイフクシキョウギカイシロカワシショ 7971717 愛媛県西予市城川町下相９４５番地 訪問型サービス（独自） 0894-82-1266 H30/04/01 指定 西予市

3871400192 医療法人　竹林院 デイサービスセンター・バンブー デイサービスセンター・バンブー 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１号９５番地１ 通所介護 0894-72-3801 H16/08/05 指定 西予市

3871400192 医療法人　竹林院 デイサービスセンター・バンブー デイサービスセンター・バンブー 7971212 愛媛県西予市野村町野村１１号９５番地１ 通所型サービス（独自） 0894-72-3801 H30/04/01 指定 西予市

3871400200 医療法人　竹林院 グループホーム　かぐや姫 グループホーム　カグヤヒメ 7971212 愛媛県西予市野村町野村11号95番地1 認知症対応型共同生活介護 0894-72-3801 H18/04/01 指定 西予市

3871400200 医療法人　竹林院 グループホーム　かぐや姫 グループホーム　カグヤヒメ 7971212 愛媛県西予市野村町野村11号95番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-72-3801 H18/04/01 指定 西予市

3871400218 社会福祉法人 　西予総合福祉会 あんしんの家 アンシンノイエ 7970008 愛媛県西予市宇和町さくら１番地８２ 地域密着型通所介護 0894-69-1003 H28/04/01 指定 西予市

3871400218 社会福祉法人 　西予総合福祉会 あんしんの家 アンシンノイエ 7970008 愛媛県西予市宇和町さくら１番地８２ 通所型サービス（独自） 0894-69-1003 H30/04/01 指定 西予市

3871400218 社会福祉法人 　西予総合福祉会 あんしんの家 アンシンノイエ 7970008 愛媛県西予市宇和町さくら１番地８２ 通所型サービス（独自／定率） 0894-69-1003 H30/04/01 指定 西予市

3871400226 医療法人青峰会 アクティブライフ宇和 アクティブライフウワ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目233番地 認知症対応型共同生活介護 0894-62-0626 H18/04/01 指定 西予市

3871400226 医療法人青峰会 アクティブライフ宇和 アクティブライフウワ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目233番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-62-0626 H18/04/01 指定 西予市

3871400259 有限会社和家 グループホーム蘭 グループホームラン 7970035 愛媛県西予市宇和町河内166-1 認知症対応型共同生活介護 0894-66-0696 H18/04/01 指定 西予市

3871400259 有限会社和家 グループホーム蘭 グループホームラン 7970035 愛媛県西予市宇和町河内166-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-66-0696 H18/04/01 指定 西予市

3871400267 株式会社新風会 グループホーム蒼月 グループホームソウゲツ 7970033 愛媛県西予市宇和町岡山545番地 認知症対応型共同生活介護 0894-66-0234 H18/04/01 指定 西予市

3871400267 株式会社新風会 グループホーム蒼月 グループホームソウゲツ 7970033 愛媛県西予市宇和町岡山545番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-66-0234 H18/04/01 指定 西予市

3871400275 医療法人　竹林院 グループホーム竹の園 グループホームタケノソノ 7971212 愛媛県西予市野村町野村12号106番地 認知症対応型共同生活介護 0894-72-2020 H18/04/01 指定 西予市

3871400275 医療法人　竹林院 グループホーム竹の園 グループホームタケノソノ 7971212 愛媛県西予市野村町野村12号106番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-72-2020 H18/04/01 指定 西予市

3871400283 株式会社新風会 デイサービスセンター　蒼月 デイサービスセンター　ソウゲツ 7970033 愛媛県西予市宇和町岡山５４５番地 通所介護 0894-66-0234 H18/03/01 指定 西予市

3871400283 株式会社新風会 デイサービスセンター　蒼月 デイサービスセンター　ソウゲツ 7970033 愛媛県西予市宇和町岡山５４５番地 通所型サービス（独自） 0894-66-0234 H30/04/01 指定 西予市

3871400291 株式会社新風会 デイサービスセンター　昴星 デイサービスセンター　スバル 7971717 愛媛県西予市城川町下相６９３番地 通所介護 0894-82-1027 H18/03/16 指定 西予市

3871400291 株式会社新風会 デイサービスセンター　昴星 デイサービスセンター　スバル 7971717 愛媛県西予市城川町下相６９３番地 通所型サービス（独自） 0894-82-1027 H30/04/01 指定 西予市

3871400317 株式会社新風会 グループホーム昴星 グループホームスバル 7971717 愛媛県西予市城川町下相693番地 認知症対応型共同生活介護 0894-82-1027 H18/04/01 指定 西予市

3871400317 株式会社新風会 グループホーム昴星 グループホームスバル 7971717 愛媛県西予市城川町下相693番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-82-1027 H18/04/01 指定 西予市

3871400374 社会福祉法人 　西予総合福祉会 デイサービスセンター　皆楽園 デイサービスセンター　カイラクエン 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江２５９８番地１ 地域密着型通所介護 0894-20-5711 H28/04/01 指定 西予市

3871400374 社会福祉法人 　西予総合福祉会 デイサービスセンター　皆楽園 デイサービスセンター　カイラクエン 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江２５９８番地１ 通所型サービス（独自） 0894-20-5711 H30/04/01 指定 西予市

3871400382 社会福祉法人 　西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所　皆楽園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　カイラクエン 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江２５９８番地１ 短期入所生活介護 0894-20-5710 H20/04/01 指定 西予市

3871400382 社会福祉法人 　西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所　皆楽園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　カイラクエン 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江２５９８番地１ 介護予防短期入所生活介護 0894-20-5710 H20/04/01 指定 西予市

3871400390 社会福祉法人 　西予総合福祉会 特別養護老人ホーム　皆楽園 トクベツヨウゴロウジンホーム　カイラクエン 7960914 愛媛県西予市三瓶町皆江２５９８番地１ 介護老人福祉施設 0894-20-5710 H20/04/01 指定 西予市

3871400432 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 特別養護老人ホームしいのき園 トクベツヨウゴロウジンホームシイノキエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村８号４６７番地 介護老人福祉施設 0894-72-3554 H21/04/01 指定 西予市
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3871400440 社会福祉法人 　西予総合福祉会 明浜デイサービスセンター アケハマデイサービスセンター 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７番地 地域密着型通所介護 0894-65-0137 H28/04/01 指定 西予市

3871400440 社会福祉法人 　西予総合福祉会 明浜デイサービスセンター アケハマデイサービスセンター 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７番地 通所型サービス（独自） 0894-65-0137 H30/04/01 指定 西予市

3871400465 社会福祉法人 　西予総合福祉会 特別養護老人ホーム　あけはま荘 トクベツヨウゴロウジンホーム　アケハマソウ 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７番地 介護老人福祉施設 0894-65-0137 H21/04/01 指定 西予市

3871400473 社会福祉法人 　西予総合福祉会 宇和町特別養護老人ホーム松葉寮 ウワチョウトクベツヨウゴロウジンホームマツバリョウ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲1434-1 介護老人福祉施設 0894-62-2111 H21/04/01 指定 西予市

3871400481 社会福祉法人 　西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所　あけはま荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　アケハマソウ 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７番地 短期入所生活介護 0894-65-0137 H21/04/01 指定 西予市

3871400481 社会福祉法人 　西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所　あけはま荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　アケハマソウ 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１１７７番地 介護予防短期入所生活介護 0894-65-0137 H21/04/01 指定 西予市

3871400515 株式会社さくら 居宅介護支援事業所さくら キョタクカイゴシエンジギョウショサクラ 7970023 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地 居宅介護支援 0894-62-8061 H22/07/01 指定 西予市

3871400523 株式会社さくら デイサービスさくら デイサービスサクラ 7970023 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地 通所介護 0894-62-8061 H22/09/01 指定 西予市

3871400523 株式会社さくら デイサービスさくら デイサービスサクラ 7970023 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地 通所型サービス（独自） 0894-62-8061 H30/04/01 指定 西予市

3871400531 株式会社さくら 訪問介護さくら ホウモンカイゴサクラ 7970023 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地 訪問介護 0894-62-8061 H22/09/15 指定 西予市

3871400531 株式会社さくら 訪問介護さくら ホウモンカイゴサクラ 7970023 愛媛県西予市宇和町山田１５５８番地 訪問型サービス（独自） 0894-62-8061 H30/04/01 指定 西予市

3871400549 医療法人  高仁会 シルバーハウス西予 シルバーハウスセイヨ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１６４番地１ 特定施設入居者生活介護 0894-69-1133 H22/12/10 指定 西予市

3871400549 医療法人  高仁会 シルバーハウス西予 シルバーハウスセイヨ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１６４番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 0894-69-1133 H22/12/10 指定 西予市

3871400556 社会福祉法人 　西予総合福祉会 ななほし中川 ナナホシナカガワ 7970032 愛媛県西予市宇和町田苗真土１９９４番１ 地域密着型通所介護 0894-62-7714 H28/04/01 指定 西予市

3871400556 社会福祉法人 　西予総合福祉会 ななほし中川 ナナホシナカガワ 7970032 愛媛県西予市宇和町田苗真土１９９４番１ 通所型サービス（独自） 0894-62-7714 H30/04/01 指定 西予市

3871400564 社会福祉法人 　西予総合福祉会 軽費老人ホーム　ケアハウスれんげ ケイヒロウジンホーム　ケアハウスレンゲ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４番地１ 特定施設入居者生活介護 0894-62-7116 H23/07/01 指定 西予市

3871400564 社会福祉法人 　西予総合福祉会 軽費老人ホーム　ケアハウスれんげ ケイヒロウジンホーム　ケアハウスレンゲ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 0894-62-7116 H23/07/01 指定 西予市

3871400572 東宇和農業協同組合 ＪＡ東宇和デイサービス　稔の郷　清沢 ＪＡヒガシウワデイサービス　ミノリノサト　キヨサワ 7970030 愛媛県西予市宇和町清沢１０４２番地 地域密着型通所介護 0894-62-3080 H28/04/01 指定 西予市

3871400572 東宇和農業協同組合 ＪＡ東宇和デイサービス　稔の郷　清沢 ＪＡヒガシウワデイサービス　ミノリノサト　キヨサワ 7970030 愛媛県西予市宇和町清沢１０４２番地 通所型サービス（独自） 0894-62-3080 H30/04/01 指定 西予市

3871400580 セントケア四国株式会社 セントケア宇和町 セントケアウワチョウ 7970018 愛媛県西予市宇和町下松葉４５７番地ヒロハイツ１０２号 訪問介護 0894-69-1731 H23/10/01 指定 西予市

3871400606 株式会社元禄 デイサービス　ねぶの花 デイサービス　ネブノハナ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目１番地４ 通所介護 0894-62-8018 H24/02/13 指定 西予市

3871400606 株式会社元禄 デイサービス　ねぶの花 デイサービス　ネブノハナ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目１番地４ 通所型サービス（独自） 0894-62-8018 H30/04/01 指定 西予市

3871400630 社会福祉法人 　西予総合福祉会 軽費老人ホーム　ケアハウスはまゆう ケイヒロウジンホーム　ケアハウスハマユウ 7970133 西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８番地4 特定施設入居者生活介護 0894-65-6006 H25/04/01 指定 西予市

3871400630 社会福祉法人 　西予総合福祉会 軽費老人ホーム　ケアハウスはまゆう ケイヒロウジンホーム　ケアハウスハマユウ 7970133 西予市明浜町狩浜２番耕地１２０８番地4 介護予防特定施設入居者生活介護 0894-65-6006 H25/04/01 指定 西予市

3871400663 株式会社だんだん デイサービスあしからげんき デイサービスアシカラゲンキ 7971212 愛媛県西予市野村町野村２号１０９番地１ 地域密着型通所介護 0894-72-0312 H28/04/01 指定 西予市

3871400663 株式会社だんだん デイサービスあしからげんき デイサービスアシカラゲンキ 7971212 愛媛県西予市野村町野村２号１０９番地１ 通所型サービス（独自） 0894-72-0312 H30/04/01 指定 西予市

3871400671 株式会社百笑一輝 デイサービスセンターめぐみの里 デイサービスセンターメグミノサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地４４番地 通所介護 0894-69-3101 H26/02/01 指定 西予市

3871400671 株式会社百笑一輝 デイサービスセンターめぐみの里 デイサービスセンターメグミノサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地４４番地 通所型サービス（独自） 0894-69-3101 H30/04/01 指定 西予市

3871400689 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 特別養護老人ホーム寿楽苑 トクベツヨウゴロウジンホームジュラクエン 7971716 西予市城川町魚成７０２６番地１ 介護老人福祉施設 0894-82-0021 H26/04/01 指定 西予市

3871400697 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 短期入所生活介護事業所寿楽苑 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショジュラクエン 7971716 西予市城川町魚成７０２６番地１ 短期入所生活介護 0894-82-0021 H26/04/01 指定 西予市

3871400697 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 短期入所生活介護事業所寿楽苑 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショジュラクエン 7971716 西予市城川町魚成７０２６番地１ 介護予防短期入所生活介護 0894-82-0021 H26/04/01 指定 西予市

3871400705 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 デイサービスセンター寿楽苑 デイサービスセンタージュラクエン 7971716 愛媛県西予市城川町魚成７０２６番地１ 通所介護 0894-82-0021 H26/04/01 指定 西予市

3871400705 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 デイサービスセンター寿楽苑 デイサービスセンタージュラクエン 7971716 愛媛県西予市城川町魚成７０２６番地１ 通所型サービス（独自） 0894-82-0021 H30/04/01 指定 西予市

3871400713 社会福祉法人西予総合福祉会 ヘルパーステーションまつば ヘルパーステーションマツバ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町1丁目246番地6 訪問介護 0894-62-3906 H27/01/01 指定 西予市

3871400713 社会福祉法人西予総合福祉会 ヘルパーステーションまつば ヘルパーステーションマツバ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町1丁目246番地6 訪問型サービス（独自） 0894-62-3906 H30/04/01 指定 西予市

3871400721 社会福祉法人　西予総合福祉会 ユニット型短期入所生活介護事業所松葉寮 ユニットガタタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショマツバリョウ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲1434番地1 短期入所生活介護 0894-62-2111 H27/04/01 指定 西予市

3871400721 社会福祉法人　西予総合福祉会 ユニット型短期入所生活介護事業所松葉寮 ユニットガタタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショマツバリョウ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲1434番地1 介護予防短期入所生活介護 0894-62-2111 H27/04/01 指定 西予市

3871400739 株式会社はなみずき デイサービスはなみずき デイサービスハナミズキ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸437番地 通所介護 0894-62-0087 H27/07/01 指定 西予市

3871400739 株式会社はなみずき デイサービスはなみずき デイサービスハナミズキ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸437番地 通所型サービス（独自） 0894-62-0087 H28/02/01 指定 西予市

3871400747 株式会社はなみずき 居宅介護支援事業所はなみずき キョタクカイゴシエンジギョウショハナミズキ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸437番地 居宅介護支援 0894-62-0023 H27/08/25 指定 西予市

3871400754 株式会社百笑一輝 デイサービスセンター　海里 デイサービスセンター　ミサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津4番耕地69番地1 通所介護 0894-65-0122 H27/11/05 指定 西予市

3871400754 株式会社百笑一輝 デイサービスセンター　海里 デイサービスセンター　ミサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津4番耕地69番地1 通所型サービス（独自） 0894-65-0122 H28/02/01 指定 西予市
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3871400762 株式会社　百笑一輝 指定居宅介護支援事業所　めぐみの里　 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　メグミノサト　 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津4番耕地44番地 居宅介護支援 0894-69-3101 H28/07/01 指定 西予市

3871400770 医療法人  高仁会 ケアプラン明浜館 ケアプランアケハマカン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲688番地 居宅介護支援 0894-64-0270 H30/01/01 指定 西予市

3871400788 株式会社ケアジャパン ヘルパーステーション　ハッピー西予 ヘルパーステーション　ハッピーセイヨ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目６５４番地 訪問介護 0894-89-3103 H30/03/01 指定 西予市

3871400788 株式会社ケアジャパン ヘルパーステーション　ハッピー西予 ヘルパーステーション　ハッピーセイヨ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町４丁目６５４番地 訪問型サービス（独自） 0894-89-3103 H30/03/01 指定 西予市

3871400796 株式会社ケアジャパン 居宅介護支援事業所　ハッピー西予 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ハッピーセイヨ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町4丁目654番地 居宅介護支援 0894-62-5101 H30/03/01 指定 西予市

3871400804 社会福祉法人西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所開明の杜 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショカイメイノモリ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目246番地6 短期入所生活介護 0894-89-3232 H30/04/01 指定 西予市

3871400804 社会福祉法人西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所開明の杜 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショカイメイノモリ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目246番地6 介護予防短期入所生活介護 0894-89-3232 H30/04/01 指定 西予市

3871400812 株式会社百笑一輝 訪問介護事業所　めぐみの里 ホウモンカイゴジギョウショ　メグミノサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地４４番地 訪問介護 0894-69-3101 H30/08/01 指定 西予市

3871400812 株式会社百笑一輝 訪問介護事業所　めぐみの里 ホウモンカイゴジギョウショ　メグミノサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地４４番地 訪問型サービス（独自） 0894-69-3101 H30/08/01 指定 西予市

3871400820 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 特定施設入居者生活介護事業所　奥伊予荘 トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴジギョウショ　オクイヨソウ 7971702 愛媛県西予市城川町古市１７７３番地１ 特定施設入居者生活介護 0894-83-0136 H31/04/01 指定 西予市

3871400820 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 特定施設入居者生活介護事業所　奥伊予荘 トクテイシセツニュウキョシャセイカツカイゴジギョウショ　オクイヨソウ 7971702 愛媛県西予市城川町古市１７７３番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 0894-83-0136 H31/04/01 指定 西予市

3871400838 社会福祉法人西予総合福祉会 リハビリ専門デイサービス歩 リハビリセンモンデイサービスアユミ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４８６番地 通所介護 0894-62-7155 H31/04/01 指定 西予市

3871400838 社会福祉法人西予総合福祉会 リハビリ専門デイサービス歩 リハビリセンモンデイサービスアユミ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４８６番地 通所型サービス（独自） 0894-62-7155 H31/04/01 指定 西予市

3871400846 一般社団法人のんびり家 訪問介護事業所　のんびり家 ホウモンカイゴジギョウショ　ノンビリヤ 7970021 愛媛県西予市宇和町野田４５番地 訪問介護 0894-89-2722 R03/03/01 指定 西予市

3871400853 一般社団法人　のんびり家 居宅介護支援事業所　のんびり家 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ノンビリヤ 7970021 愛媛県西予市宇和町野田45番地 居宅介護支援 0894-89-2722 R03/03/01 指定 西予市

3873700375 医療法人社団  みのり会 デイサービスセンター　まほろば デイサービスセンター　マホロバ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地１番地７ 通所介護 0894-33-2877 H15/08/28 指定 西予市

3873700375 医療法人社団  みのり会 デイサービスセンター　まほろば デイサービスセンター　マホロバ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立２番耕地１番地７ 通所型サービス（独自） 0894-33-2877 H30/04/01 指定 西予市

3873700383 医療法人社団  みのり会 グループホーム　まほろば グループホーム　マホロバ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-7 認知症対応型共同生活介護 0894-33-2877 H18/04/01 指定 西予市

3873700383 医療法人社団  みのり会 グループホーム　まほろば グループホーム　マホロバ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立2-1-7 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-33-2877 H18/04/01 指定 西予市

3873800092 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 居宅介護支援事業所ふれあい キョタクカイゴシエンジギョウショフレアイ 7971212 愛媛県西予市野村町野村12号446番地 居宅介護支援 0894-72-2851 H11/10/25 指定 西予市

3873800142 医療法人  高仁会 指定居宅介護支援事業所プランたかちほ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショプランタカチホ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１８４－２ 居宅介護支援 0894-62-4308 H12/02/07 指定 西予市

3873800159 東宇和農業協同組合 ＪＡ東宇和介護支援センター ＪＡヒガシウワカイゴシエンセンター 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２－４５４ 居宅介護支援 0894-72-0283 H12/02/10 指定 西予市

3873800167 有限会社  ひまわり商会 有限会社ひまわり商会 ユウゲンガイシャヒマワリショウカイ 7970022 愛媛県西予市宇和町小野田３７３番４ 福祉用具貸与 0894-62-1998 H12/02/07 指定 西予市

3873800167 有限会社  ひまわり商会 有限会社ひまわり商会 ユウゲンガイシャヒマワリショウカイ 7970022 愛媛県西予市宇和町小野田３７３番４ 特定福祉用具販売 0894-62-1998 H18/04/01 指定 西予市

3873800167 有限会社  ひまわり商会 有限会社ひまわり商会 ユウゲンガイシャヒマワリショウカイ 7970022 愛媛県西予市宇和町小野田３７３番４ 介護予防福祉用具貸与 0894-62-1998 H18/04/01 指定 西予市

3873800167 有限会社  ひまわり商会 有限会社ひまわり商会 ユウゲンガイシャヒマワリショウカイ 7970022 愛媛県西予市宇和町小野田３７３番４ 特定介護予防福祉用具販売 0894-62-1998 H18/04/01 指定 西予市

3873800183 東宇和農業協同組合 ＪＡ東宇和ホームヘルプサービスセンター ＪＡヒガシウワホームヘルプサービスセンター 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２号４５４番地 訪問介護 0894-72-0283 H12/02/25 指定 西予市

3873800183 東宇和農業協同組合 ＪＡ東宇和ホームヘルプサービスセンター ＪＡヒガシウワホームヘルプサービスセンター 7971212 愛媛県西予市野村町野村１２号４５４番地 訪問型サービス（独自） 0894-72-0283 H30/04/01 指定 西予市

3873800191 社会福祉法人 　西予総合福祉会 福祉の里デイサービスセンター フクシノサトデイサービスセンター 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４４２番地１ 通所介護 0894-62-4611 H12/02/25 指定 西予市

3873800191 社会福祉法人 　西予総合福祉会 福祉の里デイサービスセンター フクシノサトデイサービスセンター 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４４２番地１ 通所型サービス（独自） 0894-62-4611 H30/04/01 指定 西予市

3873800217 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 デイサービスセンターふれあい デイサービスセンターフレアイ 7971212 愛媛県西予市野村町野村12号446番地 通所介護 0894-72-3750 H12/03/02 指定 西予市

3873800217 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 デイサービスセンターふれあい デイサービスセンターフレアイ 7971212 愛媛県西予市野村町野村12号446番地 通所型サービス（独自） 0894-72-3750 H30/04/01 指定 西予市

3873800225 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 通所介護事業所　惣川高齢者生活福祉センター ツウショカイゴジギョウショ　ソウガワコウレイシャセイカツフクシセンター 7971431 愛媛県西予市野村町舟戸２０９７番地 地域密着型通所介護 0894-76-0275 H28/04/01 指定 西予市

3873800225 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 通所介護事業所惣川高齢者生活福祉センター ツウショカイゴジギョウショソウガワコウレイシャセイカツフクシセンター 7971431 愛媛県西予市野村町舟戸２０９７番地 通所型サービス（独自） 0894-76-0275 H30/04/01 指定 西予市

3873800258 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 短期入所生活介護事業所法正園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショホウショウエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１３－２８８ 短期入所生活介護 0894-72-2851 H12/03/17 指定 西予市

3873800258 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 短期入所生活介護事業所法正園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショホウショウエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１３－２８８ 介護予防短期入所生活介護 0894-72-2851 H19/04/01 指定 西予市

3873800274 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 特別養護老人ホーム法正園 トクベツヨウゴロウジンホームホウショウエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村１３－２８８ 介護老人福祉施設 0894-72-2851 H12/04/01 指定 西予市

3873800290 社会福祉法人 　西予総合福祉会 グループホーム　うつのみやさんの家 グループホーム　ウツノミヤサンノウチ 7970026 愛媛県西予市宇和町田苗真土1994番地1 認知症対応型共同生活介護 0894-62-7270 H18/04/01 指定 西予市

3873800290 社会福祉法人 　西予総合福祉会 グループホーム　うつのみやさんの家 グループホーム　ウツノミヤサンノウチ 7970026 愛媛県西予市宇和町田苗真土1994番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-62-7270 H18/04/01 指定 西予市

3873800308 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 短期入所生活介護事業所しいのき園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショシイノキエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村８号４６７番地 短期入所生活介護 0894-72-3554 H14/05/10 指定 西予市

3873800308 社会福祉法人西予市野城総合福祉協会 短期入所生活介護事業所しいのき園 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショシイノキエン 7971212 愛媛県西予市野村町野村８号４６７番地 介護予防短期入所生活介護 0894-72-3554 H19/04/01 指定 西予市

3873800324 社会福祉法人 　西予総合福祉会 居宅介護支援事業所　陽だまり キョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒダマリ 愛媛県西予市宇和町卯之町一丁目246-6（開明の杜内） 居宅介護支援 0894-62-8177 H14/08/01 指定 西予市
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3873800340 社会福祉法人 　西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所松葉寮 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショマツバリョウ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４番地１ 短期入所生活介護 0894-62-2111 H14/08/01 指定 西予市

3873800340 社会福祉法人 　西予総合福祉会 短期入所生活介護事業所松葉寮 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショマツバリョウ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４番地１ 介護予防短期入所生活介護 0894-62-2111 H19/04/01 指定 西予市

3873800373 有限会社　清水商事 グループホーム　宇和ひまわり グループホーム　ウワヒマワリ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸336-1 認知症対応型共同生活介護 0894-62-2106 H18/04/01 指定 西予市

3873800373 有限会社　清水商事 グループホーム　宇和ひまわり グループホーム　ウワヒマワリ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸336-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-62-2106 H18/04/01 指定 西予市

3873800399 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ西予　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップニシヨ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸３３０番５ 福祉用具貸与 0894-69-1244 H16/01/22 指定 西予市

3873800399 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ西予　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップニシヨ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸３３０番５ 特定福祉用具販売 0894-69-1244 H18/04/01 指定 西予市

3873800399 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ西予　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップニシヨ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸３３０番５ 介護予防福祉用具貸与 0894-69-1244 H18/04/01 指定 西予市

3873800399 三泰商事  株式会社 介護支援ショップ西予　三泰商事株式会社 カイゴシエンショップニシヨ　サンタイショウジカブシキガイシャ 7970045 愛媛県西予市宇和町坂戸３３０番５ 特定介護予防福祉用具販売 0894-69-1244 H18/04/01 指定 西予市

3873800407 有限会社田窪若草ヘルパー 有限会社田窪若草ヘルパー ユウゲンガイシャタクボワカクサヘルパー 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地３番地１ 訪問介護 0894-65-0551 H16/03/05 指定 西予市

3873800407 有限会社田窪若草ヘルパー 有限会社田窪若草ヘルパー ユウゲンガイシャタクボワカクサヘルパー 7970113 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地３番地１ 訪問型サービス（独自） 0894-65-0551 H30/04/01 指定 西予市

3873800415 有限会社　ラッセル社 うっかり長屋　きなはいや ウッカリナガヤ　キナハイヤ 7971212 愛媛県西予市野村町野村11号1番 認知症対応型共同生活介護 0894-72-1371 H18/04/01 指定 西予市

3873800415 有限会社　ラッセル社 うっかり長屋　きなはいや ウッカリナガヤ　キナハイヤ 7971212 愛媛県西予市野村町野村11号1番 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-72-1371 H18/04/01 指定 西予市

3881400018 社会福祉法人 　西予総合福祉会 基準該当短期入所生活介護事業所　あんしんの家 キジュンガイトウタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　アンシンノイエ 7970008 愛媛県西予市宇和町さくら1番82 短期入所生活介護 0894-69-1003 H17/06/01 指定 西予市

3881400018 社会福祉法人 　西予総合福祉会 基準該当短期入所生活介護事業所　あんしんの家 キジュンガイトウタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショ　アンシンノイエ 7970008 愛媛県西予市宇和町さくら1番82 介護予防短期入所生活介護 0894-69-1003 H19/04/01 指定 西予市

3881400042 社会福祉法人 　西予総合福祉会 ななほし中川 ナナホシナカガワ 7970032 愛媛県西予市宇和町田苗真土１９９４番地１ 短期入所生活介護 0894-62-7714 H23/04/01 指定 西予市

3881400042 社会福祉法人 　西予総合福祉会 ななほし中川 ナナホシナカガワ 7970032 愛媛県西予市宇和町田苗真土１９９４番地１ 介護予防短期入所生活介護 0894-62-7714 H23/04/01 指定 西予市

3891400016 あいの里有限会社 グループホーム　あいの里 グループホーム　アイノサト 7971211 愛媛県西予市野村町阿下６号５８８番地 認知症対応型共同生活介護 0894-72-3737 H19/04/01 指定 西予市

3891400016 あいの里有限会社 グループホーム　あいの里 グループホーム　アイノサト 7971211 愛媛県西予市野村町阿下６号５８８番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-72-3737 H19/04/01 指定 西予市

3891400024 医療法人青峰会 アクティブライフ三瓶 アクティブライフミカメ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地８４番地１ 認知症対応型共同生活介護 0894-29-5260 H19/06/01 指定 西予市

3891400024 医療法人青峰会 アクティブライフ三瓶 アクティブライフミカメ 7960907 愛媛県西予市三瓶町朝立７番耕地８４番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-29-5260 H19/06/01 指定 西予市

3891400032 株式会社　たかちほ グループホーム　明浜館 グループホーム　アケハマカン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲688番地 認知症対応型共同生活介護 0894-64-0302 H19/07/01 指定 西予市

3891400032 株式会社　たかちほ グループホーム　明浜館 グループホーム　アケハマカン 7970201 愛媛県西予市明浜町高山甲688番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-64-0302 H19/07/01 指定 西予市

3891400040 株式会社　たかちほ グループホーム　もみの木 グループホーム　モミノキ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５番地１ 認知症対応型共同生活介護 0894-62-5009 H20/08/01 指定 西予市

3891400040 株式会社　たかちほ グループホーム　もみの木 グループホーム　モミノキ 7970046 愛媛県西予市宇和町上松葉１６５番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-62-5009 H20/08/01 指定 西予市

3891400057 株式会社元禄 デイサービス　ねぶの花 デイサービス　ネブノハナ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目１番地４ 認知症対応型通所介護 0894-62-8018 H22/04/01 指定 西予市

3891400057 株式会社元禄 デイサービス　ねぶの花 デイサービス　ネブノハナ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町五丁目１番地４ 介護予防認知症対応型通所介護 0894-62-8018 H22/04/01 指定 西予市

3891400073 株式会社　だんだん グループホーム　つるかめ グループホーム　ツルカメ 7971212 愛媛県西予市野村町野村2号109番地1 認知症対応型共同生活介護 0894-72-0312 H25/04/30 指定 西予市

3891400073 株式会社　だんだん グループホーム　つるかめ グループホーム　ツルカメ 7971212 愛媛県西予市野村町野村2号109番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-72-0312 H25/04/30 指定 西予市

3891400081 株式会社元禄 グループホーム　ひねもす グループホーム　ヒネモス 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目1番地4 認知症対応型共同生活介護 0894-62-1177 H25/10/01 指定 西予市

3891400081 株式会社元禄 グループホーム　ひねもす グループホーム　ヒネモス 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町5丁目1番地4 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-62-1177 H25/10/01 指定 西予市

3891400099 社会福祉法人 　西予総合福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム松葉寮 チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホームマツバリョウ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲１４３４番地１ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0894-62-2111 H27/04/01 指定 西予市

3891400107 社会福祉法人西予総合福祉会 認知症対応型通所介護事業所　かえで ニンチショウタイオウガタツウショカイゴジギョウショ　カエデ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲1434-1 認知症対応型通所介護 0894-62-2056 H28/04/01 指定 西予市

3891400107 社会福祉法人西予総合福祉会 認知症対応型通所介護事業所　かえで ニンチショウタイオウガタツウショカイゴジギョウショ　カエデ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲1434-1 介護予防認知症対応型通所介護 0894-62-2056 H28/04/01 指定 西予市

3891400115 社会福祉法人西予総合福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム開明の杜 チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホームカイメイノモリ 7970015 愛媛県西予市宇和町卯之町246番地6 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0894-89-3232 H30/03/01 指定 西予市

3891400123 株式会社百笑一輝 デイサービスセンター　こはるの里 デイサービスセンター　コハルノサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津4-45 地域密着型通所介護 0894-89-3146 H30/12/03 指定 西予市

3891400131 日本ケアシステム　株式会社 デイサービスセンターだんだん三瓶 デイサービスセンターダンダンミカメ 7960904 愛媛県西予市三瓶町垣生丙11-1 地域密着型通所介護 0894-33-2121 H31/01/01 指定 西予市

3891400149 一般社団法人　のんびり家 デイサービス　のんびり家 デイサービス　ノンビリヤ 7970021 愛媛県西予市宇和町野田45番地 地域密着型通所介護 0894-89-2722 R03/03/01 指定 西予市

38A1400013 株式会社百笑一輝 デイサービスセンター　こはるの里 デイサービスセンター　コハルノサト 7970111 愛媛県西予市明浜町俵津４番耕地45番地 通所型サービス（独自） 0894-89-3146 H30/12/03 指定 西予市

38A1400021 日本ケアシステム株式会社 デイサービスセンターだんだん三瓶 デイサービスセンターダンダンミカメ 7960904 愛媛県西予市三瓶町垣生丙11-1 通所型サービス（独自） 0894-33-2121 H31/01/01 指定 西予市

38A1400039 一般社団法人　のんびり家 デイサービス　のんびり家 デイサービス　ノンビリヤダイ 7970021 愛媛県西予市宇和町野田45番地 通所型サービス（独自） 0894-89-2722 R03/03/01 指定 西予市

38A1400047 社会福祉法人 　西予総合福祉会 陽より ヒヨリ 7970020 愛媛県西予市宇和町久枝甲1442番地１（福祉の里デイサービスセンター） 通所型サービス（独自／定率） 0894-62-4611 R03/04/01 指定 西予市

38A1400054 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 西予市社会福祉協議会　本所 セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　ホンショ 7971212 愛媛県西予市野村町野村12号15番地 通所型サービス（独自／定率） 0894-72-2306 R03/04/01 指定 西予市
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38A1400062 社会福祉法人　西予市社会福祉協議会 西予市社会福祉協議会　城川支所 セイヨシシャカイフクシキョウギカイ　シロカワシショ 7971717 愛媛県西予市城川町下相945番地 通所型サービス（独自／定率） 0894-82-1266 R03/04/01 指定 西予市

3801500012 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 東温市地域包括支援センター トウオンシチイキホウカツシエンセンター 7910211 愛媛県東温市見奈良490番地1 介護予防支援 089-955-5535 H18/04/01 指定 東温市

3801500012 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 東温市地域包括支援センター トウオンシチイキホウカツシエンセンター 7910211 愛媛県東温市見奈良490番地1 介護予防ケアマネジメント 089-955-5535 H27/04/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 訪問看護 089-955-5888 H18/05/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 訪問リハビリテーション 089-955-5888 H18/05/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 居宅療養管理指導 089-955-5888 H18/05/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 通所リハビリテーション 089-955-5888 H21/04/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 介護予防訪問看護 089-955-5888 H18/05/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 介護予防訪問リハビリテーション 089-955-5888 H18/05/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 介護予防居宅療養管理指導 089-955-5888 H18/05/01 指定 東温市

3811510019 * たけもと整形外科クリニック タケモトセイケイゲカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番2 介護予防通所リハビリテーション 089-955-5888 H21/04/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 訪問看護 089-960-5311 H18/05/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 訪問リハビリテーション 089-960-5311 H18/05/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 居宅療養管理指導 089-960-5311 H18/05/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 通所リハビリテーション 089-960-5311 H21/04/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 介護予防訪問看護 089-960-5311 H18/05/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-5311 H18/05/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 介護予防居宅療養管理指導 089-960-5311 H18/05/01 指定 東温市

3811510027 * こばやし内科クリニック コバヤシナイカクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目102番地2 介護予防通所リハビリテーション 089-960-5311 H21/04/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 訪問看護 H18/08/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 訪問リハビリテーション H18/08/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 居宅療養管理指導 H18/08/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 通所リハビリテーション 089-990-1133 H21/04/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 介護予防訪問看護 089-990-1133 H18/08/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-990-1133 H18/08/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 介護予防居宅療養管理指導 089-990-1133 H18/08/01 指定 東温市

3811510050 医療法人さとう耳鼻咽喉科クリニック さとう耳鼻咽喉科クリニック サトウジビインコウカクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川1560-1 介護予防通所リハビリテーション 089-990-1133 H21/04/01 指定 東温市

3811510076 医療法人　藤本内科クリニック 藤本内科クリニック フジモトナイカ　クリニック 7910203 愛媛県東温市横河原1301番地3 居宅療養管理指導 H19/06/01 指定 東温市

3811510076 医療法人　藤本内科クリニック 藤本内科クリニック フジモトナイカ　クリニック 7910203 愛媛県東温市横河原1301番地3 通所リハビリテーション 089-960-5500 H21/04/01 指定 東温市

3811510076 医療法人　藤本内科クリニック 藤本内科クリニック フジモトナイカ　クリニック 7910203 愛媛県東温市横河原1301番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-960-5500 H19/06/01 指定 東温市

3811510076 医療法人　藤本内科クリニック 藤本内科クリニック フジモトナイカ　クリニック 7910203 愛媛県東温市横河原1301番地3 介護予防通所リハビリテーション 089-960-5500 H21/04/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 訪問看護 089-955-0082 H19/07/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 訪問リハビリテーション 089-955-0082 H19/07/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 居宅療養管理指導 089-955-0082 H19/07/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 通所リハビリテーション 089-955-0082 H21/04/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 介護予防訪問看護 089-955-0082 H19/07/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-955-0082 H19/07/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-955-0082 H19/07/01 指定 東温市

3811510084 医療法人　ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック ハートレディースクリニック 7910216 愛媛県東温市野田二丁目100番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-955-0082 H21/04/01 指定 東温市

3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 訪問看護 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市

3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 訪問リハビリテーション 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市

3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 居宅療養管理指導 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市
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3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 通所リハビリテーション 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市

3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 介護予防訪問看護 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市

3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 介護予防訪問リハビリテーション 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市

3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 介護予防居宅療養管理指導 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市

3811510100 ＊ 春香メンタルクリニック ハルカメンタルクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川179-14 介護予防通所リハビリテーション 089-993-7710 H22/04/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 訪問看護 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 訪問リハビリテーション 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 居宅療養管理指導 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 通所リハビリテーション 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 介護予防訪問看護 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510118 医療法人　赤橙 訪問診療クリニック　六花 ホウモンシンリョウクリニック　ロクハナ 7910213 愛媛県東温市牛渕３３１番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-948-4677 H26/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 訪問看護 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 訪問リハビリテーション 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 居宅療養管理指導 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 通所リハビリテーション 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 介護予防訪問看護 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 介護予防訪問リハビリテーション 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 介護予防居宅療養管理指導 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510126 * このはな脳とこころの診療所 コノハナノウトココロノシンリョウショ 7910215 愛媛県東温市北野田８２０番地１マツモトビル重信１階 介護予防通所リハビリテーション 089-955-5087 H29/07/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 訪問看護 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 訪問リハビリテーション 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 居宅療養管理指導 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 通所リハビリテーション 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 介護予防訪問看護 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3811510142 ＊ いずみ内科循環器クリニック イズミナイカジュンカンキクリニック 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-2 介護予防通所リハビリテーション 089-961-1195 R02/11/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３番地１ 通所リハビリテーション 089-964-1611 H26/04/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３－１ 介護予防訪問看護 089-964-1611 H18/04/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-964-1611 H18/04/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-1611 H18/04/01 指定 東温市

3813310046 医療法人  西本整形外科 西本整形外科 ニシモトセイケイゲカ 7910212 愛媛県東温市田窪３０３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-964-1611 H24/04/01 指定 東温市

3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 東温市

3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 通所リハビリテーション 089-955-0055 H21/04/01 指定 東温市

3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 介護予防訪問看護 089-955-0055 H18/04/01 指定 東温市
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3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-955-0055 H18/04/01 指定 東温市

3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-955-0055 H18/04/01 指定 東温市

3813310087 ＊ いのうえ小児科 イノウエショウニカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目４８５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-955-0055 H21/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 訪問リハビリテーション 089-964-7787 H12/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 通所リハビリテーション 089-964-7787 H26/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 短期入所療養介護 089-964-7787 H12/02/10 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 居宅介護支援 089-964-7787 H11/09/30 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 介護療養型医療施設 089-964-7787 H12/02/10 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-964-7787 H18/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-964-7787 H24/04/01 指定 東温市

3813310111 医療法人  さくら会 池川内科・神経内科 イケガワナイカ・シンケイナイカ 7910204 愛媛県東温市志津川８９番地３ 介護予防短期入所療養介護 089-964-7787 H18/04/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 訪問看護 H14/12/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 訪問リハビリテーション H14/12/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 居宅療養管理指導 H14/12/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 通所リハビリテーション 089-960-6555 H21/04/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 介護予防訪問看護 089-960-6555 H18/04/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-6555 H18/04/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 介護予防居宅療養管理指導 089-960-6555 H18/04/01 指定 東温市

3813310186 医療法人　白岡整形外科 白岡整形外科 シラオカセイケイゲカ 7910303 愛媛県東温市北方2880-1 介護予防通所リハビリテーション 089-960-6555 H21/04/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 訪問看護 089-960-5000 H15/05/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 訪問リハビリテーション 089-960-5000 H15/05/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 居宅療養管理指導 089-960-5000 H15/05/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 通所リハビリテーション 089-960-5000 H21/04/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 介護予防訪問看護 089-960-5000 H18/04/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-5000 H18/04/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-5000 H18/04/01 指定 東温市

3813310194 医療法人山椒慈庵 生島眼科 イクシマガンカ 7910216 愛媛県東温市野田２丁目１０３番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-960-5000 H21/04/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 訪問看護 089-960-5800 H16/05/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 訪問リハビリテーション 089-960-5800 H16/05/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 居宅療養管理指導 089-960-5800 H16/05/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 通所リハビリテーション 089-960-5800 H21/04/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 介護予防訪問看護 089-960-5800 H18/04/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-5800 H18/04/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-5800 H18/04/01 指定 東温市

3813310202 医療法人中野クリニック 中野クリニック ナカノクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-960-5800 H21/04/01 指定 東温市

3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 東温市

3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市
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3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 通所リハビリテーション 089-964-2200 H21/04/01 指定 東温市

3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 介護予防訪問看護 089-964-2200 H18/04/01 指定 東温市

3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-964-2200 H18/04/01 指定 東温市

3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-2200 H18/04/01 指定 東温市

3813320490 ＊ 西野内科クリニック ニシノナイカクリニック 7910213 愛媛県東温市牛渕１０７３ 介護予防通所リハビリテーション 089-964-2200 H21/04/01 指定 東温市

3813328121 一般財団法人  積善会 愛媛十全医療学院附属病院 エヒメジュウゼンイリョウガクインフゾクビョウイン 7910301 愛媛県東温市南方５６１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813328121 一般財団法人  積善会 愛媛十全医療学院附属病院 エヒメジュウゼンイリョウガクインフゾクビョウイン 7910385 愛媛県東温市南方５６１ 通所リハビリテーション 089-966-5011 H26/04/01 指定 東温市

3813328121 一般財団法人  積善会 愛媛十全医療学院附属病院 エヒメジュウゼンイリョウガクインフゾクビョウイン 7910301 愛媛県東温市南方５６１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 東温市

3813328121 一般財団法人  積善会 愛媛十全医療学院附属病院 エヒメジュウゼンイリョウガクインフゾクビョウイン 7910385 愛媛県東温市南方５６１ 介護予防通所リハビリテーション 089-966-5011 H24/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 通所リハビリテーション 089-964-1188 H21/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 介護予防訪問看護 089-964-1188 H18/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 介護予防訪問リハビリテーション 089-964-1188 H18/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-1188 H18/04/01 指定 東温市

3813328147 ＊ 重信クリニック シゲノブクリニック 7910204 愛媛県東温市志津川２４６番地６ 介護予防通所リハビリテーション 089-964-1188 H21/04/01 指定 東温市

3813328162 ＊ 泉内科 イズミナイカ 7910301 愛媛県東温市南方１５９５番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813328162 ＊ 泉内科 イズミナイカ 7910301 愛媛県東温市南方１５９５番地２ 通所リハビリテーション 089-966-2226 H21/04/01 指定 東温市

3813328162 ＊ 泉内科 イズミナイカ 7910301 愛媛県東温市南方１５９５番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-966-2226 H18/04/01 指定 東温市

3813328162 ＊ 泉内科 イズミナイカ 7910301 愛媛県東温市南方１５９５番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-966-2226 H21/04/01 指定 東温市

3813328196 医療法人  辻井循環器科内科 辻井循環器科内科 ツジイジュンカンキカナイカ 7910212 愛媛県東温市田窪２０３０ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3813328196 医療法人  辻井循環器科内科 辻井循環器科内科 ツジイジュンカンキカナイカ 7910212 愛媛県東温市田窪２０３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813328196 医療法人  辻井循環器科内科 辻井循環器科内科 ツジイジュンカンキカナイカ 7910212 愛媛県東温市田窪２０３０番地 居宅介護支援 089-964-0013 H11/11/26 指定 東温市

3813328196 医療法人  辻井循環器科内科 辻井循環器科内科 ツジイジュンカンキカナイカ 7910212 愛媛県東温市田窪２０３０ 介護予防訪問看護 089-964-0013 H18/04/01 指定 東温市

3813328196 医療法人  辻井循環器科内科 辻井循環器科内科 ツジイジュンカンキカナイカ 7910212 愛媛県東温市田窪２０３０ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-0013 H18/04/01 指定 東温市

3813328196 医療法人  辻井循環器科内科 辻井循環器科内科 ツジイジュンカンキカナイカ 7910212 愛媛県東温市田窪２０３０番地 介護予防通所リハビリテーション 089-964-0013 H21/04/01 指定 東温市

3813328204 ＊ 山本内科胃腸科 ヤマモトナイカイチョウカ 7910303 愛媛県東温市北方３２０５番地３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3813328204 ＊ 山本内科胃腸科 ヤマモトナイカイチョウカ 7910303 愛媛県東温市北方３２０５番地３ 通所リハビリテーション 089-966-2066 H21/04/01 指定 東温市

3813328204 ＊ 山本内科胃腸科 ヤマモトナイカイチョウカ 7910303 愛媛県東温市北方３２０５番地３ 介護予防居宅療養管理指導 089-966-2066 H18/04/01 指定 東温市

3813328204 ＊ 山本内科胃腸科 ヤマモトナイカイチョウカ 7910303 愛媛県東温市北方３２０５番地３ 介護予防通所リハビリテーション 089-966-2066 H21/04/01 指定 東温市

3831530005 さくら歯科 さくら歯科 サクラシカ 7910303 愛媛県東温市北方甲2429番地1 居宅療養管理指導 089-966-1776 H17/04/01 指定 東温市

3831530005 さくら歯科 さくら歯科 サクラシカ 7910303 愛媛県東温市北方甲2429番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-966-1776 H18/04/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 訪問看護 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 訪問リハビリテーション 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 居宅療養管理指導 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 通所リハビリテーション 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 介護予防訪問看護 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530039 医療法人　ソレイユ会 ひまわり歯科 ヒマワリシカ 7910206 愛媛県東温市志津川南7丁目3番地5 介護予防通所リハビリテーション 089-961-4700 H29/01/01 指定 東温市

3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 訪問看護 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市
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3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 訪問リハビリテーション 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市

3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 居宅療養管理指導 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市

3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 通所リハビリテーション 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市

3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 介護予防訪問看護 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市

3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 介護予防訪問リハビリテーション 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市

3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市

3831530047 ＊ にこデンタルクリニック ニコデンタルクリニック 7910214 愛媛県東温市南野田字天神432番地3 介護予防通所リハビリテーション 089-909-4425 R02/08/01 指定 東温市

3833330347 ＊ 石山歯科医院 イシヤマシカイイン 7910301 愛媛県東温市南方１８５７－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330347 ＊ 石山歯科医院 イシヤマシカイイン 7910301 愛媛県東温市南方１８５７－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-966-3435 H18/04/01 指定 東温市

3833330354 ＊ 菅原歯科医院 スガワラシカイイン 7910211 愛媛県東温市見奈良１３６２－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330354 ＊ 菅原歯科医院 スガワラシカイイン 7910211 愛媛県東温市見奈良１３６２－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-0118 H18/04/01 指定 東温市

3833330388 ＊ 菅野歯科医院 スガノシカイイン 7910301 愛媛県東温市南方２９８－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330388 ＊ 菅野歯科医院 スガノシカイイン 7910301 愛媛県東温市南方２９８－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-966-3911 H18/04/01 指定 東温市

3833330396 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7910212 愛媛県東温市田窪１５４６－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330396 ＊ 上田歯科医院 ウエダシカイイン 7910212 愛媛県東温市田窪１５４６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-9955 H18/04/01 指定 東温市

3833330438 ＊ 渡部祐子歯科 ワタナベユウコシカ 7910301 愛媛県東温市南方５９２－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330438 ＊ 渡部祐子歯科 ワタナベユウコシカ 7910301 愛媛県東温市南方５９２－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-966-5950 H18/04/01 指定 東温市

3833330446 ＊ 重信歯科医院 シゲノブシカイイン 7910206 愛媛県東温市志津川南三丁目２番地２２ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3833330446 ＊ 重信歯科医院 シゲノブシカイイン 7910206 愛媛県東温市志津川南三丁目２番地２２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 東温市

3833330446 ＊ 重信歯科医院 シゲノブシカイイン 7910206 愛媛県東温市志津川南三丁目２番地２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330446 ＊ 重信歯科医院 シゲノブシカイイン 7910206 愛媛県東温市志津川南三丁目２番地２２ 介護予防訪問看護 089-964-7474 H18/04/01 指定 東温市

3833330446 ＊ 重信歯科医院 シゲノブシカイイン 7910206 愛媛県東温市志津川南三丁目２番地２２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-964-7474 H18/04/01 指定 東温市

3833330446 ＊ 重信歯科医院 シゲノブシカイイン 7910206 愛媛県東温市志津川南三丁目２番地２２ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-7474 H18/04/01 指定 東温市

3833330453 ＊ 近藤歯科クリニック コンドウシカクリニック 7910215 愛媛県東温市北野田２３９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330453 ＊ 近藤歯科クリニック コンドウシカクリニック 7910215 愛媛県東温市北野田２３９ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-2438 H18/04/01 指定 東温市

3833330461 ＊ 駅前歯科医院 エキマエシカイイン 7910203 愛媛県東温市横河原桟敷２８５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 東温市

3833330461 ＊ 駅前歯科医院 エキマエシカイイン 7910203 愛媛県東温市横河原桟敷２８５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 東温市

3833330461 ＊ 駅前歯科医院 エキマエシカイイン 7910203 愛媛県東温市横河原桟敷２８５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330461 ＊ 駅前歯科医院 エキマエシカイイン 7910203 愛媛県東温市横河原桟敷２８５－１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 東温市

3833330461 ＊ 駅前歯科医院 エキマエシカイイン 7910203 愛媛県東温市横河原桟敷２８５－１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 東温市

3833330461 ＊ 駅前歯科医院 エキマエシカイイン 7910203 愛媛県東温市横河原桟敷２８５－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 東温市

3833330479 ＊ 日野歯科医院 ヒノシカイイン 7910213 愛媛県東温市牛渕１９５２番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3833330479 ＊ 日野歯科医院 ヒノシカイイン 7910213 愛媛県東温市牛渕１９５２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-2201 H18/04/01 指定 東温市

3841540010 株式会社ひだか しげのぶ薬局 シゲノブヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川甲1558-1 居宅療養管理指導 089-955-5855 H18/01/01 指定 東温市

3841540010 株式会社ひだか しげのぶ薬局 シゲノブヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川甲1558-1 介護予防居宅療養管理指導 089-955-5855 H18/04/01 指定 東温市

3841540036 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　ひがし店 アサヒチョウザイヤッキョク　ヒガシテン 7910212 愛媛県東温市田窪字海稲1495番3 居宅療養管理指導 089-955-5858 H21/03/01 指定 東温市

3841540036 株式会社　あさひファーマシー あさひ調剤薬局　ひがし店 アサヒチョウザイヤッキョク　ヒガシテン 7910212 愛媛県東温市田窪字海稲1495番3 介護予防居宅療養管理指導 089-955-5858 H21/03/01 指定 東温市

3841540051 株式会社　レディ薬局 レデイ薬局　グラン重信店 レデイヤッキョク　グランシゲノブテン 7910216 愛媛県東温市野田三丁目1-13 居宅療養管理指導 089-990-7707 H22/09/01 指定 東温市

3841540051 株式会社　レディ薬局 レデイ薬局　グラン重信店 レデイヤッキョク　グランシゲノブテン 7910216 愛媛県東温市野田三丁目1-13 介護予防居宅療養管理指導 089-990-7707 H22/09/01 指定 東温市

3841540069 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　志津川店 ハッピーヤッキョク　シヅカワテン 7910204 愛媛県東温市志津川１５８０番地２ 居宅療養管理指導 089-997-7888 H23/08/01 指定 東温市

3841540069 株式会社　ハッピーファーマシー ハッピー薬局　志津川店 ハッピーヤッキョク　シヅカワテン 7910204 愛媛県東温市志津川１５８０番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-997-7888 H23/08/01 指定 東温市

3841540077 愛ファーマシー株式会社 なでしこ薬局 ナデシコヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川２４６－１ 居宅療養管理指導 089-961-1500 H23/10/01 指定 東温市
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3841540077 愛ファーマシー株式会社 なでしこ薬局 ナデシコヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川２４６－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-961-1500 H23/10/01 指定 東温市

3841540085 日本メディカルシステム株式会社 薬局　日本メディカル ヤッキョク　ニホンメディカル 7910202 愛媛県東温市樋口甲１３３７番１ 居宅療養管理指導 089-948-8838 H25/07/08 指定 東温市

3841540085 日本メディカルシステム株式会社 薬局　日本メディカル ヤッキョク　ニホンメディカル 7910202 愛媛県東温市樋口甲１３３７番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8838 H25/07/08 指定 東温市

3841540093 有限会社　あおぞら薬局 あさがお薬局 アサガオヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川甲８５番地６ 居宅療養管理指導 089-948-8310 H26/12/01 指定 東温市

3841540093 有限会社　あおぞら薬局 あさがお薬局 アサガオヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川甲８５番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-948-8310 H26/12/01 指定 東温市

3841540119 愛ファーマシー株式会社 ファースト薬局 ファーストヤッキョク 7910212 愛媛県東温市田窪３０８番地６ 居宅療養管理指導 089-909-3386 H29/06/01 指定 東温市

3841540119 愛ファーマシー株式会社 ファースト薬局 ファーストヤッキョク 7910212 愛媛県東温市田窪３０８番地６ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-3386 H29/06/01 指定 東温市

3841540127 株式会社アルティザン アルファ調剤薬局横河原店 アルファチョウザイヤッキョクヨコガワラテン 7910202 愛媛県東温市樋口甲１３７５番地２ 居宅療養管理指導 089-955-5305 H30/07/01 指定 東温市

3841540127 株式会社アルティザン アルファ調剤薬局横河原店 アルファチョウザイヤッキョクヨコガワラテン 7910202 愛媛県東温市樋口甲１３７５番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-955-5305 H30/07/01 指定 東温市

3841540135 ＊ しつかわ薬局 シツカワヤッキョク 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-14 居宅療養管理指導 089-997-7503 R02/11/01 指定 東温市

3841540135 ＊ しつかわ薬局 シツカワヤッキョク 7910206 愛媛県東温市志津川南一丁目1-14 介護予防居宅療養管理指導 089-997-7503 R02/11/01 指定 東温市

3841540143 株式会社アインファーマシーズ アイン薬局愛大病院店 アインヤッキョクアイダイビョウインテン 7910295 愛媛県東温市志津川４５４ 居宅療養管理指導 089-909-5018 R03/03/01 指定 東温市

3841540143 株式会社アインファーマシーズ アイン薬局愛大病院店 アインヤッキョクアイダイビョウインテン 7910295 愛媛県東温市志津川４５４ 介護予防居宅療養管理指導 089-909-5018 R03/03/01 指定 東温市

3843340062 ＊ エビスヤ薬局 エビスヤヤッキョク 7910303 愛媛県東温市北方２２０４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3843340062 ＊ エビスヤ薬局 エビスヤヤッキョク 7910303 愛媛県東温市北方２２０４ 介護予防居宅療養管理指導 089-966-2216 H18/04/01 指定 東温市

3843340088 ＊ みなら薬局 ミナラヤッキョク 7910203 愛媛県東温市横河原３８７－４１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3843340088 ＊ みなら薬局 ミナラヤッキョク 7910203 愛媛県東温市横河原３８７－４１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 東温市

3843340104 有限会社　光琳堂 光琳堂薬局川内店 コウリンドウヤッキョクカワウチテン 7910301 愛媛県東温市南方７２２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3843340104 有限会社　光琳堂 光琳堂薬局川内店 コウリンドウヤッキョクカワウチテン 7910301 愛媛県東温市南方７２２ 介護予防居宅療養管理指導 089-966-5952 H18/04/01 指定 東温市

3843340112 ＊ あい薬局 アイヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川１６４－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3843340112 ＊ あい薬局 アイヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川１６４－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-7370 H18/04/01 指定 東温市

3843340120 ＊ エビスヤ薬局志津川店 エビスヤヤッキョクシヅガワテン 7910204 愛媛県東温市志津川１７１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3843340120 ＊ エビスヤ薬局志津川店 エビスヤヤッキョクシヅガワテン 7910204 愛媛県東温市志津川１７１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 東温市

3843340138 ＊ あい薬局東店 アイヤッキョクヒガシテン 7910216 愛媛県東温市野田二丁目485-3 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 東温市

3843340138 ＊ あい薬局東店 アイヤッキョクヒガシテン 7910216 愛媛県東温市野田二丁目485-3 介護予防居宅療養管理指導 089-955-0077 H18/04/01 指定 東温市

3843340146 株式会社ひだか よこがわら薬局 ヨコガワラヤッキョク 7910203 愛媛県東温市横河原３４２ 居宅療養管理指導 089-955-2241 H23/05/01 指定 東温市

3843340146 株式会社ひだか よこがわら薬局 ヨコガワラヤッキョク 7910203 愛媛県東温市横河原３４２ 介護予防居宅療養管理指導 089-955-2241 H23/05/01 指定 東温市

3843340161 有限会社  ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局田窪駅前店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクタクボエキマエテン 7910212 愛媛県東温市田窪２０２７ 居宅療養管理指導 089-955-5690 H12/05/01 指定 東温市

3843340161 有限会社  ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局田窪駅前店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクタクボエキマエテン 7910212 愛媛県東温市田窪２０２７ 介護予防居宅療養管理指導 089-955-5690 H18/04/01 指定 東温市

3843340179 マルニ調剤薬局　有限会社 マルニ薬局川内店 マルニヤッキョクカワウチテン 7910303 愛媛県東温市北方２８８１番地５ 居宅療養管理指導 089-955-8330 H13/09/01 指定 東温市

3843340179 マルニ調剤薬局　有限会社 マルニ薬局川内店 マルニヤッキョクカワウチテン 7910303 愛媛県東温市北方２８８１番地５ 介護予防居宅療養管理指導 089-955-8330 H18/04/01 指定 東温市

3843340187 有限会社若葉調剤 わかば薬局 ワカバヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川１６０－１ 居宅療養管理指導 089-964-0441 H16/07/01 指定 東温市

3843340187 有限会社若葉調剤 わかば薬局 ワカバヤッキョク 7910204 愛媛県東温市志津川１６０－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-964-0441 H18/04/01 指定 東温市

3857780278 医療法人  順風会 医療法人順風会　介護老人保健施設長安 イリョウホウジンジュンプウカイ　カイゴロウジンホケンシセツチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 訪問リハビリテーション 089-964-7555 H31/03/08 指定 東温市

3857780278 医療法人  順風会 医療法人順風会介護老人保健施設長安 イリョウホウジンジュンプウカイカイゴロウジンホケンシセツチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川片山甲２９番地１ 通所リハビリテーション 089-964-7555 H12/04/01 指定 東温市

3857780278 医療法人  順風会 医療法人順風会老人保健施設長安 イリョウホウジンジュンプウカイロウジンホケンシセツチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 短期入所療養介護 089-964-7555 H12/04/01 指定 東温市

3857780278 医療法人  順風会 医療法人順風会　介護老人保健施設長安 イリョウホウジンジュンプウカイ　カイゴロウジンホケンシセツチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 介護老人保健施設 089-964-7555 H12/04/01 指定 東温市

3857780278 医療法人  順風会 医療法人順風会　介護老人保健施設長安 イリョウホウジンジュンプウカイ　カイゴロウジンホケンシセツチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-964-7555 H31/03/08 指定 東温市

3857780278 医療法人  順風会 医療法人順風会介護老人保健施設長安 イリョウホウジンジュンプウカイカイゴロウジンホケンシセツチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川片山甲２９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-964-7555 H18/04/01 指定 東温市

3857780278 医療法人  順風会 医療法人順風会老人保健施設長安 イリョウホウジンジュンプウカイロウジンホケンシセツチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川片山甲２９番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-964-7555 H18/04/01 指定 東温市

3857780500 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設希望の館 ロウジンホケンシセツキボウノヤカタ 7910311 愛媛県東温市則之内甲２７８３番地１ 通所リハビリテーション 089-960-6336 H12/04/01 指定 東温市

3857780500 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設希望の館 ロウジンホケンシセツキボウノヤカタ 7910311 愛媛県東温市則之内甲２７８３番地１ 短期入所療養介護 089-960-6336 H12/04/01 指定 東温市



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点
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3857780500 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設希望の館 ロウジンホケンシセツキボウノヤカタ 7910311 愛媛県東温市則之内甲２７８３番地１ 介護老人保健施設 089-960-6336 H12/04/01 指定 東温市

3857780500 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設希望の館 ロウジンホケンシセツキボウノヤカタ 7910311 愛媛県東温市則之内甲２７８３番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-960-6336 H18/04/01 指定 東温市

3857780500 社会福祉法人  三恵会 老人保健施設希望の館 ロウジンホケンシセツキボウノヤカタ 7910311 愛媛県東温市則之内甲２７８３番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-960-6336 H18/04/01 指定 東温市

3861591299 有限会社たんぽぽ介護サービス たんぽぽ訪問看護ステーション タンポポホウモンカンゴステーション 7910206 愛媛県東温市志津川南二丁目９番地６ 訪問看護 089-955-5670 H24/04/10 指定 東温市

3861591299 有限会社たんぽぽ介護サービス たんぽぽ訪問看護ステーション タンポポホウモンカンゴステーション 7910206 愛媛県東温市志津川南二丁目９番地６ 介護予防訪問看護 089-955-5670 H24/04/10 指定 東温市

3863390351 社会福祉法人  喜久寿 訪問看護ステーション重信 ホウモンカンゴステーションシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 訪問看護 089-955-1210 H12/04/01 指定 東温市

3863390351 社会福祉法人  喜久寿 訪問看護ステーション重信 ホウモンカンゴステーションシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 介護予防訪問看護 089-955-1210 H18/04/01 指定 東温市

3863390450 一般財団法人  積善会 訪問看護ステーションじゅうぜん ホウモンカンゴステーションジュウゼン 7910301 愛媛県東温市南方５６１番地 訪問看護 089-966-1161 H12/04/01 指定 東温市

3863390450 一般財団法人  積善会 訪問看護ステーションじゅうぜん ホウモンカンゴステーションジュウゼン 7910301 愛媛県東温市南方５６１番地 介護予防訪問看護 089-966-1161 H18/04/01 指定 東温市

3871500017 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　トウオンシシャカイフクシキョウギカイ 7910211 愛媛県東温市見奈良４９０番地１ 訪問介護 089-955-5535 H16/09/21 指定 東温市

3871500017 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　トウオンシシャカイフクシキョウギカイ 7910211 愛媛県東温市見奈良490番地1 居宅介護支援 089-955-5535 H16/09/21 指定 東温市

3871500017 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　トウオンシシャカイフクシキョウギカイ 7910211 愛媛県東温市見奈良490番地1 訪問型サービス（独自） 089-955-5535 H30/04/01 指定 東温市

3871500017 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 社会福祉法人　東温市社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　トウオンシシャカイフクシキョウギカイ 7910211 愛媛県東温市見奈良490番地1 訪問型サービス（独自／定率） 089-955-5535 H29/04/01 指定 東温市

3871500025 有限会社　やわらぎ グループホームやわらぎ川内 グループホームヤワラギカワウチ 7910301 愛媛県東温市南方1787-2 認知症対応型共同生活介護 089-966-6413 H18/04/01 指定 東温市

3871500025 有限会社　やわらぎ グループホームやわらぎ川内 グループホームヤワラギカワウチ 7910301 愛媛県東温市南方1787-2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-966-6413 H18/04/01 指定 東温市

3871500041 社会福祉法人幸楽 社会福祉法人幸楽訪問介護事業所 シャカイフクシホウジンコウラクホウモンカイゴジギョウショ 7910211 愛媛県東温市見奈良1153番地 訪問介護 089-955-1231 H18/03/31 指定 東温市

3871500041 社会福祉法人幸楽 社会福祉法人幸楽訪問介護事業所 シャカイフクシホウジンコウラクホウモンカイゴジギョウショ 7910211 愛媛県東温市見奈良1153番地 訪問型サービス（独自） 089-955-1231 H30/04/01 指定 東温市

3871500074 社会福祉法人　愛隣園 ショートステイガリラヤ荘 ショートステイガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 短期入所生活介護 089-966-2293 H20/11/01 指定 東温市

3871500074 社会福祉法人　愛隣園 ショートステイガリラヤ荘 ショートステイガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-966-2293 H20/11/01 指定 東温市

3871500082 社会福祉法人　愛隣園 ガリラヤ荘 ガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 介護老人福祉施設 089-966-2293 H20/11/01 指定 東温市

3871500090 社会福祉法人ミュゲの会 短期入所生活介護事業所ミュゲの里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショミュゲノサト 7910211 愛媛県東温市見奈良７３８番地 短期入所生活介護 089-955-1133 H23/04/01 指定 東温市

3871500090 社会福祉法人ミュゲの会 短期入所生活介護事業所ミュゲの里 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショミュゲノサト 7910211 愛媛県東温市見奈良７３８番地 介護予防短期入所生活介護 089-955-1133 H23/04/01 指定 東温市

3871500108 株式会社やよい 通所介護はあと ツウショカイゴハアト 7910212 愛媛県東温市田窪２０５７番地４ 地域密着型通所介護 089-964-7227 H28/04/01 指定 東温市

3871500108 株式会社やよい 通所介護はあと ツウショカイゴハアト 7910212 愛媛県東温市田窪２０５７番地４ 通所型サービス（独自） 089-964-7227 H30/04/01 指定 東温市

3871500132 株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会　東温 カイゴツキユウリョウロウジンホームショウホカイ　トウオン 7910212 愛媛県東温市田窪字井手ノ上332番地2 特定施設入居者生活介護 089-955-0788 H24/09/05 指定 東温市

3871500132 株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム笑歩会　東温 カイゴツキユウリョウロウジンホームショウホカイ　トウオン 7910212 愛媛県東温市田窪字井手ノ上332番地2 介護予防特定施設入居者生活介護 089-955-0788 H24/09/05 指定 東温市

3871500165 株式会社ワイズ・ホールディングス デイサービスコンフォール デイサービスコンフォール 7910204 愛媛県東温市志津川南５丁目1番地9 地域密着型通所介護 089-990-7789 H28/04/01 指定 東温市

3871500165 株式会社ワイズ・ホールディングス デイサービスコンフォール デイサービスコンフォール 7910204 愛媛県東温市志津川南５丁目１番地9 通所型サービス（独自） 089-990-7789 H30/04/01 指定 東温市

3871500173 株式会社ワイズ・ホールディングス ヘルパーステーションコンフォール ヘルパーステーションコンフォール 7910204 愛媛県東温市志津川南5丁目1番地9 訪問介護 089-990-7788 H26/07/01 指定 東温市

3871500173 株式会社ワイズ・ホールディングス ヘルパーステーションコンフォール ヘルパーステーションコンフォール 7910206 愛媛県東温市志津川南5丁目1番地9 訪問型サービス（独自） 089-990-7788 H30/04/01 指定 東温市

3871500181 社会福祉法人ミュゲの会 ケアプランセンター　みゅげ ケアプランセンター　ミュゲ 7910211 愛媛県東温市見奈良811番地1シニアライフセンター　みゅげ 居宅介護支援 089-955-1717 H26/07/03 指定 東温市

3871500207 社会福祉法人ミュゲの会 デイサービス　アルモ デイサービス　アルモ 7910211 愛媛県東温市見奈良811番地1シニアライフセンター　みゅげ 地域密着型通所介護 089-955-1717 H28/04/01 指定 東温市

3871500207 社会福祉法人ミュゲの会 デイサービス　アルモ デイサービス　アルモ 7910211 愛媛県東温市見奈良811番地1シニアライフセンター　みゅげ 通所型サービス（独自） 089-955-1717 H30/04/01 指定 東温市

3871500215 合同会社つむぎ ヘルパーステーション月と太陽 ヘルパーステーションツキトタイヨウ 7910203 愛媛県東温市横河原1316-19 訪問介護 089-993-8093 H26/07/08 指定 東温市

3871500215 合同会社つむぎ ヘルパーステーション月と太陽 ヘルパーステーションツキトタイヨウ 7910203 愛媛県東温市横河原1316-19 訪問型サービス（独自） 089-955-8020 H30/04/01 指定 東温市

3871500215 合同会社つむぎ ヘルパーステーション月と太陽 ヘルパーステーションツキトタイヨウ 7910203 愛媛県東温市横河原1316-19 訪問型サービス（独自／定率） 089-955-8020 H30/04/01 指定 東温市

3871500223 社会福祉法人　愛隣園 ホームヘルプサービス　ガリラヤ荘 ホームヘルプサービス　ガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方1766番地1 訪問介護 089-966-2293 H26/11/01 指定 東温市

3871500223 社会福祉法人　愛隣園 ホームヘルプサービス　ガリラヤ荘 ホームヘルプサービス　ガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方1766番地1 訪問型サービス（独自） 089-966-2293 H30/04/01 指定 東温市

3871500223 社会福祉法人　愛隣園 ホームヘルプサービス　ガリラヤ荘 ホームヘルプサービス　ガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方1766番地1 訪問型サービス（独自／定率） 089-966-2293 H29/11/01 指定 東温市

3871500231 有限会社南海運送 リハプライドとうおん リハプライドトウオン 7910204 愛媛県東温市志津川１２１番地２ 地域密着型通所介護 089-909-7442 H28/04/01 指定 東温市

3871500231 有限会社南海運送 リハプライドとうおん リハプライドトウオン 7910204 愛媛県東温市志津川１２１番地２ 通所型サービス（独自） 089-909-7442 H29/04/01 指定 東温市

3871500249 株式会社つながる つながるデイサービス ツナガルデイサービス 7910214 愛媛県東温市南野田３３番２ 通所介護 089-916-6118 H28/05/20 指定 東温市
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3871500249 株式会社つながる つながるデイサービス ツナガルデイサービス 7910214 愛媛県東温市南野田３３番２ 通所型サービス（独自） 089-916-6118 H29/04/01 指定 東温市

3871500256 株式会社ヤエス 株式会社ヤエス愛媛営業所 カブシキガイシャヤエスエヒメエイギョウショ 7910211 愛媛県東温市見奈良１５３２番地 福祉用具貸与 089-948-8322 H28/07/15 指定 東温市

3871500256 株式会社ヤエス 株式会社ヤエス愛媛営業所 カブシキガイシャヤエスエヒメエイギョウショ 7910211 愛媛県東温市見奈良１５３２番地 特定福祉用具販売 089-948-8322 H28/07/15 指定 東温市

3871500256 株式会社ヤエス 株式会社ヤエス愛媛営業所 カブシキガイシャヤエスエヒメエイギョウショ 7910211 愛媛県東温市見奈良１５３２番地 介護予防福祉用具貸与 089-948-8322 H28/07/15 指定 東温市

3871500256 株式会社ヤエス 株式会社ヤエス愛媛営業所 カブシキガイシャヤエスエヒメエイギョウショ 7910211 愛媛県東温市見奈良１５３２番地 特定介護予防福祉用具販売 089-948-8322 H28/07/15 指定 東温市

3871500264 医療法人  順風会 居宅介護支援事業所　長安 キョタクカイゴシエンジギョウショ　チョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 居宅介護支援 089-964-7555 H28/09/30 指定 東温市

3871500272 株式会社　でい－Ｃ ケアプランセンター　あ・ベンチ ケアプランセンター　ア・ベンチ 7910222 愛媛県東温市下林字別府甲1939番3 居宅介護支援 089-909-5506 H29/02/01 指定 東温市

3871500280 株式会社　でい－Ｃ デイサービスセンター　あ・ベンチ デイサービスセンター　ア・ベンチ 7910222 愛媛県東温市下林字別府甲1939番3 通所介護 089-909-5506 H29/01/23 指定 東温市

3871500280 株式会社　でい－Ｃ デイサービスセンター　あ・ベンチ デイサービスセンター　ア・ベンチ 7910222 愛媛県東温市下林字別府甲1939番3 通所型サービス（独自） 089-909-5506 H29/04/01 指定 東温市

3871500298 社会福祉法人　ミュゲの会 ヘルパーステーション　みゅげ ヘルパーステーション　ミュゲ 7910211 愛媛県東温市見奈良811番地1 訪問介護 089-955-1717 H29/02/01 指定 東温市

3871500298 社会福祉法人　ミュゲの会 ヘルパーステーション　みゅげ ヘルパーステーション　ミュゲ 7910211 愛媛県東温市見奈良811番地1 訪問型サービス（独自） 089-955-1717 H30/08/01 指定 東温市

3871500322 合同会社　ゆのく 居宅介護支援事業所　ゆのく キョタクカイゴシエンジギョウショ　ユノク 7910211 愛媛県東温市見奈良1399-3 居宅介護支援 089-909-3571 H30/03/12 指定 東温市

3871500330 合同会社　ゆのく ヘルパーステーション　ゆのく ヘルパーステーション　ユノク 7910211 愛媛県東温市見奈良1399-3 訪問介護 089-909-3571 H30/03/12 指定 東温市

3871500330 合同会社　ゆのく ヘルパーステーション　ゆのく ヘルパーステーション　ユノク 7910211 愛媛県東温市見奈良1399-3 訪問型サービス（独自） 089-909-3571 H30/04/01 指定 東温市

3871500330 合同会社　ゆのく ヘルパーステーション　ゆのく ヘルパーステーション　ユノク 7910211 愛媛県東温市見奈良1399-3 訪問型サービス（独自／定率） 089-909-3571 H30/04/01 指定 東温市

3871500348 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 しげのぶ清流園 シゲノブセイリュウエン 7910212 愛媛県東温市田窪２１１９番地１ 通所介護 089-955-2501 H30/11/01 指定 東温市

3871500348 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 しげのぶ清流園 シゲノブセイリュウエン 7910212 愛媛県東温市田窪２１１９番地１ 短期入所生活介護 089-955-2501 H30/11/01 指定 東温市

3871500348 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 しげのぶ清流園 シゲノブセイリュウエン 7910212 愛媛県東温市田窪２１１９番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-955-2501 H30/11/01 指定 東温市

3871500355 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 しげのぶ清愛園 シゲノブセイアイエン 7910212 愛媛県東温市田窪２１１９番地１ 通所介護 089-964-2224 H30/11/01 指定 東温市

3871500355 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 しげのぶ清愛園 シゲノブセイアイエン 7910212 愛媛県東温市田窪２１１９番地１ 短期入所生活介護 089-964-2224 H30/11/01 指定 東温市

3871500355 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団 しげのぶ清愛園 シゲノブセイアイエン 7910212 愛媛県東温市田窪２１１９番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-964-2224 H30/11/01 指定 東温市

3871500363 株式会社　ソリッドアース デイサービス　だん デイサービス　ダン 7910301 愛媛県東温市南方２２２番地 通所介護 090-1326-7509 H31/03/01 指定 東温市

3871500363 株式会社　ソリッドアース デイサービス　だん デイサービス　ダン 7910301 愛媛県東温市南方２２２番地 通所型サービス（独自） 089-909-3511 R01/05/01 指定 東温市

3871500363 株式会社　ソリッドアース デイサービス　だん デイサービス　ダン 7910301 愛媛県東温市南方２２２番地 通所型サービス（独自／定率） 089-909-3511 R01/05/01 指定 東温市

3873300028 社会福祉法人  喜久寿 指定居宅介護支援事業所ウェルケア重信 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショウェルケアシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 居宅介護支援 089-955-0310 H11/09/30 指定 東温市

3873300044 社会福祉法人  愛隣園 在宅介護支援センターガリラヤ荘 ザイタクカイゴシエンセンターガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 居宅介護支援 089-966-6250 H11/10/20 指定 東温市

3873300093 医療法人  順風会 ヘルパーステーション長安 ヘルパーステーションチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 訪問介護 089-964-1155 H12/01/28 指定 東温市

3873300093 医療法人  順風会 ヘルパーステーション長安 ヘルパーステーションチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 訪問型サービス（独自） 089-964-1155 H30/04/01 指定 東温市

3873300093 医療法人  順風会 ヘルパーステーション長安 ヘルパーステーションチョウアン 7910204 愛媛県東温市志津川甲２９番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-964-1155 H29/04/01 指定 東温市

3873300127 社会福祉法人  愛隣園 デイサービスガリラヤ荘 デイサービスガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 通所介護 089-966-2293 H12/03/10 指定 東温市

3873300127 社会福祉法人  愛隣園 デイサービスガリラヤ荘 デイサービスガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 通所型サービス（独自） 089-966-2293 H30/04/01 指定 東温市

3873300127 社会福祉法人  愛隣園 デイサービスガリラヤ荘 デイサービスガリラヤソウ 7910301 愛媛県東温市南方１７６６番地１ 通所型サービス（独自／定率） 089-966-2293 H29/11/01 指定 東温市

3873300135 有限会社  たんぽぽ介護サービス たんぽぽ・トーオンヘルパーサービス タンポポ・トーオンヘルパーサービス 7910211 愛媛県東温市見奈良399番地 訪問介護 089-955-5670 H12/03/10 指定 東温市

3873300135 有限会社  たんぽぽ介護サービス たんぽぽ・トーオンヘルパーサービス タンポポ・トーオンヘルパーサービス 7910211 愛媛県東温市見奈良399番地 訪問型サービス（独自） 089-955-5670 H30/04/01 指定 東温市

3873300168 社会福祉法人  喜久寿 指定訪問介護事業所ヘルパーステーション重信 シテイホウモンカイゴジギョウショヘルパーステーションシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 訪問介護 089-955-0310 H12/03/23 指定 東温市

3873300168 社会福祉法人  喜久寿 指定訪問介護事業所ヘルパーステーション重信 シテイホウモンカイゴジギョウショヘルパーステーションシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 訪問型サービス（独自） 089-955-0310 H30/04/01 指定 東温市

3873300192 社会福祉法人  喜久寿 指定短期入所生活介護事業所ショートステイ施設重信 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショショートステイシセツシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 短期入所生活介護 089-955-0310 H12/03/17 指定 東温市

3873300192 社会福祉法人  喜久寿 指定短期入所生活介護事業所ショートステイ施設重信 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショショートステイシセツシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 介護予防短期入所生活介護 089-955-0310 H18/04/01 指定 東温市

3873300218 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンター重信 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 通所介護 089-909-6828 H12/03/17 指定 東温市

3873300218 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンター重信 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターシゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 通所型サービス（独自） 089-955-0310 H30/04/01 指定 東温市

3873300226 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンターあいくる シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターアイクル 7910204 愛媛県東温市志津川甲83番1 通所介護 089-964-7061 H12/03/17 指定 東温市

3873300226 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンターあいくる シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンターアイクル 7910204 愛媛県東温市志津川甲83番1 通所型サービス（独自） 089-964-7061 H30/04/01 指定 東温市
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3873300259 社会福祉法人  喜久寿 重信 シゲノブ 7910215 愛媛県東温市北野田５３３番１ 介護老人福祉施設 089-955-0310 H12/04/01 指定 東温市

3873300267 社会福祉法人  三恵会 居宅介護支援事業所希望の館 キョタクカイゴシエンジギョウショキボウノヤカタ 7910311 愛媛県東温市則之内甲２７８３番地１ 居宅介護支援 089-961-1214 H12/04/24 指定 東温市

3873300283 医療法人  辻井循環器科内科 グループホームつじい グループホームツジイ 7910212 愛媛県東温市田窪253番地2 認知症対応型共同生活介護 089-964-7321 H18/04/01 指定 東温市

3873300283 医療法人  辻井循環器科内科 グループホームつじい グループホームツジイ 7910212 愛媛県東温市田窪253番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-964-7321 H18/04/01 指定 東温市

3873300291 医療法人さくら会 グループホーム菜の花 グループホームナノハナ 7910204 愛媛県東温市志津川91番地3 認知症対応型共同生活介護 089-960-5855 H18/04/01 指定 東温市

3873300291 医療法人さくら会 グループホーム菜の花 グループホームナノハナ 7910204 愛媛県東温市志津川91番地3 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-960-5855 H18/04/01 指定 東温市

3873300341 有限会社　まるいち 有限会社　まるいち訪問介護事業所 ユウゲンガイシャ　マルイチホウモンカイゴジギョウショ 7910301 愛媛県東温市南方４７４番地の９ 訪問介護 089-966-2385 H16/02/13 指定 東温市

3873300341 有限会社　まるいち 有限会社　まるいち訪問介護事業所 ユウゲンガイシャ　マルイチホウモンカイゴジギョウショ 7910301 愛媛県東温市南方４７４番地の９ 訪問型サービス（独自） 089-966-2385 H30/04/01 指定 東温市

3891500013 医療法人  さくら会 さくら倶楽部 サクラクラブ 7910204 愛媛県東温市志津川８９－３ 小規模多機能型居宅介護 089-964-7787 H18/04/01 指定 東温市

3891500013 医療法人  さくら会 さくら倶楽部 サクラクラブ 7910204 愛媛県東温市志津川８９－３ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-964-7787 H18/04/01 指定 東温市

3891500021 医療法人　中野クリニック アンダンテ アンダンテ 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-955-5771 H18/10/01 指定 東温市

3891500021 医療法人　中野クリニック アンダンテ アンダンテ 7910204 愛媛県東温市志津川１５７７番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-955-5771 H18/10/01 指定 東温市

3891500039 医療法人　辻井循環器科内科 グループホームつじい グループホームツジイ 7910212 愛媛県東温市田窪２５３－２ 認知症対応型通所介護 089-964-7321 H19/10/01 指定 東温市

3891500039 医療法人　辻井循環器科内科 グループホームつじい グループホームツジイ 7910212 愛媛県東温市田窪２５３－２ 介護予防認知症対応型通所介護 089-964-7321 H19/10/01 指定 東温市

3891500047 社会福祉法人　ミュゲの会 地域密着型特別養護老人ホーム　ミュゲの里 チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホーム　ミュゲノサト 7910211 愛媛県東温市見奈良７３８番地 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-955-1133 H23/04/01 指定 東温市

3891500054 医療法人　辻井循環器科内科 グループホームはあと グループホームハアト 7910212 愛媛県東温市田窪２０５４番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-964-1023 H23/04/01 指定 東温市

3891500054 医療法人　辻井循環器科内科 グループホームはあと グループホームハアト 7910212 愛媛県東温市田窪２０５４番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-964-1023 H23/04/01 指定 東温市

3891500062 有限会社　イヨメディカル 小規模多機能センター　たのくぼ ショウキボタキノウセンター　タノクボ 7910212 愛媛県東温市田窪９１７番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-955-5668 H23/04/01 指定 東温市

3891500062 有限会社　イヨメディカル 小規模多機能センター　たのくぼ ショウキボタキノウセンター　タノクボ 7910212 愛媛県東温市田窪９１７番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-955-5668 H23/04/01 指定 東温市

3891500070 株式会社　悠遊社 グループホーム重信の郷 グループホームシゲノブノサト 7910204 愛媛県東温市志津川1820-6 認知症対応型共同生活介護 089-955-0866 H28/04/01 指定 東温市

3891500070 株式会社　悠遊社 グループホーム重信の郷 グループホームシゲノブノサト 7910204 愛媛県東温市志津川1820-6 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-955-0866 H28/04/01 指定 東温市

3803200017 上島町 上島町指定介護予防支援事業所 カミジマチョウシテカイゴヨボウシエンジギョウショ 7942503 越智郡上島町生名２１３３番地４ 介護予防支援 0897-77-3698 H19/04/01 指定 越智郡上島町

3803200017 上島町 上島町指定介護予防支援事業所 カミジマチョウシテカイゴヨボウシエンジギョウショ 7942503 越智郡上島町生名２１３３番地４ 介護予防ケアマネジメント 0897-77-3698 H27/04/01 指定 越智郡上島町

3813210105 ＊ 岩城診療所 イワギシンリョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城２１２３番地の１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 越智郡上島町

3813210105 ＊ 岩城診療所 イワギシンリョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城２１２３番地の１ 通所リハビリテーション 0897-75-3188 H21/04/01 指定 越智郡上島町

3813210105 ＊ 岩城診療所 イワギシンリョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城２１２３番地の１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-75-3188 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3813210105 ＊ 岩城診療所 イワギシンリョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城２１２３番地の１ 介護予防通所リハビリテーション 0897-75-3188 H21/04/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 訪問看護 0897-78-0245 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 訪問リハビリテーション 0897-78-0245 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 居宅療養管理指導 0897-78-0245 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 通所リハビリテーション 0897-78-0245 H21/04/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 介護予防訪問看護 0897-78-0245 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 介護予防訪問リハビリテーション 0897-78-0245 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 介護予防居宅療養管理指導 0897-78-0245 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3813210295 上島町長 上島町高井神へき地出張診療所 カミジマチョウタカイカミヘキチシュッチョウシンリョウジョ 7942541 愛媛県越智郡上島町魚島2番耕地130番地 介護予防通所リハビリテーション 0897-78-0245 H21/04/01 指定 越智郡上島町

3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 訪問看護 H30/05/01 指定 越智郡上島町

3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 訪問リハビリテーション H30/05/01 指定 越智郡上島町

3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 居宅療養管理指導 H30/05/01 指定 越智郡上島町

3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 通所リハビリテーション H30/05/01 指定 越智郡上島町

3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 介護予防訪問看護 H30/05/01 指定 越智郡上島町

3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 介護予防訪問リハビリテーション H30/05/01 指定 越智郡上島町

3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 介護予防居宅療養管理指導 H30/05/01 指定 越智郡上島町
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3813210329 上島町 上島町魚島国民健康保険診療所 カミジマチョウウオシマコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１２４番地３ 介護予防通所リハビリテーション H30/05/01 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 訪問看護 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 訪問リハビリテーション 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 居宅療養管理指導 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 通所リハビリテーション 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 介護予防訪問看護 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 介護予防訪問リハビリテーション 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 介護予防居宅療養管理指導 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813210337 杉山　晃一 すぎ山クリニック スギヤマクリニック 7942509 愛媛県越智郡上島町弓削土生208-1 介護予防通所リハビリテーション 999-999-9999 R03/01/07 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 訪問看護 H12/04/01 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 通所リハビリテーション 0897-77-2074 H21/04/01 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 介護予防訪問看護 0897-77-2074 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 介護予防訪問リハビリテーション 0897-77-2074 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 介護予防居宅療養管理指導 0897-77-2074 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3813228206 ＊ 秦医院 ハタイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削１２７番地の５ 介護予防通所リハビリテーション 0897-77-2074 H21/04/01 指定 越智郡上島町

3833230521 ＊ 岩城歯科診療所 イワギシカシンリョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城２１２３－１ 居宅療養管理指導 0897-75-2628 H12/04/01 指定 越智郡上島町

3833230521 ＊ 岩城歯科診療所 イワギシカシンリョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城２１２３－１ 介護予防居宅療養管理指導 0897-75-2628 H18/04/01 指定 越智郡上島町

3833230687 * 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削227 訪問看護 0897-77-3718 H18/05/01 指定 越智郡上島町

3833230687 * 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削227 訪問リハビリテーション 0897-77-3718 H18/05/01 指定 越智郡上島町

3833230687 * 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削227 居宅療養管理指導 0897-77-3718 H18/05/01 指定 越智郡上島町

3833230687 * 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削227 介護予防訪問看護 0897-77-3718 H18/05/01 指定 越智郡上島町

3833230687 * 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削227 介護予防訪問リハビリテーション 0897-77-3718 H18/05/01 指定 越智郡上島町

3833230687 * 鈴木歯科医院 スズキシカイイン 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削227 介護予防居宅療養管理指導 0897-77-3718 H18/05/01 指定 越智郡上島町

3873200764 特定非営利活動法人　サン・スマ サン・スマ介護サービス サン・スマカイゴサービス 7942550 愛媛県越智郡上島町生名５０８番地 訪問介護 0897-74-0963 H16/02/26 指定 越智郡上島町

3873200764 特定非営利活動法人　サン・スマ サン・スマ介護サービス サン・スマカイゴサービス 7942550 愛媛県越智郡上島町生名５０８番地 訪問型サービス（独自） 0897-74-0963 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3873200822 上島町 上島町指定居宅介護支援事業所 カミジマチョウシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名621-1上島町生名総合支所 居宅介護支援 0897-74-0921 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3873200855 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協居宅介護支援事業所 カミジマチョウシャキョウキョタクカイゴシエンジギョウショ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名2133番地3 居宅介護支援 0897-76-2638 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3873200863 上島町 上島町魚島デイサービスセンター カミジマチョウウオシマデイサービスセンター 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１３６７番地２ 地域密着型通所介護 0897-74-1120 H28/04/01 指定 越智郡上島町

3873200863 上島町 上島町魚島デイサービスセンター カミジマチョウウオシマデイサービスセンター 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１３６７番地２ 訪問型サービス（独自） 0897-74-1120 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3873200863 上島町 上島町魚島デイサービスセンター カミジマチョウウオシマデイサービスセンター 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地１３６７番地２ 通所型サービス（独自） 0897-74-1120 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3873200897 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協訪問介護事業所 カミシマチョウシャキョウホウモンカイゴジギョウショ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名2133番地3 訪問介護 0897-76-2638 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3873200897 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協訪問介護事業所 ホウシマチョウシャキョウオトズモンカイゴジギョウショ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名2133番地3 訪問型サービス（独自） 0897-76-2638 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3873200913 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協生名通所介護事業所 カミジマチョウシャキョウイキナツウショカイゴジギョウショ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名2133番地3上島町生名デイサービスセンター 地域密着型通所介護 0897-76-2638 H28/04/01 指定 越智郡上島町

3873200913 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協生名通所介護事業所 カミシマチョウシャキョウイキナツウショカイゴジギョウショ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名2133番地3上島町生名デイサービスセンター 通所型サービス（独自） 0897-76-2638 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3873200921 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協岩城通所介護事業所 カミジマチョウシャキョウイワギツウショカイゴジギョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城2239番地 地域密着型通所介護 0897-75-3177 H28/04/01 指定 越智郡上島町

3873200921 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協岩城通所介護事業所 カミジマチョウシャキョウイワギツウショカイゴジギョウショ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城2239番地 通所型サービス（独自） 0897-75-3177 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3873200939 上島町 上島町特別養護老人ホーム海光園 カミジマチョウトクベツヨウゴロウジンホームカイコウエン 7942550 愛媛県越智郡上島町生名1268番地1 介護老人福祉施設 0897-76-2250 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3873200947 上島町 上島町老人短期入所施設 カミジマチョウロウジンタンキニュウショシセツ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名1268番地1 短期入所生活介護 0897-76-2250 H16/10/01 指定 越智郡上島町

3873200947 上島町 上島町老人短期入所施設 カミジマチョウロウジンタンキニュウショシセツ 7942550 愛媛県越智郡上島町生名1268番地1 介護予防短期入所生活介護 0897-76-2250 H19/12/01 指定 越智郡上島町

3873200988 株式会社　廣昭 株式会社　廣昭 カブシキガイシャ　ヒロショウ 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削206番地2 福祉用具貸与 0897-77-2700 H20/11/01 指定 越智郡上島町
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3873200988 株式会社　廣昭 株式会社　廣昭 カブシキガイシャ　ヒロショウ 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削206番地2 特定福祉用具販売 0897-77-2700 H20/11/01 指定 越智郡上島町

3873200988 株式会社　廣昭 株式会社　廣昭 カブシキガイシャ　ヒロショウ 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削206番地2 介護予防福祉用具貸与 0897-77-2700 H20/11/01 指定 越智郡上島町

3873200988 株式会社　廣昭 株式会社　廣昭 カブシキガイシャ　ヒロショウ 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削206番地2 特定介護予防福祉用具販売 0897-77-2700 H20/11/01 指定 越智郡上島町

3873200996 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協弓削通所介護事業所 カミジマチョウシャキョウユウゲツウショカイゴジギョウショ 7942503 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削1907番地1 地域密着型通所介護 0897-77-2555 H28/04/01 指定 越智郡上島町

3873200996 社会福祉法人上島町社会福祉協議会 上島町社協弓削通所介護事業所 カミジマチョウシャキョウユウゲツウショカイゴジギョウショ 7942503 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削1907番地1 通所型サービス（独自） 0897-77-2555 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3873201002 株式会社幸福丸 デイサービス　はっぴい横丁 デイサービス　ハッピイヨコチョウ 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削460番地 地域密着型通所介護 0897-72-9181 H28/04/01 指定 越智郡上島町

3873201002 株式会社幸福丸 デイサービス　はっぴい横丁 デイサービス　ハッピイヨコチョウ 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削460番地 通所型サービス（独自） 0897-72-9181 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3883200036 上島町 上島町魚島デイサービスセンター カミジマチョウウオシマデイサービスセンター 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地1367番地2 訪問介護 0897-74-1120 H29/04/01 指定 越智郡上島町

3883200036 上島町 上島町魚島デイサービスセンター カミジマチョウウオシマデイサービスセンター 7942540 愛媛県越智郡上島町魚島一番耕地1367番地2 訪問型サービス（独自） 0897-74-1120 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3893200018 特定非営利活動法人　ふくふくの会 小規模多機能ホームふくふくの会わくわく ショウキボタキノウホームフクフクノカイワクワク 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1028-1 小規模多機能型居宅介護 0897-77-3930 H22/03/01 指定 越智郡上島町

3893200018 特定非営利活動法人　ふくふくの会 小規模多機能ホームふくふくの会わくわく ショウキボタキノウホームフクフクノカイワクワク 7942506 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削1028-1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-77-3930 H22/03/01 指定 越智郡上島町

3893200026 特定非営利活動法人ふくふくの会 小規模多機能ホームふくふくの会ふくふく ショウキボタキノウホームフクフクノカイフクフク 7942503 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削3番地 小規模多機能型居宅介護 0897-77-3930 H26/04/07 指定 越智郡上島町

3893200026 特定非営利活動法人ふくふくの会 小規模多機能ホームふくふくの会ふくふく ショウキボタキノウホームフクフクノカイフクフク 7942503 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削3番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 0897-77-3930 H26/04/07 指定 越智郡上島町

3893200034 株式会社幸福丸 グループホームさくらや グループホームサクラヤ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城2239番地 認知症対応型通所介護 0897-72-9394 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3893200034 株式会社幸福丸 グループホームさくらや グループホームサクラヤ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城2239番地 認知症対応型共同生活介護 0897-72-9394 H28/12/01 指定 越智郡上島町

3893200034 株式会社幸福丸 グループホームさくらや グループホームサクラヤ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城2239番地 介護予防認知症対応型通所介護 0897-72-9394 H30/04/01 指定 越智郡上島町

3893200034 株式会社幸福丸 グループホームさくらや グループホームサクラヤ 7942410 愛媛県越智郡上島町岩城2239番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0897-72-9394 H28/12/01 指定 越智郡上島町

3893200042 合同会社　サン・スマ デイサービス　すまいる デイサービス　スマイル 7942550 愛媛県越智郡上島町生名508 地域密着型通所介護 0897-74-0963 H30/08/01 指定 越智郡上島町

3893200042 合同会社　サン・スマ デイサービス　すまいる デイサービス　スマイル 7942550 愛媛県越智郡上島町生名508 通所型サービス（独自） 0897-74-0963 H31/04/01 指定 越智郡上島町

3803400013 久万高原町 久万高原町地域包括支援センター クマコウゲンチョウチイキホウカツシエンセンター 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２番地 介護予防支援 0892-50-0230 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3803400013 久万高原町 久万高原町地域包括支援センター クマコウゲンチョウチイキホウカツシエンセンター 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２１２番地 介護予防ケアマネジメント 0892-50-0230 H27/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 訪問看護 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 通所リハビリテーション 0892-21-1135 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410002 医療法人社団マリナ会　西本医院 西本医院 ニシモトイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２９２番地の６ 介護予防通所リハビリテーション 0892-21-1135 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 訪問看護 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 通所リハビリテーション 0892-56-0908 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 短期入所療養介護 H12/02/10 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護予防訪問看護 0892-56-0908 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護予防訪問リハビリテーション 0892-56-0908 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護予防居宅療養管理指導 0892-56-0908 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護予防通所リハビリテーション 0892-56-0908 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410010 医療法人  みかわクリニック みかわクリニック ミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護予防短期入所療養介護 0892-56-0908 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 訪問看護 0892-54-2050 H13/09/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 訪問リハビリテーション 0892-54-2050 H13/09/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 居宅療養管理指導 0892-54-2050 H13/09/01 指定 上浮穴郡久万高原町
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3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 通所リハビリテーション 0892-54-2050 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 介護予防訪問看護 0892-54-2050 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0892-54-2050 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0892-54-2050 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410051 医療法人　吉村内科 吉村医院 ヨシムライイン 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川８４９番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0892-54-2050 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 訪問看護 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 訪問リハビリテーション 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 居宅療養管理指導 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 通所リハビリテーション 0892-21-1120 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 短期入所療養介護 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 介護療養型医療施設 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 介護予防訪問看護 0892-21-1120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 介護予防訪問リハビリテーション 0892-21-1120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 介護予防居宅療養管理指導 0892-21-1120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 介護予防通所リハビリテーション 0892-21-1120 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410069 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万65 介護予防短期入所療養介護 0892-21-1120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウフジミネシウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 訪問看護 0892-21-1637 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンフジミネシンリョウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 訪問リハビリテーション 0892-21-1637 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンフジミネシンリョウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 居宅療養管理指導 0892-21-1637 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンフジミネシンリョウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 通所リハビリテーション 0892-21-1637 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンフジミネシンリョウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 介護予防訪問看護 0892-21-1637 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンフジミネシンリョウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0892-21-1637 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンフジミネシンリョウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0892-21-1637 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410077 久万高原町 久万高原町国民健康保険父二峰診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンフジミネシンリョウジョ 7911221 愛媛県上浮穴郡久万高原町露峰甲４１５番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0892-21-1637 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 訪問看護 0892-58-2016 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 訪問リハビリテーション 0892-58-2016 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 居宅療養管理指導 0892-58-2016 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 通所リハビリテーション 0892-58-2016 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 介護予防訪問看護 0892-58-2016 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 介護予防訪問リハビリテーション 0892-58-2016 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 介護予防居宅療養管理指導 0892-58-2016 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410085 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２４７４番地 介護予防通所リハビリテーション 0892-58-2016 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 訪問看護 0892-58-2822 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 訪問リハビリテーション 0892-58-2822 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 居宅療養管理指導 0892-58-2822 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 通所リハビリテーション 0892-58-2822 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 介護予防訪問看護 0892-58-2822 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 介護予防訪問リハビリテーション 0892-58-2822 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 介護予防居宅療養管理指導 0892-58-2822 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410093 久万高原町 久万高原町国民健康保険面河診療所前組出張所 クマコウゲンチョウコクミンケンコウホケンオモゴシンリョウジョマエグミシュッチョウショ 7911704 愛媛県上浮穴郡久万高原町前組１７７４番地 介護予防通所リハビリテーション 0892-58-2822 H21/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 訪問看護 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 訪問リハビリテーション 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町
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3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 居宅療養管理指導 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 通所リハビリテーション 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 介護予防訪問看護 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 介護予防訪問リハビリテーション 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 介護予防居宅療養管理指導 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410119 医療法人　うつのみや内科 うつのみや内科 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万２０６番地５ 介護予防通所リハビリテーション 0892213353 H22/05/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410127 菅　篤志 直瀬クリニック ナオセクリニック 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬２８８１－１ 訪問看護 0892-31-0011 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410127 菅　篤志 直瀬クリニック ナオセクリニック 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬２８８１－１ 訪問リハビリテーション 0892-31-0011 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410127 菅　篤志 直瀬クリニック ナオセクリニック 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬２８８１－１ 居宅療養管理指導 0892-31-0011 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410127 菅　篤志 直瀬クリニック ナオセクリニック 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬２８８１－１ 介護予防訪問看護 0892-31-0011 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410127 菅　篤志 直瀬クリニック ナオセクリニック 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬２８８１－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0892-31-0011 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410127 菅　篤志 直瀬クリニック ナオセクリニック 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬２８８１－１ 介護予防居宅療養管理指導 0892-31-0011 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410135 菅  篤志 畑野川クリニック ハタノカワクリニック 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川３７０－２ 訪問看護 0892-41-0020 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410135 菅  篤志 畑野川クリニック ハタノカワクリニック 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川３７０－２ 訪問リハビリテーション 0892-41-0020 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410135 菅  篤志 畑野川クリニック ハタノカワクリニック 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川３７０－２ 居宅療養管理指導 0892-41-0020 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410135 菅  篤志 畑野川クリニック ハタノカワクリニック 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川３７０－２ 介護予防訪問看護 0892-41-0020 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410135 菅  篤志 畑野川クリニック ハタノカワクリニック 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川３７０－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0892-41-0020 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3813410135 菅  篤志 畑野川クリニック ハタノカワクリニック 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川３７０－２ 介護予防居宅療養管理指導 0892-41-0020 H27/05/31 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430162 ＊ 畑野川歯科診療所 ハタノガワシカシンリョウジョ 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川甲３７０番地の２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430162 ＊ 畑野川歯科診療所 ハタノガワシカシンリョウジョ 7911212 愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川甲３７０番地の２ 介護予防居宅療養管理指導 0892-41-0637 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430170 ＊ わたなべ歯科医院 ワタナベシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万１５４－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430170 ＊ わたなべ歯科医院 ワタナベシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万１５４－１ 介護予防居宅療養管理指導 0892-21-0330 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430287 保田　国雄 美川歯科診療所 ミカワシカシンリョウショ 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2924番地1 居宅療養管理指導 H14/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430287 保田　国雄 美川歯科診療所 ミカワシカシンリョウショ 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2924番地1 介護予防居宅療養管理指導 0892-56-0508 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430295 * 柳谷歯科 ヤナダニシカ 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川839 居宅療養管理指導 0892-50-1488 H15/10/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430295 * 柳谷歯科 ヤナダニシカ 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川839 介護予防居宅療養管理指導 0892-50-1488 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430303 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５番地 訪問看護 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430303 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５番地 訪問リハビリテーション 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430303 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５番地 居宅療養管理指導 0892-21-1120 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430303 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５番地 介護予防訪問看護 0892-21-1120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430303 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５番地 介護予防訪問リハビリテーション 0892-21-1120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430303 久万高原町 国民健康保険久万高原町立病院 コクミンケンコウホケンクマコウゲンチョウリツビョウイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５番地 介護予防居宅療養管理指導 0892-21-1120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430311 医療法人　高興会 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万338-2 訪問看護 0892-21-1182 H18/01/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430311 医療法人　高興会 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万338-2 訪問リハビリテーション 0892-21-1182 H18/01/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430311 医療法人　高興会 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万338-2 居宅療養管理指導 0892-21-1182 H18/01/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430311 医療法人　高興会 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万338-2 介護予防訪問看護 0892-21-1182 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430311 医療法人　高興会 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万338-2 介護予防訪問リハビリテーション 0892-21-1182 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3833430311 医療法人　高興会 高橋歯科医院 タカハシシカイイン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万338-2 介護予防居宅療養管理指導 0892-21-1182 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3843440037 株式会社  澤田薬局 株式会社澤田薬局 カブシキガイシャサワダヤッキョク 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万１７１番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3843440037 株式会社  澤田薬局 株式会社澤田薬局 カブシキガイシャサワダヤッキョク 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万１７１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0892-21-0111 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3843440060 株式会社  澤田薬局 久万調剤薬局 クマチョウザイヤッキョク 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万３２－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3843440060 株式会社  澤田薬局 久万調剤薬局 クマチョウザイヤッキョク 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万３２－２ 介護予防居宅療養管理指導 0892-50-0120 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3843440094 株式会社　澤田薬局 久万調剤薬局　ふれあいロード店 クマチョウザイヤッキョク　フレアイロードテン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万1281-1 居宅療養管理指導 0892-21-1733 H21/03/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3843440094 株式会社　澤田薬局 久万調剤薬局　ふれあいロード店 クマチョウザイヤッキョク　フレアイロードテン 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万1281-1 介護予防居宅療養管理指導 0892-21-1733 H21/03/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3843440102 株式会社　FESREC みかわ薬局 ミカワヤッキョク 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2933-1 居宅療養管理指導 0892-50-9070 H28/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3843440102 株式会社　FESREC みかわ薬局 ミカワヤッキョク 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2933-1 介護予防居宅療養管理指導 0892-50-9070 H28/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3853480014 久万高原町 久万高原町立老人保健施設あけぼの クマコウゲンチョウリツロウジンホケンシセツアケボノ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万71番地1 通所リハビリテーション 0892-21-1800 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3853480014 久万高原町 久万高原町立老人保健施設あけぼの クマコウゲンチョウリツロウジンホケンシセツアケボノ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万71番地1 短期入所療養介護 0892-21-1800 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3853480014 久万高原町 久万高原町立老人保健施設あけぼの クマコウゲンチョウリツロウジンホケンシセツアケボノ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万71番地1 介護老人保健施設 0892-21-1800 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3853480014 久万高原町 久万高原町立老人保健施設あけぼの クマコウゲンチョウリツロウジンホケンシセツアケボノ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万71番地1 介護予防通所リハビリテーション 0892-21-1800 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3853480014 久万高原町 久万高原町立老人保健施設あけぼの クマコウゲンチョウリツロウジンホケンシセツアケボノ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万71番地1 介護予防短期入所療養介護 0892-21-1800 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3863491043 久万高原町 久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの クマコウゲンチョウリツホウモンカンゴステーションアケボノ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万７１番地１ 訪問看護 0892-21-2668 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3863491043 久万高原町 久万高原町立訪問看護ステーションあけぼの クマコウゲンチョウリツホウモンカンゴステーションアケボノ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万７１番地１ 介護予防訪問看護 0892-21-2668 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400018 社会福祉法人  喜久寿 指定居宅介護支援事業所久万の里 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショクマノサト 7911205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５８０番地２４ 居宅介護支援 0892-21-1000 H11/12/15 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400109 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンター久万の里 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンタークマノサト 7911205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５８０番地２４ 通所介護 0892-21-1000 H12/03/10 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400109 社会福祉法人  喜久寿 指定通所介護事業所デイサービスセンター久万の里 シテイツウショカイゴジギョウショデイサービスセンタークマノサト 7911205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５８０番地２４ 通所型サービス（独自） 0892-21-1000 H30/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400141 社会福祉法人  喜久寿 指定短期入所生活介護事業所ショートステイ施設久万の里 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショショートステイシセツクマノサト 7911205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５８０番地２４ 短期入所生活介護 0892-21-1000 H12/03/17 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400141 社会福祉法人  喜久寿 指定短期入所生活介護事業所ショートステイ施設久万の里 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショショートステイシセツクマノサト 7911205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５８０番地２４ 介護予防短期入所生活介護 0892-21-1000 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400182 社会福祉法人  喜久寿 指定介護老人福祉施設　久万の里 シテイカイゴロウジンフクシシセツ　クマノサト 7911205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５８０番地２４ 介護老人福祉施設 0892-21-1000 H12/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400208 有限会社介護支援サービスしろもと グループホーム・サマリヤの家 グループホーム・サマリヤノイエ 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲623番地2 認知症対応型共同生活介護 0892-21-2233 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400208 有限会社介護支援サービスしろもと グループホーム・サマリヤの家 グループホーム・サマリヤノイエ 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲623番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 0892-21-2233 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400216 有限会社たんぽぽ介護サービス くま安心館グループホーム クマアンシンカングループホーム 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万540-3番地 認知症対応型共同生活介護 0892-21-3255 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400216 有限会社たんぽぽ介護サービス くま安心館グループホーム クマアンシンカングループホーム 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万540-3番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0892-21-3255 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400224 有限会社介護支援サービスしろもと グループホーム・シオンの家 グループホーム・シオンノイエ 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲535番地 認知症対応型共同生活介護 0892-21-0635 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400224 有限会社介護支援サービスしろもと グループホーム・シオンの家 グループホーム・シオンノイエ 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲535番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0892-21-0635 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400273 有限会社　エル・シー・エヌ グループホーム　久万いこいの郷 グループホーム　クマイコイノサト 7911200 愛媛県上浮穴郡久万高原町入野1726番地の5 認知症対応型共同生活介護 0892-50-0037 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400273 有限会社　エル・シー・エヌ グループホーム　久万いこいの郷 グループホーム　クマイコイノサト 7911200 愛媛県上浮穴郡久万高原町入野1726番地の5 介護予防認知症対応型共同生活介護 0892-50-0037 H18/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400281 有限会社　ナイスデイ デイサービスセンター　直瀬 デイサービスセンター　ナオセ 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬甲3974番地6 通所介護 0892-50-1150 H15/10/28 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400281 有限会社　ナイスデイ デイサービスセンター　直瀬 デイサービスセンター　ナオセ 7911213 愛媛県上浮穴郡久万高原町直瀬甲3974番地6 通所型サービス（独自） 0892-50-1150 H30/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400364 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 久万高原町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 クマコウゲンチョウシャカイフクシキョウギカイシテイホウモンカイゴジギョウショ 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 訪問介護 0892-21-0800 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400364 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 久万高原町社会福祉協議会指定訪問介護事業所 クマコウゲンチョウシャカイフクシキョウギカイシテイホウモンカイゴジギョウショ 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩2920番地1 訪問型サービス（独自） 0892-21-0800 H30/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400406 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 美川デイサービスセンター ミカワデイサービスセンター 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１美川保健福祉センター 通所介護 0892-56-0750 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400406 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 美川デイサービスセンター ミカワデイサービスセンター 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１美川保健福祉センター 通所型サービス（独自） 0892-56-0750 H30/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400414 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 デイサービスセンターおもご デイサービスセンターオモゴ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２３１０番地おもご高齢者生活支援ハウス 地域密着型通所介護 0892-50-1833 H28/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400414 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 デイサービスセンターおもご デイサービスセンターオモゴ 7911701 愛媛県上浮穴郡久万高原町渋草２３１０番地おもご高齢者生活支援ハウス 通所型サービス（独自） 0892-50-1833 H30/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400463 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 久万高原町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所 クマコウゲンチョウシャカイフクシキョウギカイシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地１ 居宅介護支援 0892-56-0855 H16/08/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400471 久万高原町 ケアプランサービス　くま ケアプランサービス　クマ 7911201 愛媛県上浮穴郡久万高原町久万６５番地久万高原町立病院 居宅介護支援 0892-21-1120 H17/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400489 有限会社　介護支援サービスしろもと デイサービス　ハレルヤ デイサービス　ハレルヤ 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲623-2 通所型サービス（独自） 0892-50-0222 H30/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400497 有限会社介護支援サービスしろもと ヘルパーセンターしろもと ヘルパーセンターシロモト 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲623番地2 訪問介護 0892-50-0222 H24/09/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400497 有限会社介護支援サービスしろもと ヘルパーセンターしろもと ヘルパーセンターシロモト 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲623番地2 訪問型サービス（独自） 0892-50-0222 H30/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3873400505 社会福祉法人　喜久寿 指定介護老人福祉施設　久万の里新館 シテイカイゴロウジンフクシシセツ　クマノサトシンカン 7911205 愛媛県上浮穴郡久万高原町菅生３番耕地５８０番地２４ 介護老人福祉施設 0892-21-1000 H26/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3893400030 有限会社介護支援サービスしろもと 小規模多機能ホーム・メサイア ショウキボタキノウホーム・メサイア 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲５３５ 小規模多機能型居宅介護 0892-21-3383 H24/02/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3893400048 有限会社介護支援サービスしろもと グループホーム・サマリヤの家　通所介護 グループホーム・サマリヤノイエ　ツウショカイゴ 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲６２３番地２ 認知症対応型通所介護 0892-21-3383 R01/07/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3893400048 有限会社介護支援サービスしろもと グループホーム・サマリヤの家　通所介護 グループホーム・サマリヤノイエ　ツウショカイゴ 7911206 愛媛県上浮穴郡久万高原町上野尻甲６２３番地２ 介護予防認知症対応型通所介護 0892-21-3383 R01/07/01 指定 上浮穴郡久万高原町
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38A3400011 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会 柳谷デイサービスセンター ヤナダニデイサービスセンター 7911801 愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川846番地 通所型サービス（独自／定率） 0892-54-2941 H29/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

38B3400019 医療法人  みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック カイゴイリョウインミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 通所リハビリテーション 0892-56-0908 R02/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

38B3400019 医療法人  みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック カイゴイリョウインミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 短期入所療養介護 0892-56-0908 R02/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

38B3400019 医療法人  みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック カイゴイリョウインミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護医療院 0892-56-0908 R02/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

38B3400019 医療法人  みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック カイゴイリョウインミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護予防通所リハビリテーション 0892-56-0908 R02/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

38B3400019 医療法人  みかわクリニック 介護医療院みかわクリニック カイゴイリョウインミカワクリニック 7911501 愛媛県上浮穴郡久万高原町上黒岩２９２０番地 介護予防短期入所療養介護 0892-56-0908 R02/04/01 指定 上浮穴郡久万高原町

3803500010 松前町 松前町地域包括支援センター マサキチョウチイキホウカツシエンセンター 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井631番地 介護予防支援 089-985-4205 H19/04/01 指定 伊予郡松前町

3803500010 松前町 松前町地域包括支援センター マサキチョウチイキホウカツシエンセンター 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井631番地 介護予防ケアマネジメント 089-985-4205 H27/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510108 医療法人  高瀬内科胃腸科 高瀬内科胃腸科 タカセナイカイチョウカ 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作５３９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510108 医療法人  高瀬内科胃腸科 高瀬内科胃腸科 タカセナイカイチョウカ 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作５３９－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-984-8980 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510108 医療法人  高瀬内科胃腸科 高瀬内科胃腸科 タカセナイカイチョウカ 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作５３９－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-984-8980 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 通所リハビリテーション 089-985-0115 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 介護予防訪問看護 089-985-0115 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-985-0115 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-0115 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510140 ＊ むかいだ小児科 ムカイダショウニカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９２番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-985-0115 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 通所リハビリテーション 089-985-2522 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 介護予防訪問看護 089-985-2522 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-985-2522 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-2522 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510223 ＊ 東岡整形外科 ヒガシオカセイケイゲカ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６７０番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-985-2522 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 通所リハビリテーション 089-984-1300 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 介護予防訪問看護 089-984-1300 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-984-1300 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-984-1300 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510272 医療法人  松前病院 松前病院 マサキビョウイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９２－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-984-1300 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 通所リハビリテーション 089-960-3197 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 介護予防訪問看護 089-960-3197 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-3197 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-3197 H18/04/01 指定 伊予郡松前町
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3813510280 ＊ 梶原クリニック カジワラクリニック 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作字山王１－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-960-3197 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 訪問看護 089-985-2591 H15/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 訪問リハビリテーション 089-985-2591 H15/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 居宅療養管理指導 089-985-2591 H15/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 通所リハビリテーション 089-985-2591 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 介護予防訪問看護 089-985-2591 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 介護予防訪問リハビリテーション 089-985-2591 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-2591 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510397 * 北伊予緩和ケアクリニック キタイヨカンワケアクリニック 7913161 愛媛県伊予郡松前町神崎６９ 介護予防通所リハビリテーション 089-985-2591 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 訪問看護 089-960-3620 H18/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 訪問リハビリテーション 089-960-3620 H18/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 居宅療養管理指導 089-960-3620 H18/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 通所リハビリテーション 089-960-3620 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 介護予防訪問看護 089-960-3620 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 介護予防訪問リハビリテーション 089-960-3620 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 介護予防居宅療養管理指導 089-960-3620 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510439 医療法人おち内科循環器科 おち内科循環器科 オチナイカジュンカンキカ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝508番地12 介護予防通所リハビリテーション 089-960-3620 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 訪問看護 089-984-0902 H18/05/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 訪問リハビリテーション 089-984-0902 H18/05/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 居宅療養管理指導 089-984-0902 H18/05/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 通所リハビリテーション 089-984-0902 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 介護予防訪問看護 089-984-0902 H18/05/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 介護予防訪問リハビリテーション 089-984-0902 H18/05/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 介護予防居宅療養管理指導 089-984-0902 H18/05/01 指定 伊予郡松前町

3813510447 * 宮内ひふ科 ミヤウチヒフカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜400 介護予防通所リハビリテーション 089-984-0902 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 訪問看護 089-984-0088 H19/09/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 訪問リハビリテーション 089-984-0088 H19/09/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 居宅療養管理指導 089-984-0088 H19/09/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 通所リハビリテーション 089-984-0088 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 介護予防訪問看護 089-984-0088 H19/09/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 介護予防訪問リハビリテーション 089-984-0088 H19/09/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 介護予防居宅療養管理指導 089-984-0088 H19/09/01 指定 伊予郡松前町

3813510512 医療法人　藤野医院 おひさまファミリークリニック オヒサマファミリークリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井399番地1 介護予防通所リハビリテーション 089-984-0088 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 訪問看護 089-985-0003 H20/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 訪問リハビリテーション 089-985-0003 H20/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 居宅療養管理指導 089-985-0003 H20/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 通所リハビリテーション 089-985-0003 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 介護予防訪問看護 089-985-0003 H20/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 介護予防訪問リハビリテーション 089-985-0003 H20/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 介護予防居宅療養管理指導 089-985-0003 H20/01/01 指定 伊予郡松前町

3813510520 医療法人　たけだ内科クリニック たけだ内科クリニック タケダナイカクリニック 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-7 介護予防通所リハビリテーション 089-985-0003 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 訪問看護 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町
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3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 訪問リハビリテーション 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町

3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 居宅療養管理指導 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町

3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 通所リハビリテーション 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町

3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 介護予防訪問看護 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町

3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町

3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 介護予防居宅療養管理指導 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町

3813510546 医療法人　きらり Dr.盛次診療所 Ｄｒ．モリツグシンリョウジョ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５４０番地 介護予防通所リハビリテーション 089-961-6262 H23/06/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 訪問看護 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 訪問リハビリテーション 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 居宅療養管理指導 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 通所リハビリテーション 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 介護予防訪問看護 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813510561 医療法人　松野内科クリニック 松野内科クリニック マツノナイカクリニック 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間１６６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-961-6677 H26/07/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 通所リハビリテーション 089-984-1029 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 介護予防訪問看護 089-984-1029 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-984-1029 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 介護予防居宅療養管理指導 089-984-1029 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520230 ＊ 近沢医院 トモザワイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３３０番地 介護予防通所リハビリテーション 089-984-1029 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 通所リハビリテーション 089-985-0511 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 介護予防訪問看護 089-985-0511 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-985-0511 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-0511 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813520461 ＊ 友澤外科 トモザワゲカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-985-0511 H21/04/01 指定 伊予郡松前町

3813528159 医療法人  河辺整形外科 河辺整形外科 カワベセイケイゲカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８５８ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813528159 医療法人  河辺整形外科 河辺整形外科 カワベセイケイゲカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８５８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3813528159 医療法人  河辺整形外科 河辺整形外科 カワベセイケイゲカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８５８ 介護予防訪問看護 089-985-0500 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3813528159 医療法人  河辺整形外科 河辺整形外科 カワベセイケイゲカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８５８ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-0500 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530219 ＊ 古城歯科医院 コジョウシカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜７３２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530219 ＊ 古城歯科医院 コジョウシカ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜７３２ 介護予防居宅療養管理指導 089-984-4755 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530243 ＊ 升田歯科 マスダシカ 7913133 愛媛県伊予郡松前町昌農内４３０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530243 ＊ 升田歯科 マスダシカ 7913133 愛媛県伊予郡松前町昌農内４３０ 介護予防居宅療養管理指導 089-984-0005 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530383 ＊ 武西歯科医院 タケニシシカイイン 7913164 愛媛県伊予郡松前町中川原字新開１０９番１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530383 ＊ 武西歯科医院 タケニシシカイイン 7913164 愛媛県伊予郡松前町中川原字新開１０９番１ 介護予防居宅療養管理指導 089-984-6480 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530417 ＊ かまだ歯科医院 カマダシカイイン 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田字石山２３５番５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町
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3833530417 ＊ かまだ歯科医院 カマダシカイイン 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田字石山２３５番５ 介護予防居宅療養管理指導 089-984-8886 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530441 ＊ 清水歯科医院 シミズシカイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３９２番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530441 ＊ 清水歯科医院 シミズシカイイン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜３９２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-1183 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530474 ＊ これさわ歯科医院 コレサワシカイイン 7913101 愛媛県伊予郡松前町南黒田字地富４３７－４０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530474 ＊ これさわ歯科医院 コレサワシカイイン 7913101 愛媛県伊予郡松前町南黒田字地富４３７－４０ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-3191 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530524 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田４９０ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530524 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田４９０ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530524 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田４９０ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530524 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田４９０ 介護予防訪問看護 089-985-3882 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530524 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田４９０ 介護予防訪問リハビリテーション 089-985-3882 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530524 ＊ なかむら歯科 ナカムラシカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田４９０ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-3882 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530532 西本　公紀 西本歯科医院 ニシモトシカイイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井３１８－３ 居宅療養管理指導 089-985-0222 H12/09/13 指定 伊予郡松前町

3833530532 西本　公紀 西本歯科医院 ニシモトシカイイン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井３１８－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-0222 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530573 西田　雅一 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６３４－２ 訪問看護 089-984-3588 H16/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530573 西田　雅一 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６３４－２ 訪問リハビリテーション 089-984-3588 H16/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530573 西田　雅一 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６３４－２ 居宅療養管理指導 089-984-3588 H16/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530573 西田　雅一 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６３４－２ 介護予防訪問看護 089-984-3588 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530573 西田　雅一 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６３４－２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-984-3588 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530573 西田　雅一 西田歯科医院 ニシダシカイイン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美６３４－２ 介護予防居宅療養管理指導 089-984-3588 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3833530607 * さたけ歯科 サタケシカ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-3 訪問看護 H19/02/09 指定 伊予郡松前町

3833530607 * さたけ歯科 サタケシカ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-3 訪問リハビリテーション H19/02/09 指定 伊予郡松前町

3833530607 * さたけ歯科 サタケシカ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-3 居宅療養管理指導 H19/02/09 指定 伊予郡松前町

3833530607 * さたけ歯科 サタケシカ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-3 介護予防訪問看護 089-985-3063 H19/02/09 指定 伊予郡松前町

3833530607 * さたけ歯科 サタケシカ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-3 介護予防訪問リハビリテーション 089-985-3063 H19/02/09 指定 伊予郡松前町

3833530607 * さたけ歯科 サタケシカ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947-3 介護予防居宅療養管理指導 089-985-3063 H19/02/09 指定 伊予郡松前町

3833530615 医療法人愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 愛媛ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄクリニックかまくら歯科 カヒメインプラントクリニックカマクラシカ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉806番地 訪問看護 089-984-0002 H19/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530615 医療法人愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 エヒメインプラントクリニックカマクラシカ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉806番地 訪問リハビリテーション 089-984-0002 H19/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530615 医療法人愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 エヒメインプラントクリニックカマクラシカ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉806番地 居宅療養管理指導 089-984-0002 H19/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530615 医療法人愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 エヒメインプラントクリニックカマクラシカ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉806番地 介護予防訪問看護 089-984-0002 H19/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530615 医療法人愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 エヒメインプラントクリニックカマクラシカ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉806番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-984-0002 H19/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530615 医療法人愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 愛媛インプラントクリニックかまくら歯科 エヒメインプラントクリニックカマクラシカ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉806番地 介護予防居宅療養管理指導 089-984-0002 H19/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 訪問看護 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 訪問リハビリテーション 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 居宅療養管理指導 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 通所リハビリテーション 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 介護予防訪問看護 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 介護予防居宅療養管理指導 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530680 医療法人　中矢歯科医院 中矢歯科医院 ナカヤシカイイン 7913152 愛媛県伊予郡松前町大字永田２９８番地１３ 介護予防通所リハビリテーション 089-992-9218 H28/01/01 指定 伊予郡松前町

3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 訪問看護 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町

3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 訪問リハビリテーション 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町

3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 居宅療養管理指導 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町
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3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 通所リハビリテーション 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町

3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 介護予防訪問看護 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町

3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町

3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 介護予防居宅療養管理指導 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町

3833530706 医療法人　塩崎歯科医院 塩崎歯科医院 シオザキシカイイン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作２１９番地 介護予防通所リハビリテーション 089-984-1325 H29/06/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 訪問看護 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 訪問リハビリテーション 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 居宅療養管理指導 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 通所リハビリテーション 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 介護予防訪問看護 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 介護予防訪問リハビリテーション 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 介護予防居宅療養管理指導 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833530722 医療法人すまいるプラス 医療法人　すまいるプラス イリョウホウジン　スマイルプラス 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井850エミフル1F 介護予防通所リハビリテーション 089-989-1182 R02/05/01 指定 伊予郡松前町

3833538063 ＊ 福桝歯科医院 フクマスシカイイン 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田５７０番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3833538063 ＊ 福桝歯科医院 フクマスシカイイン 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田５７０番地 介護予防居宅療養管理指導 089-984-0648 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540166 ＊ ベル薬局いよ松前店 ベルヤッキョクイヨマサキテン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９３－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540166 ＊ ベル薬局いよ松前店 ベルヤッキョクイヨマサキテン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井１５９３－３ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-3235 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540208 有限会社  ひまわり薬局 ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９４－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540208 有限会社  ひまわり薬局 ひまわり薬局 ヒマワリヤッキョク 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美７９４－３ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540232 有限会社ライブラ トップ薬局松前店 トップヤッキョクマサキテン 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝５１０－８ 居宅療養管理指導 089-960-3535 H13/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540232 有限会社ライブラ トップ薬局松前店 トップヤッキョクマサキテン 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝５１０－８ 介護予防居宅療養管理指導 089-960-3535 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540240 有限会社アルバ ココ北伊予薬局 ココキタイヨヤッキョク 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作５４０番地１ 居宅療養管理指導 089-985-3535 H13/12/01 指定 伊予郡松前町

3843540240 有限会社アルバ ココ北伊予薬局 ココキタイヨヤッキョク 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作５４０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-3535 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540257 有限会社　テイク・ディスペンサリー テイクえくび薬局 テイクエクビヤッキョク 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美718番地5 居宅療養管理指導 089-961-6162 H14/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540257 有限会社　テイク・ディスペンサリー テイクえくび薬局 テイクエクビヤッキョク 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美718番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-961-6162 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540299 有限会社ひまわり薬局 大間ひまわり薬局 ダイマヒマワリヤッキョク 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間164番地3 居宅療養管理指導 H17/09/01 指定 伊予郡松前町

3843540299 有限会社ひまわり薬局 大間ひまわり薬局 ダイマヒマワリヤッキョク 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間164番地3 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3843540315 株式会社アルファーマ薬局 アルファーマ薬局 アルファーマヤッキョク 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947番地4 居宅療養管理指導 089-985-3933 H19/01/01 指定 伊予郡松前町

3843540315 株式会社アルファーマ薬局 アルファーマ薬局 アルファーマヤッキョク 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井947番地4 介護予防居宅療養管理指導 089-985-3933 H19/01/01 指定 伊予郡松前町

3843540331 株式会社もより もより調剤薬局　北伊予店 モヨリチョウザイヤッキョク　キタイヨテン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作５４０番地１ 居宅療養管理指導 089-985-3535 H30/07/01 指定 伊予郡松前町

3843540331 株式会社もより もより調剤薬局　北伊予店 モヨリチョウザイヤッキョク　キタイヨテン 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作５４０番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-985-3535 H30/07/01 指定 伊予郡松前町

3843540349 株式会社　新田薬局 にった薬局 ニッタヤッキョク 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作185番地 居宅療養管理指導 089-985-2288 R03/02/01 指定 伊予郡松前町

3843540349 株式会社　新田薬局 にった薬局 ニッタヤッキョク 7913162 愛媛県伊予郡松前町出作185番地 介護予防居宅療養管理指導 089-985-2288 R03/02/01 指定 伊予郡松前町

3857780260 医療法人  光佑会 医療法人光佑会老人保健施設菜の花 イリョウホウジンコウユウカイロウジンホケンシセツナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 通所リハビリテーション 089-984-7087 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3857780260 医療法人  光佑会 医療法人光佑会老人保健施設菜の花 イリョウホウジンコウユウカイロウジンホケンシセツナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 短期入所療養介護 089-984-7087 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3857780260 医療法人  光佑会 医療法人光佑会老人保健施設菜の花 イリョウホウジンコウユウカイロウジンホケンシセツナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 介護老人保健施設 089-984-7087 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3857780260 医療法人  光佑会 医療法人光佑会老人保健施設菜の花 イリョウホウジンコウユウカイロウジンホケンシセツナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-984-7087 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3857780260 医療法人  光佑会 医療法人光佑会老人保健施設菜の花 イリョウホウジンコウユウカイロウジンホケンシセツナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-984-7087 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3863590513 医療法人  光佑会 訪問看護ステーション菜の花 ホウモンカンゴステーションナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 訪問看護 089-984-7388 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3863590513 医療法人  光佑会 訪問看護ステーション菜の花 ホウモンカンゴステーションナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 介護予防訪問看護 089-984-7388 H20/03/01 指定 伊予郡松前町

3863591230 有限会社リハビリステーションみかん 訪問看護ステーションれもん ホウモンカンゴステーションレモン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井大字筒井960-4グランフィールド松前町舎前105号室 訪問看護 089-994-6676 H22/07/01 休止 伊予郡松前町

3863591230 有限会社リハビリステーションみかん 訪問看護ステーションれもん ホウモンカンゴステーションレモン 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井大字筒井960-4グランフィールド松前町舎前105号室 介護予防訪問看護 089-994-6676 H22/07/01 休止 伊予郡松前町
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3863591255 株式会社　クオリア 訪問看護ステーションくるみ ホウモンカンゴステーションクルミ 7913102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６７９番地１ 訪問看護 089-906-5722 H23/03/01 指定 伊予郡松前町

3863591255 株式会社　クオリア 訪問看護ステーションくるみ ホウモンカンゴステーションクルミ 7913102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６７９番地１ 介護予防訪問看護 089-906-5722 H23/03/01 指定 伊予郡松前町

3863592493 株式会社　As　One 訪問看護ステーション　いとさくら ホウモンカンゴステーション　イトサクラ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田405番地4 訪問看護 089-985-5560 R02/08/01 指定 伊予郡松前町

3863592493 株式会社　As　One 訪問看護ステーション　いとさくら ホウモンカンゴステーション　イトサクラ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田405番地4 介護予防訪問看護 089-985-5560 R02/08/01 指定 伊予郡松前町

3863592501 株式会社　在宅ケアまさき 株式会社　在宅ケアまさき カブシキガイシャ　ザイタクケアマサキザタ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井955-6 訪問看護 080-3110-0910 R02/09/01 指定 伊予郡松前町

3863592501 株式会社　在宅ケアまさき 株式会社　在宅ケアまさき カブシキガイシャ　ザイタクケアマサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井955-6 介護予防訪問看護 080-3110-0910 R02/09/01 指定 伊予郡松前町

3873500080 社会福祉法人  鶴寿会 指定居宅介護支援事業所　鶴寿荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　カクジュソウ 7913155 愛媛県伊予郡松前町大字鶴吉６３５番地１ 居宅介護支援 089-985-0170 H11/11/05 指定 伊予郡松前町

3873500098 社会福祉法人  松前町社会福祉協議会 社会福祉法人松前町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジンマサキチョウシャカイフクシキョウギカイ 7913120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井７１０番地１ 居宅介護支援 089-985-4154 H11/11/05 指定 伊予郡松前町

3873500106 医療法人  光佑会 指定居宅介護支援事業所菜の花 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショナノハナ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５７８番地１ 居宅介護支援 089-984-7087 H11/11/26 指定 伊予郡松前町

3873500239 社会福祉法人  鶴寿会 指定通所介護事業所鶴寿荘 シテイツウショカイゴジギョウショカクジュソウ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 通所介護 089-985-0170 H12/03/02 指定 伊予郡松前町

3873500239 社会福祉法人  鶴寿会 指定通所介護事業所鶴寿荘 シテイツウショカイゴジギョウショカクジュソウ 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 通所型サービス（独自） 089-985-0170 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500270 社会福祉法人  鶴寿会 指定短期入所生活介護事業所鶴寿荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショカクジュソウ 7913155 愛媛県伊予郡松前町大字鶴吉６３５番地１ 短期入所生活介護 089-985-0170 H12/03/17 指定 伊予郡松前町

3873500270 社会福祉法人  鶴寿会 指定短期入所生活介護事業所鶴寿荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショカクジュソウ 7913155 愛媛県伊予郡松前町大字鶴吉６３５番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-985-0170 H18/09/01 指定 伊予郡松前町

3873500353 社会福祉法人  鶴寿会 鶴寿荘 カクジュソウ 7913155 愛媛県伊予郡松前町大字鶴吉６３５番地１ 介護老人福祉施設 089-985-0170 H12/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500395 社会福祉法人  松前町社会福祉協議会 松前社協デイサービスセンターみどり マサキシャキョウデイサービスセンターミドリ 7913120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井７１０番地１ 通所介護 089-985-4150 H12/03/17 指定 伊予郡松前町

3873500395 社会福祉法人  松前町社会福祉協議会 松前社協デイサービスセンターみどり マサキシャキョウデイサービスセンターミドリ 7913120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井７１０番地１松前町総合福祉センター 通所型サービス（独自） 089-985-4150 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500403 社会福祉法人  松前町社会福祉協議会 松前社協ヘルパーステーションみどり マサキシャキョウヘルパーステーションミドリ 7913120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井７１０番地１ 訪問介護 089-985-4152 H12/01/18 指定 伊予郡松前町

3873500403 社会福祉法人  松前町社会福祉協議会 松前社協ヘルパーステーションみどり マサキシャキョウヘルパーステーションミドリ 7913120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井７１０番地１ 訪問型サービス（独自） 089-985-4152 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500452 社会福祉法人　エンゼル 玉泉 ギョクセン 7913131 愛媛県伊予郡松前町北川原33番地1 介護老人福祉施設 089-984-6407 H13/09/17 指定 伊予郡松前町

3873500460 社会福祉法人　エンゼル 指定居宅介護支援事業所　エンゼル シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　エンゼル 7913131 愛媛県伊予郡松前町大字北川原33番地1 居宅介護支援 089-984-7755 H13/10/15 指定 伊予郡松前町

3873500486 社会福祉法人　エンゼル 指定短期入所生活介護事業所玉泉 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショギョクセン 7913131 愛媛県伊予郡松前町北川原３３番地１ 短期入所生活介護 089-984-6407 H13/10/15 指定 伊予郡松前町

3873500486 社会福祉法人　エンゼル 指定短期入所生活介護事業所玉泉 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショギョクセン 7913131 愛媛県伊予郡松前町北川原３３番地１ 介護予防短期入所生活介護 089-984-6407 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500494 社会福祉法人　エンゼル デイサービスセンター玉泉 デイサービスセンターギョクセン 7913131 愛媛県伊予郡松前町北川原３３番地１ 通所介護 089-984-6407 H13/10/16 指定 伊予郡松前町

3873500494 社会福祉法人　エンゼル デイサービスセンター玉泉 デイサービスセンターギョクセン 7913131 愛媛県伊予郡松前町北川原３３番地１ 通所型サービス（独自） 089-984-6407 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500502 社会福祉法人エンゼル ヘルパーステーション玉泉 ヘルパーステーションギョクセン 7913131 愛媛県伊予郡松前町北川原３３番地１ 訪問介護 089-984-6407 H14/02/15 指定 伊予郡松前町

3873500502 社会福祉法人エンゼル ヘルパーステーション玉泉 ヘルパーステーションギョクセン 7913131 愛媛県伊予郡松前町北川原３３番地１ 訪問型サービス（独自） 089-984-6407 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500619 有限会社　アンジェロ こころ ココロ 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間225 通所介護 089-985-4533 H15/07/25 指定 伊予郡松前町

3873500619 有限会社　アンジェロ こころ ココロ 7913143 愛媛県伊予郡松前町大間225 通所型サービス（独自） 089-985-4533 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500650 医療法人  河辺整形外科 グループホーム浜っ子 グループホームハマッコ 7913110 愛媛県伊予郡松前町大字浜８５８番地 認知症対応型共同生活介護 089-984-2001 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500650 医療法人  河辺整形外科 グループホーム浜っ子 グループホームハマッコ 7913110 愛媛県伊予郡松前町大字浜８５８番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-984-2001 H18/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500684 有限会社コミュニティーハウス デイサービスセンターのどか デイサービスセンターノドカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３番地１ 通所介護 089-961-6373 H16/03/03 指定 伊予郡松前町

3873500684 有限会社コミュニティーハウス デイサービスセンターのどか デイサービスセンターノドカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田１７３番地１ 通所型サービス（独自） 089-961-6373 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500692 有限会社　コミュニティーハウス 居宅介護支援事業所　のどか キョタクカイゴシエンジギョウショ　ノドカ 7913102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田１７３番地１ 居宅介護支援 089-961-6353 H15/04/28 指定 伊予郡松前町

3873500718 ベストケア  株式会社 ベストケア・デイサービスセンター松前 ベストケア・デイサービスセンターマサキ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田242番地5号 通所介護 089-961-6363 H16/07/20 指定 伊予郡松前町

3873500718 ベストケア  株式会社 ベストケア・デイサービスセンター松前 ベストケア・デイサービスセンターマサキ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田242番地5 通所型サービス（独自） 089-961-6363 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500791 医療法人財団  尚温会 医療法人財団尚温会デイサービスセンターたかやなぎ イリョウホウジンザイダンショウオンカイデイサービスセンタータカヤナギ 7913132 愛媛県伊予郡松前町西高柳258番地 通所介護 089-985-3222 H17/10/18 指定 伊予郡松前町

3873500791 医療法人財団  尚温会 医療法人財団尚温会デイサービスセンターたかやなぎ イリョウホウジンザイダンショウオンカイデイサービスセンタータカヤナギ 7913132 愛媛県伊予郡松前町西高柳258番地 通所型サービス（独自） 089-985-3222 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500809 有限会社デイサービスさくら 有限会社デイサービスさくら ユウゲンガイシャデイサービスサクラ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美546番地6 地域密着型通所介護 089-985-4611 H28/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500809 有限会社デイサービスさくら 有限会社デイサービスさくら ユウゲンガイシャデイサービスサクラ 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美546番地6 通所型サービス（独自） 089-985-4611 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500825 有限会社　スイムアンドデイ 通所介護事業所　スイムアンドデイ ツウショカイゴジギョウショ　スイムアンドデイ 7913101 愛媛県伊予郡松前町南黒田428番地1 通所介護 089-961-6320 H19/06/01 指定 伊予郡松前町

3873500825 有限会社　スイムアンドデイ 通所介護事業所　スイムアンドデイ ツウショカイゴジギョウショ　スイムアンドデイ 7913101 愛媛県伊予郡松前町南黒田428番地1 通所型サービス（独自） 089-961-6320 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500825 有限会社　スイムアンドデイ 通所介護事業所　スイムアンドデイ ツウショカイゴジギョウショ　スイムアンドデイ 7913101 愛媛県伊予郡松前町南黒田428番地1 通所型サービス（独自／定率） 089-961-6320 H30/04/01 指定 伊予郡松前町
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3873500858 ベストケア株式会社 ケアフィット松前 ケアフィットマサキ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田242番地1 通所介護 089-961-6606 H27/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500858 ベストケア株式会社 ケアフィット松前 ケアフィットマサキ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田242番地1 通所型サービス（独自） 089-961-6606 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500858 ベストケア株式会社 ケアフィット松前 ケアフィットマサキ 7913102 愛媛県伊予郡松前町北黒田242番地1 通所型サービス（独自／定率） 089-961-6606 H29/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500890 社会福祉法人　松前町社会福祉協議会 松前社協デイサービス筒井の里 マサキシャキョウデイサービスツツイノサト 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井２４６番３ 通所型サービス（独自） 089-994-8311 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500908 社会福祉法人鶴寿会 ケアハウスひまわり苑 ケアハウスヒマワリエン 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 特定施設入居者生活介護 089-985-0170 H22/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500908 社会福祉法人鶴寿会 ケアハウスひまわり苑 ケアハウスヒマワリエン 7913155 愛媛県伊予郡松前町鶴吉６３５番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-985-0170 H22/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500916 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園特定施設 イヨシイヨグンヨウゴロウジンホームワラクエントクテイシセツ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝９６番地１ 特定施設入居者生活介護 089-984-1265 H22/05/01 指定 伊予郡松前町

3873500916 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園特定施設 イヨシイヨグンヨウゴロウジンホームワラクエンガイブサービスリヨウガタトクテイシセツ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝９６番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 089-984-1265 H22/05/01 指定 伊予郡松前町

3873500924 伊予市・伊予郡養護老人ホーム組合 伊予市・伊予郡養護老人ホーム和楽園指定訪問介護事業 イヨシ・イヨグンヨウゴロウジンホームワラクエンシテイホウモンカイゴジギョウ 7913153 愛媛県伊予郡松前町大溝９６番地１ 訪問介護 089-984-1265 H22/05/01 休止 伊予郡松前町

3873500965 社会福祉法人　エンゼル デイサービスセンターエンゼルなかがわら デイサービスセンターエンゼルナカガワラ 7913164 愛媛県伊予郡松前町大字中川原１６８番地１ 通所介護 089-984-7666 H23/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500965 社会福祉法人　エンゼル デイサービスセンターエンゼルなかがわら デイサービスセンターエンゼルナカガワラ 7913164 愛媛県伊予郡松前町大字中川原１６８番地１ 通所型サービス（独自） 089-984-7666 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500981 医療法人　きらり デイサービスセンターかおり デイサービスセンターカオリ 7913120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１５７９番地１ 地域密着型通所介護 089-961-6900 H28/04/01 指定 伊予郡松前町

3873500981 医療法人　きらり デイサービスセンターかおり デイサービスセンターカオリ 7913120 愛媛県伊予郡松前町大字筒井１５７９番地１ 通所型サービス（独自） 089-961-6900 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873501013 社会福祉法人昌樹会 ショートステイ　こより ショートステイ　コヨリ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５８６番地３ 短期入所生活介護 089-985-5411 H24/05/01 指定 伊予郡松前町

3873501013 社会福祉法人昌樹会 ショートステイ　こより ショートステイ　コヨリ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５８６番地３ 介護予防短期入所生活介護 089-985-5411 H24/05/01 指定 伊予郡松前町

3873501021 株式会社スピーシーズ デイサービスセンター福家 デイサービスセンターフクヤ 7913102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６８０番地 通所介護 089-906-6027 H24/07/23 指定 伊予郡松前町

3873501021 株式会社スピーシーズ デイサービスセンター福家 デイサービスセンターフクヤ 7913102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田６８０番地 通所型サービス（独自） 089-906-6027 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873501039 株式会社スピーシーズ 居宅介護支援事業所福家 キョタクカイゴシエンジギョウショフクヤ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜４２０番地２ 居宅介護支援 089-910-2786 H24/08/01 指定 伊予郡松前町

3873501062 株式会社　クオリア セルフ‐クリエイト　くるみ セルフ－クリエイト　クルミ 7913102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田679番地1 通所介護 089-916-3611 H25/04/01 指定 伊予郡松前町

3873501062 株式会社　クオリア セルフ‐クリエイト　くるみ セルフ－クリエイト　クルミ 7913102 愛媛県伊予郡松前町大字北黒田679番地1 通所型サービス（独自） 089-916-3611 H30/04/01 指定 伊予郡松前町

3873501179 株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム　笑歩会　松前 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ショウホカイ　マサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井317番地2 特定施設入居者生活介護 089-985-1210 H27/03/31 指定 伊予郡松前町

3873501179 株式会社アコンプリシー 介護付有料老人ホーム　笑歩会　松前 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ショウホカイ　マサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井317番地2 介護予防特定施設入居者生活介護 089-985-1210 H27/03/31 指定 伊予郡松前町

3873501195 株式会社アコンプリシー ショートステイ　笑歩会　松前 ショートステイ　ショウホカイ　マサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井３１７番地２ 短期入所生活介護 089-985-1210 H27/07/16 指定 伊予郡松前町

3873501195 株式会社アコンプリシー ショートステイ　笑歩会　松前 ショートステイ　ショウホカイ　マサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井３１７番地２ 介護予防短期入所生活介護 089-985-1210 H27/07/16 指定 伊予郡松前町

3873501211 株式会社　キュート デイサービス未来まさき デイサービスミライマサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井３６１番１ 通所介護 089-985-4400 H29/01/01 指定 伊予郡松前町

3873501211 株式会社　キュート デイサービス未来まさき デイサービスミライマサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井３６１番１ 通所型サービス（独自） 089-985-4400 H29/04/01 指定 伊予郡松前町

3873501211 株式会社　キュート デイサービス未来まさき デイサービスミライマサキ 7913120 愛媛県伊予郡松前町筒井３６１番１ 通所型サービス（独自／定率） 089-985-4400 H29/05/01 指定 伊予郡松前町

3873501229 合資会社  バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャバモスエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 福祉用具貸与 089-995-8192 R01/12/01 指定 伊予郡松前町

3873501229 合資会社  バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャバモスエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 特定福祉用具販売 089-995-8192 R01/12/01 指定 伊予郡松前町

3873501229 合資会社  バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャバモスエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 介護予防福祉用具貸与 089-995-8192 R01/12/01 指定 伊予郡松前町

3873501229 合資会社  バモス愛媛 合資会社バモス愛媛福祉用具貸与事業所 ゴウシガイシャバモスエヒメフクシヨウグタイヨジギョウショ 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜８６２－９ 特定介護予防福祉用具販売 089-995-8192 R01/12/01 指定 伊予郡松前町

3873501237 社会福祉法人　みかん会 デイサービスセンターれもん デイサービスセンターレモン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美804番地１ 通所介護 089-909-6096 R02/10/01 指定 伊予郡松前町

3873501237 社会福祉法人　みかん会 デイサービスセンターれもん デイサービスセンターレモン 7913141 愛媛県伊予郡松前町恵久美804番地１ 通所型サービス（独自） 089-909-6096 R02/10/01 指定 伊予郡松前町

3893500011 医療法人　河辺整形外科 グループホーム　ひなたぼっこ グループホームヒナタボッコ　 7913132 愛媛県伊予郡松前町西高柳２６７番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-984-0022 H19/03/01 指定 伊予郡松前町

3893500011 医療法人　河辺整形外科 グループホーム　ひなたぼっこ グループホームヒナタボッコ　 7913132 愛媛県伊予郡松前町西高柳２６７番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-984-0022 H19/03/01 指定 伊予郡松前町

3893500060 社会福祉法人　エンゼル グループホーム　エンゼル　なかがわら グループホーム　エンゼル　ナカガワラ 7913164 愛媛県伊予郡松前町大字中川原１６８番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-984-7666 H23/04/01 指定 伊予郡松前町

3893500060 社会福祉法人　エンゼル グループホーム　エンゼル　なかがわら グループホーム　エンゼル　ナカガワラ 7913164 愛媛県伊予郡松前町大字中川原１６８番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-984-7666 H23/04/01 指定 伊予郡松前町

3893500078 社会福祉法人　昌樹会 介護老人福祉施設　こより カイゴロウジンフクシシセツ　コヨリ 7913161 愛媛県伊予郡松前町大字神崎５８６番地３ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 089-985-5411 H24/03/31 指定 伊予郡松前町

3893500086 医療法人　河辺整形外科 小規模多機能　ひまわりのたね ショウキボタキノウ　ヒマワリノタネ 7913133 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内３４７番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-985-3003 H26/04/07 指定 伊予郡松前町

3893500086 医療法人　河辺整形外科 小規模多機能　ひまわりのたね ショウキボタキノウ　ヒマワリノタネ 7913133 愛媛県伊予郡松前町大字昌農内３４７番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-985-3003 H26/04/07 指定 伊予郡松前町

3893500094 医療法人　河辺整形外科 グループホーム　ひまわりのたね グループホーム　ヒマワリノタネ 7913133 愛媛県伊予郡松前町昌農内３４７番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-985-3003 H26/04/07 指定 伊予郡松前町

3893500094 医療法人　河辺整形外科 グループホーム　ひまわりのたね グループホーム　ヒマワリノタネ 7913133 愛媛県伊予郡松前町昌農内３４７番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-985-3003 H26/04/07 指定 伊予郡松前町
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3893500110 医療法人　高瀬内科胃腸科 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　ヘルパーステーション元気 テイキジュンカイ・ズイジタイオウガタホウモンカイゴカンゴジギョウショ　ヘルパーステーションゲンキ 7913162 愛媛県伊予郡松前町大字出作５４０番地６ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 090-9553-1836 H28/07/01 指定 伊予郡松前町

3893500128 医療法人松野内科クリニック リハプライド・アルバ有明 リハプライド・アルバアリアケ 7913142 愛媛県伊予郡松前町上高柳２５９番地１ 地域密着型通所介護 089-989-6761 H30/12/01 指定 伊予郡松前町

3893500128 医療法人松野内科クリニック リハプライド・アルバ有明 リハプライド・アルバアリアケ 7913142 愛媛県伊予郡松前町上高柳２５９番地１ 通所型サービス（独自） 089-989-6761 H30/12/01 指定 伊予郡松前町

3893500128 医療法人松野内科クリニック リハプライド・アルバ有明 リハプライド・アルバアリアケ 7913142 愛媛県伊予郡松前町上高柳２５９番地１ 通所型サービス（独自／定率） 089-989-6761 R02/03/01 指定 伊予郡松前町

3893500136 株式会社スピーシーズ デイサービスセンター福家　えびす店 デイサービスセンターフクヤ　エビステン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜420番地2 地域密着型通所介護 089-910-2787 R01/10/10 指定 伊予郡松前町

3893500136 株式会社スピーシーズ デイサービスセンター福家　えびす店 デイサービスセンターフクヤ　エビステン 7913110 愛媛県伊予郡松前町浜420番地2 通所型サービス（独自） 089-910-2787 R01/10/10 指定 伊予郡松前町

3893500144 社会福祉法人　みかん会 有料老人ホームみかん・松前 ユウリョウロウジンホームミカンマサキ 7913141 愛媛県伊予郡松前町大字恵久美804番地１ 地域密着型特定施設入居者生活介護 089-909-6095 R02/10/07 指定 伊予郡松前町

3803500028 砥部町 砥部町地域包括支援センター トベチョウチイキホウカツシエンセンター 7912195 愛媛県伊予郡砥部町宮内１３９２ 介護予防支援 089-962-6118 H19/04/01 指定 伊予郡砥部町

3803500028 砥部町 砥部町地域包括支援センター トベチョウチイキホウカツシエンセンター 7912195 愛媛県伊予郡砥部町宮内１３９２ 介護予防ケアマネジメント 089-962-6118 H27/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510157 ＊ 豊島医院 トヨシマ　イイン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南１９８の２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510157 ＊ 豊島医院 トヨシマ　イイン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南１９８の２ 通所リハビリテーション 089-962-2073 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510157 ＊ 豊島医院 トヨシマ　イイン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南１９８の２ 介護予防居宅療養管理指導 089-962-2073 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510157 ＊ 豊島医院 トヨシマ　イイン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南１９８の２ 介護予防通所リハビリテーション 089-962-2073 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 訪問看護 089-969-6300 H12/10/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 訪問リハビリテーション 089-969-6300 H12/10/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 居宅療養管理指導 089-969-6300 H12/10/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 通所リハビリテーション 089-969-6300 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 介護予防訪問看護 089-969-6300 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-969-6300 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 介護予防居宅療養管理指導 089-969-6300 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510306 柳田　公広 柳田医院 ヤナギダイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田287番地 介護予防通所リハビリテーション 089-969-6300 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510348 山本　浩之 山本クリニック ヤマモトクリニック 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内９４６番地１ 訪問看護 089-962-2036 H13/10/01 指定 伊予郡砥部町

3813510348 山本　浩之 山本クリニック ヤマモトクリニック 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内９４６番地１ 居宅療養管理指導 089-962-2036 H13/10/01 指定 伊予郡砥部町

3813510348 山本　浩之 山本クリニック ヤマモトクリニック 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内９４６番地１ 通所リハビリテーション 089-962-2036 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510348 山本　浩之 山本クリニック ヤマモトクリニック 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内９４６番地１ 介護予防訪問看護 089-962-2036 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510348 山本　浩之 山本クリニック ヤマモトクリニック 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内９４６番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-962-2036 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510348 山本　浩之 山本クリニック ヤマモトクリニック 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内９４６番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-962-2036 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 訪問看護 089-958-1555 H14/02/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 訪問リハビリテーション 089-958-1555 H14/02/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 居宅療養管理指導 089-958-1555 H14/02/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 通所リハビリテーション 089-958-1555 H27/02/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 短期入所療養介護 089-958-1555 H14/02/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護予防訪問看護 089-958-1555 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-1555 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 089-958-1555 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会　八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイ　ヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-958-1555 H24/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510363 医療法人順風会 医療法人順風会八倉医院 イリョウホウジンジュンプウカイヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-958-1555 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 訪問看護 089-969-2020 H17/01/01 指定 伊予郡砥部町

3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 訪問リハビリテーション 089-969-2020 H17/01/01 指定 伊予郡砥部町

3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 居宅療養管理指導 089-969-2020 H17/01/01 指定 伊予郡砥部町

3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 通所リハビリテーション 089-969-2020 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 介護予防訪問看護 089-969-2020 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町
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3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-969-2020 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 介護予防居宅療養管理指導 089-969-2020 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510413 砥部町長 砥部町国民健康保険診療所 トベチョウコクミンケンコウホケンシンリョウジョ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津396番地 介護予防通所リハビリテーション 089-969-2020 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 訪問看護 089-905-7118 H18/12/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 訪問リハビリテーション 089-905-7118 H18/12/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 居宅療養管理指導 089-905-7118 H18/12/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 通所リハビリテーション 089-905-7118 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 介護予防訪問看護 089-905-7118 H18/12/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 介護予防訪問リハビリテーション 089-905-7118 H18/12/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 介護予防居宅療養管理指導 089-905-7118 H18/12/01 指定 伊予郡砥部町

3813510470 医療法人みずほ整形外科 医療法人みずほ整形外科 イリョウホウジンミズホセイケイゲカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生7番地5 介護予防通所リハビリテーション 089-905-7118 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 訪問看護 089-958-8741 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 訪問リハビリテーション 089-958-8741 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 居宅療養管理指導 089-958-8741 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 通所リハビリテーション 089-958-8741 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 介護予防訪問看護 089-958-8741 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-8741 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 介護予防居宅療養管理指導 089-958-8741 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510496 医療法人　木谷耳鼻咽喉科 木谷耳鼻咽喉科 キタニジビインコウカ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生1番地3 介護予防通所リハビリテーション 089-958-8741 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田6535番地2 訪問看護 089-957-3113 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田635番地2 訪問リハビリテーション 089-957-3113 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田635番地2 居宅療養管理指導 089-957-3113 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田635番地2 通所リハビリテーション 089-957-3113 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田635番地2 介護予防訪問看護 089-957-3113 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田635番地2 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-3113 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田635番地2 介護予防居宅療養管理指導 089-957-3113 H19/05/01 指定 伊予郡砥部町

3813510504 医療法人　かどた内科 かどた内科 カドタナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田635番地2 介護予防通所リハビリテーション 089-957-3113 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 通所リハビリテーション 089-957-5511 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 介護予防訪問看護 089-957-5511 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-5511 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-5511 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528084 医療法人  誠志会 医療法人誠志会砥部病院 イリョウホウジンセイシカイトベビョウイン 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０－１ 介護予防通所リハビリテーション 089-957-5511 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 通所リハビリテーション 089-962-6262 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 介護予防訪問看護 089-962-6262 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 介護予防訪問リハビリテーション 089-962-6262 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 介護予防居宅療養管理指導 089-962-6262 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町
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3813528134 ＊ 鎌井内科 カマイナイカ 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足２０番地７ 介護予防通所リハビリテーション 089-962-6262 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 通所リハビリテーション 089-956-0600 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 介護予防訪問看護 089-956-0600 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-956-0600 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 介護予防居宅療養管理指導 089-956-0600 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528142 ＊ 中川内科 ナカガワナイカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田５１番地 介護予防通所リハビリテーション 089-956-0600 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 通所リハビリテーション 089-962-3122 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 介護予防訪問看護 089-962-3122 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-962-3122 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 介護予防居宅療養管理指導 089-962-3122 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3813528167 医療法人　西村医院 西村医院 ニシムライイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内８１１番地 介護予防通所リハビリテーション 089-962-3122 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530268 ＊ 小野歯科医院 オノシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内１２６０番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530268 ＊ 小野歯科医院 オノシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内１２６０番地 介護予防居宅療養管理指導 089-962-3550 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530326 ＊ 平田歯科医院 ッヒラタシカイイン 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２３ 訪問看護 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530326 ＊ 平田歯科医院 ッヒラタシカイイン 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530326 ＊ 平田歯科医院 ッヒラタシカイイン 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530326 ＊ 平田歯科医院 ッヒラタシカイイン 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２３ 介護予防訪問看護 089-962-6233 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530326 ＊ 平田歯科医院 ッヒラタシカイイン 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２３ 介護予防訪問リハビリテーション 089-962-6233 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530326 ＊ 平田歯科医院 ッヒラタシカイイン 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２３ 介護予防居宅療養管理指導 089-962-6233 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530425 ＊ 稲田歯科医院 イナダシカイイン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南７８５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530425 ＊ 稲田歯科医院 イナダシカイイン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南７８５ 介護予防居宅療養管理指導 089-962-6480 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 訪問看護 089-958-8214 H12/11/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 訪問リハビリテーション 089-958-8214 H12/11/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 居宅療養管理指導 089-958-8214 H12/11/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 通所リハビリテーション 089-958-8214 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 介護予防訪問看護 089-958-8214 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 介護予防訪問リハビリテーション 089-958-8214 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 介護予防居宅療養管理指導 089-958-8214 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530540 ＊ うえやま歯科クリニック ウエヤマシカクリニック 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１０８－１８ 介護予防通所リハビリテーション 089-958-8214 H21/04/01 指定 伊予郡砥部町

3833530631 * ちあーず歯科・小児科 チアーズシカ・ショウニカ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町325-37 訪問看護 089-962-1817 H21/01/07 指定 伊予郡砥部町

3833530631 * ちあーず歯科・小児科 チアーズシカ・ショウニカ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町325-37 訪問リハビリテーション 089-962-1817 H21/01/07 指定 伊予郡砥部町

3833530631 * ちあーず歯科・小児科 チアーズシカ・ショウニカ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町325-37 居宅療養管理指導 089-962-1817 H21/01/07 指定 伊予郡砥部町

3833530631 * ちあーず歯科・小児科 チアーズシカ・ショウニカ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町325-37 介護予防訪問看護 089-962-1817 H21/01/07 指定 伊予郡砥部町

3833530631 * ちあーず歯科・小児科 チアーズシカ・ショウニカ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町325-37 介護予防訪問リハビリテーション 089-962-1817 H21/01/07 指定 伊予郡砥部町

3833530631 * ちあーず歯科・小児科 チアーズシカ・ショウニカ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町325-37 介護予防居宅療養管理指導 089-962-1817 H21/01/07 指定 伊予郡砥部町

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 訪問看護 089-957-2149 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 訪問リハビリテーション 089-957-2149 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 居宅療養管理指導 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 通所リハビリテーション 089-957-2149 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 介護予防訪問看護 089-957-2149 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 089-957-2149 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-2149 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町

3833530714 ＊ 篠崎歯科医院 シノザキシカイイン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田７１５番地２ 介護予防通所リハビリテーション 089-957-2149 R02/03/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 訪問看護 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 訪問リハビリテーション 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 居宅療養管理指導 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 通所リハビリテーション 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 介護予防訪問看護 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 介護予防訪問リハビリテーション 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 介護予防居宅療養管理指導 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3833530730 医療法人　渡部歯科 渡部歯科医院 ワタナベシカイイン 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1400番地 介護予防通所リハビリテーション 089-962-6471 R03/01/01 指定 伊予郡砥部町

3843540158 ＊ 彩生薬局 サイセイヤッキョク 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生５－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3843540158 ＊ 彩生薬局 サイセイヤッキョク 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生５－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-956-0101 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3843540216 有限会社　ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局砥部店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクトベテン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田６３５－４ 居宅療養管理指導 089-957-1081 H12/08/01 指定 伊予郡砥部町

3843540216 有限会社　ひろ調剤薬局 有限会社ひろ調剤薬局砥部店 ユウゲンガイシャヒロチョウザイヤッキョクトベテン 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田６３５－４ 介護予防居宅療養管理指導 089-957-1081 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3843540265 有限会社　フラワー薬局 フラワー薬局 フラワーヤッキョク 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田295 居宅療養管理指導 H14/10/01 指定 伊予郡砥部町

3843540265 有限会社　フラワー薬局 フラワー薬局 フラワーヤッキョク 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田295 介護予防居宅療養管理指導 089-958-8007 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3843540281 株式会社　おぐに おぐに薬局　砥部店 オグニヤッキョク　トベテン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南199 居宅療養管理指導 089-960-7945 H15/09/01 指定 伊予郡砥部町

3843540281 株式会社　おぐに おぐに薬局　砥部店 オグニヤッキョク　トベテン 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南199 介護予防居宅療養管理指導 089-960-7945 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3857780492 医療法人  光陽会 介護老人保健施設とべ和合苑 カイゴロウジンホケンシセツトベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２－３ 通所リハビリテーション 089-962-7700 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3857780492 医療法人  光陽会 介護老人保健施設とべ和合苑 カイゴロウジンホケンシセツトベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２－３ 短期入所療養介護 089-962-7700 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3857780492 医療法人  光陽会 介護老人保健施設とべ和合苑 カイゴロウジンホケンシセツトベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２－３ 介護老人保健施設 089-962-7700 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3857780492 医療法人  光陽会 介護老人保健施設とべ和合苑 カイゴロウジンホケンシセツトベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２－３ 介護予防通所リハビリテーション 089-962-7700 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3857780492 医療法人  光陽会 介護老人保健施設とべ和合苑 カイゴロウジンホケンシセツトベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２－３ 介護予防短期入所療養介護 089-962-7700 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3863590588 医療法人  誠志会 とべ訪問看護ステーション トベホウモンカンゴステーション 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０番地１ 訪問看護 089-958-0580 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3863590588 医療法人  誠志会 とべ訪問看護ステーション トベホウモンカンゴステーション 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生４０番地１ 介護予防訪問看護 089-958-0580 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3863590612 医療法人  光陽会 訪問看護ステーションとべ和合苑 ホウモンカンゴステーショントベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２番地３ 訪問看護 089-962-7733 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3863590612 医療法人  光陽会 訪問看護ステーションとべ和合苑 ホウモンカンゴステーショントベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２番地３ 介護予防訪問看護 089-962-7733 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3863591958 株式会社　履継会 訪問看護リハステーション　ＣＯＲＥ ホウモンカンゴリハステーション　コア 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内892番地2 訪問看護 0899075500 H28/12/01 指定 伊予郡砥部町

3863591958 株式会社　履継会 訪問看護リハステーション　ＣＯＲＥ ホウモンカンゴリハステーション　コア 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内892番地2 介護予防訪問看護 0899075500 H28/12/01 指定 伊予郡砥部町

3873500064 社会福祉法人　砥部寿会 指定居宅介護支援事業所砥部オレンジ荘 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショトベオレンジソウ 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南２２６７番地 居宅介護支援 089-962-7830 H11/09/30 指定 伊予郡砥部町

3873500171 医療法人  光陽会 砥部町在宅介護支援センターとべ和合苑 トベチョウザイタクカイゴシエンセンタートベワゴウエン 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛１４１２－３ 居宅介護支援 089-962-7755 H12/02/14 指定 伊予郡砥部町

3873500304 社会福祉法人　砥部寿会 指定短期入所生活介護事業所砥部オレンジ荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショトベオレンジソウ 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南２２６７ 短期入所生活介護 089-962-7820 H12/03/17 指定 伊予郡砥部町

3873500304 社会福祉法人　砥部寿会 指定短期入所生活介護事業所砥部オレンジ荘 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショトベオレンジソウ 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南２２６７ 介護予防短期入所生活介護 089-962-7820 H19/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500346 社会福祉法人　砥部寿会 砥部オレンジ荘 トベオレンジソウ 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南２２６７番地 介護老人福祉施設 089-962-7820 H12/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500437 社会福祉法人広寿会 ひろた ヒロタ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津405番地 介護老人福祉施設 089-969-2155 H13/04/20 指定 伊予郡砥部町

3873500445 社会福祉法人広寿会 短期入所生活介護事業所ひろた タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショヒロタ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津405番地 短期入所生活介護 089-969-2155 H13/04/20 指定 伊予郡砥部町

3873500445 社会福祉法人広寿会 短期入所生活介護事業所ひろた タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショヒロタ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津405番地 介護予防短期入所生活介護 089-969-2155 H19/04/01 指定 伊予郡砥部町
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3873500536 有限会社すまいる グループホームすまいる グループホームスマイル 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛1442－16 認知症対応型共同生活介護 089-962-1333 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500536 有限会社すまいる グループホームすまいる グループホームスマイル 7912131 愛媛県伊予郡砥部町北川毛1442－16 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-962-1333 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500585 社会福祉法人　広寿会 指定居宅介護支援事業所　ひろた シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　ヒロタ 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津405番地 居宅介護支援 089-969-2155 H15/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500593 有限会社おきた建築 グループホーム　おきた グループホーム　オキタ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町370番地１ 認知症対応型共同生活介護 089-962-3767 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500593 有限会社おきた建築 グループホーム　おきた グループホーム　オキタ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町370番地１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-962-3767 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500627 医療法人順風会 ヘルパーステーション八倉 ヘルパーステーションヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 訪問介護 089-905-2020 H15/07/31 指定 伊予郡砥部町

3873500627 医療法人順風会 ヘルパーステーション八倉 ヘルパーステーションヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 訪問型サービス（独自） 089-905-2020 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500627 医療法人順風会 ヘルパーステーション八倉 ヘルパーステーションヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-905-2020 H29/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500676 有限会社　ＳＫＲ グループホーム　さくら グループホーム　サクラ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田1008-6 認知症対応型共同生活介護 089-956-5358 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500676 有限会社　ＳＫＲ グループホーム　さくら グループホーム　サクラ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田1008-6 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-956-5358 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500726 社会福祉法人　砥部町社会福祉協議会 砥部町社協 トベチョウシャキョウ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 居宅介護支援 089-962-7100 H17/01/01 指定 伊予郡砥部町

3873500734 社会福祉法人　砥部町社会福祉協議会 砥部町社協 トベチョウシャキョウ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 訪問介護 089-962-7100 H17/01/01 指定 伊予郡砥部町

3873500734 社会福祉法人　砥部町社会福祉協議会 砥部町社協 トベチョウシャキョウ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内1369番地 訪問型サービス（独自） 089-962-7100 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500742 砥部町 砥部町デイサービスセンター トベチョウデイサービスセンター 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津398番地 通所介護 089-969-2211 H17/01/01 指定 伊予郡砥部町

3873500742 砥部町 砥部町デイサービスセンター トベチョウデイサービスセンター 7912205 愛媛県伊予郡砥部町総津398番地 通所型サービス（独自） 089-969-2211 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500767 有限会社　オアシス グループホームぽかぽか グループホームポカポカ 7912204 愛媛県伊予郡砥部町高市1318番地 認知症対応型共同生活介護 089-969-2760 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500767 有限会社　オアシス グループホームぽかぽか グループホームポカポカ 7912204 愛媛県伊予郡砥部町高市1318番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-969-2760 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500775 有限会社おきた建築 ぐるうぷほーむ砥辺 グルウプホームトベ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町260番地 認知症対応型共同生活介護 089-962-3473 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500775 有限会社おきた建築 ぐるうぷほーむ砥辺 グルウプホームトベ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町260番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 089-962-3473 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500817 社会福祉法人　砥部寿会 軽費老人ホーム（ケアハウス）砥部オレンジ荘 ケイヒロウジンホーム（ケアハウス）トベオレンジソウ 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南2267番地 特定施設入居者生活介護 089-962-7820 H18/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500817 社会福祉法人　砥部寿会 軽費老人ホーム（ケアハウス）砥部オレンジ荘 ケイヒロウジンホーム（ケアハウス）トベオレンジソウ 7912132 愛媛県伊予郡砥部町大南2267番地 介護予防特定施設入居者生活介護 089-962-7820 H19/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500841 社会福祉法人　砥部寿会 ケアプランセンターあったか ケアプランセンターアッタカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１１７１番地２ 居宅介護支援 089-957-2005 H20/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500882 合同会社ひだまり ひだまり介護ステーション ヒダマリカイゴステーション 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１５４番地 訪問介護 089-907-3556 H22/02/01 指定 伊予郡砥部町

3873500882 合同会社ひだまり ひだまり介護ステーション ヒダマリカイゴステーション 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田１５４番地 訪問型サービス（独自） 089-907-3556 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500957 有限会社フクダ ハッピースマイル ハッピースマイル 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２４ 福祉用具貸与 089-904-1045 H23/01/21 指定 伊予郡砥部町

3873500957 有限会社フクダ ハッピースマイル ハッピースマイル 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２４ 特定福祉用具販売 089-904-1045 H23/01/21 指定 伊予郡砥部町

3873500957 有限会社フクダ ハッピースマイル ハッピースマイル 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２４ 介護予防福祉用具貸与 089-904-1045 H23/01/21 指定 伊予郡砥部町

3873500957 有限会社フクダ ハッピースマイル ハッピースマイル 7912122 愛媛県伊予郡砥部町千足１番地２４ 特定介護予防福祉用具販売 089-904-1045 H23/01/21 指定 伊予郡砥部町

3873500973 株式会社　ひふみ ひふみ訪問介護 ヒフミホウモンカイゴ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光１５９番地１ 訪問介護 089-997-7123 H23/05/16 指定 伊予郡砥部町

3873500973 株式会社　ひふみ ひふみ訪問介護 ヒフミホウモンカイゴ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光１５９番地１ 訪問型サービス（独自） 089-997-7123 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873500973 株式会社　ひふみ ひふみ訪問介護 ヒフミホウモンカイゴ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光１５９番地１ 訪問型サービス（独自／定率） 089-997-7123 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501047 株式会社ナチュラル・べラ ヘルパーステーションみなみ ヘルパーステーションミナミ 7912115 愛媛県伊予郡砥部町三角７２７番地３ 訪問型サービス（独自） 089-962-3547 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501054 医療法人　誠志会 とべ居宅介護支援事業所 トベキョタクカイゴシエンジギョウショ 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生40番地1 居宅介護支援 089-957-5511 H25/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501070 社会福祉法人　砥部寿会 デイサービスセンター　あったか デイサービスセンター　アッタカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田1171番地2 通所介護 089-957-2007 H25/05/01 指定 伊予郡砥部町

3873501070 社会福祉法人　砥部寿会 デイサービスセンター　あったか デイサービスセンター　アッタカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田1171番地2 通所型サービス（独自） 089-957-2007 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501088 社会福祉法人　砥部寿会 ヘルパーステーションあったか ヘルパーステーションアッタカ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田1171番地2 訪問型サービス（独自） 089-957-2007 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501096 株式会社さがわ 株式会社さがわ カブシキガイシャサガワ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内859番地 福祉用具貸与 089-962-2941 H25/09/01 指定 伊予郡砥部町

3873501096 株式会社さがわ 株式会社さがわ カブシキガイシャサガワ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内859番地 特定福祉用具販売 089-962-2941 H25/09/01 指定 伊予郡砥部町

3873501096 株式会社さがわ 株式会社さがわ カブシキガイシャサガワ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内859番地 介護予防福祉用具貸与 089-962-2941 H25/09/01 指定 伊予郡砥部町

3873501096 株式会社さがわ 株式会社さがわ カブシキガイシャサガワ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内859番地 特定介護予防福祉用具販売 089-962-2941 H25/09/01 指定 伊予郡砥部町

3873501112 株式会社ＳＡＹＯＭＩ かいご相談所　おかだ組 カイゴソウダンショ　オカダグミ 7912121 愛媛県伊予郡砥部町宮内298番地 居宅介護支援 089-948-8486 H26/01/06 指定 伊予郡砥部町

3873501120 砥部病院ケアサービス株式会社 介護付有料老人ホームＴｏ-ｂｅ カイゴツキユウリョウロウジンホームトゥービー 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生51番地1 特定施設入居者生活介護 089-969-0085 H25/12/15 指定 伊予郡砥部町
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3873501120 砥部病院ケアサービス株式会社 介護付有料老人ホームＴｏ-ｂｅ カイゴツキユウリョウロウジンホームトゥービー 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生51番地1 介護予防特定施設入居者生活介護 089-969-0085 H25/12/15 指定 伊予郡砥部町

3873501138 砥部病院ケアサービス株式会社 デイサービス　Ｔｏ‐ｂｅ デイサービス　トゥービー 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生38番1 通所介護 089-969-0075 H25/12/16 指定 伊予郡砥部町

3873501138 砥部病院ケアサービス株式会社 デイサービス　Ｔｏ‐ｂｅ デイサービス　トゥービー 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生38番1 通所型サービス（独自） 089-969-0075 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501138 砥部病院ケアサービス株式会社 デイサービス　Ｔｏ‐ｂｅ デイサービス　トゥービー 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生38番1 通所型サービス（独自／定率） 089-969-0075 H29/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501146 株式会社オオノカンパニー 訪問介護わらべ ホウモンカイゴワラベ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内591番地フィリアデュオグランツＭ　102号 訪問介護 089-962-1160 H27/01/16 指定 伊予郡砥部町

3873501146 株式会社オオノカンパニー 訪問介護わらべ ホウモンカイゴワラベ 7912120 愛媛県伊予郡砥部町宮内591番地2フィリアデュオグランツM102号 訪問型サービス（独自） 089-948-8818 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501187 株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和とべ デイフィットアスレヤマトトベ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光181番地4 通所介護 089-961-1286 H27/05/01 指定 伊予郡砥部町

3873501187 株式会社アスレヤマト デイフィットＡＳＲＥ和とべ デイフィットアスレヤマトトベ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光181番地4 通所型サービス（独自） 089-961-1286 H29/04/01 指定 伊予郡砥部町

3873501203 医療法人誠志会 とべ訪問介護事業所 トベホウモンカイゴジギョウショ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田92番地２高尾ハイツ201号 訪問介護 089-961-1156 H28/02/22 指定 伊予郡砥部町

3873501203 医療法人誠志会 とべ訪問介護事業所 トベホウモンカイゴジギョウショ 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田92番地２高尾ハイツ201号 訪問型サービス（独自） 089-961-1156 H29/04/01 指定 伊予郡砥部町

3893500045 社会福祉法人　砥部寿会 小規模多機能ホーム　あったか ショウキボタキノウホーム　アッタカ 7912101 伊予郡砥部町高尾田1171-3 小規模多機能型居宅介護 089-957-2007 H22/09/29 指定 伊予郡砥部町

3893500045 社会福祉法人　砥部寿会 小規模多機能ホーム　あったか ショウキボタキノウホーム　アッタカ 7912101 伊予郡砥部町高尾田1171-3 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-957-2007 H22/09/29 指定 伊予郡砥部町

3893500151 社会福祉法人　砥部寿会 小規模多機能ホーム　砥部オレンジ荘 ショウキボタキノウホーム　トベオレンジソウ 7912132 伊予郡砥部町大南2267番地 小規模多機能型居宅介護 089-962-7820 R03/04/01 指定 伊予郡砥部町

3893500151 社会福祉法人　砥部寿会 小規模多機能ホーム　砥部オレンジ荘 ショウキボタキノウホーム　トベオレンジソウ 7912132 伊予郡砥部町大南2267番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-962-7820 R03/04/01 指定 伊予郡砥部町

3893500169 社会福祉法人　広寿会 やまの里　たまたに ヤマノサト　タマタニ 7912202 愛媛県伊予郡砥部町玉谷670番地１ 小規模多機能型居宅介護 089-969-5010 R03/05/01 指定 伊予郡砥部町

3893500169 社会福祉法人　広寿会 やまの里　たまたに ヤマノサト　タマタニ 7912202 愛媛県伊予郡砥部町玉谷670番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 089-969-5010 R03/05/01 指定 伊予郡砥部町

38A3500018 医療法人順風会 医療法人　順風会　八倉医院 イリョウホウジン　ジュンプウカイ　ヤクライイン 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５-１ 通所型サービス（独自／定率） 089-958-1555 H29/04/01 指定 伊予郡砥部町

38A3500026 株式会社 YOKOTA よこた接骨院デイサービス ヨコタセッコツインデイサービス 7912101 愛媛県伊予郡砥部町高尾田４４　リージェントとべ１階 通所型サービス（独自／定率） 089-958-8877 H29/07/01 指定 伊予郡砥部町

38A3500034 はり・きゅうサロン一恷 デイサービスいっきゅう デイサービスイッキュウ 7912116 愛媛県伊予郡砥部町原町２７１番地 通所型サービス（独自／定率） 089-904-7655 H29/10/01 指定 伊予郡砥部町

38A3500042 砥部病院ケアサービス株式会社 えがおネットワークＴｏｂｅ エガオネットワークトゥービー 7912114 愛媛県伊予郡砥部町麻生51-1 通所型サービス（独自／定率） 089-957-1047 H30/04/01 指定 伊予郡砥部町

38B3500016 医療法人順風会 介護医療院八倉 カイゴイリョウインヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 通所リハビリテーション 089-958-1555 R02/04/01 指定 伊予郡砥部町

38B3500016 医療法人順風会 介護医療院八倉 カイゴイリョウインヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 短期入所療養介護 089-958-1555 R02/04/01 指定 伊予郡砥部町

38B3500016 医療法人順風会 介護医療院八倉 カイゴイリョウインヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護医療院 089-958-1555 R02/04/01 指定 伊予郡砥部町

38B3500016 医療法人順風会 介護医療院八倉 カイゴイリョウインヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 089-958-1555 R02/04/01 指定 伊予郡砥部町

38B3500016 医療法人順風会 介護医療院八倉 カイゴイリョウインヤクラ 7912112 愛媛県伊予郡砥部町重光２７５番地１ 介護予防短期入所療養介護 089-958-1555 R02/04/01 指定 伊予郡砥部町

3803600018 内子町 内子町地域包括支援センター ウチコチョウチイキホウカツシエンセンター 7950392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地 介護予防支援 0893-44-2111 H19/04/01 指定 喜多郡内子町

3803600018 内子町 内子町地域包括支援センター ウチコチョウチイキホウカツシエンセンター 7950392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地 介護予防ケアマネジメント 0893-44-2111 H27/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 訪問看護 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 通所リハビリテーション 0893-44-2215 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 介護予防訪問看護 0893-44-2215 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-44-2215 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-2215 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610007 ＊ 植木内科医院 ウエキナイカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１２１２番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-2215 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 通所リハビリテーション 0893-44-5521 H22/02/02 指定 喜多郡内子町

3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 喜多郡内子町
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3813610023 医療法人里久会　 土居内科外科医院 ドイナイカゲカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１３５－１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-5521 H25/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 訪問看護 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 通所リハビリテーション 0893-44-2815 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610031 ＊ 小川医院 オガワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子2212番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-2815 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 通所リハビリテーション 0893-43-0555 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 介護予防訪問看護 0893-43-0555 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-43-0555 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-43-0555 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610049 ＊ 堀川外科胃腸科医院 ホリカワゲカイチョウカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲８６４－２ 介護予防通所リハビリテーション 0893-43-0555 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 訪問看護 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 通所リハビリテーション 0893-44-5533 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 介護予防訪問看護 0893-44-5533 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-44-5533 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-5533 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610064 ＊ 松本整形外科医院 マツモトセイケイゲカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子９６８ 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-5533 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲１２６４番地 訪問看護 0893-44-2407 H13/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲１２６４番地 訪問リハビリテーション 0893-44-2407 H13/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲１２６４番地 居宅療養管理指導 0893-44-2407 H13/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２２５６番地 通所リハビリテーション 0893-44-2407 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２２５６番地 介護予防訪問看護 0893-44-2407 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２２５６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-44-2407 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２２５６番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-2407 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610122 医療法人　古川医院 古川医院 フルカワイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２２５６番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-2407 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 訪問看護 0893-43-0101 H14/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 訪問リハビリテーション 0893-43-0101 H14/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 居宅療養管理指導 0893-43-0101 H14/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 通所リハビリテーション 0893-43-0101 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 介護予防訪問看護 0893-43-0101 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-43-0101 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0893-43-0101 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610148 医療法人佐々木整形外科クリニック 佐々木整形外科クリニック ササキセイケイゲカクリニック 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１４０８－１ 介護予防通所リハビリテーション 0893-43-0101 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 訪問看護 0893-44-2010 H18/04/10 指定 喜多郡内子町
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3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 訪問リハビリテーション H18/04/10 指定 喜多郡内子町

3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 居宅療養管理指導 0893-44-2010 H18/04/10 指定 喜多郡内子町

3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 通所リハビリテーション 0893-44-2010 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 介護予防訪問看護 0893-44-2010 H18/04/10 指定 喜多郡内子町

3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-44-2010 H18/04/10 指定 喜多郡内子町

3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-2010 H18/04/10 指定 喜多郡内子町

3813610163 ＊ 高橋医院 タカハシイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１２５ 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-2010 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 訪問看護 0893-59-2700 H19/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 訪問リハビリテーション 0893-59-2700 H19/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 居宅療養管理指導 0893-59-2700 H19/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 通所リハビリテーション 0893-59-2700 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 介護予防訪問看護 0893-59-2700 H19/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-59-2700 H19/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-59-2700 H19/02/01 指定 喜多郡内子町

3813610171 * 眼科うちこCLINNIC ガンカウチコクリニック 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子380番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-59-2700 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 訪問看護 0893-44-7117 H20/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 訪問リハビリテーション 0893-44-7117 H20/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 居宅療養管理指導 0893-44-7117 H20/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 通所リハビリテーション 0893-44-7117 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 介護予防訪問看護 0893-44-7117 H20/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 介護予防訪問リハビリテーション 0893-44-7117 H20/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-7117 H20/01/01 指定 喜多郡内子町

3813610189 医療法人　おおむら小児科 おおむら小児科 オオムラショウニカ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻846番地30 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-7117 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 訪問看護 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 通所リハビリテーション 0892-52-3151 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 介護予防訪問看護 0892-52-3151 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 介護予防訪問リハビリテーション 0892-52-3151 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 介護予防居宅療養管理指導 0892-52-3151 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610197 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 社会福祉法人恩賜財団済生会小田診療所 シャカイフクシホウジンオンシザイダンサイセイカイオダシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１３０番地 介護予防通所リハビリテーション 0892-52-3151 H21/04/01 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 訪問看護 0893-44-5500 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 訪問リハビリテーション 0893-44-5431 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 居宅療養管理指導 0893-44-5500 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 通所リハビリテーション 0893-44-5500 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 介護予防訪問看護 0893-44-5500 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 介護予防訪問リハビリテーション 0893-44-5431 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-5500 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3813610205 特定医療法人  弘友会 加戸病院 カトビョウイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７７１番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-44-5500 H23/11/11 指定 喜多郡内子町

3833630191 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲２９７ 訪問看護 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630191 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲２９７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630191 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲２９７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町
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3833630191 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲２９７ 介護予防訪問看護 0893-43-0026 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630191 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲２９７ 介護予防訪問リハビリテーション 0893-43-0026 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630191 ＊ 中村歯科医院 ナカムラシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲２９７ 介護予防居宅療養管理指導 0893-43-0026 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630217 ＊ 松居歯科医院 マツイシカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲４４９－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630217 ＊ 松居歯科医院 マツイシカイイン 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲４４９－２ 介護予防居宅療養管理指導 0893-43-0123 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630233 ＊ 大野歯科医院 オオノシカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１８７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630233 ＊ 大野歯科医院 オオノシカイイン 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲１１８７ 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-2762 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630266 ＊ 宝来歯科 ホウライシカ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子１０３１番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630266 ＊ 宝来歯科 ホウライシカ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子１０３１番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-5535 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630324 武岡　元就 武岡歯科医院 タケオカシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子甲1476-3 居宅療養管理指導 H15/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630324 武岡　元就 武岡歯科医院 タケオカシカイイン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２５４５番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-6480 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630357 * 小田歯科診療所 オダシカシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田82番地 訪問看護 0892-52-3067 H18/10/01 指定 喜多郡内子町

3833630357 * 小田歯科診療所 オダシカシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田82番地 訪問リハビリテーション 0892-52-3067 H18/10/01 指定 喜多郡内子町

3833630357 * 小田歯科診療所 オダシカシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田82番地 居宅療養管理指導 0892-52-3067 H18/10/01 指定 喜多郡内子町

3833630357 * 小田歯科診療所 オダシカシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田82番地 介護予防訪問看護 0892-52-3067 H18/10/01 指定 喜多郡内子町

3833630357 * 小田歯科診療所 オダシカシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田82番地 介護予防訪問リハビリテーション 0892-52-3067 H18/10/01 指定 喜多郡内子町

3833630357 * 小田歯科診療所 オダシカシンリョウジョ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田82番地 介護予防居宅療養管理指導 0892-52-3067 H18/10/01 指定 喜多郡内子町

3833630365 * とびの歯科 トビノシカ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲83-1 訪問看護 0893-44-4007 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630365 * とびの歯科 トビノシカ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲83-1 訪問リハビリテーション 0893-44-4007 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630365 * とびの歯科 トビノシカ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲83-1 居宅療養管理指導 0893-44-4007 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630365 * とびの歯科 トビノシカ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲83-1 介護予防訪問看護 0893-44-4007 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630365 * とびの歯科 トビノシカ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲83-1 介護予防訪問リハビリテーション 0893-44-4007 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3833630365 * とびの歯科 トビノシカ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲83-1 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-4007 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3843440078 有限会社　クリフ おだ調剤薬局 オダチョウザイヤッキョク 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田126番 居宅療養管理指導 0892-50-1012 H30/10/02 指定 喜多郡内子町

3843440078 有限会社　クリフ おだ調剤薬局 オダチョウザイヤッキョク 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田126番 介護予防居宅療養管理指導 0892-50-1012 H30/10/02 指定 喜多郡内子町

3843640073 ＊ 藤崎薬局 フジサキヤッキョク 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子１９３６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3843640073 ＊ 藤崎薬局 フジサキヤッキョク 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子１９３６ 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-2375 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3843640115 あさひ堂薬局 あさひ堂薬局 アサヒドウヤッキョク 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２２３０ 居宅療養管理指導 0893-44-6635 H16/10/01 指定 喜多郡内子町

3843640115 あさひ堂薬局 あさひ堂薬局 アサヒドウヤッキョク 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２２３０ 介護予防居宅療養管理指導 0893-44-6635 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3843640131 有限会社　あさひ堂薬局 あさひ堂薬局駅前店 アサヒドウヤッキョクエキマエテン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２６２番地 居宅療養管理指導 0893-50-6210 H24/04/01 指定 喜多郡内子町

3843640131 有限会社　あさひ堂薬局 あさひ堂薬局駅前店 アサヒドウヤッキョクエキマエテン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２６２番地 介護予防居宅療養管理指導 0893-50-6210 H24/04/01 指定 喜多郡内子町

3843640156 株式会社Real1ze つばさ薬局 ツバサヤッキョク 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子778番地1 居宅療養管理指導 0893-50-6556 R02/04/01 指定 喜多郡内子町

3843640156 株式会社Real1ze つばさ薬局 ツバサヤッキョク 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子778番地1 介護予防居宅療養管理指導 0893-50-6556 R02/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780179 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田老人保健施設ふじの園 サイセイカイオダロウジンホケンシセツフジノソノ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９番地１ 通所リハビリテーション 0892-52-3102 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780179 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田老人保健施設ふじの園 サイセイカイオダロウジンホケンシセツフジノソノ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９番地１ 短期入所療養介護 0892-52-3102 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780179 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田老人保健施設ふじの園 サイセイカイオダロウジンホケンシセツフジノソノ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９番地１ 介護老人保健施設 0892-52-3102 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780179 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田老人保健施設ふじの園 サイセイカイオダロウジンホケンシセツフジノソノ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0892-52-3102 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780179 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田老人保健施設ふじの園 サイセイカイオダロウジンホケンシセツフジノソノ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９番地１ 介護予防短期入所療養介護 0892-52-3102 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780542 医療法人里久会　 介護老人保健施設アンジュ カイゴロウジンホケンシセツアンジュ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡１３３ 通所リハビリテーション 0893-59-2280 H13/10/10 指定 喜多郡内子町

3857780542 医療法人里久会　 介護老人保健施設アンジュ カイゴロウジンホケンシセツアンジュ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡１３３ 短期入所療養介護 0893-59-2280 H13/10/10 指定 喜多郡内子町

3857780542 医療法人里久会　 介護老人保健施設アンジュ カイゴロウジンホケンシセツアンジュ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡１３３ 介護老人保健施設 0893-59-2280 H13/10/10 指定 喜多郡内子町

3857780542 医療法人里久会　 介護老人保健施設アンジュ カイゴロウジンホケンシセツアンジュ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡１３３ 介護予防通所リハビリテーション 0893-59-2280 H18/04/01 指定 喜多郡内子町
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3857780542 医療法人里久会　 介護老人保健施設アンジュ カイゴロウジンホケンシセツアンジュ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡１３３ 介護予防短期入所療養介護 0893-59-2280 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780559 医療法人  大志会 介護老人保健施設アンビションうちこ園 カイゴロウジンホケンシセツアンビションウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３６８３番地 通所リハビリテーション 0893-59-2211 H13/10/18 指定 喜多郡内子町

3857780559 医療法人  大志会 介護老人保健施設アンビションうちこ園 カイゴロウジンホケンシセツアンビションウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３６８３番地 短期入所療養介護 0893-59-2211 H13/10/18 指定 喜多郡内子町

3857780559 医療法人  大志会 介護老人保健施設アンビションうちこ園 カイゴロウジンホケンシセツアンビションウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３６８３番地 介護老人保健施設 0893-59-2211 H13/10/18 指定 喜多郡内子町

3857780559 医療法人  大志会 介護老人保健施設アンビションうちこ園 カイゴロウジンホケンシセツアンビションウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３６８３番地 介護予防通所リハビリテーション 0893-59-2211 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3857780559 医療法人  大志会 介護老人保健施設アンビションうちこ園 カイゴロウジンホケンシセツアンビションウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３６８３番地 介護予防短期入所療養介護 0893-59-2211 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3863691212 株式会社憩 訪問看護ステーションいこい ホウモンカンゴステーションイコイ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３２９５番地１ 訪問看護 0893-43-0015 H22/04/01 指定 喜多郡内子町

3863691212 株式会社憩 訪問看護ステーションいこい ホウモンカンゴステーションイコイ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３２９５番地１ 介護予防訪問看護 0893-43-0015 H22/04/01 指定 喜多郡内子町

3873400034 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田指定居宅介護支援事業所緑風荘 サイセイカイオダシテイキョタクカイゴシエンジギョウショリョクフウソウ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９－１ 居宅介護支援 0892-52-3103 H12/01/05 指定 喜多郡内子町

3873400158 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田指定短期入所生活介護事業所緑風荘 サイセイカイオダシテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショリョクフウソウ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９－１ 短期入所生活介護 0892-52-3101 H12/03/17 指定 喜多郡内子町

3873400158 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 済生会小田指定短期入所生活介護事業所緑風荘 サイセイカイオダシテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショリョクフウソウ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９－１ 介護予防短期入所生活介護 0892-52-3101 H19/04/01 指定 喜多郡内子町

3873400174 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 指定通所介護事業所済生会小田デイサービスセンター緑風荘 シテイツウショカイゴジギョウショサイセイカイオダデイサービスセンターリョクフウソウ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９番地１ 地域密着型通所介護 0892-52-3101 H28/04/01 指定 喜多郡内子町

3873400174 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 指定通所介護事業所済生会小田デイサービスセンター緑風荘 シテイツウショカイゴジギョウショサイセイカイオダデイサービスセンターリョクフウソウ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９番地１ 通所型サービス（独自） 0892-52-3101 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873400190 社会福祉法人恩賜財団済生会支部愛媛県済生会 緑風荘 リョクフウソウ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田１４９－１ 介護老人福祉施設 0892-52-3101 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600021 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームみどり苑 トクベツヨウゴロウジンホームミドリエン 7913331 愛媛県喜多郡内子町立山４７４０番地１ 短期入所生活介護 0893-45-0141 H12/03/17 指定 喜多郡内子町

3873600021 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームみどり苑 トクベツヨウゴロウジンホームミドリエン 7913331 愛媛県喜多郡内子町立山４７４０番地１ 居宅介護支援 0893-45-0141 H11/09/30 指定 喜多郡内子町

3873600021 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームみどり苑 トクベツヨウゴロウジンホームミドリエン 7913331 愛媛県喜多郡内子町立山４７４０番地１ 介護老人福祉施設 0893-45-0141 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600021 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホームみどり苑 トクベツヨウゴロウジンホームミドリエン 7913331 愛媛県喜多郡内子町立山４７４０番地１ 介護予防短期入所生活介護 0893-45-0141 H19/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600153 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設神南荘 デイサービスシセツカンナンソウ 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲８３９番地 地域密着型通所介護 0893-43-1902 H28/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600153 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設神南荘 デイサービスシセツカンナンソウ 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲８３９番地 通所型サービス（独自） 0893-43-1902 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600153 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設神南荘 デイサービスシセツカンナンソウ 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲８３９番地 通所型サービス（独自／定率） 0893-43-1902 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600195 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホーム神南荘 トクベツヨウゴロウジンホームカンナンソウ 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎８８１ 短期入所生活介護 0893-43-1901 H12/03/17 指定 喜多郡内子町

3873600195 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホーム神南荘 トクベツヨウゴロウジンホームカンナンソウ 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲８８１ 居宅介護支援 0893-43-1901 H12/05/11 指定 喜多郡内子町

3873600195 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホーム神南荘 トクベツヨウゴロウジンホームカンナンソウ 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎甲８８１ 介護老人福祉施設 0893-43-1901 H12/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600195 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 特別養護老人ホーム神南荘 トクベツヨウゴロウジンホームカンナンソウ 7950301 愛媛県喜多郡内子町五十崎８８１ 介護予防短期入所生活介護 0893-43-1901 H19/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600203 有限会社  さくら介護 有限会社さくら介護 ユウゲンガイシャサクラカイゴ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子4271番地10 訪問介護 0893-44-2700 H12/04/26 指定 喜多郡内子町

3873600203 有限会社  さくら介護 有限会社さくら介護 ユウゲンガイシャサクラカイゴ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子4271番地10 訪問型サービス（独自） 0893-44-5115 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600252 有限会社  さくら介護 指定居宅介護支援事業所さくら シテイキョタクカイゴシエンジギョウショサクラ 7950301 愛媛県喜多郡内子町内子4271番地15 居宅介護支援 0893-44-6711 H13/04/24 指定 喜多郡内子町

3873600302 医療法人  大志会 訪問介護事業所　うちこ園 ホウモンカイゴジギョウショ　ウチコエン 7913322 愛媛県喜多郡内子町内子2052番地 訪問介護 0893-44-3881 H14/06/03 指定 喜多郡内子町

3873600302 医療法人  大志会 訪問介護事業所　うちこ園 ホウモンカイゴジギョウショ　ウチコエン 7913322 愛媛県喜多郡内子町内子2052番地 訪問型サービス（独自） 0893-44-3881 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600310 医療法人  大志会 居宅介護支援事業所　うちこ園 キョタクカイゴシエンジギョウショ　ウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子３６８３番地 居宅介護支援 0893-59-2212 H14/06/03 指定 喜多郡内子町

3873600336 宮脇商会有限会社 宮脇商会有限会社 ミヤワキショウカイユウゲンガイシャ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲６３番地の１ 福祉用具貸与 0893-44-4135 H15/05/26 指定 喜多郡内子町

3873600336 宮脇商会有限会社 宮脇商会有限会社 ミヤワキショウカイユウゲンガイシャ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲６３番地の１ 特定福祉用具販売 0893-44-4135 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600336 宮脇商会有限会社 宮脇商会　有限会社 ミヤワキショウカイ　ユウゲンガイシャ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲６３番地の１ 介護予防福祉用具貸与 0893-44-4135 H18/11/01 指定 喜多郡内子町

3873600336 宮脇商会有限会社 宮脇商会　有限会社 ミヤワキショウカイ　ユウゲンガイシャ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲６３番地の１ 特定介護予防福祉用具販売 0893-44-4135 H19/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600401 社会福祉法人  内子町社会福祉協議会 内子町在宅介護支援センター　社協 ウチコチョウザイタクカイゴシエンセンター　シャキョウ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地 居宅介護支援 0893-44-2111 H17/01/01 指定 喜多郡内子町

3873600419 社会福祉法人  内子町社会福祉協議会 内子町社会福祉協議会　訪問介護事業所 ウチコチョウシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショコウ 7950392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地 訪問介護 0893-44-2111 H17/01/01 指定 喜多郡内子町

3873600419 社会福祉法人  内子町社会福祉協議会 内子町社会福祉協議会　訪問介護事業所 ウチコチョウシャカイフクシキョウギカイ　ホウモンカイゴジギョウショコウ 7950392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲１６８番地 訪問型サービス（独自） 0893-44-2111 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600427 社会福祉法人  内子町社会福祉協議会 内子町社会福祉協議会訪問介護事業所小田支所 ウチコチョウシャカイフクシキョウギカイホウモンカイゴジギョウショオダシショ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田８２番地 訪問介護 0892-52-2627 H17/01/01 指定 喜多郡内子町

3873600427 社会福祉法人  内子町社会福祉協議会 内子町社会福祉協議会訪問介護事業所小田支所 ウチコチョウシャカイフクシキョウギカイホウモンカイゴジギョウショオダシショ 7913501 愛媛県喜多郡内子町小田８２番地 訪問型サービス（独自） 0892-52-2627 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600443 社会福祉法人  内子町社会福祉協議会 内子町老人デイサービスセンター ウチコチョウロウジンデイサービスセンター 7950304 愛媛県喜多郡内子町五十崎町甲９４５番地３ 地域密着型通所介護 0893-44-5665 H28/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600443 社会福祉法人  内子町社会福祉協議会 内子町老人デイサービスセンター ウチコチョウロウジンデイサービスセンター 7950304 愛媛県喜多郡内子町五十崎町甲９４５番地３ 通所型サービス（独自） 0893-44-5665 H30/04/01 指定 喜多郡内子町
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3873600450 有限会社グループホームあまご グループホームあまご グループホームアマゴ 7950309 愛媛県喜多郡内子町只海甲855番地15 認知症対応型共同生活介護 0893-44-3551 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600450 有限会社グループホームあまご グループホームあまご グループホームアマゴ 7950309 愛媛県喜多郡内子町只海甲855番地15 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-44-3551 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600468 医療法人  大志会 グループホームうちこ園 グループホームウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子3683番地 認知症対応型共同生活介護 0893-59-2214 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600468 医療法人  大志会 グループホームうちこ園 グループホームウチコエン 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子3683番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-59-2214 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600476 有限会社ファーストステップ グループホームあおぞら グループホームアオゾラ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲1243番地1 認知症対応型共同生活介護 0893-44-4555 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600476 有限会社ファーストステップ グループホームあおぞら グループホームアオゾラ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲1243番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-44-4555 H18/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600484 医療法人里久会　 居宅介護支援事業所　アンジュ キョタクカイゴシエンジギョウショ　アンジュ 7950303 愛媛県喜多郡内子町平岡甲133番地 居宅介護支援 0893-59-2280 H18/03/01 指定 喜多郡内子町

3873600492 株式会社フォースコーポレーション デイサービスセンターやすらぎ デイサービスセンターヤスラギ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７１６番地 通所介護 0893-44-6310 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600492 株式会社フォースコーポレーション デイサービスセンターやすらぎ デイサービスセンターヤスラギ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７１６番地 通所型サービス（独自） 0893-44-6310 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600500 株式会社フォースコーポレーション デイサービスセンターゆうなぎ デイサービスセンターユウナギ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻６１３番地１ 地域密着型通所介護 0893-44-5963 H28/04/01 休止 喜多郡内子町

3873600518 株式会社フォースコーポレーション 居宅介護支援センターやすらぎ キョタクカイゴシエンセンターヤスラギ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７１６番地 居宅介護支援 0893-44-6310 H20/04/01 休止 喜多郡内子町

3873600526 株式会社フォースコーポレーション 訪問介護センターやすらぎ ホウモンカイゴセンターヤスラギ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７１６番地 訪問介護 0893-44-6310 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600526 株式会社フォースコーポレーション 訪問介護センターやすらぎ ホウモンカイゴセンターヤスラギ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子７１６番地 訪問型サービス（独自） 0893-44-6310 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600534 株式会社ユーミーケア ユーミーケア内子デイサービス ユーミーケアウイチコデイサービス 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２５１番１ 通所介護 0893-59-2259 H24/05/11 指定 喜多郡内子町

3873600534 株式会社ユーミーケア ユーミーケア内子デイサービス ユーミーケアウイチコデイサービス 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２５１番１ 通所型サービス（独自） 0893-59-2259 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3873600542 株式会社　ユーミーケア ユーミーケア内子ショートステイ ユーミーケアウチコショートステイ 7913301 内子町内子２５１番１ 短期入所生活介護 0893-59-2259 H24/05/11 指定 喜多郡内子町

3873600542 株式会社　ユーミーケア ユーミーケア内子ショートステイ ユーミーケアウチコショートステイ 7913301 内子町内子２５１番１ 介護予防短期入所生活介護 0893-59-2259 H24/05/11 指定 喜多郡内子町

3873600559 有限会社さくら介護 デイサービス内子さくら デイサービスウチコサクラ 7913300 愛媛県喜多郡内子町内子4271-15 通所介護 0893-44-6711 H28/04/15 指定 喜多郡内子町

3873600559 有限会社さくら介護 デイサービス内子さくら デイサービスウチコサクラ 7913300 愛媛県喜多郡内子町内子4271-15 通所型サービス（独自） 0893-44-6712 H28/04/15 指定 喜多郡内子町

3873600567 株式会社ユーミーケア ユーミーケアヘルパーステーション内子 ユーミーケアヘルパーステーションウチコ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２５１－１ 訪問介護 0893-59-2259 H29/10/01 指定 喜多郡内子町

3873600567 株式会社ユーミーケア ユーミーケアヘルパーステーション内子 ユーミーケアヘルパーステーションウチコ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子２５１－１ 訪問型サービス（独自） 0893-59-2259 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600019 株式会社新風会 グループホーム　慶雲 グループホーム　ケイウン 7913361 愛媛県喜多郡内子町大瀬中央5652番3 認知症対応型共同生活介護 0893-47-0077 H19/03/01 指定 喜多郡内子町

3893600019 株式会社新風会 グループホーム　慶雲 グループホーム　ケイウン 7913361 愛媛県喜多郡内子町大瀬中央5652番3 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-47-0077 H19/03/01 指定 喜多郡内子町

3893600027 株式会社フォースコーポレーション グループホームゆうなぎ グループホームユウナギ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻６１３－１ 認知症対応型共同生活介護 0893-44-5963 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600027 株式会社フォースコーポレーション グループホームゆうなぎ グループホームユウナギ 7913310 愛媛県喜多郡内子町城廻６１３－１ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0893-44-5963 H20/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600035 株式会社悠遊社 グループホーム　紅葉の里・おだ グループホーム　モミジノサト・オダ 7913521 愛媛県喜多郡内子町本川２４２４番１９ 認知症対応型共同生活介護 0892-50-1321 H22/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600035 株式会社悠遊社 グループホーム　紅葉の里・おだ グループホーム　モミジノサト・オダ 7913521 愛媛県喜多郡内子町本川２４２４番１９ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0892-50-1321 H22/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600043 株式会社新風会 グループホーム早雲 グループホームソウウン 7913361 愛媛県喜多郡内子町大瀬中央５６５２番５ 認知症対応型共同生活介護 H22/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600043 株式会社新風会 グループホーム早雲 グループホームソウウン 7913361 愛媛県喜多郡内子町大瀬中央５６５２番５ 介護予防認知症対応型共同生活介護 H22/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600050 有限会社　さくら介護 小規模多機能型居宅介護事業所　さくら ショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショ　サクラ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子4271番地10 小規模多機能型居宅介護 0893-44-2700 H25/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600050 有限会社　さくら介護 小規模多機能型居宅介護事業所　さくら ショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショ　サクラ 7913301 愛媛県喜多郡内子町内子4271番地10 介護予防小規模多機能型居宅介護 0893-44-2700 H25/04/01 指定 喜多郡内子町

3893600068 株式会社　悠遊社 紅葉の里・おだ モミジノサト・オダ 7913521 愛媛県喜多郡内子町本川2424－19 認知症対応型通所介護 0892-50-1321 H28/07/01 指定 喜多郡内子町

3893600068 株式会社　悠遊社 紅葉の里・おだ モミジノサト・オダ 7913521 愛媛県喜多郡内子町本川2424－19 介護予防認知症対応型通所介護 0892-50-1321 H28/07/01 指定 喜多郡内子町

3893600076 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設　みどり苑 デイサービスシセツ　ミドリエン 7913331 愛媛県喜多郡内子町立山4740番地1 地域密着型通所介護 0893-45-0141 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

38A3600016 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合 デイサービス施設　みどり苑 デイサービスシセツ　ミドリエン 7913331 愛媛県喜多郡内子町立山４７４０番地１ 通所型サービス（独自） 0893-45-0141 H30/04/01 指定 喜多郡内子町

3803700016 伊方町 伊方町地域包括支援センター イカタチョウチイキホウカツシエンセンター 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1伊方中央保健センター 介護予防支援 0894-38-2652 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3803700016 伊方町 伊方町地域包括支援センター イカタチョウチイキホウカツシエンセンター 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1伊方中央保健センター 介護予防ケアマネジメント 0894-38-2652 H27/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 訪問看護 H12/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 通所リハビリテーション 0894-38-2200 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 介護予防訪問看護 0894-38-2200 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町
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3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 介護予防訪問リハビリテーション 0894-38-2200 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 介護予防居宅療養管理指導 0894-38-2200 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710005 ＊ わとう医院 ワトウイイン 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦字古川８６６ 介護予防通所リハビリテーション 0894-38-2200 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 訪問看護 0894-39-1050 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 訪問リハビリテーション 0894-39-1050 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 居宅療養管理指導 0894-39-1050 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 通所リハビリテーション 0894-39-1050 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 介護予防訪問看護 0894-39-1050 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0894-39-1050 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 介護予防居宅療養管理指導 0894-39-1050 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710146 伊方町 伊方町国民健康保険九町診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクチョウシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町1番耕地597番地1 介護予防通所リハビリテーション 0894-39-1050 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 訪問看護 0894-29-8811 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 訪問リハビリテーション 0894-29-8811 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 居宅療養管理指導 0894-29-8811 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 通所リハビリテーション 0894-29-8811 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 介護予防訪問看護 0894-29-8811 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-29-8811 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-8811 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710153 伊方町 伊方町国民健康保険瀬戸診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンセトシンリョウジョ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙2587番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-29-8811 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 訪問看護 0894-53-0025 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 訪問リハビリテーション 0894-53-0025 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 居宅療養管理指導 0894-53-0025 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 通所リハビリテーション 0894-53-0025 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 介護予防訪問看護 0894-53-0025 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-53-0025 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-53-0025 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710161 伊方町 伊方町国民健康保険大久出張診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンオオクシュッチョウシンリョウジョ 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1667番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-53-0025 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 訪問看護 0894-56-0032 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 訪問リハビリテーション 0894-56-0032 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 居宅療養管理指導 0894-56-0032 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 通所リハビリテーション 0894-56-0032 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 介護予防訪問看護 0894-56-0032 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-56-0032 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-56-0032 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710179 伊方町 伊方町国民健康保険串診療所 イカタチョウコクミンケンコウホケンクシシンリョウジョ 7960822 愛媛県西宇和郡伊方町串466番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-56-0032 H21/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1452番地1 訪問看護 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1452番地1 訪問リハビリテーション 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1452番地1 居宅療養管理指導 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1452番地1 通所リハビリテーション 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1442番地 介護予防訪問看護 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1442番地 介護予防訪問リハビリテーション 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1442番地 介護予防居宅療養管理指導 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3813710211 医療法人　優悠会 門田医院 カドタイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1442番地 介護予防通所リハビリテーション 0894-54-0034 R01/08/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730421 ＊ 町見歯科診療所 マチミシカシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町１番耕地１８００番地の７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730421 ＊ 町見歯科診療所 マチミシカシンリョウジョ 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町１番耕地１８００番地の７ 介護予防居宅療養管理指導 0894-39-0567 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730462 ＊ 土居歯科医院 ドイシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎１０１２番地２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730462 ＊ 土居歯科医院 ドイシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎１０１２番地２ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730470 高門  洋一 伊方歯科診療所 イカタシカシンリョウショ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１００２－１１ 居宅療養管理指導 0894-38-0508 H12/05/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730470 高門  洋一 伊方歯科診療所 イカタシカシンリョウショ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦１００２－１１ 介護予防居宅療養管理指導 0894-38-0508 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730488 藤野　尚之 みさき歯科医院 ミサキシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎692-2 訪問看護 H15/01/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730488 藤野　尚之 みさき歯科医院 ミサキシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎692-2 訪問リハビリテーション H15/01/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730488 藤野　尚之 みさき歯科医院 ミサキシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎692-2 居宅療養管理指導 H15/01/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730488 藤野　尚之 みさき歯科医院 ミサキシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎692-2 介護予防訪問看護 0894-29-9140 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730488 藤野　尚之 みさき歯科医院 ミサキシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎692-2 介護予防訪問リハビリテーション 0894-29-9140 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3833730488 藤野　尚之 みさき歯科医院 ミサキシカイイン 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎692-2 介護予防居宅療養管理指導 0894-29-9140 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700052 社会福祉法人  伊方社会福祉協会 居宅介護支援事業つわぶき荘 キョタクカイゴシエンジギョウツワブキソウ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６１－１ 居宅介護支援 0894-38-1125 H11/12/24 指定 西宇和郡伊方町

3873700177 社会福祉法人  伊方社会福祉協会 短期入所生活介護事業所つわぶき荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショツワブキソウ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６１－１ 短期入所生活介護 0894-38-0700 H12/03/17 指定 西宇和郡伊方町

3873700177 社会福祉法人  伊方社会福祉協会 短期入所生活介護事業所つわぶき荘 タンキニュウショセイカツカイゴジギョウショツワブキソウ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６１－１ 介護予防短期入所生活介護 0894-38-0700 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700227 社会福祉法人  伊方社会福祉協会 つわぶき荘 ツワブキソウ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８６１－１ 介護老人福祉施設 0894-38-0700 H12/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700334 社会福祉法人　愛寿会 特別養護老人ホーム瀬戸あいじゅ トクベツヨウゴロウジンホーム 7960611 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594番地 介護老人福祉施設 0894-53-0622 H15/06/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700342 社会福祉法人　愛寿会 ショートステイ瀬戸あいじゅ ショートステイセトアイジュ 7960611 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594番地 短期入所生活介護 0894-53-0622 H15/06/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700342 社会福祉法人　愛寿会 ショートステイ瀬戸あいじゅ ショートステイセトアイジュ 7960611 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594番地 介護予防短期入所生活介護 0894-53-0622 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700359 社会福祉法人　愛寿会 デイサービスセンター瀬戸あいじゅ デイサービスセンターセトアイジュ 7960611 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594番地 通所介護 0894-53-0622 H15/06/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700359 社会福祉法人　愛寿会 デイサービスセンター瀬戸あいじゅ デイサービスセンターセトアイジュ 7960611 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594番地 通所型サービス（独自） 0894-53-0622 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700367 社会福祉法人　愛寿会 グループホーム瀬戸あいじゅ グループホームセトアイジュ 7960611 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594番地 認知症対応型共同生活介護 0894-53-0622 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700367 社会福祉法人　愛寿会 グループホーム瀬戸あいじゅ グループホームセトアイジュ 7960611 愛媛県西宇和郡伊方町川之浜594番地 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-53-0622 H18/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700466 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 三崎居宅介護支援事業所 ミサキキョタクカイゴシエンジギョウショ 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1700番地16三崎保健福祉センター 居宅介護支援 0894-54-2222 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700482 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 瀬戸訪問介護事業所 セトホウモンカイゴジギョウショ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙１０８７番地１ 訪問介護 0894-57-2180 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700482 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 瀬戸訪問介護事業所 セトホウモンカイゴジギョウショ 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙１０８７番地１ 訪問型サービス（独自） 0894-57-2180 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700490 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 三崎訪問介護事業所 ミサキホウモンカイゴジギョウショ 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1700番地16三崎保健福祉センター 訪問介護 0894-54-2222 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700490 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 三崎訪問介護事業所 ミサキホウモンカイゴジギョウショ 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎1700番地16三崎保健福祉センター 訪問型サービス（独自） 0894-54-2222 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700508 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 伊方訪問介護事業所 イカタホウモンカイゴジギョウショ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1995番地1 訪問介護 0894-38-2360 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700508 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 伊方訪問介護事業所 イカタホウモンカイゴジギョウショ 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1995番地1 訪問型サービス（独自） 0894-38-2360 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700516 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 瀬戸デイサービスセンター セトデイサービスセンター 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙１０８７番地１ 通所介護 0894-57-2180 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700516 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 瀬戸デイサービスセンター セトデイサービスセンター 7960502 愛媛県西宇和郡伊方町三机乙１０８７番地１ 通所型サービス（独自） 0894-57-2180 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700524 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 町見老人デイサービスセンター マチミロウジンデイサービスセンター 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町６番耕地８４０番地１４ 通所介護 0894-39-0390 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700524 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 町見老人デイサービスセンター マチミロウジンデイサービスセンター 7960421 愛媛県西宇和郡伊方町九町６番耕地８４０番地１４ 通所型サービス（独自） 0894-39-0390 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700532 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 伊方老人デイサービスセンター イカタロウジンデイサービスセンター 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８７１番地２ 通所介護 0894-38-0008 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700532 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 伊方老人デイサービスセンター イカタロウジンデイサービスセンター 7960301 愛媛県西宇和郡伊方町湊浦８７１番地２ 通所型サービス（独自） 0894-38-0008 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700540 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 三崎デイサービスセンター ミサキデイサービスセンター 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎１７００番地１６三崎保健福祉センター 通所介護 0894-54-2222 H17/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700540 社会福祉法人　伊方町社会福祉協議会 三崎デイサービスセンター ミサキデイサービスセンター 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎１７００番地１６三崎保健福祉センター 通所型サービス（独自） 0894-54-2222 H30/04/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700565 有限会社　増田建材 福祉用具貸与事業所　増田建材 フクシヨウグタイヨジギョウショ　マスダケンザイ 7960813 愛媛県西宇和郡伊方町二名津２１５番地 福祉用具貸与 0894-54-0619 H29/09/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700565 有限会社　増田建材 福祉用具販売事業所　増田建材 フクシヨウグハンバイジギョウショ　マスダケンザイ 7960813 愛媛県西宇和郡伊方町二名津２１５番地 特定福祉用具販売 0894-54-0619 H19/11/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700565 有限会社　増田建材 福祉用具貸与事業所　増田建材 フクシヨウグタイヨジギョウショ　マスダケンザイ 7960813 愛媛県西宇和郡伊方町二名津２１５番地 介護予防福祉用具貸与 0894-54-0619 H29/09/01 指定 西宇和郡伊方町
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3873700565 有限会社　増田建材 福祉用具販売事業所　増田建材 フクシヨウグハンバイジギョウショ　マスダケンザイ 7960813 愛媛県西宇和郡伊方町二名津２１５番地 特定介護予防福祉用具販売 0894-54-0619 H19/11/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700581 まこと株式会社 まこと株式会社　仁田之浜事業所 マコトカブシキガイシャ　ニタノハマジギョウショ 7960306 愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜1092番地 福祉用具貸与 090-8286-8649 H27/12/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700581 まこと株式会社 まこと株式会社　仁田之浜事業所 マコトカブシキガイシャ　ニタノハマジギョウショ 7960306 愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜1092番地 特定福祉用具販売 090-8286-8649 H27/12/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700581 まこと株式会社 まこと株式会社　仁田之浜事業所 マコトカブシキガイシャ　ニタノハマジギョウショ 7960306 愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜1092番地 介護予防福祉用具貸与 090-8286-8649 H27/12/01 指定 西宇和郡伊方町

3873700581 まこと株式会社 まこと株式会社　仁田之浜事業所 マコトカブシキガイシャ　ニタノハマジギョウショ 7960306 愛媛県西宇和郡伊方町仁田之浜1092番地 特定介護予防福祉用具販売 090-8286-8649 H27/12/01 指定 西宇和郡伊方町

3893700017 社会福祉法人　伊方社会福祉協会 地域密着型特別養護老人ホーム三崎つわぶき荘 チイキミッチャクガタトクベツヨウゴロウジンホームミサキツワブキソウ 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎4414番地1 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0894-54-0071 H25/06/01 指定 西宇和郡伊方町

3893700025 社会福祉法人　伊方社会福祉協会 グループホーム　三崎つわぶき荘 グループホーム　ミサキツワブキソウ 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎4414番地1 認知症対応型共同生活介護 0894-54-0071 H25/06/01 指定 西宇和郡伊方町

3893700025 社会福祉法人　伊方社会福祉協会 グループホーム　三崎つわぶき荘 グループホーム　ミサキツワブキソウ 7960801 愛媛県西宇和郡伊方町三崎4414番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-54-0071 H25/06/01 指定 西宇和郡伊方町

3893700041 株式会社悠遊社 グループホームよろこび大久 グループホームヨロコビオオク 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1391番地1 認知症対応型共同生活介護 0894-20-5828 R03/01/01 指定 西宇和郡伊方町

3893700041 株式会社悠遊社 グループホームよろこび大久 グループホームヨロコビオオク 7960612 愛媛県西宇和郡伊方町大久1391番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0894-20-5828 R03/01/01 指定 西宇和郡伊方町

3803900020 松野町 松野町地域包括支援センター マツノチョウチイキホウカツシエンセンター 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６－４番地松野町保健センター 介護予防支援 0895-42-1933 H19/10/01 指定 北宇和郡松野町

3803900020 松野町 松野町地域包括支援センター マツノチョウチイキホウカツシエンセンター 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６－４番地松野町保健センター 介護予防ケアマネジメント 0895-42-1933 H27/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 通所リハビリテーション 0895-42-0707 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813910100 ＊ 松野町国民健康保険中央診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンチュウオウシンリョウショ 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４０６番地４ 介護予防通所リハビリテーション 0895-42-0707 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 通所リハビリテーション 0895-42-0001 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928110 ＊ 松野町国民健康保険谷口診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンタニグチシンリョウショ 7982112 愛媛県北宇和郡松野町蕨生１７１５ 介護予防通所リハビリテーション 0895-42-0001 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 通所リハビリテーション 0895-43-0011 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928193 ＊ 松野町国民健康保険目黒診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンメグロシンリョウショ 7982106 愛媛県北宇和郡松野町目黒６３７－１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-43-0011 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 通所リハビリテーション 0895-42-0800 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 介護予防訪問リハビリテーション H18/04/01 指定 北宇和郡松野町
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3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3813928359 ＊ 松野町国民健康保険吉野診療所 マツノチョウコクミンケンコウホケンヨシノシンリョウショ 7982111 愛媛県北宇和郡松野町吉野２４８２番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-42-0800 H21/04/01 指定 北宇和郡松野町

3833930302 ＊ 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7982101 愛媛県北宇和郡松野町松丸２７７－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3833930302 ＊ 山本歯科医院 ヤマモトシカイイン 7982101 愛媛県北宇和郡松野町松丸２７７－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-42-1722 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3833930336 ＊ 芝歯科医院 シバシカイイン 7982101 愛媛県北宇和郡松野町松丸２５９ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3833930336 ＊ 芝歯科医院 シバシカイイン 7982101 愛媛県北宇和郡松野町松丸２５９ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3843940192 有限会社　虹の森ファーマシー 虹の森薬局 ニジノモリヤッキョク 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４４８－１ 居宅療養管理指導 0895-20-5220 H13/06/01 指定 北宇和郡松野町

3843940192 有限会社　虹の森ファーマシー 虹の森薬局 ニジノモリヤッキョク 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４４８－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-5220 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3843940226 株式会社フロンティア フロンティア薬局　松野店 フロンティアヤッキョク　マツノテン 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４１１番地１ 居宅療養管理指導 0895-20-5201 H14/01/01 指定 北宇和郡松野町

3843940226 株式会社フロンティア フロンティア薬局　松野店 フロンティアヤッキョク　マツノテン 7982102 愛媛県北宇和郡松野町延野々１４１１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-5201 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900124 社会福祉法人  松野町社会福祉協議会 松野町社会福祉協議会 マツノチョウシャカイフクシキョウギカイ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸１６６１番地１３ 訪問介護 0895-42-0794 H12/02/25 休止 北宇和郡松野町

3873900124 社会福祉法人  松野町社会福祉協議会 松野町社会福祉協議会 マツノチョウシャカイフクシキョウギカイ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸１６６１番地１３ 居宅介護支援 0895-42-0794 H12/02/25 指定 北宇和郡松野町

3873900124 社会福祉法人  松野町社会福祉協議会 松野町社会福祉協議会 マツノチョウシャカイフクシキョウギカイ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸１６６１番地１３ 訪問型サービス（独自） 0895-42-0794 H30/04/01 休止 北宇和郡松野町

3873900215 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設古城園 ロウジンタンキニュウショシセツコジョウエン 7982103 愛媛県北宇和郡松野町豊岡４５９８－１ 短期入所生活介護 0895-42-1901 H12/03/17 指定 北宇和郡松野町

3873900215 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設古城園 ロウジンタンキニュウショシセツコジョウエン 7982103 愛媛県北宇和郡松野町豊岡４５９８－１ 介護予防短期入所生活介護 0895-42-1901 H19/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900231 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設古城園 デイサービスシセツコジョウエン 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡４５９８番地１ 地域密着型通所介護 0895-42-1901 H28/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900231 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設古城園 デイサービスシセツコジョウエン 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡４５９８番地１ 通所型サービス（独自） 0895-42-1901 H30/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900280 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム古城園 トクベツヨウゴロウジンホームコジョウエン 7982103 愛媛県北宇和郡松野町豊岡４５９８－１ 介護老人福祉施設 0895-42-1901 H12/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900470 有限会社　レインボープラス グループホーム　虹の森 グループホーム　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸548番地1 認知症対応型共同生活介護 0895-42-0071 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900470 有限会社　レインボープラス グループホーム　虹の森 グループホーム　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸548番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-42-0071 H18/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900512 愛媛物産株式会社 デイサービスセンターなごみ デイサービスセンターナゴミ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町豊岡３０６３番地 通所介護 0895-42-0148 H16/01/15 指定 北宇和郡松野町

3873900512 愛媛物産株式会社 デイサービスセンターなごみ デイサービスセンターナゴミ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町豊岡３０６３番地 通所型サービス（独自） 0895-42-0148 H30/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900835 有限会社　レインボープラス 介護付有料老人ホーム　虹の森 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町松丸５５２番地 特定施設入居者生活介護 0895-42-0071 H21/11/01 指定 北宇和郡松野町

3873900835 有限会社　レインボープラス 介護付有料老人ホーム　虹の森 カイゴツキユウリョウロウジンホーム　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町松丸５５２番地 介護予防特定施設入居者生活介護 0895-42-0071 H21/11/01 指定 北宇和郡松野町

3873900843 有限会社　レインボープラス 短期入所生活介護　虹の森 タンキニュウショセイカツカイゴ　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸５５２番地 短期入所生活介護 0895-42-0071 H21/11/01 指定 北宇和郡松野町

3873900843 有限会社　レインボープラス 短期入所生活介護　虹の森 タンキニュウショセイカツカイゴ　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸５５２番地 介護予防短期入所生活介護 0895-42-0071 H21/11/01 指定 北宇和郡松野町

3873900876 有限会社　レインボープラス デイサービス虹 デイサービスニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番地１ 通所介護 0895-20-5011 H22/12/01 指定 北宇和郡松野町

3873900876 有限会社　レインボープラス デイサービス虹 デイサービスニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番地１ 通所型サービス（独自） 0895-20-5011 H30/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900884 有限会社　レインボープラス 訪問介護事業所虹 ホウモンカイゴジギョウショニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番地１ 訪問介護 0895-20-5011 H23/02/01 指定 北宇和郡松野町

3873900884 有限会社　レインボープラス 訪問介護事業所虹 ホウモンカイゴジギョウショニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番地１ 訪問型サービス（独自） 0895-20-5011 H30/04/01 指定 北宇和郡松野町

3873900918 有限会社　レインボープラス 介護付有料老人ホーム虹 カイゴツキユウリョウロウジンホームニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番地１ 特定施設入居者生活介護 0895-20-5011 H26/09/01 指定 北宇和郡松野町

3873900918 有限会社　レインボープラス 介護付有料老人ホーム虹 カイゴツキユウリョウロウジンホームニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡３０１１番地１ 介護予防特定施設入居者生活介護 0895-20-5011 H26/09/01 指定 北宇和郡松野町

3883900015 社会福祉法人  松野町社会福祉協議会 松野町社会福祉協議会 マツノチョウシャカイフクシキョウギカイ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸1661番地13 訪問入浴介護 0895-42-0794 H21/07/01 休止 北宇和郡松野町

3883900015 社会福祉法人  松野町社会福祉協議会 松野町社会福祉協議会 マツノチョウシャカイフクシキョウギカイ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸1661番地13 介護予防訪問入浴介護 0895-42-0794 H21/07/01 休止 北宇和郡松野町

3893900039 有限会社　レインボープラス 小規模多機能ホーム　虹の森 ショウキボタキノウホーム　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸548番地1 小規模多機能型居宅介護 0895-42-0071 H20/04/01 指定 北宇和郡松野町

3893900039 有限会社　レインボープラス 小規模多機能ホーム　虹の森 ショウキボタキノウホーム　ニジノモリ 7982101 愛媛県北宇和郡松野町大字松丸548番地1 介護予防小規模多機能型居宅介護 0895-42-0071 H22/08/01 指定 北宇和郡松野町

3893900062 有限会社　レインボープラス グループホーム虹 グループホームニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡3011番地12 認知症対応型共同生活介護 0895-20-5011 H27/03/01 指定 北宇和郡松野町

3893900062 有限会社　レインボープラス グループホーム虹 グループホームニジ 7982103 愛媛県北宇和郡松野町大字豊岡3011番地12 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-20-5011 H27/03/01 指定 北宇和郡松野町

3803900012 鬼北町 鬼北町地域包括支援センター キホクチョウチイキホウカツシエンセンター 7981395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永旭町８００－１（広見郵便局私書箱 介護予防支援 0895-45-1111 H19/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3803900012 鬼北町 鬼北町地域包括支援センター キホクチョウチイキホウカツシエンセンター 7981395 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永旭町８００－１（広見郵便局私書箱 介護予防ケアマネジメント 0895-45-1111 H27/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910043 医療法人  友和会 篠原医院 シノハライイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５１７－３ 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910043 医療法人  友和会 篠原医院 シノハライイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５１７－３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 休止 北宇和郡鬼北町
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3813910043 医療法人  友和会 篠原医院 シノハライイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５１７－３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910043 医療法人  友和会 篠原医院 シノハライイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永1517番地3 通所リハビリテーション 0895-45-3370 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910043 医療法人  友和会 篠原医院 シノハライイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５１７－３ 介護予防訪問看護 0895-45-3370 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910043 医療法人  友和会 篠原医院 シノハライイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５１７－３ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-3370 H18/04/01 休止 北宇和郡鬼北町

3813910043 医療法人  友和会 篠原医院 シノハライイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５１７－３ 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-3370 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 通所リハビリテーション 0895-45-0141 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 介護予防訪問看護 0895-45-0141 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-0141 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-0141 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910084 ＊ 大野内科医院 オオノナイカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永６１８，６１９番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-45-0141 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 通所リハビリテーション 0895-45-0360 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 介護予防訪問看護 0895-45-0360 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-0360 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-0360 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910159 ＊ 富山医院 トミヤマイイン 7981342 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１３００ 介護予防通所リハビリテーション 0895-45-0360 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910274 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 訪問リハビリテーション 0895-45-1101 H15/12/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910274 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 居宅療養管理指導 0895-45-1101 H15/12/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910274 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 通所リハビリテーション 0895-45-1101 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910274 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-1101 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910274 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-1101 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910274 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-45-1101 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 訪問看護 0895-20-6635 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 訪問リハビリテーション 0895-20-6635 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 居宅療養管理指導 0895-20-6635 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 通所リハビリテーション 0895-20-6635 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 介護予防訪問看護 0895-20-6635 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0895-20-6635 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-6635 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910308 医療法人　いしむら整形外科 いしむら整形外科 イシムラセイケイゲカ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良4298番地1 介護予防通所リハビリテーション 0895-20-6635 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイジシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 訪問看護 0895-46-0005 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイジシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 訪問リハビリテーション 0895-46-0005 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイジシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 居宅療養管理指導 0895-46-0005 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイチシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 通所リハビリテーション 0895-46-0005 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイチシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 介護予防訪問看護 0895-46-0005 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイチシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0895-46-0005 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイチシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 介護予防居宅療養管理指導 0895-46-0005 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3813910316 鬼北町長 鬼北町国民健康保険愛治診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンアイチシンリョウジョ 7981373 愛媛県北宇和郡鬼北町清水970番地1 介護予防通所リハビリテーション 0895-46-0005 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 訪問看護 0895-47-0202 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 訪問リハビリテーション 0895-47-0202 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 居宅療養管理指導 0895-47-0202 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 通所リハビリテーション 0895-47-0202 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 介護予防訪問看護 0895-47-0202 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0895-47-0202 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 介護予防居宅療養管理指導 0895-47-0202 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910324 鬼北町長 鬼北町国民健康保険小倉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンオグラシンリョウジョ 7981321 愛媛県北宇和郡鬼北町小倉869番地1 介護予防通所リハビリテーション 0895-47-0202 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 訪問看護 0895-48-0074 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 訪問リハビリテーション 0895-48-0074 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 居宅療養管理指導 0895-48-0074 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 通所リハビリテーション 0895-48-0074 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 介護予防訪問看護 0895-48-0074 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-48-0074 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-48-0074 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910332 鬼北町長 鬼北町国民健康保険三島診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンミシマシンリョウジョ 7981311 愛媛県北宇和郡鬼北町小松1511番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-48-0074 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 訪問看護 0895-44-2250 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 訪問リハビリテーション 0895-44-2250 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 居宅療養管理指導 0895-44-2250 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 通所リハビリテーション 0895-44-2250 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 介護予防訪問看護 0895-44-2250 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-44-2250 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-44-2250 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910340 鬼北町長 鬼北町国民健康保険日吉診療所 キホクチョウコクミンケンコウホケンヒヨシシンリョウジョ 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山299番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-44-2250 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 訪問看護 0895-20-6677 H17/06/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 訪問リハビリテーション 0895-20-6677 H17/06/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 居宅療養管理指導 0895-20-6677 H17/06/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 通所リハビリテーション 0895-20-6677 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 介護予防訪問看護 0895-20-6677 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-20-6677 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-6677 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910357 医療法人　岡宮眼科 岡宮眼科 オカミヤガンカ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１４８９番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-20-6677 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 訪問看護 0895-45-3400 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 訪問リハビリテーション 0895-45-3400 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 居宅療養管理指導 0895-45-3400 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 通所リハビリテーション 0895-45-3400 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 介護予防訪問看護 0895-45-3400 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-3400 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-3400 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3813910365 鬼北町 鬼北町立北宇和病院 キホクチョウリツキタウワビョウイン 7981392 愛媛県北宇和郡広見町大字近永旭町455番地1 介護予防通所リハビリテーション 0895-45-3400 H21/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930328 ＊ 石野歯科医院 イシノシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１２１６番１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3833930328 ＊ 石野歯科医院 イシノシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１２１６番１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-2001 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930385 ＊ 福河歯科医院 フクカワシカイイン 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山３００番地３ 訪問看護 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930385 ＊ 福河歯科医院 フクカワシカイイン 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山３００番地３ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930385 ＊ 福河歯科医院 フクカワシカイイン 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山３００番地３ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930385 ＊ 福河歯科医院 フクカワシカイイン 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山３００番地３ 介護予防訪問看護 0895-44-3030 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930385 ＊ 福河歯科医院 フクカワシカイイン 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山３００番地３ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-44-3030 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930385 ＊ 福河歯科医院 フクカワシカイイン 7981502 愛媛県北宇和郡鬼北町下鍵山３００番地３ 介護予防居宅療養管理指導 0895-44-3030 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930401 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 訪問リハビリテーション 0895-45-1101 H15/12/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930401 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 居宅療養管理指導 0895-45-1101 H15/12/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930401 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-1101 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930401 社会福祉法人　旭川荘 旭川荘南愛媛病院 アサヒカワソウミナミエヒメビョウイン 7981393 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市１６０７番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-1101 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930435 * ささき歯科医院 ササキシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永1310番地5 訪問看護 0895-45-2060 H19/08/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930435 * ささき歯科医院 ササキシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永1310番地5 訪問リハビリテーション 0895-45-2060 H19/08/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930435 * ささき歯科医院 ササキシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永1310番地5 居宅療養管理指導 0895-45-2060 H19/08/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930435 * ささき歯科医院 ササキシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永1310番地5 介護予防訪問看護 0895-45-2060 H19/08/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930435 * ささき歯科医院 ササキシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永1310番地5 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-2060 H19/08/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930435 * ささき歯科医院 ササキシカイイン 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永1310番地5 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-2060 H19/08/01 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 訪問看護 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 訪問リハビリテーション 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 居宅療養管理指導 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 通所リハビリテーション 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 介護予防訪問看護 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3833930443 ＊ きほくの里歯科医院 キホクノサトシカイイン 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１４１８－７２ 介護予防通所リハビリテーション 0895-20-6480 H23/06/08 指定 北宇和郡鬼北町

3843940135 愛ファーマシー株式会社 ちかなが薬局 チカナガヤッキョク 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５２８－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3843940135 愛ファーマシー株式会社 ちかなが薬局 チカナガヤッキョク 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永１５２８－４ 介護予防居宅療養管理指導 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3843940168 有限会社　きほく調剤 ひろみ薬局 ヒロミヤッキョク 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永４９１番地１ 居宅療養管理指導 0895-45-3311 H12/11/01 指定 北宇和郡鬼北町

3843940168 有限会社　きほく調剤 ひろみ薬局 ヒロミヤッキョク 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永４９１番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-3311 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3843940242 有限会社　きほく調剤 ひかり薬局 ヒカリヤッキョク 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１５０２番地１ 居宅療養管理指導 0895-20-6510 H16/05/01 指定 北宇和郡鬼北町

3843940242 有限会社　きほく調剤 ひかり薬局 ヒカリヤッキョク 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永１５０２番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-20-6510 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3843940267 * 芝薬局 シバヤッキョク 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永９６１ 居宅療養管理指導 0895-45-0041 H19/09/21 指定 北宇和郡鬼北町

3843940267 * 芝薬局 シバヤッキョク 7981300 愛媛県北宇和郡鬼北町近永９６１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-45-0041 H19/09/21 指定 北宇和郡鬼北町

3857780427 医療法人  友和会 介護老人保健施設たんぽぽ カイゴロウジンホケンシセツタンポポ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 訪問リハビリテーション 0895-45-3811 H30/09/01 指定 北宇和郡鬼北町

3857780427 医療法人  友和会 老人保健施設たんぽぽ ロウジンホケンシセツタンポポ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 通所リハビリテーション 0895-45-3811 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3857780427 医療法人  友和会 老人保健施設たんぽぽ ロウジンホケンシセツタンポポ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 短期入所療養介護 0895-45-3811 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3857780427 医療法人  友和会 介護老人保健施設たんぽぽ カイゴロウジンホケンシセツタンポポ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 介護老人保健施設 0895-45-3811 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3857780427 医療法人  友和会 介護老人保健施設たんぽぽ カイゴロウジンホケンシセツタンポポ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-45-3811 H30/09/01 指定 北宇和郡鬼北町

3857780427 医療法人  友和会 老人保健施設たんぽぽ ロウジンホケンシセツタンポポ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-45-3811 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3857780427 医療法人  友和会 老人保健施設たんぽぽ ロウジンホケンシセツタンポポ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 介護予防短期入所療養介護 0895-45-3811 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3863991091 鬼北町 北宇和訪問看護ステーション キタウワホウモンカンゴステーション 7981392 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永４５５番地１ 訪問看護 0895-45-3721 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3863991091 鬼北町 北宇和訪問看護ステーション キタウワホウモンカンゴステーション 7981392 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永４５５番地１ 介護予防訪問看護 0895-45-3721 H19/04/01 指定 北宇和郡鬼北町
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3863992222 株式会社翔 希望の風　訪問看護ステーション キボウノカゼ　ホウモンカンゴステーション 7981364 愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波455番地 訪問看護 0895-45-1210 H30/11/08 指定 北宇和郡鬼北町

3863992222 株式会社翔 希望の風　訪問看護ステーション キボウノカゼ　ホウモンカンゴステーション 7981364 愛媛県北宇和郡鬼北町大字吉波455番地 介護予防訪問看護 0895-45-1210 H30/11/08 指定 北宇和郡鬼北町

3870301953 有限会社ジャングル 訪問介護　ゆずの家 ホウモンカイゴ　ユズノイエ 7981354 愛媛県北宇和郡鬼北町大字北川450-2 訪問介護 0895-49-3622 H27/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3870301953 有限会社ジャングル 訪問介護　ゆずの家 ホウモンカイゴ　ユズノイエ 7981354 愛媛県北宇和郡鬼北町大字北川450-2　シェアハウスおだいしあん 訪問型サービス（独自） 0895-49-3622 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900199 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設勝山荘 ロウジンタンキニュウショシセツカツヤマソウ 7981503 愛媛県北宇和郡鬼北町上大野３２２番地 短期入所生活介護 0895-44-2781 H12/03/17 指定 北宇和郡鬼北町

3873900199 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設勝山荘 ロウジンタンキニュウショシセツカツヤマソウ 7981503 愛媛県北宇和郡鬼北町上大野３２２番地 介護予防短期入所生活介護 0895-44-2781 H19/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900249 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設勝山荘 デイサービスシセツカツヤマソウ 7981503 愛媛県北宇和郡鬼北町大字上大野３２２番地 通所介護 0895-44-2781 H12/03/17 指定 北宇和郡鬼北町

3873900249 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設勝山荘 デイサービスシセツカツヤマソウ 7981503 愛媛県北宇和郡鬼北町大字上大野３２２番地 通所型サービス（独自） 0895-44-2781 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900264 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム勝山荘 トクベツヨウゴロウジンホームカツヤマソウ 7981503 愛媛県北宇和郡鬼北町上大野３２２ 介護老人福祉施設 0895-44-2781 H12/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900371 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホームひろみ奈良の里 トクベツヨウゴロウジンホームヒロミナラノサト 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良２０６７番地 介護老人福祉施設 0895-45-3800 H13/04/27 指定 北宇和郡鬼北町

3873900389 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設ひろみ奈良の里 ロウジンタンキニュウショシセツヒロミナラノサト 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良２０６７番地 短期入所生活介護 0895-45-3800 H13/05/21 指定 北宇和郡鬼北町

3873900389 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設ひろみ奈良の里 ロウジンタンキニュウショシセツヒロミナラノサト 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良２０６７番地 介護予防短期入所生活介護 0895-45-3800 H19/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900397 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設ひろみ奈良の里 デイサービスシセツヒロミナラノサト 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良２０６７番地 地域密着型通所介護 0895-45-3800 H28/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900397 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設ひろみ奈良の里 デイサービスシセツヒロミナラノサト 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良２０６７番地 通所型サービス（独自） 0895-45-3800 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900405 医療法人  友和会 指定居宅介護支援事業所　たんぽぽ シテイキョタクカイゴシエンジギョウショ　タンポポ 7981344 愛媛県北宇和郡鬼北町近永５７４番地 居宅介護支援 0895-45-3811 H13/07/06 指定 北宇和郡鬼北町

3873900421 吉田興産有限会社 介護福祉サービスさくら カイゴフクシサービスサクラ 7981363 愛媛県北宇和郡鬼北町大字内深田１０６７番地２ 訪問介護 0895-45-0125 H14/07/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900421 吉田興産有限会社 介護福祉サービスさくら カイゴフクシサービスサクラ 7981363 愛媛県北宇和郡鬼北町大字内深田１０６７番地２ 訪問型サービス（独自） 0895-45-0125 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900447 有限会社介護サービスゆう 有限会社介護サービスゆう指定訪問介護事業所 ユウゲンガイシャカイゴサービスユウシテイホウモンカイゴジギョウショ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市４６９番地 訪問介護 0895-45-0638 H14/04/11 指定 北宇和郡鬼北町

3873900447 有限会社介護サービスゆう 有限会社介護サービスゆう指定訪問介護事業所 ユウゲンガイシャカイゴサービスユウシテイホウモンカイゴジギョウショ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市４６９番地 訪問型サービス（独自） 0895-45-0638 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900488 吉田興産有限会社 グループホームさくら グループホームサクラ 7981363 愛媛県北宇和郡鬼北町内深田1067番地2 認知症対応型共同生活介護 0895-45-0125 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900488 吉田興産有限会社 グループホームさくら グループホームサクラ 7981363 愛媛県北宇和郡鬼北町内深田1067番地2 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-45-0125 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900553 有限会社介護サービスゆう 宅老所ゆう タクロウショユウ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良３７６８番３ 通所介護 0895-45-3725 H16/06/30 指定 北宇和郡鬼北町

3873900553 有限会社介護サービスゆう 宅老所ゆう タクロウショユウ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町大字奈良３７６８番３ 通所型サービス（独自） 0895-45-0638 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900561 有限会社介護サービスゆう グループホームゆう グループホームユウ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良3768番3 認知症対応型共同生活介護 0895-45-0638 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900561 有限会社介護サービスゆう グループホームゆう グループホームユウ 7981351 愛媛県北宇和郡鬼北町奈良3768番3 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-45-0638 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900629 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　キホクチョウシャカイフクシキョウギカイ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永７８２番地 訪問介護 0895-45-3668 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900629 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　キホクチョウシャカイフクシキョウギカイ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永７８２番地 訪問入浴介護 0895-45-3709 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900629 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　キホクチョウシャカイフクシキョウギカイ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永７８２番地 通所介護 0895-45-3709 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900629 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　キホクチョウシャカイフクシキョウギカイ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永７８２番地 居宅介護支援 0895-45-3667 H17/01/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900629 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　キホクチョウシャカイフクシキョウギカイ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永７８２番地 介護予防訪問入浴介護 0895-45-3709 H19/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900629 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　キホクチョウシャカイフクシキョウギカイ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永７８２番地 訪問型サービス（独自） 0895-45-3668 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900629 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 社会福祉法人　鬼北町社会福祉協議会 シャカイフクシホウジン　キホクチョウシャカイフクシキョウギカイ 7981341 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永７８２番地 通所型サービス（独自） 0895-45-3709 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900678 有限会社介護サービスゆう 介護サービスゆう居宅介護支援事業所 カイゴサービスユウキョタクカイゴシエンジギョウショ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市469番地 居宅介護支援 0895-45-0638 H17/04/13 指定 北宇和郡鬼北町

3873900744 有限会社ケアヴィレッジ デイホームよしふじ デイホームヨシフジ 7981366 愛媛県北宇和郡鬼北町大字東仲1016、1019番地 地域密着型通所介護 0895-45-2222 H28/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900744 有限会社ケアヴィレッジ デイホームよしふじ デイホームヨシフジ 7981366 愛媛県北宇和郡鬼北町大字東仲1016、1019番地 通所型サービス（独自） 0895-45-2222 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900751 介護サービス野の花有限会社 介護サービス野の花有限会社 カイゴサービスノノハナユウゲンガイシャ 7981503 愛媛県北宇和郡鬼北町上大野822番地 訪問介護 0895-44-2271 H16/07/14 指定 北宇和郡鬼北町

3873900769 有限会社ケアサポートいずみ グループホームいずみ グループホームイズミ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市98番地1 認知症対応型共同生活介護 0895-45-2171 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900769 有限会社ケアサポートいずみ グループホームいずみ グループホームイズミ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市98番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-45-2171 H18/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900777 株式会社しんくら 居宅介護支援事業所アシスト キョタクカイゴシエンジギョウショアシスト 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町近永（新町）1352番地 居宅介護支援 0895-45-2244 H18/08/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900785 特定非営利活動法人　鬼北福祉会 ケアプラン　すみれ ケアプラン　スミレ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町大字永野市638-3プラザビル202号 居宅介護支援 0895-45-3355 H19/09/26 指定 北宇和郡鬼北町

3873900793 有限会社ケアプラザヨシコー 通所介護事業所あおぞら ツウショカイゴジギョウショアオゾラ 7981331 愛媛県北宇和郡鬼北町大字興野々１２５１番地 通所介護 0895-45-3900 H20/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900793 有限会社ケアプラザヨシコー 通所介護事業所あおぞら ツウショカイゴジギョウショアオゾラ 7981331 愛媛県北宇和郡鬼北町大字興野々１２５１番地 通所型サービス（独自） 0895-45-3900 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3873900801 有限会社ケアプラザヨシコー 有料老人ホームあおぞら ユウリョウロウジンホームアオゾラ 7981331 愛媛県北宇和郡鬼北町大字興野々1251番地 特定施設入居者生活介護 0895-45-3900 H20/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900801 有限会社ケアプラザヨシコー 有料老人ホームあおぞら ユウリョウロウジンホームアオゾラ 7981331 愛媛県北宇和郡鬼北町大字興野々1251番地 介護予防特定施設入居者生活介護 0895-45-3900 H20/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900827 有限会社介護サービスゆう デイサービスゆう デイサービスユウ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市７６番地 通所介護 0895-45-2256 H21/09/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900827 有限会社介護サービスゆう デイサービスゆう デイサービスユウ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市７６番地 通所型サービス（独自） 0895-45-2256 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900850 介護サービス山茶花合同会社 デイサービス山茶花 デイサービスサザンカ 7981362 愛媛県北宇和郡鬼北町大字清延９３３番地１ 地域密着型通所介護 0895-45-3330 H28/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900868 有限会社ケアヴィレッジ デイホームよしふじ庵 デイホームヨシフジアン 7981366 愛媛県北宇和郡鬼北町大字東仲１０１５番地 地域密着型通所介護 0895-45-2222 H28/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900892 合同会社オレンジライフ デイサービスおれんじ デイサービスオレンジ 7981361 愛媛県北宇和郡鬼北町大字国遠１４４０番地１ 地域密着型通所介護 0895-49-1580 H28/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900892 合同会社オレンジライフ デイサービスおれんじ デイサービスオレンジ 7981361 愛媛県北宇和郡鬼北町大字国遠１４４０番地１ 通所型サービス（独自） 0895-49-1580 H30/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900900 ＮＰＯ法人くらしのお手伝い・ほっとホット 居宅介護支援事業所ほっとホット キョタクカイゴシエンジギョウショホットホット 7981322 愛媛県北宇和郡鬼北町大字上川606番地2 居宅介護支援 0895-49-1455 H26/06/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900926 有限会社ドリームライフ もも太郎 モモタロウ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永353番地1 地域密着型通所介護 0895-49-6871 H28/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900926 有限会社ドリームライフ もも太郎 モモタロウ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永353番地1 通所型サービス（独自） 0895-49-6871 H29/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900934 吉田興産有限会社 通所介護事業所桜桃 ツウショカイゴジギョウショサクランボ 7981363 愛媛県北宇和郡鬼北町大字内深田1066番地3 通所介護 0895-45-0125 H27/04/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900967 合同会社　つむぎ 居宅介護支援事業所つむぎ キョタクカイゴシエンジギョウショツムギ 7981361 愛媛県北宇和郡鬼北町大字国遠1052番地1 居宅介護支援 0895-49-2350 H28/10/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900975 株式会社　アクティブモア 愛ほっとデイサービスきほく アイホットデイサービスキホク 7981356 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川５２８番地 通所介護 0895-49-1600 H30/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900975 株式会社　アクティブモア 愛ほっとデイサービスきほく アイホットデイサービスキホク 7981356 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川５２８番地 通所型サービス（独自） 0895-49-1600 H30/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900975 株式会社　アクティブモア 愛ほっとデイサービスきほく アイホットデイサービスキホク 7981356 愛媛県北宇和郡鬼北町大字中野川５２８番地 通所型サービス（独自／定率） 0895-49-1600 H30/10/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900983 ＮＰＯ法人ひだまり工房 ピック・アップ ピック・アップ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永72番地 通所介護 0895-45-3140 H31/03/01 指定 北宇和郡鬼北町

3873900983 ＮＰＯ法人ひだまり工房 ピック・アップ ピック・アップ 7981343 愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永72番地 通所型サービス（独自） 0895-45-3140 H31/03/01 指定 北宇和郡鬼北町

3893900013 有限会社ケアプラザヨシコー 小規模多機能型居宅介護事業所あおぞら ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショアオゾラ 7981331 愛媛県北宇和郡鬼北町興野々１２５１番地 小規模多機能型居宅介護 0895-45-3900 H20/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3893900013 有限会社ケアプラザヨシコー 小規模多機能型居宅介護事業所あおぞら ショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショアオゾラ 7981331 愛媛県北宇和郡鬼北町興野々１２５１番地 介護予防小規模多機能型居宅介護 0895-45-3900 H20/02/01 指定 北宇和郡鬼北町

3893900054 有限会社ケアサポートいずみ 小規模多機能型居宅介護事業所ほのぼの ショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショホノボノ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市４３３番地１ 小規模多機能型居宅介護 0895-45-2788 H23/05/20 指定 北宇和郡鬼北町

3893900054 有限会社ケアサポートいずみ 小規模多機能型居宅介護事業所ほのぼの ショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショホノボノ 7981333 愛媛県北宇和郡鬼北町永野市４３３番地１ 介護予防小規模多機能型居宅介護 0895-45-2788 H23/05/20 指定 北宇和郡鬼北町

3804000010 愛南町 愛南町地域包括支援センター アイナンチョウチイキホウカツシエンセンター 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地愛南町役場内 介護予防支援 0895-72-7325 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3804000010 愛南町 愛南町地域包括支援センター アイナンチョウチイキホウカツシエンセンター 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地愛南町役場内 介護予防ケアマネジメント 0895-72-7325 H27/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010009 ＊ 愛媛県立南宇和病院 エヒメケンリツミナミウワビョウイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番地第１ 訪問看護 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010009 ＊ 愛媛県立南宇和病院 エヒメケンリツミナミウワビョウイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番地第１ 通所リハビリテーション 0895-72-1231 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010009 ＊ 愛媛県立南宇和病院 エヒメケンリツミナミウワビョウイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番地第１ 介護予防訪問看護 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010009 ＊ 愛媛県立南宇和病院 エヒメケンリツミナミウワビョウイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４３３番地第１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-72-1231 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 訪問看護 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 通所リハビリテーション 0895-72-3271 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 介護予防訪問看護 0895-72-3271 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-72-3271 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-3271 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010041 ＊ 竹本医院 タケモトイイン 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５０７ 介護予防通所リハビリテーション 0895-72-3271 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010074 医療法人  西本病院 西本病院 ニシモトビョウイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２８９－１ 訪問看護 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010074 医療法人  西本病院 西本病院 ニシモトビョウイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２８９－１ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010074 医療法人  西本病院 西本病院 ニシモトビョウイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２８９－１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010074 医療法人  西本病院 西本病院 ニシモトビョウイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２８９－１ 介護予防訪問看護 0895-73-2121 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010074 医療法人  西本病院 西本病院 ニシモトビョウイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２８９－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-73-2121 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010074 医療法人  西本病院 西本病院 ニシモトビョウイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２８９－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-73-2121 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町
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3814010074 医療法人  西本病院 西本病院 ニシモトビョウイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４２８９－１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-73-2121 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 訪問看護 0895-70-1511 H13/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 訪問リハビリテーション 0895-70-1511 H13/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 居宅療養管理指導 0895-70-1511 H13/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 通所リハビリテーション 0895-70-1511 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 介護予防訪問看護 0895-70-1511 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-70-1511 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 介護予防居宅療養管理指導 0895-70-1511 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010116 医療法人　岡澤クリニック 岡沢クリニック オカザワクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１９７６ 介護予防通所リハビリテーション 0895-70-1511 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 訪問看護 0895-84-2255 H16/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 訪問リハビリテーション 0895-84-2255 H16/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 居宅療養管理指導 0895-84-2255 H16/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 通所リハビリテーション 0895-84-2255 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 介護予防訪問看護 0895-84-2255 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 介護予防訪問リハビリテーション 0895-84-2255 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 介護予防居宅療養管理指導 0895-84-2255 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010132 愛南町 愛南町国保一本松病院 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松5056番地2 介護予防通所リハビリテーション 0895-84-2255 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 訪問看護 0895-85-0341 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 訪問リハビリテーション 0895-85-0341 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 居宅療養管理指導 0895-85-0341 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 通所リハビリテーション 0895-85-0341 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 介護予防訪問看護 0895-85-0341 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 介護予防訪問リハビリテーション 0895-85-0341 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 介護予防居宅療養管理指導 0895-85-0341 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010181 愛南町 愛南町国保一本松病院附属内海診療所魚神山出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフゾクウチウミシンリョウジョウオカミヤマシュッチョウジョ 7983707 愛媛県南宇和郡愛南町魚神山229 介護予防通所リハビリテーション 0895-85-0341 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 訪問看護 0895-75-0503 H18/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 訪問リハビリテーション 0895-75-0503 H18/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 居宅療養管理指導 0895-75-0503 H18/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 通所リハビリテーション 0895-75-0503 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 介護予防訪問看護 0895-75-0503 H18/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 介護予防訪問リハビリテーション 0895-75-0503 H18/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 介護予防居宅療養管理指導 0895-75-0503 H18/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010199 * 中浦診療所 ナカウラシンリョウジョ 7984125 愛媛県南宇和郡愛南町中浦1554 介護予防通所リハビリテーション 0895-75-0503 H21/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010215 ＊ やまぐちクリニック ヤマグチクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１３６－５ 訪問看護 0895-73-0304 H22/02/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010215 ＊ やまぐちクリニック ヤマグチクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１３６－５ 居宅療養管理指導 0895-73-0304 H22/02/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010215 ＊ やまぐちクリニック ヤマグチクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１３６－５ 通所リハビリテーション 0895-73-0304 H22/02/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010215 ＊ やまぐちクリニック ヤマグチクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１３６－５ 介護予防訪問看護 0895-73-0304 H22/02/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010215 ＊ やまぐちクリニック ヤマグチクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１３６－５ 介護予防居宅療養管理指導 0895-73-0304 H22/02/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010215 ＊ やまぐちクリニック ヤマグチクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１３６－５ 介護予防通所リハビリテーション 0895-73-0304 H22/02/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 訪問看護 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 訪問リハビリテーション 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 居宅療養管理指導 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町
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3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 通所リハビリテーション 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 介護予防訪問看護 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010231 医療法人　沢近会浜口医院 浜口医院 ハマグチイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲３４７番地２ 介護予防通所リハビリテーション 0895-72-0038 H23/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 訪問看護 H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 訪問リハビリテーション H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 居宅療養管理指導 H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 通所リハビリテーション 0895-84-2001 H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 介護予防訪問看護 0895-84-2001 H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-84-2001 H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 介護予防居宅療養管理指導 0895-84-2001 H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010249 医療法人　松本クリニック 松本クリニック マツモトクリニック 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５－３ 介護予防通所リハビリテーション 0895-84-2001 H26/12/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 訪問看護 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 訪問リハビリテーション 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 居宅療養管理指導 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 通所リハビリテーション 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 介護予防訪問看護 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010256 公益財団法人生光会　 御荘診療所 ミショウシンリョウショ 7984102 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平山８４６番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-74-0111 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 訪問看護 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 訪問リハビリテーション 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 居宅療養管理指導 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 通所リハビリテーション 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 介護予防訪問看護 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010264 医療法人　粉川ファミリークリニック 粉川ファミリークリニック コナカワファミリークリニック 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲86番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-72-2111 H29/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 訪問看護 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 訪問リハビリテーション 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 居宅療養管理指導 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 通所リハビリテーション 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 介護予防訪問看護 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 介護予防訪問リハビリテーション 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010272 愛南町 愛南町国保一本松病院福浦出張所 アイナンチョウコクホイッポンマツビョウインフクウラシュッチョウジョ 7984216 愛媛県南宇和郡愛南町福浦994番地 介護予防通所リハビリテーション 0895-84-2255 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 訪問看護 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 訪問リハビリテーション 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 居宅療養管理指導 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 通所リハビリテーション 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 介護予防訪問看護 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町
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3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 介護予防訪問リハビリテーション 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3814010298 ＊ かんクリニックーAINAN－ カンクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城1590 介護予防通所リハビリテーション 0895-72-2225 R02/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030284 医療法人  新恵歯科医院 医療法人新恵歯科医院 イリョウホウジンシンエシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２２２７－２ 訪問看護 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030284 医療法人  新恵歯科医院 医療法人新恵歯科医院 イリョウホウジンシンエシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２２２７－２ 訪問リハビリテーション H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030284 医療法人  新恵歯科医院 医療法人新恵歯科医院 イリョウホウジンシンエシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２２２７－２ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030284 医療法人  新恵歯科医院 医療法人新恵歯科医院 イリョウホウジンシンエシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２２２７－２ 介護予防訪問看護 0895-73-0550 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030284 医療法人  新恵歯科医院 医療法人新恵歯科医院 イリョウホウジンシンエシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２２２７－２ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-73-0550 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030284 医療法人  新恵歯科医院 医療法人新恵歯科医院 イリョウホウジンシンエシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２２２７－２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-73-0550 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030300 ＊ こじま歯科医院 コジマ　シカイイン 7983701 愛媛県南宇和郡愛南町柏３３９番地１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030300 ＊ こじま歯科医院 コジマ　シカイイン 7983701 愛媛県南宇和郡愛南町柏３３９番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-85-0900 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030318 ＊ あさうみ歯科医院 アサウミシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４１９－４ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030318 ＊ あさうみ歯科医院 アサウミシカイイン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４１９－４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-73-1184 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030334 上原　左門 うえはら歯科クリニック ウエハラシカクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１８３番地１ 居宅療養管理指導 0895-72-5777 H16/09/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030334 上原　左門 うえはら歯科クリニック ウエハラシカクリニック 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城４１８３番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-5777 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 訪問看護 H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 訪問リハビリテーション H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 居宅療養管理指導 H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 通所リハビリテーション 0895-72-3511 H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 介護予防訪問看護 0895-72-3511 H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-72-3511 H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-3511 H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030342 ＊ 清水ももこ歯科医院 シミズモモコシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３０２１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-72-3511 H23/01/09 指定 南宇和郡愛南町

3834030359 医療法人　たかはし歯科 たかはし歯科 タカハシ　シカ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９１６－１ 訪問看護 0895-72-5888 H25/12/23 指定 南宇和郡愛南町

3834030359 医療法人　たかはし歯科 たかはし歯科 タカハシ　シカ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９１６－１ 訪問リハビリテーション 0895-72-5888 H25/12/23 指定 南宇和郡愛南町

3834030359 医療法人　たかはし歯科 たかはし歯科 タカハシ　シカ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９１６－１ 居宅療養管理指導 0895-72-5888 H25/12/23 指定 南宇和郡愛南町

3834030359 医療法人　たかはし歯科 たかはし歯科 タカハシ　シカ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９１６－１ 介護予防訪問看護 0895-72-5888 H25/12/23 指定 南宇和郡愛南町

3834030359 医療法人　たかはし歯科 たかはし歯科 タカハシ　シカ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９１６－１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-72-5888 H25/12/23 指定 南宇和郡愛南町

3834030359 医療法人　たかはし歯科 たかはし歯科 タカハシ　シカ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９１６－１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-5888 H25/12/23 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 訪問看護 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 訪問リハビリテーション 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 居宅療養管理指導 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 通所リハビリテーション 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 介護予防訪問看護 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 介護予防訪問リハビリテーション 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038030 医療法人　一本松歯科医院 一本松歯科医院 イッポンマツシカイイン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３７５番地１ 介護予防通所リハビリテーション 0895-84-3237 H23/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038063 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３７０２番地 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3834038063 ＊ 宮田歯科医院 ミヤタシカイイン 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３７０２番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-0648 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040109 ＊ ときわ調剤薬局 トキワチョウザイヤッキョク 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２３１１ 居宅療養管理指導 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040109 ＊ ときわ調剤薬局 トキワチョウザイヤッキョク 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２３１１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-70-1335 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040117 田原　美紀 たはら薬局 タハラヤッキョク 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２０４９ 居宅療養管理指導 0895-72-2420 H12/10/01 指定 南宇和郡愛南町
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3844040117 田原　美紀 たはら薬局 タハラヤッキョク 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２０４９ 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-2420 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040125 有限会社　アポトライ なんぐん薬局 ナングンヤッキョク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４６３－２ 居宅療養管理指導 0895-70-1345 H12/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040125 有限会社　アポトライ なんぐん薬局 ナングンヤッキョク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４６３－２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-70-1345 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040133 有限会社　アカシファーマシー 明石薬局 アカシヤッキョク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲甲２４６３番地２ 居宅療養管理指導 0895-70-1338 H12/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040133 有限会社　アカシファーマシー 明石薬局 アカシヤッキョク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲甲２４６３番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-70-1338 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040224 株式会社　マツモトファーマシー おれんじ薬局 オレンジヤッキョク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲８番地２ 居宅療養管理指導 0895-72-7070 H22/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040224 株式会社　マツモトファーマシー おれんじ薬局 オレンジヤッキョク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲８番地２ 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-7070 H22/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040232 有限会社メディカルスタイル さつき薬局 サツキヤッキョク 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３５６６番地 居宅療養管理指導 0895-72-2167 H22/11/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040232 有限会社メディカルスタイル さつき薬局 サツキヤッキョク 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３５６６番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-72-2167 H22/11/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040240 有限会社　アポトライ あいなん薬局 アイナンヤッキョク 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３８２－４ 居宅療養管理指導 0895-73-7300 H24/11/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040240 有限会社　アポトライ あいなん薬局 アイナンヤッキョク 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松３３８２－４ 介護予防居宅療養管理指導 0895-73-7300 H24/11/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040257 株式会社YellPharmacy エール薬局城辺店 エールヤッキョクジョウヘンテン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４８１番１ 居宅療養管理指導 0895-73-1316 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040257 株式会社YellPharmacy エール薬局城辺店 エールヤッキョクジョウヘンテン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２４８１番１ 介護予防居宅療養管理指導 0895-73-1316 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040265 株式会社YellPharmacy エール薬局一本松店 エールヤッキョクイッポンマツテン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松５１５７番地 居宅療養管理指導 0895-70-2030 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3844040265 株式会社YellPharmacy エール薬局一本松店 エールヤッキョクイッポンマツテン 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松５１５７番地 介護予防居宅療養管理指導 0895-70-2030 H31/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3857780435 一般社団法人  南宇和郡医師会 老人保健施設なんぐん館 ロウジンホケンシセツナングンカン 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥703番地2 通所リハビリテーション 0895-73-1021 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3857780435 一般社団法人  南宇和郡医師会 老人保健施設なんぐん館 ロウジンホケンシセツナングンカン 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥703番地2 短期入所療養介護 0895-73-1021 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3857780435 一般社団法人  南宇和郡医師会 老人保健施設なんぐん館 ロウジンホケンシセツナングンカン 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥703番地2 介護老人保健施設 0895-73-1021 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3857780435 一般社団法人  南宇和郡医師会 老人保健施設なんぐん館 ロウジンホケンシセツナングンカン 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥703番地2 介護予防通所リハビリテーション 0895-73-1021 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3857780435 一般社団法人  南宇和郡医師会 老人保健施設なんぐん館 ロウジンホケンシセツナングンカン 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥703番地2 介護予防短期入所療養介護 0895-73-1021 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3864090497 一般社団法人  南宇和郡医師会 南宇和郡医師会訪問看護ステーション ミナミウワグンイシカイホウモンカンゴステーション 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥７０３番地２ 訪問看護 0895-73-1080 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3864090497 一般社団法人  南宇和郡医師会 南宇和郡医師会訪問看護ステーション ミナミウワグンイシカイホウモンカンゴステーション 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥７０３番地２ 介護予防訪問看護 0895-73-1080 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3864091529 株式会社訪問看護ステーション笑む 訪問看護ステーション笑む ホウモンカンゴステーションエム 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松3381番地1 訪問看護 0895-84-2001 H25/07/22 指定 南宇和郡愛南町

3864091529 株式会社訪問看護ステーション笑む 訪問看護ステーション笑む ホウモンカンゴステーションエム 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松3381番地1 介護予防訪問看護 0895-84-2001 H25/07/22 指定 南宇和郡愛南町

3864092394 公益財団法人正光会 訪問看護ステーションアロハ ホウモンカンゴステーションアロハ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番地 訪問看護 0895-70-1588 R01/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3864092394 公益財団法人正光会 訪問看護ステーションアロハ ホウモンカンゴステーションアロハ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番地 介護予防訪問看護 0895-70-1588 R01/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000015 一般社団法人  南宇和郡医師会 南宇和郡医師会居宅介護支援事業所 ミナミウワグンイシカイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城3605番地2 居宅介護支援 0895-73-2524 H11/09/13 指定 南宇和郡愛南町

3874000031 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 指定居宅介護支援事業所自在園 シテイキョタクカイゴシエンジギョウショジザイエン 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 居宅介護支援 0895-73-1312 H11/11/26 指定 南宇和郡愛南町

3874000056 有限会社  サン・ケアワーク 有限会社サン・ケアワーク ユウゲンガイシャサン・ケアワーク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番地 訪問介護 0895-72-5840 H12/01/31 指定 南宇和郡愛南町

3874000056 有限会社  サン・ケアワーク 有限会社サン・ケアワーク ユウゲンガイシャサン・ケアワーク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番地 訪問型サービス（独自） 0895-72-5840 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000056 有限会社  サン・ケアワーク 有限会社サン・ケアワーク ユウゲンガイシャサン・ケアワーク 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲１９８８番地 訪問型サービス（独自／定率） 0895-72-5840 H29/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000155 有限会社  福岡メディカル 有限会社福岡メディカル ユウゲンガイシャフクオカメディカル 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松3517番地1 福祉用具貸与 0895-84-3612 H12/03/10 指定 南宇和郡愛南町

3874000155 有限会社  福岡メディカル 有限会社福岡メディカル ユウゲンガイシャフクオカメディカル 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松3517番地1 特定福祉用具販売 0895-84-3612 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000155 有限会社  福岡メディカル 有限会社福岡メディカル ユウゲンガイシャフクオカメディカル 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松3517番地1 介護予防福祉用具貸与 0895-84-3612 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000155 有限会社  福岡メディカル 有限会社福岡メディカル ユウゲンガイシャフクオカメディカル 7984408 愛媛県南宇和郡愛南町一本松3517番地1 特定介護予防福祉用具販売 0895-84-3612 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000189 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 指定短期入所生活介護事業所自在園 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショジザイエン 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 短期入所生活介護 0895-72-3111 H12/03/17 指定 南宇和郡愛南町

3874000189 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 指定短期入所生活介護事業所自在園 シテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショジザイエン 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 介護予防短期入所生活介護 0895-72-3111 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000197 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設一本松荘 ロウジンタンキニュウショシセツイッポンマツ 7984404 愛媛県南宇和郡愛南町中川１４３８－１ 短期入所生活介護 0895-84-3588 H12/03/17 指定 南宇和郡愛南町

3874000197 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設一本松荘 ロウジンタンキニュウショシセツイッポンマツ 7984404 愛媛県南宇和郡愛南町中川１４３８－１ 介護予防短期入所生活介護 0895-84-3588 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000205 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設城辺みしま荘 ロウジンタンキニュウショシセツジョウヘンミシマソウ 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５６１番地 短期入所生活介護 0895-70-1175 H12/03/17 指定 南宇和郡愛南町

3874000205 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設城辺みしま荘 ロウジンタンキニュウショシセツジョウヘンミシマソウ 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５６１番地 介護予防短期入所生活介護 0895-70-1175 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000213 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 デイサービスセンター自在 デイサービスセンタージザイ 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 通所介護 0895-73-7117 H12/03/17 指定 南宇和郡愛南町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3874000213 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 デイサービスセンター自在 デイサービスセンタージザイ 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 通所型サービス（独自） 0895-73-7117 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000239 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設一本松荘 デイサービスシセツイッポンマツソウ 7984404 愛媛県南宇和郡愛南町中川１４３８番地１ 地域密着型通所介護 0895-84-3588 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000239 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設一本松荘 デイサービスシセツイッポンマツソウ 7984404 愛媛県南宇和郡愛南町中川１４３８番地１ 通所型サービス（独自） 0895-84-3588 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000247 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設城辺みしま荘 デイサービスシセツジョウヘンミシマソウ 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５６１番地 地域密着型通所介護 0895-70-1175 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000247 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設城辺みしま荘 デイサービスシセツジョウヘンミシマソウ 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５６１番地 通所型サービス（独自） 0895-70-1175 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000254 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 特別養護老人ホーム　自在園 トクベツヨウゴロウジンホーム　ジザイエン 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉２３０１番地１ 介護老人福祉施設 0895-72-3111 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000262 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム一本松荘 トクベツヨウゴロウジンホームイッポンマツソウ 7984404 愛媛県南宇和郡愛南町中川１４３８－１ 介護老人福祉施設 0895-84-3588 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000270 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム城辺みしま荘 トクベツヨウゴロウジンホームジョウヘンミシマソウ 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙５６１ 介護老人福祉施設 0895-70-1175 H12/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000304 有限会社梅田介護サービス 有限会社梅田介護サービス ユウゲンガイシャウメダカイゴサービス 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２７１４番地 訪問介護 0895-73-1821 H14/03/18 指定 南宇和郡愛南町

3874000304 有限会社梅田介護サービス 有限会社梅田介護サービス ユウゲンガイシャウメダカイゴサービス 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２７１４番地 訪問型サービス（独自） 0895-73-1821 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000304 有限会社梅田介護サービス 有限会社梅田介護サービス ユウゲンガイシャウメダカイゴサービス 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２７１４番地 訪問型サービス（独自／定率） 0895-73-1821 H29/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000320 宇和島地区広域事務組合 特別養護老人ホーム柏寿園 トクベツヨウゴロウジンホームハクジュエン 7983701 愛媛県南宇和郡愛南町柏１５４２番地１ 介護老人福祉施設 0895-85-0008 H14/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000338 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設柏寿園 デイサービスシセツハクジュエン 7983701 愛媛県南宇和郡愛南町柏１５４２番地１ 地域密着型通所介護 0895-85-0008 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000338 宇和島地区広域事務組合 デイサービス施設柏寿園 デイサービスシセツハクジュエン 7983701 愛媛県南宇和郡愛南町柏１５４２番地１ 通所型サービス（独自） 0895-85-0008 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000346 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設柏寿園 ロウジンタンキニュウショシセツハクジュエン 7983701 愛媛県南宇和郡愛南町柏１５４２番地１ 短期入所生活介護 0895-85-0008 H14/05/27 指定 南宇和郡愛南町

3874000346 宇和島地区広域事務組合 老人短期入所施設柏寿園 ロウジンタンキニュウショシセツハクジュエン 7983701 愛媛県南宇和郡愛南町柏１５４２番地１ 介護予防短期入所生活介護 0895-85-0008 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000353 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 グループホーム　みしょうの里 グループホーム　ミショウノサト 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉2301番地1 認知症対応型共同生活介護 0895-73-1312 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000353 社会福祉法人  御荘福祉施設協会 グループホーム　みしょうの里 グループホーム　ミショウノサト 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉2301番地1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-73-1312 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000379 有限会社愛ミング・ケアセンター 愛ミング・ケアセンター アイミング・ケアセンター 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城６５８番地１ 訪問介護 0895-72-5705 H16/07/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000387 有限会社沙羅 グループホーム　あけぼの グループホーム　アケボノ 7984402 愛媛県南宇和郡愛南町増田5362 認知症対応型共同生活介護 0895-84-3119 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000387 有限会社沙羅 グループホーム　あけぼの グループホーム　アケボノ 7984402 愛媛県南宇和郡愛南町増田5362 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-84-3119 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000403 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協　居宅介護支援事業所 アイナンチョウシャキョウ　キョタクカイゴシエンジギョウショ 7984101 愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川1157番地 居宅介護支援 0895-73-7775 H16/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000437 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協訪問介護事業所 アイナンチョウシャキョウホウモンカイゴジギョウショ 7984101 愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川1157番地 訪問介護 0895-73-7772 H16/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000437 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協訪問介護事業所 アイナンチョウシャキョウホウモンカイゴジギョウショ 7984101 愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川1157番地 訪問型サービス（独自） 0895-73-7772 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000437 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協訪問介護事業所 アイナンチョウシャキョウホウモンカイゴジギョウショ 7984101 愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川1157番地 訪問型サービス（独自／定率） 0895-73-7772 H29/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000478 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協訪問入浴事業所 アイナンチョウシャキョウホウモンニュウヨクジギョウショ 7984101 愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川1157番地 訪問入浴介護 0895-73-7773 H16/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000478 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協訪問入浴事業所 アイナンチョウシャキョウホウモンニュウヨクジギョウショ 7984101 愛媛県南宇和郡愛南町御荘菊川1157番地 介護予防訪問入浴介護 0895-73-7773 H18/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000494 有限会社愛ミング・ケアセンター 愛ミング・ケアセンター居宅介護支援事業所 アイミング・ケアセンターキョタクカイゴシエンジギョウショ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城６５８－１ 居宅介護支援 0895-72-5705 H16/12/24 指定 南宇和郡愛南町

3874000502 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協　指定通所介護事業所 アイナンチョウシャキョウ　シテイツウショカイゴジギョウショ 7984204 愛媛県南宇和郡愛南町樫月２１２番１愛南町西海保健福祉センター 地域密着型通所介護 0895-82-0067 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000502 社会福祉法人愛南町社会福祉協議会 愛南町社協　指定通所介護事業所 アイナンチョウシャキョウ　シテイツウショカイゴジギョウショ 7984204 愛媛県南宇和郡愛南町樫月２１２番１愛南町西海保健福祉センター 通所型サービス（独自） 0895-82-0067 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000601 有限会社梅田介護サービス 有限会社梅田介護サービス　居宅介護支援事業所 ユウゲンガイシャウメダカイゴサービス　キョタクカイゴシエンジギョウショ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城２７１４番地 居宅介護支援 0895-73-1821 H20/09/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000619 有限会社ケアステーションますほ 指定通所介護事業所あいなんの里 シテイツウショカイゴジギョウショアイナンノサト 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２１１番地３ 地域密着型通所介護 0895-72-1377 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000619 有限会社ケアステーションますほ 指定通所介護事業所あいなんの里 シテイツウショカイゴジギョウショアイナンノサト 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２１１番地３ 通所型サービス（独自） 0895-72-1377 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000627 株式会社ケアサポートそよかぜ 株式会社ケアサポートそよかぜ カブシキガイシャケアサポートソヨカゼ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２５７５番地４ 訪問介護 0895-70-1238 H21/12/25 指定 南宇和郡愛南町

3874000627 株式会社ケアサポートそよかぜ 株式会社ケアサポートそよかぜ カブシキガイシャケアサポートソヨカゼ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２５７５番地４ 訪問型サービス（独自） 0895-70-1238 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000627 株式会社ケアサポートそよかぜ 株式会社ケアサポートそよかぜ カブシキガイシャケアサポートソヨカゼ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２５７５番地４ 訪問型サービス（独自／定率） 0895-70-1238 H29/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000692 合同会社諏訪の杜 デイサービス諏訪の杜 デイサービススワノモリ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２０６０番地１ 地域密着型通所介護 0895-73-2349 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000692 合同会社諏訪の杜 デイサービス諏訪の杜 デイサービススワノモリ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２０６０番地１ 通所型サービス（独自） 0895-73-2349 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000700 株式会社なでしこ 株式会社なでしこ訪問介護事業所 カブシキカイシャナデシコホウモンカイゴジギョウショ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３６９９番地２ 訪問介護 0895-73-7011 H24/07/15 指定 南宇和郡愛南町

3874000700 株式会社なでしこ 株式会社なでしこ訪問介護事業所 カブシキカイシャナデシコホウモンカイゴジギョウショ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３６９９番地２ 訪問型サービス（独自） 0895-73-7011 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000700 株式会社なでしこ 株式会社なでしこ訪問介護事業所 カブシキカイシャナデシコホウモンカイゴジギョウショ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城３６９９番地２ 訪問型サービス（独自／定率） 0895-73-7011 H29/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000726 社会福祉法人御荘福祉施設協会 ユニット型特別養護老人ホーム自在園 ユニットガタトクベツヨウゴロウジンホームジザイエン 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉2301番地1 介護老人福祉施設 0895-72-3111 H25/04/01 指定 南宇和郡愛南町



指定介護サービス事業所一覧 R3.4.30時点

事業所番号 申請(開設)者名 事業所名 事業所カナ 事業所〒 事業所住所 サービス種類 事業所電話 指定年月日 状態 所在地市町村

3874000734 社会福祉法人御荘福祉施設協会 ユニット型指定短期入所生活介護事業所自在園 ユニットガタシテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショジザイエン 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉2301番地1 短期入所生活介護 0895-72-3111 H25/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000734 社会福祉法人御荘福祉施設協会 ユニット型指定短期入所生活介護事業所自在園 ユニットガタシテイタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショジザイエン 7984405 愛媛県南宇和郡愛南町満倉2301番地1 介護予防短期入所生活介護 0895-72-3111 H25/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000742 有限会社　アポトライ ラポールなんぐん指定居宅介護支援事業所 ラポールナングンシテイキョタクカイゴシエンジギョウショ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2463－2　城辺グリーンハイツ206号 居宅介護支援 0895-70-1696 H25/07/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000767 合同会社　安 居宅介護支援事業所　岩水 キョタクカイゴシエンジギョウショ　イワミズ 7984344 愛媛県南宇和郡愛南町岩水162番地 居宅介護支援 0895-73-7166 H26/03/15 指定 南宇和郡愛南町

3874000775 合同会社安 ヘルパーステーションあかね丸 ヘルパーステーションアカネマル 7984344 愛媛県南宇和郡愛南町岩水１６２番地 訪問介護 0895-73-7166 H26/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000775 合同会社安 ヘルパーステーションあかね丸 ヘルパーステーションアカネマル 7984344 愛媛県南宇和郡愛南町岩水１６２番地 訪問型サービス（独自／定率） 0895-73-7166 H29/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000783 株式会社ケアサポートそよかぜ リハプライド・愛南 リハプライド・アイナン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2575番地4 地域密着型通所介護 0895-73-7210 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000783 株式会社ケアサポートそよかぜ リハプライド・愛南 リハプライド・アイナン 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2575番地4 通所型サービス（独自） 0895-73-7210 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000791 合同会社　ハピネス デイサービスセンター　ハピネス デイサービスセンター　ハピネス 7984134 愛媛県南宇和郡愛南町緑甲697番地1 地域密着型通所介護 0895-73-7172 H28/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000791 合同会社　ハピネス デイサービスセンター　ハピネス デイサービスセンター　ハピネス 7984134 愛媛県南宇和郡愛南町緑甲697番地1 通所型サービス（独自） 0895-73-7172 H30/04/01 指定 南宇和郡愛南町

3874000817 合同会社諏訪の杜 居宅介護支援事業所諏訪の杜 キョタクカイゴシエンジギョウショスワノモリ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2060番地1 居宅介護支援 0895-73-2349 H27/05/01 休止 南宇和郡愛南町

3884000013 公益財団法人正光会 公益財団法人正光会　基準該当短期入所生活介護事業所結いショートステイ コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　キジュンガイトウタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショユイショートステイ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2935番地 短期入所生活介護 0895-72-5133 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3884000013 公益財団法人正光会 公益財団法人正光会　基準該当短期入所生活介護事業所結いショートステイ コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　キジュンガイトウタンキニュウショセイカツカイゴジギョウショユイショートステイ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2935番地 介護予防短期入所生活介護 0895-72-5133 H28/06/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000037 有限会社ファーストステップ グループホームきらり グループホームキラリ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１３０８番２ 認知症対応型共同生活介護 0895-72-2888 H20/08/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000037 有限会社ファーストステップ グループホームきらり グループホームキラリ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城１３０８番２ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-72-2888 H20/08/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000045 有限会社別当 グループホーム　わたしの青空 グループホーム　ワタシノアオゾラ 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙６９６番１０ 認知症対応型共同生活介護 0895-70-1660 H21/01/15 指定 南宇和郡愛南町

3894000045 有限会社別当 グループホーム　わたしの青空 グループホーム　ワタシノアオゾラ 7984132 愛媛県南宇和郡愛南町城辺乙６９６番１０ 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-70-1660 H21/01/15 指定 南宇和郡愛南町

3894000052 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　デイサービスセンター結い コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　デイサービスセンターユイ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番地 認知症対応型通所介護 0895-72-2716 H21/11/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000052 公益財団法人  正光会 公益財団法人正光会　デイサービスセンター結い コウエキザイダンホウジンショウコウカイ　デイサービスセンターユイ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲２９３４番地 介護予防認知症対応型通所介護 0895-72-2716 H21/11/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000060 株式会社マルショウ 小規模多機能型居宅介護事業所　ほほえみ ショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショ　ホホエミ 7984221 愛媛県南宇和郡愛南町久家691 小規模多機能型居宅介護 0985-73-7355 H24/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000060 株式会社マルショウ 小規模多機能型居宅介護事業所　ほほえみ ショウキボタキノウカタキョタクカイゴジギョウショ　ホホエミ 7984221 愛媛県南宇和郡愛南町久家691 介護予防小規模多機能型居宅介護 0985-73-7355 H24/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000078 有限会社ファーストステップ グループホームさくらさく グループホームサクラサク 7984406 愛媛県南宇和郡愛南町広見2579番1 認知症対応型共同生活介護 0895-84-3777 H29/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000078 有限会社ファーストステップ グループホームさくらさく グループホームサクラサク 7984406 愛媛県南宇和郡愛南町広見2579番1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-84-3777 H29/05/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000086 一般社団法人  南宇和郡医師会 医師会定期巡回みなみうわ イシカイテイキジュンカイミナミウワ 7984121 愛媛県南宇和郡愛南町御荘深泥703番地2老人保健施設なんぐん館 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0895-73-2527 H31/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000094 公益財団法人　正光会 公益財団法人正光会看護小規模多機能型居宅介護事業所アロハ コウエキザイダンホウジンショウコウカイカンゴショウキボタキノウガタキョタクカイゴジギョウショアロハ 7984131 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2934番地 複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護） 0895-70-1588 R01/10/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000102 合同会社　和楽 グループホーム　あけぼの グループホーム　アケボノ 7984402 愛媛県南宇和郡愛南町増田5362 認知症対応型共同生活介護 0895-84-3119 R02/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000102 合同会社　和楽 グループホーム　あけぼの グループホーム　アケボノ 7984402 愛媛県南宇和郡愛南町増田5362 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-84-3119 R02/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000110 合同会社　和楽 グループホーム　福寿草 グループホーム　フクジュソウ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城2829-1 認知症対応型共同生活介護 0895-72-7110 R02/01/01 指定 南宇和郡愛南町

3894000110 合同会社　和楽 グループホーム　福寿草 グループホーム　フクジュソウ 7984110 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城2829-1 介護予防認知症対応型共同生活介護 0895-72-7110 R02/01/01 指定 南宇和郡愛南町


