
H27.2月現在

労災指定番号 訪問事業者名称 名称 〒 住　　所 電話番号

1 44500016
一般社団法人
佐伯市医師会

佐伯市医師会
訪問看護ステーション

〒876-0811 佐伯市鶴谷町1-7-28 0972-20-0172

2 44500029
医療法人　鶴友会

（古賀病院）
大分市東部

訪問看護ステーション
〒870-0104 大分市南鶴崎2丁目6番5号 097-521-9803

3 44500032 一般社団法人　日田市医師会
日田市医師会立

訪問看護ステーション
〒877-0025 日田市田島2丁目3-28 0973-22-6299

4 44500045
医療法人　帰巌会

（みえ病院）
みえ訪問看護ステーション 〒879-7111 豊後大野市三重町赤嶺1259番地 0974-22-7966

5 44500058
社会医療法人財団

天心堂
天心堂へつぎ

訪問看護ステーションひ・まわり
〒879-7761 大分市中戸次5185-2 097-597-5551

6 44500061
社会医療法人　敬和会

（岡病院）
大分豊寿苑

訪問看護ステーション
〒870-0131 大分市大字皆春1521番地1 097-521-4511

7 44500074
医療法人　三光会

（松永病院）
なかつ訪問看護ステーション 〒871-0162 中津市大字永添933-1 0979-27-1321

8 44500090 社会福祉法人　一燈園
一燈園

老人訪問看護ステーション
〒874-0831 別府市堀田4組 0977-26-6550

9 44500100
医療法人

山下循環器科内科
訪問看護ステーションやました 〒870-1112 大分市大字下判田2349番地の1 097-597-4700

10 44500113
一般社団法人
臼杵市医師会

臼杵市医師会
訪問看護ステーションコスモス

〒875-0051 臼杵市大字戸室字長谷1131番地の1 0972-62-5907

11 44500126
医療法人　岡仁会
（大分共立病院）

南大分訪問看護ステーション 〒870-0100 大分市大字奥田30番地 097-543-5050

12 44500139
医療法人　英然会

（里美医院）
訪問看護ステーションふる里 〒871-0024 中津市中央町1丁目8番36号 0979-24-1251

13 44500142
社会医療法人社団

　大久保病院
くじゅう訪問看護ステーション 〒878-0204 直入郡久住町大字栢木574-34 0974-64-7501

14 44500155
医療法人社団　仁泉会

（畑病院）
訪問看護ステーションひまわり 〒874-0901 別府市中島町17番6号 0977-21-1715

15 44500168
医療法人　畏敬会

（井野辺病院）
訪問看護ステーションいのべ 〒870-0021

大分市府内町1丁目3-15
府内MCビル4F

097-537-4165

16 44500171 社団法人　竹田市医師会
竹田市医師会立

竹田訪問看護ステーション
〒878-0025 竹田市大字拝田原448番地 0974-62-4030

17 44500184
社会医療法人　三愛会

（三愛病院）
わさだ訪問看護ステーション 〒870-1151 大分市大字市字大坪11番地の2 097-541-7007

18 44500207 大分県医療生活協同組合
大分県医療生協

つる訪問看護ステーション
〒870-0935 大分市古ヶ鶴1丁目4番23号 097-555-9880

19 44500210 医療法人　武井医院
さかいがわ

訪問看護ステーション
〒874-0907 別府市幸町11-20 0977-24-3411

20 44500223
医療法人長門莫記念会

長門記念病院
訪問看護ステーション長門 〒876-0835 佐伯市鶴岡町1丁目11番59号 0972-24-3082

21 44500249
大分県勤労者医療

生活協同組合
訪問看護ステーションきょうわ 〒870-1133 大分市大字宮崎953番地の1 097-568-3371

22 44500252
一般社団法人

津久見市医師会
津久見市医師会

訪問看護ステーションやすら木
〒879-2401 津久見市大字千怒6111番地の1 0972-85-0101

23 44500278 社会福祉法人　穂燈舎 百華苑訪問看護ステーション 〒870-0306 大分市大字東上野1800番地 097-592-3160

24 44500294 特定医療法人　瑞木会 ひじ訪問看護ステーション 〒879-2724 速見郡日出町大字川崎837-1 0977-72-7585

25 44500304 医療法人　進修会 おおつか訪問看護ステーション 〒870-0032 大分市住吉町1丁目1141-1 097-535-1781

26 44500346
医療法人

長内科小児科胃腸科医院
医療法人

長内科小児科胃腸科医院
〒879-4403 玖珠郡玖珠町帆足232番地8 0973-72-2143

27 44500359 有限会社　妙元堂本舗 訪問看護ステーション夢気球 〒875-0052 臼杵市大字市浜666番地の1 0972-63-7595

28 44500362
大分県医療生活

協同組合
大分県医療生活協同組合

竹田診療所
〒878-0011 竹田市大字会々3313-1 0974-62-4014

29 44500375 有限会社　ドゥイット ナースステーションいちご 〒870-0867 大分市東野台1-12-1 097-549-5307

30 44500388 有限会社　EFF 訪問看護ステーション　いずみ 〒870-0245 大分市大在北１丁目12番12号 097-560-3963

　　　　　　　　労災指定訪問看護ステーション名簿
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31 44500391 医療法人　秋水堂 若宮病院 〒877-0024 日田市南元町6番41号 0973-22-7171

32 44500401 株式会社　河童屋
訪問看護ステーション

ハンズ
〒879-5506 由布市挾間町挾間612-1 097-529-6486

33 44500414 医療法人　ほとけの里 訪問看護ステーションはるかぜ 〒872-1613 国東市国見町大熊毛字花開182 0978-89-9414

34 44500427 一般社団法人　大分市医師会 アルメイダ訪問看護ステーション 〒870-1133 大分市大字宮崎1315番地 097-567-2620

35 44500430 株式会社　ホームナース 訪問看護ステーションさいき 〒876-0833 佐伯市池船町30番13号 0972-28-5858

36 44500443
一般社団法人　湯のまち訪問看護ステー

ション
湯のまち訪問看護ステーション 〒874-0832 別府市大字南立石1079番地の132

37 44500456 医療法人　平成会
訪問看護ステーション

サンライズ・ビュー
〒879-1506 速見郡日出町1827-1 0977-28-0077

38 44500469 社会医療法人　玄真堂
かわしま訪問看護

リハビリステーション
〒871-0012 中津市宮夫14番地1 0979-24-4503

39 44500472 株式会社　ニチイ学館 ニチイ学館 〒877-0036 日田市三芳小渕町36番 0973-27-6513

40 44500485 株式会社　HVN
やよい・まちの

訪問看護ステーション
〒876-0112 佐伯市弥生大字上小倉154番地1 0972-25-3062

41 44500498
株式会社　訪問看護
ステーション　青空

株式会社　訪問看護
ステーション　青空

〒873-0008 杵築市大字熊野857番地73 0978-63-5085

42 44500508
医療法人　優心会
ハートクリニック

訪問看護ハートステーション 〒870-1136 大分市光吉台16-266 097-568-7007

43 44500511 医療法人　畏敬会 訪問看護ステーションひかり 〒870-0849 大分市賀来南2丁目1番1号

44 44500524 社会福祉法人　若草会
    創生の里

   訪問看護ステーション
〒870-0868 大分市大字野田字丑毛場306番地の2 097-549-0012

45 44500537 株式会社　Quest
訪問看護ステーション

メイプル
〒870-0848

大分市賀来北１丁目7番27号
オフィスパーク賀来8号

097-529-9559

46 44500540 セントケア九州（株）
セントケア

訪問看護ステーション別府
〒874-0910

別府市石垣西4丁目5-12
九十歩ビル1階

0977-21-1661

47 44500553 杵築市山香訪問看護ステーション 〒879-1307 杵築市山香町大字野原1612番地1 0977-75-2285

48 44500566
医療法人社団

上人会
訪問看護ステーション上人 〒874-0023

別府市大字北石垣字雁屋沢津
810番地の9

0977-66-5856

49 44500579
公益社団法人

大分県看護協会
訪問看護ステーション

おおいた
〒870-0855 大分市大字豊饒310番地の4

50 44500582 株式会社　かがやき
かがやき

訪問看護ステーション
〒874-0847 別府市大字鶴見2670番地の34

51 44500595
医療法人社団

春日会
訪問看護ステーションくろき 〒874-0024 別府市平田町2番2号 0977-66-6928

52 44500605 医療法人　ライフサポート 訪問看護ステーション　めいわ 〒870-0165 大分市明野北1丁目2番18号 097-573-1005


