
平成27年度在宅療養支援強化研修　修了事業所一覧

郵便番号　／　所在地 電話番号 法人種別 福祉区

1 アイリスケアプラン

700-0914
岡山市北区鹿田町1-8-10第5三信ビ
ル103

086-238-6159 非営利 法人 北区中央

2 アイリーフ居宅介護支援事業所西口
700-0026
岡山市北区奉還町1-2-3 086-237-0810 営利法人 北区中央

3 あさひ園相談部
700-0865
岡山市北区旭本町6-20 086-225-1171 社会福祉 法人 北区中央

4 いやしの家　居宅介護支援センター
700-0972
岡山市北区上中野2-27-3 086-245-7029 営利法人 北区中央

5 丸の内ヒルズケアプランセンター
700-0823
岡山市北区丸の内2-1-10 086-222-6500 営利法人 北区中央

6
おかやまコープ
   居宅介護支援事業所

700-0026
岡山市北区奉還町1-7-7 086-256-3233 生協 北区中央

7
岡山ふれあい
   中央介護相談支援センター

700-8546
岡山市北区鹿田町1-1-1 086-236-0087 財団法人 北区中央

8
株式会社アズコーポレーション　介護
保険事務所

700-0865
岡山市北区旭本町2-4 086-232-7666 営利法人 北区中央

9 吉備・陵南在宅介護支援センター
701-0151
岡山市北区平野1000-3 086-293-3100 医療法人 北区中央

10 喜福園　居宅介護支援事業所
701-0145
岡山市北区今保870-1 086-805-2528 社会福祉 法人 北区中央

11 居宅介護支援事業所　おくだ
700-0932
岡山市北区奥田本町13-8 086-231-0250 医療法人 北区中央

12 居宅介護支援事業所　やわらぎ
700-0824
岡山市北区内山下1-7-17 086-212-0080 営利法人 北区中央

13 居宅介護支援事業所りんりん
700-0824
岡山市北区内山下2-11-16 086-236-1740 営利法人 北区中央

14
黒田医院
   指定居宅介護支援事業所

700-0935
岡山市北区神田町2-8-32 086-223-1411 医療法人 北区中央

15 ケアフル　こうなん
700-0927
岡山市北区西古松2-24-5 086-805-0010 社会福祉 法人 北区中央

16 ケアプラン北長瀬

700-0965
岡山市北区西長瀬1207-3
アヴィラージュ北長瀬駅前

086-246-4101 生協 北区中央

17 ケアプランナー　同仁
700-0051
岡山市北区下伊福上町16-7 086-255-0503 医療法人 北区中央

18 ケアマネジメント　アクア

700-0927
岡山市北区西古松237番126号　松本
ビル2階

086-902-0002 営利法人 北区中央

19 元気堂居宅介護支援事業所
700-0026
岡山市北区奉還町2-14-1 086-253-1100 営利法人 北区中央

20 在宅介護支援センターあおえ
700-0941
岡山市北区青江5-1-3 086-226-2171 医療法人 北区中央

21 在宅介護支援センター　紙ふうせん
700-0862
岡山市北区清輝本町7-22 086-221-1116 財団法人 北区中央

事業者名
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22 在宅介護支援センターくわだ
700-0985
岡山市北区厚生町3-8-35 086-225-5039 医療法人 北区中央

23
佐藤医院
   指定居宅介護支援事業所

700-0864
岡山市北区旭町15 086-223-7746 医療法人 北区中央

24 さわらび苑居宅介護支援センター
701-0151
岡山市北区平野1005-9 086-293-7736 社会福祉 法人 北区中央

25 シティヴィラ大供ケアプランセンター
700-0911
岡山市北区大供本町512-5 086-221-6522 営利法人 北区中央

26 創心会居宅介護支援センター吉備
700-0975
岡山市北区今3丁目25-22 086-242-4100 営利法人 北区中央

27 ツクイ岡山御南
700-0951
岡山市北区田中633-4 086-242-0306 営利法人 北区中央

28
ニチイケアセンター
　大供居宅介護支援事業所

700-0927
岡山市北区西古松14 086-801-0058 営利法人 北区中央

29 ねこの手居宅介護支援事業所
700-0031
岡山市北区富町2-15-21 086-256-6127 財団法人 北区中央

30 のどの居宅介護支援センター
700-0065
岡山市北区野殿東町8-36 086-253-3920 非営利 法人 北区中央

31
ベネッセ介護センター岡山
   居宅介護支援事業所

700-0971
岡山市北区野田3-20-25 086-805-1748 営利法人 北区中央

32 星の家中央　居宅介護支援事業所
700-0933
岡山市北区奥田2-5-20 086-212-3377 営利法人 北区中央

33 メッセージケアプランセンター　東古松
700-0921
岡山市北区東古松1-13-5 086-212-0282 営利法人 北区中央

34 モアネット居宅介護支援事業所
700-0971
岡山市北区野田3-16-1 086-805-4552 営利法人 北区中央

35 らいふケアプランセンター岡山
700-0971
岡山市北区野田3-11-38 086-805-4300 営利法人 北区中央

36 れもん居宅介護支援事業所
700-0081
岡山市北区津島東1-3-3 086-898-2212 営利法人 北区中央

37 アクティブ介護保険サービスセンター
701-1334
岡山市北区高松原古才496-1 086-287-9177 社会福祉 法人 北区北

38 あしもり居宅サービスセンター
701-1464
岡山市北区下足守1898 086-295-2655 社会福祉 法人 北区北

39
あしもりクリニック
　居宅介護支援センター

701-1334
岡山市北区高松原古才496-1 086-287-2550 医療法人 北区北

40 憩いの丘　在宅介護支援センター
701-1521
岡山市北区日近1807 086-295-1155 社会福祉 法人 北区北

41 いちのみや在宅介護支援センター
701-1202
岡山市北区楢津305 086-286-0811 医療法人 北区北

42
宇甘川荘指定居宅介護支援事業所し
あわせ

709-2133
岡山市北区御津金川300-13 0867-24-2235 社会福祉 法人 北区北
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43
岡山済生会総合病院
   居宅介護相談室

700-0013
岡山市北区伊福町1-17-18 086-252-2211 社会福祉 法人 北区北

44 岡山福渡・あおいホームケアサービス

709-3111
岡山市北区建部町福渡字山寺ノ下
408番地1

086-722-5051 医療法人 北区北

45
北ふれあい
   介護相談支援センター

700-0071
岡山市北区谷万成2-6-33 086-251-6509 財団法人 北区北

46 旭水荘居宅介護支援事業所
709-3111
岡山市北区建部町福渡1005-1 086-722-2511 社会福祉 法人 北区北

47 居宅介護支援事業所　おひさま
700-0083
岡山市北区津島新野1-3-7-101 086-254-0220 営利法人 北区北

48
居宅介護支援事業所
　ケアビレッジたけべ

709-3142
岡山市北区建部町建部上326-1 086-722-0032 医療法人 北区北

49 きらめき居宅介護支援事業所
701-1202
岡山市北区楢津310-1 086-284-1299 その他法人 北区北

50 グッドライフケアプランセンター
701-1152
岡山市北区津高628-1 086-898-1210 営利法人 北区北

51 ケアプランセンター藤ヶ鳴
701-1141
岡山市北区菅野3399-1 086-294-6687 営利法人 北区北

52 高木薬局　指定居宅介護支援事業所
701-1221
岡山市北区芳賀5112-103 086-284-1193 営利法人 北区北

53 建部町在宅福祉サービスセンター
709-3111
岡山市北区建部町福渡1008-1 086-722-4500 社会福祉 法人 北区北

54
みつ居宅介護支援センター
　 看護協会

709-2133
岡山市北区御津金川969-4 086-724-0072 公益社団法人 北区北

55 御津ふれあい介護相談支援センター
709-2121
岡山市北区御津金川449 086-724-1516 財団法人 北区北

56 ももたろうケアセンター
701-1464
岡山市北区下足守1852-1 086-295-9111 医療法人 北区北

57 介護プランなりひろ
709-2133
岡山市北区御津金川765 086-724-0136 営利法人 北区北

58 朝日居宅介護支援事業所
703-8255
岡山市中区東川原141番地の10 086-201-0351 医療法人 中区

59 あやめ居宅介護支援事業所
703-8208
岡山市中区今在家11-10 086-207-6001 営利法人 中区

60 いきいき介護支援事業所
703-8233
岡山市中区高屋139-1 086-271-2622 営利法人 中区

61
ＮＰＯ法人居宅支援
  まごころサービス岡山センター

703-8232
岡山市中区関19-1 086-278-2926 非営利 法人 中区

62
岡山市医師会
 　指定居宅介護支援事業所

703-8278
岡山市中区古京町1-1-10-401 086-270-9800 社団法人 中区

63
岡山ふれあい
   介護相談支援センター

702-8002
岡山市中区桑野715-2 086-274-5104 財団法人 中区
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64 旭竜クリニック居宅介護支援事業所
703-8252
岡山市中区中島72-1 086-275-9868 医療法人 中区

65 介護支援センターりゅうそう
703-8245
岡山市中区藤原23-26 086-271-6111 医療法人 中区

66 居宅介護支援事業所　げんき
703-8282
岡山市中区平井7-23-44 086-277-8885 非営利 法人 中区

67 居宅介護支援センター　皇
703-8225
岡山市中区神下127-5 086-206-3671 営利法人 中区

68 居宅介護支援事業所　ゆいめ
703-8294
岡山市中区新京橋3-7-3 086-206-2631 営利法人 中区

69 ケアプラン　福泊
703-8262
岡山市中区福泊263-1 086-201-4133 営利法人 中区

70 恵風会居宅介護支援ステーション
703-8236
岡山市中区国富739-1 086-270-1088 医療法人 中区

71 恵風荘在宅介護支援センター
703-8226
岡山市中区今谷770-1 086-276-1990 社会福祉 法人 中区

72 在宅介護支援センター・カドタ
703-8275
岡山市中区門田屋敷4-5-13 086-273-8622 社会福祉 法人 中区

73
財団法人　操風会
　ケアプラン操風

703-8272
岡山市中区奥市2-8 086-270-5578 財団法人 中区

74 さいわい介護支援センター
703-8233
岡山市中区高屋343 086-272-6300 医療法人 中区

75 サルピス　居宅介護支援事業所
703-8235
岡山市中区原尾島1-8-14 086-270-1117 営利法人 中区

76
サンキ・ウエルビィ居宅介護センター
岡山東

703-8293
岡山市中区小橋町2-3-5 086-270-5833 営利法人 中区

77
社団法人岡山県看護協会
  岡山居宅介護支援センター看護協会

703-8251
岡山市中区竹田155-7 086-901-1373 公益社団法人 中区

78 昭友会ケアプランセンター

703-8252
岡山市中区中島75-3　ドミール梅島
101号

086-237-1117 社会福祉 法人 中区

79
ニチイケアセンター倉富
　居宅介護支援事業所

703-8264
岡山市中区倉富142-1 086-200-1681 営利法人 中区

80
ニチイケアセンター
　操山居宅介護支援事業所

703－8258
岡山市中区西川原336－1 086-270-8078 営利法人 中区

81
アルテピア
　指定居宅介護支援事業所

709-0854
岡山市東区瀬戸町江尻711 086-952-5055 医療法人 東区

82 岡村一心堂居宅介護支援センター
704-8117
岡山市東区西大寺南2-1-7 086-942-9924 医療法人 東区

83 ガイア介護相談事務所
704-8192
岡山市東区西大寺中野本町3-6　302 086-942-5372 営利法人 東区

84 居宅介護支援事業所むらびと
709-0861
岡山市東区瀬戸町瀬戸255-1 086-952-5001 営利法人 東区
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85 居宅介護支援センター　ままかり
704-8173
岡山市東区可知2-2-3 086-943-2500 非営利 法人 東区

86 ケアプランいしはら
709-0614
岡山市東区竹原1015 086-297-2289 営利法人 東区

87 古都の森在宅介護支援センター
703-8215
岡山市東区古都南方2815-1 086-278-3366 医療法人 東区

88 ことりのもり介護サービス相談所
703-0632
岡山市東区南古都632-18 086-297-9133 営利法人 東区

89
西大寺ふれあい
   介護相談支援センター

704-8116
岡山市東区西大寺中2-16-33 086-944-1802 財団法人 東区

90 上道荘在宅介護支援センター
709-0626
岡山市東区中尾1036 086-297-2268 社会福祉 法人 東区

91
城本クリニック
指定居宅介護支援事業所

704-8174
岡山市東区松新町65-4 086-942-0660 医療法人 東区

92 創心会居宅介護支援センター岡山
704-8173
岡山市東区可知3-17-53 086-942-5277 営利法人 東区

93 多聞荘指定居宅介護支援事業所
709-0873
岡山市東区瀬戸町坂根792-14 086-953-0031 社会福祉 法人 東区

94 ハモニカ居宅介護支援センター
709-0605
岡山市東区浅川520-9 086-297-6656 社会福祉 法人 東区

95 ひかり薬局介護相談事務所
704-8116
岡山市東区西大寺中2-3-5 086-944-4616 営利法人 東区

96 ゆりかご居宅介護支援事業所
704-8163
岡山市東区升田606-1 086-948-9811 営利法人 東区

97 あいの里在宅介護支援センター
701-0204
岡山市南区大福281-5 086-282-8815 医療法人 南区西

98 岡山しげい居宅介護支援事業所
701-0202
岡山市南区山田2117-18 086-282-4358 医療法人 南区西

99
こうなんクリニック在宅介護支援セン
ター

701-0211
岡山市南区東畦651-19 086-282-7122 医療法人 南区西

100 灘崎荘在宅介護支援センター
709-1213
岡山市南区彦崎2300 086-363-0588 社会福祉 法人 南区西

101
西ふれあい
   介護相談支援センター

701-0205
岡山市南区妹尾880-1 086-281-9619 財団法人 南区西

102
南岡山ナーシングホーム
　在宅介護支援センター

701-0211
岡山市南区東畦772-10 086-281-5552 社会福祉 法人 南区西

103 ゆめの里在宅介護支援センター
709-1214
岡山市南区川張1266 086-362-5531 医療法人 南区西

104 愛光ケアプランセンター

700-0945
岡山市南区新保677番地10　Be・
NEXTビル1階

086-246-7030 医療法人 南区南

105
アミューズ富永　居宅介護支援事業
所

702-8055
岡山市南区築港緑町1-14-16 086-902-2340 営利法人 南区南
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106 アミューズ富永ケアプランセンター
702-8054
岡山市南区築港ひかり町1-1 086-250-6338 営利法人 南区南

107 あゆむ介護相談事業所
702-8021
岡山市南区福田95-2 086-261-6606 営利法人 南区南

108 居宅介護支援センター　天赦の里
702-8035
岡山市南区福浜町19-17 086-250-5551 社会福祉 法人 南区南

109 コープケアプラン福浜
702-8032
岡山市南区福富中2-8-7 086-902-0228 生協 南区南

110 在宅介護支援センター　ちゃいむ
702-8033
岡山市南区福富東1-7-43 086-263-7000 社会福祉 法人 南区南

111
在宅介護支援センター
    プルミエ岡山

702-8012
岡山市南区北浦100 086-267-2311 社会福祉 法人 南区南

112 佐藤病院居宅介護支援事業所
702-8053
岡山市南区築港栄町7-30 086-263-6636 医療法人 南区南

113 創心会居宅介護支援センター岡南
702-8058
岡山市南区並木町1-1-41 086-902-5171 営利法人 南区南

114 ハッスル居宅介護支援事業所
702-8031
岡山市南区福富西2-5-36 086-250-5887 営利法人 南区南

115
南ふれあい
   介護相談支援センター

702-8021
岡山市南区福田690-1 086-261-7002 財団法人 南区南

116 よつば会居宅介護支援事業所
700-0944
岡山市南区泉田5-10-32 086-245-0333 医療法人 南区南

117 居宅介護支援事業所　すずらん
702-8026
岡山市南区浦安本町94-1 086-263-5808 営利法人 南区南
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