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昭和町で最期まで過ごしたい・・・ 」
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在宅医療連絡先 メモ 裏表紙

在宅医療・介護とは？

通院が困難になったとき、かかりつけ医の訪問による診療や治療、処置など

を受けながら、自宅など住み慣れた場所で病気の療養を行うことです。

また、食事や入浴の介助など、介護のサポートが必要な時は、主に介護保険

によるサービスを利用しながら、療養生活を送ります。

医療

介護予防
生活支援・

福祉サービス

介護

介護保険や介護予防に関すること、
認知症など高齢者の相談窓口です！

急性期病院

リハビリ病院

歯科衛生士

管理栄養士
訪問介護

ケアマネジャー

通所リハビリ

社会福祉士

病気になったら…

いつまでも

元気に暮らすために…

昭和町在宅医療・介護連携推進協議会

保健師

福祉用具

薬局

クリニック・訪問診療

歯科・訪問歯科

地域包括支援センター 社会福祉協議会 民生委員

住宅改修

通所介護

訪問看護

住まい

昭和町役場
福祉介護課：275-8784

いきいき健康課：275-8785 電話：275-4815

介護施設

介護が
必要になったら…

訪問リハビリ
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◆在宅での療養生活を考えているが、こんな時どうしたらいいの？

Q1

在宅療養を
考えている時は、
どこに相談すれば
よいですか？

Q2

ちゃんと自宅で
過ごせるか
不安です・・・

A.地域包括支援センター・かかりつけ医
などへ相談してください

医療・介護・福祉の身近な相談窓口として地域包括支援

センターが設置されていますので、こちらへご相談ください。

かかりつけ医などにも相談できます。

入院されている方は、医療相談窓口などに相談してみましょう。

A.病状に応じて、適切な医療や介護が受けられる様、
多職種で連携するのでご安心ください

退院前カンファレンス（会議）で共有した情報をもとに、

適切な医療・介護を継続して受けられるようにします。

医療では、医師がたてる「在宅療養計画」に基づいて、

定期的に医師や看護師、薬剤師、管理栄養士等が自宅へ訪問し、

診察や治療、医療的処置、服薬指導、栄養指導等を行います。

介護が必要な場合は、ご本人の要望や要介護度に応じて、ケア

マネジャーもしくは地域包括支援センターが「ケアプラン」を作成

します。

「ケアプラン」に基づいて、訪問・通所介護等の介護サービスを利

用することができます。

リハビリテーションのサービスが必要な場合は、状態に応じた指

導や環境設定を行います。

『たまえさんらしく！』

病院の
ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ

（医療相談員）に
ご相談ください!

とらきちじいさんの

願いをどうにか
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Q3

急な
体調変化の時は
どうしたらいいの？

Q4

一人暮らしですが、
在宅での療養生活は
可能ですか？

A.まずは、普段関わっている訪問看護師や
かかりつけ医に連絡・相談しましょう！

休日や夜間などの緊急時でも、２４時間３６５日対応する訪問看

護ステーションや診療所がありますので、ご安心ください。

また、心配に思っていることや不安なことがある場合は、普段関

わっているスタッフに気軽に相談しましょう。

A.多職種が連携し、訪問看護や住宅改修など、
ご本人にあったサービスを提供することで実現
できるようにサポートします。

ご本人が在宅での生活を望んでいれば、一人暮らしでも高齢ご

夫婦の世帯でも、多職種が連携し合って支えていきます。

ただし、病状が不安定であったり、特殊な医療機器が必要だった

りする場合は、在宅での生活が困難な場合もあります。

事前に医師や地域包括支援センター等に相談しましょう。

もしものために・・・人生会議（ACP)

誰でも、いつでも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。

命の危険が迫った状態になると、約70％の方が、医療やケアなどを自分で

決めたり、望みを人に伝えたりすることができなくなると言われています。

もしもの時のために、望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話

し合い、共有する取り組みを「人生会議（ACP:アドバンスケアプランニン

グ)」と呼びます。心身の状態に応じて、意思は変化することがあるため、

何度も繰り返し考え、話し合いましょう。

ただし、このような取り組みは、個人の主体的な行いによって考え、進める

ものであるため、知りたくない、考えたくない方への十分な配慮も必要です。

話し合いの結果を

大切な人たちに伝えて

共有しましたか？

信頼できる人や

医療・ケアチームと

話合いましたか？

あなたが

信頼できる人は

誰ですか？

心身の状態に応じて意思は変化することがあるため

何度でも 繰り返し 話し合いましょう！

〈話し合いの進めかた(例)〉

あなたが

大切にしていることは

何ですか？
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◆在宅で療養中のケース(1週間のスケジュール＆費用例）

　　※介護度、利用するサービス内容、事業所により価格が多少異なります。
　　　　実際の料金は利用する医療機関・事業所にご確認お願いします。

介護保険

【ケース1】 80代 男性 要介護4

在宅療養中(肺がん)

長男夫婦とネコと同居

介護保険(負担割合1割)と

医療保険(負担割合1割)を併用

ケアマネジャー

とらきちさんの『気持ち』を聞き、

身体の様子をみて、

ご家族と相談しながら

必要なサービスが利用できるよう

ケアプランを作り、調整しています！

医師

歯科医師

薬剤師

訪問看護師

管理栄養士

福祉用具貸与

医療保険

ヘルパー

介護職員・看護師

月2回（30分ずつ）

⇒4,700円×2回

＝9,400円/月

(自己負担：940円/月)

⇒13,000円

(自己負担：1,300円)

※給付上限あり

訪問介護（身体1）

月1回

⇒5,170円×1回

＝5,170円/月

(自己負担：517円/月)

月4回（週1回）

⇒12,600円×4回

＝50,400円/月

（自己負担：5,040円/月）

医師の判断により必要な時

⇒5,300円/1回

（自己負担：530円/1回)

月2回

⇒70,000円/月

(自己負担：7,000円/月)

訪問看護

ポータブルトイレ
購入

月16回（週4日）

⇒3,960円×16回

＝63,360円/月

(自己負担：6,336円/月)
居宅療養管理指導
（訪問薬剤管理）

訪問入浴介護

ベッド＋マットレス

⇒14,000円/月

（自己負担：1,400円/月）

ベッドレンタル

栄養指導

訪問診療

訪問診療

特に変化がなければ

3か月に1回

⇒5,090円×1回

＝5,090円/月

(自己負担：509円/月)

1か月自己負担額合計：16,976円

とらきちさん

※治療内容により異なります

※治療内容により異なります
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【ケース2】

30代 男性

難病（多発性硬化症）

障害者手帳1級あり

医療保険（負担割合3割）のみ利用

理学療法士

訪問看護師

医療保険

作業療法士

【ケース３】

70代 男性 要介護2

認知症あり、外に出かけると時々家に帰れなくなる

長男夫婦とその子どもと5人暮らし

介護保険(負担割合2割)利用

いわおさん

みんなで運動したり

脳トレしましょう！

いわおさんは将棋が好きなので

時々相手もします♪

通所介護

（デイサービス）

もの忘れがひどいので

ご家族もイライラしがち…。

時々ショートステイをつかって

リフレッシュ！

福祉用具事業所

公会堂でやっている

いきいき百歳体操にも

週1回は行っとるよ！

介護保険

レンタルなので、

身体の状態にあわせて

臨機応変に用具を

変更していきましょう！

月8回（週2日）

⇒7,650円/回×8回

＝61,200円/月

（自己負担：12,240円/月）

食事代：自費

⇒500円/回×8回

＝4,000円/月

いきいき百歳体操

⇒2,000円/月

（自己負担：

400円/月）

ショートステイ

※手帳の等級により自己負担額還付あり

※別途交通費

訪問看護

月2回（1回40分）

⇒1,800円×2回

＝3,600円/月

(自己負担：1,080円/月)

＊医師の往診が必要

月1回

⇒8,800円/月

（自己負担：2,640円）

障がい者

『補装具費給付制度』

（自己負担：20,000円）

※自己負担1割

1か月自己負担額合計：10,185円

車椅子購入

月2回

⇒1回目 13,000円

2回目以降 8,550円

＝21,550円/月

(自己負担：6,465円/月)
※手帳の等級により自己負担額還付あり

※別途交通費

訪問リハビリ

1か月自己負担額合計：22,904円

多点杖レンタル

週1回1時間くらい

⇒0円

デイサービス

月1回1泊（2日間）利用

⇒1日多床室 6,460円×2日

＝12,920円/月

（自己負担：2,584円/月）

食事代：自費

⇒400円×5回＝2,000円/月

滞在費：自費

⇒840円×2日＝1,680円/月
ショートステイ

担当

⇒200,000円

※オーダーメイド
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◆訪問診療をおこなっている病院・クリニック

　　　　外来や入院ではなく、自宅などの生活の場に医師が訪問して、診療や治療や処置、
　　　　健康管理などを行います。

◇医師の役割

在宅患者さんの全身状態や病状を

診ながら、病院や診療所と同じ質

の高いケアを行います。

ご本人の必要に応じて、在宅医療に

関わる様々な医療スタッフに適切な

指示を出す役割を担っています。

◇連携病院・診療所の役割

在宅患者さんの病状が急変したり、徐々に悪化して

病院での治療が必要と判断された場合には、連携する

地域の病院や診療所が、かかりつけ医から引き継いで

適切な治療を行います。

あなたの生きてきた物語を

最期まで紡ぐのは、あなたです。

少々わがままを言っても、良いじゃん！

残される人々に深い印象を与えよう！！

急病や事故など、命の危険があったり、重症になる可能性があるなど、すぐに処置が必

要な場合は、救急車をすぐに呼ぶのが良いと思われます。

しかし、老衰などで、ご本人が病院での治療を望まず、在宅での最期を迎えたいという

希望がある場合は、前もってご家族やかかりつけ医に伝えておきましょう。

急な変化に気が動転して、つい救急車を呼んでしまうことで、

『こんなはずじゃなかった・・・』という方もいらっしゃいます。

訪問診療や訪問看護サービスを利用している場合は、

まずは訪問看護師に相談しましょう！

119番通報で駆けつけて ～救命処置をしたスタッフの残る悔い～

119番があり、救急車で向かったのは一般住宅。介護用ベッドの上で、高齢の男性があ

おむけになっていました。男性は心肺停止の状態で、すぐに胸骨圧迫の心肺蘇生（心臓

マッサージ）を始めましたが、家族に「やめてください」と制止されました。

「患者の『安らかな死』を邪魔してしまった心苦しさは、今も残ります」と救急隊員は

打ち明けます。

救急車を呼ぶということは、『蘇生処置も延命治療もして下さい』

という意思表示なのです。「患者の意思を尊重するならば、

いざというときの対応をあらかじめ確認しておいてほしい」

と呼び掛けています。

【コラム①】 救急車 呼ぶ？ 呼ばない？
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特色

訪問診療を主とする診療所です。がん末
期の方の緩和ケア、多科管理が必要な
高齢者診療、皮膚科疾患の診療を幅広
く行えます。

所在地
〒400-0123

甲斐市島上条368

電話/FAX 055-244-7022 / 055-244-7023

ホームページ www.asuka-zaitaku.net

診療科 内科、小児科、老年内科、皮膚科

診療日
月・火・水・木・金
（火・木曜日午前は外来、それ以外は訪問診療）

診療時間
午前　9：00 ～ 12：00
午後　2：00 ～ 　5：00

備考

③ あすか在宅クリニック

② 芦沢内科小児科医院

診療日
月・火・水・木・金・土
（休診：土曜日の午後、日曜日、祝日、年末年始）

診療時間
午前　8：30 ～ 12：00
午後　2：00 ～　 6：00（往診）

備考
訪問看護ステーション、調剤薬局、居宅介護支援事
業所に隣接しています。

特色

内科・小児科のクリニックです。子どもか
ら高齢者まで、少しでも地域のみなさま
のお役に立てれば嬉しいです。通院が困
難な場合は往診もしています。お気軽に
ご相談ください。

所在地
〒400-0116

甲斐市玉川159-1

電話/FAX 055-279-3355 / 055-279-3355

ホームページ http://ashizawa-clinic.jp/

診療科 内科、小児科

診療日
月・火・水・木・金・土
（休診：木・土曜日の午後、日曜日）

診療時間
午前　９：００ ～ １２：００
午後　2：００ ～ 　6：００

備考

① 医療法人啓徹会　昭和メディカルクリニック
特色

当院は、午前中は外来診療、午後は往診
を行っています。訪問看護師・薬剤師・ケ
アマネージャーとの連携により、安心して
訪問診療をご利用いただけます。（現在
利用中の他の事業所との連携もとれま
す。）
不安なことがありましたら、お気軽にご相
談ください。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰404-2

電話/FAX 055-275-5111 / 055-275-5112

ホームページ https://shouwa-med.jp/

診療科 内科、外科、消化器内科、訪問診療
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⑥ （医）仁和会　竜王リハビリテーション病院

⑤ 竜王ペインクリニック

④ （医）田辺眼科

特色

療養型医療病床・地域包括ケア病床を
持ち、在宅医・当院の在宅部と連携して
リハビリテーション以外の医療目的での
入院の受け入れが可能。外来では、認知
症サポート医による物忘れ外来も行って
いる。

所在地
〒400-0114

甲斐市万才２８７

電話/FAX ０５５-２７６-１１５５ / ０５５-２７９-１２６２

ホームページ http://www.ryuo-rhp.or.jp/

診療科
リハビリテーション科、循環器・消化器内科、
神経内科、一般内科

診療日
月・火・水・木・金・土
（土曜日は午前中のみ）

診療時間
午前　9：00 ～ 12：00
午後　1：00 ～ 　5：00

備考
療養病床　　　　　　　104床
地域包括ケア病床　11床

特色

痛みの治療を専門とするクリニックです。
急性期のぎっくり腰や五十肩はもちろん
痛みの難民、漂流者あるいはドクター
ショッピングと表現される慢性的苦痛を
できる限り取り除いて、皆様が笑顔にな
れるように精一杯お手伝いさせていただ
きます。

所在地
〒400-0126

甲斐市大下条1600-5

電話/FAX 055-298-6666 / 055-298-6667

ホームページ http://ryuo-pain.com/

診療科 麻酔科、内科、整形外科、外科

診療日
月・火・水・木・金・土
(休診：月・金曜日の午後、日曜日、祝日）

診療時間
午前　9：00 ～ 12：00
午後　3：00 ～　 6：00

備考

特色

当院は開業２3年を迎え、前院長が築い
てきた地域の眼科かかりつけ医としての
信頼を大切にしながら、最先端の眼科医
療を地域の皆様にお届けできるように、
また見えづらい方へのロービジョンケア
の治療、情報発信、交流の拠点となれる
ように、努力しています。

所在地
〒400-0117 

甲斐市西八幡６９３-1

電話/FAX 055-278-0001 / 055-278-0002

ホームページ https://tanabeag.com

診療科 眼科

診療日
月・火・水・木・金・土
（休診：火・木・土曜日の午後、日曜日、祝日）

診療時間
午前　8：3０ ～ １2：００　（受付は11：30まで）
午後　2：00 ～ 　5：30　（受付は　5：00まで）

備考

9



露木耳鼻咽喉科医院

⑧ 長田在宅クリニック

備考
診療科により多少異なります。ホームページをご覧ください。

当クリニックでは診察希望日時の予約をお受けしています。お

気軽にお電話ください。

特色

機能強化型在宅支援診療所です。
24時間・365日ご自分の暮らしたい場
所での生活を支えます。訪問看護ステー
ション・居宅介護支援事業所・ヘルパー
ステーション・ホスピスホームや有料老人
ホームなど様々な形のその人らしい暮ら
しをお手伝いします。

所在地
〒400-0032

⑦ おおくにクリニック

⑨

甲府市西下条町13

電話/FAX 055-242-3700 / 055-242-3701

ホームページ http://www.osadazaitaku.com

診療科 内科、外科、消化器内科、呼吸器内科、神経内科

診療日
月・火・水・木・金
（休診：土曜日、日曜日、祝日）

診療時間

　　　 一般外来：午前　9：00 ～ 12：00
在宅相談外来：午後　2：00 ～ 　5：00（※要予約）

　　　 訪問診療：午前　9：00 ～ 12：00
　　　　　　　　　　　　 午後　2：00 ～ 　5：00

備考

診療時間

月・火・水・金：午前　８：３０ ～ １２：００
　　　　　　　　　　　　午後　2：００ ～　 6：００
　　　　　　木・土：午前　８：３０ ～　 1：００

特色

当クリニックでは、外来での診察に加え
て、患者様やご家族の求めに応じて「往
診」を行うとともに、疾病や傷病、ご自宅
等の療養環境のため、通院が困難な皆
様に対しては、在宅での「訪問診療」を
行っています。
また、CTやマンモ
グラフィなどによる
放射撮影検査、内
視鏡や超音波検
査、血液や尿など
の生化学検査を
実施しています。

所在地
〒400-0053

甲府市大里町５１２５

電話/FAX 055-288-0092 / 055-288-0292

ホームページ
http://www.sasamotokai.net/sasamotokai/
ookuni-clinic

診療科 外科、内科、乳腺外科、消化器外科、呼吸器内科

診療日
月・火・水・木・金
(休診：土曜日、日曜日、祝日)

診療時間
午前　8：30 ～ 12：30
午後　2：00 ～ 　6：00

甲府市中央４-９-２

電話/FAX 055-235-3387 / 055-235-3550

ホームページ http://www.tsuyuki-ent.com/

診療科 耳鼻咽喉科

診療日
月・火・水・木・金・土
（休診：木・土曜日の午後、日曜日、祝日）

特色

機能強化型在宅支援診療所・在宅緩和
ケア充実診療所として、在宅医療を24
時間サポートしています。在宅に関する相
談も随時受けております。

所在地
〒400-0054
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診療科

０５５-２５３-３５３２ / ０５５-２５１-０４８３

ホームページ http://www.yamotogekaseikeigeka.com/

診療科 外科、整形外科、リハビリテーション科

診療日

内科、麻酔科（ペインクリニック）

⑪ 玉穂ふれあい診療所 特色

19床の入院ベッドのある有床診療所
（医療機関）です。　訪問診療・訪問看護
の在宅医療も行っています。　入院でも在
宅でも最期まで痛くなく辛くない安らか
な最期を迎えられるように見守ります。

所在地
〒409-3815

中央市成島2439-1

電話/FAX

月・火・水・金・土
（休診：土曜日の午後、木曜日、日曜日、祝日）

診療時間
午前　８：３０ ～ １２：００
午後　2：３０ ～ 　6：００

備考

診療日 月・火・水・金・土

診療時間 午前　9：00 ～ 12：00

備考

⑩ 箭本外科整形外科医院 特色

当院は、在宅医療、外来診療だけでなく
入院施設（一般13床、療養6床）の設備
も整っております。お気軽にお問合せくだ
さい。

所在地
〒400-0024

甲府市北口３-１-１

電話/FAX

055-278-5670 / 055-278-5671

ホームページ http://www.dpc-hos.or.jp
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◆訪問歯科診療をおこなっている歯科医院

　　　　在宅で療養していて通院が困難な人に対して、歯科医師や歯科衛生士が自宅を
　　　　訪問して治療や口腔衛生指導などを行います。
　　　　医療保険や介護保険も利用できるので、訪問による歯科診療を希望する場合は、
　　　　まずは『かかりつけ歯科医』に相談してみましょう。

診療科 歯科

診療日 月・火・木・金・土

055-240-7555

ホームページ

午前　9：00 ～ 12：30
午後　2：00 ～ 　6：00
（土曜日は午後 5：00まで）

診療時間

① いまむら歯科クリニック 特色

当院では、院内感染防止対策に力を入
れており、安心・安全な診療を心掛けて
おります。

所在地
〒409-3864

昭和町押越1070-1

電話/FAX

お口の中は見えない部分が多く、

清掃が十分に出来ません。

口の細菌は全身の疾患と密接に関連しています。

専門的な口腔ケアでは口臭の軽減、誤嚥性肺炎や肺炎等、

全身の疾患の予防にもつなげられます。

お口の健康は全身の健康に

大きくかかわります

まずは相談を！

口の機能低下による

窒息や脱水、低栄養の予防など、

安全においしく食べるための

お手伝いをします♪
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④ カホリ歯科 特色

いつもニコニコ
真心診療

所在地
〒409-3851

昭和町河西1483

診療科 一般歯科

診療日

電話/FAX 055-268-7531 / 055-268-7532

ホームページ

備考

月・火・水・木・金・土
（休診：木曜日の午後、日曜日）

診療時間
午前　9：00 ～ 12：00
午後　2：30 ～ 　6：30

駐車場完備

特色
歯科・小児歯科・口腔外科の歯科医院
です。
子供から大人まで歯とお口の健康相談
を行っております。
（口腔がん検診にも対応いたします）
往診、在宅の口腔ケアもしております。

所在地
〒409-3863

特色

男性医師と女性医師の2名で診療して
おります。
家族に行いたいと思う診療をすべての
患者さんに行うよう心掛けています。

所在地
〒409-3851

③ かたせ歯科クリニック

診療日
月・火・木・金・土
（祝日のある週は水曜日も診療します）

昭和町河西1600-3

電話/FAX

月・火・水・金・土
（休診：木曜日、日曜日、祝日）

② うちだ歯科クリニック

昭和町河東中島1317-2

電話/FAX

備考

診療時間

午前　9：00 ～ 12：30
午後　2：00 ～ 　6：00
（月・金曜日は午後 7：00まで）

備考

診療時間

午前　9：00 ～ 12：30
午後　2：30 ～ 　6：30
（土曜日は午後 5：00まで）

055-268-2556

ホームページ

診療科 歯科、小児歯科、口腔外科

055-288-8011 / 055-288-8012

ホームページ

診療科 歯科、小児歯科、口腔外科

診療日
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備考

診療時間

午前　9：00 ～ 12：30
午後　2：00 ～ 　6：00
（土曜日は午後 4：00まで）

特色

世界基準の予防プログラム『メディカルト
リートメントモデル』を実践する、全国で
も数少ない歯科医院です。

特色

昭和町西条新田671-1

電話/FAX 055-230-4618

ホームページ https://www.kawate-dc.com

診療科

診療日

所在地

⑤ 川手歯科クリニック

歯科、矯正歯科

診療日
月・火・水・金・土
（休診：木曜日、日曜日、祝日）

診療時間
午前　9：30 ～ 12：30
午後　2：30 ～ 　5：00

備考

月・火・水・金・土
（休診：木曜日、日曜日、祝日）

所在地
〒409-3862

診療科

備考

〒409-3865

⑦ しょうわまち歯科・口腔外科クリニック

月・火・木・金・土　（休診：水曜日、日曜日、祝日）

（祝日のある週の水曜日は診療日となります）

特色

一般的な歯科治療だけではなく、顎関節
症や口腔がんなど、口腔疾患全般に対
応しております。　お困りの事がありました
ら、ご相談ください。

所在地
〒409-3866

昭和町西条5222

診療科 歯科、口腔外科、矯正歯科

診療日

電話/FAX 055-275-8080 / 055-225-5558

ホームページ

⑥

一人一人に寄り添った診療を心掛けて
います昭和町上河東382

電話/FAX 055-275-5588 / 055-275-5688

ホームページ

診療時間
午前　9：00 ～ 11：30
午後　2：00 ～　 6：00

昭和田中歯科医院
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診療時間

備考

午前　9:00 ～ 1:00
午後　2:30 ～ 6:30

昭和町押越476-1

電話/FAX 055-298-6525 / 055-298-6525

月・火・水・木・金・土
（休診：水・土曜日の午後、日曜日、祝日）

〒409-3864

ホームページ https://www.niina-shika.com

診療科 歯科

⑨ フカサワ歯科 特色

患者様の御希望をお聞きして治療をして
おります。所在地

〒409-3866

診療時間

備考

午前　9：00 ～ 12：30
午後　2：00 ～ 　6：30

昭和町西条1033

電話/FAX 055-275-5000

⑧ にいな歯科医院

ホームページ

診療科 歯科、矯正歯科

診療日

特色

ご希望ご都合などを考慮し、相談の上で
治療をすすめていきます。お気軽にご連
絡ください。

所在地

診療日
月・火・水・金・土
（休診：木曜日、日曜日、祝日）

「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音することで、

食べ物をのどの奥まで運ぶ筋肉をきたえます

「パ」「パ」「パ」「タ」「タ」「タ」・・・・・・など

同じ発音をくり返したり、「パ」「タ」「カ」「ラ」

をくり返したりなど、工夫してみましょう！

【コラム②】 「口腔体操」で口全体の機能の維持を！

「以前より食べ物を上手く飲み込めなくなっている気がする」

「このままご飯を食べられなくなったらどうしよう・・・」

誰でも簡単にできる体操を日々の生活に取り入れることで、咀嚼や

噛んだり飲みこむ機能を回復させ、食事への不安を解消することができます。

大きな声で

一文字一文字

はっきりと！

☆パタカラ体操☆
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特色

昭和町清水新居にあり、隣に産婦人科、
近くには皮膚科や小児科などもありま
す。
在宅医療も勿論受け付けており、幅広い
年齢層にケア出来る様に対応しておりま
す。薬局内に大きな水槽もあり、色とりど
りの魚が回遊しており、子供たちに大人
気です。是非、一度みにきてください。

他、近隣にもアイセイ薬局国母店・玉穂
店・小瀬店などもございます。

〒４０９-３８６７

昭和町清水新居1215-2

電話/FAX 055-237-6661 / ０５５-237-6662

ホームページ https://store.aisei.co.jp/detail/0771

営業内容
調剤業務、在宅業務、介護用品販売、OTC（市販用医薬品販

売）、補聴器販売、化粧品プライベートブランド品販売

営業時間

所在地

月・火・水・木・金：午前　9：00 ～ 午後　6：30
　　　　　　　　　　　　土：午前　9：00 ～ 午後　4：00

備考
お気軽に薬の事、在宅の事ご相談ください。どちら
の処方箋でも取り扱いは可能です。

月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、祝日）

営業時間
月・火・水・木・金：午前　８：３０ ～ 午後　6：３０
　　　     　　　　　　土：午前　８：３０ ～ 午後　5：3０

昭和町河東中島1590-4

① アーク調剤薬局　昭和店

営業日

備考
保険薬局２７店舗、居宅介護支援事業所、福祉用具貸
与事業所、福祉用具ショールームを運営。ホームページ
をご覧ください。

② アイセイ薬局　昭和店

◆訪問薬剤管理をおこなっている薬局

　　　　必要に応じて薬を届けながら、薬に対する不安や疑問の解消のお手伝いをします。
　　　　利用者さんの状態に応じた薬の説明や、飲めているかの確認、
　　　　薬を飲むことで具合が悪くなっていないか、他の薬と飲み合わせは大丈夫か、確認します。
　　　　短期のご利用も可能です。
　　　　薬を安全にお使いいただけるよう手助けをします！

営業日 月・火・水・木・金・土

特色
どちらの病院・クリニックの処方せんも受
付調剤致します。ドライブスルーを併設し
ており車に乗ったまま処方せんの受付か
らお薬の受取りまで行うことができます。
在宅訪問薬剤管理や福祉用具、介護用
品の相談も承っております。

所在地
〒409-3863

電話/FAX 055-269-7401 / 055-269-7402

ホームページ https://www.arc-m.co.jp/

営業内容
保険調剤、医薬品販売、医療機器販売、
衛生用品販売、医療・介護相談

医療保険または介護保険で利用

「粉って苦手」

「粒が大きくて飲みにくいな！」

「シートから固くて出せないよ！」

「昼間、出掛けているから薬飲めないよ…」

など困ったことはないですか？

かかりつけの先生と

相談しながら、

薬を変更したり、

飲む時間を変えたりできるので、

かかりつけの薬剤師に

相談してくださいね♪
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営業内容

特色
当薬局では、訪問調剤を行っており、患
者様の自宅や施設にお薬をお届けして、
服薬管理や副作用のチェックを行ってお
ります。
患者様1人1人と向き合い、より良い治
療や療養のためのサポートをします。
お薬のことは、甲府昭和薬局にお任せく
ださい。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰404-9

ホームページ

午前　8：30 ～ 午後　6：00

http://www.nichiiko-yamanashi.co.jp/

営業内容 調剤薬局、在宅医療

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：土曜日の午後、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間

電話/FAX 055-275-0031 / 055-275-0032

備考
クリニック（訪問診療）・訪問看護ステーション・居
宅介護支援事業所に隣接しています。

〒409-3863

⑤ ケーツーメディカル㈱　甲府昭和薬局

昭和町河東中島748-15

特色
お薬や健康相談、
在宅(自宅及び老人施設)へのお薬のお
届け、服薬指導も積極的に行っていま
す。

所在地

イオン薬局甲府昭和店 特色
イオンスタイル甲府昭和直営の薬局で
す。処方箋のお薬のご準備までの待ち時
間をお買い物をしてお待ちすることもで
きます。
19年4月より介護用品の販売で昭和町
介護クーポンを使用できるようになりまし
た。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰１５０５-１

調剤薬局、一般医薬品・介護用品・衛生用品の販売

営業日 年中無休

営業時間 午前　10：００ ～ 午後　7：００

電話/FAX 055-268-7690 / 055-268-7691

ホームページ
https://www.aeon.com/store/イオン/イオンス
タイル甲府昭和/

備考
在宅調剤は事前にご連絡・相談が必要。
調剤で介護クーポンは使用できません。

月・火・水・金・土
（定休日：木曜日、日曜日、祝日、年末年始）

電話/FAX 055-287-6333 / 055-287-6335

ホームページ http://www.myph.jp/apollo_pharm/

営業内容 調剤薬局(処方箋調剤）

営業日

③ アポロ薬局

④

営業時間
月・火・水・金：午前　8：30 ～ 午後　6：00
　　　　　　　　　土：午前　8：30 ～ 午後　2：00

17



電話/FAX 055-275-1293 / 055-275-1293

昭和町西条1488-3

お薬相談・健康相談・在宅医療
昭和町在宅介護応援クーポン　使用可

月・火・水・木・金：午前　9：00 ～ 午後　6：00
　　　　　　　　　　　　土：午前　9：00 ～ 午後　1：00

調剤薬局・ドラックストア
お薬相談、健康相談、在宅医療

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、祝日）

営業時間

⑥ 健康館サワ　昭和店 特色

●健康館サワは薬局として、地域の皆様
の健康に関し気軽に相談いただける、サ
ポート薬局を目指して、皆様に愛される
よう、常に努力、研鑽しています。
●調剤を主力に、ドラッグストア機能（Ｏ
ＴＣ販売・介護用品）も充実しています。

所在地
〒409-3866

ホームページ
https://sawawa41938.wixsite.com/fukasa
wa

営業内容

備考

Q.ジェネリックって、安くて大丈夫なの？

安い薬だから、効果が出ないんじゃないの？！

【コラム③】 知ってるようで知らない！ お薬のQ＆A

A.通院、来局が困難な方（独居で歩行困難、認知機能の低下等で介助が必要 など）や、

自宅でのお薬の使用や管理に不安がある方で、訪問が必要であると医師が認め、薬剤

師に対して訪問指示がある方にお薬をお届けできます。ただし、訪問に対して患者さま

（ご家族）の同意が必要となります。 ※居宅療養管理指導料がかかります。

お薬を届けたときに、患者さまのお薬の使用状況や生活状況をチェックし、訪問後、医師や

ケアマネジャーに報告し、患者さまがより安心して在宅医療介護サービスを受けられるよう、

関係者で情報を共有します。

A.「ジェネリック（後発医薬品）」は、「いままでのお薬（先発医薬品）」の特許が切れた後

に販売されるお薬です。お薬を開発するためのお金が掛からないので、安く販売することが

出来ます。『いままでのお薬と同じ有効成分を同量含んでおり、（いままでのお薬と）

同等の効き目がある』と国が認めた医薬品です。

Q.かかりつけ薬剤師ってなに？ 薬局って薬をくれるだけでしょ？

A.かかりつけ薬剤師は、いろいろな病院の薬や市販薬などの情報を一括把握し、薬の飲み

残しや重複、副作用などがないか、いつも同じ薬剤師が継続的にチェックします。

また、いつも同じ薬剤師が健康や薬の相談に乗ったり、薬局が開いていない時間帯でも相

談できる体制を整えています。いつでも気軽に相談でき、信頼できる、

地域に密着した薬局・薬剤師が「かかりつけ」です！

Q.お薬って届けてもらえるの？
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昭和訪問看護ステーション 特色
介護予防から自宅での看取りまで、
さまざまな状況の方の対応が可能です。
医師・薬剤師・ケアマネジャー・他職種と
連携し、利用者とご家族の意向に沿った
在宅療養をお手伝い致します。
お気軽にご相談ください。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰404-2

電話/FAX 055-275-1201 / 055-275-1203

ホームページ https://shouwa-med.jp/

営業内容 訪問看護

営業日
月・火・水・木・金　　緊急時休日対応あり
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間
午前　8：30 ～ 午後　5：30
（緊急時２４時間体制あり）

備考

クリニック（訪問診療）・薬局（訪問薬剤）・居宅介
護支援事業所に隣接し、良質・迅速な支援体制を
整えております。

◆訪問看護

　　　　訪問看護師がご自宅や住み慣れた地域に伺い、在宅で療養生活を送られている方や
　　　　ご家族に対して、看護を行うサービスです。
　　　　訪問看護師は、訪問看護ステーション等に在籍し、医師、薬剤師、リハビリスタッフ、
　　　　介護支援専門員（ケアマネジャー）等と連携し、健康状態の悪化を予防し、治療の継続
　　　　や希望のある方には看取りまでを支えます。

①

80代 肝臓がん末期の女性を看取って ～訪問看護師の体験より～

ひとりひとりにあわせた健康状態の観察、病状悪化の防止・回復、療養生活の
相談とアドバイス、リハビリテーション、点滴、注射などの医療処置、痛みの
軽減や服薬管理、緊急時の対応、主治医・ケアマネジャー・薬剤師・歯科医師
との連携などです！

医療保険または介護保険で利用

【コラム④】 最期まで家に居たいな・・・。

訪問看護は、24時間対応が可能です。

いつでもご相談に乗ります！
訪問看護を受けるには、まずは受診している医療機関や

包括支援センターにご相談ください♪

訪問看護って、どんなことをしてくれるの？

若い頃より洋裁の仕事をしていたので、晩年は自分の着るブラウスやワンピースを作ることが楽

しみだった。また、息子さんご家族と同居していたので、孫と過ごす時間も楽しみだった。

肝臓がんが見つかった時、本人は『入院はこりごりだ。このまま家にいたいな。』と言われ、ご

家族も本人の想いを尊重して、家族でできる限り協力しながら、家で看取ることを決めた。

ケアマネジャーと相談して、在宅医と訪問看護師を導入した。訪問看護師が来たとき、体調を見

ながら好きな風呂に入ることが出来た。好きな物を食べたり、孫がおばあちゃんの部屋で宿題をし

たり、布団にもぐって甘えたり、いつもの生活を送っていた。

最期の時が近づいた時も、ご家族ともに落ち着いて、

一緒に過ごす残り少ない時間を大切に過ごした。

在宅医と訪問看護師が連絡をとりながら、

ご家族が見守るなか、最期を看取ることができた。

ご家族からは、『良い時間を過ごすことが出来た。

母も自分らしい最期が迎えられて良かった。』と言われた。
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甲府市大里町5328

電話/FAX 055-220-2818 / 055-220-2556

ホームページ
http://www.sasamotokai.net/sasamotokai/
ookuni-zaitaku-cc

営業内容 訪問看護

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日・年末年始）

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　5：00

備考

24時間対応可能です。
医療法人笹本会のInstagramもあります。ぜひご
覧ください。

② 赤坂台訪問看護ステーション

④ おおくに訪問看護ステーション 特色
幅広い年齢層の、経験豊富な看護師が
おります。在宅看護専門看護師・緩和ケ
ア認定看護師が在籍しており、質の高い
看護を提供しています。
同一法人内の医療・介護事業所との連
携が可能です。

所在地
〒400-0053

特色

看護師4人＋理学療法士1名以上の少
人数で訪問しています。24時間電話相
談や必要時には訪問も致します。安心し
て住み慣れた環境で生活していただける
ようお手伝いさせていただきます。

所在地
〒400-0111

甲斐市竜王新町2150

電話/FAX 055-279-0106 / 055-279-0102

ホームページ

営業内容
健康状態の観察や内服薬の相談、食事や入浴介
助など生活の支援、自宅でのリハビリ他

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：15

備考
赤坂台病院の他、居宅介護支援事業所や訪問介護、デ
イサービス、訪問リハビリ、サービス付き高齢者住宅も同
一法人にございます。

営業日
月・火・水・木・金　（緊急対応あり）
（定休日：土・日曜日、年末年始、創立記念日6/1）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考 公式SNS　▶▶▶

③ 訪問看護ステーションかのん 特色
看護師はもちろん、リハビリスタッフが常
駐していることで利用者様を体調管理
面・生活動作・安全な環境設定・介護
力・病院との連携など多角的な視点から
アセスメントでき、一人ひとりの状況に合
わせた介入や必要に応じたサービス提
供ができます。

所在地
４００－０１１７

甲斐市西八幡3822-1

電話/FAX 055-279-2510 / 055-279-2819

ホームページ http://yfs-kanon.com 「かのん　リハビリ」で検索

営業内容
訪問看護
（看護師・理学療法士・作業療法士による訪問）
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所在地
〒400-0048

甲府市貢川本町12-10

電話/FAX

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考 緊急時24時間対応体制あり。

055-223-1033 / 055-223-1036

ホームページ http://www.yna.or.jp/houmon_kango/81/

営業内容 訪問看護

営業日
月・火・水・木・金　（土曜日、日曜日、祝日、
12/29～1/3まではご要望に応じる）

⑤ 貢川訪問看護ステーション 特色
0歳児の赤ちゃんから高齢者まで、在宅
療養が必要な方に、安心して自分らしい
生活が送れるように、支援しています。皮
膚・排泄ケア認定看護師、緩和ケア認定
看護師、認知症看護認定看護師、経験
豊富な看護師により専門的知識・技術を
提供しています。

営業内容
精神症状、身体症状の観察。
日常生活、家族からの相談、支援アドバイス等。

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 サービス提供時間：午前　８：４０ ～ 午後　5：３０

ホームページ

営業日

⑦ 訪問看護ステーション　きらり 特色
精神科訪問看護の経験を積んだ看護
師、保健師、作業療法士が実際生活され
ている利用者様のご自宅を訪問し、主治
医の指示内容をもとに訪問看護を提供
させて頂きます。
また、余暇活動など一緒に出来ることを
楽しく行っています。

所在地
〒400-0851

月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間
午前　８：３０ ～ 午後　5：００
（緊急時24時間対応体制あり）

備考

甲府市住吉４-１０-３２　（住吉病院内）

電話/FAX

備考
※２４時間対応体制ご契約者様、時間外のご相談にも応じます

利用者様が夢と希望を持ち『きらり』と輝ける生活が送れるよう、お

手伝いさせて頂きます。

⑥ なないろ訪問看護ステーション 特色
病気や障がいがあっても、住み慣れた地
域やご自宅でその人らしい生活が送れ
るよう、ご本人ご家族の希望を聞きなが
ら、看護師が寄り添いケアをいたします。

所在地
〒400-0832

甲府市増坪町445-9

電話/FAX ０５５-２４２-７７１６ / ０５５-２４２-７７１７

営業内容 訪問看護

０５５-２２７-１０２２ / ０５５-２２５-５１１７

ホームページ http://www.sumiyoshi-kaisei.jp
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営業内容 訪問看護

営業日
月・火・水・木・金
（定休日:土曜日、日曜日、年末年始、8/13～15）

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　5：00

備考 休日等の訪問は、相談に応じます。

⑨ 訪問看護ステーションつゆき 特色
病気や障害を持ちながらも、利用者さ
ん・ご家族が選んだ生き方、逝き方を大
切にしながら、支援に携わるチームメン
バーと連携・協働し、住み慣れたご自宅
や地域で安心して自分らしく生きること
を支えられるよう看護を提供しています

所在地
〒400-0862

甲府市朝気３-１８-５

電話/FAX ０５５-２２３-１２３４ / ０５５-２３６-３３８７

ホームページ

営業内容 訪問看護

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日　※要望に応じて訪問可能）

営業時間 午前　９：００ ～ 午後　6：００

備考

⑧ 訪問看護ステーションすみ 特色
私たちは、病気を持っていても、障害を
持っていても、住み慣れた我が家で、住
み慣れた地域で、住み慣れた場所で、安
心して・安全に・納得して生活を送ること
ができるよう、医療・生活の目をもって看
護を提供していきたいと思っております。
ご本人やご家族のご希望を伺いながら、
医師や様々なサービスの方とも連携を図
りながら、安心・安全・納得をモットーに、
笑顔で訪問看護を提供していきます。

所在地
〒400-0062

甲府市池田1-3-23　メゾン池田405

電話/FAX 055-287-7068 / 055-287-7063

ホームページ

⑩ 訪問看護ステーションデューン甲府 特色

精神科に特化した訪問看護を行ってお
り、精神疾患をお持ちの方やこころのケ
アを必要とされている方を、様々な状況
に応じてサポート致します。

所在地
〒400-0031

甲府市丸の内2-28-9

電話/FAX 055-226-0050 / 055-226-0051

ホームページ http://www.nfield.co.jp

営業内容 精神科看護を必要とされている方への支援

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日）

営業時間 サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考
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⑪ ライフサポートひかり訪問看護ステーション
特色

自分らしく住み慣れたご自宅で、２４時間
３６５日安心して過ごせるよう、ご利用者
様、ご家族様の思いに寄り添い看護を提
供していきます。また、併設の居宅介護支
援事業所、医療的ケアのできる介護事業
所がありますので、医療依存度の高い方
への連携をスムーズに行うことが出来ま
す。

所在地
〒400-0067

甲府市長松寺町7-13　サンマリーナ長松寺1-A

電話/FAX 055-267-7108 / 055-267-7263

ホームページ httpｓ://www.lifesupport-hikari.com

営業内容 訪問看護

営業日
月・火・水・木・金　緊急時24時間体制
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　5：00

備考
・山梨県喀痰吸引等研修機関（第三号：特定の対象者）

・重度訪問介護従業者養成研修機関（統合課程）

⑫ 玉穂訪問看護ステーション 特色

利用者さんがその人らしく、家族とともに
生活できることを大切にしています。所在地

〒409-3815

中央市成島2439-2

電話/FAX 055-240-3366 / 055-240-3367

ホームページ http://www.dpc-hos.or.jp

営業内容 訪問看護サービス

営業日 月・火・水・木・金・土

営業時間
午前　9：00 ～ 午後　6：00（土曜日は午前中）
緊急時は年中24時間対応

備考 介護相談もお受けしています。

⑬ アルプス訪問看護ステーション 特色

南アルプス市にあります訪問看護ステー
ションです。

看護師9名、作業療法士2名、事務1名
計12名で運営しております。
当ステーションは、リカバリー（利用者様
が納得し、満足する行き方をし、自分の
人生の意味と目的を創り出す、そんな過
程全体を示しています）の概念のもと、利
用者様と共に時を共有する伴走者となる
ことを心がけております。

所在地
〒 400-0405

南アルプス市下宮地421

電話/FAX 055-244-7716 / 055-282-1853

ホームページ https://www.nan-zan.or.jp/alps/

営業内容 訪問看護

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、祝日、年末年始）

営業時間
平日：午前　9：00 ～ 午後 　5：00
土曜：午前　9：00 ～ 午後 12：15

備考
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◆訪問リハビリテーション

　　　　理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が医師の指示により自宅を訪問し、心身機能の
　　　　維持・改善、日常生活の自立を支援するためにリハビリテーションを行います。
　　　　家族への介護方法のアドバイスや相談にも対応できます！

介護保険または医療保険で利用

①主治医に訪問リハビリを利用したい

旨を伝え、事業所の医師に訪問リハビ

リテーションの指示書を3か月に1回

発行してもらいます。

☆歩行、寝返り、起き上がり、座るなどの機能訓練

☆麻痺や褥瘡解消のためのマッサージ

☆食事、排泄、着替えなどの生活動作訓練

☆福祉用具の活用方法のアドバイス

☆住宅改修のアドバイス

☆言語機能、嚥下機能の訓練

☆ご家族へ介助方法の指導 など

②理学療法士等がリハビリテー

ション実施計画書を作成し、

これに基づきリハビリテーショ

ンを受けます。③実施したリハビリテーション

の効果や実施方法等についての

評価を踏まえ、医師の医学的判

断に基づき、定期的に見直しが

行われます！

訪問リハビリを利用するにはどうしたらいいの？

＊医療保険での利用の場合は

1か月に1回の発行が必要です

訪問リハビリってどんなことをするの？

トイレへ行くのに
転びそうで怖い…

訪問リハビリではそんな不安の解消や、目標の実現に向けて、

自宅でのリハビリを受けられるのはもちろん、

環境に合わせた動作の確認や、ご家族への介助方法の

指導も行うことができます！

身体の痛みを
少しでも緩和したい！

家でお風呂に
安心して入りたいなぁ…
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特色
　当クリニックは備考の通り、難病や脳血
管疾患を呈する方が多く利用され、医療
と介護の連携を密に取り組むよう心がけ
ています。
　訪問リハでは、事業理念でもあります
「共生（ともいき）」の考えのもと利用者
様に寄り添い、在宅生活を楽に、安心し
て過ごせるよう関わります。

所在地
〒400-0117

甲斐市西八幡３９９０

電話/FAX 055-278-1412 / 055-278-1413

ホームページ http://kai-reha.jp

営業内容
（介護予防）訪問リハビリテーション
ご自宅でのリハビリテーション

営業日
月・火・水・木・金　※クリニックは土曜日も診療しています

（定休日：土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始）

備考
※クリニックは脳神経内科、一般内科を中心とした診療と外

来リハ、通所リハも実施しています。生活習慣病等のお体の事

やリハビリテーションについてお気軽にご相談ください。

営業時間 午前　8:30 ～ 午後　5：３０

③
甲斐リハビリテーションクリニック

訪問リハビリテーションにじ

① 介護老人保健施設　ノイエス 特色
ご自宅での個別リハビリを行い、心身機
能の維持・回復を図ります。居宅介護
サービス計画に基づき、日常生活動作や
買い物、調理、交通手段の活用など社会
生活を送る上で欠かすことのできない手
段の支援にも力を入れております。

所在地
〒409-3863

昭和町河東中島443

電話/FAX 055-275-1165 / 055-275-1161

ホームページ https://ri-shikai.or.jp

営業内容 訪問リハビリ、自宅での個別リハビリテーション

営業日
月・火・水・木・金
(定休日：土曜日、日曜日)

営業時間 サービス提供時間：午前　8:３０ ～ 午後　5:30

備考

② 介護老人保健施設　ひばり苑 特色
ひばり苑のリハビリテーションスタッフが
ご自宅に訪問し、おひとりおひとりに合わ
せた個別のプログラムを立案し、心身の
機能維持や回復のためのリハビリテー
ションを提供します。また、住環境整備・
福祉用具等の助言、介護者への介護指
導等もおこなっています。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰1277

電話/FAX 055-275-9511 / 055-275-9512

ホームページ https://care-net.biz/19/hibari-en/

営業内容 (介護予防)訪問リハビリテーション

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間
午前　9：00 ～ 午後　5：00
（※1回あたり20分・40分・60分のいずれかの時間）

備考
【訪問地域】昭和町・甲斐市・中央市・甲府市・南アルプス市・市川

三郷町【その他】ひばり苑は訪問リハビリテーション以外にデイケア・

ショートステイ・入所サービスも提供している施設です。

住み慣れた場所で

いつまでも
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④ おおくに訪問リハビリテーション 特色
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
が在籍しています。
また、より専門性が高い認定理学療法
士、呼吸療法士等の資格を持った職員も
在籍しています。
介護保険による訪問だけでなく、医療保
険での訪問にも対応しています。

所在地
〒400-0051

甲府市古上条町446

電話/FAX 055-220-2881 / 055-220-2556

ホームページ
http://sasamotokai.net/sasamotokai/ooku
ni-ikiiki#02

営業内容
リハビリテーション
（理学療法、作業療法、言語聴覚療法）

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、年末年始）

営業時間 サービス提供時間：午前　９：００ ～ 午後　6：００

備考

⑤ 甲州訪問リハビリテーション甲府南事業所 特色

リハビリ専門スタッフがご自宅へ訪問し
必要な動作の確認・練習、外出や生きが
い作りも視野に入れたリハビリテーション
を行います。また、住宅改修や福祉用具
の提案、ご家族への介助方法のアドバイ
ス等、在宅での生活を支えていきます。

所在地
〒400-0042

甲府市高畑1-22-14

電話/FAX 055-262-3121

ホームページ http://www.krg.ne.jp/care/

営業内容
訪問リハビリテーション計画に基づき、理学療法、
作業療法、言語療法等のリハビリを行う。

営業日
月・火・水・木・金・土
（但し12/30～1/3は除く）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考
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◆訪問介護

① 訪問介護　虹の郷甲府 特色

所在地
〒409-3866

昭和町西条3798

電話/FAX 055-268-6311 / 055-275-1738

ホームページ https://www.nijinosato.biz

営業内容
ご自宅での生活援助、身体介護サービス
（買い物、調理、お掃除/食事、入浴、トイレ支援　等）

営業日
月・火・水・木・金　休日もお気軽にご相談ください！！

（定休日：土曜日、日曜日、年末年始）

営業時間
午前　9：00 ～ 午後　6：00
前後の時間はご相談ください！！

備考
介護保険外サービスもございますので、ご相談くだ
さい。（通院の付添い、薬の受取、窓ふき等）

2022年5月に「訪問看護ステーション
虹の郷甲府」がオープンしました！
病気や障害を持った方が、住み慣れたご
自宅で安心して暮らしていけるよう、主治
医の指示のもとご自宅へ訪問し、サービ
スを提供します。
お気軽にお問い合わせください。

　　　　訪問介護とは、自分や家族だけで日常生活を営むことが難しくなった要介護者に
　　　　対して、介護福祉士やホームヘルパーが自宅に赴き、入浴、排せつ、食事等の介護、
　　　　掃除、洗濯、調理等の援助、通院時の外出移動サポート等の日常生活のお世話を行う
　　　　サービスです。

要支援1～2・要介護1～5 ※1

訪問介護ってどんなことでも頼めるの？

訪問介護は、要介護者が出来ない事を援助したり、

一緒に行うことが基本です。

家政婦さんやお手伝いさんとは異なるため、

頼めることに制約があります。

本人以外の調理や買い物・洗濯、来客の対応、ペットの世話や庭の手入れ、

金銭管理や娯楽のための外出援助、褥瘡や創部の処置など

〈頼めないことの例〉

※1 要支援1・2の認定を受けている方は、「介護予防訪問介護」

という形でサービスを利用できますが、一部利用制限もあります。

介護保険の給付サービスでの『訪問介護による生活援助（家事代

行）』は、原則、同居の家族等がいる場合は利用できません。ただし、

同居家族等が障害や疾病等の理由ややむを得ない事情により、家事を

行うことが困難な場合は、適切なケアマネジメントにより利用できる

場合があります。

まずは、担当のケアマネジャーにご相談ください。

同居の家族がいると訪問介護は頼めないの?

介護保険の給付サービスでは頼めないことも、

自費サービスを上手く活用することもできます！
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③ やさしい手　甲斐事業所 特色

「いつでも・どこでも・だれにでも」とご利
用者のご要望に沿って、速やかに対応す
ることで利用しやすい在宅介護サービス
を目指しております。

所在地
〒４００-０１１５

甲斐市篠原２１７３-６

電話/FAX ０５５-２６０-７７０１ / ０５５-２６０-７７０２

ホームページ http://www.yasashiite-kofu.co.jp

営業内容 訪問介護

営業日 年中無休

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

④ 今井整形 訪問介護事業所 特色

在宅でご利用者様がいきいきと生活で
きるよう持っている能力を最大限に生か
し、自己決定ができるよう支援し自立支
援を行っていきます。

所在地
〒400-0814

甲府市上阿原町1151

電話/FAX 055-223-1100 / 055-287-7500

ホームページ http://www.fir.gr.jp/neues/

営業内容 訪問介護事業（身体介護、生活援助等）

営業日
月・火・水・木・金・土・日
（定休日はありません）

営業時間 午前　8：00 ～ 午後　6：00

備考

月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、年末年始）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

② 訪問介護　ゆらぎ 特色

どんな事でも一緒に考えていけるゆたか
なサービスを目指します

所在地
〒409-3864

昭和町押越1700

電話/FAX 055-225-6411 / 055-225-6412

ホームページ

営業内容 訪問介護

営業日
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　　　　『訪問入浴介護』は、寝たきりなどの理由で家族だけでは入浴させるのが困難な在宅の
　　　　要介護者に対して、専門の事業者が専用の浴槽を持ち込んで入浴の介護サービスを行う
　　　　サービスです。
　　　　介護職員2名と看護師1名の3名で行うことが一般的で、入浴の前後には、血圧や発熱の
　　　　有無等についてのチェックを行います。

◆訪問入浴介護 要介護1～5 ※1

【コラム⑤】 お家でお風呂に入りたい！！！

お風呂に入れないのは、足があがらないから？ 段差が大きいから？

もの忘れにより、洗う手順がわからなくなったから？

お風呂に入れない原因は、体や心の機能の低下によるものと、浴室の環境によるもの

とにわかれます。

同居家族がいなくて、ひとりでは不安な時・思うように背中まで洗えない時。

病気で身体の状態をチェックしないと大変な時。

それぞれの状態によって、支援の状態が異なります。

お家で安心してお風呂に入れるよう、ケアマネジャーや包括支援センターに

ご相談ください！

体の状態にあわせて、

リハビリ職のアドバイスをもらう

シャワーチェアー

などの福祉用具を

利用！

ヘルパーによる

見守り介助

訪問看護師による

身体の状態のチェックを

してからの介助

全介助が必要な時は

訪問入浴

①

②

③

④

⑤

※1 要支援者でも、特別な事情（感染症などの理由から施設での浴槽の利用が困難等）が

ある場合に限り、介護予防訪問入浴介護のサービスを受けることができます。

体温や血圧のチェックでお風呂に入れないこともあるの？

体調によっては、全身浴が出来ない場合もあります。無理して全身浴とせず、

足浴や蒸しタオルなどで身体を拭くことに切り替えることもできます。

また、血圧が高い場合などに、安全にサービスが提供できるかどうかを主治

医に照会することもあります。

1畳半～2畳程度あれば可能としている事業者が多数ですが、詳細は事業所

ごとに異なりますので、念のため契約前に確認しておきましょう。

また、近隣に専用の駐車スペースが必要となります。

専用車から浴槽までホースを延ばしてお湯を引くケースが多く、ホースが届

く範囲に駐車スペースを求められることもあります。

どのくらいのスペースがあれば利用できるの?
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055-279-4543 / 055-279-4544

ホームページ

営業内容

午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考 お気軽にお問合せください

③ アサヒサンクリーン　山梨営業所 特色

シーツ交換無料（当社の物）
全国展開入浴剤当社で持参
シャンプー、ボディーソープ、洗顔ソープ
当社で持参
ご用意して頂く物は着替えと大小タオル
1枚ずつ

所在地
〒400-0041

甲府市上石田2-31-38

電話/FAX 055-221-5326 / 055-221-5327

ホームページ https://www.asahi-sun-clean.co.jp

営業内容 訪問入浴介護（予防含む）

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、12/31～1/3）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

特色

所在地
〒400-0117

甲斐市西八幡1196

訪問入浴介護

営業日 月・火・水・木・金

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　5：00

備考

電話/FAX

① ニチイケアセンター甲斐 特色
専門スタッフのサポートで、ご自宅での入浴
が可能に。移動式の浴槽を持参してご自宅
を訪問します。看護職員が同行するので、お
身体の状態に不安のある方も安心してご利
用いただけます。入浴専門のスタッフが、お
客様お一人おひとりの身体状況にあわせた
安全な入浴方法をご提案し、徹底した機材
の衛生管理のもと、きめ細かなサービスで快
適なひとときをご提供します。

所在地
〒400-0115

甲斐市篠原1659

電話/FAX 055-260-7060 / 055-260-7063

ホームページ https://www.nichiigakkan.co.jp

営業内容 訪問入浴介護サービス

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、年始）

営業時間

② ㈲ハピネスフレンド
看護師1名、介護職員2名、計3名でご自
宅にうかがいお風呂の介助をさせていた
だきます。
寝たきりで、ご自宅やデイサービスでの
入浴が困難な方にご利用いただいてい
ます。
安心・安全・安楽なお風呂の提供をして
います。
2階など、アパート等のお宅でも利用可
能です。
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◆通所リハビリテーション（デイケア）

　　　　要介護や要支援の認定を受けている方は、介護老人保健施設や医療施設において、
　　　　心身機能の維持回復を図るために必要なリハビリテーション（理学療法・作業療法・
　　　　言語療法など）を『通い』で受けることができます。
　　　　短時間～長時間型、少人数～大人数制まで施設ごとにさまざまな特色があります。
　　　　また、リハビリテーション以外に食事・入浴・余暇活動・送迎等のサービスが
　　　　受けられる事業所もあります。

要支援1～2・要介護1～5

デイケアを利用するのに気をつけることは？

デイケアは、主治医の指示によって受けることが出来ます。

また、初回利用にあたり、事業所側より、面談や主治医からの紹介状

(診療情報提供書）を求められる場合があります！

リハビリテーションが必要とされるのは、病気で寝込んだあとの

回復期や、骨折の後に何らかの原因で機能低下がみられる場合などです。

本人の意欲や、主治医から現在の病状と今後の回復の見通し等を

しっかりと確認して利用していくことが重要です。

デイケアはどのような場合に利用すればいいの？

デイケアに通う男性を通して感じること ～施設相談員の体験より～

デイケアを利用するきっかけは脳梗塞の発症でした。半身麻痺となり右手や右足が思う

ように動かなくなりました。病気を発症した直後は「この先どうしよう・・・」と暗い

気持ちの中にいましたが、リハビリの専門職がいるデイケアの存在を知り、リハビリ病

院のワーカーや家族の勧めもあって、まずは試しに通い始めました。結果、あれ以来、

デイケアには毎日のように通っています。しかも、脳梗塞後の後遺症はあっても、心身

の状態は維持できていて、とてもお元気です。デイケアで毎日会う利用者や職員は、そ

の男性にとっては気心知れた仲間となり、なんでも気軽に相談できる存在となりました。

その男性の家族もまた、毎日会う職員とは、気軽に“介護相談”ができるようになり、

在宅介護に対する不安が増大することもなく、穏やかな生活を送ることが可能となりま

した。

【コラム⑥】 デイケアとの出会い・・・不安の解消

突然に大切な人の介護が必要となった時、誰もが強い不安を感じることと思います。そ

んな時こそ、不安に飲まれることなく、ぜひ外に目を向けてほしいと思います。不安が

解消されると安堵感に包まれ、

人は気持ちに余裕が生まれてきます。

病気になっても要介護状態になっても、

住み慣れた自宅での「ふつうの暮らし」が

できる限り継続できるようにサポートしたいと

願っているチームがこの昭和町にはあると思っています。

医療機関で病気の治療や症状の回復が目的で行われる

リハビリは原則として医療保険が適応されます。

まずは、主治医に確認してください！
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(介護予防)通所リハビリテーション/定員20名
リハビリテーション、食事、入浴、活動の提供

営業日
月・火・水・木・金・祝日
（定休日：土曜日、日曜日、年末年始）

営業時間
サービス提供時間：午前　9：40 ～ 午後　3：45
(送迎時間を除く)

備考
【ひばり苑の指針】
「あなたにやすらぎを～心のかよう介護サービス」
―介護のことは一人で悩まずお気軽にご相談を―

① 介護老人保健施設　ノイエス 特色

居宅介護サービス計画に基づき、理学療
法士等による機能回復訓練を中心に、レ
クリエーション・入浴・食事等のサービス
が提供されます。口腔機能が低下してい
る利用者には嚥下機能の訓練等も行い
ます。

所在地
〒409-3863

昭和町河東中島443

電話/FAX 055-275-1165 / 055-275-1161

ホームページ https://ri-shikai.or.jp

営業内容
通所リハビリ/定員４０名/機能訓練、レクリエーショ
ン、入浴、食事、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金・土
(定休日：日曜日)

営業時間 サービス提供時間：午前　9:30 ～ 午後　4:00

備考

② 介護老人保健施設　ひばり苑 特色
住み慣れた自宅や地域での生活が無理
なく続けられることを目的としたリハビリ
型の通いのサービスです。送迎付きで、リ
ハビリテーション・入浴・食事・活動等を
提供しています。広々としたデイフロアが
あり、過ごしやすい環境です。武川病院
が隣にある“病院併設型老健”です。

所在地
〒409-3852

https://care-net.biz/19/hibari-en/

営業内容

昭和町飯喰1277

電話/FAX 055-275-9511 / 055-275-9512

ホームページ

③ 通所リハビリテーションにじ 特色
利用者様が日々の生活を安心して暮ら
していけるように、疾患の特性や病気に
合わせて、進行予防、さらなる身体機能・
活動能力の向上を目指せるリハビリテー
ションを提供します。また嚥下機能低下
に対する、口腔リハビリテーションも行っ
ております。

所在地
〒400-0117

甲斐市西八幡3990

電話/FAX 055-278-1412 / 055-278-1413

ホームページ http://kai-reha.jp/　

営業内容
通所リハビリテーション/半日型定員35名/
集団リハビリ、個別リハビリ、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始）

営業時間
午前　9：05 ～ 12：20
午後　1：05 ～　　4：15

備考 甲斐リハビリテーションクリニック内にあります。
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② デイサービスセンターまごころ 特色
小さなデイサービスセンターです。特別な
場所ではありません。お一人おひとりの
夢の続きを追うために、じっくり、丹念に、
豊かな時間を惜しみなく費やしています。

所在地
〒409-3865

昭和町西条新田３６６-５

電話/FAX ０５５-２４０-７６６５ / ０５５-２４０-７６８５

ホームページ http://nttbj.itp.ne.jp/0552407665

営業内容
通所介護/１０名定員/機能訓練（個別・一斉）、昼
食、入浴、レクリエーション、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、12/28～1/3）

営業時間 サービス提供時間：午前　９：３０ ～ 午後　4：３０

◆通所介護（デイサービス）

　　　　自宅から日帰りで施設に通い、入浴・食事などの日常生活上の支援や機能訓練を行います。
　　　　いつまでも自宅での生活が続けられるように、心身の機能維持や家族の介護負担軽減を目的
　　　　としたサービスです。
　　　　通うことで、人との触れ合いの機会や、閉じこもりや孤立の防止にもなります。

営業日
月・火・水・木・金・土
（年末年始も休まず営業します）

営業時間
サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後　4：15
　 事業所営業時間：午前　7：30 ～ 午後　6：00

備考

① 昭和デイサービスセンター 特色
リハビリに力を入れている1日型のデイ
サービスです。常勤の理学療法士と作業
療法士が体操や機能訓練を行います。
作業活動や外出のイベントも多いため、
楽しみを持って過ごしていただくことがで
きます。

所在地
〒409-3851

 昭和町河西1149-2

電話/FAX 055-288-0712 / 055-288-0713

ホームページ
http://sasamotokai.net/sasanohakai/cp-
syowa

営業内容
通所介護/定員40名/食事、入浴介助、集団体操、
個別機能訓練、レクリエーション、送迎

備考

デイサービスの中でも、機能訓練指導員によるパワーリハビリテーション

を行える施設があります。老化などにより低下した身体的・心理的活動性

を回復させ、自立性の向上とQOLの高い生活への復帰を目指します。

要支援1～2・要介護1～5

刺激の少ない生活を送ることは、認知症を引き起こす要因にもなります。
また、筋力も弱まることから、寝たきりとなる可能性も高くなります。
予防するためには、少しでも外へ出かけて人とふれあい、少しずつ
体を動かすことが必要です！

デイサービスでリハビリはできないの？
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⑤ ゆらぎデイサービスＷｅｓｔ 特色
懐かしい流行歌の歌唱、演奏など音楽
療法活動を通じて心身ともにくつろいで
いただきます。一人ひとりに目が行き届く
少人数ならではの特性を活かしニーズ
に応じた運動レク、工作、外食、買い物レ
ク等、様々な活動を行っております。

所在地
〒409-3851

昭和町河西1235-4

電話/FAX ０５５-２６８-２４３２ / ０５５-２６８-２４３３

ホームページ

営業内容
通所介護/定員18名/食事、入浴、音楽療法、
体操、個別機能訓練、レクリエーション、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始）

営業時間 サービス提供時間：午前　９：１５ ～ 午後　4：２０

備考
昭和町西条の「ゆらぎデイサービス」２号店として
令和２年６月にオープンしました。

サービス提供時間：午前　９：１５ ～ 午後　4：２０

備考

③ デイサービスりばーはうすひだまり 特色
正月以外休まず営業しています。
機能訓練に力を入れ、機能訓練器具に
て室内の訓練や、目の前の公園にも散
歩へ出かけます。
機械浴あります。
食事は低価格の400円ですべて手作り
です。

所在地
〒409-3851

昭和町河西1493

電話/FAX 055-275-6106 / 055-275-0375

ホームページ

営業内容 通所介護/定員23名

営業日
月・火・水・木・金・土・日
（定休日：1/1～1/3）

営業時間 サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後　4：15

備考
経管栄養、制限食対応できますが、
相談して下さい。

昭和町西条30-1

電話/FAX ０５５-２７５-１０７２ / ０５５-２７５-１０７３

④ ゆらぎデイサービス 特色
懐かしい流行歌の歌唱、演奏など音楽
療法活動を通じて心身ともにくつろいで
いただきます。一人ひとりに目が行き届く
少人数ならではの特性を活かしニーズ
に応じた運動レク、工作、外食、買い物レ
ク等、様々な活動を行っております。

所在地
〒409-3866

ホームページ

営業内容
通所介護/定員18名/食事、入浴、音楽療法、
体操、個別機能訓練、レクリエーション、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始）

営業時間
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⑧ あおぞらの里　甲府南デイサービスセンター
特色

身体機能向上のための体操や機械運動
の他、カラオケや映画鑑賞ができる個室
があるなど、利用者様個人個人を尊重し
たサービスを提供しております。

所在地
〒400-0043

甲府市国母5-10-27

電話/FAX 055-236-3322 / 055-237-7530

ホームページ www.cedar-web.com

営業内容
通所介護/定員60名/食事、入浴、機能訓練、レクリ
エーション、クラブ活動、送迎有

営業日
月・火・水・木・金・土　（祝日営業）

（定休日：日曜日）

営業時間
　　　　営業時間：午前　8：30 ～ 午後　5：00
サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後　4：05の範囲内

備考

⑦ ゆめみどりデイサービスセンター 特色
季節にちなんだレクリエーションや運動
機能向上のための各種体操の他、ご利
用者様皆様に休んでいただけるベッド、
檜の大きな浴槽を設置し、くつろげる空
間をご提供させていただいております。

所在地
〒400-0116

甲斐市玉川1700-1

電話/FAX 055-278-2800 / 055-278-2802

ホームページ http://www.kashinokai.or.jp

営業内容
通所介護/定員30名/食事、入浴、各種体操、レクリ
エーション、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、年末年始）

営業時間 サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後4：15

備考

特別養護老人ホーム（ユニット型、定員70名）、
ショートステイ（空床型）、居宅介護支援事業所を
併設しております。

⑥ ニチイケアセンター甲斐 特色

通所介護：デイサービスは大きなお風呂
で温泉気分を楽しんで頂けます。お食事
はお肉又はお魚等、お好きな方を選んで
頂く、選択食となっております。
当センターでは、
自宅での介助を
支援する、訪問
介護も併設して
います。

所在地
〒400-0115

甲斐市篠原1659

電話/FAX 055-260-7060 / 055-260-7063

ホームページ https://www.nichiigakkan.co.jp

営業内容
通所介護：送迎付きの「通い」サービス
訪問介護：自宅でお客様の状態に合わせた介助

営業日
通所介護：月・火・水・木・金・土（祝日も営業）
訪問介護：365日、ご相談下さい。

営業時間
通所介護：サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後　4：40

訪問介護：早朝、夜間もご相談下さい。

備考
ニチイケアセンター甲斐では、訪問入浴介護も併設して
おります。
※昭和町飯喰に訪問介護事業所あります。
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⑪ 甲州デイサービスセンターきぼう甲府南事業所
特色

専用機器を使ったパワートレーニングを
実施。体力低下・動作の衰えを感じてい
る方々への介護予防リハビリテーション
を提供します。

所在地
〒400-0042

甲府市高畑1-22-14

電話/FAX 055-231-6700 / 055-231-6701

ホームページ http://www.krg.ne.jp/rehabili/

営業内容
地域密着型通所介護/定員AM18・PM18名/
パワーリハビリ、個別運動実施、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金　及び祝祭日
（定休日：土曜日、日曜日、年末年始）

⑩ おおさと通所介護 特色
1日通して運動や歌、制作活動、映画な
ど幅広い活動を実施しています。大浴槽
で入浴した後は、昼食をとりながらゆった
りと過ごしていただけます。季節ごとのイ
ベントや旅行もございます。

所在地
〒400-0053

甲府市大里町5328

電話/FAX 055-220-2933 / 055-220-2556

ホームページ
http://sasamotokai.net/sasamotokai/ooku
ni-zaitaku-cc/oosato-tsusho-care

営業内容
通所介護/食事、入浴、集団体操、個別運動、レクリ
エーション、送迎あり

営業日
月・火・水・木・金・土　年末年始営業
（定休日：日曜日）

営業時間 サービス提供時間：午前　8：3０ ～ 午後　5：００

備考

⑨ おおくにいきいき通所介護 特色
ご自身のもっている力を引き出し活用す
ることで、元気にいきいきと住み慣れた
場所で生活できるよう支援するデイサー
ビスです。
リハビリ専門職による運動、認知症予防
の脳トレーニング、手作業、趣味活動、カ
ラオケ等の活動を実施しています。また、
年間を通して様々な行事を開催していま
す。

所在地
〒400-0053

甲府市大里町5315

電話/FAX 055-220-2777 / 055-220-2778

ホームページ
http://sasamotokai.net/sasamotokai/ooku
ni-ikiiki

営業内容
通所介護/定員35名/食事・入浴・運動・機能訓
練・作業活動・レクリエーション・送迎あり

営業日
月・火・水・木・金・土　（但し、12/28～1/4までは日曜
日が含まれても全日営業）

営業時間
午前　7：30 ～ 午後　9：00
(サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後　4：30）

備考

営業時間

午前　8：00 ～ 午後　5：00　2単位
　（1単位目　午前　9：00 ～ 12：00）
　（2単位目　午後　1：00 ～　 4：00）
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⑫ やさしい手　甲府西事業所 特色
利用定員37名の通常規模型通所介護
です。入浴サービスはもちろん、機能訓練
指導員を配置しての個別機能訓練に力
を入れ、ご利用者様も日々活動的に過さ
れています。アクティビティ活動も、とても
好評頂いております。

所在地
〒400-0041

甲府市上石田1-7-14

電話/FAX 055-236-5503 / 055-236-5505

ホームページ http://www.yasashiite-kofu.co.jp

営業内容
通所介護（入浴、機能訓練、送迎、食事）
日常生活支援総合事業

営業日
年中無休
（元旦・社内合同研修会【1月下旬】を除く）

営業時間
　　　　　　　　営業時間：午前　8：30 ～ 午後　5：30
サービス提供時間 ：午前　9：30 ～ 午後　4：35

備考
お泊りデイサービス（自費サービス）
延長サービス（自費サービス）【1時間に限る】

介護タクシーとは、要介護状態の方や体の不自由な方が利用するためのタクシーのこ

とで、車いすに座ったままやストレッチャーに横になったままでも乗車できるように

なっています。また、運転手は介護福祉関連の

資格を持っているので、目的地への移動はもちろんですが、

車の乗降介助や移動介助など、外出時に必要となるさまざま

な介助を行なってもらえることができるのが特徴です。

【コラム⑦】 『介護タクシー』ってよく聞くけどどういうもの？

◆介護保険適用の場合の条件◆

・要介護1以上

・車両の乗降介助を必要としている

・日常生活または社会生活上必要な行為が伴う外出であること（通院等）

・担当ケアマネジャーによるケアプランの作成

Q.介護タクシーは介護保険で使えるの？

※1

※2

介護保険が適用される『介護タクシー』とは、「通院等のための乗車または降車の介

助」という訪問介護サービスのひとつになります。費用負担に対しては、利用目的や利

用条件が限られていますが、条件を満たせば保険が適用されます。

Q.介護タクシーってタクシーと何が違うの？

※1 タクシー会社によって、所有している車両が異なります。

（ストレッチャー対応可能な車輛がない会社もあります。）

※２ タクシー会社によっては、運転手が介護福祉関連の資格を持っていない場合もあります。

※介護保険の適用での利用の場合、家族同乗は原則認められていません。

介護保険適用外のタクシーは、移動を目的としたサービスなので、特に

制約がなく誰でも利用できます。また、ご家族が一緒に乗る

こともできますし、遊びの予定などで外出することもできます！
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① 小規模多機能ホーム昭和 特色
昭和町で唯一の小規模多機能型居宅
介護事業所です。通いと泊りと訪問介護
のサービスを必要に応じて組み合わせて
ご利用していただけます。一人暮らしの
方でも安心していつまでも自宅で暮らし
ていけるような支援を行っていきます。

所在地
〒409-3851

昭和町河西1149-2

電話/FAX 055-288-9577 / 055-288-0713

ホームページ
http://sasamotokai.net/sasanohakai/cp-
syowa

営業内容
小規模多機能型居宅介護/定員25名（通い15
名、泊り7名）/通所・宿泊・訪問介護

営業日 年中無休

備考

営業時間
24時間営業しています
ご利用の相談は午前　8：00 ～ 午後　5：00に
お願いします

◆小規模多機能型居宅介護

　　　　デイサービス(通い)を中心に訪問介護や短期間の宿泊サービスを組み合わせて、
　　　　在宅での生活支援や機能訓練を行うサービスです。1つの事業所と契約するだけで
　　　　状況に合わせて『通い』、『訪問』、『泊まり』のサービスが利用でき、中重度に
　　　　なっても在宅での生活が継続できるように支援することが出来ます。

小規模多機能を担当する

ケアマネジャーが相談に乗ります！

要支援1～2・要介護1～5

要介護認定もしくは要支援認定を受けた方で、

事業所と同一の市町村に住んでいる方が利用できます！

小規模多機能型居宅介護を提供する施設は、

地域に根ざした小規模の施設であるため、『通い』『訪問』『泊まり』

等のサービスを同じスタッフが提供するので、連続性のあるケア、

安心感が得られます！

どんな人が利用できるの？

小規模多機能型居宅介護のいいところは？

小規模多機能型居宅介護を利用して住み慣れた地域で過ごしましょう！

自宅 施設
通い 宿泊

訪問
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① 介護老人保健施設　ノイエス 特色

要支援または要介護1以上の認定を受
けている方を対象に、短い期間ですが当
施設で療養していただき、家族の介護疲
れを癒すなど、ご活用いただきたいと思
います。

所在地
〒409-3863

昭和町河東中島443

電話/FAX 055-275-1165 / 055-275-1161

ホームページ https://ri-shikai.or.jp

営業内容
短期入所療養/介護、機能訓練、レクリエーション、
入浴、食事

営業日 年中無休

営業時間
窓口：月・火・水・木・金・土
午前　８:30 ～ 午後　5:30

備考

◆短期入所療養介護（ショートステイ）

　　　　要介護や要支援の認定を受けている方は、医療型のショートステイといわれる
　　　　短期入所療養介護を利用することができます。介護老人保健施設や医療施設に
　　　　短期（※必要に応じ、１泊から１週間程度まで人それぞれ）で宿泊し、医療・
　　　　看護・介護・リハビリテーション等を受けることができます。
　　　　介護者の方の定期的な休息のための利用はもちろんのこと、急病・冠婚葬祭・
　　　　旅行など一時的に在宅が困難な時にも役立ちます。

要支援1～2・要介護1～5

原則、利用者本人の病状が安定し入院の必要性のない方が利用できます。

☆介護する方が病気になったとき

☆農繁期や冠婚葬祭などで介護者が家を空けなければならないとき

☆ホッと一息つける介護休息の時間が欲しい家族のために

など、利用目的は様々です！

◆ケアマネジャーを通じて、利用を決めます。

（予約をしたうえで利用する場合が多く、

2～3か月位前から予約を受けている施設が多いです。）

＊ショートステイ床の空きがあれば、

急な利用にも応じてくれる場合があります。

◆契約の際には、施設の担当者が利用者宅を訪問し、

在宅での生活状況を事前に確認し、ショートステイ

の利用の仕方などの説明を行います。

どの様な場合に利用できるの？

短期入所療養介護のサービスを受けるまでのながれはどうなってるの？
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② 介護老人保健施設　ひばり苑 特色
介護者の休息や急な用事(冠婚葬祭）な
ど、ご家族の介護負担軽減を目的として
ご利用いただけます。リハビリテーション
目的での利用も可能です。当苑は、隣に
武川病院がある“病院併設型老健”であ
り、医療・看護・介護・リハビリテーション・
栄養面をトータルにケアできる施設です。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰1277

電話/FAX 055-275-9511 / 055-275-9512

ホームページ https://care-net.biz/19/hibari-en/

営業内容
(介護予防)短期入所療養介護
空床利用(入所定員53名)/一般棟のみ

営業日
年中無休
※相談・受付は平日(月・火・水・木・金）のみ

営業時間
年中無休
※相談・受付は平日午前　8：15 ～ 午後　5：15

備考
【ひばり苑の指針】
「あなたにやすらぎを～心のかよう介護サービス」
―介護のことは一人で悩まずお気軽にご相談を―

【コラム⑧】 配食サービスと高カロリー食品

Q.ひとり暮らしの母が食欲がなくて心配。

デイサービスでは多少食べるようだけど・・・

仕事帰りにおかずを届けてるけどどうしてもマンネリ化してしまう・・・。

A.低栄養状態だと、さらに消化機能も落ちてしまいます。

高カロリーの食品も色々な種類があります！

食べやすい形状のものなど、介護用品売り場で販売しています。

医師の指示のもと、医療保険で買えるものもあります！

ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯で、障がいや病気などで

調理が困難な人であれば、週3回まで配食業者が

見守りを兼ねて夕食の弁当を届けてくれます。

昭和町配食サービス 自己負担：400円/1食

【問い合わせ先】

昭和町役場 福祉介護課 275-8784

食事の量やバランスなど

心配な事がありましたら

ぜひ管理栄養士にご相談ください♪
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② しあわせホーム竜王 特色
利用者数40名の単独ショートです。「光
と風」をコンセプトに設計した施設です。
ホールや居室には広い窓からやさしい日
の光が入り窓の外には南アルプスや富
士山、隣接する小学校からは子供の元
気な声が聞こえます。食事は皆様からと
ても好評で他事業での機能訓練にも力
を入れております。

所在地
〒400-0115

甲斐市篠原3000-1

電話/FAX 055-269-8686 / 055-269-8755

ホームページ http://shiawasehome.net/

営業内容
短期入所生活介護/定員40名/食事、入浴、レクリ
エーション、集団体操、送迎あり

営業日 年中無休

営業時間 24時間体制

備考
当施設には通所介護事業所と介護支援事業所も
あります。

① 昭寿荘　短期入所生活介護 特色
短期入所（ショートステイ）をご利用され
る場合、慣れない環境に不安を感じる方
もいらっしゃるでしょう。しかし、当事業所
は特養併設となっています。そのため、孤
独や不安感の緩和とともに新たな出会
いや交流の場にもなっています。

所在地
〒409‐3866

昭和町西条2605

電話/FAX 055‐275‐5551 / 055‐275‐5552

ホームページ www.syowakai.jp/

営業内容
定員8名/食事、入浴、音楽療法、映画鑑賞、その他
レクリエーション、送迎あり

営業日
年中無休　送迎は原則的に平日のみ
（時間は要相談）

営業時間
窓口業務　月～金：午前　8：30 ～ 午後 　5：30
　　　　　　　　　　　　 土：午前　8：30 ～ 午後 12：15

備考

◆短期入所生活介護（ショートステイ）

　　　　利用者が可能な限り自己の生活している居宅において、その有する能力に応じて
　　　　自立した日常生活を営むことができるように、利用者に短期入所してもらい、入浴、
　　　　排泄、食事などの介護や日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスです。
　　　　利用者の心身の機能維持や利用者の家族の身体的、精神的負担の軽減を図るもの
　　　　としており、老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等で短期入所をしてサービスを
　　　　受けることができます。

要支援1～2・要介護1～5

☆利用者の心身の状況によりご家庭での介護負担が大きい場合

☆介護者が体調を崩してしまった場合

☆農繁期や冠婚葬祭などで介護者が家を空けなければならない場合

☆自宅での介護が難しいけれど、特別養護老人ホームにすぐに入居できない

場合など、利用目的は様々です！

どの様な場合に利用できるの？

※基本的に連続利用は想定していませんが、やむを得ない場合の

連続利用日数は30日と決められています。
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⑤ 特別養護老人ホーム「らくえん」 特色
・第２の家と思える家庭的な雰囲気で過
ごしていただきます。
・すべての居室に太陽がふりそそぐ明る
い環境です。
・情報システムを導入し、こまやかな援助
を行います。
・地域に開かれた施設として交流を図り
ます。

所在地
〒409-3811

中央市極楽寺748

電話/FAX 055-274-1294 / 055-273-0007

ホームページ www.rakuen1294.com

営業内容
特養80床　生活援助全般
ｼｮｰﾄｽﾃｲ1８床　生活リハビリ・レクリエーション・送迎

営業日 年中無休

営業時間 ２４時間

備考
・年末、年始、土、日、祭日の送迎もあります。
・ご利用の申込み、見学は土、日、祭日も受け付けます。

④ 特別養護老人ホーム　田富荘 特色
健やかで明るく楽しい毎日を送っていた
だくために、介護福祉士、看護師、理学
療法士、栄養士、調理師などの専門職が
生活をサポートさせていただきます。

所在地
〒４０９-３８４３

中央市西花輪４９９

電話/FAX 055-274-5000 / 055-274-5200

ホームページ http://www.jsyamanashi.jp/tatomisou/

営業内容 短期入所生活介護事業/定員１６名/送迎あり

営業日
月・火・水・木・金・土・日
（月～土曜日は送迎できます）

営業時間
申し込み・相談は午前　８：３０ ～ 午後　5：３０の
時間帯にお願いします。

備考

③ ショートステイ　ほほ笑みの甲斐 特色

私どもは宿泊できる介護サービスを提供
しております。ご家族が用事や介護負担
の軽減のため１泊２日からご利用いただ
けます。

所在地
〒400-0117

甲斐市西八幡669-1

電話/FAX 055-225-5565 / 055-225-5541

ホームページ http://hohoeminokai.jp

営業内容 短期入所生活介護/定員３６名

営業日
年中無休
（日曜日は送迎サービスは行っておりません）

営業時間 受付時間：午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考
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② 特別養護老人ホームほたるの郷・翔和 特色
・季節に応じた外出レクレーション
・感染状況に配慮しつつ、地域の方
　達の慰問等の交流
・個人の能力、身体状況に応じた
  個別ケア
・作業療法士の指導による身体機能
　維持に努めて
　います
・生活リハによる
　身体機能の
　維持などを
　行っております

所在地
〒409-3867

昭和町清水新居321

電話/FAX 055-231-8001 / 055-223-1008

ホームページ http://www.hikarinosato.com

営業内容
入所者生活介護/定員29名
食事、排泄、入浴等状態に合わせた介助

営業日 年中無休

営業時間 24時間

www.syowakai.jp/

営業内容

◆介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

　　　　常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を
　　　　提供する施設です。
　　　　特別養護老人ホームでは、入浴、排泄、食事などの介護、その他の日常生活の世話、
　　　　機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行います。

備考

① 特別養護老人ホーム　昭寿荘 特色
当施設は、令和元年に創立37周年を迎
えた県内でも歴史ある介護老人福祉施
設です。近隣の学校をはじめ地域との交
流も定期的に行われています。また、恵ま
れた立地を活かし、個別のニーズに応じ
て外出の機会も設けています。

所在地
〒409‐3866

昭和町西条2605

電話/FAX 055‐275‐5551 / 055‐275‐5552

ホームページ

定員70名/食事、入浴、音楽療法、個別理学療法、
映画鑑賞、外出（買い物）サービス

営業日 年中無休（面会時間：午前　8：30 ～ 午後　9：00）

営業時間
窓口業務　月～金：午前　8：30 ～ 午後　5：30
                    　 土：午前　8：30 ～ 午後12：15

備考
2015年4月から、特別養護老人ホームへ新規に入所できる

のは、原則要介護3以上の認定を受けている方となっていま

す。コロナ感染予防のため、面会に一部制限があります。

要介護3～5

特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いってなに？

特養 有料老人ホーム

【運営】行政や社会福祉法人など公的施設 企業など民間運営施設

【対象】要介護3以上（原則） 自立～要介護状態

【特徴】・入居費が安い ・入居待ちをしている待機者が

・終身にわたって十分な 少なく、即入居できることも多い

介護サービスを受けられる ・娯楽施設やレクリエーション、

・待機者が多く、入居まで 各種生活支援サービスが充実

時間がかかることもある ・特養に比べて費用が高額
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介護老人保健施設　ノイエス 特色

介護を必要とするお年寄りに対し、体力
や機能の回復のためのリハビリを行いな
がら、充実した生活への支援を行いま
す。4人部屋のご利用で1ヶ月およそ10
万円前後の自己負担となります。

所在地
〒409-3863

昭和町河東中島443

電話/FAX

①

◆介護老人保健施設（老健）

　　　　要介護の認定を受けている方は、介護老人保健施設（略称:老健）に１か月以上滞在
　　　　できる入所サービスを利用することができます。老健は、介護保険下で医療・看護・介護・
　　　　リハビリテーション・栄養管理等のサービスを提供し、ご高齢の方や障害のある方などが
　　　　安心した在宅生活を続けられるよう支援する施設です。
　  　　老健の入所サービスは、在宅復帰を目的としたリハビリテーション利用はもちろんのこと、
　　　　自宅の建て替えやリフォームの間、主介護者の病気や入院の間、体調を崩しやすい高温・
　　　　寒冷時期の期間利用、特別養護老人ホーム等の入居待ちの間など、じつに様々な目的で
　　　　利用されています。ご自宅での生活を継続する中で、介護の支援が必要になった時に、
　　　　必要な期間を効果的に活用できるのが老健です。

055-275-1165 / 055-275-1161

ホームページ https://ri-shikai.or.jp

営業内容
入所療養/定員100名/介護、機能訓練、レクリエー
ション、入浴、食事

営業日 年中無休

営業時間
窓口は月・火・水・木・金・土
午前　８:30 ～ 午後　5:30

備考

どういう人が入所できるの？

入所ってなんだか不安だなぁ…

病状が安定していて、入院や治療の必要がない、要介護度1以上の

方が入所可能です。

在宅復帰を目指し、リハビリテーションや介護が受けられます。

老健には相談員や医療・介護の専門職が多く在籍していて、

本人や家族の想いに寄り添う支援を大切にしています。

想いのかたちはひとそれぞれで、支援の在り方も十人十色。

医療・福祉に関することなどご相談ください！

要介護1～5

老健ご利用までの流れ(一例)はこちらです！

1 お問い合わせ・相談

2 見学・面談

3 必要書類の提出

4 検討会議

5 利用可否の報告

利用スタート

担当ケアマネジャー若しくは直接施設にご連絡ください

ご家族に来所して頂き、見学・面談を行います

申込書、健康診断書等の書類をご提出いただきます

適切な医療・介護の提供が可能かどうか検討します

会議の結果をご連絡します
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ホームページ https://care-net.biz/19/hibari-en/

営業内容
介護老人保健施設(入所）
入所定員：53名（一般棟のみ）

営業日
サービス提供は年中無休
※相談・受付は平日(月～金)のみ

営業時間
サービス提供は年中無休
※相談・受付は平日　午前　8：15 ～ 午後　5：15

備考
【ひばり苑の指針】
「あなたにやすらぎを～心のかよう介護サービス」
―介護のことは一人で悩まずお気軽にご相談を―

② 介護老人保健施設　ひばり苑 特色
ひばり苑は武川病院に隣接する“病院併
設型老健”です。要介護認定を受けてい
る方を対象に、在宅復帰のためのリハビ
リテーションや今後の生活の場の検討を
目的として、多くの方にご利用いただい
ております。入所期間は皆様のご事情に
応じてご相談も可能です。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰1277

電話/FAX 055-275-9511 / 055-275-9512

城東病院介護医療院 特色
【療養環境の充実】
プライバシーに配慮したくつろげる空間
を提供します
【リハビリテーション】
日々の生活の中でリハビリテーションの
専門職が関与し継続的なリハビリテー
ションを提供します
【栄養管理】
管理栄養士を配置し高齢者特有の低栄
養対策を強化します

所在地
〒400-0861

甲府市城東4-13-15

電話/FAX 055-233-6411

ホームページ http://www.joto-group.com

備考

城東病院介護医療院は、長期的な医療と介護のニーズ
を併せ持つ高齢者を対象とし、「日常的な医療ケア」
「看取り」「ターミナルケア」「栄養管理」「リハビリテー
ション」などの医療機能と生活施設としての両方の機能
を兼ねた山梨県初の施設です。

営業内容

　　　　平成３０年４月に創設された、長期的な医療と介護の両方を必要とする高齢者を対象に、
　　　　「日常的な医学管理」や「看取りやターミナルケア」等の医療機能と「生活施設」としての
　　　　機能を提供できる施設です。
　　　　今後ますます増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへ対応するために、要介護者に
　　　　対する長期療養のための医療と日常生活上の介護を、一体的に提供することを目的として
　　　　創設されました。

◆介護医療院

①

〈デメリット〉〈メリット〉

介護保険サービスの利用者負担金

だけでなく、食費・居住費がかかります。

要介護1～5

医師が配置されているため、介護と同時に

医療のケアを受けられることが最大の特徴。

喀痰（かくたん）吸引・経管栄養などが

必要な重度の利用者が利用できます。
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① グループホームひかり　昭和西条 特色
菜園での野菜作り、毎月の外食、音楽
会、ひかりカフェなどを定例行事としてい
ます。認知症になっても「地域」のなかで
生活する1人として生きがいや役割を実
感し安心して暮らし続ける「場」を創造す
ることを目指しています。

所在地
〒409-3866

昭和町西条2092

電話/FAX 055-268-6650 / 055-268-6651

ホームページ http://www.luminousjapan.co.jp

備考

営業内容

認知症対応型共同生活介護
定員18名（9名×2ユニット）
入居型介護保険施設

◆認知症対応型共同生活介護　（グループホーム）

　　　　認知症の人が共同生活する住宅で、食事、　入浴、排泄などの
　　　　日常生活上の支援や機能訓練などのサービスが受けられます。

要支援2・要介護1～5

認知症の診断を受けた要支援2以上の方で、

自立した生活が送れる人、

かつ事業所と同一の市町村に住んでいる方が対象です。

どんな人が利用できるの？

☆カフェの場には、認知症ケア上級専門士（看護師）・保健師・社会福祉士等が

参加しています。時間中、専門職への個別相談も受け付けています

昭和町の『言いっぱなし聞きっぱなしカフェ』をご存知でしょうか？ 毎月第４金曜日に

行われているカフェで、介護の不安や悩みを相談したい、話を聴いてほしい、情報交換し

たいを叶える場です。時にはミニ講座も開催しており、介護や認知症について学ぶことも

できます。

よくカフェを訪れている、妻を介護中の太郎さん。妻と一緒に参加しています。カフェで

は、妻とはちょっと離れた席で珈琲を飲む。これが息抜きだと話します。また数年前にお

姑さんを介護し、カフェの場で癒されてきた花子さん。今は介護経験を誰かのために役立

てたいとの思いで、ご近所に声をかけて通ってきてくれます。

介護中の思いを『言いっぱなし聞きっぱなし』で吐き出しませんか。気軽に足をお運び

ください。

【コラム⑨】 ひとりで悩まず、
言いっぱなし聞きっぱなしカフェへ！
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◆福祉用具

　　　　介護が必要な高齢者の日常生活を助けるため、または身体の機能訓練のための
　　　　用具のことです。要介護者である利用者が、自分の家で自立した日常生活を
　　　　営むことができるよう助ける用具については、保険給付の対象となっています。

介護保険でどんな福祉用具を借りれるの？

介護認定がないと福祉用具は借りられないの？

車いす(付属品含む）、特殊寝台(付属品含む)、

床ずれ防止用具・体位変換器、手すり・スロープ、

歩行器・歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、

移動用リフト、自動排泄処理装置

※介護度により介護保険の対象となるものが異なります

用具によっては、自費でのレンタルができるものもあります。

福祉用具貸与事業所や

地域包括支援センターにご相談ください！

【コラム⑩】 福祉用具を買うのではなく借りるメリットって？

福祉用具を借りる（レンタル）するメリットとして

①必要なものを、必要な期間だけ借りることが出来る。

②高機能で高価な商品でも、リーズナブルなレンタル料金で借りることが出来る。

③故障や修理が必要になった時は、素早く気軽に交換できる。

④身体の状況に応じて用具を借りることが出来る。

⑤リユースで粗大ごみが出ない。

といった点が主に挙げられます。また、レンタルであれば介護保険の対象になっている

種目が多く、介護が必要な方であれば、1割～3割の料金負担でレンタルができます。

レンタルに向かない商品（ポータブルトイレやシャワーチェアー等）に関しても、

介護保険を利用して、1割～3割の料金負担で購入することもできます。

また、住宅改修で対応した方がよい場合もありますので、

詳しくは、福祉用具貸与事業所・ケアマネジャー・

地域包括支援センター等にお問い合わせください。
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③ サンクシア指定福祉用具貸与事業所 特色
　平均年齢30代の若い事業所になりま
す。フットワークも軽く、ご要望に応じて迅
速・親切・丁寧に対応いたします。
いつでもお気軽にご相談ください。

所在地
〒400-0126

甲斐市大下条1157

電話/FAX 055-287-7632 / 055-287-7642

ホームページ https://www.big-advance.site/s/158/1334

営業内容 福祉用具貸与・販売、住宅改修

営業日
月・火・水・木・金・土　365日緊急対応可
（定休日：日曜日、祝日、GW、お盆、年末年始）

営業時間 午前　9：00分 ～ 午後　6：00

備考 営業日・営業時間外は応相談にて対応可

② 介護センター花岡　甲府店 特色
困ったときに便利な、手すりや歩行器、
ベッドなどたくさんの福祉用具がありま
す。どんな物が自分に合っているのか？
制度も色々ありそう？ご不安な事は何で
も相談、お電話下さい。県内一の店舗と
在庫数でお悩みに精一杯ご協力致しま
す。

所在地
〒400-0117

甲斐市西八幡3800-1

電話/FAX 055-287-6611 / 055-278-1411

ホームページ http://www.kaigo-hanaoka.com

営業内容
福祉用具貸与・販売、住宅改修、居宅介護支援事
業所併設

営業日 年中無休

営業時間 サービス提供時間：午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考

① 株式会社　クローバー 特色
親切・安心・低価格な福祉用具の提供を
目指しています。お電話いただければ当
社スタッフがご自宅に伺い福祉用具の
提案をさせてをいただきます。ご相談・出
張はすべて無料です。お気軽にお問い合
わせください。

所在地
〒409-3866

昭和町西条984-1

電話/FAX 055-267-6654 /　055-267-6657

ホームページ

営業内容 福祉用具レンタル・販売、住宅改修

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日）

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考
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⑥ アーク福祉用具貸与事業所 特色
福祉用具レンタル・販売サービスとは、お
客様の身体状況や住宅環境に合わせ、
自立支援をサポートする福祉用具のレン
タル・購入ができるサービスです。本サー
ビスのご利用により、ご本人だけでなく、
介護されている方の負担軽減にもつな
がります。

所在地
〒400-0813

甲府市向町259-1

電話/FAX 055-298-4637 / 055-298-4638

ホームページ https://www.arc-m.co.jp/rental

営業内容 福祉用具貸与(レンタル)、介護用品販売

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、祝日）

営業時間
月～金：午前　９：００ ～ 午後　6：００
　　　 土：午前　9：00 ～ 午後　1：00

備考
甲府市向町にはショールームがあり、手に取り、実際に
触れて、お試しいただける福祉用具・介護用品が多数展
示してあります。

⑤ やさしい手甲府　福祉用具センター 特色
　ご利用者様の自立支援を福祉用具で
支えます。
　できていることを維持して、やりたいこと
を実現できる在宅生活の実現をお手伝
いさせてください！
　「頼んで良かった。」と思っていただける
事業所を目指して相談員一同がんばり
ます。

所在地
〒400-0115

甲斐市篠原2173-6

電話/FAX 055-260-7704 / 055-260-7702

ホームページ http://www.yasashiite-kofu.co.jp/

営業内容 福祉用具貸与(介護保険・自費)・販売

営業日 月・火・水・木・金　※土・日曜日は応相談

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

④ 幸せのリボン福祉用具部 特色
介護用品のレンタルや販売だけでなく、
手すりの取付けなどのバリアフリー工事
も行っております。
また、様々な福祉用具の中から、ご利用
者様の身体状況や住環境を踏まえ、最
適な形をご提案させていただきます。

所在地
〒400-0106 

甲斐市岩森184-1

電話/FAX 0551-28-8888 / 0551-28-8887

ホームページ http://siawasenoribbon.com/

営業内容
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、住宅改修、
特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、12/31～1/3）

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考
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⑨ 株式会社サンカイゴ 特色
「暮らしの中に福祉用具で活力と生き甲
斐を」知識・技能を究めた相談員が、身
体状況・生活環境に合わせた福祉用具
のご提案をします。介護予防サロン「こ
ぴっと」を中央店内にて開設し、地域の
みなさんの交流の場を提供しています。

所在地
〒409-3801

中央市中楯91-1

電話/FAX 055-274-1152 / 055-274-1153

ホームページ http://www.sunkaigo.co.jp

営業内容 福祉用具貸与・販売、居宅介護支援

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、年末年始）

営業時間 午前　８：３０ ～ 午後　5：３０

備考

⑦ ふうが介護ショップ 特色

生活の中に安全な福祉用具を提供し、
生活の中の不安・心配を少しでも解消で
きるよう福祉用具を通じて山梨の高齢者
が元気になれるお手伝いをしていきま
す。

所在地
〒400-0845

甲府市上今井町６８１-１２

電話/FAX 055-243-0013 / 055-243-0031

ホームページ http://www.fugaku.net/

営業内容 福祉用具貸与・購入、住宅改修

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、年末年始）

営業時間 午前　９：００ ～ 午後　6：００

備考

⑧ ㈱フロンティア　山梨営業所 特色
「健康」と「暮らし」に寄り添うサービスを
提供しています。
地域の皆様のニーズにお応えしてまいり
ます。
福祉用具と住宅のリフォームを一人の営
業が提案いたします。
また、actmoreやwellstyle等オリジナル
ブランドの商品を取り揃えています。

所在地

〒400-0851

甲府市住吉4-3-38

電話/FAX 055-227-7300 / 055-227-7301

ホームページ https://www.frontier-ph.com

営業内容 福祉用具貸与・販売、住宅改修

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：祝日、年末年始）

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考
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テープ止めタイプ

高吸収型のパンツタイプ

薄型のパンツタイプ

大型パッド

小型・中型パッド

軽失禁パッド

寝ている状態でモレにくく、寝たままでも介助者が交換しやすい。

薄型より吸収性能が高いのに、自分で着脱しやくすムレにくい。

普通の下着と同様の形で薄くてなじみがよく、着脱しやすくムレにくい。

こまめな交換におすすめのパッド。下着やおむつ内に装着して使用。

薄型で目立たず軽い尿漏れに最適。ズボンへの残尿シミが気になるときにも！

【コラム⑪】 おむつやパッドの選び方・使い方のポイント

大人用おむつや尿吸収パッド、みなさんはどのように選んでいますか？

デリケートな部分に使用するものなので、どんなものを使ったらいいのかなかなか情報が

得られず、なんとなく近くにあるものを買っている・・・という方もじつは多いのではない

でしょうか？

大人用のおむつを使い始める日が来た時に、自分に合った商品を選び、自宅でも外出先で

も快適に過ごすことが出来るように、ここで少しだけおむつの情報を紹介します！

聞きたいけれど聞きづらい…

《いろいろな大人用おむつ》

吸収量が多く、夜間・長時間の使用に最適。おむつ内に装着して使用。

※上記はあくまで一部の紹介となります。おむつの種類や使い方はたくさんあり、

組み合わせ方次第でいろいろな使い方ができます。使用する人の状態や介護者の
環境により最適なものをお選びください！

《知っ得コラム》

おむつの付け方、ちょっとのコツで漏れ防止に効果あり♪

排せつに介助が必要な方は、おむつと大型パッドを組み合わせて使っている方も

多くいますが、パッドを使う時の一工夫として、男性はパッド面の広い方を前に、

女性は後ろにして使用すると排尿時に尿をしっかり受け止めてくれて尿漏れ防止に

つながります。また、横からの尿漏れ防止には、パッドについている立体ギャザー

をきちんと立ち上げて使用するのがベスト！パッドの端を持って軽く引っ張ると

自然にギャザーが立ち上がります。ぜひ、ひと手間加えてみてください。

生理用ナプキンを尿漏れパッドとして使っていませんか？

特に女性の方の場合、軽い尿漏れの場合に生理用ナプキンやおりものシートを

使っている方をよく見かけます。生理用ナプキンでは尿はしっかり吸収できず、

臭いも心配です。尿吸収のためには尿専用のパッドを使って、外出時も安心して

活動できるようにしましょう。

おむつやパッドの大きさは、大は小を兼ねません！

「大は小を兼ねる」ということわざがありますが、おむつに関しては大きいもの

をつければよいわけではありません。大きく合わないものをつけていると隙間が

できてしまい、尿漏れの原因になることも・・・。それぞれの体にあったサイズ

を選ぶことが大切です。
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① ケーツーメディカル昭和居宅介護支援事業所 特色
令和３年９月に開設したクリニック、薬
局、訪問看護、訪問介護に併設する事業
所となります。医療や介護を必要とされる
方が、慣れ親しんだ地域で安心して暮ら
せるように支援させていただきます。お気
軽にご相談ください。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰404-9

電話/FAX 055-275-0051 / 055-275-0052

ホームページ http://www.nichiiko-yamanashi.co.jp/

営業内容 居宅介護支援

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後5：30

備考

◆居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

　　　　介護や支援を必要とする方(利用者)が、『その人らしく』自立した日常生活を送る
　　　　ことができるよう支援する専門職です。
　　　　居宅介護支援事業所、介護保険施設等で、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を
　　　　行っています。
　　　　ご自宅や施設で生活されている方や、そのご家族等の相談に応じ、介護サービスの
　　　　調整や提案、連携を行います。

介護保険サービスだけでなく、

障害サービスや生活保護制度、成年後見制度等、

利用者の心身の状態や生活の状況に応じて

必要な制度やサービスが活用できるよう

調整や提案、連携を行います。

ケアマネジャーってどうやって選ぶの？

要支援1～2・要介護1～5

◆要支援1～2の方は、地域包括支援センターの職員が担当します。

※介護予防計画業務を委託する場合もあります。

◆要介護1～5の方は、利用者が自由に選ぶことができます。

お知り合いにケアマネジャーがいる場合や、介護認定決定通知書と同封される

「居宅介護サービス事業所一覧」で希望する事業所があれば、

直接ご連絡してください。

地域包括支援センターでもご相談に応じます！

ケアプランを作ってもらうのにはお金がかかるの？

現状では介護保険料から全額給付されているので、

今のところ利用者の自己負担はありません。
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営業内容
ケアマネジャーによるケアプランの作成、事業者と
の連絡・調整・紹介等のサービス

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

③ 常永居宅介護支援事業所 特色

利用者さんがいつまでも住み慣れた地
域で自立した生活が継続できるように、
一人ひとりの生活に合わせたケアプラン
の作成を心掛けています。介護に関する
相談はいつでも受け付けていますので、
お気軽にご相談ください。

所在地
〒409-3851

　昭和町河西1149-2

電話/FAX 055-288-0711 / 055-288-0713

ホームページ
http://sasamotokai.net/sasanohakai/cp-
syowa

営業内容 ケアプランの作成、相談

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

④ ノイエス居宅介護支援事業所 特色
介護保険のサービスに必要なサービス
計画書の立案・作成業務。付随した各種
相談及びマネジメントサービスを提供し
ています。介護でお困りの方は、お気軽に
ご相談ください。

所在地
〒409-3863

昭和町河東中島443

電話/FAX 055-275-1165 / 055-275-1161

ホームページ http://ri-shikai.or.jp

営業内容 居宅介護支援/ケアプラン作成、相談・援助業務

営業日 月・火・水・木・金

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考

② 昭寿荘居宅介護支援 特色
住み慣れた地域、住み慣れた環境での
暮らしを続けていくことを支援するため
に、利用者様のライフスタイルに合わせ
たケアプランを作成し、生活全般の支援
に努めます。お気軽にご相談ください。

所在地
〒409‐3866

昭和町西条2605

電話/FAX 055‐275‐5551 / 055‐275‐5552

ホームページ www.syowakai.jp/
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⑦ 樫の木指定居宅介護支援事業所 特色

介護が必要な方が安心して生活できる
よう、介護支援専門員がサポートします。所在地

〒400-0125

甲斐市長塚157-3

電話/FAX 055-277-8441 / 055-277-1207

ホームページ http://www.mitsui321.jp/

営業内容 居宅介護支援

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

⑥ ゆらぎ指定居宅介護支援事業所 特色

地元昭和町出身のケアマネジャーがご
利用者様・ご家族様のお思いを大切に
し、安心・安全に生活出来ますようお手
伝いしていきます。介護でお困りの方は
お気軽にご相談ください。

所在地
〒409-3866

昭和町西条30-1

電話/FAX ０５５-２７５-１０７２ / ０５５-２７５-１０７３

ホームページ

営業内容
居宅介護に関する相談援助、要介護認定の申請、
ケアプラン作成、各サービスとの連絡調整

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、お盆、年末年始）

営業時間 午前　８：３０ ～ 午後　5：３０

備考

⑤ ひばり苑指定居宅介護支援事業所 特色
・親の介護が必要になったけど、
  どうしたらいい？
・どんなサービスが受けられるの？
・費用はどれくらいかかるの？
居宅にはケアマネジャー（介護支援専門
員）という専門スタッフがいて、介護に関
することなら何でもご相談いただけます。
迅速な対応を心掛けていますのでお気
軽にご相談ください。

所在地
〒409-3852

昭和町飯喰1277

電話/FAX 055-275-9511 / 055-275-9512

ホームページ https://care-net.biz/19/hibari-en/

営業内容 居宅介護支援

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 サービス提供時間：午前　8：15 ～ 午後　5：15

備考
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⑩ いまい居宅介護支援事業所 特色
介護保険のサービス利用に必要なサー
ビス計画書の立案・作成業務。付随した
各種相談及びマネジメントサービスを提
供する。

所在地
〒400-0814

甲府市上阿原町1151

電話/FAX 055-232-0017 / 055-244-2211

ホームページ http://www.imaiseikei.net/zaitaku

営業内容 居宅介護支援事業

営業日 月・火・水・木・金

営業時間 午前　９：００ ～ 午後　6：００

備考

⑨ やさしい手甲斐事業所 特色
“住み慣れたご自宅で安心して生活でき
る”を、私たちが実現いたします。思いや
りのあるケアマネジャー5名在籍していま
す。「自立」を支援するための私たちで
す。お気軽にご相談ください！

所在地
〒400-0115

甲斐市篠原2173-6

電話/FAX 055-260-7703 / 055-260-7702

ホームページ http://www.yasashiite-kofu.co.jp/

営業内容 居宅介護支援

営業日 月・火・水・木・金

営業時間
午前　8：30 ～ 午後　5：30
時間外は転送電話にて対応

備考
ケアマネジャーへのご相談は費用が一切掛かりま
せん。どなたからでも大丈夫です。

⑧ 居宅介護支援事業所　上機嫌 特色

女性2名の小さな事業所です。
フットワーク良くご支援をさせて頂きます。
併設施設としてサービス付き高齢者向け
住宅がある事業所です。

所在地
〒400-0105

甲斐市下今井2977

電話/FAX 0551-45-6700 / 0551-45-6701

ホームページ http://www.jo-kigen.jp/

営業内容
居宅介護支援/ケアプランの作成、相談業務、援助
業務

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日）

営業時間 サービス提供時間：午前　8：30 ～ 午後　6：00

備考
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⑪ エ・ビーナ居宅介護支援事業所 特色

自宅にて自分らしく生活する為のお手伝
いをさせて頂きます。
お気軽に
御相談下さい。

所在地
〒400-0043

甲府市国母6-6-13

電話/FAX 055-268-3422 / 055-288-8149

ホームページ

営業内容 居宅介護支援事業所

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：日曜日、祝日、年末年始）

営業時間 午前　9：00 ～ 午後　6：00

備考

営業内容
居宅介護支援事業所/介護相談、介護認定等の申
請代行、ケアプラン作成

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、12/29～1/3）

営業時間
午前　8：30 ～ 午後　5：30
電話等により、24時間常時連絡が可能な体制です

備考

⑬ ケアプランセンターながぬま 特色

自分らしく自立した生活を送るために必
要な、介護や医療のサービスを心身の状
態に合わせて適切に利用できるように計
画書（ケアプラン）を作成します。ご本人
やご家族のご意向を丁寧に伺い、支援に
携わる様々な職種と相談・連携します。

所在地
〒400-0862

甲府市朝気3-18-5

電話/FAX 055-298-4711 / 055-298-4712

ホームページ https://www.tsuyukigroup.life

営業内容 居宅介護支援

営業日
月・火・水・木・金
（定休日：土曜日、日曜日、祝日、12/30～1/3）

営業時間
午前　9：00 ～ 午後　6：00　（但し休日及び夜間・深夜

時：管理者携帯電話に転送、必要時担当者に連絡）

備考

⑫ ケアプラン　ささえ 特色

女性の介護支援専門員の事業所です。
話しやすい雰囲気作りと素早い対応を
心がけています。
住み慣れたわが家、暮らし慣れた地域
で、自立した生活をその人らしく送れるよ
う、一緒に考えていきます。

所在地
〒400-0047

甲府市徳行3-8-27　ハイツ21　106号

電話/FAX 055-234-5240 / 055-234-5241

ホームページ
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⑯ 居宅介護支援事業所　ゆたんぽ 特色

ご本人の持っている力を引き出し、自立
した生活、又、楽しみが持てる生活を支
援しています。

所在地
〒409-3801

中央市中楯1448-1

電話/FAX 055-225-3766 / 055-225-3765

ホームページ

営業内容 介護保険を利用される方をお手伝いします。

営業日 月・火・水・木・金

営業時間 午前　8：30 ～ 午後　5：30

備考

⑮ ㈱サンカイゴ　シルバーケアセンター 特色
「暮らしの中に福祉用具で活力と生き甲
斐を」知識・技能を究めた相談員が、身
体状況・生活環境に合わせた福祉用具
のご提案をします。介護予防サロン「こ
ぴっと」を中央店内にて開設し、地域の
みなさんの交流の場を提供しています。

所在地
〒409-3801

中央市中楯91-1

電話/FAX 055-274-11３３ / 055-274-1153

ホームページ http://www.sunkaigo.co.jp

営業内容 福祉用具貸与・販売/居宅介護支援

営業日
月・火・水・木・金・土
（定休日：日曜日、年末年始）

営業時間 午前　８：３０ ～ 午後　5：３０

備考

⑭ 鍋林甲府居宅介護支援事業所 特色

ご本人様・ご家族様との想いを大切に
ご相談させていただきます。

所在地
〒400-0814

甲府市上阿原町240

電話/FAX 055-237-8738 / 055-227-9800

ホームページ

営業内容 居宅介護支援

営業日 月・火・水・木・金

営業時間 午前　８：30 ～ 午後　5：15

備考
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“最期まで自宅で暮らしたい”という願いを叶えるためには、ご本人の状態について、

医療と介護の専門職が、迅速に情報を共有し、それぞれの専門性を発揮し合って『チーム』として連

携することが必要です。

そのかけはしとなるのが、ケアマネ（介護支援専門員）のお仕事です。

～ケアマネの仕事～

①ご本人やそのご家族のお話を聞き、「困っていることは何なのか」「今までどう生きてきたのか」

「今後どのようにしていきたいのか」などを一緒に考えます。

②心身の状態や生活の状況に応じて、介護サービス計画（ケアプラン）をたてます。

③ご本人、ご家族、ケアプランに位置付けたサービス事業所を交えて、ケアプランの

内容を検討し、共有します。

④各サービス事業所からの支援が開始されます。

⑤ご本人、ご家族等や各サービス事業所と情報交換し、

ご本人の心身の状態や生活の状況について観察・把握します。

⑥必要に応じてサービス内容の見直しや調整を行います。

【コラム⑫】 一緒に考えるのもケアマネの仕事！！！

もしもの時のために、望む医療や

ケアについても一緒に考えていきます。

心身の状態に応じて、意思は変化することがあるので、

何度も繰り返し考え、話し合いましょうね！

いっぱい
お話ししましょう♥
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⑯
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②

⑭

①

⑥

⑩

⑨

①

⑦

③

⑤

②

⑭

㉒

昭和町役場

㉑⑧

①

昭和町内の医療機関

薬局
①アーク調剤薬局 昭和店

②アイセイ薬局 昭和店

③アポロ薬局

④イオン薬局甲府昭和店

⑤ウエルシア薬局甲府昭和店

⑥ウルス薬局

⑦オリーブ薬局

⑧ケーツーメディカル㈱甲府昭和薬局

⑨健康館サワ昭和店

⑩健康堂調剤薬局 南西店

⑪サンロード調剤薬局昭和店

⑫昭和薬局

⑬調剤薬局 和み乃

⑭ドレミ薬局

⑮㈱日医調剤 昭和薬局

①あまね歯科医院

②いまむら歯科クリニック

③うちだ歯科クリニック

④かたせ歯科クリニック

⑤カホリ歯科

⑥川手歯科クリニック

⑦甲府ファーストデンタルクリニック

⑧昭和田中歯科医院

⑩スマイル歯科クリニック

⑪たか歯科

⑫にいな歯科医院

⑬フカサワ歯科

⑭福田歯科

⑮富士デンタルクリニック

⑯横山デンタルクリニック

歯科医院

病院・診療所

①相川整形外科クリニック

②あいのた内科消化器科クリニック

③今井クリニック

④太田整形外科医院

⑤（医）大竹皮フ科クリニック

⑥大塚医院

⑦風間内科医院

⑧かりべ内科クリニック

⑨北原内科クリニック

⑩吉川外科整形外科医院

⑪げんきキッズクリニック

⑫甲府昭和形成外科クリニック

⑬甲府昭和腎クリニック

⑭甲府昭和婦人クリニック

⑮こぐれ眼科クリニック

⑯こどもクリニックぷぅやない内科

⑰さとう整形外科

⑱さの皮ふ科クリニック

⑲嶋﨑耳鼻咽喉科クリニック

⑳昭和南耳鼻咽喉科クリニック

㉑昭和メディカルクリニック

㉒高山皮フ科形成クリニック

㉓武川病院

㉔（医）田辺産婦人科

㉕土田クリニック腎・泌尿器科

㉖中村眼科

㉗まつしたこどもクリニック

㉘森川医院

㉙横山整形外科医院

⑧
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―

―

―

⑰

内科、小児科

―

―

―

―

―

―

―

① 相川整形外科クリニック 河東中島1592-5 055-269-6338

㉙

かりべ内科クリニック 河東中島1592-1 055-244-5911
内科、糖尿病内科、

消化器内科、脳神経内科

㉗

森川医院 河東中島1903 055-275-2070 内科、小児科

⑲

昭和メディカルクリニック 飯喰404-2

⑱

⑳

嶋﨑耳鼻咽喉科医院

―

婦人科

眼科

小児科、アレルギー科

整形外科、手外科、

リハビリテーション科

皮膚科、アレルギー科

耳鼻咽喉科

眼科

㉑

㉒

㉓

清水新居1278-3

スペースブロス2F

押越789

055-269-5111

055-269-6711

055-275-6550

小児科

泌尿器科、腎臓内科

昭和南耳鼻咽喉科クリニック

高山皮フ科形成クリニック

河東中島1317

⑭

⑮

⑯ こどもクリニックぷぅやない小児科

さとう整形外科

さの皮フ科クリニック

押越73-1

西条4129

上河東1313-1

055-268-0871

055-288-0265

055-242-7612

内科、外科、消化器内科 〇

―

河東中島1583-16

清水新居1278-3

055-275-8741

055-231-5426

055-237-7012

武川病院

（医）田辺産婦人科

土田クリニック腎・泌尿器科

飯喰1277

西条640

―

河東中島1590-3

055-275-7311

055-275-3577

055-275-5656

―

―

横山整形外科医院 築地新居300-2 055-275-9339
整形外科、

リハビリテーション科

耳鼻咽喉科、

アレルギー科

―

―

―

―

―

―

―

―

皮膚科

皮膚科、形成外科

外科、消化器科、肛門科、

整形外科、内科、婦人科

産婦人科

泌尿器科

055-275-5111

㉔

㉕

㉖ 中村眼科

まつしたこどもクリニック

甲府昭和腎クリニック

飯喰1505-1

イオンモール昭和店内

内科

内科、消化器科、

小児科

外科、整形外科、胃腸科、肛門科、

リハビリテーション科

小児科、アレルギー科

形成外科、美容外科

―

㉘

⑪

⑫

⑬

甲府昭和形成外科クリニック

甲府昭和婦人クリニック

こぐれ眼科クリニック

西条5266-1

清水新居1215-1

押越70-1

055-240-7766

055-226-5566

055-268-7766

⑧

⑨

⑩

北原内科クリニック

吉川外科
整形外科医院

げんきキッズクリニック

西条5003-2

河西623-8

河東中島748-1

055-268-7020

055-275-6361

055-268-5599

⑤

⑥

⑦

（医）大竹皮フ科クリニック

大塚医院

風間内科医院

紙漉阿原27-2

紙漉阿原216-4

押越916-1

055-275-8820

055-275-4164

055-275-5157

④

今井クリニック

太田整形外科医院

河東中島443

清水新居498

055-275-1170

055-226-0999

内科、

リハビリテーション科

整形外科、リウマチ科、形成外

科、リハビリテーション科

―

訪問診療

―

診療科目

内科、消化器科、

小児科、放射線科
055-240-7110

電話番号住所

西条1481-2

番号

②

名称

あいのた内科
消化器科クリニック

③

―

―
整形外科、

リハビリテーション科

～病院・診療所～
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歯科

歯科、小児歯科

―

フカサワ歯科

福田歯科

富士デンタルクリニック

⑥ 川手歯科クリニック

⑦
甲府ファースト

デンタルクリニック

歯科、小児歯科、矯正歯

科、歯科口腔外科

たか歯科

⑫

電話番号 診療科目

押越476-1

築地新居297-2　2階

055-275-9955

055-275-5000

055-227-5710

055-233-7030

055-298-6525

055-242-6556

歯科、矯正歯科、

小児歯科、

歯科、矯正歯科、小児歯

科、歯科口腔外科

歯科

○

西条新田671-1 055-230-4618
歯科、歯科口腔外科、矯

正歯科、小児歯科
○

飯喰1505-1

イオンモール甲府昭和1F
055-269-5112

歯科、小児歯科、矯正歯

科、歯科口腔外科
―

055-275-8080
歯科、小児歯科、歯科口

腔外科、矯正歯科

―

○

―

西条1523-1

訪問診療

あまね歯科医院 河東中島1585-5 055-268-6480 歯科 ―

名称

⑭

⑮

⑯

② いまむら歯科クリニック 押越1070-1

河西1600-3

番号

①

⑤ カホリ歯科 河西1483

しょうわまち歯科・

口腔外科クリニック
西条5222

住所

西条1033

清水新居1674-2

清水新居292

オークラタウン1F

にいな歯科医院

横山デンタルクリニック

⑬

歯科、小児歯科

055-240-7555 歯科 ○

③ うちだ歯科クリニック 河東中島1317-2 055-288-8011
歯科、矯正歯科、小児歯

科、歯科口腔外科
○

④ かたせ歯科クリニック ○

―

○

⑧ 昭和田中歯科医院 上河東382 055-275-5588 歯科 ○

⑨ ○

⑩ スマイル歯科クリニック 西条5109 055-268-7550 歯科 ―

⑪

055-268-2556
歯科、小児歯科、矯正歯

科、歯科口腔外科

055-268-7531

～薬局～

～歯科医院～
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055-275-0031 調剤薬局・在宅医療 ○

―

―

055-269-7401

055-237-6661

055-228-7806

055-275-1100

健康堂調剤薬局　南西店

サンロード調剤薬局昭和店

055-275-4187

055-275-0300

055-268-0551

055-275-8400⑮

055-275-1293

オリーブ薬局

055-267-8934

055-287-6333

上河東1313-10

055-268-7690

055-268-6260

055-240-7707

―

西条1488-3

在宅調剤

㈱日医調剤　昭和薬局

ウルス薬局

調剤薬局　和み乃　昭和店

紙漉阿原216-1

飯喰1552-1

押越71-1

西条5003-5

清水新居503-3

河西622-1

②

③

ケーツーメディカル㈱甲府昭和薬局 飯喰404-9

ドレミ薬局

〇

―

〇

要相談

―

―

〇

―

―

―

保険調剤、医薬品販売、

医療機器販売、衛生品販売、

医療・介護相談

調剤薬局

(処方箋調剤)

調剤薬局、一般医薬品・

介護用品・衛生用品の販売

調剤薬局、ドラッグストア、お薬相

談、健康相談、在宅医療
健康館サワ昭和店

昭和薬局

⑩

⑪

⑫

―

⑦

⑧

⑨

④

⑤

⑥

番号 名称 住所 電話番号 営業内容

河東中島1590-4

清水新居1215-2

河東中島748-15

飯喰1505-1
イオンモール甲府昭和店内

飯喰1132-2

紙漉阿原27-3

①

⑬

⑭

アーク調剤薬局　昭和店

アイセイ薬局　昭和店

アポロ薬局

イオン薬局甲府昭和店

ウエルシア薬局甲府昭和店

～薬局～
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【理由】

本人の想い

Q.もし生きることができる時間が限られているとしたら、あなたにとって大切な

ことはどんなことですか？

Q.あなたが、このような状態になったら、『生き続けることは大変かもしれない』

と感じるとすれば、どのような状況になった時でしょうか？

例）「重体や危篤になって目が覚めず、周りに自分の気持ちや考えを伝えられない」

「体の自由がきかない」「機械の助けがないと生きられない」(人工呼吸器等）

「治すことができないつらい痛みが続く」等

Q.もしもあなたが、上で考えていただいたような『生き続けることは大変かもしれ

ない』と考える状態になったとしたらどのように過ごしたいと思いますか？

①必要な治療やケアを受けてできるだけ長く生きたい

②①よりは命が短くなる可能性はあるが、今以上の治療やケアは受けたくない

③わからない

記入日：令和 年 月 日

記入者：

□

□

□
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わたしの『好きなこと』

わたしの『嫌いなこと』
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かかりつけ薬局

かかりつけ歯科医 訪問看護ステーション

ケアマネジャー 地域包括支援センター

かかりつけ医

歯科:

担当医：

連絡先：

病院:

担当医：

連絡先：

薬局:

担当者：

連絡先：

事業所:

担当者：

連絡先：

事業所:

担当者：

連絡先：

昭和町地域包括支援センター

担当者：

連絡先： 055-275-4815

緊急連絡先

①氏名 ☎ 住所 続柄

②氏名 ☎ 住所 続柄

③氏名 ☎ 住所 続柄

④氏名 ☎ 住所 続柄

※この情報まっぷは令和４年6月現在の情報です。休診日、定休日、診療時間、営業時間等

変更になる場合がありますので事前にお問い合わせください。

在宅医療連絡先 メモ

67


