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東ほうかつエリア（マップは 74ページ、凡例は 36ページをご覧ください）

番号 事業所名 担当地区 電話番号 所在地 地区
1 甲府市東地域包括支援センター 琢美　東　富士川 233-6421 城東 4-13-15 琢美

◆ 地域包括支援センター

番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
3 柏木眼科クリニック 眼科 227-7550 城東 5-10-14 琢美
4 かない内科クリニック 内科　消化 221-5550 朝気 2-1-22 東
5 かみや整形外科リウマチクリニック 整形　リ科　リハ 222-1140 城東 4-17-5 琢美
6 橘田耳鼻咽喉科医院 耳鼻 237-3387 中央 2-12-28 富士川
7 五味皮フ科医院 皮膚　 233-1253 中央 5-5-4 琢美
8 甲府中央クリニック 精神　 227-3077 中央 2-3-5 富士川
10 広瀬内科医院 内科　消化 232-2011 青沼 3-5-5 東
11 松木整形外科医院 リ科　整形　リハ 231-1511 青沼 1-14-13 東
12 矢崎耳鼻咽喉科医院 耳鼻 233-3387 中央 3-12-21 富士川
13 依田産科婦人科クリニック 産科　婦人 220-7511 城東 2-16-6 琢美

14 樂天堂内科整形外科 内科　整形　リハ　消化　老年内科
肛門/訪リハ　通リハ 233-1151 朝気 1-1-29 東

◆ 診療所

番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
15 井上歯科医院 歯科　矯歯　小歯 227-3233 城東 2-20-14 琢美
16 今沢歯科医院 歯科 224-4182 青沼 3-4-9 東
17 鎌田歯科矯正クリニック 矯歯 237-2244 城東 1-8-12 琢美
18 三枝歯科医院 歯科 233-4597 青沼 2-9-8 東
19 城東歯科クリニック 歯科　小歯　矯歯 244-8148 城東 4-13-5 琢美
20 聖歯科クリニック 歯科　矯歯　小歯　歯外 237-0990 朝気 1-1-35 東
21 武井歯科医院 歯科　矯歯　小歯 233-4559 中央 5-2-10 富士川
22 （医）中央歯科医院 歯科　小歯　歯外　矯歯 232-4082 中央 5-5-3 琢美
23 フジモリ歯科医院 歯科　矯歯　小歯 233-2288 朝気 2-1-21 東

◆ 歯科診療所

番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
2 （医）慶友会 城東病院 内科　リハ 233-6411 城東 4-13-15 琢美

−医療機関−
◆ 病院

番号 薬局名 電話番号 所在地 地区 番号 薬局名 電話番号 所在地 地区
24 （株）日医調剤 城東薬局 269-6022 城東 4-17-5 琢美 26 工藤薬局 227-9310 青沼 1-17-9 東

25 （株）板山薬泉堂 233-4646 中央 4-2-10 富士川 27 健康堂調剤薬局
城東店 227-6606 城東 4-13-11 琢美

◆ 薬局
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番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
39 ヘルパーステーション風見鶏 訪介（総） 287-8121 城東 2-25-20 琢美

40 ヘルパーステーションつゆき 訪介（総） 223-1234
234-5636 中央 4-1-9 2F 東

41 訪問介護すみか 訪介（総） 237-3857 城東 3-13-8 琢美
42 訪問介護みんなの家 訪介（総） 236-1237 青沼 2-22-14 東

◆ 訪問介護・訪問入浴介護事業所

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

43 訪問看護ステーションあやめ甲府 訪看（予） 236-6222 朝気 2-2-9
ハイツワンダー 103 号 東

44 （医）慶友会 城東病院
訪問看護ステーション・あんじゅ 訪看（予） 233-6000 城東 4-12-9 琢美

45 （医）慶友会 城東病院 訪問看護事業所 訪看（予） 233-6411 城東 4-13-15 琢美
46 訪問看護ステーションつゆき 訪看（予） 223-1234 朝気 3-18-5 東

◆ 訪問看護事業所

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
47 （医）慶友会 城東病院 訪問リハビリテーション 訪リハ（予） 226-3900 城東 4-13-15 琢美

◆ 訪問リハビリテーション事業所

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
48 青葉町デイサービスセンター 通介（総） 236-5159 青葉町 14-15 東
49 機能訓練型デイサロンリーベンモア 通介（総）　通介（地） 287-8602 愛宕町 33 富士川
50 ケアフリー朝気 通介（総） 228-6033 朝気 2-1-29 東
51 （医）慶友会 城東病院 通所リハビリテーション 通リハ（予） 226-3900 城東 4-13-15 琢美
52 ソーシャルデイひと花 通介（総）　通介（地） 228-0022 城東 5-10-11 琢美
53 甲州デイサービスセンターきぼう 甲府中央事業所 通介（総）　通介（地） 221-6111 中央 2-10-8 シマヅビル 1F 富士川

◆ 通所介護・通所リハビリテーション事業所

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
34 （医）慶友会 城東病院 居宅介護支援事業所 居介 226-3901 城東 4-13-15 琢美
35 ケアサービス 風見鶏 居介 287-8121 城東 2-25-20 琢美
36 ケアプランセンターながぬま 居介 298-4711 朝気 3-18-5 東
37 すずな居宅介護支援事業所 居介 237-3857 城東 3-13-8 琢美
38 居宅介護支援事業所みんなの家 居介 236-0037 青沼 2-22-14 東

−介護サービス事業所−
◆ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）

番号 薬局名 電話番号 所在地 地区 番号 薬局名 電話番号 所在地 地区
28 光和堂調剤薬局 221-3210 城東 2-10-15 琢美 31 （有）ハタノ薬局 城東店 221-2260 城東 5-17-22 琢美
29 新海薬局 232-1368 中央 2-5-32 富士川 32 日の出薬局 233-6280 中央 2-12-26 富士川

30 洗心堂薬局 267-5130 朝気 3-18-5
洗心ビル 2 階 東 33 共創未来

甲府中央薬局 269-6805 朝気 1-93-2 東

◆ 薬局（続き）



40

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
56 （医）慶友会 城東病院 介護医療院 短入療（予）　介療医 223-6411 城東 4-13-15 琢美
57 ショートステイ みんなの家 青沼 短入生（予） 236-0037 青沼 2-22-14 東

◆ 短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所（ショートステイ）

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
54 デイサービス倖せ 通介（総）　通介（地） 227-7332 城東 4-2-23 琢美
55 山梨YMCAデイサービスセンター オリーブの木 通介（地） 234-5321 中央 3-10-7 富士川

◆ 通所介護・通所リハビリテーション事業所（続き）

番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
58 愛の家グループホーム甲府中央 認共活（予） 236-1500 中央 2-7-17 富士川
59 グループホーム 青沼 認共活（予） 233-5158 青沼 2-23-1 東
60 グループホーム青葉町日和 認共活（予） 236-5155 青葉町 14-15 東
61 愛の家グループホーム甲府朝気 認共活（予） 236-7260 朝気 3-9-16 東
62 しあわせホーム甲府 認共活（予） 228-8010 城東 3-7-11 琢美
63 小規模多機能型居宅介護 青葉町湯らり 小多居介（予） 236-5160 青葉町 14-15 東

64 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
みんなの家 青沼 定期巡 236-0037 青沼 2-22-14 東

65 特別養護老人ホーム みんなの家 青沼 介老福（地） 236-0037 青沼 2-22-14 東
66 愛の家デイサービス甲府中央 認通介（予） 236-1500 中央 2-7-17 富士川

◆ 地域密着型サービス事業所

● 健康維持のために体重チェックを習慣にしましょう。
　あなた自身と大切な家族のため、仕事や大好きな趣味を続けるために、健康は大切な財産です。
日頃から体のメンテナンスを怠らないようにしましょう。
　継続できる取組として、毎日体重計に乗ることをお勧めします。簡単に自分の体形や健康状態の
変化に気付くことにつながります。手軽な体重チェックを習慣にしてみませんか。

● 年に 1 回は健康診断を受けましょう。
　全身の健康状態をチェックする健康診断（健診）では様々な検査を行うことにより、自覚してい
ない身体の変化を知ることができます。自分の健康状態を知るためにも定期的に
健診を受けるようにしましょう。健診内容等の詳細については、毎年 4月号の広
報と一緒に配布される「甲府市民健康ガイド」をご確認ください。


