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◆ 地域包括支援センター
番号 事業所名 担当地区 電話番号 所在地 地区

1 甲府市西地域包括支援センター 貢川　石田　池田　新田 220-7677 上石田 1-8-20 貢川

西ほうかつエリア（マップは 78ページ、凡例は 36ページをご覧ください）

番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
2 （医）小宮山会 貢川整形外科病院 整形　リハ　麻酔 228-6381 新田町 10-26 新田

−医療機関−
◆ 病院

◆ 診療所
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区

3 井出整形外科医院 リ科　リハ　整形 221-7220 徳行 1-7-34 貢川
4 おさだクリニック 内科　循環 236-3355 下飯田 2-4-6 池田
5 梶山クリニック 産科　婦人 222-9200 徳行 1-3-20 貢川
6 甲府荒川アイクリニック 眼科 255-1191 荒川 1-7-16 池田
7 こうふサザンクリニック 内科　循環 225-1133 徳行 2-14-26 貢川

8 こどもの森クリニック 小児科・
アレルギー科 内科　ア科 269-8080 富竹 1-3-10 貢川

9 小松小児科医院 小児 251-6776 池田 1-11-7 池田
10 さいとう内科クリニック 内科 リ科 糖内 内分泌内科 287-7625 下石田 2-1-15 石田
11 清水耳鼻咽喉科医院 耳鼻 226-8733 徳行 1-1-20 貢川
12 徳行眼科クリニック 眼科 　　　　 徳行 3-9-32 貢川
13 中込内科消化器科医院 内科　消内 253-5666 荒川 1-11-11 池田
14 藤井肛門科クリニック 肛門 227-5411 上石田 3-3-32 石田
15 ほそだクリニック 内科　消内 228-6111 長松寺町 1-3 池田
16 薬袋内科循環器科医院 内科　循環 251-2622 荒川 2-7-5 池田
17 向山クリニック 整形　脳神 255-6500 池田 1-1-11 池田
18 矢崎内科 内科　糖内　小児 228-7002 上石田 4-3-19 石田
19 やぶさき泌尿器クリニック ひ尿 227-1212 下石田 2-16-6 石田
20 山田整形外科リハビリテーションクリニック 整形　リ科　リハ 226-3481 上石田 2-36-11 石田
21 （医）悠紀会横田内科小児科医院 内科 小児 小児ア科 麻酔 222-8710 上石田 2-30-44 石田
22 こうふ花輪皮ふ科 皮膚　ア科　美容皮膚科 225-5166 上石田 1-12-7 貢川
23 内科小児科小野医院 内科　小児 228-8822 貢川 2-2-11 貢川
24 （医）小宮山会 ひかり眼科医院 眼科 221-9557 下飯田 1-4-41 池田

◆ 歯科診療
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
25 あきやま歯科医院 歯科　矯歯　小歯 222-8148 高畑 1-22-6 石田
26 池田歯科医院 歯科　矯歯　小歯 222-3255 長松寺町 551 池田
27 磯部歯科医院 歯科/訪リハ（予）　通リハ（予） 228-7373 上石田 3-20-25 石田
28 河西歯科医院 歯科 228-2223 上石田 2-39-17 石田
29 川出歯科医院 歯科 228-4182 長松寺町 3-37 池田
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◆ 歯科診療所（続き）
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
30 河住歯科診療所 歯科 224-5582 下河原町 2-40-1 貢川
31 貢川歯科医院 歯科 288-8457 貢川 1-7-14 貢川
32 歯科・矯正歯科GOOD SMILE 歯科　小歯　矯歯　歯外 225-2525 徳行 1-4-1 貢川
33 コツボ歯科 歯科　矯歯　小歯 236-2211 貢川 2-17-2 貢川
34 小林歯科医院 歯科 222-8161 上石田 1-2-3 貢川
35 コマキ歯科 歯科　矯歯　小歯　歯外 228-7689 徳行 4-6-6 貢川
36 しのはら歯科医院 歯科 228-2511 中村町 6-10 新田
37 すえき歯科医院 歯科 237-1182 長松寺町 7-7 池田
38 鈴木歯科医院 歯科　矯歯　小歯 228-8102 下河原町 2-7 新田
39 田中歯科医院 歯科 224-2544 高畑 2-20-30 石田
40 たむデンタルクリニック 歯科　小歯　歯外　矯歯 228-8461 下石田 2-1-20 石田
41 富竹歯科医院 歯科 222-3691 富竹 4-1-41 貢川
42 降矢歯科クリニック　歯科・矯正 歯科　小歯　矯歯　歯外 236-1818 下飯田 1-2-14 池田
43 保坂歯科医院 歯科　歯外　小歯　矯歯 254-0418 荒川 1-8-12 池田
44 堀田歯科医院 歯科 228-1351 貢川本町 8-33 貢川
45 矢崎歯科医院 歯科 227-5825 徳行 1-6-20 貢川
46 歯科若尾 歯科　矯歯 228-8047 富竹 1-2-26 貢川
47 わだ歯科クリニック 歯科　小歯　矯歯　歯外 251-4290 荒川 2-6-6 池田

−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 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
69 かいごの友指定居宅介護支援事業所 居介 236-6333 長松寺町 7-8 池田
70 介護福祉サポートいけだ 居介 236-3502 下飯田 1-2-18 池田
71 居宅介護支援事業所青い鳥 居介 221-0880 下飯田 1-10-22 池田

◆ 薬局
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
48 アーク調剤薬局

石田店 287-7778 下石田 2-1-14 石田 59 大和薬局
甲府調剤 228-1993 上石田 2-19-7 石田

49 アーク調剤薬局
甲府西店 298-4677 富竹 1-3-13 貢川 60 トミタケ薬局 228-1230 富竹 1-7-32 貢川

50 いちご薬局 233-6241 下石田 2-16-22 石田 61 （株）中沢薬局
徳行店 268-3900 徳行 2-382-35 貢川

51 ウエルシア薬局
甲府池田店 236-3827 長松寺町 1-9 池田 62 （有）日眼甲府薬局

バイパス店 228-7862 徳行 3-14-27 貢川

52 ウエルシア薬局
甲府徳行店 236-6658 徳行 2-14-23 貢川 63 ひまわり薬局 253-1175 荒川 1-11-12 池田

53 内田方伎堂薬局 222-8185 徳行 4-11-30 貢川 64 （株）みやび
みやび甲府薬局 225-2226 下飯田 2-3-31 池田

54 上石田調剤薬局 226-8687 上石田 3-3-19 石田 65 もも薬局 251-6158 荒川 2-7-3 池田

55 くるみ薬局 269-8923 池田 1-11-5 池田 66 ヤマグチ薬局
甲府店 236-0700 徳行 1-7-35

リラ・コート 1F 貢川

56 健康堂調剤薬局
池田店 252-5506 池田 1-2-7 池田 67 アスター薬局 244-8515 上石田

1-12-20-101 貢川

57 さと薬局 225-5171 富竹 1-11-10 貢川 68 十字堂ないと
う薬局 貢川店 267-6760 新田町 10-25 新田

58 十字堂
ないとう薬局 226-6013 中村町 13-4 新田
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◆ 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）（続き）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

72 ケアプランささえ 居介 234-5240 徳行 3-8-27
ハイツ 21 106 号室 貢川

73 ケアワークス居宅介護支援事業所 居介 230-1300 下石田 2-1-24 石田
74 ツクイ甲府下飯田 居介　通介（総） 230-2285 下飯田 2-12-17 池田

75 ニチイケアセンター甲府西 居介 訪介（総） 通介（総）
福具貸（予） 福具販（予） 236-1680 下飯田 2-4-30 池田

76 やさしい手 甲府西事業所
居介
訪介（総）
通介（総）

236-5153
236-5151
236-5503

上石田 1-7-14 貢川

77 和らぎ居宅介護支援事業所 居介 227-3940 上石田 3-13-11
ホーチキビル 2F北 石田

78 ライフサポートひかり居宅介護支援事業所 居介 267-7261 長松寺町 7-13
サンマリーナ長松寺 1-A 池田

79 ケアプランあさかわ 居介 228-0352 上石田 4-18-6 石田

◆ 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
80 アサヒサンクリーン（株）山梨営業所 訪浴（予） 221-5326 上石田 2-31-38 石田
81 アルファケア西甲府介護施設 訪介　短入生（予） 221-2511 富竹 1-3-10 貢川
82 かいごの友指定訪問介護事業所 訪介（総） 236-6333 長松寺町 7-8 池田
83 ケアフォーラム甲府 訪介（総） 236-8565 上石田 3-8-8-4 石田
84 ケアワークス山梨訪問介護事業所 訪介（総） 230-1300 下石田 2-1-24 石田

85 （公社）山梨県看護協会
荒川ホームヘルパーステーション 訪介（総） 254-5291 荒川 2-10-26 池田

86 ヘルパーステーション 青い鳥 訪介（総） 221-0880 下飯田 1-10-22 池田
87 ヘルパーステーションいけだ 訪介（総）　定期巡 236-3504 下飯田 1-2-18 池田
88 訪問介護事業所クリーム 訪介（総） 288-0090 徳行 1-3-22 貢川
89 訪問介護事業所奏 訪介（総） 288-9277 上石田 3-19-23 石田

90 和らぎ訪問介護事業所 訪介（総） 227-3940 上石田 3-13-11
ホーチキビル 2F北 石田

91 ライフサポートひかり 訪介 267-7261 長松寺町 7-13
サンマリーナ長松寺 1-A 池田

92 和告ヘルパーステーション 訪介 298-6835 中村町 4-12 新田

93 トータルケアサービス（株） 訪介 231-5202 富竹 3-3-2
レジデンス未来 102 貢川

◆ 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

94 （公社）山梨県看護協会
荒川訪問看護ステーション 訪看（予） 254-5290 荒川 2-10-26 池田

95 （公社）山梨県看護協会
貢川訪問看護ステーション 訪看（予） 223-1033 貢川本町 12-10 貢川

96 訪問看護ステーションいけだ 訪看（予） 236-3503 下飯田 1-2-18 池田

97 訪問看護ステーションすみ 訪看（予） 287-7068 池田 1-3-23
メゾン池田 405 号室 池田

98 和らぎ訪問看護ステーション 訪看（予） 234-5847 上石田 3-12-15
スカイハイツ 306 石田
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◆ 訪問看護事業所（続き）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

99 ゆたか訪問看護ステーション 訪看（予） 287-8411 下飯田 4-3-2
ハイツインターⅡ 103 号 池田

◆ 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

100（医）小宮山会 貢川整形外科病院
訪問リハビリテーション 訪リハ（予） 228-6381 新田町 10-26 新田

◆ 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
122 恵信ヴィレッタ甲府 短入生（予）　特入介（予） 220-1755 下飯田 2-2-30 池田
123 ショートステイ わかやなぎ池田 短入生（予） 255-5511 池田 3-8-8 池田
124 短期入所生活介護和久園 短入生（予） 226-3280 中村町 11-18 新田
125 ショートステイいけだの里 短入生（予） 236-3530 下飯田 1-2-17 池田

◆ 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
101 あおぞらの里 甲府デイサービスセンター 通介（総） 254-5355 荒川 1-3-25 池田
102 ケアセンター ハッピーライフ 通介（総）　通介（地） 230-1300 下石田 2-1-24 石田
103 ケアパートナー甲府 通介（総） 231-6611 徳行 5-12-21 貢川
104 甲州デイサービスセンターきぼう甲府南事業所 通介（総）　通介（地） 231-6700 高畑 1-22-14 石田
105 甲府ケアセンターそよ風 通介（総）　認共活（予） 236-6266 富竹 3-3-5 貢川
106（福）豊住福祉会りぼんデイサービスセンター 通介（総） 222-4456 高畑 2-8-2 石田

107 ショート＆デイサービスセンター
桜森荘

通介（総）　通介（地）　
短入生（予） 288-8165 上石田 1-3-14 貢川

108 和のデイサービスセンターあさかわ 通介（総） 228-0352 上石田 4-18-6 石田
109 デイサービスセンター輝 通介（地） 232-5700 下石田 2-7-10 石田
110 甲州デイサービスセンターきぼう甲府西事業所 通介（総）　通介（地） 267-6700 池田 1-10-11 池田
111 デイサービスセンタークリーム 通介（総）　通介（地） 288-1077 徳行 1-3-22 貢川
112 デイサービスセンター常和 通介（総） 298-6835 中村町 4-12 新田
113 デイサービスセンター奏 通介（総） 288-9277 上石田 3-19-23 石田
114 デイサービスセンター和永荘 通介（総） 228-2316 中村町 11-18 新田
115 デイサービスソレアード 通介（総）　通介（地） 287-7195 貢川 2-8-11 貢川
116 デイサービス本舗 花 通介（総）　通介（地） 226-8755 新田町 8-31 新田
117 デイサービスわかやなぎ池田（介護予防）通介（総） 255-5511 池田 3-8-8 池田

118 リハビリスタジオあさかわ 通介（総）　通介（地） 269-5735 上石田 4-1-18
一瀬グランドパレ 石田

119 レコードブック甲府貢川 通介（総）　通介（地） 242-8128 貢 川 本 町 4-26
ビブレ 21 貢川

120 デイサービス昴 通介（総） 267-8418 徳行 5-12-52 貢川
121 リハビリスタジオあさかわ貢川スタジオ 通介（総）　通介（地） 267-6447 貢川本町 1-6 貢川
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おくすり手帳を活用しましょう
● 自分が飲んでいる薬を把握していますか？
　自分がいま飲んでいる薬について、普段からきちんと知っておくことは大切です。特に、高齢者
の場合はご家族が一緒に管理することも重要です。
● おくすり手帳とは？
　おくすり手帳とは、自分が飲んでいる薬の名前や量、使い方、注意することなどを記録する手帳
です。おくすり手帳を使って、ご自身やご家族が薬を管理することができます。
● おくすり手帳を活用しましょう
　病院・診療所にかかるときや、薬局で調剤を受けるときに、医師や薬剤師にお見せください。
　そうすると、　● 自分の薬の情報を正確に伝えることができます
　　　　　　　　● 薬の重複や飲み合わせを未然に防止できます
　　　　　　　　● 同じ薬による副作用の再発を防止できます
　おくすり手帳に関するご相談は、かかりつけ薬局にお問い合わせください。

◆ 施設サービス（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設）
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
126 特別養護老人ホーム和久園 介老福 226-3280 中村町 11-18 新田

◆ 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
127 株式会社T・H・G 福具貸（予）　福具販（予） 244-7077 長松寺町 7-13 池田

◆ 地域密着型サービス事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区

128 グループホーム
めだかの学校・高畑 認共活（予） 233-8100 高畑 2-16-11 石田

129 特別養護老人ホームいけだの里 介老福（地） 236-3530 下飯田 1-2-17 池田
130 特別養護老人ホーム わかやなぎ 介老福（地） 255-3311 池田 1-1-1 池田
131 まいほーむいけだ 看小多 236-3501 下飯田 1-2-18 池田

132 やさしい手
グループホームこうふ西 認共活（予） 236-5555 上石田 1-8-23 貢川

133 やさしい手甲府西茶論 小多居介（予） 236-5504 上石田 1-7-14 貢川
134 ラ・ナシカ こうふ 特入介（地） 255-6233 荒川 1-3-26 池田


