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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 甲府市南西地域包括支援センター 国母　大国　大里 220-2315 大里町 5315 大国

−医療機関−
◆ 診療所
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区

2 いいじまこどもクリニック 小児 242-0777 宮原町 2003 大国
3 いいづか医院 内科　小児 233-0808 国母 1-6-17 国母
4 内田眼科医院 眼科 226-3351 国母 8-27-4 国母
5 長田在宅クリニック 内科　外科　神内　呼内 242-3700 西下条町 13 大里
6 健友堂クリニック 漢方内科　ぺ科　麻酔 242-3120 宮原町 211-1 大里
7 国母眼科医院 眼科 227-6060 国母 2-3-44 国母
8 斉藤内科循環器科医院 内科　循環 230-2200 国母 8-26-13 国母
9 桜林内科消化器科医院 内科　消化 / 訪看 241-2619 宮原町 1336-1 大里
10 笹本整形外科 リ科　整形　リハ 243-1717 古上条町 446 大国
11 清水医院 内科　消化器科　胃腸科 241-1181 大里町 2940 大国

12 幸仁会 須貝整形外科医院 整形 リ科 リハ/訪看（予）
訪リハ（予） 通リハ 226-0311 国母 1-15-12 国母

13 すずらんクリニック 内科　外科　脳神 215-6953 国母 3-9-7 国母

14 心療内科たけうちクリニック 精神　神経　心内 223-5560 国母 7-5-17
サンライン甲府ビル 2A 国母

15 塚原眼科医院 眼科 268-3311 大里町 2331-33 大国
16 ながまつ医院 内科　神内 242-2015 宮原町 88-1 大国

17 （医）なかじま胃腸クリニック 胃腸・消化器内科（内視鏡）
外科（肛門 乳腺） 288-0001 国母 8-28-3 国母

18 初鹿耳鼻咽喉科医院 耳鼻 224-3387 高畑 2-4-11 国母
19 ばんどう整形外科クリニック リ科　整形　リハ 242-3335 古上条町 21-2 大国
20 深澤内科クリニック 内科　消化 221-1177 国母 5-19-18 国母
21 ふなやまペインクリニック 内科　麻酔 221-1374 国母 1-22-20 国母
22 古川内科・皮フ科 内科　皮膚　形成 228-6100 国母 1-4-8 国母
23 三神医院 脳神 内科 呼内 整形 リハ 243-2861 大里町 2151-1 大里
24 武藤内科胃腸科医院 内科　胃腸科 241-1415 後屋町 288-1 大国
25 おおくにクリニック 外科 内科 乳腺 消化 呼内 288-0092 大里町 5125 大国
26 甲府昭和みみ・はな・のどクリニック 耳鼻 236-3313 国母 7-4-12 国母

南西ほうかつエリア（マップは 80ページ、凡例は 36ページをご覧ください）

◆ 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

27 石原歯科医院 歯科　矯歯　小歯 228-6748 国母 6-2-10
石原ビル 3F 国母

28 オーラルケアクリニック 歯科 243-1141 古上条町 21-2 大国
29 OZ歯科口腔外科クリニック 歯科　矯歯　小歯　歯外 243-6480 宮原町 1261-25 大里
30 くまざわ歯科医院 歯科　小歯 244-1182 大里町 4297-14 大里
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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
31 甲府中村歯科 歯科　小歯　歯外　矯歯 227-7223 国母 8-27-8 国母
32 国母歯科医院 歯科 222-8555 国母 4-1-4 国母
33 こば歯科クリニック 歯科　小歯　矯歯　歯外 242-7226 高畑 2-3-10 国母
34 笹本歯科 歯科　矯歯　小歯 241-9977 古上条町 441-1 大国
35 しむら歯科 歯科 228-7293 国母 1-17-19 国母
36 中沢歯科医院 歯科　矯歯　小歯 241-3113 大里町 3793-12 大里
37 早河歯科医院 歯科　小歯 243-8148 古上条町 177-1 大国
38 保阪歯科医院 歯科　小歯 241-4840 大里町 2304-4 大国
39 本田歯科医院 歯科　小歯 243-3773 古上条町 148 大国
40 みちだ歯科クリニック 歯科 241-1244 大里町 4089-2 大里
41 やすだデンタルクリニック 歯科　矯歯　小歯 243-8461 大里町 5283 大国

◆ 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
42 アイセイ薬局 国母店 288-1188 国母 8-28-18 国母 50 スマイル調剤薬局 267-7603 国母 7-5-33 国母

43 あおぞら薬局
国母店 222-2857 国母 1-22-24 国母 51 セキテイ調剤薬局

後屋店 243-8931 古上条町 12-5 大国

44 アトム薬局
大里店 269-8493 宮原町 211-1 大里 52 ハートフル薬局

国母店 298-6011 国母 5-16-19 国母

45 （株）ウエノ
ウエノ薬局 222-2131 国母 1-4-7 国母 53 ファーマみらい

西下条薬局 298-4527 西下条町 17 大里

46 ウエルシア薬局 大里店 241-5530 大里町 1834 大国 54 ミルキッズ調剤薬局 243-6500 宮原町 2001 大国

47 （株）中沢薬局 
甲府オオサト店 268-3800 大里町 2331-48 大国 55 わかば薬局 230-1900 国母 8-27-13 国母

48 クスリのサンロード薬局
後屋店 288-1226 後屋町 446-1 大国 56 みやび薬局

おおくに店 236-9374 大里町 5207-2
エアリクス甲府 1F 大国

49 健康堂調剤薬局
大国店 243-7806 大里町 1862 大国 57 セキテイ調剤薬局

甲府昭和店 236-8934 国母 7-4-13 国母

−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
58 愛の家居宅介護支援センター甲府 居介 242-0553 後屋町 97-1 大国

59 アスモ介護サービス国母 居介　訪介（総） 235-0630
236-2520

国母 8-5-11
宿沢ビル 102 号室 国母

60 大国居宅介護支援事業所 居介 243-2123 後屋町 207 大国
61 おおくに居宅介護支援事業所 居介 220-2988 大里町 5315 大国
62 かーむ指定居宅介護支援事業所 居介 242-6551 大里町 1556-1 大国
63 ケアプランすずらん 居介 215-6593 国母 3-9-7 国母
64 在宅福祉エ.ビーナ居宅介護支援事業所 居介 268-3422 国母 6-6-13 国母

65 やさしい手 甲府南事業所 居介　訪介（総） 220-2287
220-2288 大里町 2373-1 大国

66 わかば居宅介護支援事業所 居介 298-6861 古上条町 21-2
MCビル 202 号 大国

67 大津ケアセンター居宅介護支援事業所 居介 244-0202 大津町 1509-1 大里
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◆ 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

68 （医）笹本会 おおくに訪問介護ステーション 訪介（総） 220-2777
220-2966 大里町 5328 大国

69 かーむ指定訪問介護事業所 訪介（総） 242-6551 大里町 1556-1 大国
70 訪問介護かざぐるま 訪介（総） 244-5177 高畑 2-4-1 国母

◆ 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
71 （医）笹本会 おおくに訪問看護ステーション 訪看（予） 220-2818 大里町 5328 大国

◆ 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

72 （医）笹本会 笹本整形外科
おおくに訪問リハビリテーション 訪リハ（予） 220-2881 古上条町 446 大国

◆ 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

73 あおぞらの里 甲府南デイサービ
スセンター 通介（総） 236-3322 国母 5-10-27 国母

74 あけぼのデイサービスセンター 通介（総）　通介（地） 243-3362 堀之内町 8-1 大里

75 （医）笹本会 おおくにいきいき通
所介護 通介（総） 220-2777 大里町 5315 大国

76 （医）笹本会 笹本整形外科
おおくに通所リハビリテーション 通リハ（予） 220-2566 古上条町 446 大国

77 （医）笹本会 おおさと通所介護 通介 220-2933 大里町 5328 大国
78 大国デイサービスセンター 通介（総） 243-2122 後屋町 207 大国

79 大津ケアセンター 通リハ（予）　短入療（予）
介老保 244-0202 大津町 1509-1 大里

80 在宅福祉エ.ビーナ 通介（総）　 268-2846 国母 6-6-13 国母
81 だんらんの家甲府大里 通介（地） 269-9866 大里町 1756-5 大国
82 ツクイ甲府国母 通介（総） 236-2772 国母 8-21-25 国母

83 デイサービスセンターブルーアー
ス大里 通介 241-3555 大里町 1256-1 大国

84 ハートデイサービス後屋 通介（総）　通介（地） 242-2555 後屋町 416-1 大国
85 ハートデイサービス大国 通介（総）　通介（地） 288-9603 後屋町 40-1 大国
86 ファインデイサービスセンター 通介（総） 227-6211 国母 3-4-22 国母
87 ほっとるーむk 通介（総）　通介（地） 228-5553 国母 2-8-2 国母
88 わかばデイサービスセンター 通介（総）　通介（地） 243-1001 古上条町 163-1 大国
89 デイサービス和の里国母 通介 215-6593 国母 3-9-7 国母
90 デイサービスセンター郷 通介（総） 269-8161 国母 8-8-6 国母
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◆ 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
91 介護老人福祉施設 風林荘 短入生　介老福 241-5656 宮原町 1191 大里
92 快晴苑指定短期入所生活介護事業所 短入生 243-3939 大津町 333 大里
93 指定介護予防短期入所生活介護施設 風林荘 短入生（予） 241-5656 宮原町 1191 大里
94 ショートステイ風林荘別館 短入生（予） 236-8115 宮原町 1227-1 大里

◆ 特定施設入居者生活介護事業所
番号 事業所名 提供サービス 電話番号 所在地 地区
95 介護付有料老人ホームおおさとの憩 特入介（予） 242-2073 大里町 3375-10 大里

◆ 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
96 快晴苑 介老福 243-3939 大津町 333 大里

◆ 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
97 合同会社コンフォート 福具貸（予）　福具販（予） 242-7615 国母 3-4-25 C棟 国母

◆ 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
98 愛の家グループホーム甲府後屋 認共活（予） 242-0551 後屋町 97-1 大国
99 （医）笹本会グループホームおおくにの家 認共活（予） 220-2111 大里町 5323 大国
100 グループホーム おおさとの憩 認共活（予） 242-2072 大里町 3375-1 大里
101 グループホーム ふるかみの家 認共活（予） 243-1122 古上条町 424-5 大国
102 グループホーム わかば 認共活（予） 243-1001 古上条町 163-1 大国
103 特別養護老人ホーム風林荘別館 介老福（地） 236-8115 宮原町 1227-1 大里
104 風林荘グループホーム 認共活（予）　認通介（予） 241-5656 宮原町 1191 大里
105 古上条認知症対応型通所介護 認通介（予） 243-1122 古上条町 424-5 大国

※�この広告枠は、冊子の余裕スペースを有効活用し、広告収入を市民の皆様の暮らしに活かそうとする取り組みです。本市で広告主又はそ
の商品やサービスなどを推奨するものではありません。広告内容に関する質問は、広告主に直接お問い合わせください。

（本部）
〒400-0041 甲府市上石田 1－7－14

居宅介護支援・訪問介護・通所介護・グループホーム・小規模多機能型居宅介護・福祉用具・しょうがいサービス

甲府西・甲府東・甲府南・富士見・小瀬・甲斐・南アルプス

北杜・韮崎・市川・鰍沢・笛吹・山梨・甲州・富士吉田・八王子

ホームページ


