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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 甲府市北東地域包括支援センター 相川　北新　新紺屋 252-3398 塚原町 359 相川

－医療機関－
◆ 病院
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区

2 （独）国立病院機構 甲府病院
内科　精神　呼吸　消化　循環　小児　
外科　整形　脳神　皮膚　ひ尿　産婦　
眼科　耳鼻　リハ　放射　歯科　麻酔　
神内　消外

253-6131 天神町 11-35 北新

3 （公財）リヴィーズHANAZONOホスピタル 精神　神経 253-2228 和田町 2968 相川

◆ 診療所
番号 医療機関名 診療科目 電話番号 所在地 地区
4 あさかわレディースクリニック 産婦 252-7585 北口 3-8-16 新紺屋

5 井上内科小児科医院 内科　小児 / 訪看（予）　
訪リハ（予）　通リハ（予） 251-7700 朝日 1-4-12 新紺屋

6 大石耳鼻咽喉科医院 耳鼻 253-5641 緑が丘 1-1-21 北新

7 おかだ内科クリニック 内科 288-1801 北口2-9-12
ニシコー北口駅前ビル 2F 新紺屋

8 小沢耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 耳鼻　ア科 252-2790 朝日 1-8-13 新紺屋
9 くぬぎクリニック 精神　心内 251-0383 北口 1-1-8 新紺屋

10 甲府クリニック 整形　美容　形成　皮膚 254-3056 北口 1-2-14
甲府北口プラザビル 204 新紺屋

11 城本クリニック 甲府院 美容　形成　美容皮膚 255-2255 北口2-9-12
ニシコー北口駅前ビル 2F 新紺屋

12 武田内科小児科医院 内科　胃腸科　循環　
小児 / 訪看 251-3663 屋形 2-1-6 相川

13 なかむら内科クリニック 内科　消内 255-1170 武田 3-3-11 新紺屋
14 二宮眼科医院 眼科 252-1003 緑が丘 1-5-14 北新

15 ヒダクリニック 神経 252-0366 北口 3-4-33
セインツ 25 1506 新紺屋

16 （医）聡生会 ひはら整形外科 リ科　整形　リハ 254-7778 大手 3-1-37 相川

17 日原内科小児科医院 内科　呼吸　消化　胃腸科　
小児　リハ 252-8786 天神町 14-45 新紺屋

18 藤原整形外科 整形　リ科　リハ 254-0511 武田 3-3-9 新紺屋
19 ふじ内科クリニック 内科 252-5150 緑が丘 1-4-16 北新
20 ふるはし皮膚科クリニック 皮膚 252-8855 朝日 1-3-1 新紺屋
21 安村クリニック 消化　外科　内視鏡内科 252-7000 緑が丘 2-2-16 北新
22 山田ハートクリニック 内科　循環 267-8700 北新 1-1-20 北新
23 （医）箭本外科整形外科医院 外科　整形　肛門　リハ　放射 253-3532 北口 3-1-1 新紺屋
24 内科小児科　細田医院 内科　小児 253-6293 武田 3-4-36 新紺屋
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◆ 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
25 秋山歯科医院 歯科 254-6111 北口 2-3-8 新紺屋
26 石部歯科医院 歯科　矯歯　小歯　歯外 287-8817 北口 2-9-12 新紺屋
27 おがた歯科医院 歯科 249-1122 大手 1-1-1 相川
28 笠井歯科医院 歯科 253-3094 宮前町 6-3 新紺屋

29 甲府デンタルクリニック 歯科　小歯　歯外 220-3333 北口 1-2-14
北口プラザビル 1F 102 号室 新紺屋

30 武田歯科クリニック 歯科 252-4182 武田 3-7-1 新紺屋
31 内藤歯科医院 歯科　矯歯　小歯 254-3388 武田 2-7-14 新紺屋
32 山梨口腔保健センター 歯科 252-9955 屋形 2-1-33 相川
33 湯村歯科医院 歯科　矯歯　小歯　歯外 251-3139 大和町 1-48-1 北新
34 若尾歯科医院 歯科 252-4334 西田町 1-8 相川

35 渡辺歯科医院 歯科 253-3745 朝日 1-7-14
トミタビル 2F 新紺屋

◆ 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

36 あおぞら薬局
天神町店 240-6500 天神町 13-13 新紺屋 45 （株）日医調剤相川調剤薬局 252-3650 屋形 2-1-7 相川

37 （株）赤岡綜合薬局 北口店 252-4595 北口 3-1-2 新紺屋 46 藤田薬局 254-7716
朝日 1-3-12
甲府北口第一
生命ビル 1F

新紺屋

38
（一財）医薬分業
支援センター
甲府北薬局

252-0623 美咲 2-10-16 北新 47 マルジン薬局
北口店 251-9445 北口 1-6-8 新紺屋

39 ケーツーメディカル㈱
国立病院前薬局 255-5055 美咲 2-10-19 北新 48 みさき薬局

北口 220-3222 北口 1-1-3
ワンストップ 1F 新紺屋

40 ウエルシア薬局
甲府武田店 255-3131 武田 1-4-31 新紺屋 49 みさき薬局

北新 267-8877 北新 1-1-19 北新

41 佐野薬局
西支店 254-8500 緑が丘 1-1-18 北新 50 みさき薬局

甲府北口 288-9200
北口 2-9-12
ニシコー北口
駅前ビル 1F

新紺屋

42 しらゆり調剤薬局 234-5121 古府中町 4810-1 相川 51 みさき薬局
武田 269-6868 武田 3-7-1タクマビル 1F 新紺屋

43 竹川薬局和田 251-5569 和田町 3003-138 相川 52 みどり薬局 緑が丘店 254-1177 緑が丘 2-2-16 北新
44 （有）武田武藤薬局 253-1714 大手 1-2-3 相川 53 宮坂薬局 252-3638 北新 2-10-24 北新

－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
54 縁指定居宅介護支援事業所 居介 269-5001 下積翠寺町 1534 相川
55 ケアサポート望月 居介　訪介（総）　福具貸（予）　福具販（予） 253-4122 美咲 2-16-17 北新
56 ケアプランなのはな 居介 209-0807 北新 2-14-14 北新

57 甲府相川ケアセンター
指定居宅介護支援事業所 居介 252-3319 塚原町 359 相川

58 指定居宅介護支援事業所 あい 居介 255-1027 天神町 4-7 新紺屋
59 尚古園 指定居宅介護支援事業所 居介 253-6220 和田町 2948-6 相川




