
地域包括支援センター
所　　長 所　　員 職　種　等

地域包括支援センターいいとよ  千　田　美恵子 保健師

☆宇佐美　綾　子 主任介護支援専門員

住　所： 〒024-0004　村崎野１７－１１５－３ 千　田　美恵子   佐々木　まどか 社会福祉士

電　話： ６２―４１００　　 　近　藤　淳　子 認知症地域支援推進員

ＦＡＸ： ６２－４１０１　　 小　原　　望 介護支援専門員

地域包括支援センター北上中央
☆伊　藤　和　子 主任介護支援専門員

住　所： 〒024-0051　相去町高前檀６－１４ 　芹　澤　由里子 看護師

　　　　　（特別養護老人ホーム敬愛園内） 　昆　　　里　美 社会福祉士

電　話： ７２－６１７８　 　藤　原　照　江 認知症地域支援推進員

ＦＡＸ： ７２－５２５２　　

地域包括支援センター展勝地 　山　田　節　子 看護師

　菅　原　智　恵 社会福祉士

住　所： 〒024-0043　立花１０－３４－８ 山　田　節　子 ☆髙　橋　寛　美 主任介護支援専門員

電　話： ６１－０２２５ 　梅　木　純　子 認知症地域支援推進員

ＦＡＸ： ６１－０２２６ 　平　野　裕　子 生活支援コーディネーター

地域包括支援センターわっこ ☆老　林　聖　幸 主任介護支援専門員

　　瀬　川　真希子 社会福祉士

　　伊　藤　　光 社会福祉士

老　林　聖　幸 　　赤　石　美　幸 保健師

住　所： 〒024-0071　上江釣子１７－１１７－１ 　　佐々木　亜由美 介護支援専門員

電　話： ７７－５０５５ 　　三　浦　晴　美 認知症地域支援推進員

ＦＡＸ： ７７－５０２２ 　　石　川　栄　子 相談員

地域包括支援センター本通り 　　石　川　明　美 保健師

  ☆平　野　好　子 主任介護支援専門員

住　所： 〒024-0094　本通り４－１０－１１ 平　野　好　子 　　千　葉　誠太郎 社会福祉士

電　話： ７２－７２５４ 　　小　原　ツヤ子 認知症地域支援推進員

ＦＡＸ： ７２－７２５３

柴　内　一　夫

住　所： 〒024-8506　花園町一丁目６－８ （医師）

　　　　　（北上済生会病院　管理棟２階） 菊　池　絹　子
電　話： ８８－３０１１ （看護師）

ＦＡＸ： ８８－３０１２ 菊　池　涼　子
（医療ソーシャルワーカー）

住　所： 〒025-0033　花巻市諏訪500 月曜日～金曜日

　　　　　（国立病院機構　花巻病院内） 9：00～16：00
電　話： ０１９８－２０－０５９６（直通） （土日祝日・年末年始除く）

ＦＡＸ： ０１９８－２４－１７２１

事　　　業　　　所　　　名

（　担当地区：黒沢尻東・黒沢尻西　）

北上市在宅医療介護連携支援センター

医療介護職の連携や職種間の
連携を支援し、多職種が協力
してスムーズに活動できる土
台をつくる。

（　担当地区：相去・鬼柳　）

（ 担当地区：二子・更木・黒岩・立花・口内・稲瀬 ）

（　担当地区：江釣子・和賀　）

岩手県中部地域型認知症疾患医療センター

5

８:３０～１７:１５

（　担当地区：黒沢尻北・飯豊　）

保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患
に関する鑑別診断、周辺症状と身体合併症に対する急性
期治療、専門医療相談等を実施するとともに、保険医
療・介護関係者への研修などを行うことにより、地域に
おける認知症疾患の保険医療水準の向上を図ることを目
的としています。

発行：北上市在宅医療介護連携支援センター
http://www.zaitaku-kitakami.com/
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2 伊　藤　和　子
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管理者（ｹｱﾏﾈ兼務含） 所員(ケアマネ） 特徴・モットー等

　宇都宮　晴　美

　小　澤　正　善

住　所： 〒024-0004　村崎野１２－７４－２８ 　岩　渕　真　希

電　話： ６２－３３６６ 　駒　込　憲　雄

ＦＡＸ： ６２－３３６７

阿　部　千　里

住　所： 〒024-0043　立花１０－３８ 立花　朝日香

電　話： ６１－２０１６ 佐々木　宏　美

ＦＡＸ： ６１－２０１７　

住　所： 〒024-0034　諏訪町１－３－１７

電　話： ７２－７４８８

ＦＡＸ： ７２－７４４３

住　所： 〒024-0012　常盤台２－１－６３

電　話： ６４－１２１２

ＦＡＸ： ６４－７５８０

　　奥　友　昌　子

住　所： 〒024-0211　口内町久田２５－１１

電　話： ７１－４５６２ 　八重樫　悦　子

ＦＡＸ： ７１－４５６１

住　所： 〒024-0061　大通り４－１－１０ 高　橋　公　平

電　話： ７２－５９０５

ＦＡＸ： ７２－５９０１

伊　藤　希和子

高　橋　絵里加

住　所： 〒024-0051　相去町高前檀６－１４ 安　藤　由紀子

電　話： ６７－６１００ ☆佐々木　郁　子

ＦＡＸ： ７２－５２５２ 小　原　宗　子

日　向　礼　子

☆照　井　照　美

住　所： 〒024-0084　さくら通り３－７－７ ☆服　部　伸　代

電　話： ６３－７７２３   藤　根　紅　奈

ＦＡＸ： ６３－８６６１

☆亀　田　明　美

　釼　吉　まるみ

住　所： 〒024-0334　和賀町藤根１８－３９－３ 　菊　池　久　美

電　話： ７１－７３７３ 　伊　藤　優　子

ＦＡＸ： ７１－７３７５　 　長谷川　佳　子

☆田　中　多恵子

住　所： 〒024-0055　大堤南１－８－１０ ☆佐 竹　美 香

電　話： ７１－２０１８ 髙　橋　香　織

ＦＡＸ： ８１－５７３２

　　たいわ介護保険相談室

11 住　所： 〒024-0072　北鬼柳２０－２０ ☆菅　原　健　

電　話： ７７－３９４９

ＦＡＸ： ７１－５１８８

　

照　井　剛　志

住　所： 〒024-0012　常盤台４－７－２８

電　話： ６１－３２６２ 櫻　井　美　奈

ＦＡＸ： ６１－３２６１　

（　包括担当地区：わっこ　）

10

ＳＯＭＰＯケア　北上　居宅介護支援

信頼関係を築きながらその方
らしい生活が送れるよう支援
していきます。

（　包括担当地区：北上中央　）

たいわ介護保険相談室 ☆菅　原　孝　子

☆菊　池　絵美香
　

  瀧　田　美紀子

ご本人・ご家族の意向を尊重
し、よりよいケアが受けられ
るよう支援していきます。

（　包括担当地区：わっこ　）

9

JAいわて花巻指定居宅介護支援きたかみ事業所

☆鎌 田　律 子
利用者様、家族様の意向を尊
重し、安心して自立した生活
が送れるよう支援します。

12

常盤台居宅介護支援事業所

高 橋　恒 信

ケアハウス（一般30床と特定
20床）とデイセンターの併設
事業所です。社会福祉法人と
しての役割を考えながら支援
していきます。

（　包括担当地区：いいとよ　）

8

さくら爽居宅介護支援事業所

☆武 田　由美子

関わる方々に少しでも多くの
笑顔が見られるよう、私達自
身が笑顔を絶やさないよう元
気に対応させていただいてお
ります。

（　包括担当地区：いいとよ　）

居宅介護支援事業所

事　　業　　所　　名

1

いいとよ介護保険相談室

☆五内川 幸樹
ご利用者様、ご家族様の声に
耳を傾け、誠実に対応いたし
ます。

（　包括担当地区：いいとよ　）

4

北上市社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所

☆小 原　政 則 　八重樫　まゆみ

誠意をもって、利用者様、ご
家族様の思いを大切に、安心
した暮らしが送れるよう支援
致します。

（　包括担当地区：いいとよ　）

3

介護支援相談室つどい

 及 川　ひとみ 　及　川　ひとみ
御利用者様、御家族様との対
話を大切にし、誠実に対応し
ます。

（　包括担当地区：本通り　）

（　包括担当地区：展勝地　）

7

敬愛園老人介護支援センター

新 田　真 也
利用者様、ご家族の思いを大
切に心をこめて対応させて頂
きます。

（　包括担当地区：北上中央　）

5

居宅介護支援事業所浮牛の里

 鹿 俣　達 也
心温まるケアをモットーに笑
顔を絶やさず、誠意を持った
対応を心がけています。

（　包括担当地区：展勝地　）

6

ケアプランセンターコスモス

☆久 喜　郁 子
介護に関すること、なんでも
相談受け付けます。安心でき
る暮らしを支援します。

（　包括担当地区：本通り　）

2

エスカール在宅介護支援センター

心温まるケアをモットーに笑
顔を絶やさず、誠意を持った
対応を心がけています。



                                                                                     管理者（ｹｱﾏﾈ兼務含） 所員(ケアマネ） 特徴・モットー等

渡　辺　正　子

金　井　陽　子

乙　部　栄　子

住　所： 〒024-0031　青柳町１－２－４０ 藤　原　淑　子

電　話： ６５－１８０１ 伊　藤　千富美

ＦＡＸ： ６３－５５０６ 八重樫　意美子

住　所： 〒024-0004　村崎野１５－１４－２

電　話： ７２－６３６１ ☆名須川　喜　民

ＦＡＸ： ６６－６７５０　

小野寺　芳　江

田　鎖　　健

住　所： 〒024-0103　更木３４－３２０－１ ☆藤　井　澄　子

電　話： ６６－６５００ ☆柿　木　千　秋

ＦＡＸ： ６６－６２００

　 ☆及　川　知恵子

　☆田　鎖　直　子

　☆菊　池　大　輔

住　所： 〒024-0072　北鬼柳２２－４６ 　　児　玉　和　喜

電　話： ６１－０８０９ 　 　　菊　地　久美子

ＦＡＸ： ６１－０８１９ 　　今　野　友　貴

☆高　橋　由美子

　千　葉　博　彰

住　所： 〒024-0333　和賀町長沼５－３５０－１ 　　　佐　藤　美枝子　　

電　話： ７３－８８２２ 伊　藤　　望

ＦＡＸ： ７１－７７１３　 

住　所： 〒024-0321　和賀町岩崎１－１１４ 　☆狩　野　弘　之 共に幸せになりましょう。

電　話： ７３－７７７７

ＦＡＸ： ７３－８７７８

住　所： 〒024－0073　下江釣子１０－７４－３

電　話： ７３－６５３３

ＦＡＸ： ７３－６９９９

住　所： 〒024－0024　中野町２－１２－２４

電　話： ７２－６９００ 藤　田　 学

ＦＡＸ： ７２－６９１０

　住　所： 〒024－0043　立花１７－１－３ 田中　美由喜

  電　話： ６１－５５８１

　ＦＡＸ： ６１－００６６

住　所： 〒024－0104　二子町宿西２２－１ 小 野　邦 子 ☆大　塚　広　美

電　話： ６２－６６２０

ＦＡＸ： ７２－８３６２

住　所： 〒024－0084　さくら通り４－１－３５ 菊 池  繭 子 伊　藤　優　子

電　話： ６２－６０２２

ＦＡＸ： ６２－００３２

住　所： 〒024－0052　大堤北１－１０－８

電　話： ８１－５５３３

ＦＡＸ： ８１－５５３４

23

ケアプランセンターあゆみ

（　包括担当地区：いいとよ　）

☆主任介護支援専門員…原則として介護支援専門員の実務経験が5年以上あり、所定の専門研修課程を修了した者

24

ケアプランセンターおおつつみ

平成30年10月31日まで休止。

（　包括担当地区：　）

22

介護相談センターふたご
地域に根ざし、ご利用者様、
ご家族様の思いを大切にし、
安心できる暮らしを支援しま
す。

（　包括担当地区：展勝地　）

あったかい心で
ゆったり癒しと安心を
みんなに笑顔を届け、
安心できる生活が送れるよう
支援していきます。

☆佐　藤　純　子
☆石　川　一　夫
  清　水　智　子
  菊　池　勝　子

住みなれた地域で、自分らし
く、できるかぎり元気に、自
立した生活ができるよう支援
します。

（　包括担当地区：わっこ　）

20

ケアマネステーション安寿

☆泉　　より子

いつも笑顔で丁寧に、安心と
信頼をモットーに「したい生
活」を一緒に叶えるようにお
手伝いさせていただきます。

（　包括担当地区：本通り　）

濱　田　彩　野

 菊　池　　香

21

やちだもの家北上ケアプランセンター

利用者様の心に寄り添った支
援を心がけてます。

（　包括担当地区：展勝地　）

18

ほっと水神居宅介護支援事業所

☆狩 野　弘 之

（　包括担当地区：わっこ　）

19

わがの里在宅介護支援センター

釼 吉　善 幸

16

日高見介護保険相談室

☆佐 藤 あゆみ

多機能型診療所の中にある相
談室です。今年も各関係機関
の皆様とスクラムを組んで、
多くのご利用者様、ご家族様
の安心と笑顔がみられるよう
努めていきます。

（　包括担当地区：わっこ　）

17

ふれあい介護保険相談室

 ☆菅 原 江梨子

スタッフ全員で利用者様のサ
ポートができる体制作りをし
ています。担当者が不在でも
タイムリーに対応いたしま
す。

（　包括担当地区：わっこ　）

15

八天の里在宅介護支援センター

　高 橋　智 子

笑顔を絶やさず、心温まるケ
アを目指し、相談へは誠意を
もって、迅速に対応いたしま
す。

（　包括担当地区：展勝地　）

13

ニチイケアセンター北上

☆向　　弘 子
1.原点に戻る　2.お客様志向
3.スピード　　4.チャレンジ
をモットーに頑張ります。

（　包括担当地区：本通り　）

14

ハートケアステーション絆

佐　藤　真由美

訪問看護との連携で、医療度
の高い方へも安心できるよ
う、スピーディなサービス利
用を心がけています。

（　包括担当地区：いいとよ　）
　☆浅　見　文　子　

事　　業　　所　　名



管理者（ｹｱﾏﾈ兼務含） 所員(ケアマネ） 特徴・モットー等

小規模多機能ホームわが家

住　所： 〒024-0323　和賀町煤孫１０－１４－５ 古　舘　利　隼 　菊　池　祐　樹

電　話： ７３－８３５５

ＦＡＸ： ７３－８３５６

小規模多機能ホームあおやぎ

住　所： 〒024-0031　青柳町２－６－９ 松　原　欣　彦 佐　藤　響　子

電　話： ６５－６６０６

ＦＡＸ： ６５－６８６２

小規模多機能ホームうえのまち

住　所： 〒024-0021　上野町１－７－１ 八重樫　美也子  小　林　ひろみ

電　話： ６３－２２６７

ＦＡＸ： ６３－２２７８

JAいわて花巻小規模多機能ホームえんで ・笑、希望、多喜脳ホーム

を目指しています。

住　所： 〒024-0001　飯豊２２－４５－１ 小　原　千恵子 高　橋　和　江 ・笑顔のままで地域で暮ら

電　話： ６８－２１２１ して行けるようお手伝いし

ＦＡＸ： ６８－２１２２ ます。

住　所： 〒024－0072　北鬼柳２２－４６ 高　橋　和　彰  高　橋　和　彰

電　話： ６１－５０２２

ＦＡＸ： ６４－２８２２

小規模多機能ホームおにやなぎ
（　包括担当地区：北上中央　）

住　所： 〒024－0056　鬼柳町新井田４５ 北　條　雅　弥  北　條　雅　弥

電　話： ６７－０２８７

ＦＡＸ： ６７－０２８８

小規模多機能ホーム横川目
（　包括担当地区：わっこ　）

住　所： 〒024－0331　和賀町横川目１１－１６１－１ 小田澤　祐　司 髙　橋　郁　子

電　話： ７２－４５３１

ＦＡＸ： ７２－４５３２

住　所： 〒024－0021　口内町森２１２ 昆　野　寿　枝 坂　田　悦　子

電　話： ６２－３３５５

ＦＡＸ： ７１－４４１６

所員(ケアマネ）

住　所： 〒024-0004　村崎野１２－７４－２８

電　話： ７１－１３７７

ＦＡＸ： ７１－１８２２

住　所： 〒024-0051　相去町高前檀６－１４ 瀬　川　　司

電　話： ６７－３１１１

ＦＡＸ： ７２－５２５２

住　所： 〒024-0084　さくら通り３－７－７

電　話： ６１－５１１７

ＦＡＸ： ６５－００２６

住　所： 〒024-0103　更木３４－３２０－１

電　話： ６６－６５００

ＦＡＸ： ６６－６２００

住　所： 〒024-0073　下江釣子１０－７４－３ 佐　藤  峰 樹

電　話： ７３－５５１１ 菊  池  千 春

ＦＡＸ： ７３－５５０２

藤　原　幸　恵

佐々木　香保子

2

3

4

5

6

7

（　包括担当地区：わっこ　）

4

特別養護老人ホーム八天の里

特別養護老人ホーム
事　　業　　所　　名

1

特別養護老人ホームいいとよ

看護小規模多機能居宅介護きずなの森
（　包括担当地区：展勝地　）

特別養護老人ホーム敬愛園/

特別養護老人ホームさくら爽

8

2

3

小規模多機能型居宅介護

事　　　業　　　所　　　名

（　包括担当地区：わっこ　）

特別養護老人ホームわがの里

1

（　包括担当地区：いいとよ　）

地域密着型特別養護老人ホーム敬愛園

訪問看護と小規模多機能の
サービスを組み合わせ、看護
と介護の一体的な提供により
医療ニーズの高い方へも支援
を行います。

家庭的な雰囲気と地域の方々
との交流を大切にしながら、
その人らしさを尊重し、在宅
での生活を継続できるよう支
援しています。

馴染みの方と、馴染の場所
で、安心して暮らし続けられ
るよう支援していきます。

明るく元気に笑顔のある生活
を支援します。

３つの「個性」（個人の生
活・生命・人生）を大切にし
ます。

ご利用者様が住みなれた地域(自宅)
で安心して生活ができるケアを目指
していきます。そのためにも本人様
やご家族様の状況に合わせて泊り、
通い、訪問を組み合わせた柔軟な
サービスを提供していきたいと思い
ます。

御本人様・ご家族様・職員が一体となった心がこも
り癒される介護サービスを支援させていただきま
す。

特徴・モットー等

ユニット型特養（個室60床）、地域密着型特養（二
人室20床）に合わせて80人の方が入居されていま
す。「敬愛」の理念のもとに皆様の生活全般の支援
をさせて頂いております。

法人の理念である「人に優しく自分に誇りを」を
モットーに入所者様が自分らしく生活することがで
きるよう応援していきたいと思っています。

笑顔を絶やさず、心温まるケアを目指し、取り組ん
でおります。どうぞお気軽にご相談ください。

明るく輪を大切に、自立支援を支えます。

（　包括担当地区：本通り　）

（　包括担当地区：いいとよ　）

小規模多機能ホーム日高見

八重樫　良　子

5

優しく親切な対応とご本人様
の想い願いを大切にします。



住　所： 〒024-0211　口内町久田２５－１１

電　話： ７１－４５６０

ＦＡＸ： ７１－４５６１

所員(ケアマネ）

住　所： 〒024-0093　本石町２－１－４５ 高　橋　理　恵

電　話： ６３－７７１１ 戸　来　綾　乃

ＦＡＸ： ６３－５７５５

住　所： 〒024-0072　北鬼柳２０－２０ 上　野　淳　子

電　話： ７７－３３００ 　昆　　敏　将

ＦＡＸ： ７７－３３９９

住　所： 〒024-0333　和賀町長沼５－３５０－１

電　話： ７３－８８１１

ＦＡＸ： ７３－８８３３

住　所： 〒024-0323　和賀町煤孫１０－１４－１

電　話： ７１－７２３１

ＦＡＸ： ７１－７２３２

所員(ケアマネ）

住　所： 〒024-0051　相去町和田９８－３

電　話： ７２－８１８７

ＦＡＸ： ７２－８１８８

　　たいわ介護保険相談室

2 住　所： 〒024-0054　大堤東２－１－３２

電　話： ７１－２６２０

ＦＡＸ： ７１－２５７５

住　所： 〒024-0031　青柳町２－６－９

電　話： ６５－６６０７

ＦＡＸ： ６５－６８６２

住　所： 〒024-0004　村崎野１２－７４－２８

電　話： ６８－２４２０

ＦＡＸ： ７１－１８２２

住　所： 〒024-0072　北鬼柳２２－４６

電　話： ６５－３１１３

ＦＡＸ： ６４－２８２２

住　所： 〒024-0021　上野町１－７－１

電　話： ６３－２２６７

ＦＡＸ： ６３－２２７８

住　所： 〒024-0211　口内町久田２５－１０

電　話： ７７－４５６５

ＦＡＸ： ７７－４５６４

住　所： 〒024-0053　大堤西１－２－１０

電　話： ８１－５２２５

ＦＡＸ： ８１－５２２５

住　所： 〒024-0103　更木３４－３２０－１

電　話： ６６－６５１２

ＦＡＸ： ６６－６５１６

住　所： 〒024-0034　諏訪町１－３－１７

電　話： ７２－７４４２

ＦＡＸ： ７２－７４４３

4

グループホームいいとよ

5

グループホームいこいの家

6

グループホームうえのまち

2

介護老人保健施設たいわ

心温まるケアをモットーに笑顔を絶やさず、誠意を
持った対応を心掛けています。

菅　原　千　文

1

あいさりグループホーム長寿園

あったかいごグループホーム大堤

川　瀬　昌　子

3

藤　澤　淳　志

佐々木　久美子

千　田　千　絵 家庭的な雰囲気を大切にしています。

専門性を活かしながら安心し、満足できる人生が送
れるよう支援いたします。

在宅強化型老健です。全室個室のユニットケアによ
り、ひとりひとりの生活習慣や好みを尊重し、専門
職によるリハビリと生活の中でのリハビリを行い、
在宅復帰に向けたサービスを提供しております。

グループホームあおやぎ

3

介護老人保健施設まつみ

4

介護老人保健施設みさと

三　上　秀　治

グループホーム(認知症対応型共同生活介護）
事　　業　　所　　名

1

介護老人保健施設北上きぼう苑

6

地域密着型特別養護老人ホーム浮牛の里

事　　業　　所　　名 特徴・モットー等

介護老人保健施設

10

グループホームつどい

高　橋　直　子
諏訪神社の裏側にございます明るく開放的なグルー
プホームです。音楽を中心としたレク活動で利用者
様と楽しく過ごさせて頂いております。

グループホームさらき

グループホームくちない

9

7

8 佐　藤　友　哉

グループホームけいあい

心温まるケアをモットーに利用者様に寄り添い、笑
顔あふれる。生活がおくれるよう支援します。

どなたでもお気軽にお立ち寄りいただけるように対
応しております。

及　川　路　子

生活機能の維持・向上を目指し、それぞれの専門職が総合
的に援助します。また、家族や地域の人々・機関と協力
し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援しま
す。小さな困りごとから気軽に相談に乗れる、地域に密着
した施設を目標に取り組んでおります。お気軽にご相談く
ださい。

特徴・モットー等

穏やかな暮らしが出来るよう、個人を大切にしなが
らプランを作成しています。

馴染みの方と、馴染みの場所で、安心して暮らし続
けられるよう支援していきます。

家庭的な雰囲気の中で地域の方々とのふれあいを大
切にして地域に根差した施設作りを目指しておりま
す。　　　　　　　　　　施設で猫を飼っておりま
す。

「のんびり」「楽しく」「平穏に」を理念としてい
ます。相談に応じて、終末期まで対応可能です。

及　川　恵　子

松　原　美恵子

明るく元気に笑顔のある生活を支援します。

及　川　佳寿美

平　山　由　美



住　所： 〒024-0035　花園町２－２５９－１　

電　話： ６２－７５５５

ＦＡＸ： ６２－７５５６

住　所： 〒024-0043　立花１７－１－２

電　話： ６１－５５８３

ＦＡＸ： ６１－００７７

住　所： 〒024-0073　下江釣子１１－２－１７

電　話： ７３－８７０１

ＦＡＸ： ７３－８７０２

住　所： 〒024-0064　若宮町１－５－５

電　話： ６５－７４２０

ＦＡＸ： ６５－７４２１

住　所： 〒024-0084　さくら通り３－１８－１０

電　話： ６２－０７７０

ＦＡＸ： ６２－０７７１

住　所： 〒024-0076　鳩岡崎３－３２－１

電　話： ７２－７１１３

ＦＡＸ： ７２－７１１４

住　所： 〒024-0331　和賀町横川目１３－３－４

電　話： ７２－２３２５

ＦＡＸ： ７２－８７１７

所員(ケアマネ）

住　所： 〒024-0321 和賀町岩崎１－１１４

電　話： ７３－７７７７

ＦＡＸ： ７３－８７７８

住　所： 〒024-0012　常盤台４－７－３２

電　話： ８７－９０８８

ＦＡＸ： ８７－９０９０

住　所： 〒024-0058　下鬼柳１７－１２７－５

電　話： ８１－５７７７

ＦＡＸ： ６２－８７６６

菊　池　ひとみ

12

グループホームやちだもの家北上

13

グループホームわがの里

高　橋　幸　喜

ご利用者様の思いを尊重し、“つつがない毎日のご
提案”が出来るよう支援させて頂きます。

濱　田　彩　野

11

14

ニチイケアセンター北上駅前

15 菅　原　和　恵

16

はとおかざきグループホーム長寿園

佐　藤　牧　子

2

地域密着型特定施設入居者生活介護 ケアハウス常心の里

菅　谷　清　美

ニチイケアセンター黒沢尻

グループホームつどい花園町

澤　田　久美子

3

ケアハウス北星荘

加　藤　智　洋

生活しやすい家庭的な環境が作れるよう支援してい
きます。
また地域との交流する機会を作り、大切にしていき
ます。

介護専用型ケアハウス（全室、特定施設入居者生活介護）
にて、特別養護老人ホームの入居要件から外された要介護
１及び２の方を受け入れ、上記の法的条件の中ではありま
すが、介護度が高くなっても住み続けていただける施設で
す。

17

横川目グループホーム長寿園

木　村　　裕

特定入所者生活介護
事　　業　　所　　名

1

介護付き有料老人ホーム　シルバーホームほっと東館

狩　野　弘　之

特徴・モットー等

温泉入浴もあり、のんびりとした雰囲気です。
山間にあり、自然豊かな環境が当施設の自慢です。

思いやりを持って、あなたに寄り添います。
その人らしさを大切にします。



医療機関相談窓口　
H30．6

医療機関 相談方法

岩手県立 ■事前にアポイントが必要です。

　中部病院 担当者

住所：北上市村崎野１７－１０ （医療福祉相談室）

電話：（０１９７）７１－１５１１ 千葉桂子　　竹田友佳　　菅原拓也　　畠山健二郎

ＦＡＸ：（０１９７）７１-１８８１ （退院支援看護師）

千田百合子　　佐々木有美子　　小田島和圭子　　寺下直子　　和田瑠衣

社会福祉法人恩賜財団済生会 ■「在宅情報」を届けるだけであればアポイントの必要はありません。

　北上済生会病院 担当者

住所：北上市花園町１－６－８ （地域医療福祉連携室）

電話：（０１９７）６４－７７２２ 菅原詩織　　熊谷麻未　　佐々木知世　　山田富貴子

ＦＡＸ：（０１９７）６４－１１３３ 看護師長：中村貴佐子

（在宅医療介護連携支援センター）

菊池絹子　　菊池涼子

医療法人社団 ■事前にアポイントが必要です。

　花北病院 担当者

住所：北上市村崎野１６－８９－１ （地域生活支援室）

電話：（０１９７）６６－２３１１ 伊藤美穂　　刈田美代子　　玉田智代

ＦＡＸ：（０１９７）６６－２３１２

岩手県立 ■事前にアポイントが必要です。

　東和病院 月曜日～金曜日（8時30分～16時15分）

住所：花巻市安俵６区７５－１ 担当者

電話：（０１９８）４２－２２１１ （退院調整担当看護師）

ＦＡＸ：（０１９８）４２－４４１７ 小山田春子　　佐々木文子　　藤原美佳子

医療法人ほがらか会　 ■「在宅情報」を届けるだけであればアポイントは必要ありません。

　もとだて病院 担当者

住所：花巻市東宮野目１３－１－１ （医療福祉相談室）

電話：（０１９８）２３－５１３１ 井上宜之　　高橋英輔　　松島舞　　川村麗華

ＦＡＸ：（０１９８）２２－５６２３ ※但し、他部署紹介後は、直接担当部署にご連絡ください。

社団医療法人啓愛会　 ■「在宅情報」を届けるだけであればアポイントは必要ありません。

　宝陽病院 担当者

住所：花巻市石鳥谷町新堀１５－２３ (地域連携室）

電話：（０１９８）４５－６５００ 阿部淑子

ＦＡＸ：（０１９８）４５－６７６５ （医療相談室）

中村未希　　金沢麻知子

火曜日～日曜日　９時頃から１７時頃（ただし、木曜日　午後休み）

（月曜日休診となっており、月曜日が祝祭日の場合は、火曜日が振替休日となり
ます）



Ｈ30．6

医療機関 相談方法

岩手医科大学付属 ■事前に病棟師長はアポイントが必要です。

　花巻温泉病院 担当者

住所：花巻市台２－８５－１ ２階病棟師長　　仁手由美子

電話：（０１９８）２７－２０１１ 本院医療相談室　　０１９－６５１－５１１１（内線２１１７）

ＦＡＸ：（０１９８）２７－４７９５ 外来相談担当看護師

千葉晴美

財団法人　 ■事前にアポイントが必要です。

　総合花巻病院 担当者

住所：花巻市花城町４－２８ （医療福祉相談室）　

電話：（０１９８）２３－３３１１ 高橋貴美子　　高橋俊樹　　奥寺佳保

ＦＡＸ：（０１９８）２４－８１６３ （退院支援看護師）

昆秀子

独立行政法人国立病院機構 ■事前にアポイントが必要です。

　花巻病院 担当者

住所：花巻市諏訪５００ （外来初診の相談）

電話：（０１９８）２４－０５１１ 地域支援室

ＦＡＸ：（０１９８）２４－１７２１ （岩手中部地域型　認知症疾患医療センター）

高舘純子　　浅沼充志　　佐々木僚子　　小山しずか　　藤村茂行

医療法人中庸会 ■事前にアポイントが必要です。

　石鳥谷医療センター 担当者

住所：花巻市石鳥谷町八幡５－４７－２ 主に看護師長が対応

電話：（０１９８）４５－３１１１

ＦＡＸ：（０１９８）４５－３１１３

医療法人杏林会 ■事前にアポイントが必要です。

　イーハトーブ病院 担当者

住所：花巻市湯口字志戸平１４－１ 石田明貴（支援相談員）

電話：（０１９８）３８－５６５６ 冬部ルミ

ＦＡＸ：（０１９８）３８－５６６６ 　　　　　


