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医 療
医療に関する相談等
(1) 医療相談
　医療について最初に相談できる窓口です。
次のような時に相談してください。

○医療に関して、どこに問い合わせてよいか分からない。
○自宅付近の医療機関が知りたい。
○医療に関して疑問や不安があるが、医師にはなかな聞けない。
○医師が十分に説明してくれない。
○医療機関の職員の対応や接遇が気になる。

●窓　口	 浜松市保健所　保健総務課　☎ 453-6168
	 相談日時：月～金　9:00 ～ 12:00 ／ 13:00 ～ 16:00
	 ※祝日及び年末年始は除きます。

(2) 難病相談
　難病とは、原因不明で治療方法が確立していない希少な疾病で、当該疾病
にかかることにより、長期にわたり療養を要する病気です。患者さんにとっ
ては、経過が慢性にわたり経済的な問題や介護の問題を生じることがあり、
精神的に負担の大きいものです。このような難病の患者さんや家族の相談に
保健師が応じています。
　また、静岡県で実施している特定疾患治療研究事業の申請の受付もしてい
ます。

●窓　口	 浜松市難病相談支援センター（健康増進課内）　☎ 453-6127

(3) 在宅療養に関する相談

　在宅医療を希望する人やご家族からの相談に、訪問看護師が対応します。

●窓　口	 一般社団法人　静岡県訪問看護ステーション協議会	054-269-5554
	 相談日時：月～金　10:00 ～ 16:00

	 中　区	☎ 457-2062　東　区	☎ 424-0186　西　区	☎ 597-1164
	 南　区	☎ 425-1542　北　区	☎ 523-1144　浜北区	☎ 585-1123
	 天竜区	☎ 922-0130　

（2）運動器の機能向上トレーニング教室
　転倒骨折の防止や加齢に伴う運動器の機能低下を予防するため、ストレッ
チ体操や筋力トレーニング、バランストレーニングなどの運動を行います。

●対象者	 介護予防・生活支援サービス事業対象者及び要支援１・２認定者

●内　容	 １コース１２回（週１回）２時間程度

●実施施設	施設と開催時期については、窓口へお問合せください

●利用料	 医療機関コース（送迎あり）　500 円（一定の所得がある人は1,000 円）
 ﾌｨｯﾄﾈｽコース（送迎なし）　　250 円（一定の所得がある人は 500 円）
 ※介護保険法の改正により、平成 30年 8月から特に所得の高い人

　は利用料の改定があります。

●窓　口	 地域包括支援センター (14 ページ参照 )

	 高齢者福祉課　457-2361
	 区役所の長寿保険課
	 中　区	☎ 457-2062　東　区	☎ 424-0186　西　区	☎ 597-1164
	 南　区	☎ 425-1542　北　区	☎ 523-1144　浜北区	☎ 585-1123
	 天竜区	☎ 922-0130　
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68 医療

●手続き	 浜松市が委託する医療機関で予防接種を受けられます。
 接種に必要なものは次のとおりです。（医療機関に持参してください。）
 対象者①の人：住所と年齢を確認できるもの（健康保険証など）
 対象者②の人：疾患の程度を確認できるもの（身体障害者手帳など）

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 922-0075

(2) 高齢者用肺炎球菌予防接種の公費助成
　肺炎球菌が起こす肺炎の一部は予防接種で防ぐことができます。すべての
肺炎を防ぐことができるわけではありませんが、かかっても軽く済む効果が
期待できます。浜松市では接種費用の一部を助成します。（一生に 1回）
　
●助成期間	 毎年 4月 1日から翌年 3月 31日

●対象者	 ①平成 26年度から平成 30年度まで
 　65・70・75・80・85・90・95・100 歳になる年度
 ②平成 31年度から　65歳のみ
 ③接種当日に 60歳以上で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障がいが
 　ある人、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある人
 　※③の人は、身体障害者手帳に 1級程度の疾患を持つ人です。

●費　用	 4,500 円（医療機関にお支払ください）
 ※生活保護費受給世帯の方は無料

●手続き	 浜松市が委託する医療機関で予防接種を受けられます。
 接種に必要なものは次のとおりです。（医療機関に持参してください。）
 対象者①の人：予防接種券（対象者には毎年助成期間が始まる頃
 　　　　　　　に送付します。）
 対象者②の人：身体者障害者手帳など障がいの程度が分かるもの

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 922-0075

(4) 在宅医療と介護の連携に関する相談
　市民が医療や介護が必要になっても可能な限り人生の最期まで住み慣れた
地域で安心して生活することができるよう、在宅医療や介護を担う関係機関
からの相談をお受けします。

●対象者	 高齢者を支える医療・介護福祉関係者など

●窓　口	
名称 所在地 電話番号

在宅連携センターつむぎ
（浜松市在宅医療・介護連携
相談センター）

中区
富塚町 328
（浜松医療センター
南館 3階）

451-2807
451-2808（FAX）

相談日時：月～金　8時 30分～ 17時　※祝日及び年末年始は除きます。
※詳細についてはホームページをご覧ください。
http://www.hmedc.or.jp/tsumugi/index.html

予防接種
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種の公費助成
　季節性インフルエンザとは、インフルエンザウイルスを原因とし、急な発
熱や全身の倦怠感、関節の痛みなどを特徴とする感染症です。インフルエン
ザワクチンを接種することで、重症化を防止することができます。浜松市では、
接種費用の一部を助成します（毎年度 1回）。
　
●助成期間	 毎年 10月 1日から翌年 1月 31日
●対象者	 次の項目に該当する人
 ①接種当日に 65歳以上の人
 ②接種当日に 60歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の
 　機能に障がいがある人、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能
 　に障がいがある人
 ※②の人は、身体障害者手帳 1級程度の疾患を持つ人です。

●費　用	 1,600 円（医療機関にお支払ください）
 ※期間中 1回のみこの金額で受けられます。期間内の 2回目以降

　の接種は全額自己負担です。
 ※生活保護費受給世帯の方は無料（該当者には無料接種券を送付

　します。）
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●手続き	 浜松市が委託する医療機関で予防接種を受けられます。
 接種に必要なものは次のとおりです。（医療機関に持参してください。）
 対象者①の人：住所と年齢を確認できるもの（健康保険証など）
 対象者②の人：疾患の程度を確認できるもの（身体障害者手帳など）

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 922-0075

(2) 高齢者用肺炎球菌予防接種の公費助成
　肺炎球菌が起こす肺炎の一部は予防接種で防ぐことができます。すべての
肺炎を防ぐことができるわけではありませんが、かかっても軽く済む効果が
期待できます。浜松市では接種費用の一部を助成します。（一生に 1回）
　
●助成期間	 毎年 4月 1日から翌年 3月 31日

●対象者	 ①平成 26年度から平成 30年度まで
 　65・70・75・80・85・90・95・100 歳になる年度
 ②平成 31年度から　65歳のみ
 ③接種当日に 60歳以上で、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に障がいが
 　ある人、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に障がいがある人
 　※③の人は、身体障害者手帳に 1級程度の疾患を持つ人です。

●費　用	 4,500 円（医療機関にお支払ください）
 ※生活保護費受給世帯の方は無料

●手続き	 浜松市が委託する医療機関で予防接種を受けられます。
 接種に必要なものは次のとおりです。（医療機関に持参してください。）
 対象者①の人：予防接種券（対象者には毎年助成期間が始まる頃
 　　　　　　　に送付します。）
 対象者②の人：身体者障害者手帳など障がいの程度が分かるもの

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 922-0075

(4) 在宅医療と介護の連携に関する相談
　市民が医療や介護が必要になっても可能な限り人生の最期まで住み慣れた
地域で安心して生活することができるよう、在宅医療や介護を担う関係機関
からの相談をお受けします。

●対象者	 高齢者を支える医療・介護福祉関係者など

●窓　口	
名称 所在地 電話番号

在宅連携センターつむぎ
（浜松市在宅医療・介護連携
相談センター）

中区
富塚町 328
（浜松医療センター
南館 3階）

451-2807
451-2808（FAX）

相談日時：月～金　8時 30分～ 17時　※祝日及び年末年始は除きます。
※詳細についてはホームページをご覧ください。
http://www.hmedc.or.jp/tsumugi/index.html

予防接種
(1) 高齢者インフルエンザ予防接種の公費助成
　季節性インフルエンザとは、インフルエンザウイルスを原因とし、急な発
熱や全身の倦怠感、関節の痛みなどを特徴とする感染症です。インフルエン
ザワクチンを接種することで、重症化を防止することができます。浜松市では、
接種費用の一部を助成します（毎年度 1回）。
　
●助成期間	 毎年 10月 1日から翌年 1月 31日
●対象者	 次の項目に該当する人
 ①接種当日に 65歳以上の人
 ②接種当日に 60歳以上 65歳未満で、心臓、腎臓又は呼吸器の
 　機能に障がいがある人、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能
 　に障がいがある人
 ※②の人は、身体障害者手帳 1級程度の疾患を持つ人です。

●費　用	 1,600 円（医療機関にお支払ください）
 ※期間中 1回のみこの金額で受けられます。期間内の 2回目以降

　の接種は全額自己負担です。
 ※生活保護費受給世帯の方は無料（該当者には無料接種券を送付

　します。）
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(2) 難病医療
　国が定めた難病の人に、医療給付を行います。

●対　象	 潰瘍性大腸炎・パーキンソン病・全身性エリテマトーデスなど
 330 疾患（平成 29年 4月現在）
 ※平成 30年 4月より 331疾患

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①支給認定申請書（ホームページからダウンロードできます）
 ②臨床調査個人票（指定医による記載のもの）
 ③健康保険証（写し）
 　※加入している保険によって、必要な保険証の写しが異なります。
 ④同意書（国民健康保険組合、他市町国保）
 ⑤マイナンバー関係書類（個人番号がわかるもの、身元確認ができるもの）
 ⑥その他必要な書類（事前にお問い合わせください）

●問合せ先	 健康増進課　☎ 453-6116

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 925-3142

(3) 自立支援医療（更生医療）
　身体障害者手帳の障がいに関する手術等の治療に医療給付を行います。
　
●対象者	 身体障害者手帳を所持する 18歳以上の人

●対　象	 手術等によって障がいを軽くしたり苦痛を軽減できたりするもの
で、職業上又は日常生活上、効果が見込まれると医師が認めた医
療（指定医療機関において治療を受けるもの）

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①身体障害者手帳
 ②医師の意見書

がん検診など
　がん検診・歯周病検診などの受診を希望する方に対して、受診券を発行します。

●内　容	 結核・肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、
乳がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス
検診、歯周病検診

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 925-3142

医療費の助成等
(1) 肝炎治療
　静岡県では、肝炎に有効な治療法であるインターフェロン治療、核酸アナ
ログ製剤治療及びインターフェロンフリー治療に係る医療費の負担を軽減す
る助成を行っています。浜松市では、助成の申請受付を行います。

●対　象	 ①浜松市内に住所を有し、国保、健保等の保険証をお持ちの方
② B型肝炎・C型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患の方

 ③インターフェロン治療またはB型肝炎の核酸アナログ製剤治療または
 　C型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると医師が認めた方
 　※①～③のいずれにも該当する方

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①申請書（県のホームページからダウンロードできます）
 ②診断書
 ③世帯全員の住民票（3カ月以内のもの）
 ④世帯の市民税（所得割）課税年額を証明する書類
 ⑤健康保険証（写し）

●窓　口	 保健所・生活衛生課	☎ 453-6118
	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　天竜区	☎ 925-3142
	 ※ただし浜北区は保健所浜北支所　☎ 585-1243
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(2) 難病医療
　国が定めた難病の人に、医療給付を行います。

●対　象	 潰瘍性大腸炎・パーキンソン病・全身性エリテマトーデスなど
 330 疾患（平成 29年 4月現在）
 ※平成 30年 4月より 331疾患

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①支給認定申請書（ホームページからダウンロードできます）
 ②臨床調査個人票（指定医による記載のもの）
 ③健康保険証（写し）
 　※加入している保険によって、必要な保険証の写しが異なります。
 ④同意書（国民健康保険組合、他市町国保）
 ⑤マイナンバー関係書類（個人番号がわかるもの、身元確認ができるもの）
 ⑥その他必要な書類（事前にお問い合わせください）

●問合せ先	 健康増進課　☎ 453-6116

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 925-3142

(3) 自立支援医療（更生医療）
　身体障害者手帳の障がいに関する手術等の治療に医療給付を行います。
　
●対象者	 身体障害者手帳を所持する 18歳以上の人

●対　象	 手術等によって障がいを軽くしたり苦痛を軽減できたりするもの
で、職業上又は日常生活上、効果が見込まれると医師が認めた医
療（指定医療機関において治療を受けるもの）

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①身体障害者手帳
 ②医師の意見書

がん検診など
　がん検診・歯周病検診などの受診を希望する方に対して、受診券を発行します。

●内　容	 結核・肺がん検診、大腸がん検診、胃がん検診、子宮頸がん検診、
乳がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス
検診、歯周病検診

●窓　口	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　浜北区	☎ 585-1171
	 天竜区	☎ 925-3142

医療費の助成等
(1) 肝炎治療
　静岡県では、肝炎に有効な治療法であるインターフェロン治療、核酸アナ
ログ製剤治療及びインターフェロンフリー治療に係る医療費の負担を軽減す
る助成を行っています。浜松市では、助成の申請受付を行います。

●対　象	 ①浜松市内に住所を有し、国保、健保等の保険証をお持ちの方
② B型肝炎・C型肝炎ウイルスによる慢性肝疾患の方

 ③インターフェロン治療またはB型肝炎の核酸アナログ製剤治療または
 　C型肝炎のインターフェロンフリー治療を要すると医師が認めた方
 　※①～③のいずれにも該当する方

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①申請書（県のホームページからダウンロードできます）
 ②診断書
 ③世帯全員の住民票（3カ月以内のもの）
 ④世帯の市民税（所得割）課税年額を証明する書類
 ⑤健康保険証（写し）

●窓　口	 保健所・生活衛生課	☎ 453-6118
	 区役所の健康づくり課
	 中　区	☎ 457-2891　東　区	☎ 424-0125　西　区	☎ 597-1120
	 南　区	☎ 425-1590　北　区	☎ 523-3121　天竜区	☎ 925-3142
	 ※ただし浜北区は保健所浜北支所　☎ 585-1243
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72 医療

●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

(5) 重度心身障害者医療費の助成
　社会保険各法による医療を受けた場合、窓口で支払った医療保険診療に伴
う自己負担金・保険診療による薬剤費の一部負担金及び訪問看護に係る給付
の基本利用料を助成します。

●対象者	 ①身体障害者手帳（1級、2級、3級）を持っている人
 ②療育手帳（ＡまたはＢの一部）を持っている人
 ③精神障害者保健福祉手帳（1級）を持っている人
 ④特別児童扶養手当（1級、2級）の対象児
 ※身体障害者手帳 3級、特別児童扶養手当２級対象児については、
 　所得制限があります。（本人や配偶者または扶養義務者に一定
 　額以上の所得があると助成をうけることができません。）

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
 ②健康保険証
 ③申請者名義の預金通帳
 ④みとめ印
 ⑤マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類
 　※ 65歳以上で転入された人で本制度の対象となる人は、本人
 　　及び世帯全員の市民税課税状況及び所得のわかるもの（課税
 　　証明書・非課税証明書等）が必要となる場合があります。
 　※ 65歳未満で転入された人のうち、身体障害者手帳 3級もし
 　　くは特別児童扶養手当２級で本制度の対象となる人は、本人、
 　　配偶者及び扶養義務者の市民税課税状況及び所得のわかるも
 　　のが必要となります。

●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

 ③健康保険証のコピー（申請者が加入している健康保険の全員分）
 ④所得等確認書類（本年、他市町村から転入した人のうち、16歳
 　未満の親族を扶養している人）
 　※市民税・県民税課税証明書
 　※非課税の場合は、収入のわかる書類
 ⑤みとめ印
 ⑥特定疾病療養受領証（高額長期疾病（特定疾病）に該当する医

　療を受療中の人）
 　※転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐ

　　ことができます。（他市町村が証明する課税証明書または収
　　入のわかる書類が必要となります。

 ⑦マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類

●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

(4) 自立支援医療（精神通院）
　精神医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は原則医療費
の 1割になります。また、市民税の課税状況や症状等により月額自己負担上
限額の設定があります。

●対象者	 精神疾患のため、通院による精神医療を続ける必要がある病状の人

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 （新規申請に必要なもの）
 ①診断書（自立支援医療（精神通院医療）用）
 ②健康保険証（申請者が加入している健康保険の全員分）
 ③所得等確認書類（本年、他市町村から転入した人のうち、16歳
 　未満の親族を扶養してる人）
 　※市民税・県民税課税証明書
 　※非課税の場合は収入のわかる書類
 　※生活保護を受けている人は保護決定通知書
 ④受給者証（転入前自治体で精神通院を受給していた人）
 ⑤みとめ印
 ⑥マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類
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●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

(5) 重度心身障害者医療費の助成
　社会保険各法による医療を受けた場合、窓口で支払った医療保険診療に伴
う自己負担金・保険診療による薬剤費の一部負担金及び訪問看護に係る給付
の基本利用料を助成します。

●対象者	 ①身体障害者手帳（1級、2級、3級）を持っている人
 ②療育手帳（ＡまたはＢの一部）を持っている人
 ③精神障害者保健福祉手帳（1級）を持っている人
 ④特別児童扶養手当（1級、2級）の対象児
 ※身体障害者手帳 3級、特別児童扶養手当２級対象児については、
 　所得制限があります。（本人や配偶者または扶養義務者に一定
 　額以上の所得があると助成をうけることができません。）

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 ①身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
 ②健康保険証
 ③申請者名義の預金通帳
 ④みとめ印
 ⑤マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類
 　※ 65歳以上で転入された人で本制度の対象となる人は、本人
 　　及び世帯全員の市民税課税状況及び所得のわかるもの（課税
 　　証明書・非課税証明書等）が必要となる場合があります。
 　※ 65歳未満で転入された人のうち、身体障害者手帳 3級もし
 　　くは特別児童扶養手当２級で本制度の対象となる人は、本人、
 　　配偶者及び扶養義務者の市民税課税状況及び所得のわかるも
 　　のが必要となります。

●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

 ③健康保険証のコピー（申請者が加入している健康保険の全員分）
 ④所得等確認書類（本年、他市町村から転入した人のうち、16歳
 　未満の親族を扶養している人）
 　※市民税・県民税課税証明書
 　※非課税の場合は、収入のわかる書類
 ⑤みとめ印
 ⑥特定疾病療養受領証（高額長期疾病（特定疾病）に該当する医

　療を受療中の人）
 　※転入の場合は、すでに支給認定を受けた有効期間を引き継ぐ

　　ことができます。（他市町村が証明する課税証明書または収
　　入のわかる書類が必要となります。

 ⑦マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類

●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

(4) 自立支援医療（精神通院）
　精神医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は原則医療費
の 1割になります。また、市民税の課税状況や症状等により月額自己負担上
限額の設定があります。

●対象者	 精神疾患のため、通院による精神医療を続ける必要がある病状の人

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。
 （新規申請に必要なもの）
 ①診断書（自立支援医療（精神通院医療）用）
 ②健康保険証（申請者が加入している健康保険の全員分）
 ③所得等確認書類（本年、他市町村から転入した人のうち、16歳
 　未満の親族を扶養してる人）
 　※市民税・県民税課税証明書
 　※非課税の場合は収入のわかる書類
 　※生活保護を受けている人は保護決定通知書
 ④受給者証（転入前自治体で精神通院を受給していた人）
 ⑤みとめ印
 ⑥マイナンバーが確認できる書類及び身元が確認できる書類
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74 医療

●窓　口	 区役所の長寿保険課
	 中　区	☎ 457-2053　東　区	☎ 424-0183　西　区	☎ 597-1166
	 南　区	☎ 425-1582　北　区	☎ 523-2864　浜北区	☎ 585-1125
	 天竜区	☎ 922-0021

病院機能
　病院とは、20床以上の患者を入院させるための施設を有するものをいいま
す。病院は機能分化されていますので、ここでは主な病院の機能・役割につ
いて説明します。

（病院の機能・役割）

(1) 急性期病棟
　急性疾患や慢性疾患の急性増悪などで緊急・重症な状態にある患者に対し
て入院・手術・検査など高度で専門的な医療を提供します。治療等が終了す
ると早期に退院となります。

(2) 回復期リハビリテーション病棟
　脳卒中などの脳血管疾患や大腿骨などの骨折、外傷などによって脳や脊髄
を損傷した患者が日常生活動作の改善を目的としたリハビリテーションを集
中的に行います。入院期間は疾患により異なります。

(3) 地域包括ケア病棟
　急性期医療を経過した患者や在宅療養をしている患者の受入並びに在宅復
帰支援を行う等、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟です。

(4) 療養病棟
　急性期を過ぎて症状は比較的安定しているものの、治療困難な状態が続い
ており、まだ治療・加療が必要な状態の患者のための病棟です。
　※医療保険適用の場合は（医）、介護保険適用の場合は（介）

（5）精神科病棟
　幻覚や妄想、抑うつ、不安や認知症などの精神症状の急性期から慢性期ま
で治療を行う病棟です。

(6) 精神障害者医療費の助成
　精神の障がいによって精神科に入院した人の療養に要する医療費の負担を
軽減するため、その一部を助成する制度です。
●対象者	 次のすべての項目に該当する人
 ①入院中に浜松市内に住所を有する人
 ②精神の障がいによって同一の精神科（総合病院の精神科を含む）
 　への入院期間が引き続いて 1か月を超えた人
 ③生活保護、措置入院、重度心身障害者医療費助成、母子家庭等
 　医療費助成又は小・中学生医療費助成など他の制度で助成を受
 　けていない人

●助成額	 入院期間が 1か月を超えた日の属する月から、1か月 1万円を限度
 ※助成対象額は保険診療による最終自己負担分

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。申請できる有効期限は、
申請する入院月の翌月 15日から起算して 1年以内です。

 ①浜松市精神障害者医療費助成申請書（医療機関の証明があるもの）
 ②申請者の住所が確認できるもの
 ③入院していた精神障害者の健康保険証
 ④申請者名義の金融機関の預金通帳
 ⑤みとめ印

●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

後期高齢者医療制度
　これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医
療保険制度です。

●対象者	 ① 75歳以上の人（誕生日当日から対象）
 ② 65歳以上 75歳未満で、次の障がいがある人
 ・国民年金法等における障害年金　１･２級
 ・身体障害者手帳　1・2・3級及び４級の一部
 ・精神障害者保健福祉手帳　1・2級
 ・療育手帳　Ａ
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医療 75

●窓　口	 区役所の長寿保険課
	 中　区	☎ 457-2053　東　区	☎ 424-0183　西　区	☎ 597-1166
	 南　区	☎ 425-1582　北　区	☎ 523-2864　浜北区	☎ 585-1125
	 天竜区	☎ 922-0021

病院機能
　病院とは、20床以上の患者を入院させるための施設を有するものをいいま
す。病院は機能分化されていますので、ここでは主な病院の機能・役割につ
いて説明します。

（病院の機能・役割）

(1) 急性期病棟
　急性疾患や慢性疾患の急性増悪などで緊急・重症な状態にある患者に対し
て入院・手術・検査など高度で専門的な医療を提供します。治療等が終了す
ると早期に退院となります。

(2) 回復期リハビリテーション病棟
　脳卒中などの脳血管疾患や大腿骨などの骨折、外傷などによって脳や脊髄
を損傷した患者が日常生活動作の改善を目的としたリハビリテーションを集
中的に行います。入院期間は疾患により異なります。

(3) 地域包括ケア病棟
　急性期医療を経過した患者や在宅療養をしている患者の受入並びに在宅復
帰支援を行う等、地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟です。

(4) 療養病棟
　急性期を過ぎて症状は比較的安定しているものの、治療困難な状態が続い
ており、まだ治療・加療が必要な状態の患者のための病棟です。
　※医療保険適用の場合は（医）、介護保険適用の場合は（介）

（5）精神科病棟
　幻覚や妄想、抑うつ、不安や認知症などの精神症状の急性期から慢性期ま
で治療を行う病棟です。

(6) 精神障害者医療費の助成
　精神の障がいによって精神科に入院した人の療養に要する医療費の負担を
軽減するため、その一部を助成する制度です。
●対象者	 次のすべての項目に該当する人
 ①入院中に浜松市内に住所を有する人
 ②精神の障がいによって同一の精神科（総合病院の精神科を含む）
 　への入院期間が引き続いて 1か月を超えた人
 ③生活保護、措置入院、重度心身障害者医療費助成、母子家庭等
 　医療費助成又は小・中学生医療費助成など他の制度で助成を受
 　けていない人

●助成額	 入院期間が 1か月を超えた日の属する月から、1か月 1万円を限度
 ※助成対象額は保険診療による最終自己負担分

●手続き	 手続きに必要なものは次のとおりです。申請できる有効期限は、
申請する入院月の翌月 15日から起算して 1年以内です。

 ①浜松市精神障害者医療費助成申請書（医療機関の証明があるもの）
 ②申請者の住所が確認できるもの
 ③入院していた精神障害者の健康保険証
 ④申請者名義の金融機関の預金通帳
 ⑤みとめ印

●窓　口	 区役所の社会福祉課
	 中　区	☎ 457-2057　東　区	☎ 424-0176　西　区	☎ 597-1159
	 南　区	☎ 425-1485　北　区	☎ 523-2898　浜北区	☎ 585-1697
	 天竜区	☎ 922-0024

後期高齢者医療制度
　これまでの老人保健制度に代わるものとして新たにつくられた独立した医
療保険制度です。

●対象者	 ① 75歳以上の人（誕生日当日から対象）
 ② 65歳以上 75歳未満で、次の障がいがある人
 ・国民年金法等における障害年金　１･２級
 ・身体障害者手帳　1・2・3級及び４級の一部
 ・精神障害者保健福祉手帳　1・2級
 ・療育手帳　Ａ
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76 医療

施設名 所在地 電話番号 医療の内容

浜松南病院

南
区

白羽町 26 443-2111
急性期病棟
療養病棟（医）

浜松東病院（H30年3月まで） 福島町 1-1 425-6121 療養病棟（医）

三方原病院 小沢渡町 2195-2 448-0622 精神科病棟

すずかけセントラル
病院

田尻町 120-1 443-0111

急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
地域包括ケア病棟
療養病棟（医）

引佐赤十字病院

北
区

引佐町金指 1020 542-0115 療養病棟（医）

朝山病院 東三方町 476-1 420-1830 精神科病棟

浜松とよおか病院 豊岡町 110 439-0100
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医）

聖隷三方原病院 三方原町 3453 436-1251
急性期病棟、精神科病棟、
緩和ケア病棟、結核病棟

北斗わかば病院

浜
北
区

於呂 3181-1 588-5000 療養病棟（医）

浜北さくら台病院 四大地 9-68 582-2311
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医、介）
精神科病棟

遠江病院 中瀬 3832-1 588-1880 精神科病棟（介含む）

天竜病院 於呂 4201-2 583-3111
急性期病棟、精神科病棟、
結核病棟

浜松赤十字病院 小林 1088-1 401-1111
急性期病棟
地域包括ケア病棟

十全記念病院 小松 1700 586-1115

急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
地域包括ケア病棟
療養病棟（医）

精神科・神経科　浜北
病院

小松 3312 586-4558 精神科病棟

天竜すずかけ病院 天
竜
区

二俣町二俣
2396-56

925-8111
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医）

佐久間病院
佐久間町中部
18-5

965-0054
急性期病棟
療養病棟（医、介）

歯に関する相談等
(1) 歯科診療
　お口の中を健康に保つには、常日頃からのお口の手入れや定期健診が大切
です。

（6）その他
　上記以外にも、一般病院や緩和ケア病棟、結核病棟等様々な分類方法や名
称があります。病院の機能によって入院対象の病名・症状、入院期間に違い
があります。

●病院一覧表
施設名 所在地 電話番号 医療の内容

佐鳴湖病院

中
区

佐鳴台六丁目
3-18

447-1831 精神科病棟

遠州病院 中央一丁目 1-1 453-1111
急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟

聖隷浜松病院
住吉二丁目 12-
12

474-2222 急性期病棟

神経科浜松病院 広沢二丁目 56-1 454-5361 精神科病棟

浜松医療センター 富塚町 328 453-7111 急性期病棟

浜松市リハビリテー
ション病院

和合北一丁目
6-1

471-8331
急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟

丸山病院 助信町 39-10 473-6721
急性期病棟
療養病棟（医）

平安の森記念病院
（旧浜松東病院）（H30年４月から）

八幡町 181 401-0016 療養病棟（医）

有玉病院

東
区

有玉南町 1436 433-5255 療養病棟（医、介）

天王病院 天王町 1925 421-5885 精神科病棟

浜松労災病院 将監町 25 462-1211
急性期病棟
地域包括ケア病棟

かば記念病院 神立町 570 461-0612 産科・婦人科病棟

浜松医科大学医学部附
属病院

半田山一丁目
20-1

435-2111
急性期病棟
精神科病棟

浜松北病院 大瀬町 1568 435-1111
急性期病棟　
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医）

西山病院

西
区

西山町 500 485-5558 療養病棟（医、介）

第 2西山病院西山ナー
シング

西山町 411-1 485-5151 療養病棟（介）

松田病院 入野町 753 448-5121 急性期病棟

湖東病院 伊左地町 8151 486-2222 療養病棟（介）

常葉大学リハビリテー
ション病院

大山町 3805 436-1304 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
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施設名 所在地 電話番号 医療の内容

浜松南病院

南
区

白羽町 26 443-2111
急性期病棟
療養病棟（医）

浜松東病院（H30年3月まで） 福島町 1-1 425-6121 療養病棟（医）

三方原病院 小沢渡町 2195-2 448-0622 精神科病棟

すずかけセントラル
病院

田尻町 120-1 443-0111

急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
地域包括ケア病棟
療養病棟（医）

引佐赤十字病院

北
区

引佐町金指 1020 542-0115 療養病棟（医）

朝山病院 東三方町 476-1 420-1830 精神科病棟

浜松とよおか病院 豊岡町 110 439-0100
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医）

聖隷三方原病院 三方原町 3453 436-1251
急性期病棟、精神科病棟、
緩和ケア病棟、結核病棟

北斗わかば病院

浜
北
区

於呂 3181-1 588-5000 療養病棟（医）

浜北さくら台病院 四大地 9-68 582-2311
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医、介）
精神科病棟

遠江病院 中瀬 3832-1 588-1880 精神科病棟（介含む）

天竜病院 於呂 4201-2 583-3111
急性期病棟、精神科病棟、
結核病棟

浜松赤十字病院 小林 1088-1 401-1111
急性期病棟
地域包括ケア病棟

十全記念病院 小松 1700 586-1115

急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
地域包括ケア病棟
療養病棟（医）

精神科・神経科　浜北
病院

小松 3312 586-4558 精神科病棟

天竜すずかけ病院 天
竜
区

二俣町二俣
2396-56

925-8111
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医）

佐久間病院
佐久間町中部
18-5

965-0054
急性期病棟
療養病棟（医、介）

歯に関する相談等
(1) 歯科診療
　お口の中を健康に保つには、常日頃からのお口の手入れや定期健診が大切
です。

（6）その他
　上記以外にも、一般病院や緩和ケア病棟、結核病棟等様々な分類方法や名
称があります。病院の機能によって入院対象の病名・症状、入院期間に違い
があります。

●病院一覧表
施設名 所在地 電話番号 医療の内容

佐鳴湖病院

中
区

佐鳴台六丁目
3-18

447-1831 精神科病棟

遠州病院 中央一丁目 1-1 453-1111
急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟

聖隷浜松病院
住吉二丁目 12-
12

474-2222 急性期病棟

神経科浜松病院 広沢二丁目 56-1 454-5361 精神科病棟

浜松医療センター 富塚町 328 453-7111 急性期病棟

浜松市リハビリテー
ション病院

和合北一丁目
6-1

471-8331
急性期病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟

丸山病院 助信町 39-10 473-6721
急性期病棟
療養病棟（医）

平安の森記念病院
（旧浜松東病院）（H30年４月から）

八幡町 181 401-0016 療養病棟（医）

有玉病院

東
区

有玉南町 1436 433-5255 療養病棟（医、介）

天王病院 天王町 1925 421-5885 精神科病棟

浜松労災病院 将監町 25 462-1211
急性期病棟
地域包括ケア病棟

かば記念病院 神立町 570 461-0612 産科・婦人科病棟

浜松医科大学医学部附
属病院

半田山一丁目
20-1

435-2111
急性期病棟
精神科病棟

浜松北病院 大瀬町 1568 435-1111
急性期病棟　
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
療養病棟（医）

西山病院

西
区

西山町 500 485-5558 療養病棟（医、介）

第 2西山病院西山ナー
シング

西山町 411-1 485-5151 療養病棟（介）

松田病院 入野町 753 448-5121 急性期病棟

湖東病院 伊左地町 8151 486-2222 療養病棟（介）

常葉大学リハビリテー
ション病院

大山町 3805 436-1304 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟
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(5) 歯科訪問診療
　歯科医師が家庭や介護保険施設等を訪問し、歯科診療を行います。

●対象者	 通院による歯科診療が困難な人

●窓　口	 かかりつけ歯科医、または浜松市歯科医師会事務局　☎ 453-8847

●在宅歯科診療実施医療機関
名称 所在地 電話番号

小林歯科医院

中
区

相生町 5-18 461-0573

竹下歯科医院 天神町 9-2 464-2668

佐藤歯科医院 曳馬六丁目 5-31 474-5622

大庭歯科医院 中沢町 64-6 474-3141

手嶋歯科医院 住吉一丁目 38-9 471-7544

丸山歯科医院 高林四丁目 6-23 472-4173

深谷歯科医院 田町 326-4 棒屋第 4ビル 1階 452-1794

松下歯科医院 野口町 483-2 464-8055

たけうち歯科医院 竜禅寺町 205-1 458-5588

藤井歯科クリニック
砂山町 325-10
新日本ビル 5階

456-4856

坂東歯科クリニック 元浜町 161-1 472-7932

寺田歯科医院 元浜町 88 474-2022

大野歯科医院 元城町 118-8 456-2415

近藤歯科医院 松城町 214-18 452-2583

金原歯科医院 尾張町 126-19 452-5908

青山歯科室
板屋町 111-2
アクトタワー8 階

451-0016

森田歯科医院 富塚町 1690-1 473-8241

山下歯科医院 和地山一丁目 7-208 473-3520

ユミコ歯科クリニック 城北二丁目 4-28 478-2400

オペラデンタルオフィス 広沢一丁目 3-3 452-6480

鈴木歯科医院 広沢三丁目 13-14 453-8649

何でも相談できる身近な「かかりつけ歯科医院」を持つことが重要です。お
近くの歯科医院が分からない場合は、ホームページをご覧いただくか、窓口
へお問合せください。

●ホームページ	「浜松市歯科医師会ホームページ」
	 「医療ネットしずおか」

●窓　口	 浜松市歯科医師会事務局　☎ 453-8847

(2) 心身障がい者（児）歯科診療
　一般の歯科医院では通院困難な心身に障がいのある人のために、歯科診療
を行います。

●対象者	 一般の歯科診療所で歯科診療が困難で次の項目のいずれかに該当
する人

 ①両下肢の機能障害等で身体障害者手帳を持っている歩行困難な人
 ②知的に障がいあり療育手帳を持っている人

●窓　口	 浜松市歯科医師会事務局　☎ 453-8847
	 浜松市歯の健康センター（口腔保健医療センター）☎ 453-6129

(3) 休日診療
　浜松市歯の健康センターで休日歯科診療を行っています。

●窓　口
名称 所在地 電話番号

浜松市歯の健康センター 中区
鴨江二丁目 11-2
（口腔保健医療センター）

453-6129

(4) 歯科訪問診査
　歯科医師が家庭を訪問し、歯科健診及び保健指導を行います。

●対象者	 通院による歯科診療が困難な在宅療養中の人（病院や介護保険施
設等に入院・入所している人を除く）

●窓　口	 浜松市歯の健康センター（口腔保健医療センター）☎ 453-6129
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(5) 歯科訪問診療
　歯科医師が家庭や介護保険施設等を訪問し、歯科診療を行います。

●対象者	 通院による歯科診療が困難な人

●窓　口	 かかりつけ歯科医、または浜松市歯科医師会事務局　☎ 453-8847

●在宅歯科診療実施医療機関
名称 所在地 電話番号

小林歯科医院

中
区

相生町 5-18 461-0573

竹下歯科医院 天神町 9-2 464-2668

佐藤歯科医院 曳馬六丁目 5-31 474-5622

大庭歯科医院 中沢町 64-6 474-3141

手嶋歯科医院 住吉一丁目 38-9 471-7544

丸山歯科医院 高林四丁目 6-23 472-4173

深谷歯科医院 田町 326-4 棒屋第 4ビル 1階 452-1794

松下歯科医院 野口町 483-2 464-8055

たけうち歯科医院 竜禅寺町 205-1 458-5588

藤井歯科クリニック
砂山町 325-10
新日本ビル 5階

456-4856

坂東歯科クリニック 元浜町 161-1 472-7932

寺田歯科医院 元浜町 88 474-2022

大野歯科医院 元城町 118-8 456-2415

近藤歯科医院 松城町 214-18 452-2583

金原歯科医院 尾張町 126-19 452-5908

青山歯科室
板屋町 111-2
アクトタワー8 階

451-0016

森田歯科医院 富塚町 1690-1 473-8241

山下歯科医院 和地山一丁目 7-208 473-3520

ユミコ歯科クリニック 城北二丁目 4-28 478-2400

オペラデンタルオフィス 広沢一丁目 3-3 452-6480

鈴木歯科医院 広沢三丁目 13-14 453-8649

何でも相談できる身近な「かかりつけ歯科医院」を持つことが重要です。お
近くの歯科医院が分からない場合は、ホームページをご覧いただくか、窓口
へお問合せください。

●ホームページ	「浜松市歯科医師会ホームページ」
	 「医療ネットしずおか」

●窓　口	 浜松市歯科医師会事務局　☎ 453-8847

(2) 心身障がい者（児）歯科診療
　一般の歯科医院では通院困難な心身に障がいのある人のために、歯科診療
を行います。

●対象者	 一般の歯科診療所で歯科診療が困難で次の項目のいずれかに該当
する人

 ①両下肢の機能障害等で身体障害者手帳を持っている歩行困難な人
 ②知的に障がいあり療育手帳を持っている人

●窓　口	 浜松市歯科医師会事務局　☎ 453-8847
	 浜松市歯の健康センター（口腔保健医療センター）☎ 453-6129

(3) 休日診療
　浜松市歯の健康センターで休日歯科診療を行っています。

●窓　口
名称 所在地 電話番号

浜松市歯の健康センター 中区
鴨江二丁目 11-2
（口腔保健医療センター）

453-6129

(4) 歯科訪問診査
　歯科医師が家庭を訪問し、歯科健診及び保健指導を行います。

●対象者	 通院による歯科診療が困難な在宅療養中の人（病院や介護保険施
設等に入院・入所している人を除く）

●窓　口	 浜松市歯の健康センター（口腔保健医療センター）☎ 453-6129
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名称 所在地 電話番号

竹山歯科医院

東
区

天竜川町 73 462-0229

和歯科クリニック 和田町 898-3 465-1560

ヤス歯科医院 篠ヶ瀬町 269 464-8990

さくら歯科 丸塚町 157-1 411-3377

鈴木けいた歯科医院 小池町 170 434-7300

タケ歯科医院 小池町 2321-1 465-4618

ニワ歯科医院 小池町 2668-1 463-2202

竹山歯科医院

西
区

雄踏町宇布見 4030 592-3710

柴田歯科医院 雄踏町宇布見 5186 592-1109

本目歯科医院 舞阪町舞阪 2123-1 592-0460

田村歯科医院 舞阪町舞阪 4064-2 592-0140

浅井歯科医院 湖東町大字大平山 3285-1 486-2500

寺田歯科医院 伊左地町 2154-1 482-3777

才川歯科医院 伊左地町 5201-1 486-2426

鈴木歯科クリニック 伊左地町 8875 486-3575

志村歯科小児歯科クリニック 大人見町 1500-1 485-8401

中山歯科クリニック 庄内町 8-1 487-3700

湯川歯科医院西山診療所 西山町 1313-1 485-3755

杉山歯科医院 西山町 143-10 482-3900

山口歯科医院 神原町 1285-4 485-7575

酒井歯科医院 入野町 15117-1 447-7272

ゆやま歯科医院 入野町 4905-5 440-6777

矢田歯科医院 大平台二丁目 17-13 484-0818

マキタ歯科 大平台三丁目 28-30 482-0888

こころ歯科 志都呂二丁目 12-23 440-6480

たてべ歯科医院
南
区

本郷町 1366-3 462-3210

大林歯科医院 西町 807 425-8755

なかがわ歯科クリニック 松島町 866-1 426-8881

名称 所在地 電話番号

松永歯科医院

中
区

佐鳴台三丁目 44-5 448-0077

糟谷歯科医院根上り松診療所 鴨江二丁目 50-108 454-9035

天野歯科医院 栄町 8-4 453-2457

松龍堂歯科医院 海老塚町 767 452-7094

龍口歯科医院 成子町 53 452-1696

糟谷歯科医院 西伊場町 11-25 452-2731

吉野歯科医院 神田町 403 442-4850

中村歯科医院 神田町 547 444-1555

鳥居歯科医院 葵東一丁目 4-10 471-0502

藤井歯科クリニック 葵東三丁目 2-37 437-1111

柳川歯科医院 高丘東三丁目 49-40 436-7565

野村歯科医院 高丘北一丁目 1-1 489-5433

手嶋歯科クリニック 高丘北二丁目 12-4 439-6300

橋本歯科医院 上島一丁目 17-3 474-2474

ナガタ歯科医院 幸二丁目 3-5 471-8025

松田歯科医院 和合町 936-512 471-1150

河合歯科医院 細島町 8-9 465-0018

なかや歯科 早出町 231-2 411-2888

ごとう歯科

東
区

豊町 1957-4 432-1184

森田歯科医院 笠井町 240 434-1155

せりざわ歯科医院 中郡町 382-1 434-6535

よねざわ歯科医院 大島町 1336 431-6480

フジタ歯科室 積志町 1629-1 545-4790

彦坂歯科医院 有玉北町 1158-1 433-8855

金子歯科医院 有玉南町 2175 471-1182

うめがえ歯科医院 有玉西町 2446 475-6480

いぬづか子供歯科
クリニック

半田町 1471 435-1884

朝比奈歯科医院 有玉台二丁目 31-14 434-7171

平野歯科医院 松小池町 160 421-0088
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名称 所在地 電話番号

竹山歯科医院

東
区

天竜川町 73 462-0229

和歯科クリニック 和田町 898-3 465-1560

ヤス歯科医院 篠ヶ瀬町 269 464-8990

さくら歯科 丸塚町 157-1 411-3377

鈴木けいた歯科医院 小池町 170 434-7300

タケ歯科医院 小池町 2321-1 465-4618

ニワ歯科医院 小池町 2668-1 463-2202

竹山歯科医院

西
区

雄踏町宇布見 4030 592-3710

柴田歯科医院 雄踏町宇布見 5186 592-1109

本目歯科医院 舞阪町舞阪 2123-1 592-0460

田村歯科医院 舞阪町舞阪 4064-2 592-0140

浅井歯科医院 湖東町大字大平山 3285-1 486-2500

寺田歯科医院 伊左地町 2154-1 482-3777

才川歯科医院 伊左地町 5201-1 486-2426

鈴木歯科クリニック 伊左地町 8875 486-3575

志村歯科小児歯科クリニック 大人見町 1500-1 485-8401

中山歯科クリニック 庄内町 8-1 487-3700

湯川歯科医院西山診療所 西山町 1313-1 485-3755

杉山歯科医院 西山町 143-10 482-3900

山口歯科医院 神原町 1285-4 485-7575

酒井歯科医院 入野町 15117-1 447-7272

ゆやま歯科医院 入野町 4905-5 440-6777

矢田歯科医院 大平台二丁目 17-13 484-0818

マキタ歯科 大平台三丁目 28-30 482-0888

こころ歯科 志都呂二丁目 12-23 440-6480

たてべ歯科医院
南
区

本郷町 1366-3 462-3210

大林歯科医院 西町 807 425-8755

なかがわ歯科クリニック 松島町 866-1 426-8881

名称 所在地 電話番号

松永歯科医院

中
区

佐鳴台三丁目 44-5 448-0077

糟谷歯科医院根上り松診療所 鴨江二丁目 50-108 454-9035

天野歯科医院 栄町 8-4 453-2457

松龍堂歯科医院 海老塚町 767 452-7094

龍口歯科医院 成子町 53 452-1696

糟谷歯科医院 西伊場町 11-25 452-2731

吉野歯科医院 神田町 403 442-4850

中村歯科医院 神田町 547 444-1555

鳥居歯科医院 葵東一丁目 4-10 471-0502

藤井歯科クリニック 葵東三丁目 2-37 437-1111

柳川歯科医院 高丘東三丁目 49-40 436-7565

野村歯科医院 高丘北一丁目 1-1 489-5433

手嶋歯科クリニック 高丘北二丁目 12-4 439-6300

橋本歯科医院 上島一丁目 17-3 474-2474

ナガタ歯科医院 幸二丁目 3-5 471-8025

松田歯科医院 和合町 936-512 471-1150

河合歯科医院 細島町 8-9 465-0018

なかや歯科 早出町 231-2 411-2888

ごとう歯科

東
区

豊町 1957-4 432-1184

森田歯科医院 笠井町 240 434-1155

せりざわ歯科医院 中郡町 382-1 434-6535

よねざわ歯科医院 大島町 1336 431-6480

フジタ歯科室 積志町 1629-1 545-4790

彦坂歯科医院 有玉北町 1158-1 433-8855

金子歯科医院 有玉南町 2175 471-1182

うめがえ歯科医院 有玉西町 2446 475-6480

いぬづか子供歯科
クリニック

半田町 1471 435-1884

朝比奈歯科医院 有玉台二丁目 31-14 434-7171

平野歯科医院 松小池町 160 421-0088
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名称 所在地 電話番号

中野歯科医院

浜
北
区

小松 297-2 586-1400

いちかわ歯科浜北 小松 3262-1 585-5666

かとう歯科 小松 517-3 586-0506

かわい歯科クリニック 内野 815 584-3355

滝川歯科 染地台二丁目 43-45 545-3778

中野歯科医院
天
竜
区

二俣町二俣 1357-2 926-1530

大村歯科 横山町 437-5 923-0555

平賀歯科医院 佐久間町中部 79-1 965-1310

（出典：静岡県歯科医師会ホームページ）（平成 30年 2月 15日現在）
※最新の情報は、静岡県歯科医師会ホームページをご覧ください。
http://s8020.or.jp/zaitaku/

薬に関する相談等
(1) 薬に関する相談
　くすりや健康に関する相談や問い合わせに薬剤師がお答えします。

●窓　口	 一般社団法人浜松市薬剤師会
	 くすりの相談室　☎ 455-2351
	 高齢者くすりの相談室　☎ 458-9989
	 相談日時：月～金　9時～ 12時　13時～ 16時 30分
	 ※祝日、振替休日及び年末年始は除きます。

(2) 薬剤師の在宅訪問
　医療機関の依頼により、薬剤師が通院困難な患者宅に、薬を一包化しお届け、
薬剤の服薬、残薬、保管の状況、併用薬等を確認します。また、患者の体調
を把握し、薬の影響を薬学的視点でチェックし、処方医へ報告します。

●対象者	 在宅の人で通院することが困難な人

●回　数	 月 4回まで
 ※ガン末期、中心静脈栄養の患者は月 8回まで

●費　用	 ①要支援 2、要介護 1～ 5の人（介護保険で対応）
 ②①以外の人は医療保険で対応

名称 所在地 電話番号

清水歯科白羽診療所

南
区

白羽町 808-1 441-7117

鈴木歯科医院 若林町 1214 448-1194

はじめ歯科医院 新橋町 510-2 440-0770

水野歯科診療所 増楽町 663-5 448-7166

たけだ歯科 安松町 39-11 462-9777

本田歯科クリニック 頭陀寺町 358-2 462-1021

太田歯科医院

北
区

細江町中川 5410-2 523-2211

鳥居歯科医院 細江町気賀 1034 522-0068

名倉歯科 細江町気賀 30-8 522-1888

太田歯科医院 三ヶ日町三ヶ日 745 525-0163

平松歯科医院 新都田二丁目 1-12 428-2626

長野歯科医院 引佐町金指 1538-7 542-2825

すずき歯科クリニック 引佐町黒渕 126-1 543-1118

若杉歯科医院 東三方町 261-2 438-3454

鎌田歯科医院 三方原町 1369-2 436-2095

いとう歯科医院 三方原町 460-4 436-6798

ふじの木ファミリー
歯科医院

三方原町 739-4 437-1020

金子デンタルクリニック 根洗町 566 415-8211

大城歯科医院

浜
北
区

新原 1044-5 586-2023

ナカゼ歯科 新原 3596-3 585-2181

たかだ歯科医院 中瀬 1558-1 588-6601

すずき歯科医院 油一色 92-1 586-1166

浜名歯科診療所 道本 278-2 586-5535

きたはま歯科 寺島 2801 586-4800

横須賀きが歯科医院 横須賀 186-1 585-5252

氣賀歯科医院 沼 260-1 586-2860

きぶね歯科 貴布祢 534-11 585-3500
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名称 所在地 電話番号

中野歯科医院

浜
北
区

小松 297-2 586-1400

いちかわ歯科浜北 小松 3262-1 585-5666

かとう歯科 小松 517-3 586-0506

かわい歯科クリニック 内野 815 584-3355

滝川歯科 染地台二丁目 43-45 545-3778

中野歯科医院
天
竜
区

二俣町二俣 1357-2 926-1530

大村歯科 横山町 437-5 923-0555

平賀歯科医院 佐久間町中部 79-1 965-1310

（出典：静岡県歯科医師会ホームページ）（平成 30年 2月 15日現在）
※最新の情報は、静岡県歯科医師会ホームページをご覧ください。
http://s8020.or.jp/zaitaku/

薬に関する相談等
(1) 薬に関する相談
　くすりや健康に関する相談や問い合わせに薬剤師がお答えします。

●窓　口	 一般社団法人浜松市薬剤師会
	 くすりの相談室　☎ 455-2351
	 高齢者くすりの相談室　☎ 458-9989
	 相談日時：月～金　9時～ 12時　13時～ 16時 30分
	 ※祝日、振替休日及び年末年始は除きます。

(2) 薬剤師の在宅訪問
　医療機関の依頼により、薬剤師が通院困難な患者宅に、薬を一包化しお届け、
薬剤の服薬、残薬、保管の状況、併用薬等を確認します。また、患者の体調
を把握し、薬の影響を薬学的視点でチェックし、処方医へ報告します。

●対象者	 在宅の人で通院することが困難な人

●回　数	 月 4回まで
 ※ガン末期、中心静脈栄養の患者は月 8回まで

●費　用	 ①要支援 2、要介護 1～ 5の人（介護保険で対応）
 ②①以外の人は医療保険で対応

名称 所在地 電話番号

清水歯科白羽診療所

南
区

白羽町 808-1 441-7117

鈴木歯科医院 若林町 1214 448-1194

はじめ歯科医院 新橋町 510-2 440-0770

水野歯科診療所 増楽町 663-5 448-7166

たけだ歯科 安松町 39-11 462-9777

本田歯科クリニック 頭陀寺町 358-2 462-1021

太田歯科医院

北
区

細江町中川 5410-2 523-2211

鳥居歯科医院 細江町気賀 1034 522-0068

名倉歯科 細江町気賀 30-8 522-1888

太田歯科医院 三ヶ日町三ヶ日 745 525-0163

平松歯科医院 新都田二丁目 1-12 428-2626

長野歯科医院 引佐町金指 1538-7 542-2825

すずき歯科クリニック 引佐町黒渕 126-1 543-1118

若杉歯科医院 東三方町 261-2 438-3454

鎌田歯科医院 三方原町 1369-2 436-2095

いとう歯科医院 三方原町 460-4 436-6798

ふじの木ファミリー
歯科医院

三方原町 739-4 437-1020

金子デンタルクリニック 根洗町 566 415-8211

大城歯科医院

浜
北
区

新原 1044-5 586-2023

ナカゼ歯科 新原 3596-3 585-2181

たかだ歯科医院 中瀬 1558-1 588-6601

すずき歯科医院 油一色 92-1 586-1166

浜名歯科診療所 道本 278-2 586-5535

きたはま歯科 寺島 2801 586-4800

横須賀きが歯科医院 横須賀 186-1 585-5252

氣賀歯科医院 沼 260-1 586-2860

きぶね歯科 貴布祢 534-11 585-3500

浜松市地域包括�イ��ック_緑.indd   83 18.3.29   11:12:32 AM

Administrator
スタンプ



84 医療

薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

ハママツ薬局

中
区

相生町 16-8 461-1249

板屋ひまわり薬局 佐藤一丁目 23-3 463-4312

フタバ薬局 鍛冶町 100-1 454-3336

アイセイ薬局　高丘店 高丘東二丁目 8-27 414-1551

高丘

あおい薬局　幸店 幸一丁目 15-3 412-0777

くまがい薬局 高丘北一丁目 9-8 436-1929

品川薬局　萩丘店 萩丘四丁目 7-18 475-7253

高丘ガイド薬局 高丘東四丁目 6-36 420-3939

どんぐり薬局 小豆餅四丁目 4-22 416-0181

野の花薬局 小豆餅一丁目 17-12 489-9011

ハママツ薬局　高丘店 高丘北三丁目 5-23 430-1567

大石薬局

東
区

積志町 1579 435-3506

ありたま

おおぞら薬局 半田山一丁目 22-1 435-6731

おおぞら薬局有玉店 有玉南町 1844 416-1555

西ヶ崎グリーン薬局 西ヶ崎町 1051-2 432-6600

薬局フォーリア　中郡店 中郡町 393-2 431-0707

あおい薬局　天王店 天王町 1676-2 411-2666

さぎの宮
エンゼル薬局 原島町 73 411-8412

天王あきは薬局 天王町 1945-2 423-3663

薬局フォーリア 天王町 1742-2 462-3888

アイン薬局　浜松店 将監町 24-10 411-5171

あんま

あおい薬局　宮竹店 宮竹町 93-1 468-0070

あすなろ薬局 中野町 2280 423-5050

かぐら薬局 和田町 200-3 411-1166

ささがせ第一薬局 篠ケ瀬町 434-8 423-7000

薬局フォーリア　将監店 将監町 24-6 462-3313

レモン薬局　将監店 将監町 24-5 468-7620

薬局フォーリア　和田店 和田町 85-3 411-1222

あおい薬局　入野店
西
区

入野町 16101-8 南平台
マンション 107号

445-5555

大平台薬局アザレア　大平台店 大平台一丁目 22-31 482-3888

まごころ薬局入野店 入野町 9863-3 445-4511

(3) 浜松市認定在宅医療・介護対応薬局
　指定の研修会を受講した薬剤師が勤務する薬局を、在宅医療・介護対応薬
局として認定しています。

薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

あい薬局　ひくま店

中
区

曳馬一丁目 21-11-3 478-0607

元浜

いなば薬局 上島六丁目 30-7 474-1780

おおぞら薬局助信店 新津町 16 523-7576

助信駅前薬局
新津町 40-1-101
サンポートビル１階

465-3890

ひかる薬局 助信町 20-35 479-4775

ひくま薬局 曳馬五丁目 17-8 471-0990

薬局フォーリア　元浜店 元浜町 301-3 412-6060

牧沢薬局 高林三丁目 7-2 471-1316

やまざき薬局　浜松上島店 上島二丁目 11-10 412-1340

アイリス薬局 西伊場町 58-17 452-9990

鴨江薬局アザレア　浅田店 西浅田二丁目 1-18 451-7070

えびつか薬局 海老塚二丁目 17-17 450-5320

おおぞら薬局佐鳴台店 佐鳴台三丁目 52-22 482-8551

佐鳴台

カドヤ薬局 布橋二丁目 12-46 471-7418

しかたに薬局 鹿谷町 34-30 412-7122

ニコニコ堂薬局 布橋三丁目 9-8 471-5082

薬局フォーリア　佐鳴台店 佐鳴台三丁目 38-1 525-6262

アイン薬局　浜松住吉店
住吉一丁目 24-1
NTT住吉ビル１階

478-2888

和合

あおい薬局　住吉店 住吉一丁目 41-20 416-5255

住吉グリーン薬局 住吉二丁目 12-11 412-7110

たかはし薬局 住吉二丁目 36-8 412-2121

浜松センター薬局 富塚町 351-2 455-1182

薬局フォーリア　和合店 和合北一丁目 1-32 412-6886

あい薬局　向宿店 向宿一丁目 21-16 467-2221

板屋

あおい薬局　中央店 寺島町 300-9 450-7333

オレンジ薬局 船越町 34-25 469-5177

きたてら薬局
北寺島町 209-10 アソル
ティ浜松ル・スード 101

451-1193

第一すずき薬局
板屋町 110-5　
第一生命ビル 1階

454-1230

ドレミ薬局 領家二丁目 1-5 468-7766
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薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

ハママツ薬局

中
区

相生町 16-8 461-1249

板屋ひまわり薬局 佐藤一丁目 23-3 463-4312

フタバ薬局 鍛冶町 100-1 454-3336

アイセイ薬局　高丘店 高丘東二丁目 8-27 414-1551

高丘

あおい薬局　幸店 幸一丁目 15-3 412-0777

くまがい薬局 高丘北一丁目 9-8 436-1929

品川薬局　萩丘店 萩丘四丁目 7-18 475-7253

高丘ガイド薬局 高丘東四丁目 6-36 420-3939

どんぐり薬局 小豆餅四丁目 4-22 416-0181

野の花薬局 小豆餅一丁目 17-12 489-9011

ハママツ薬局　高丘店 高丘北三丁目 5-23 430-1567

大石薬局

東
区

積志町 1579 435-3506

ありたま

おおぞら薬局 半田山一丁目 22-1 435-6731

おおぞら薬局有玉店 有玉南町 1844 416-1555

西ヶ崎グリーン薬局 西ヶ崎町 1051-2 432-6600

薬局フォーリア　中郡店 中郡町 393-2 431-0707

あおい薬局　天王店 天王町 1676-2 411-2666

さぎの宮
エンゼル薬局 原島町 73 411-8412

天王あきは薬局 天王町 1945-2 423-3663

薬局フォーリア 天王町 1742-2 462-3888

アイン薬局　浜松店 将監町 24-10 411-5171

あんま

あおい薬局　宮竹店 宮竹町 93-1 468-0070

あすなろ薬局 中野町 2280 423-5050

かぐら薬局 和田町 200-3 411-1166

ささがせ第一薬局 篠ケ瀬町 434-8 423-7000

薬局フォーリア　将監店 将監町 24-6 462-3313

レモン薬局　将監店 将監町 24-5 468-7620

薬局フォーリア　和田店 和田町 85-3 411-1222

あおい薬局　入野店
西
区

入野町 16101-8 南平台
マンション 107号

445-5555

大平台薬局アザレア　大平台店 大平台一丁目 22-31 482-3888

まごころ薬局入野店 入野町 9863-3 445-4511

(3) 浜松市認定在宅医療・介護対応薬局
　指定の研修会を受講した薬剤師が勤務する薬局を、在宅医療・介護対応薬
局として認定しています。

薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

あい薬局　ひくま店

中
区

曳馬一丁目 21-11-3 478-0607

元浜

いなば薬局 上島六丁目 30-7 474-1780

おおぞら薬局助信店 新津町 16 523-7576

助信駅前薬局
新津町 40-1-101
サンポートビル１階

465-3890

ひかる薬局 助信町 20-35 479-4775

ひくま薬局 曳馬五丁目 17-8 471-0990

薬局フォーリア　元浜店 元浜町 301-3 412-6060

牧沢薬局 高林三丁目 7-2 471-1316

やまざき薬局　浜松上島店 上島二丁目 11-10 412-1340

アイリス薬局 西伊場町 58-17 452-9990

鴨江薬局アザレア　浅田店 西浅田二丁目 1-18 451-7070

えびつか薬局 海老塚二丁目 17-17 450-5320

おおぞら薬局佐鳴台店 佐鳴台三丁目 52-22 482-8551

佐鳴台

カドヤ薬局 布橋二丁目 12-46 471-7418

しかたに薬局 鹿谷町 34-30 412-7122

ニコニコ堂薬局 布橋三丁目 9-8 471-5082

薬局フォーリア　佐鳴台店 佐鳴台三丁目 38-1 525-6262

アイン薬局　浜松住吉店
住吉一丁目 24-1
NTT住吉ビル１階

478-2888

和合

あおい薬局　住吉店 住吉一丁目 41-20 416-5255

住吉グリーン薬局 住吉二丁目 12-11 412-7110

たかはし薬局 住吉二丁目 36-8 412-2121

浜松センター薬局 富塚町 351-2 455-1182

薬局フォーリア　和合店 和合北一丁目 1-32 412-6886

あい薬局　向宿店 向宿一丁目 21-16 467-2221

板屋

あおい薬局　中央店 寺島町 300-9 450-7333

オレンジ薬局 船越町 34-25 469-5177

きたてら薬局
北寺島町 209-10 アソル
ティ浜松ル・スード 101

451-1193

第一すずき薬局
板屋町 110-5　
第一生命ビル 1階

454-1230

ドレミ薬局 領家二丁目 1-5 468-7766
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薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

ふれあい薬局

浜
北
区

道本 28-4 584-3600
北浜

みかん薬局 高畑 15-4 584-2230

あおい薬局　内野店 内野 2405-1 584-5530

しんぱら小松薬局 小松 4670-1 586-2216

ドリーム薬局　こまつ店 小松 697-3 586-7222

ポピー薬局 中瀬 3827-3 588-4828 於呂

くすり東海堂薬局 天
竜
区

二俣町二俣 1260-1 925-1449
天竜

天竜あきは薬局 二俣町二俣 92-1 926-1919

（平成 30年 2月 15日現在）

(4) 浜松市薬剤師会在宅支援ネット（Ｐ浜ねっと）
　患者の住所・状況にあわせた対応薬局を紹介します。

●対象者	 在宅療養を希望する人

●手続き	 希望する人は、主治医に相談をしてください。
 ①主治医よりP浜ねっと管理者（医薬分業推進センター浜松）に
 　依頼
 ②居住地域の担当薬局を決め、退院時カンファレンス等に参加し、
 　受入の準備をする。
 ③主治医の指示により訪問による薬剤管理指導を受けられる。

認知症に関する相談窓口や医療機関など
(1) 認知症に関する相談
　困ったことや心配なことがあれば、下記の窓口に相談しましょう。

①地域包括支援センター（高齢者相談センター）

●窓　口	 14 ページ参照

②認知症疾患医療センター

　医療・介護・福祉などの関係機関と連携して、認知症疾患に関する識別診

薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

うぶみ薬局

西
区

雄踏町宇布見 8910-9 596-5800

雄踏
四季平安堂薬局 舞阪町弁天島 2728-14 596-1671

有限会社マルトク薬局 舞阪町舞阪 1877 592-3010

めぐ薬局 雄踏一丁目 16-13 597-2525

そうごう薬局　浜松渡瀬店

南
区

渡瀬町 3 411-6871

三和
薬局なかたじま 中田島町 444-2 441-2580

フレンド薬局 三和町 615-3 411-9333

レモン薬局　寺脇店 寺脇町 828-4 444-3188

ガイド薬局 小沢渡町 2194-3 528-7921

新津カトレア薬局 若林町 923-1 445-4060

若林たいが薬局 若林町 211-1 445-4193

おおぞら薬局芳川店 鼡野町 174-5 589-3401

芳川ごとう薬局 福島町 235-1 426-4100

さわい薬局 芳川町 426 425-6821

アイセイ薬局　三方原店

北
区

三方原町 566-3 414-5760

三方原

あおい薬局　初生店 初生町 381-8 430-2811

薬局アザレア　三方原店 根洗町 560-2 414-0600

アリス薬局　とよおか店 豊岡町 397-4 430-5568

三方原グリーン薬局 三方原町 236-4 414-1500

レモン薬局　三方原店 根洗町 550 430-5592

有限会社回春堂薬局 細江町気賀 96 522-0152

細江

このみ薬局 引佐町金指 1578-9 542-3771

つづき薬局 三ヶ日町都筑 2480-3 528-1771

ドリーム薬局　きが店 細江町気賀 486-1 523-3666

ひまわり薬局　気賀店 細江町気賀 156-3 527-3800

有限会社三ケ日調剤センター 三ヶ日町三ヶ日 797-1 525-2757

三ケ日ドリーム薬局 三ヶ日町岡本 822-3 524-2222

アンク薬局
浜
北
区

本沢合 800 584-0078

北浜きぶね薬局 貴布祢 600-5 545-5561

中条つばめ薬局 中条 265-2 584-1100
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薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

ふれあい薬局

浜
北
区

道本 28-4 584-3600
北浜

みかん薬局 高畑 15-4 584-2230

あおい薬局　内野店 内野 2405-1 584-5530

しんぱら小松薬局 小松 4670-1 586-2216

ドリーム薬局　こまつ店 小松 697-3 586-7222

ポピー薬局 中瀬 3827-3 588-4828 於呂

くすり東海堂薬局 天
竜
区

二俣町二俣 1260-1 925-1449
天竜

天竜あきは薬局 二俣町二俣 92-1 926-1919

（平成 30年 2月 15日現在）

(4) 浜松市薬剤師会在宅支援ネット（Ｐ浜ねっと）
　患者の住所・状況にあわせた対応薬局を紹介します。

●対象者	 在宅療養を希望する人

●手続き	 希望する人は、主治医に相談をしてください。
 ①主治医よりP浜ねっと管理者（医薬分業推進センター浜松）に
 　依頼
 ②居住地域の担当薬局を決め、退院時カンファレンス等に参加し、
 　受入の準備をする。
 ③主治医の指示により訪問による薬剤管理指導を受けられる。

認知症に関する相談窓口や医療機関など
(1) 認知症に関する相談
　困ったことや心配なことがあれば、下記の窓口に相談しましょう。

①地域包括支援センター（高齢者相談センター）

●窓　口	 14 ページ参照

②認知症疾患医療センター

　医療・介護・福祉などの関係機関と連携して、認知症疾患に関する識別診

薬局名 所在地 電話番号 包括ｴﾘｱ

うぶみ薬局

西
区

雄踏町宇布見 8910-9 596-5800

雄踏
四季平安堂薬局 舞阪町弁天島 2728-14 596-1671

有限会社マルトク薬局 舞阪町舞阪 1877 592-3010

めぐ薬局 雄踏一丁目 16-13 597-2525

そうごう薬局　浜松渡瀬店

南
区

渡瀬町 3 411-6871

三和
薬局なかたじま 中田島町 444-2 441-2580

フレンド薬局 三和町 615-3 411-9333

レモン薬局　寺脇店 寺脇町 828-4 444-3188

ガイド薬局 小沢渡町 2194-3 528-7921

新津カトレア薬局 若林町 923-1 445-4060

若林たいが薬局 若林町 211-1 445-4193

おおぞら薬局芳川店 鼡野町 174-5 589-3401

芳川ごとう薬局 福島町 235-1 426-4100

さわい薬局 芳川町 426 425-6821

アイセイ薬局　三方原店

北
区

三方原町 566-3 414-5760

三方原

あおい薬局　初生店 初生町 381-8 430-2811

薬局アザレア　三方原店 根洗町 560-2 414-0600

アリス薬局　とよおか店 豊岡町 397-4 430-5568

三方原グリーン薬局 三方原町 236-4 414-1500

レモン薬局　三方原店 根洗町 550 430-5592

有限会社回春堂薬局 細江町気賀 96 522-0152

細江

このみ薬局 引佐町金指 1578-9 542-3771

つづき薬局 三ヶ日町都筑 2480-3 528-1771

ドリーム薬局　きが店 細江町気賀 486-1 523-3666

ひまわり薬局　気賀店 細江町気賀 156-3 527-3800

有限会社三ケ日調剤センター 三ヶ日町三ヶ日 797-1 525-2757

三ケ日ドリーム薬局 三ヶ日町岡本 822-3 524-2222

アンク薬局
浜
北
区

本沢合 800 584-0078

北浜きぶね薬局 貴布祢 600-5 545-5561

中条つばめ薬局 中条 265-2 584-1100
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②病院について
専門外来に●がついている医療機関

　　認知症専門医療機関として外来対応が可能な医療機関です。

入院対応に●がついている医療機関

　　認知症周辺症状への対応で自院への入院対応が可能な医療機関です。

専門病棟に●がついている医療機関

　　認知症専門病棟があり入院対応が可能な医療機関です。

　★それ以外の医療機関は、安定期の投薬や軽症例への対応が可能な医療機
　　関です。

※地区ごと５０音順診療所 中区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

中央

かろみメンタルクリニック
鍛冶町 140-4 新浜松メディ
カルビル 2階

457-7575

神経科元城診療所 元城町 216-25 452-2441 ●

メンタルクリニッククラルス 田町 315-34　5階 413-4177 ●

アクト

内村クリニック 中央一丁目 15-12 階 413-3366

グリューンメンタルクリニック 中央一丁目 15-54 階 451-6570

つばさ内科 中央二丁目 9-1 482-8020

蜂谷外科医院 野口町 260 461-5216

広小路メンタルクリニック 中央一丁目 15-1 452-7765

西 森川外科医院 鴨江三丁目 51-20 456-3221

県居

大久保外科・消化器科医院 菅原町 16-15 453-4598

塩見内科医院 平田町 45 452-0785

山口内科クリニック 東伊場一丁目 11-2 452-4893

城北

かけい医院 蜆塚三丁目 8-5 452-8418

さくらクリニック 布橋三丁目 14-17 452-6567

杉浦内科 布橋三丁目 9-10 471-2723

舘野医院 城北二丁目 1-20 471-3014

内科・小児科山手クリニック 山手町 22-14 452-2803

中川原内科胃腸科医院 城北一丁目 16-6 471-9176

駅南 けいクリニック 寺島町 179 453-8550

断や、周辺症状・身体合併症に対する急性期医療、専門医療相談を行います。
専門の相談員が認知症に関する医療・介護・福祉の相談に応じます。

●窓　口	 聖隷三方原病院　浜松市認知症疾患医療センター　☎ 439-0006
	 相談日時：月～金　9時～ 17時
	 ※祝日及び年末年始は除きます。

③認知症コールセンター

　静岡県が実施している、認知症への対応の不安や悩みを電話で相談できる
窓口です。「認知症の人と家族の会静岡県支部」の会員が相談員です。

●窓　口	 認知症コールセンター　☎ 0545-64-9042
	 相談日時：月・木・土　10時～ 15時
	 ※祝日及び年末年始は除きます。

④若年性認知症相談窓口

　静岡県が実施している、若年性認知症に関する相談窓口です。静岡県社会
福祉士会の若年性認知症支援コーディネーターが相談に応じます。

●窓　口	 静岡県社会福祉士会　☎ 054-252-9881
	 相談日時：月・水・金　9時～ 16時
	 ※祝日及び年末年始は除きます。

(2) 認知症診療に対応している医療機関

　認知症の進行と症状は、人それぞれ異なります。できるだけ早期に受診をし、
必要なサービスを利用することで、本人・家族の負担を軽くしましょう。

表の見方について
　認知症の診療に対応している医療機関一覧となります。

①診療所について
専門診療に●がついている医療機関

　　専門的な診断や治療などの対応が可能な医療機関です。

（出典：はままつオレンジガイドブック）（認知症ケアパス）（平成 29年 7月）
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②病院について
専門外来に●がついている医療機関

　　認知症専門医療機関として外来対応が可能な医療機関です。

入院対応に●がついている医療機関

　　認知症周辺症状への対応で自院への入院対応が可能な医療機関です。

専門病棟に●がついている医療機関

　　認知症専門病棟があり入院対応が可能な医療機関です。

　★それ以外の医療機関は、安定期の投薬や軽症例への対応が可能な医療機
　　関です。

※地区ごと５０音順診療所 中区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

中央

かろみメンタルクリニック
鍛冶町 140-4 新浜松メディ
カルビル 2階

457-7575

神経科元城診療所 元城町 216-25 452-2441 ●

メンタルクリニッククラルス 田町 315-34　5階 413-4177 ●

アクト

内村クリニック 中央一丁目 15-12 階 413-3366

グリューンメンタルクリニック 中央一丁目 15-54 階 451-6570

つばさ内科 中央二丁目 9-1 482-8020

蜂谷外科医院 野口町 260 461-5216

広小路メンタルクリニック 中央一丁目 15-1 452-7765

西 森川外科医院 鴨江三丁目 51-20 456-3221

県居

大久保外科・消化器科医院 菅原町 16-15 453-4598

塩見内科医院 平田町 45 452-0785

山口内科クリニック 東伊場一丁目 11-2 452-4893

城北

かけい医院 蜆塚三丁目 8-5 452-8418

さくらクリニック 布橋三丁目 14-17 452-6567

杉浦内科 布橋三丁目 9-10 471-2723

舘野医院 城北二丁目 1-20 471-3014

内科・小児科山手クリニック 山手町 22-14 452-2803

中川原内科胃腸科医院 城北一丁目 16-6 471-9176

駅南 けいクリニック 寺島町 179 453-8550

断や、周辺症状・身体合併症に対する急性期医療、専門医療相談を行います。
専門の相談員が認知症に関する医療・介護・福祉の相談に応じます。

●窓　口	 聖隷三方原病院　浜松市認知症疾患医療センター　☎ 439-0006
	 相談日時：月～金　9時～ 17時
	 ※祝日及び年末年始は除きます。

③認知症コールセンター

　静岡県が実施している、認知症への対応の不安や悩みを電話で相談できる
窓口です。「認知症の人と家族の会静岡県支部」の会員が相談員です。

●窓　口	 認知症コールセンター　☎ 0545-64-9042
	 相談日時：月・木・土　10時～ 15時
	 ※祝日及び年末年始は除きます。

④若年性認知症相談窓口

　静岡県が実施している、若年性認知症に関する相談窓口です。静岡県社会
福祉士会の若年性認知症支援コーディネーターが相談に応じます。

●窓　口	 静岡県社会福祉士会　☎ 054-252-9881
	 相談日時：月・水・金　9時～ 16時
	 ※祝日及び年末年始は除きます。

(2) 認知症診療に対応している医療機関

　認知症の進行と症状は、人それぞれ異なります。できるだけ早期に受診をし、
必要なサービスを利用することで、本人・家族の負担を軽くしましょう。

表の見方について
　認知症の診療に対応している医療機関一覧となります。

①診療所について
専門診療に●がついている医療機関

　　専門的な診断や治療などの対応が可能な医療機関です。

（出典：はままつオレンジガイドブック）（認知症ケアパス）（平成 29年 7月）
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病院 中区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

アクト 遠州病院 中央一丁目 1-1 453-1111 ●

城北 神経科浜松病院 広沢二丁目 56-1 454-5361 ● ● ●

萩丘 聖隷浜松病院 住吉二丁目 12-12 474-2222 ●

富塚 浜松医療センター 富塚町 328 453-7111 ●

佐鳴台 佐鳴湖病院 佐鳴台六丁目 3-18 447-1831 ●

※地区ごと５０音順診療所 東区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

蒲

磯部内科消化器科 植松町 155-2 463-3127

おざわ内科医院 上西町 36-12 461-5030

木俣外科消化器科医院 子安町 319-1 463-7807

ひまわりメンタルクリニック 上西町 1099 411-2626

笠井
しのはら医院 笠井新田町 196-1 435-3838

友成医院 豊町 2752-1 434-1152

長上

井熊内科 上石田町 2372 435-1313

金子内科・循環器科クリニッ
ク

天王町 1757 411-0033

くまがいクリニック 下石田町 1530 422-2588

とだ消化器クリニック 市野町 2461-1 421-8111

吉井医院 下石田町 1299-1 421-3223

和田 田口内科・循環器科医院 和田町 900-2 463-5151

中ノ町
石垣内科医院 中野町 1217 421-0057

後藤内科医院 中野町 2271 423-1200

積志

いわた内科 大瀬町 2510 434-3114

せのお内科・消化器科 半田町 1623 435-0121

中岡クリニック 積志町 995 433-2001

泌尿器科外科　重野医院 西ケ崎町 334 435-5101

藤島クリニック 有玉北町 1995 434-8850

本間医院 積志町 1466 434-0048

山の端メンタルクリニック 半田山四丁目 7-15 431-3000

地区 施設名 所在地 電話番号 専門
診療

駅南

ながさかハートクリニック 寺島町 68-1 454-1477

山本内科クリニック 寺島町 300-1 413-7711

楽メンタルクリニック 砂山町 330-1 457-8777

江西
中島内科消化器科医院 海老塚二丁目 17-23 453-6516

和田医院 南浅田二丁目 18-38 444-5577

北
宅間内科皮膚科 山下町 28 471-3050

松下歯科内科クリニック 下池川町 20-1 474-1131

江東
とみた内科 領家三丁目 25-6 441-7800

浜松佐藤町診療所 佐藤一丁目 22-22 465-0210

萩丘

あつみ神経内科クリニック 和合町 840-1 474-4888

内山外科・整形外科医院 幸五丁目 7-1 472-3161

大石内科医院 住吉二丁目 9-8 474-8500

大竹内科医院 高丘北一丁目 33-2 437-5800

かきのきクリニック
幸一丁目 4-15 プリンセス
コート１階

476-5500

小池神経科 泉一丁目 7-21 472-8102

坂の上在宅医療支援医院 幸四丁目 36-2 416-2014

坂の上ファミリークリニック 小豆餅四丁目 4-20 416-1640

鈴木内科クリニツク 葵西四丁目 20-17 438-5255

玉嶋血液内科・漢方診療所
住吉一丁目 24- １　NTT住
吉ビル４階

412-0100

東漢堂内科クリニック 小豆餅一丁目 17-7 430-1188

西田内科医院 幸四丁目 7-1 473-0188

泌尿器科・内科三樹医院 幸一丁目 2-27 473-1662

松下クリニック 萩丘四丁目 6-9 475-5225

曳馬

いくた内科医院 高林二丁目 10-18 479-3500

月照庵クリニック 上島二丁目 11-15 476-1101 ●

しんご内科クリニック 早出町 1649 463-6633

すずきメディカルクリニック 高林四丁目 6-40 416-0111

内科小児科小島医院 曳馬二丁目 3-1 461-7682

夏目クリニック 早出町 222-4 469-1231

はやかわクリニック 曳馬五丁目 17-9 412-5070

やまうち整形外科 曳馬五丁目 4-48 412-0007

富塚 中野内科クリニック 富塚町 1038-2 412-1200

佐鳴台

佐鳴台あさひクリニック 佐鳴台五丁目 20-10 415-3500

高平内科 佐鳴台四丁目 3-12 456-0031

山口ハート国際クリニック
佐鳴台三丁目 52-23　ハル
カムビル 1階

401-7400
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病院 中区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

アクト 遠州病院 中央一丁目 1-1 453-1111 ●

城北 神経科浜松病院 広沢二丁目 56-1 454-5361 ● ● ●

萩丘 聖隷浜松病院 住吉二丁目 12-12 474-2222 ●

富塚 浜松医療センター 富塚町 328 453-7111 ●

佐鳴台 佐鳴湖病院 佐鳴台六丁目 3-18 447-1831 ●

※地区ごと５０音順診療所 東区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

蒲

磯部内科消化器科 植松町 155-2 463-3127

おざわ内科医院 上西町 36-12 461-5030

木俣外科消化器科医院 子安町 319-1 463-7807

ひまわりメンタルクリニック 上西町 1099 411-2626

笠井
しのはら医院 笠井新田町 196-1 435-3838

友成医院 豊町 2752-1 434-1152

長上

井熊内科 上石田町 2372 435-1313

金子内科・循環器科クリニッ
ク

天王町 1757 411-0033

くまがいクリニック 下石田町 1530 422-2588

とだ消化器クリニック 市野町 2461-1 421-8111

吉井医院 下石田町 1299-1 421-3223

和田 田口内科・循環器科医院 和田町 900-2 463-5151

中ノ町
石垣内科医院 中野町 1217 421-0057

後藤内科医院 中野町 2271 423-1200

積志

いわた内科 大瀬町 2510 434-3114

せのお内科・消化器科 半田町 1623 435-0121

中岡クリニック 積志町 995 433-2001

泌尿器科外科　重野医院 西ケ崎町 334 435-5101

藤島クリニック 有玉北町 1995 434-8850

本間医院 積志町 1466 434-0048

山の端メンタルクリニック 半田山四丁目 7-15 431-3000

地区 施設名 所在地 電話番号 専門
診療

駅南

ながさかハートクリニック 寺島町 68-1 454-1477

山本内科クリニック 寺島町 300-1 413-7711

楽メンタルクリニック 砂山町 330-1 457-8777

江西
中島内科消化器科医院 海老塚二丁目 17-23 453-6516

和田医院 南浅田二丁目 18-38 444-5577

北
宅間内科皮膚科 山下町 28 471-3050

松下歯科内科クリニック 下池川町 20-1 474-1131

江東
とみた内科 領家三丁目 25-6 441-7800

浜松佐藤町診療所 佐藤一丁目 22-22 465-0210

萩丘

あつみ神経内科クリニック 和合町 840-1 474-4888

内山外科・整形外科医院 幸五丁目 7-1 472-3161

大石内科医院 住吉二丁目 9-8 474-8500

大竹内科医院 高丘北一丁目 33-2 437-5800

かきのきクリニック
幸一丁目 4-15 プリンセス
コート１階

476-5500

小池神経科 泉一丁目 7-21 472-8102

坂の上在宅医療支援医院 幸四丁目 36-2 416-2014

坂の上ファミリークリニック 小豆餅四丁目 4-20 416-1640

鈴木内科クリニツク 葵西四丁目 20-17 438-5255

玉嶋血液内科・漢方診療所
住吉一丁目 24- １　NTT住
吉ビル４階

412-0100

東漢堂内科クリニック 小豆餅一丁目 17-7 430-1188

西田内科医院 幸四丁目 7-1 473-0188

泌尿器科・内科三樹医院 幸一丁目 2-27 473-1662

松下クリニック 萩丘四丁目 6-9 475-5225

曳馬

いくた内科医院 高林二丁目 10-18 479-3500

月照庵クリニック 上島二丁目 11-15 476-1101 ●

しんご内科クリニック 早出町 1649 463-6633

すずきメディカルクリニック 高林四丁目 6-40 416-0111

内科小児科小島医院 曳馬二丁目 3-1 461-7682

夏目クリニック 早出町 222-4 469-1231

はやかわクリニック 曳馬五丁目 17-9 412-5070

やまうち整形外科 曳馬五丁目 4-48 412-0007

富塚 中野内科クリニック 富塚町 1038-2 412-1200

佐鳴台

佐鳴台あさひクリニック 佐鳴台五丁目 20-10 415-3500

高平内科 佐鳴台四丁目 3-12 456-0031

山口ハート国際クリニック
佐鳴台三丁目 52-23　ハル
カムビル 1階

401-7400
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病院 西区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

神久呂
第２西山病院西山ナー
シング

西山町 411-1 485-5151 ● ●

西山病院 西山町 500 485-5558 ●

伊佐見 湖東病院 伊左地町 8151 486-2222 ● ● ●

和地
常葉リハビリテーショ
ン病院

大山町 3805 436-1304

※地区ごと５０音順診療所 南区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

白脇

平良内科 瓜内町 804 441-8266

中田島クリニック 中田島町 444 441-8880

みのる内科クリニック 三島町 1784-1 444-6611

新津
外科消化器科林医院 新橋町 1441-1 441-1177

滝浪ハートクリニック 新橋町 510-1 448-3411

五島 とよだクリニック 福島町 237-1 426-5800

芳川

井原内科クリニック 鼡野町 174-4 427-1112

柿沢内科医院 芳川町 200-5 464-5248

木戸メンタルクリニック 恩地町 355-1 589-5153

幸田クリニック 下江町 448 426-2000

野村医院 下江町 573-2 426-5566

飯田

三和診療所 三和町 337 465-1111

尾藤クリニック 三和町 614-3 462-3939

松田内科消化器内科 飯田町 575 462-3555

可美

菊池医院 高塚町 121-1 447-0160

小林外科医院 高塚町 2316-1 447-5261

やすひろクリニック 若林町 194-1 415-1005

病院 南区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

新津
すずかけセントラル病院 田尻町 120-1 443-0111 ●

三方原病院 小沢渡町 2195-2 448-0622 ● ● ●

五島 浜松東病院 福島町 1-1 425-6121

病院 東区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

蒲 浜松労災病院 将監町 25 462-1211 ●

長上 天王病院 天王町 1925 421-5885 ● ● ●

積志

有玉病院 有玉南町 1436 433-5255 ●

浜松医科大学医学部附
属病院

半田山一丁目 20-1 435-2111 ● ●

浜松北病院 大瀬町 1568 435-1111

※地区ごと５０音順診療所 西区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

神久呂 北原内科医院 西山町 2211-3 485-5544

入野

いしだクリニック 志都呂二丁目 38-15 488-5205

志都呂クリニック 西鴨江町 621 448-8188

たかはし内科クリニック 入野町 9436-1 445-1322

戸澤内科消化器科クリニック 大平台一丁目 22-33 482-1122

中西整形外科医院 入野町 16101-16 447-1611

なかむらクリニック 入野町 19954-550 440-3687 ●

葉月クリニック 入野町 6018-1 448-5566

山城内科医院 志都呂町 1168 448-0862

和恵会クリニック 入野町 6413 440-5500 ●

伊佐見 高柳内科消化器科医院 大人見町 3393-6 482-1567

和地
佐野外科胃腸科医院 湖東町 1169-91 486-3411

竹内内科眼科クリニック 湖東町 1487-41 486-0074

篠原 たつた内科医院 馬郡町 4026 592-8511

庄内 新村医院 舘山寺町 2686-1 487-0025

舞阪

正田医院 舞阪町弁天島 2731-1 592-0251

藤野内科医院 舞阪町舞阪 2121 592-4151

弁天島田中外科クリニック 舞阪町弁天島 2658-95 597-1888

舞阪クリニック 舞阪町長十新田 98-1 596-1116

雄踏

あいみるクリニック 雄踏町宇布見 4863-1 596-5037

加藤医院 雄踏町宇布見 7987-11 592-1059

小助川ファミリークリニック 雄踏一丁目 16-14 597-2511

平野医院 雄踏町宇布見 4889-1 592-1011
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病院 西区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

神久呂
第２西山病院西山ナー
シング

西山町 411-1 485-5151 ● ●

西山病院 西山町 500 485-5558 ●

伊佐見 湖東病院 伊左地町 8151 486-2222 ● ● ●

和地
常葉リハビリテーショ
ン病院

大山町 3805 436-1304

※地区ごと５０音順診療所 南区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

白脇

平良内科 瓜内町 804 441-8266

中田島クリニック 中田島町 444 441-8880

みのる内科クリニック 三島町 1784-1 444-6611

新津
外科消化器科林医院 新橋町 1441-1 441-1177

滝浪ハートクリニック 新橋町 510-1 448-3411

五島 とよだクリニック 福島町 237-1 426-5800

芳川

井原内科クリニック 鼡野町 174-4 427-1112

柿沢内科医院 芳川町 200-5 464-5248

木戸メンタルクリニック 恩地町 355-1 589-5153

幸田クリニック 下江町 448 426-2000

野村医院 下江町 573-2 426-5566

飯田

三和診療所 三和町 337 465-1111

尾藤クリニック 三和町 614-3 462-3939

松田内科消化器内科 飯田町 575 462-3555

可美

菊池医院 高塚町 121-1 447-0160

小林外科医院 高塚町 2316-1 447-5261

やすひろクリニック 若林町 194-1 415-1005

病院 南区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

新津
すずかけセントラル病院 田尻町 120-1 443-0111 ●

三方原病院 小沢渡町 2195-2 448-0622 ● ● ●

五島 浜松東病院 福島町 1-1 425-6121

病院 東区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

蒲 浜松労災病院 将監町 25 462-1211 ●

長上 天王病院 天王町 1925 421-5885 ● ● ●

積志

有玉病院 有玉南町 1436 433-5255 ●

浜松医科大学医学部附
属病院

半田山一丁目 20-1 435-2111 ● ●

浜松北病院 大瀬町 1568 435-1111

※地区ごと５０音順診療所 西区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

神久呂 北原内科医院 西山町 2211-3 485-5544

入野

いしだクリニック 志都呂二丁目 38-15 488-5205

志都呂クリニック 西鴨江町 621 448-8188

たかはし内科クリニック 入野町 9436-1 445-1322

戸澤内科消化器科クリニック 大平台一丁目 22-33 482-1122

中西整形外科医院 入野町 16101-16 447-1611

なかむらクリニック 入野町 19954-550 440-3687 ●

葉月クリニック 入野町 6018-1 448-5566

山城内科医院 志都呂町 1168 448-0862

和恵会クリニック 入野町 6413 440-5500 ●

伊佐見 高柳内科消化器科医院 大人見町 3393-6 482-1567

和地
佐野外科胃腸科医院 湖東町 1169-91 486-3411

竹内内科眼科クリニック 湖東町 1487-41 486-0074

篠原 たつた内科医院 馬郡町 4026 592-8511

庄内 新村医院 舘山寺町 2686-1 487-0025

舞阪

正田医院 舞阪町弁天島 2731-1 592-0251

藤野内科医院 舞阪町舞阪 2121 592-4151

弁天島田中外科クリニック 舞阪町弁天島 2658-95 597-1888

舞阪クリニック 舞阪町長十新田 98-1 596-1116

雄踏

あいみるクリニック 雄踏町宇布見 4863-1 596-5037

加藤医院 雄踏町宇布見 7987-11 592-1059

小助川ファミリークリニック 雄踏一丁目 16-14 597-2511

平野医院 雄踏町宇布見 4889-1 592-1011
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※地区ごと５０音順診療所 浜北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

浜名
小松診療所 小松 336-2 587-1711

吉田クリニック 小松 215-2 586-7600

北浜

いで内科・呼吸器内科
クリニック

本沢合 801-4 584-4976

岸本内科クリニック 中条 269-2 586-9100

こう痛み内科クリニック 小林 1383-1 584-5577

西遠クリニック 東美薗 1546-8 586-1552

生協きたはま診療所 高畑 18 584-1550

高倉クリニック 西美薗 2614 586-1835

中川クリニック 横須賀 691 584-3433

中瀬 山下クリニック 上島 462-2 583-1313

赤佐 もがみ内科クリニック 於呂 2840-8 588-5700

麁玉 宮口こんどうクリニック 宮口 808-2 589-8335

病院 浜北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

北浜 浜松赤十字病院 小林 1088-1 401-1111 ●

中瀬 遠江病院 中瀬 3832-1 588-1880 ● ● ●

赤佐
天竜病院 於呂 4201-2 583-3111 ●

北斗わかば病院 於呂 3181-1 588-5000 ●

麁玉 浜北さくら台病院 四大地 9-68 582-2311 ● ● ●

※地区ごと５０音順診療所 天竜区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

天竜

あたご診療所 西藤平 1527-5 973-3911

象先堂　鈴木医院 二俣町二俣 91-1 925-1899

天竜厚生会診療所 渡ケ島 221 583-1181

天竜厚生会第二診療所 渡ケ島 216-3 583-0022

天竜吉田医院 二俣町二俣 2406-2 925-8000

林クリニック 横山町 532 923-0030

※地区ごと５０音順診療所 北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

三方原

浅井外科・消化器科医院 初生町 715-1 436-2108

ぴあクリニック 根洗町 537-2 414-3355

みゆき内科クリニック 三幸町 500-1 437-5490

村越内科 初生町 1373-6 437-0510

八木医院 初生町 1137-2 437-2811

やなせ内科呼吸器科クリニック 三方原町 565-1 414-5886

山田消化器内科クリニック 三方原町 892-1 430-1555

都田
相羽内科消化器科医院 都田町 8110-3 428-4500

安田クリニック 都田町 9307-24 428-8311

新都田 テクノ木村内科クリニック 新都田三丁目 15-18 428-5550

細江

長田医院 細江町気賀 144-3 522-0105

かたの医院 細江町気賀 480 527-0051

クリニックかねこ 細江町中川 7172-1703 527-2018

ながえ前立腺ケアクリニック 細江町中川 7172-2619 522-5111

引佐

井伊谷ガーデンクリニック 神宮寺町 8-24 528-2772

奥山診療所 引佐町奥山 305-6 543-0013

奥山診療所川名出張診療所 引佐町川名 470-1 543-0013

浜松市引佐鎮玉診療所 引佐町別所 219-5 528-5800

浜松市引佐鎮玉診療所
渋川出張診療所

引佐町渋川 2-1 545-0511

牧原医院 引佐町井伊谷 1741 542-2256

宮田医院 引佐町金指 1578-1 542-3633

三ヶ日

縣医院 三ヶ日町三ヶ日 653-2 525-0120

はまだ内科 三ヶ日町三ヶ日 884 524-1199

みかえ内科クリニック 三ヶ日町都筑 2488-1 526-0500

三ケ日中央外科 三ヶ日町岡本 823-1 524-1481

病院 北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

三方原
朝山病院 東三方町 476-1 420-1830 ● ● ●

聖隷三方原病院 三方原町 3453 436-1251 ● ● ●

引佐 引佐赤十字病院 引佐町金指 1020 542-0115
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※地区ごと５０音順診療所 浜北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

浜名
小松診療所 小松 336-2 587-1711

吉田クリニック 小松 215-2 586-7600

北浜

いで内科・呼吸器内科
クリニック

本沢合 801-4 584-4976

岸本内科クリニック 中条 269-2 586-9100

こう痛み内科クリニック 小林 1383-1 584-5577

西遠クリニック 東美薗 1546-8 586-1552

生協きたはま診療所 高畑 18 584-1550

高倉クリニック 西美薗 2614 586-1835

中川クリニック 横須賀 691 584-3433

中瀬 山下クリニック 上島 462-2 583-1313

赤佐 もがみ内科クリニック 於呂 2840-8 588-5700

麁玉 宮口こんどうクリニック 宮口 808-2 589-8335

病院 浜北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

北浜 浜松赤十字病院 小林 1088-1 401-1111 ●

中瀬 遠江病院 中瀬 3832-1 588-1880 ● ● ●

赤佐
天竜病院 於呂 4201-2 583-3111 ●

北斗わかば病院 於呂 3181-1 588-5000 ●

麁玉 浜北さくら台病院 四大地 9-68 582-2311 ● ● ●

※地区ごと５０音順診療所 天竜区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

天竜

あたご診療所 西藤平 1527-5 973-3911

象先堂　鈴木医院 二俣町二俣 91-1 925-1899

天竜厚生会診療所 渡ケ島 221 583-1181

天竜厚生会第二診療所 渡ケ島 216-3 583-0022

天竜吉田医院 二俣町二俣 2406-2 925-8000

林クリニック 横山町 532 923-0030

※地区ごと５０音順診療所 北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

診療

三方原

浅井外科・消化器科医院 初生町 715-1 436-2108

ぴあクリニック 根洗町 537-2 414-3355

みゆき内科クリニック 三幸町 500-1 437-5490

村越内科 初生町 1373-6 437-0510

八木医院 初生町 1137-2 437-2811

やなせ内科呼吸器科クリニック 三方原町 565-1 414-5886

山田消化器内科クリニック 三方原町 892-1 430-1555

都田
相羽内科消化器科医院 都田町 8110-3 428-4500

安田クリニック 都田町 9307-24 428-8311

新都田 テクノ木村内科クリニック 新都田三丁目 15-18 428-5550

細江

長田医院 細江町気賀 144-3 522-0105

かたの医院 細江町気賀 480 527-0051

クリニックかねこ 細江町中川 7172-1703 527-2018

ながえ前立腺ケアクリニック 細江町中川 7172-2619 522-5111

引佐

井伊谷ガーデンクリニック 神宮寺町 8-24 528-2772

奥山診療所 引佐町奥山 305-6 543-0013

奥山診療所川名出張診療所 引佐町川名 470-1 543-0013

浜松市引佐鎮玉診療所 引佐町別所 219-5 528-5800

浜松市引佐鎮玉診療所
渋川出張診療所

引佐町渋川 2-1 545-0511

牧原医院 引佐町井伊谷 1741 542-2256

宮田医院 引佐町金指 1578-1 542-3633

三ヶ日

縣医院 三ヶ日町三ヶ日 653-2 525-0120

はまだ内科 三ヶ日町三ヶ日 884 524-1199

みかえ内科クリニック 三ヶ日町都筑 2488-1 526-0500

三ケ日中央外科 三ヶ日町岡本 823-1 524-1481

病院 北区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

三方原
朝山病院 東三方町 476-1 420-1830 ● ● ●

聖隷三方原病院 三方原町 3453 436-1251 ● ● ●

引佐 引佐赤十字病院 引佐町金指 1020 542-0115
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有玉病院

東
区

有玉南町 1436 433-5255

あり
たま

藤島ｸﾘﾆｯｸ 有玉北町 1995 434-8850

山の端ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 半田山四丁目 7-15 431-3000

浜松北病院 大瀬町 1568 435-1111

石垣内科医院 中野町 1217 421-0057
あんま

浜松労災病院 将監町 25 462-1211

いしだｸﾘﾆｯｸ

西
区

志都呂二丁目 38-15 488-5205
大平台

たまゆらﾒﾓﾘｰｸﾘﾆｯｸ 志都呂一丁目 7-7 449-2525

湖東病院 伊左地町 8151 486-2222
和地

佐野外科胃腸科医院 湖東町 1169-91 486-3411

弁天島田中外科ｸﾘﾆｯｸ 舞阪町弁天島 2658-95 597-1888

雄踏
正田医院 舞阪町弁天島 2731-1 592-0251

小助川ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 雄踏一丁目 16-14 597-2511

西山病院 西山町 500 485-5558

三方原病院

南
区

小沢渡町 2195-2 448-0622 新津

幸田ｸﾘﾆｯｸ 下江町 448 426-2000
芳川

木戸ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 恩地町 355-1 589-5153

三和診療所 三和町 337 465-1111 三和

朝山病院

北
区

東三方町 476-1 420-1830
三方原

やなせ内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 三方原町 565-1 414-5886

長田医院 細江町気賀 144-3 522-0105

細江ながえ前立腺ｹｱｸﾘﾆｯｸ 細江町中川 7172-2619 522-5111

みかえ内科ｸﾘﾆｯｸ 三ヶ日町都筑 2488-1 526-0500

浜松赤十字病院

浜
北
区

小林 1088-1 401-1111 北浜

吉田ｸﾘﾆｯｸ 小松 215-2 586-7600 しん
ぱら浜北さくら台病院 四大地 9-68 582-2311

遠江病院 中瀬 3832-1 588-1880

於呂北斗わかば病院 於呂 3181-1 588-5000

もがみ内科ｸﾘﾆｯｸ 於呂 2840-8 588-5700

天竜厚生会第二診療所

天
竜
区

渡ケ島 216-3 583-0022

天竜
天竜吉田医院 二俣町二俣 2406-2 925-8000

あたご診療所 西藤平 1527-5 973-3911

仁成堂小澤医院 春野町堀之内 11 985-0034

佐久間病院 佐久間町中部 18-5 965-0054 北遠
中央鈴木診療院 水窪町奥領家 2632-2-1 987-0014

地区 施設名 所在地 電話番号 専門
診療

春野

浅倉医院 春野町気田 1040-2 989-0507

仁成堂　小澤医院 春野町堀之内 11 985-0034

春野診療所 春野町田黒 98-1 986-0034

もちの木診療所 春野町気田 776-5 989-1700

佐久間
佐久間病院附属浦川診療所 佐久間町浦川 2915-1 967-3320

佐久間病院附属山香診療所 佐久間町大井 2421-2 964-0100

水窪
亀井内科 水窪町奥領家 3330 987-0363

鈴木診療院 水窪町奥領家 2632-2-1 987-0014

龍山 龍山診療所 龍山町戸倉 711-2 969-0034

病院 天竜区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

天竜 天竜すずかけ病院 二俣町二俣 2396-56 925-8111 ● ●

佐久間 佐久間病院 佐久間町中部 18-5 965-0054 ●

(3) サポート医
　かかりつけ医の認知症診断等に関する相談や関係機関との連携を行います。

サポート医のいる医療機関
施設名 所在地 電話番号 包括

松下歯科内科ｸﾘﾆｯｸ

中
区

下池川町 20-1 474-1131
元浜

いくた内科医院 高林町二丁目 10-18 479-3500

大久保外科・消化器科医院 菅原町 16-15 453-4598 鴨江

神経科浜松病院 広沢二丁目 56-1 454-5361 佐鳴台

サカイ脳神経外科 富塚町 55 412-6677 和合

楽ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 砂山町 330-11 日総第２ﾋﾞﾙ 2 階 457-8777

板屋けいｸﾘﾆｯｸ 寺島町 179 453-8550

かろみﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 鍛治町 140-4 新浜松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ 2 階 457-7575

鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 葵西四丁目 20-17 438-5255
高丘

坂の上ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 小豆餅四丁目 4-20 416-1640

（出典：静岡県ホームページより）（平成 30年 3月 1日現在）
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有玉病院

東
区

有玉南町 1436 433-5255

あり
たま

藤島ｸﾘﾆｯｸ 有玉北町 1995 434-8850

山の端ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 半田山四丁目 7-15 431-3000

浜松北病院 大瀬町 1568 435-1111

石垣内科医院 中野町 1217 421-0057
あんま

浜松労災病院 将監町 25 462-1211

いしだｸﾘﾆｯｸ

西
区

志都呂二丁目 38-15 488-5205
大平台

たまゆらﾒﾓﾘｰｸﾘﾆｯｸ 志都呂一丁目 7-7 449-2525

湖東病院 伊左地町 8151 486-2222
和地

佐野外科胃腸科医院 湖東町 1169-91 486-3411

弁天島田中外科ｸﾘﾆｯｸ 舞阪町弁天島 2658-95 597-1888

雄踏
正田医院 舞阪町弁天島 2731-1 592-0251

小助川ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 雄踏一丁目 16-14 597-2511

西山病院 西山町 500 485-5558

三方原病院

南
区

小沢渡町 2195-2 448-0622 新津

幸田ｸﾘﾆｯｸ 下江町 448 426-2000
芳川

木戸ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 恩地町 355-1 589-5153

三和診療所 三和町 337 465-1111 三和

朝山病院

北
区

東三方町 476-1 420-1830
三方原

やなせ内科呼吸器科ｸﾘﾆｯｸ 三方原町 565-1 414-5886

長田医院 細江町気賀 144-3 522-0105

細江ながえ前立腺ｹｱｸﾘﾆｯｸ 細江町中川 7172-2619 522-5111

みかえ内科ｸﾘﾆｯｸ 三ヶ日町都筑 2488-1 526-0500

浜松赤十字病院

浜
北
区

小林 1088-1 401-1111 北浜

吉田ｸﾘﾆｯｸ 小松 215-2 586-7600 しん
ぱら浜北さくら台病院 四大地 9-68 582-2311

遠江病院 中瀬 3832-1 588-1880

於呂北斗わかば病院 於呂 3181-1 588-5000

もがみ内科ｸﾘﾆｯｸ 於呂 2840-8 588-5700

天竜厚生会第二診療所

天
竜
区

渡ケ島 216-3 583-0022

天竜
天竜吉田医院 二俣町二俣 2406-2 925-8000

あたご診療所 西藤平 1527-5 973-3911

仁成堂小澤医院 春野町堀之内 11 985-0034

佐久間病院 佐久間町中部 18-5 965-0054 北遠
中央鈴木診療院 水窪町奥領家 2632-2-1 987-0014

地区 施設名 所在地 電話番号 専門
診療

春野

浅倉医院 春野町気田 1040-2 989-0507

仁成堂　小澤医院 春野町堀之内 11 985-0034

春野診療所 春野町田黒 98-1 986-0034

もちの木診療所 春野町気田 776-5 989-1700

佐久間
佐久間病院附属浦川診療所 佐久間町浦川 2915-1 967-3320

佐久間病院附属山香診療所 佐久間町大井 2421-2 964-0100

水窪
亀井内科 水窪町奥領家 3330 987-0363

鈴木診療院 水窪町奥領家 2632-2-1 987-0014

龍山 龍山診療所 龍山町戸倉 711-2 969-0034

病院 天竜区
地区 施設名 所在地 電話番号 専門

外来
入院
対応

専門
病棟

天竜 天竜すずかけ病院 二俣町二俣 2396-56 925-8111 ● ●

佐久間 佐久間病院 佐久間町中部 18-5 965-0054 ●

(3) サポート医
　かかりつけ医の認知症診断等に関する相談や関係機関との連携を行います。

サポート医のいる医療機関
施設名 所在地 電話番号 包括

松下歯科内科ｸﾘﾆｯｸ

中
区

下池川町 20-1 474-1131
元浜

いくた内科医院 高林町二丁目 10-18 479-3500

大久保外科・消化器科医院 菅原町 16-15 453-4598 鴨江

神経科浜松病院 広沢二丁目 56-1 454-5361 佐鳴台

サカイ脳神経外科 富塚町 55 412-6677 和合

楽ﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 砂山町 330-11 日総第２ﾋﾞﾙ 2 階 457-8777

板屋けいｸﾘﾆｯｸ 寺島町 179 453-8550

かろみﾒﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ 鍛治町 140-4 新浜松ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾙ 2 階 457-7575

鈴木内科ｸﾘﾆｯｸ 葵西四丁目 20-17 438-5255
高丘

坂の上ﾌｧﾐﾘｰｸﾘﾆｯｸ 小豆餅四丁目 4-20 416-1640

（出典：静岡県ホームページより）（平成 30年 3月 1日現在）
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施設名 所在地 電話番号

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ三方原

北区

三方原町 509-1 482-9013

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ細江 三方原町 3453 439-1133

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ不動平 細江町中川 7172-100 523-0055

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ貴布弥

浜北区

高薗 208-2 546-3388

日赤訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 小林 1088-1 585-3676

生協訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
あおぞら

高畑 213-3 586-8723

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあんしん 中瀬 3832-1 588-3900

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
北斗わかば

於呂 3181-1 588-3555

櫻乃苑浜松天竜

天竜区

二俣町二俣 56-1 925-0939

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ天竜 二俣町二俣 2396-56 925-0031

天竜厚生会
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

渡ヶ島 221 583-1362

（平成 30年 3月 1日現在）

訪問看護ステーション
　住み慣れた自宅で療養生活が送れるように、医師や他の医療専門職、ケア
マネジャー等と連携し、看護師等による看護サービスや、理学療法士等によ
るリハビリテーションを提供します。

施設名 所在地 電話番号

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ遠州上島

中区

上島五丁目 12-1 471-3311

四ッ池訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 上島六丁目 25-22三國ﾋﾞﾙ 2 階 412-1678

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ上島 上島七丁目 13-18 474-1302

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ浅田 西浅田一丁目 9-9 441-8868

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ住吉 和合町 555 475-0033

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ住吉第二 住吉二丁目 24-4 479-0001

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ小豆餅 小豆餅二丁目 9-13 488-4402

坂の上訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
あずきもち

小豆餅四丁目 4-20 416-1640

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ高丘 高丘東四丁目 43-11 414-0800

櫻乃苑浜松富塚 富塚町 1040-3 475-0939

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ富塚 富塚町 2059-3 476-5111

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝときわ 中央一丁目 1-1 401-0100

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
ﾃﾞｭ - ﾝ浜松早馬

早馬町 3-1　天池館 3階 457-0301

平安の森訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ元浜 元浜町 356 401-0012

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあすなろ 佐藤一丁目 22-22 465-5662

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ長上苑 中島二丁目 7-8 411-0019

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ有玉

東区

有玉南町 2421-3 412-5535

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ大瀬 大瀬町 1558 431-4450

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ安間 安間町 55-8 421-3096

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ上西 上西町 62-8　西南 465-8860

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ入野

西区

入野町 6417 440-3000

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ大平台 大平台一丁目 34-30 485-1136

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ篠原 篠原町 1144-18 445-0077

伊佐見訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 伊左地町 8156 486-3883

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝまいさか 舞阪町長十新田 98-1 596-2228

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ白脇

南区

法枝町 248-3 444-3030

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ頭陀寺 頭陀寺町 332-8 468-1350

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝしろわ 白羽町 612-1 442-7233

ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ南浜松
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

三和町 776-1 468-6814
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施設名 所在地 電話番号

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ三方原

北区

三方原町 509-1 482-9013

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ細江 三方原町 3453 439-1133

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ不動平 細江町中川 7172-100 523-0055

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ貴布弥

浜北区

高薗 208-2 546-3388

日赤訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 小林 1088-1 585-3676

生協訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
あおぞら

高畑 213-3 586-8723

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあんしん 中瀬 3832-1 588-3900

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
北斗わかば

於呂 3181-1 588-3555

櫻乃苑浜松天竜

天竜区

二俣町二俣 56-1 925-0939

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ天竜 二俣町二俣 2396-56 925-0031

天竜厚生会
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

渡ヶ島 221 583-1362

（平成 30年 3月 1日現在）

訪問看護ステーション
　住み慣れた自宅で療養生活が送れるように、医師や他の医療専門職、ケア
マネジャー等と連携し、看護師等による看護サービスや、理学療法士等によ
るリハビリテーションを提供します。

施設名 所在地 電話番号

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ遠州上島

中区

上島五丁目 12-1 471-3311

四ッ池訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 上島六丁目 25-22三國ﾋﾞﾙ 2 階 412-1678

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ上島 上島七丁目 13-18 474-1302

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ浅田 西浅田一丁目 9-9 441-8868

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ住吉 和合町 555 475-0033

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ住吉第二 住吉二丁目 24-4 479-0001

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ小豆餅 小豆餅二丁目 9-13 488-4402

坂の上訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
あずきもち

小豆餅四丁目 4-20 416-1640

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ高丘 高丘東四丁目 43-11 414-0800

櫻乃苑浜松富塚 富塚町 1040-3 475-0939

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ富塚 富塚町 2059-3 476-5111

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝときわ 中央一丁目 1-1 401-0100

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
ﾃﾞｭ - ﾝ浜松早馬

早馬町 3-1　天池館 3階 457-0301

平安の森訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ元浜 元浜町 356 401-0012

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝあすなろ 佐藤一丁目 22-22 465-5662

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ長上苑 中島二丁目 7-8 411-0019

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ有玉

東区

有玉南町 2421-3 412-5535

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ大瀬 大瀬町 1558 431-4450

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ安間 安間町 55-8 421-3096

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ上西 上西町 62-8　西南 465-8860

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ入野

西区

入野町 6417 440-3000

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ大平台 大平台一丁目 34-30 485-1136

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ篠原 篠原町 1144-18 445-0077

伊佐見訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 伊左地町 8156 486-3883

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝまいさか 舞阪町長十新田 98-1 596-2228

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ白脇

南区

法枝町 248-3 444-3030

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ頭陀寺 頭陀寺町 332-8 468-1350

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝしろわ 白羽町 612-1 442-7233

ﾆﾁｲｹｱｾﾝﾀｰ南浜松
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

三和町 776-1 468-6814
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