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広島市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、
中学校区を基本に、日常生活圏域を設定しています。この日常生
活圏域に、地域包括支援センターを設置し運営しています。
安佐北区地域保健対策協議会 (安佐北区在宅医療・介護連携推進委員会)
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医療機関について
認知症サポート医

(令和4年9月末時点)

かかりつけ医の認知症診断等に関する相談・アドバイザー役となり、専門医療機関や地域包括
支援センター等との連携を推進します。
圏域
高陽

医療機関名
はしもとクリニック

口田

氏名

電話番号

安佐北区深川五丁目23-1

橋本

成史

082-842-0016

安佐北区亀崎四丁目7-1

高橋

祥一

082-843-1211

やまさき脳神経外科クリニック

安佐北区落合五丁目24-8

山崎

弘幸

082-841-0887

医療法人

おきた内科クリニック

安佐北区落合南一丁目11-15

沖田

英明

082-841-0033

医療法人社団

いでした内科・神経内科クリニック

安佐北区口田三丁目31-11

井手下

吉川医院

安佐北区大林一丁目21-34

吉川

正哉

082-818-2501

こころの健康クリニック可部

安佐北区可部四丁目6-2

倉田

健一

082-819-3553

医療法人敬愛会

安佐北区可部六丁目5-9

増岡

俊治

082-812-3245

亀崎 高陽ニュータウン病院
落合

住所

沖野医院

久登 082-845-0211

三入 医療法人社団仁和会

児玉病院

安佐北区可部七丁目14-39

真島

宏海

082-814-3151

可部 医療法人社団仁和会

児玉病院

安佐北区可部七丁目14-39

児玉

洋幸

082-814-3151

医療法人社団恵正会

中岡内科

安佐北区可部南二丁目14-14

中岡

浩一

082-819-3701

尾上

洋子

082-815-2882

医療法人長久堂

野村病院

安佐北区可部南四丁目17-30

医療法人長久堂

野村病院

安佐北区可部南四丁目17-30

医療法人

中西内科

安佐北区亀山四丁目20-8

野村

美智子 082-815-2882

中西

082-815-1211

登

082-815-5211

広島市立北部医療センター安佐市民病院

安佐北区亀山南一丁目2-1

亀山 広島市立北部医療センター安佐市民病院

安佐北区亀山南一丁目2-1

土手

慶五

082-815-5211

広島市立北部医療センター安佐市民病院

安佐北区亀山南一丁目2-1

山下

拓史

082-815-5211

広島市立北部医療センター安佐市民病院

安佐北区亀山南一丁目2-1

鈴張クリニック

安佐北区安佐町鈴張2013-1

清和
日浦

-1-

小田

重清

原田
上田

和歌子 082-815-5211
茂之

082-835-0260

かかりつけ医認知症対応力向上研修修了者

(令和4年9月末時点)

日頃から受診している身近な「かかりつけ医」が、認知症の発症時期からの治療やご家族からの
相談に対応できますので、お気軽にご相談ください。
圏域

医療機関名

電話番号

安佐北区白木町井原4422-1

片村

滋

082-828-1688

医）しみずクリニック

安佐北区白木町小越193

清水

明

082-828-3030

安佐北区白木町秋山2325-1

西山

賢治

082-828-1223

小椿クリニック

安佐北区白木町三田下小椿4275-1

加藤

芳朗

082-810-6700

三田クリニック

安佐北区白木町三田7005-1

片野

高広

082-829-0013

かるが医院

安佐北区狩留家町1298-1

松山

家芳

082-844-7421

はしもとクリニック

安佐北区深川五丁目23-1

橋本

成史

082-842-0016

はしもと眼科

安佐北区深川五丁目23-8

橋本

克枝

082-843-9918

医療法人

安佐北区深川五丁目39-2

馬場

信年

082-841-0002

安佐北区亀崎一丁目2-30

木ノ原

馬場クリニック

亀崎 木ノ原内科小児科医院
落合

氏名

片村内科医院

白木 西山整形外科・胃腸科

高陽

住所

伸久 082-845-2232

医療法人社団名草内科・胃腸科医院 安佐北区落合一丁目2-6

名草

芳博

082-843-3066

高陽第一診療所

安佐北区落合一丁目14-9

吉田

良順

082-842-1177

高陽中央病院

安佐北区落合五丁目1-10

誓

082-842-0002

二宮内科高陽クリニック

安佐北区落合五丁目24-8

中野

良規

082-841-5111

おきた内科クリニック

安佐北区落合南一丁目11-15

沖田

英明

082-841-0033

あすなろ生協診療所

安佐北区口田一丁目10-1

光

082-845-5234

加川内科

安佐北区口田三丁目26-5 MDRビル4F

口田 吉見内科小児科医院

加藤

井口
加川

安佐北区口田三丁目28-11

吉見

大三郎 082-841-1515

医療法人社団

いでした内科・神経内科クリニック

安佐北区口田三丁目31-11

井手下

医療法人社団

いでした内科・神経内科クリニック

安佐北区口田三丁目31-11

菊本

平野内科医院

安佐北区口田南七丁目12-31

-2-

平野

達也

082-842-5655

久登 082-845-0211
修

082-845-0211

和博

082-842-0106

圏域

医療機関名

住所

吉川医院

安佐北区大林一丁目21-34

中川内科医院

安佐北区可部二丁目6-3

082-818-2501

中川

隆

082-812-2330

津田診療所 安佐北区可部二丁目13-22

木山

茂

082-812-2048

平田

滋

082-814-3211

医療法人社団土居会

土井クリニック

安佐北区可部二丁目40-22

医療法人社団土居会

土井クリニック

安佐北区可部二丁目40-22

ないとう内科

にのみや往診クリニック
三入 二宮内科
可部 医療法人社団

三上脳神経外科

安佐北区可部五丁目4-24
安佐北区可部五丁目9-3

吉川

電話番号

正哉

広島医療生活協同組合

医療法人秀仁会

氏名

平田

ひろ子 082-814-3211

内藤
山崎

秀敏

082-815-3678

総一郎 082-516-5515

安佐北区可部五丁目14-16

二宮

正則

082-810-0188

安佐北区可部五丁目14-16

三上

貴司

082-819-2282

医療法人社団仁和会

児玉病院

安佐北区可部七丁目14-39

真島

宏海

082-814-3151

医療法人社団恵正会

中岡内科

安佐北区可部南二丁目14-14

中岡

浩一

082-819-3701

安佐北区可部南三丁目18-24

永田

雅治

082-815-3135

吉山クリニック

安佐北区可部南四丁目5-8

吉山

正孝

082-815-0666

医療法人

安佐北区可部南四丁目9-41

満田

廣樹

082-819-1201

尾上

洋子

082-815-2882

医療法人

永田外科

みつだ循環器科内科

医療法人長久堂

野村病院

安佐北区可部南四丁目17-30

医療法人長久堂

野村病院

安佐北区可部南四丁目17-30

医療法人

中西内科

亀山 広島市立北部医療センター安佐市民病院
窪医院

安佐北区亀山四丁目20-8

野村

美智子 082-815-2882

中西

弘之

082-812-2588

窪

082-815-5211

安佐北区亀山南五丁目7-24

登

小田

082-815-1211

安佐北区亀山南一丁目2-1

重清

清和 河野内科

安佐北区安佐町飯室1489-11

河野

安継

082-835-3050

日浦 小田クリニック

安佐北区あさひが丘七丁目15-32

小田

和英

082-838-3131

認知症対応力向上研修を受講した歯科医師

(令和4年9月末時点)

認知症の人の状況に応じた歯科治療・口腔管理を適切に行い、認知症の人への支援体制構築
の担い手となることを目的としています。
圏域

医療機関名

白木 (医)あざみ会あざみクリニック

住所
安佐北区白木町小越2

-3-

氏名
平川

正彦

電話番号
082-828-3350

圏域

医療機関名

住所

氏名

電話番号

山村歯科医院

安佐北区深川三丁目25-19

山村

史恵

082-841-3741

亀崎 (医)横畑歯科医院

安佐北区落合五丁目28-12

横畑

裕之

082-843-0008

安佐北区落合南四丁目1-3

山本

晃生

082-845-6480

瀬川歯科医院

安佐北区口田三丁目26-5

瀬川

和司

082-841-6880

小早川歯科医院

安佐北区口田四丁目9-23

(医)山崎歯科医院

安佐北区可部五丁目15-33

さくま小児歯科クリニック

安佐北区可部南二丁目2-5-105 佐久間

やました歯科

安佐北区可部南三丁目3-23

高陽
落合

口田

三入
可部

(医)社団

やまもと歯科医院

(医)やまゆり会
亀山 (医)社団

うつのみや歯科

松本歯科医院

河野歯科医院

MDRビル3F

小早川

秀雄 082-845-0118

穐田

肇

082-814-2225

信彦 082-810-0555

山下

哲朗

082-812-0202

安佐北区亀山二丁目6-18

宇都宮

安佐北区亀山三丁目1-44

松本

浩一

082-815-5000

安佐北区亀山九丁目12-40

河野

美紀

082-814-0418

山本ビル2F

清和 アルパカ歯科

安佐北区安佐町鈴張1953

林

日浦 みむら歯科医院

安佐北区上深川町784-5

三村

晶子 082-815-5551

英貴
範夫

認知症対応力向上研修を受講した薬剤師

082-835-1215
082-844-1158

(令和4年9月末時点)

認知症の人の状況に応じた薬学管理を適切に行い、認知症の人への支援体制の構築の担い手
となることを目的としています。
圏域
白木

医療機関名
白木薬局
株式会社フォーリーフ

住所

氏名

電話番号

安佐北区白木町小越中田194-9

樫本

知子

082-828-3884

ひかり薬局 安佐北区白木町三田7005-2

中道

慶太

082-810-6060

ふかわ薬局

安佐北区深川五丁目19-8

中野

有子

082-845-5304

のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

吉田

真季

082-841-6330

のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

相原

麻由

082-841-6330

のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

愛

082-841-6330

亀崎 のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

真由

082-841-6330

高陽
落合

伊藤
谷村

のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

田中

久美子 082-841-6330

のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

中村

美由季 082-841-6330

のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

小田川

のぞみ薬局高陽店

安佐北区落合五丁目25-1

湯谷

-4-

周平 082-841-6330
真衣

082-841-6330

医療機関名

圏域

口田

三入

住所

氏名

電話番号

落合ポテト薬局

安佐北区落合南一丁目11-13

湯浅

広宣

082-841-3755

落合ポテト薬局

安佐北区落合南一丁目11-13

三宅

季彦

082-841-3755

落合ポテト薬局

安佐北区落合南一丁目11-13

加藤

聡哲

082-841-3755

ウォンツ高陽矢口薬局

安佐北区口田一丁目21-23

口田薬局

安佐北区口田三丁目2-5

新佛

暢康

082-845-1221

ハート薬局高陽店

安佐北区口田三丁目1-18

松島

大智

082-841-2088

のぞみ薬局可部西店

安佐北区可部四丁目6-2

角野

幸子

082-819-2277

のぞみ薬局可部西店

安佐北区可部四丁目6-2

藤田

和子

082-819-2277

オズ薬局可部店

安佐北区可部四丁目23-13

神川

孝子

082-815-8855

友愛薬局

安佐北区可部五丁目4-21

のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

津村

史佳

082-810-0270

のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

古山

奈月

082-810-0270

のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

土屋

仁美

082-810-0270

のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

浅野

陽子

082-810-0270

のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

日髙

良昌

082-810-0270

のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

久延

ちひろ 082-810-0270

安佐北区可部五丁目14-19

中津

佳菜子 082-810-0270

株式会社フォーリーフ

のぞみ薬局本店

青木

峠

麻里子 082-841-4220

文子

082-814-6878

可部 のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

のぞみ薬局本店

安佐北区可部五丁目14-19

アレス薬局可部店

安佐北区可部六丁目3-24

大谷

浩司

082-819-1133

アレス薬局可部店

安佐北区可部六丁目3-24

大谷

水景

082-819-1133

大林スマイル薬局

安佐北区大林一丁目21-34

富田

則子

082-810-5082

オリタ薬局可部店

安佐北区可部七丁目6-2

藤本

瑞枝

082-812-3070

児玉病院

安佐北区可部七丁目14-39

沖中

克彦

082-814-3151

児玉病院

安佐北区可部七丁目14-39

のぞみ薬局可部南店

安佐北区可部南二丁目14-15

長本

太郎

082-819-3325

可部南薬局

安佐北区可部南三丁目18-23

吉田

淑子

082-815-7551

可部南薬局

安佐北区可部南三丁目18-23

岡部

孝子

082-815-7551

日本調剤安佐北薬局

安佐北区可部南五丁目13-14

亀山 広島市立北部医療センター安佐市民病院

安佐北区亀山南一丁目2-1
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小城
藤田

藤井

吉川
宮森

千枝

082-810-0270

美佐子 082-810-0270

美枝子 082-814-3151

麻里子 082-819-3190
伸一

082-815-5211

介護サ-ビス事業所について

(令和4年9月1日時点)

居宅介護支援事業所
ケアマネジャーが利用者・家族と話し合い、利用者の心身の状況や環境、生活歴などを把握
し、課題を分析します。その後、目標を設定して、支援内容について利用者・家族とサービス
担当者を含めて検討し、ケアプランを作成します。
圏域

事業所名

白木 居宅介護支援事業所白木ツジマチ

住所

電話番号

安佐北区白木町小越218-2

082-828-7191

ふかわ・くにくさ居宅介護支援事業所

安佐北区上深川町186-1

082-840-3840

エコール居宅介護支援事業所安佐北

安佐北区亀崎一丁目2-33

082-841-4551

あい居宅介護支援事業所
高陽 さんさん居宅介護支援事業所
亀崎
落合 居宅介護支援事業所リアライヴ高陽

安佐北区亀崎一丁目2-4
高陽タウンセンタービル2階2号室

082-824-7472

安佐北区亀崎四丁目7-1

082-845-0210

安佐北区真亀一丁目1-8

082-843-3223

高陽第一診療所居宅介護支援事業所

安佐北区落合一丁目14-9

082-845-1771

ニチイケアセンター高陽

安佐北区落合二丁目1-18

082-841-4755

かめ在宅支援

安佐北区落合五丁目30-11

082-576-3807

高陽・くにくさ居宅介護支援事業所

安佐北区落合南一丁目11-16-101

082-516-6005

なごみの郷居宅介護支援事業所

安佐北区落合南町196-1

082-841-1334

安佐北区口田一丁目15-10

082-843-1017

いろは

安佐北区口田三丁目16-14

082-516-7876

いでした介護支援センター

安佐北区口田三丁目30-13

082-845-7011

サンキ・ウエルビィ介護センター高陽

安佐北区口田三丁目32-2

082-841-0080

居宅介護支援事業所サンバリー高陽

安佐北区口田四丁目20-13

082-841-0036

くちた園居宅介護支援事業所

安佐北区口田南一丁目9-8

082-516-4165

生協ひろしま居宅介護支援事業所・安佐北

安佐北区口田南八丁目1-3

082-841-2255

サポートセンターとらいあんぐる

安佐北区口田南八丁目43-2

082-843-0111

医療法人社団博寿会
山下医院ほほえみ居宅介護支援事業所

口田

-6-

圏域

三入
可部

事業所名

住所

電話番号

居宅介護支援事業所山まゆ

安佐北区大林町字根谷162-2

082-818-6011

居宅介護支援事業所絵手がみ

安佐北区三入一丁目8-4

082-818-3272

桐陽台医院居宅介護支援事業所

安佐北区三入東一丁目30-21

082-818-1116

居宅介護支援センター菜の花

安佐北区可部五丁目4-19-3

082-814-2001

にのみや居宅介護支援事業所

安佐北区可部五丁目9-3

082-819-1217

居宅介護支援事業所緑ケ丘静養園

安佐北区可部六丁目10-22

082-812-3300

居宅介護支援事業所かんべ村

安佐北区可部七丁目13-15-1-7

082-812-3588

ひゃくせんプランニング安佐北

安佐北区可部南一丁目8-44
サニーコーポ武田Ⅱ302

082-819-2202

居宅介護支援事業所可部南静養園

安佐北区可部南二丁目19-33

082-562-2603

居宅介護支援事業所可部

安佐北区可部南四丁目17-30

082-815-2884

広島県看護協会居宅介護支援事業所「ひびき」

安佐北区可部南五丁目11-7

082-819-1782

かざぐるま居宅介護支援事業所
亀山 ケアプランセンター亀山の里

安佐北区亀山三丁目14-20
まちづくり四日市役場内別棟

082-847-2960

安佐北区亀山九丁目10-25

082-819-3355

居宅介護支援事業所きらら

安佐北区亀山西一丁目2-1

082-819-1221

花水木会居宅介護支援事業所

安佐北区安佐町鈴張2013-1

082-835-0260

居宅介護支援事業所こころ

安佐北区安佐町鈴張2688

082-554-8600

清和 居宅介護支援事業所飯室21

安佐北区安佐町飯室1665-3

082-810-2105

日浦 みくに居宅介護支援事業所

安佐北区安佐町久地字日ノ浦3240-65

082-837-2018

ＩＧＬ居宅介護支援事業所ゆうゆう

安佐北区安佐町後山12415-5

082-838-3339

居宅介護支援事業所ファミリー

安佐北区あさひが丘一丁目1-8

082-838-4183
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訪問看護事業所
主治医の指示に基づき、看護師などが自宅等を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助
を行います。
圏域

事業所名
訪問看護ステーションゆたかな家

住所
安佐北区小河原町1281

ふかわ・くにくさ訪問看護ステーション 安佐北区上深川町186-1
あい訪問看護ステーション
高陽

訪問看護ステーション亀崎

高陽タウンセンタービル2階2号室

082-840-1244
082-840-1222
082-824-7470

安佐北区亀崎四丁目7-1

082-842-6151

安佐北区真亀三丁目1-1-1-2-1

082-845-0171

高陽第一診療所訪問看護ステーション

安佐北区落合一丁目14-16

082-845-7002

なごみの郷訪問看護ステーション

安佐北区落合五丁目24-8

082-841-5552

訪問看護うさぎ

安佐北区落合五丁目30-11

082-847-5091

高陽・くにくさ訪問看護ステーション

安佐北区落合南一丁目11-16-101

082-516-6262

訪問看護いろは

安佐北区口田三丁目16-14

082-516-7876

いでした訪問看護ステーション

安佐北区口田三丁目31-11

082-845-0211

亀崎 訪問看護ステーションポプリ高陽
落合

安佐北区亀崎一丁目2-4

電話番号

口田

訪問看護ステーションデューン広島北

三入
可部

日浦

ヴァーンベール細田1階103

082-847-5320

訪問看護ステーション菜の花

安佐北区可部五丁目4-19-3

082-814-0008

可部訪問看護ステーションなずな

安佐北区可部五丁目9-3

082-814-5500

訪問看護ステーション可部

安佐北区可部南四丁目17-30

082-810-0330

広島県看護協会訪問看護ステーション「ひびき」

安佐北区可部南五丁目11-7

082-810-0551

安佐北区亀山二丁目15-33

082-819-1137

安佐北区安佐町飯室1665-3

082-810-2105

亀山 ニチイケアセンター可部訪問看護ステーション
清和

安佐北区可部五丁目1-26

訪問看護ステーション愛
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護
24時間安心して在宅生活が送れるよう、定期的な巡回訪問や随時通報により、日中・夜間を通じて、
訪問介護や訪問看護を受けるサービスです。
※1 サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。
※2 要支援の方は利用できません。
圏域

事業所名

高陽 ふかわ・くにくさ

住所

電話番号

安佐北区上深川町186-1

082-840-1840

落合 エコールｅｎｔａ24安佐北

安佐北区亀崎一丁目2-33

082-841-4550

口田 いでした定期巡回サービス

安佐北区口田三丁目30-13

082-845-7011

亀崎

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

認知症対応型通所介護
食事・入浴などの日常生活上の世話や生活機能向上の訓練、レクリエーション等を事業所に
認知症対応型通所介護
て日帰りで行います。
※サービスを受けるには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
圏域

事業所名

口田 なごみの郷通所介護事業所
亀山

住所

電話番号

安佐北区落合南町196-1

082-841-1333

ニチイケアセンター可部

安佐北区亀山二丁目15-33

082-819-3531

デイサービスセンターなごみの郷亀山

安佐北区亀山三丁目4-12

082-819-3725

小規模多機能型居宅介護
住み慣れた自宅を生活の拠点に、通いを中心に、同じ施設への泊まり、顔見知りの職員が自
宅を訪問して介護を行うというサービスを組み合わせて受けられます。
※サービスを受けるには、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
圏域

事業所名

高陽 げんき高陽
亀崎
落合 小規模多機能センター落合南

住所

電話番号

安佐北区落合一丁目7-20

082-841-0188

安佐北区落合南九丁目5-20

082-843-4165

小規模多機能型居宅介護事業所「いでした」安佐北区口田南八丁目15-2

082-841-3722

小規模多機能ホームとまとあきやぐち

082-516-6701

口田
安佐北区口田一丁目16-38
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圏域

三入
可部

事業所名

住所

電話番号

小規模多機能施設菜の花

安佐北区可部町南原340-1

082-818-6006

メリィガーデン可部

安佐北区可部一丁目16-15

082-819-0280

小規模多機能センター山まゆ

安佐北区可部南三丁目10-19

082-819-0024

安佐北区亀山南二丁目3-27

082-819-1750

亀山 縁が和

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
認知症の方が共同生活を送りながら食事・入浴などの日常生活上の世話や機能訓練を受け
ます。
※1 サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。
※2 要支援1の方は利用できません。
圏域

事業所名

住所

電話番号

グループホーム白木の郷

安佐北区白木町小越10230

082-828-0123

グループホーム山ぼうし

安佐北区白木町秋山字原890-1

082-828-7636

グループホーム樹

安佐北区深川一丁目42-23

082-554-8134

グループホームふかわの家

安佐北区深川五丁目7-32

082-842-0066

安佐北区深川八丁目36-7

082-841-0511

グループホームひなたぼっこ・高陽

安佐北区落合南七丁目10-20

082-841-5670

グループホームガーデンの家落合南

安佐北区落合南九丁目5-20

082-843-4165

グループホームひだまり

安佐北区落合南四丁目41-21

082-845-3070

安佐北区口田一丁目14-10

082-843-1011

グループホームとまとあきやぐち

安佐北区口田一丁目16-38

082-516-6700

グループホーム（山まゆ）フルーツハウス

安佐北区大林四丁目10-26

082-810-5585

グループホームやまびこ

安佐北区三入六丁目22-11

082-810-1157

グループホームなごみの郷可部

安佐北区可部三丁目9-21

082-819-0505

グループホームかんべの里

安佐北区可部七丁目13-15-1-9

082-554-8800

グループホームHanamizuki

安佐北区可部南三丁目10-22

082-815-2199

白木

高陽

亀崎 グループホーム高陽荘
落合

口田 グループホーム博寿会ほほえみ

三入
可部
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事業所名

圏域

住所

電話番号

ニチイケアセンター可部

安佐北区亀山二丁目15-33

082-819-3531

グループホームなごみの郷亀山

安佐北区亀山三丁目4-12

082-819-3725

グループホームひなたぼっこ・亀山

安佐北区亀山五丁目9-13

082-819-3255

グループホームはるかぜ

安佐北区亀山南二丁目8-20

082-819-1107

グループホームこころ

安佐北区安佐町鈴張2687

082-810-2280

グループホームASA楽々苑

安佐北区安佐町飯室1559-2

082-573-5050

安佐北区安佐町飯室1563-2

082-835-3222

はぴね広島安佐

安佐北区安佐町飯室字中布6486

082-810-3730

グループホームゆうゆう

安佐北区安佐町後山1047

082-838-3434

グループホームファミリーホーム

安佐北区あさひが丘一丁目1-10

082-838-4165

亀山

清和 グループホーム楽々苑
日浦

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）
小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせて受けるサービスです。
※1 サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。
※2 要支援の方は利用できません。
圏域

事業所名

高陽 看護小規模多機能ゆたかな家
亀崎
落合 看護小規模多機能型居宅介護ふくろう
三入
可部

看護小規模多機能ホームやすらぎ

住所
安佐北区小河原町1281
安佐北区深川七丁目6-37
安佐北区可部五丁目9-3
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電話番号
082-840-1233
082-554-8133
082-810-0188

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
常に介護が必要で在宅での生活が難しくなった方が介護を受けながら生活できる施設です。
※サービスを受けるには、原則要介護3～5の要介護認定を受ける必要があります。
圏域

事業所名
特別養護老人ホーム三篠園

住所

電話番号

安佐北区白木町井原1244

082-828-3330

白木 ユニット型特別養護老人ホーム三篠園

安佐北区白木町井原1244

082-828-3330

特別養護老人ホーム白木ツジマチ

安佐北区白木町小越218-2

082-828-1305

特別養護老人ホーム高陽荘

安佐北区深川八丁目36-7

082-842-2266

安佐北区真亀一丁目1-8

082-843-3223

従来型特別養護老人ホームリアライヴ高陽

安佐北区真亀一丁目1-8

082-843-3223

特別養護老人ホームなごみの郷

安佐北区落合南町196-1

082-841-1331

特別養護老人ホームくちた園

安佐北区口田南一丁目9-8

082-516-4165

特別養護老人ホーム山まゆ

安佐北区大林町字根谷162-2

082-818-6011

特別養護老人ホーム緑ケ丘静養園

安佐北区可部六丁目9-14

082-812-2411

特別養護老人ホーム可部南静養園

安佐北区可部南二丁目19-33

082-562-2503

特別養護老人ホーム谷和の里

安佐北区可部町綾ケ谷字谷和2175

082-812-2111

特別養護老人ホーム亀山の里

安佐北区亀山九丁目10-25

082-819-3355

特別養護老人ホームこころ

安佐北区安佐町鈴張2688

082-554-8600

安佐北区安佐町久地字日ノ浦3240-65

082-837-0767

特別養護老人ホーム第二ナーシングホームゆうゆう

安佐北区安佐町後山12415-1

082-838-3334

特別養護老人ホームナーシングホームゆうゆう

安佐北区安佐町後山12415-5

082-838-3333

高陽

亀崎 特別養護老人ホームリアライヴ高陽
落合

口田

三入
可部

亀山

清和 特別養護老人ホームみくに
日浦
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介護老人保健施設
状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを一定期間
受けることができます。
※1 サービスを受けるには要介護認定を受ける必要があります。
※2 要支援の方は利用できません。
圏域

事業所名

白木 介護老人保健施設白木の郷
高陽

住所

電話番号

安佐北区白木町小越10230

082-828-0123

介護老人保健施設ふかわ・くにくさ

安佐北区上深川町186-1

082-840-1840

老人保健施設さんさん高陽

安佐北区亀崎四丁目7-1

082-845-1211

介護老人保健施設菜の花

安佐北区可部五丁目4-19-10

082-814-0008

亀崎
落合
三入
可部
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その他
認知症カフェ

(令和4年9月5日現在)

認知症の人やその家族、地域の人、医療・介護の専門職など、認知症に色々な形で関わり、認知症のこと
を知りたいと思っている人たちが集まって交流しながら、認知症への理解を深め、楽しいひとときを共に過ご
すための場です。専門職に相談もできます。
圏域

名称

白木 オレンジロード３７カフェ

オレンジカフェこうよう

住所

日時

安佐北区白木町井原1244番地

毎月第3土曜日

三篠園

13:30～15:00

安佐北区深川五丁目13-12
高陽公民館

認知症カフェ・はぴねす

亀崎
落合

はぴねす出張認知症カフェ

オレンジカフェ凛（りん）

ケアラーズカフェ＆キッチン・

＆第4土曜日

安佐北区倉掛一丁目12-1

毎月第3日曜日

倉掛公民館

13:00～16:00

安佐北区真亀一丁目1-8

毎月第4火曜日

リアライヴ高陽 1階 Rin café

13:00～15:00

小規模多機能ホーム

082-559-1064 参加費:300円

082-559-1064 参加費:300円

082-843-3223 参加費:300円

毎月第4水曜日
祝祭日の場合は
第5水曜日

082-516-6701

参加費:無料

13:30～16:30

安佐北区口田南八丁目17-18
ナイトカフェくるみ

082-842-1125 参加費:100円

毎月第1土曜日
13:00～16:00

とまとあきやぐち

口田

082-828-3330 参加費:100円

毎月第4月曜日
13：00～16：

はぴねす

安佐北区口田一丁目16-38
ぷちカフェ

備考

00

安佐北区落合南四丁目21-23
高陽

問い合わせ先

メロウリストビル1階
デイサービスセンターくるみ
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毎月第3金曜日
17:30～19:30

送迎：要相談
082-554-6540 参加費:200円
（軽食付き）

圏域

名称

オレンジ夜カフェみいり

オレンジ珈琲カフェみいり

住所

日時

安佐北区三入一丁目8-2

毎月第3土曜日

デイサービス絵手がみ

17:00～20:00

安佐北区三入一丁目8-19

毎月第4木曜日

地域密着型通所介護

10:00～13:00

希の実

毎月第4火曜日

桐陽台花カフェ

安佐北区三入東1-30-20
桐陽台コミュニティセンター

三入

祝日の場合は
第5火曜日
10:00～13:00

可部
可部南

虹色カフェ

安佐北区可部東二丁目25-3

毎月第1土曜日

可部南集会所

10:00～11:30

安佐北区可部三丁目9-21
なごみオレンジ

あいあいネット(グループホー
ムなごみの郷可部)

毎月第2金曜日
13:00～16:00

問い合わせ先

備考

082-847-6870

参加費:150円

送迎:要相談
（軽食付き）

082-818-3272

参加費:150円

082-516-6611
（広島市三入・可部地

参加費:150円

域包括支援センター）

082-812-2940
（月・水・金

午前

参加費:100円

中）

082-819-0505

参加費:無料

082-818-7800

参加費:無料

082-815-8858

参加費:100円

082-819-1750

参加費:100円

毎月第2日曜日

三入・桐原

安佐北区可部町桐原1058-2

百歳カフェ

デイサービスセンターかわぐち

連休になる時は
第3日曜日
9:00～12:00
毎月第3水曜日

四日市古民家カフェ

安佐北区亀山三丁目14-20

10:00～13:00

まちづくり四日市役場

毎月第2土曜日
13:00～15:00

亀山

安佐北区亀山南二丁目3-27
縁が和カフェ

小規模多機能型居宅介護
縁が和
安佐北区安佐町飯室2905

ぽっぽカフェ

駅舎カフェROMUI（旧JR安芸
飯室駅）
安佐北区あさひが丘三丁目18-

IGLカフェ四季の花

5-1

日浦
さくらカフェ

安佐北区安佐町久地

個人宅

安佐北区安佐町飯室6865-17
森城ハウス・ひだまりの家

毎週月曜日
10:00～15:00

毎月第2土曜日
12:30～15:30

IGL SWAN

清和

不定期開催
1～2か月に1回程度

一般社団法人 傾聴の家
（森城ハウス）
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毎月第3金曜日
13:00～16:00

毎週金曜日
13:00～16:00

082-810-4688
（広島市清和・日浦地
域包括支援センター）

参加費:500円
（昼食付）
参加費:100円
（珈琲のみ）

送迎:片道50円

082-810-4788

(希望者)
参加費:100円

082-810-4688
（広島市清和・日浦地

参加費:100円

域包括支援センター）

090-3745-5927

参加費:無料

認知症高齢者等の家族会
認知症の人やその家族が集い、情報交換できる場です。介護や福祉、健康に関する講習会等も開催して

名称

住所

日時

備考

問い合わせ先
082-819-0587

認知症の人と家族の会

安佐北区可部三丁目19-22
(安佐北区総合福祉センタ-内)

原則第3月曜日

(安佐北区地域支え
あい課地域包括ケ

参加費：無料

ア推進センター）

安佐北区オレンジ支援チーム（認知症初期集中支援チーム）
≪オレンジ支援チーム（認知症初期集中支援チーム）とは≫
認知症の方や、その疑いがある方、その家族をチーム員（認知症サポート医、医療・
介護の専門職で構成）が訪問して、認知症についての困りごとや心配なことを確認さ
せていただきます。その上で、適切な医療や介護サービス利用につなげるための初期
支援を集中的に行います（最長６か月）。また、症状に合った対応のアドバイスなど
も行います。
≪対象となる方≫
40歳以上で自宅（安佐北区）で生活し、認知症が疑われる方や認知症の方で、次の
①～⑤のいずれかに該当する方です。
①認知症の診断を受けていない方
②継続的な医療を受けていない方
③適切な介護サービスに結びついていない方

④介護サービスが中断している方
⑤認知症の行動・心理症状が強く、対応に困っている方

名称

事業受託法人

支援チーム
設置場所

安佐医師会館内

広島市安佐北区
オレンジ支援チーム

一般社団法人安佐医師会

（広島市北部在宅
医療・介護連携支
援センター）
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問い合わせ先
お住まいの地区の地域包括支援
センターへご相談ください。
（右記参照）

地域包括支援センターとは？

地域包括支援センターは、高齢者がすこやかに暮らすた
めのあらゆる相談に対応する地域の総合相談窓口です。
主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士などの専門職
が中心となって、お互いに連携を取りながら、 「チーム」と
して高齢者の暮らしを支えています。 日常生活圏域（中
学校区）を基本に、安佐北区では６箇所に設置しています。

安佐北区内の地域包括支援センター 一覧
広島市白木
地域包括支援センター

住所
安佐北区白木町小越218-2
電話番号 082-828-3361

(井原、志屋、高南、三田)

広島市高陽・亀崎・落合
地域包括支援センター

住所
安佐北区亀崎1-1-6 フジグラン高陽2階
電話番号 082-841-5533

(狩小川、深川、亀崎、倉掛、真亀、落合東)

広島市口田
地域包括支援センター

住所
安佐北区口田南七丁目11-22
電話番号 082-842-8818

（落合、口田、口田東）

広島市三入・可部
地域包括支援センター

住所
安佐北区三入五丁目16-31
電話番号 082-516-6611

（大林、三入、三入東、可部、可部南）

広島市亀山
地域包括支援センター

住所
安佐北区亀山四丁目2-36
電話番号 082-819-0771

（亀山、亀山南）

広島市清和・日浦
地域包括支援センター

住所
安佐北区あさひが丘三丁目18-13-7-101
電話番号 082-810-4688

（鈴張、飯室、久地南、筒瀬、日浦）

( )は小学校区

安佐北区地域保健対策協議会
（安佐北区在宅医療・介護連携推進委員会）
令和4年10月作成

