
もとす地域医療・介護連携マップ　　　　令和２年  事業所一覧 【修正分】　　　

種別 機関名 変更内容
医科 おおぐち泌尿器クリニック 認知症対応：〇

診療科目：内科・心療内科・精神科・皮膚科・外科・整形外科
時間外対応加算：なし
がん緩和ケア麻薬対応：×
訪問リハビリ対応：×
中心静脈栄養：×
気管切開：×
診療科目：内科・循環器内科・消化器内科・小児科
時間外対応加算：２
診療科目：内科・消化器科・循環器科・小児科
認知症対応：〇

医科 みずほクリニック 訪問リハビリ対応：〇
診療科目：小児科・内科・皮膚科・小児在宅対応
胃ろう：×
気管切開：×

医科 国枝医院(文殊） 中心静脈栄養：×
医科 白木医院 診療科目：内科・小児科・循環器科
医科 堀部クリニック 中心静脈栄養：×

時間外対応加算：１
気管切開：〇
診療科目：内科・外科・小児科・皮膚科・リハビリ科・整形外科
休診日：日曜・祝日・木・土曜日午後

医科 えさきクリニック 在宅終末期看取り：×
住所：北方町若宮1-7
電話番号：058-320-1700、FAX：058-320-1701
診療科目：内科・小児科・・消化器内科・内視鏡内科
診療時間：8：30～12：00　15：30～18：30(月・火・木・金）、（水・土曜日は8：30～12：00）
休診日：日曜、水・土曜日午後
時間外対応：なし

往診対応、在宅終末期看取り、がん緩和ケア麻薬対応、認知症対応、在宅酸素、中心
静脈栄養、胃ろう：〇
訪問リハビリ、気管切開：×

歯科 スナミ歯科医院 休診日：木曜・日曜・祝日
歯科 広瀬歯科医院 休診日：木曜・日曜・祝日
歯科 青木歯科 診療時間：9：00～12：00、14：00～18：30、14：00～17：00（土）

所在地：本巣郡北方町柱本1-197-2
電話番号：058-323-1131
FAX番号：058-323-1132
住所：北方町若宮1-7
電話番号：058-216-7087、FAX：058-216-7088
24時間対応：×、麻薬届出・在宅届出：〇

薬局 きたがた調剤薬局 麻薬届出：〇
薬局 キョーワ薬局北方店 24時間対応：×
薬局 こころ調剤薬局北方店 在宅届出：〇
薬局 さかえ調剤薬局 在宅届出：〇

24時間対応：×
麻薬届出：×
在宅届出：×

薬局 ホップ芝原薬局 在宅届出：〇
薬局 ライン調剤薬局高屋店 24時間対応：×
薬局 アイセイ薬局本巣店 24時間対応：〇

麻薬届出：×
在宅届出：×

薬局 みやび調剤薬局 麻薬届出：〇
薬局 本巣調剤薬局 在宅届出：×
薬局 ユタカ調剤薬局真正 24時間対応：×

電話番号：058-326-6731
在宅届出：×

薬局 さくら調剤薬局 在宅届出：×
薬局 杉山薬局瑞穂店 在宅届出：〇
薬局 スギ薬局穂積店 24時間対応：×
薬局 ハーズみずほ調剤薬局 24時間対応：×

24時間対応：×
麻薬届出：×
在宅届出：×
24時間対応：×
麻薬届出：×

薬局 ホンデン本巣薬局 24時間対応：×
薬局 みずほ薬局 24時間対応：×

麻薬届出：×
在宅届出：×
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明石クリニック

所内科医院

福田内科医院

若園医院

本巣内科クリニック

医科(追加） 東堀クリニック

薬局(追加） オリーブ薬局北方店
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パール調剤薬局みずほ店

ファースト調剤薬局みずほ店

れんげ薬局

さとうファミリークリニック

アクア薬局北方店
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真正調剤薬局



種別 機関名 変更内容
居宅介護支援事業所 下野居宅介護支援事業所 対応範囲：瑞穂市　本巣市（県道78号線以南）　北方町
居宅介護支援事業所 ケアマネセンターほづみ 対応範囲：瑞穂市　本巣市（本巣・糸貫・根尾地区除く）
居宅介護支援事業所 ケアマネセンター悠喜園 対応範囲：瑞穂市　本巣市（根尾地域除く）　北方町
居宅介護支援事業所 仙寿苑居宅介護支援ステーション悠々 時間外対応：不可

休業日：土・日・祝、12/30～1/3
対応範囲：瑞穂市、本巣市、北方町

居宅介護支援事業所 北方町居宅介護支援センター 対応範囲：瑞穂市・本巣市・北方町
訪問介護 訪問介護ステーション　ハーブ・瑞穂 サービス提供時間：8：30～17：15（応相談）
訪問介護 訪問介護事業所　悠喜園 提供範囲：瑞穂市　、本巣市（糸貫・根尾地区除く）　、北方町
訪問介護 もとす医師会もとす訪問介護ヘルパーセンター 休業日：土、日、祝、１２/２９～１/３
訪問介護 北方町ホームヘルパーステーション 提供範囲：瑞穂市、本巣市（県道78号線より北除く）、北方町
訪問看護 訪問看護ステーションハーブ・瑞穂 精神疾患対応：可

休業日：日、1/1～１/3
提供範囲：瑞穂市、本巣市、北方町
電話番号：058-329-2188
営業時間：13：00～17：00
営業時間：8：30～19：00
サービス提供時間：12：30～15：30
提供範囲：瑞穂市、本巣市（根尾地区要相談）、北方町
食事代：700円
おやつ代：0円

通所介護 高木デイサービスセンター 食事代：685円
通所介護 デイサービスほほえみの郷 送迎範囲：瑞穂市、本巣市（糸貫・根尾地区除く）、北方町

食事代：610円
おやつ代：80円
送迎範囲：瑞穂市、本巣市、北方町　（事務所から半径10ｋｍ以内）
短時間利用：可
定員：20人
食事代：500円
送迎範囲：瑞穂市、本巣市（本巣北部要相談）、北方町
短時間利用：可
食事代：550円

通所介護 デイサービス温咲南ぎふ 送迎範囲：瑞穂市、本巣市（本巣トンネル南）、北方町　
通所介護 アシストワン・本巣　 送迎範囲：瑞穂市、本巣市（本巣トンネル南）、北方町　

食事代：605円
おやつ代：0円
短時間利用：要相談
食事代：636円
送迎範囲：瑞穂市、本巣市、北方町　（事業所から半径10ｋｍ以内）
食事代：500円

通所介護 リハビリサロンエスリハ北方 FAX：058-322-2090
送迎範囲：瑞穂市、本巣市、北方町
食事代：550円
食事代：620円
おやつ代：７０円

通所リハビリ 下野デイケアリハビリセンター 休業日：日、12/30～1/4
通所リハビリ デイセンターほづみ 送迎範囲：瑞穂市、本巣市(本巣・糸貫・根尾地区除く）、北方町

食事代：650円
おやつ代：100円

通所リハビリ ライフリハビリケアーセンター 食事代：550円
通所リハビリ ライフリハビリケアーセンターⅡ 食事代：550円

食事代：640円
おやつ代：120円
休業日：木午後・土・日・祝、12/31～1/3、8/13～8/15
定員：10人
部屋代など：ユニット型個室2,006円、特室（空床）4,000円
食費：朝食282円、昼食555円、夕食555円、おやつ110円
部屋代など：多床室855円、従来型個室1,171円、ユニット個室2,006円
食費：朝食353円、昼食403円、夕食533円、おやつ103円
部屋代など：多床室855円
食事代：朝食303円、昼食605円、夕食484円
部屋代など：多床室855円、従来型個室1,171円
食事代：朝食252円、昼食636円、夕食504円
在宅酸素：〇
部屋代など：一室2,200円、電気代1日1器50円
食事代：朝食400円、昼食650円、夕食600円、おやつ100円
部屋代など：ユニット型1,950円
食事代：朝食400円、昼食560円、夕食550円、おやつ80円
胃ろう：〇
透析：×
部屋代など：個室1,660円、多床室610円※生活保護は要相談
食費：朝食480円、昼食640円、夕食640円
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ショートステイれんげ
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下野訪問リハビリテーション

まくわクリニック



種別 機関名 変更内容
部屋代：多床室610円/日、従来型個室1,660円/日
食費：食費1,760円/日
居室内容：個室6室、2人部屋47室、その他（4人部屋5室）
部屋代：個室2,200円/日　
食費：食費1,750円/日、電気代1日1器50円
居室内容：個室60室

特別養護老人ホーム 特別養護老人ホームサンビレッジ瑞穂 食費：1,488円/日、おやつ110円/日
部屋代：多床室855円/日、従来型個室1,171円/日、ユニット型個室2,006円/日　
食費：1,392円/日
部屋代：居住費2,006円/日
食費：1,450円/日
部屋代：個室1,200円/日、多床室890円/日
食費：1,500円/日
部屋代：多床室855円/日、従来型個室1,171円/日、ユニット型個室2,006円/日　
食費：1,392円/日
居室内容：従来型個室28室、ユニット型個室16室、2人部屋2室、4人部屋21室
部屋代：個室1,171円/日、多床室855円/日
食費：1,392円/日
部屋代：多床室855円/日、個室1,171円/日
食費：1,392円/日

サービス付き高齢者住宅 ふるさとホーム瑞穂 食費：49,500円/（30日）
サービス付き高齢者住宅 医療型サービス付き高齢者住宅　巣南 食費：52,800円/月（30日×3食）

ケアハウス アミ・ほづみ園
居住費44,512円/月（食費含む）
管理費9,170円/月、事務費は収入に応じて
居住費41,595～98,895円／月
食費825円／日
居室内容：個室44室、2人部屋6室
要介護受入：可
療養食・胃ろう・たん吸引・透析・中心静脈栄養：要相談

有料老人ホーム ヴィラさくら瑞穂 食費：43,500円/月
食費：1,800円/日
インスリン：×

有料老人ホーム グランフォート福田 居住費：55,000円/月
有料老人ホーム 楡の樹 療養食：要相談
有料老人ホーム ほほえみの郷悠喜園 胃ろう・透析：要相談
有料老人ホーム ファミリーコート北方 食費：55,500円／月

宿泊費：3,040円
食事代：朝食340円・昼食570円・夕食570円・おやつ118円

小規模多機能型居宅介護 ファミリーケア本巣うぐいす庵 食事代：朝食410円・昼食710円・夕食710円・おやつ100円
看護小規模多機能型居宅介護ファミリーケア北方かわせみ庵 食事代：朝食410円・昼食720円・夕食720円・おやつ100円
認知症通所介護 高木デイサービスセンター 食事代：685円
認知症通所介護 大和園なごみデイサービス 食事代：605円、おやつ代0円
認知症通所介護 笑来北方 食事代：720円

家賃：39,000円/月
管理費：9,000円／月
食費：32,400円/月

グループホーム ファミリーケア本巣 食費：48,900円（30日）
家賃：35,000円
管理費：25,000円
管理費：17,100円
食費：36,300円

グループホーム グループホームファミリーケア北方 食費：45,900円（30日あたり）
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