
　　

　　　　　　　　　　　　

【老人保健施設】あさひ（領家）

高知高須病院

室戸クリニック（室津）

【ケアマネ】【訪問介護】

【デイサービス】さんさん （領家）

にこにこリハビリクラブ

（室津）

むろとぴあ医院

（浮津）

室戸中央病院

（室津）

室戸市デイサービスセンター（領家）

【グループホーム】なかよし

【小規模多機能】絆 （元）

有光歯科医院

（浮津）

【ケアマネ】ゆい（浮津）

浮津松本歯科クリニック

（浮津）

【ケアマネ】花みずき

【訪問介護】ひまわり

【デイサービス】ひまわり

（室津）

室戸中心部

地域包括支援センター

室戸市保健介護課

（保健福祉センターやすらぎ）

佐喜浜町

吉良川町

羽根町

室戸
室戸岬町

【特別養護老人ホーム】

丸山長寿園（三津）

室戸市立

室戸岬診療所

【グループホーム】

びわの里（室戸岬町）

岩崎歯科医院

（室戸岬町）

やまもと病院

【訪問介護】 はな

【ケアマネ】 りぼん

山下歯科医院

【小規模多機能】 あるて

【訪問介護】 あんず

【訪問看護】 あすか

佐喜浜診療所

【デイサービス】

むえんの舎

【訪問介護】 一期一会

【ケアマネ】奥郷

【訪問介護 】ゆめ

【訪問看護】奥郷

【療養通所】おくのさと

【定期巡回随時対応型】おくのさと

（元）

【デイサービス】 エミナ

三宅医院

松本医院

松本歯科医院

村戸歯科医院

【ケアマネ】 【訪問介護】

【デイサービス）】 あすなろ

【訪問介護】 潮音

【デイサービス】 ゆうなぎ（元）

山川ライオン堂薬局

（浮津）

らいおん堂薬局

室戸店（浮津）

らいおん堂薬局 吉良川店

タキ薬局（浮津）

【サービス付高齢者向け住宅】

潮音

訪問看護

あすか （０８８７） ９８－７０４１ 〒781-7220 佐喜浜町 ３５８９－１

奥郷 （０８８７） ９８－７０３７ 〒781-7107 元 甲１０７６

電話番号 所在地

訪問介護（ヘルパー）

あすなろ （０８８７） ２５－３４５０ 〒781-6831 吉良川町 乙２００４－１

あんず　　　　 （０８８７） ２７－３４８０ 〒781－7220 佐喜浜町 ３５８９－１

一期一会 （０８８７） ２７－２４８８ 〒781－7220 佐喜浜町 １５２５－３

さんさん （０８８７） ２３－１００８ 〒781-7109 領家 ２７０－１

潮音 （０８８７） ２５－２９３１ 〒781-6832 吉良川町 甲３９４７－２００

はな （０８８７） ２６－１０４１ 〒784-6741 羽根町 甲８８０－１

ひまわり （０８８７） ２２－３００７ 〒781-7102 室津 １７７５－８

ゆめ （０８８７） ９８－７０３７ 〒781-7107 元 甲１０７６

電話番号 所在地

医療機関名

有光歯科医院 （０８８７） ２２－１２００ 〒781－7103 浮津 470

岩崎歯科医院 （０８８７） ２３－１０５２ 〒781－7101 室戸岬町 ６８１０－１１３

浮津松本歯科クリニック （０８８７） ２３－１３３８ 〒781－7105 浮津 二番町１２４

松本歯科診療所 （０８８７） ２５－２０５５ 〒781－6832 吉良川町 甲２８２６

村戸歯科診療所 （０８８７） ２５－２１０１ 〒781-6832 吉良川町 甲２７８９

山下歯科医院 （０８８７） ２６－１１００ 〒781－6742 羽根町 乙１２７１－１

電話番号 所在地

通所介護（デイサービス）

あすなろ （０８８７） ２５－３３９５ 〒781-6831 吉良川町 乙２００４－１

エミナ （０８８7） ２５－２３７４ 〒781-6832 吉良川町 甲１９４７－１

さんさん （０８８７） ２２－０２０１ 〒781-7109 領家 ２７０－１

にこにこリハビリクラブ （０８８７） ２２－０５１１ 〒781-7102 室津 １７７４－７

ひまわり （０８８７） ２２－６４３０ 〒781-710２ 室津 １７７５－８

室戸市デイサービスセンター （０８８７） ２２－１３４８ 〒781-7109 領家 ８７

むえんの舎 （０８８７） ２７－２２２４ 〒781-7220 佐喜浜町 １５７８－２

ゆうなぎ （０８８7） ２３－１２７７ 〒781-7107 元 甲２３０７－２

電話番号 所在地

小規模多機能型居宅介護

あるて　　　　 （０８８７） ２４－６８８８ 〒781-6742 羽根町 乙１１３７

絆 （０８８７） ２３－１８０１ 〒781－7107 元 甲２０８

電話番号 所在地

療養通所

おくのさと （０８８７） ９８－７０３７ 〒781-7107 元 甲１０７６

電話番号 所在地

定期巡回随時対応型

おくのさと （０８８７） ９８－７０３７ 〒781-7107 元 甲１０７６

電話番号 所在地

薬局

タキ薬局 （０８８７） ２３－２５３５ 〒781-7105 浮津 ２番町４４－１

山川ライオン堂薬局 （０８８７） ２３－１３１６ 〒781-7103 浮津 ３６４－１

らいおん堂薬局　吉良川店 （０８８７） ２５－３５７８ 〒781-6832 吉良川町 甲３９４７

らいおん堂薬局　室戸店 （０８８７） ２３－１０６６ 〒781-7103 浮津 ４８－４

電話番号 所在地

老人保健施設

あさひ　　　　　　 （０８８７） ２２－２２００ 〒781-7109 領家 １－１

電話番号 所在地

特別養護老人ホーム

丸山長寿園 （０８８７） ２３－１２００ 〒781-7101 室戸岬町 １６７５

電話番号 所在地

認知症対応型共同生活介護
（グループホーム）

なかよし （０８８７） ２３－１８５７ 〒781－7107 元 甲２０６－１

びわの里 （０８８７） ２４－２０７８ 〒781－7101 室戸岬町 ４０７８

電話番号 所在地

介護療養型医療施設

室戸中央病院 （０８８７） ２３－３３１１ 〒781－7101 室津 ２２７３

電話番号 所在地

【在宅医療・介護連携に関する相談窓口】

★室戸市地域包括支援センター

０８８７－２２－５１５８（領家）

高齢者本人やその家族、地域の

医療機関や介護サービス事業所

からの相談も受け付けています

★室戸市保健介護課 高齢者介護班

０８８７－２２－５１５５（領家）

あすなろ（三浦）　   　　　　（０８８７） ２５－３４５０ 〒781-6831 吉良川町 乙２００４－１

奥郷（仙頭） （０８８７） ９８－７０３７ 〒781-7107 元 甲１０７６

さんさん（川辺） （０８８７） ２３－１５０５ 〒781-7109 領家 ２７０－１

花みずき（竹崎） （０８８７） ２２－３００１ 〒781-710２ 室津 １７７５－８

ゆい（山下） （０８８７） ９８－７０３３ 〒781-7106 浮津 三番町６４番地

りぼん（多田・林） （０８８７） ２６－１０４１ 〒781-6741 羽根町 甲８８０－１

居宅介護支援（ケアマネ）
(    )内は担当者

所在地 介護サービス提供内容に関する特色等電話番号

利用者、家族様に寄り添いながら、家で安心して過ごすことができるようにお手伝いさ
せて頂きます。

ご本人が持つ能力の維持向上につとめ、自立した日常生活を、可能な限り住み慣れた自
宅で送れる様支援させて頂きます。

介護のことやそれ以外にもいろんな相談を受けさせていただきます。

自立した生活を営むことができるよう、誠心誠意、利用者本位の立場から支援をしてゆ
きます。(主任介護支援専門員が常勤しています）

一人ひとりの尊厳を大切に、御本人様、御家族様の意向をお伺いしながら、在宅での生
活が継続出来る様にお手伝いさせていただきます。２４時間対応し、お顔の見える関係
で不安なく相談等ができます。

障害にとらわれず住み慣れた自宅・地域での生活が長く続けられるように、ご本人様の
ニーズに合わせた支援をさせていただきます。

簡易な生活支援サービス

室戸市シルバー人材センター （０８８７） ２３－２３０１ 〒781－7103 浮津 ２６－５

電話番号 所在地

医療機関名

高知高須病院室戸クリニック （０８８７） ２４－２５１１ 〒781－7102 室津 1番地

佐喜浜診療所 （０８８７） ２７－２８４１ 〒781－7220 佐喜浜町 １６４１－１

松本医院 （０８８７） ２５－３４５５ 〒781－6832 吉良川町 甲２２６３

三宅医院 （０８８７） ２５－３１３５ 〒781－6832 吉良川町 甲２３００

室戸市立室戸岬診療所 （０８８７） ２３－３６１０ 〒781－7101 室戸岬町 5368番地３

室戸中央病院 （０８８７） ２３－３３１１ 〒781－7102 室津 ２２７３

むろとぴあ医院 （０８８７） ２３－３９９３ 〒781－7103 浮津 ６０－１

やまもと病院　(精･内･心内) （０８８７） ２６－１８１０ 〒781－6742 羽根町 乙１３９２番地

所在地電話番号

サービス付高齢者向け住宅

潮音 （０８８７） ２５－２９３１ 〒781-6832 吉良川町 甲3947-200

所在地電話番号


