
介護・福祉・医療を
連携させます

24時間対応の
訪問サービス
や、看 護、リハ
ビリテーション
などの環境を
整備します。

高齢者の権利を守ります
消費者被害などへの対応、成年後見
制度の利用支援や、高齢者の虐待防
止などに取り組みます。

高齢者の生活環境を
整えます

自宅のバリアフリー化や、サービス
付き高齢者向け
住宅など、高齢
者の生活環境を
整備します。

高齢者支援センター

相 談相 談 支 援支 援調 整調 整

区市町村
高齢者支援センターは、高齢者
のみなさんの介護に関する悩み
や心配ごとのほか、健康や福祉、
医療に関するさまざまな支援を
行っています。

在宅医療相談窓口（高沢病院内）
安心して在宅医療を受けられるよう、医療
と介護の知識を持つ相談員（医療ソーシャ
ルワーカー・看護師）が、在宅医療を希望す
る方やご家族からの相談をお受けします。
　　　　　【※医療機関一覧の　　 です】

介護保険サービスを
充実・強化します

「施設に通う」「短期間施設に入所
する」などのサービスを充実させ、
地域の特性に
応じた「地域密
着型サービス」
も強化します。

自立した生活ができるよう
介護予防をすすめます
介護予防教室
や地域のボラ
ンティア活動
などを通じて
介護予防を推
進します。

地域包括ケア（地域包括ケアシステム）は、高齢者のみなさんが、いつまでも住み慣れた地域で生活で
きるように、区市町村と地域の介護、福祉、医療が連携して、さまざまな支援を行っていく取り組みです。

介護と医療との連携マップ

地域包括ケアが介護と医療を支えます！地域包括ケアが介護と医療を支えます！

緊急時（火事の通報や救急車を呼ぶ時）には、

119番へ（あわてず、落ち着いて通報し、話してください。）
  迷った際の相談窓口

♯7119（東京消防庁救急相談センター）へ
（なお、急な病気やけがをしたときに「救急車を呼んだ方がいいかな」、「今
すぐに病院に行ったほうがいいのかな」と迷った際の相談窓口です。医
療機関、応急手当のアドバイス、医療機関への交通手段も案内します。）

毎日24時間

  電話 #7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）または
 042-521-2323 （多摩地区  ダイヤル回線）

医4

瑞穂町この冊子は環境に配慮し、植物油インキ
を使用しています。

無断転載・複製禁止4 1

病院・医院
No 関係機関名称 電話番号 所在地 診療科目
医1 新井クリニック 557-0018 長岡1 丁目51 番地2 内科、小児科、胃腸科

医2 石畑診療所 557-0072 石畑207 番地 内科、小児科

医3 栗原医院 557-0100 箱根ケ崎61 番地 内科、小児科、消化器内科

医4 高沢病院 556-2311 二本木722 番地1 内科、消化器内科、リハビリテーション科

医5 高水医院 557-0028 箱根ケ崎282 番地 内科、小児科、婦人科、耳鼻咽喉科

医6 菜の花クリニック 557-7995 殿ケ谷454 番地 内科、消化器内科、歯科、神経内科、リハビリテーション科

医7 丸野医院 556-5280 長岡1 丁目14 番地9 内科、麻酔科

医8 みずほクリニック 568-0300 長岡長谷部31 番地1 整形外科、内科、リハビリテーション科

医9 すずき瑞穂眼科 568-1236 箱根ケ崎282 番地 パインフラット101 眼科

歯科医院
No 関係機関名称 電話番号 所在地 診療科目
歯1 青松歯科医院 556-4180 箱根ケ崎2367 番地1 歯科

歯2 岩永歯科医院 556-1123 箱根ケ崎105 番地1 歯科、小児歯科

歯3 殿ヶ谷歯科医院 556-5667 殿ケ谷906 番地11 歯科、小児歯科

歯4 箱根ヶ崎歯科医院 556-1118 箱根ケ崎182 番地4 歯科、小児歯科

歯5 みずほ歯科医院 556-1182 長岡1 丁目51 番地2 歯科

歯6 山岸歯科医院 557-7567 南平2 丁目4 番地11 歯科、小児歯科

歯7 きたはらファミリー歯科 533-4180 むさし野2 丁目61 番地4 歯科、小児歯科、歯科口腔外科

医療機関一覧（瑞穂町医師会、瑞穂町歯科医師会に所属する医療機関を掲載しています。）（順不同）

認知症かもと思ったら…

　認知症の人とその家族が地域で安心して生活できるよう、地域の医療・介護・福祉機関や事業所の多職種
と連携した支援体制を構築しています。気になること、心配事、困りごとなどをご相談ください。

問い合わせ先

介護保険に関すること 福祉部 高齢者福祉課 介護支援係 ······ 042-557-0594（直通）
高齢者施策に関すること 福祉部 高齢者福祉課 高齢者支援係 ··· 042-557-7623（直通）

高齢者の総合相談など
東部高齢者支援センター ·············· 042-557-3852（直通）
西部高齢者支援センター ·············· 042-557-0609（直通）

地域連携型　認知症疾患医療センター

菜の花クリニック　もの忘れ相談室
住所：瑞穂町殿ケ谷454　電話：042-557-7995
※医療機関一覧の　　です医6

地域拠点型　認知症疾患医療センター

青梅成木台病院
住所：青梅市成木1-447　電話：0428-74-9933

認知症疾患医療センター

認知症の初期段階で医療と介護の連携のもとに、認知症の人とその家族に対して適切な支援を行いま
す。専門医と医療・介護の専門職がチームを組み、受診の勧奨や本人・家族支援等の初期介入を包括的・
集中的に行い、自立支援をサポートします。高齢者支援センター、高齢者福祉課窓口にご相談ください。

初期集中支援チーム
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介護と医療との連携マップ介護と医療との連携マップ

医1 医9～  ：町内病院・医院

 ：町内歯科医院～歯1 歯7

 ：高齢者支援センター～●1 ●2
 ：特別養護老人ホーム
　介護老人保健施設等

～●❻●❶

 ：介護保険サービス
　提供事業所

～●⑬●①
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No 事業所名【サービス区分】 電話番号 所在地

1 瑞穂町東部高齢者支援センター
【介護予防支援】【介護予防ケアマネジメント】

557-3852
石畑2008 番地
瑞穂町ふれあいセンター内

2 瑞穂町西部高齢者支援センター
【介護予防支援】【介護予防ケアマネジメント】

557-0609
箱根ケ崎1180 番地
長岡コミュニティセンター内

❶

特別養護老人ホーム　みずほ園
� 【介護老人福祉施設、短期入所生活介護】

556-1411

箱根ケ崎922 番地1
高齢者在宅サービスセンターみずほ
� 【居宅介護支援、訪問介護、通所介護】

556-0066

❷ 特別養護老人ホーム　良友園
� 【介護老人福祉施設、短期入所生活介護】

568-0753 箱根ケ崎670 番地1

❸
特別養護老人ホーム　不老の郷
� 【介護老人福祉施設、短期入所生活介護、居宅介護支援】

557-3030
二本木1319 番地

第2デイサービスセンター　お茶のみ処� 【通所介護】 568-0390

❹
特別養護老人ホーム　フラワープラム
� 【介護老人福祉施設、短期入所生活介護、居宅介護支援、

通所介護、認知症対応型通所介護】
556-5755 長岡長谷部83 番地1

No 事業所名【サービス区分】 電話番号 所在地

❺
介護老人保健施設　けんちの苑みずほ
� 【介護老人保健施設、通所リハビリテーション、短期入所療養介護】

568-0200
長岡長谷部31番地1

けんちの苑みずほ　指定居宅介護支援事業所� 【居宅介護支援】 568-0222

❻

介護老人保健施設　菜の花
�【介護老人保健施設、訪問・通所リハビリテーション、短期入所療養介護】

568-5111

殿ケ谷454 番地
介護老人保健施設　ユニット菜の花
� 【介護老人保健施設、通所リハビリテーション、短期入所療養介護】

557-7915

居宅介護支援事業所　菜の花� 【居宅介護支援】 568-0345
殿ケ谷451 番地1

菜の花　訪問看護ステーション� 【訪問看護】 568-0332

①

瑞穂町在宅介護支援センターたかさわ� 【居宅介護支援】 556-1738

二本木722 番地1みずほ訪問看護ステーション� 【訪問看護】 556-1737

高沢病院� 【訪問リハビリテーション】 556-2311

②

居宅介護支援事業所　七福神� 【居宅介護支援】 557-7296

石畑1940 番地3ヘルパーステーション　七福神� 【訪問介護】 557-7294

デイサービス　七福神� 【地域密着型通所介護】 556-8321

③ セイブケア
【訪問入浴介護】 847-3200

高根98 番地
【福祉用具貸与】 556-9060

④

杜の園　居宅介護支援事業所� 【居宅介護支援】

556-6511 長岡下師岡372 番地4杜の園ながおかデイサービスセンター� 【通所介護】

グループホーム杜の園ながおか
� 【認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】

⑤ （特定非営利活動法人）NPOつくし� 【訪問介護】 557-6800 箱根ケ崎西松原51 番地3

⑥ 訪問介護　菫
すみれ
� 【訪問介護】 513-9555 殿ケ谷835 番地1　101号

⑦ アースサポート瑞穂� 【訪問入浴介護】 568-0233 箱根ケ崎215 番地16

⑧ デイサービスセンター　不老の郷� 【通所介護】 568-2671 箱根ケ崎182 番地

⑨ デイサービス　葵
あおい
� 【地域密着型通所介護】 557-8530 殿ケ谷952 番地

⑩ 二
に ほ ん ぎ

本木交
こうさてん

茶店� 【居宅介護支援、地域密着型通所介護】 568-0250 二本木684 番地4

⑪ オアシス瑞穂� 【地域密着型通所介護】 513-9575 二本木918 番地

⑫ ケアサポート尾作設備� 【福祉用具貸与】 556-2626 石畑1594 番地5

⑬ ムサシノ介護用品� 【福祉用具貸与】 579-1188 南平2 丁目53 番地11

介護保険サービス提供事業所一覧（順不同） ※電話番号の市外局番は042です。


