
介護保険関連施設介護保険関連施設介護保険関連施設介護保険関連施設 
 

 

介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧 

(医):医療法人 (株):株式会社 (社福):社会福祉法人 (社):社団法人 (有):有限会社 (農協):農業協同組合 マップマップマップマップ 番号番号番号番号 
名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 所在地所在地所在地所在地 

業務内容業務内容業務内容業務内容 備考備考備考備考 ケアケアケアケア プランプランプランプラン 作成作成作成作成 

要介護要介護要介護要介護 認定認定認定認定 申請代行申請代行申請代行申請代行 ※※※※1 

訪問訪問訪問訪問 介護介護介護介護 

2-1 (医) 辰星会指定居宅介護支援事業所 (医)辰星会 
二本松市 

(旧市街) 
可 可     

2-1 二本松社会保険居宅介護支援センター (社)全国社保 
二本松市 

(旧市街) 
可 可     

2-1 あだたら荘指定居宅介護支援事業所 
(社福) あだち福祉会 

二本松市 

(旧市街) 
可 可     

2-1 ユニケアサポート (医)成美会 
二本松市 

(旧市街) 
可       

2-1 

二本松市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所にほんまつ・あだち 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧安達町) 
可 可     

2-1 ニチイケアセンター二本松 
(株) ニチイ学館 

二本松市 

(旧市街) 
可   可   

2-1 ケアサービスセンターみどりの郷 
(社福) 湖星会 

二本松市 

(旧市街) 
可 可     

2-1 

JA みちのく安達 指定居宅介護支援事業所 

(農協) みちのく安達 

二本松市 

(旧市街) 
可 可     

2-6 

二本松市社会福祉協議会 居宅介護支援事業所いわしろ・とうわ 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧岩代町) 
可 ※2     

2-6 居宅介護支援事業所 なごみ (株)コスモメディカル東和 二本松市(旧東和町) 可       



2-6 東和在宅介護支援センター 
(社福) あだち福祉会 

二本松市 

(旧東和町) 
可 可     ※1申請受付・相談は各施設内の「在宅介護支援センター」にて可 表内施設の他、「二本松市地域包括支援センター」内「中央在宅介護支援センター」にても可 ※2申請受付・相談は「地域包括支援センター岩代分室」内「岩代在宅介護支援センター」にて可 

介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧 マップマップマップマップ 番号番号番号番号 
名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 所在地所在地所在地所在地 

業務内容業務内容業務内容業務内容 備考備考備考備考 ケアプランケアプランケアプランケアプラン 作成作成作成作成 

要介護認定要介護認定要介護認定要介護認定 申請代行申請代行申請代行申請代行 

2-7 

本宮市社会福祉協議会 指定居宅介護支援事業所 

(社福) 本宮市社協 
本宮市 可 可   

2-7 谷指定居宅介護支援事業所 (医)慈久会 本宮市 可 可   

2-7 まゆみの里指定居宅介護支援事業所 (医)落合会 本宮市 可 可   

2-7 ぼたん荘指定居宅介護支援事業所 
(社福) あだち福祉会 

本宮市 可 可   

2-7 しらさわ有寿園指定居宅介護支援事業所 
(社福) 安積福祉会 

本宮市 

(旧白沢村) 
可 可   

2-7 

大玉村社会福祉協議会 大玉村指定居宅介護支援事業所 

(社福) 大玉村社協 
大玉村 可 可   

 

用語解説用語解説用語解説用語解説 ・居宅介護支援事業所 介護保険制度において、「要介護」と認定された方に対して、介護サービス(在宅サービス・施設サービス)が可能となるよう、居宅サービス計画(=ケアプラン)を作成し、訪問看護センターや介護保険施設等のサービス提供事業所との連携を業務とする組織。ケアプランの作成は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が行う。 ・地域包括支援センター 高齢者の自立生活を支援する行政組織。「要支援」と認定された方に対しては介護予防サービスが可能となるよう、介護予防ケアプランの作成を保健師等が行う。 ・在宅サービス 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護(褥創処置、経管栄養や補液の管理等)、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、デイサービス(通所介護)、 デイケア(通所リハビリテーション)、ショートステイ(短期入所生活介護、福祉施設に短期間入所する場



合)、医療型ショートステイ(短期入所療養介護、老人保健施設や医療施設に短期間入所する場合)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)がある。 ・施設サービス 
1. 指定介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)寝たきりや認知症のため常に介護を必要とし、自宅での生活が困難な方が入所する。「特養」と略されることが多い。 
2. 介護老人保健施設 (老人保健施設)在宅復帰を目指す方が入所する。「老健」と略されることが多い。 
3. 指定介護療養型医療施設 (療養病床等)急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期の療養が必要な方が入所する。 ※医療依存度は、療養病床等>老健>特老の順となる。 

介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧 

マップマップマップマップ 番号番号番号番号 
名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 

所在地所在地所在地所在地 

(市町村市町村市町村市町村) 

業務内容業務内容業務内容業務内容 

備考備考備考備考 
訪訪訪訪 問問問問 介介介介 護護護護 

訪訪訪訪 問問問問 看看看看 護護護護 

デデデデ イイイイ ササササ ーーーー ビビビビ スススス 

デデデデ イイイイ ケケケケ アアアア 

訪訪訪訪 問問問問 入入入入 浴浴浴浴 介介介介 護護護護 

2-2 おおぞら訪問看護ステーション (医)辰星会 
二本松市 

(旧市街) 
  可       

訪問 リハビリ可 

2-2 おおぞらヘルパーステーション (医)辰星会 
二本松市 

(旧市街) 
可           

2-2 

二本松市社会福祉協議会 デイサービスセンターにほんまつ 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧市街) 
    可       

2-2 訪問看護ステーション二本松 (社)全国社保 
二本松市 

(旧市街) 
  可       

訪問 リハビリ可 

2-2 

昭和タクシーケアステーション 孫の手 

(株) 昭和タクシー 

二本松市 

(旧市街) 
可           

2-2 

安達ヶ原あだたら荘 デイサービスセンター 

(社福) あだち福祉会 

二本松市 

(旧市街) 
    

可 ※1 
      

2-2 

(医)辰星会枡病院 本町通所リハビリテーション 
(医)辰星会 

二本松市 

(旧市街) 
      可     



2-3 

二本松市社会福祉協議会 ヘルパーステーションにほんまつ・あだち 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧安達町) 
可           

2-3 

二本松市社会福祉協議会 入浴ステーションにほんまつ 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧安達町) 
        可   

2-3 

二本松市社会福祉協議会 デイサービスセンターあだち 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧安達町) 
    可       

2-8 谷訪問看護ステーション (医)慈久会 本宮市   可         

2-8 アフロサービス 
(株) アフロサービス 

本宮市         可   

2-8 ぽかぽかサービス 
(有) ぽかぽかサービス 

本宮市         可   ※1「認知症対応型通所介護」可 
介護保険関連施設介護保険関連施設介護保険関連施設介護保険関連施設情報一覧情報一覧情報一覧情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧 
(医):医療法人 (株):株式会社 (社福):社会福祉法人 (社):社団法人 (有):有限会社 (農協):農業協同組合 マップマップマップマップ 番号番号番号番号 

名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 
所在地所在地所在地所在地 

(市町村市町村市町村市町村) 

業務内容業務内容業務内容業務内容 備考備考備考備考 訪問訪問訪問訪問 介護介護介護介護 

デイデイデイデイ サーサーサーサー ビスビスビスビス 

デイデイデイデイ ケアケアケアケア 

訪問訪問訪問訪問 入浴入浴入浴入浴 介護介護介護介護 

2-3 きくち整形外科 
二本松市 

(旧安達町) 
    可   

訪問 リハビリ可 

2-3 

NPO 法人まごころケアサービス二本松センター 

(桑原さん家) 

二本松市 

(旧市街) 
可 可       

2-3 東三番館ほっとサークル (株)東館 
二本松市 

(岳温泉) 
  可       

2-6 

二本松市社会福祉協議会 ヘルパーステーションいわしろ・とうわ 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧岩代町) 
可         

2-6 

二本松市社会福祉協議会 デイサービスセンターいわしろ 

(社福) 二本松市社協 

二本松市 

(旧岩代町) 
  可       



2-6 

デイサービスセンター 和・なごみ 

(株)コスモ メディカル 東和 

二本松市 

(旧東和町) 
  可       

2-6 羽山荘デイサービスセンター 
(社福) あだち福祉会 

二本松市 

(旧東和町) 
  可       

2-8 

本宮市社会福祉協議会 訪問介護事業所 

(社福) 本宮市社協 
本宮市 可         

2-8 JA みちのく安達介護センター 
(農協) みちのく安達 

本宮市 可       
福祉用具 貸与・販売 

2-8 マインド (株)マインド 本宮市 可     可   

 

介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧(訪問訪問訪問訪問リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション事業所特別事業所特別事業所特別事業所特別ページページページページ) マップマップマップマップ番号番号番号番号 事業所名事業所名事業所名事業所名 診療時間診療時間診療時間診療時間 窓口担当窓口担当窓口担当窓口担当 連絡先連絡先連絡先連絡先 職員配置職員配置職員配置職員配置 訪問訪問訪問訪問エリアエリアエリアエリア 

2-2 

おおぞら訪問看護 ステーション 

月～金 

8:30～17:30 
細貝明彦 

〒964-0867 住吉 100 ℡0243(22)3619 

理学療法士 3名 作業療法士 3名 

二本松市内 要相談 

2-3 きくち整形外科 
月～金 

8:15～18:00 
小澤千恵子 

〒969-1404 油井字背戸谷地 7-3 ℡ 0243(23)2627 

理学療法士 1名 作業療法士 1名 

二本松市、福島市、 本宮市、大玉村、 飯野・川俣町 

2-2 

訪問看護 ステーション 二本松 

月～金 

8:30～17:30 
本田弘子 

〒964-8501 成田町 1-553 ℡ 0243(22)6266 

理学療法士 2名 
二本松市内、 本宮市、松川町 

2-9 

老人保健施設 明生苑 

月～金 

8:30～17:30 
鈴木恭美子 

〒969-1131 本宮字南町裡 149 ℡ 0243(34)6799 

理学療法士 1名 本宮市・大玉村 

 

訪問訪問訪問訪問リハビリのリハビリのリハビリのリハビリの活動内容活動内容活動内容活動内容 ・日常生活動作の練習(歩行,食事,トイレ,入浴等) ・介護方法の検討・指導・外出の練習 ・コミュニケーション方法のアドバイス 



・家事動作の練習(調理・洗濯・掃除など) ・住宅改修(手すり・段差解消など) ・装具作成等のアドバイス・趣味活動 ・自主トレーニングの指導・アドバイス ・その他(生活上の困難に対するアプローチ) 
 

用語解説用語解説用語解説用語解説 ・訪問リハビリテーション: 通院等が困難な方のご家庭に、直接、リハビリの専門職が訪問し、よりよく安心して療養生活を送って頂くために、住み慣れた場所で、ご本人様が自分で出来ることや、家族・地域との関わりを増やし、寝たきり状態を防ぎ、生活範囲を広げ、快適で豊かな生活を送ることができるよう支援をします。 ・理学療法士: 日常生活において起き上がり、立ち上がり、歩行などの基本的な動作を行っています。病気やケガによりそれらの動作に支障を来たした方に対して(PT)運動療法や物理療法、日常生活動作練習などを通じて動作能力の回復を図ります。 ・作業療法士: 障害によって日常生活に不都合のある場合、それを可能な限り実現させるリハビリを行います。手の機能を高める治療や、食事、洗面、更衣、(OT)排泄動作など、日常生活動作の自立に向けての治療を行います。また、作業活動を通して心身機能の早期回復を図り、その人にあった生活を取り戻します。 ・言語聴覚士: 専門的な知識や技能をもとにして、言語や聴覚、コミュニケーションの問題で悩みを抱えたり支援を必要とする方々に対して、治療、訓練に加えて(ST)QOL(生活の質)の向上や、社会参加のための支援を行っていきます。 
 がんのリハビリテーションのがんのリハビリテーションのがんのリハビリテーションのがんのリハビリテーションの分類分類分類分類をををを参考参考参考参考にににに、、、、ターミナルケアターミナルケアターミナルケアターミナルケア(緩和緩和緩和緩和ケアケアケアケア)でででで 理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士、、、、作業療法士作業療法士作業療法士作業療法士がががが関関関関われることわれることわれることわれること 予防的リハビリ:手術や他の治療の前後に行われる機能障害の予防をする 回復的リハビリ:治療後の残存機能を生活の質向上のために最大限に回復させる 維持的リハビリ:機能低下の進行に対し、セルフケア能力や移動能力の維持また廃用を予防する 緩和的リハビリ:終末期の患者に対しそのニーズを尊重しながら症状緩和や廃用の予防をする 
 

*現在、あだち地方において言語聴覚士が訪問リハビリテーションを実施している事業所はありません。 

 

介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧 

(医):医療法人 (株):株式会社 (社福):社会福祉法人 (社):社団法人 (有):有限会社 (農協):農業協同組合 マップマップマップマップ 番号番号番号番号 
名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 

所在地所在地所在地所在地 

(市町村市町村市町村市町村) 

業務内容業務内容業務内容業務内容 備考備考備考備考 デイデイデイデイ ケアケアケアケア 

ショートショートショートショート ステイステイステイステイ 

医療型医療型医療型医療型 ショートショートショートショート ステイステイステイステイ 

G.H ※※※※1 

特老特老特老特老 ※※※※2 

老健老健老健老健 ※※※※3 

療養療養療養療養 病床病床病床病床 ※※※※4 



2-4 老人保健施設 やまびこ苑 (医)辰星会 
二本松市 

(旧市街) 
可   可     可     

2-4 

二本松社会保険介護老人 保健施設サンビュー二本松 
(社)全国社保 

二本松市 

(旧市街) 
可   可     可     

2-4 

特別養護老人ホーム 安達ヶ原あだたら荘 

(社福) あだち福祉会 

二本松市 

(旧市街) 
  可     可       

2-4 (医)辰星会 枡病院 (医)辰星会 
二本松市 

(旧市街) 
            可   

2-4 

特別養護老人ホーム うつくしの丘 

(社福) 恒星会 

二本松市 

(岳温泉) 
        可       

2-4 老人保健施設あだたら 
(医) 幸信会 

二本松市 

(旧安達町) 
可   可     可     

2-5 グループホーム天神 
(株) エコ 

二本松市 

(旧市街) 
      可         

2-5 グループホーム福の里 
(株) マインド 

二本松市 

(旧市街) 
      可         

2-5 グループホーム優希の杜 
(株) エコ 

二本松市 

(旧市街) 
      可         

2-6 

特別養護老人ホーム 羽山荘 

(社福) あだち福祉会 

二本松市 

(旧東和町) 
  可     可       

2-6 

特別養護老人ホーム みどりの郷 

(社福) 湖星会 

二本松市 

(旧東和町) 
  可     可       ※1 グループホーム ※2 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※3 介護老人保健施設(老人保健施設) ※4 指定介護療養型医療施設(療養病床等) 

介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧介護保険関連施設情報一覧 マップマップマップマップ 番号番号番号番号 
名称名称名称名称 設置主体設置主体設置主体設置主体 

所在地所在地所在地所在地 

(市町村市町村市町村市町村) 

業務内容業務内容業務内容業務内容 備考備考備考備考 デイデイデイデイ デイデイデイデイ G.H 特老特老特老特老 老健老健老健老健 



サービスサービスサービスサービス ケアケアケアケア ※※※※1 ※※※※2 ※※※※3 

2-8 

ぼたん荘 デイサービスセンター 

(社福) あだち福祉会 
本宮市 可           

2-8 

しらさわ有寿園 デイサービスセンター 

(社福) 安積福祉会 

本宮市 

(旧白沢村) 
可           

2-9 

介護老人保健施設 明生苑 
(医)慈久会 本宮市   可     可 訪問リハビリ可 

2-9 

介護老人保健施設 まゆみの里 
(医)落合会 本宮市   可     可   

2-9 

特別養護老人ホーム ぼたん荘 

(社福) あだち福祉会 
本宮市       可     

2-9 

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 

(社福) 安積福祉会 

本宮市 

(旧白沢村) 
      可     

2-9 

特別養護老人ホーム 陽だまりの里 

(社福) 慈久福祉会 
大玉村 可     可     

2-9 

グループホーム みずいろの郷 

(株) アフロサービス 
本宮市     可       

2-9 グループホームみなみ 
(株) エコ 

本宮市     可       

2-9 グループホーム花の里 
(株) マインド 

本宮市     可       

2-9 グループホーム万世 
(株) マインド 

本宮市     可       

2-9 グループホーム満天 
(株) マインド 

大玉村     可       ※1 グループホーム ※2 指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※3 介護老人保健施設(老人保健施設) 
 


