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■

在宅医療・介護連携に関する相談窓口

一覧

医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、地域の医療・介護関係者等から
の在宅医療・介護連携に関する事項の相談の受付等を行います。
市町名

名称

〒

住所

電話番号

東灘区医療介護サポートセンター

658-0054

神戸市東灘区御影中町4-1-8

灘区医療介護サポートセンター

657-0831

神戸市灘区水道筋1-24

中央区医療介護サポートセンター

651-0086

神戸市中央区礒上通3-2-17 兵医信本店ビル6階

兵庫区医療介護サポートセンター

652-0803

神戸市兵庫区大開通1-1-1

北区医療介護サポートセンター

651-1243

神戸市北区山田町下谷上字池ノ内4-1

北神医療介護サポートセンター

651-1302

神戸市北区藤原台中町5-1-1

長田区医療介護サポートセンター

653-0841

神戸市長田区松野通1-2-1

新長田地下鉄ビル4階

須磨区医療介護サポートセンター

654-0047

神戸市須磨区磯馴町6-1-4

須磨区医師会内

垂水区医療介護サポートセンター

655-0038

神戸市垂水区星稜台4-4-37

西区医療介護サポートセンター

651-2103

神戸市西区学園西町4-2

姫路市

姫路市在宅医療・介護連携支援センター

670-0061

尼崎市

尼崎市医療・介護連携支援センター（呼称：あまつなぎ）

明石市

神戸市

西宮市

東灘区医師会内

ＦＡＸ番号

（令和3年4月1日時点）

運営主体が委託法人の場合
法人の種別

法人名

078-822-0171

078-822-0172 一般社団法人

神戸市医師会

078-801-1120

078-801-1121 一般社団法人

神戸市医師会

078-351-2270

078-351-2271 一般社団法人

神戸市医師会

078-575-5711

078-575-5712 一般社団法人

神戸市医師会

箕谷会館内

078-583-3200

078-583-3298 一般社団法人

神戸市医師会

済生会兵庫県病院内

078-571-4140

078-571-4141 一般社団法人

神戸市医師会

078-641-5661

078-641-5662 一般社団法人

神戸市医師会

078-735-0041

078-735-0194 一般社団法人

神戸市医師会

078-785-1166

078-785-1167 一般社団法人

神戸市医師会

078-797-7830

078-797-7831 一般社団法人

神戸市医師会

姫路市西今宿三丁目7番21号

079-295-3330

079-295-3351 一般社団法人

姫路市医師会

661-0012

尼崎市南塚口町4丁目4-8

06-6423-9916

06-6423-9917 一般社団法人

尼崎市医師会

にしあかし総合支援センター

673-0037

明石市貴崎1丁目5番13号

078-924-4501

078-924-9114 社会福祉法人

明石市社会福祉協議会

西宮市甲東・甲陽園在宅療養相談支援センター

662-0884

西宮市上ヶ原十番町1-85

0798-52-2110

0798-52-2110 医療法人財団

樹徳会

西宮市瓦木在宅療養相談支援センター

663-8211

西宮市津門呉羽町8-25-101

0798-32-5322

0798-56-8700 社会医療法人

甲友会

西宮市鳴尾在宅療養相談支援センター

663-8186

西宮市上鳴尾町5-13

0798-61-2855

0798-47-1814 医療法人

明和病院

西宮市北部在宅療養相談支援センター

669-1101

西宮市塩瀬町生瀬1281-5

0797-84-2061

0797-84-2062 医療法人社団

緑水会

西宮市中央在宅療養相談支援センター

662-0863

西宮市室川町10-5

0798-75-1517

0798-75-1533 社会医療法人

渡邊高記念会

洲本市地域包括支援センター（洲本庁舎）

656-8686

洲本市本町三丁目4番10号

0799-26-3120

0799-26-0552

0799-33-1924

灘区医師会内

神鉄ビル11階

中央区医師会内

兵庫区医師会内

長田区医師会内

垂水区医師会内

神戸市医師会西神別館

西区医師会内

ハーティ21 尼崎市医師会内

備考

洲本市
洲本市地域包括支援センター（五色庁舎）

656-1395

洲本市五色町都志203番地

芦屋市

芦屋市在宅医療・介護連携支援センター

659-0065

芦屋市公光町5番21号

伊丹市

伊丹市在宅医療・介護連携支援センター

664-8503

伊丹市千僧１丁目１番地

相生市

相生市地域包括支援センター

678-0031

豊岡市

豊岡市在宅医療・介護連携支援センター

668-0045

加古川市・稲美町・播磨町在宅医療・介護連携支援センター

赤穂市

0797-32-2046

0797-32-2007 一般社団法人

072-784-8037

072-784-8006

相生市旭1丁目6-28

0791-23-7260

0791-23-7261 一般社団法人

相生市医師会

豊岡市城南町23番6号

0796-22-1080

0796-22-1081 一般社団法人

豊岡市医師会

675-0065

加古川市加古川町篠原町103-3ウェルネージかこがわ5階

079-427-1500

079-454-8866 一般社団法人

加古川医師会

赤穂市地域包括支援センター

678-0232

赤穂市中広267

0791-42-1201

0791-42-1260

西脇市

西脇市在宅医療・介護連携支援センター

677-0052

西脇市和田町688-89（令和３年５月から：677-0043

0795-23-3402

0795-23-6298 一般社団法人

西脇市多可郡医師会

宝塚市

宝塚市医師会在宅療養支援センター

665-0827

宝塚市小浜4丁目5-4

0797-86-1114

0797-87-1401 一般社団法人

宝塚市医師会

三木市

三木市在宅医療・介護連携支援センター

673-0402

三木市加佐62-1ハートフルプラザみき2階

0794-83-0333

0794-83-0140

高砂市

高砂市在宅医療・介護連携支援センター

676-8585

高砂市荒井町紙町33番1号

079-441-8286

079-441-7712 一般社団法人

高砂市医師会

川西市

川西市・猪名川町 在宅医療・介護連携支援センター

666-8501

川西市中央町１２－３

072-755-4100

072-755-4110 一般社団法人

川西市医師会

小野市

小野市在宅医療介護連携支援センター

675-1332

小野市中町323-13

0794-62-5280

0794-62-4921 一般社団法人

小野市・加東市医師会

三田市

三田市在宅医療・介護連携支援センター

669-1321

三田市けやき台3丁目1番地1（三田市民病院内）

079-565-8766

加西市

加西市在宅医療介護連携相談室

675-2393

加西市北条町横尾1丁目13番地

0790-42-4130

0790-42-5365 公立病院

市立加西病院

669-2397

丹波篠山市北新町41

079-552-5346

079-554-2332

養父市地域包括支援センター

667-8651

養父市八鹿町八鹿1675

079-662-7603

079-662-2601

高齢者相談ｾﾝﾀｰようか

667-0021

養父市八鹿町八鹿1576

079-662-8787

高齢者相談ｾﾝﾀｰやぶ

667-0115

養父市上箇153-1

079-664-1006

高齢者相談ｾﾝﾀｰおおや

667-0315

養父市大屋町加保678-1

079-669-1598

高齢者相談ｾﾝﾀｰせきのみや

667-1105

養父市関宮193

丹波市基幹型地域包括支援センター（令和2年4月6日以降）※

669-3602

丹波市氷上町常楽211番地

丹波市西部地域包括支援センター

669-3641

丹波市氷上町絹山513

加古川市

丹波篠山市 丹波篠山市長寿福祉課

養父市

丹波市

ふくし総合相談窓口

伊丹市介護保険課内

西脇市下戸田128-1）

高砂市民病院内

川西市医師会医療会館３Ｆ

芦屋市医師会

079-667-3249
丹波市役所本庁第２庁舎（介護保険課内）

0795-88-5267

0795-88-5283

0795-82-7529

0795-82-7536 医療法人

※令和2年4月6日より
住所、電話番号、ＦＡＸ番号変更
敬愛会
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■

在宅医療・介護連携に関する相談窓口

一覧

医療・介護関係者の連携を支援するコーディネーターの配置等による、在宅医療・介護連携に関する相談窓口の設置・運営により、地域の医療・介護関係者等から
の在宅医療・介護連携に関する事項の相談の受付等を行います。
市町名

名称

〒

住所

電話番号

ＦＡＸ番号

丹波市

（令和3年4月1日時点）

運営主体が委託法人の場合
法人の種別

法人名

丹波市南部地域包括支援センター

669-3145

丹波市山南町野坂176

0795-78-9123

0795-78-9124 社会医療法人社団 正峰会

丹波市東部地域包括支援センター

669-4141

丹波市春日町黒井1500

0795-74-1900

0795-74-1901 社会福祉法人

南あわじ市 南あわじ市地域包括支援センター

656-0492

南あわじ市市善光寺22番地1

0799-43-5237

0799-43-5317

朝来市地域包括支援センター

669-5292

朝来市和田山町東谷２１３－１

079-672-6125

079-672-4109

生野地域包括支援センター

679-3301

朝来市生野町口銀谷７４７－３

079-670-5202

079-679-5446 社会福祉法人

きらくえん

淡路市医療介護福祉連携支援センター

656-2132

淡路市志筑新島6-76

0799-62-4595

0799-62-5860 一般社団法人

淡路市医師会

健康福祉部福祉相談課地域包括支援係

671-2573

宍粟市山崎町今宿5番地15

0790-63-3167

0790-63-3175

健康福祉部一宮保健福祉課保健福祉係

671-4192

宍粟市一宮町安積1347-3

0790-72-2100

0790-72-2110

健康福祉部波賀保健福祉課保健福祉係

671-4241

宍粟市波賀町安賀232－1

0790-75-8800

0790-75-2415

健康福祉部千種保健福祉課保健福祉係

671-3223

宍粟市千種町室1060－1

0790-76-8600

0790-76-8110

加東市在宅医療介護連携支援センター

675-1332

小野市中町323-13

0794-62-5280

0794-62-4921 一般社団法人

たつの市

たつの市地域包括支援課総合相談支援係

679-4192

たつの市龍野町富永1005番地1

0791-64-3270

0791-63-0863

猪名川町

丹波市社会福祉協議会

朝来市
淡路市

宍粟市

加東市

川西市・猪名川町 在宅医療・介護連携支援センター

666-8501

川西市中央町１２－３

072-755-4100

072-755-4110 一般社団法人

川西市医師会

多可町

在宅医療介護連携相談窓口

679-1114

多可郡多可町中区岸上280

0795-32-3810

0795-32-5277 認可法人

多可赤十字病院

稲美町

加古川市・稲美町・播磨町在宅医療・介護連携支援センター

675-0065

加古川市加古川町篠原町103-3ウェルネージかこがわ5階

079-427-1500

079-454-8866 一般社団法人

加古川医師会

播磨町

加古川市・稲美町・播磨町在宅医療・介護連携支援センター

675-0065

加古川市加古川町篠原町103-3ウェルネージかこがわ5階

079-427-1500

079-454-8866 一般社団法人

加古川医師会

市川町

神崎郡在宅医療・介護連携支援センター

679-2414

神崎郡神河町粟賀町385番地

0790-32-1345

0790-32-1962 一般社団法人

神崎郡医師会

福崎町

神崎郡在宅医療・介護連携支援センター

679-2414

神崎郡神河町粟賀町385番地

0790-32-1345

0790-32-1962 一般社団法人

神崎郡医師会

神河町

神崎郡在宅医療・介護連携支援センター

679-2414

神崎郡神河町粟賀町385番地

0790-32-1345

0790-32-1962 一般社団法人

神崎郡医師会

太子町

太子町地域包括支援センター

671-1592

揖保郡太子町鵤280-1

079-276-6639

079-277-6031

上郡町

上郡町地域包括支援センター

678-1292

赤穂郡上郡町大持２７８番地

0791-52-1152

0791-52-6015

佐用町

佐用町地域包括支援センター

679-5380

佐用郡佐用町佐用2611-1

0790-82-2079

0790-82-0144

香美町

香美町地域包括支援センター

669-6592

美方郡香美町香住区香住８７０番地の１

0796-36-4004

0796-36-4004

新温泉町地域包括支援センター

669-6792

美方郡新温泉町浜坂2673-1

0796-82-5623

0796-82-2970

新温泉町

川西市医師会医療会館３Ｆ

小野市・加東市医師会

備考

