
◎対象者 歯科医院に通院困難なかた
◎費用
お問い合わせ先▶▶ （一社）柏歯科医師会附属歯科介護支援センター

☎04-7147-6480

内 …内科 小…小児科 胃…胃腸科 外…外科

リ…リハビリ科 眼…眼科 泌…泌尿器科

脳…脳神経外科 神…神経科 整…整形外科

ア…アレルギー科 皮…皮膚科 神内…神経内科

耳…耳鼻科 肛…肛門科 呼内…呼吸器内科

医療

歯科診療
訪問歯科診療

「入れ歯があわない」「痛みがある」「噛めない」「飲み込み

づらい」などお口のことで困っている通院困難なかたに対し、

訪問による歯科診療や誤嚥性肺炎等を予防する口腔ケアを行い

ます。歯科衛生士が無料にて訪問調査、ご相談に伺い、その

後、歯科医師による訪問歯科診療を行います。

No

3

1

2

診療は健康保険、指導および口腔ケアは介護保険（在宅）を利用

往診のできる医療機関
往診のできる医療機関 

さほど急を要さないが、医療機関で受診できない場合に対応する往診が基本と
なりますので、往診を依頼される場合は、事前に下記の医療機関にご相談くだ
さい。

消…消化器科
　（消化器内科）

循…循環器科
　（循環器内科）

内 外

柏東口よしだクリ
ニック

柏市中央1-6-1
クレスビル1F

04-7166-1001 吉田　雅彦 内 泌 皮 ア 外

診療科目 

柏ビレジクリニッ
ク

柏市花野井1814-12 04-7133-1090

9

10

遠藤　久人 胃 内 小 循

医療機関名 所在地 電話番号 医師名

かしわ沼南みらい
クリニック

柏市大津ケ丘１-45-5 04-7191-3133 加藤　義一

金森　直明 内 小 皮

柏れんげクリニッ
ク

柏市大山台2-16 04-7138-6697 成毛　大輔4

5

7

8

内 小

金森医院 柏市高田1075-47 04-7145-8481

くわのクリニック 柏市豊四季台1-3-1 04-7189-7715 桑野　雄介 内

クリニック柏の葉 柏市柏の葉3-1-34 04-7132-8881 村川　壽 内 小 ア 耳

玉田クリニック
柏市柏3-9-21
山﨑ビル402

04-7165-8760 玉田　文子 内 神内 リ

こんどうクリニッ
ク

柏市柏3-2-3
マツモトキヨシビル4F

04-7168-8810 近藤　公一 内 外 整

北柏ファミリーク
リニック

柏市北柏5-3-3 04-7160-3773 澁谷　富雄 内 小6

ごえん
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山名　一平柏市明原2-1-925 内 皮 呼内04-7141-3801ヤマ・クリニック

11

12

14

15

16

13

20

21

22

23

26

17

18

19

24

東洋眼科・胃腸内
科・外科

柏市大津ケ丘4-25-2 04-7193-3042 石橋　正樹 内 眼 胃 肛 外

手賀の杜クリニッ
ク

柏市岩井789-6 04-7196-7102 志賀　元 内 外 小

松岡　茂 内 胃 外 皮

花野井クリニック 柏市大室1218-6 04-7137-3777 蔡　榮基 循 消 内 小 リ

豊四季診療所 柏市豊四季台1-3-1 04-7145-7247 金　重輝 内 胃 小

中島クリニック 柏市高柳1142-1 04-7193-3077 中島　基博 内

のぞみの花クリ
ニック

柏市布施1213-4 04-7192-6180 古賀　友之 内 外

東山医院 柏市柏3-3-3

脳 内 皮 整 神内

ホームクリニック
柏

柏市桜台1-8 04-7160-2588 織田　暁寿 内 小

平野医院 柏市豊住1-1-45 04-7175-2222 平野　清 内 消 循 小 皮

杉原　崇大

04-7167-3803

医療機関名 所在地 電話番号 医師名 診療科目 

三富医院 柏市布施新町4-1-9 04-7131-2350 三富　規行 内 消 リ 外

松葉町内科クリ
ニック

柏市松葉町2-15-8
よしいビル1F

04-7137-1710 古村　雅利 内 循

まえだクリニック
柏市柏1-1-7
池松ビル5F

04-7199-7377 前田　清貴 内 外 泌

ホームクリニック
東葛 

柏市高柳1-1-1
シャーメゾン高柳103

04-7128-7002

南増尾クリニック 柏市南増尾1-14-14 04-7138-6821 山室　真澄 内 循 整 外 神内

※すでに訪問先を持っている医療機関が多く、ご連絡いただいても意に沿えない場合がありますのでご了承く
ださい。

悠翔会在宅クリ
ニック柏

柏市明原4-10-12-1F 04-7141-0610 村林　亮 内 消 神

27
よしおかファミ
リークリニック

柏市南増尾2280 04-7174-2345 吉岡　信二 内 小

No
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◎業務内容 ①在宅医療や介護に関する相談・啓発
②在宅医療が必要なかたへの調整支援
③医療・介護の連携強化

◎場所 柏市豊四季台1-1-118
◎アクセス 〈徒歩〉 柏駅西口から徒歩18分

〈バス〉 柏駅西口
1番のりばから乗車「団地センター前」下車徒歩2分
2番のりばから乗車「向原住宅」下車徒歩4分
柏の葉キャンパス駅西口から
2番のりば柏駅西口行乗車「向原住宅」下車徒歩4分

◎相談日 月曜日～金曜日（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く）
◎時間 午前8時30分～午後5時15分
お問い合わせ先▶▶ 地域医療推進課 ☎04-7197-1510

お問い合わせ先▶▶ 健康増進課 ☎04-7167-1256

相談 

安心して生活を送るために
在宅医療の相談（柏地域医療連携センター）

柏地域医療連携センターは、在宅医療における地域での医療・介護連携を推
進する拠点として整備された施設です。総合窓口では、在宅医療や介護の相
談を受け、必要な情報提供を行います。また、通院が困難になった際に、在
宅主治医がいない場合は、医師会と相談・調整の上で訪問診療医をコーディ
ネートします。

健康相談

生活習慣病予防や健康づくりについて、気になることや心配
なことはありませんか？
保健師、管理栄養士、歯科衛生士が相談に応じますので、お
気軽にお電話ください
（来所相談は事前予約制となります）。

プチコラム

4月1日現在に柏市に居住し、住民登録をしているかたで、
4月1日から翌年3月31日に100歳に達し、9月1日現在
も柏市に居住しているかたには、30,000円の敬老祝い金を
お贈りします。
　　　　　　お問い合わせ先　高齢者支援課　☎04-7168-1996

めざせ！100歳！
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お問い合わせ先▶▶ 福祉総務課
☎04-7167-1131

お問い合わせ先▶▶ 柏市地域生活支援センター　あいネット

☎04-7165-8707

お問い合わせ先▶▶ 柏市社会福祉協議会　かしわ福祉権利擁護センター

☎04-7163-7676

福祉の総合相談

柏市防災福祉K-Net 

災害時にひとりでの避難が困難なかた（避難行動要支援者）
が住んでいることを近所にお住まいのかた（支援者）に知っ
ていただき、災害発生時や災害の発生が予想される時に安否
確認等の避難支援を行う制度です。事前に登録が必要です。

「家賃を滞納してしまっている」「経済的な心配がある」
「子どもが引きこもりで心配」、そんな不安を抱えてはいま
せんか？
面談や訪問を通して、問題の整理、解決の方法を一緒に考え
ます。あなたに合った制度や機関のご紹介もいたします。
ひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

プチコラム

折りたたみ伸縮杖・老眼鏡や度数調節メガネ・補聴器・持病のくすり・
保険証・診察券・おくすり手帳・血圧記録ノート・クッション性の高い
マット・スマートフォンや携帯電話と充電器・マスク・ウェットティッ
シュ大判・治療食（アレルギー対応食やソフト食）・栄養補給ゼリー・
入歯洗浄剤・紙おむつなど

わたしの望みノート

「わたしの望みノート」は、これからの人生を、自分らしく
幸せに過ごすためのノートです。
こんな老後を過ごしたい、を実現させるために、今の自分の
想いや希望、万が一のときの準備などを、自分の気持ちを整
理しながら、書き記すことができます。
自分の今後や最期について考え、周囲の人と話すことは、な
かなかきっかけがつかめないものです。しかし、「最期」を
悲しいことではなく、自分や家族の「安心」や「幸せ」とい
う前向きなキーワードとしてとらえ、今後の人生を自分らし
く過ごす準備をしませんか。そのために、「わたしの望み
ノート」をぜひ活用してください。

忘れないで！高齢者が必要な災害時の持ち物忘れないで！高齢者が必要な災害時の持ち物
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お問い合わせ先▶▶ お近くの地域包括支援センター ☎裏表紙参照

柏市社会福祉協議会　かしわ福祉権利擁護センター

☎04-7162-5011

お問い合わせ先▶▶ 柏住宅リフォーム相談員協議会
☎04-7163-5531

Q:大掃除・換気扇の掃除を A:
してほしい。

Q:草むしり・草木の水やり A:

ペットの世話や散歩

お願いしたい。

Q:話し相手になってほしい。 A:

ごみ出し、草むしり、通院介助などの支援は、31ページ
「さわやかサービス」、32ページ「住民同士のたすけあい
サービス」、シルバー人材センター（☎04-7166-
6681）にご相談ください。大掃除、換気扇の掃除などは業
者にご相談ください。

成年後見制度

認知症などにより、財産の管理や契約が難しくなったり、悪
徳商法の被害を受けたりすることがあります。成年後見制度
は、そのような場合に、ご自身に代わって、ご家族や弁護士
などに、法律行為を行ってもらう制度です。
実際に今不安があるというかたも、将来の不安に備えたいと
いうかたもまずはご相談ください。

住宅リフォーム相談

「バリアフリーの住宅にしたいな」など、住宅リフォームで
気になることや心配なことなどさまざまな相談をお受けして
います。
手すりや段差の解消工事も承りますので、ぜひご相談くださ
い。

プチコラム

日常的な掃除の範囲を超えての利用
はできません。

大切にしたい気持ちはわかります
が、「日常生活に不可欠」とは言え
ず、お手伝いできません。

話しを聞くだけのサービスをするこ
とはできませんが、何か他のサービ
スを提供するついでに話しを聞いた
り、相談にのることはできます。

Q：ヘルパーさん、これもお願いできますか？
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◎対象者 認知症のかたを介護しているかた
※場所、日程などの詳しい内容はお問い合わせください。

お問い合わせ先▶▶ 地域包括支援センター 裏表紙参照

※場所、日程などの詳しい内容はお問い合わせください。

お問い合わせ先▶▶ 地域包括支援センター 裏表紙参照

●ちば認知症相談コールセンター
◎電話相談 月・火・木・土曜日（祝日を除く）午前10時～午後4時

◎面談相談 金（予約制）　１週間前までに電話にて要予約

◎電話 ☎043-238-7731

お問い合わせ先▶▶ 認知症の人と家族の会　千葉県支部（月・火・木　午後1時～4時）

☎043-204-8228 FAX 043-204-8256

お問い合わせ先▶▶ 地域包括支援センター 裏表紙参照

認知症のかたとその家族、地域住民、専門職等が集い、リラックス
した雰囲気で交流したり、認知症のかたを支えるつながりを支援し
ます。

認知症

認知症のかたへの支援
かしわオレンジ介護者交流会

「認知症の介護はとても大変」「どのように対応したらよいか分からないこ
とがある」など、悩んでいるかたや介護者同士が集まり、情報交換や思いを
共有しながら交流します。

かしわオレンジホッとカフェ

公益社団法人　認知症の人と家族の会　千葉県支部
1980年に京都で発足、全国47都道府県に支部がおかれていま
す。認知症の人を介護している家族を中心に、認知症の問題に関心
をもつかたがたの自主的な団体で、つどい（介護家族の交流会）、
会報の発行、相談等の活動を行っています。
相談は、下記にて認知症の介護について経験豊富な相談員がお受け
しています。

認知症初期集中支援チーム

認知症が疑われるが、医療・介護につながっていないかたに、認知症専門の
多職種チームが介入し、在宅生活の継続を目指します。

※ちば認知症相談コールセンターは、千葉県と千葉市の委託事業として、公益社団法人
　認知症の人と家族の会　千葉県支部が受託して行っています。
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◎相談費用 無料
◎利用時間 月曜日・木曜日（月曜日が休日の場合は原則翌火曜日）

　ろう ご しん ぱい な し　 ろう ご しんぱい

◎専用電話 ０１２０－６５４８７４（老後心配なし）
お問い合わせ先▶▶ 公益財団法人認知症予防財団

☎03-3216-4409 FAX.03-3216-3620

1

2

3

4 市は協力者・協力事業者へ行方不明の情報を配信
（ホームページ、メール、ツイッター、ＦＡＸ、防災行政無線など）

5

6 行方不明者が発見されたら、柏警察署は市へ連絡
7 市は協力者・協力事業者へ行方不明の発見・解除通知

お問い合わせ先▶▶ 地域包括支援センター 裏表紙参照

認知症110番（電話相談）

柏警察署は市へかしわオレンジSOSネットワークの利用申請があった
ことを報告

 協力者・協力事業者は可能な範囲で行方不明者について注視し、行方
不明者に関する情報や行方不明者と思われるような人を見かけたら保護
し、柏警察署へ連絡

認知症によって介護が必要な高齢者を抱えた家族や介護者のための
相談。認知症一般の医学的な相談は予約の上、大学の専門医に直接
相談できます。

かしわオレンジSOSネットワーク

認知症などにより、はいかいのおそれがあるかたご本人の氏名や特
徴、写真などの情報を事前に登録することで、行方不明のときに詳
細な情報を共有できるようにします。
はいかいにより行方不明になった際には、ネットワーク協力機関団
体に情報発信し、行方不明者の早期発見を行います。
柏市では、ネットワークに協力する事業所を募集しています。

～かしわオレンジSOSネットワークの流れ～

地域包括支援センターで事前にかしわオレンジSOSネットワークに登
録

ご家族などは柏警察署に、行方不明者届とかしわオレンジSOSネット
ワークを利用した情報配信の申請

行方不明発生‼➡柏警察署に連絡
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