介護保険サービス一覧（雲南圏域）
分類

サービス種別

サービス名
訪問介護（ホームヘルパー）
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護（デイサービス）
通所リハビリテーション（デイケア）

居宅サービス
短期入所療養介護（ショートステイ）
在
宅
系
サ
ー
ビ
ス

短期入所生活介護（ショートステイ）
福祉用具貸与（レンタル）
特定福祉用具販売（福祉用具購入）
居宅療養管理指導
住宅改修費支給

平成29年9月1日現在

雲南市・奥出雲町の事業所・施設（一部飯南町の事業所・施設含む）

サービス内容

備

考

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身 ●ニチイケアセンターあかがわ ●訪問介護事業所おおぎ ●なごみヘルパーステーション ●ヘルパーステーションかも ●ＪＡしまね雲南すずらん
体介護や調理・洗濯などの生活援助を行います。通院など 福祉センター ●きすきヘルパーステーション ●訪問介護事業所みとや ●訪問介護事業所ゆかり園 ●ケアポートよしだ ●訪問介護事業所か
けや ●訪問介護事業所えん ●仁多ヘルパーステーション ●ヘルパーステーションたんぽぽ ●訪問介護事業所 玉峰苑
を目的とした、乗降介助（介護タクシー）も利用できます。
介護職員と看護師が家庭を訪問し、浴そうを提供しての入浴 ●訪問介護事業所おおぎ
介護を行います。
疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問し
て、療養上の世話や診療の補助を行います。

●指定訪問看護ステーションうんなん ●なごみ訪問看護ステーション ●老人訪問看護ステーション友喜・きすき出張所 ●訪問看護ステーション
コミケア ●奥出雲町訪問看護ステーションにた

●一部の訪問看護ステーションでは、理学療法士等による訪問（リハビリ）
も可能です。

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業 ●訪問リハビリはまもと ●町立奥出雲病院
療法士、言語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行い
ます。
通所介護事業所で、食事・入浴などの日常生活上の支援
や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。

●ニチイケアセンターあかがわ ●デイサービスほっと ●デイサービス新庄 ●通所介護事業所おおぎ ●加茂デイサービスセンター ●ＪＡしまね
雲南すずらんデイサービスセンター ●木次町デイサービスセンター ●デイサービスセンターみとや ●好老センター通所介護事業所 ●仁多デイ
サービスセンター ●デイサービスセンターほのぼの

介護老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日 ●デイケアはまもと ●老人保健施設ケアセンターきすき ●老人保健施設平成苑 ●奥出雲介護老人保健施設
常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーショ
ンを、日帰りで行います。
医療施設や介護老人保健施設に短期間入所して、日常生
活上の支援や機能訓練などが受けられます。

●老人保健施設ケアセンターきすき ●老人保健施設 平成苑 ●奥出雲介護老人保健施設 ●町立奥出雲病院（介護療養型医療施設）

介護老人福祉施設や短期入所生活介護事業所に短期間入 ●特別養護老人ホーム簸の上園 ●短期入所生活介護 笑寿苑 ●特別養護老人ホームさくら苑 ●特別養護老人ホームさくら苑 さくらんぼの家
●ＪＡしまね雲南すずらん福祉センター短期入所生活介護事業所 ●梅里苑短期入所生活介護事業所 ●えがおの里短期入所生活介護事業所
所して、日常生活上の支援などが受けられます。
車いす・特殊寝台・歩行器など日常生活の自立を助けるた
めの福祉用具を貸与します。

●特別養護老人ホームあいサンホーム ●よこた福祉会短期入所生活介護事業所 ●まほろばの郷さんさん ●短期入所生活介護事業所 愛寿
苑
●(有)ともみ工房 ●(有)マルタカメディカルサービス ●おちらと福祉用具サービス ●(有)あいねっときすき ●ＪＡしまね雲南すずらん福祉センター ●車いす・特殊寝台（付属品含む）については、要介護２～５の方に限り
●ホームケアー島根 雲南営業所 ●(株)原商 雲南事業所 ●ライフサポートこまわりsun
ます。

腰掛け便座（ポータブルトイレ等）・入浴補助用具など、入浴 ●(有)ともみ工房 ●(有)マルタカメディカルサービス ●おちらと福祉用具サービス ●(有)あいねっときすき ●ＪＡしまね雲南すずらん福祉センター ●支給対象は、左記指定事業者での購入に限ります。
や排泄などに使用する福祉用具を年間10万円を上限に販 ●ホームケアー島根 雲南営業所 ●(株)原商 雲南事業所 ●ライフサポートこまわりsun
売します。
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、 ●各病院・医院 ●各歯科医院 ●各薬局
療養上の管理や指導を行います。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20
万円を上限に費用を支給します。

●かかりつけの医師または歯科医師、薬剤師等へご相談ください。

●(有)ともみ工房 ●(有)マルタカメディカルサービス ●おちらと福祉用具サービス ●(有)あいねっときすき ●ＪＡしまね雲南すずらん福祉センター ●事前申請および雲南広域連合の承認が必要です。●左記事業所以外
●ホームケアー島根 雲南営業所 ●(株)原商 雲南事業所 ●ライフサポートこまわりsun
の工事事業者（工務店・大工等）に依頼した場合も支給対象となります。
個人で工事した場合には、材料費のみ支給対象となります。

認知症対応型通所介護（認知症対
応型デイサービス）

認知症の高齢者が通う小規模な通所介護事業所で、家庭的 ●老人デイサービスセンターあおぞらの家 ●デイサービスゆけむりの里 ●デイサービスセンター愛あいの家 ●デイサービスセンターほほえみ
な雰囲気の中で日常生活上の世話や認知症への対応など ●デイサービスやわらぎ ●デイサービスセンター陽だまりの家 ●デイサービス奥出雲 ふるさとの杜
の介護サービスを受けられます。

●地域密着型サービスの利用は、雲南広域連合発行の介護保険証をお
持ちの方に限ります。

地域密着型通所介護（地域密着型
地域密着型サービス
デイサービス）

小規模な通所介護事業所（利用定員18名以下）で、食事・入 ●カルチャーセンターあおぞら ●デイサービスセンターうしお湯治村 ●デイサービスセンターなかの ●デイサービスだんだん ●ケアポートよし
浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支 だ ●デイサービスよこたの郷 ●デイサービスセンターさんさん ●デイサービスセンターにこにこ ●デイサービス奥出雲 ふるさとの家
援を日帰りで行います。

●地域密着型サービスの利用は、雲南広域連合発行の介護保険証をお
持ちの方に限ります。

小規模多機能型居宅介護事業所に短期間入所して、日常

小規模多機能型居宅介護短期利用 生活上の支援などが受けられます。
型（ショートステイ）
地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護
（登録制）
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護（グ
ループホーム）
地域密着型サービス 特定施設入居者生活介護
入
所
系
サ
ー
ビ
ス
施設サービス

介護老人保健施設
介護療養型医療施設

●緊急やむを得ない事情があり、事業所の登録者に影響がない（空室が
ある）場合で、原則７日以内の利用に限ります。●地域密着型サービスの
利用は、雲南広域連合発行の介護保険証をお持ちの方に限ります。

通所を中心に、訪問や泊りなどの多機能な介護（看護）サー ●小規模多機能型居宅介護事業所 大東ゆりさわ ●小規模多機能ホーム雲水屋 ●小規模多機能型居宅介護事業所 桜花 ●小規模多機能型 ●事業所所属のケアマネジャーがケアプランを作成しますので、居宅介護
居宅介護事業所 雲南ゆりさわ ●サンキ・ウエルビィ 小規模多機能センター雲南 ●小規模多機能型居宅介護事業所ふかのの里 ●小規模多 支援事業所（ケアマネジャー）は変更になります。●地域密着型サービス
ビスをひとつの事業所で受けられます。
機能型居宅介護事業所ふれあいセンター ●小規模多機能型居宅介護事業所ふるさと風の家 ●とちのみ（看護小規模多機能型居宅介護）

認知症高齢者が５～９人で共同生活を送りながら、スタッフ
による日常生活上の支援や介護が受けられます。

の利用は、雲南広域連合発行の介護保険証をお持ちの方に限ります。

●老人グループホームとぎしの家（短期利用あり） ●グループホーム雲水屋 ●グループホーム加茂の郷 ●グループホーム加茂の杜 ●グルー ●地域密着型サービスの利用は、雲南広域連合発行の介護保険証をお
プホームやわらぎ ●グループホーム雲南・ゆりさわ ●グループホームよこたの郷（短期利用あり） ●グループホームあゆみの杜 ●あかぎファミ 持ちの方に限ります。
リーケアセンターまんてんの家（短期利用あり）

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上 ●外部サービス利用型特定施設 宇寿荘 ●特定入居者生活介護事業所 玉峰苑 ●介護付有料老人ホームまほろばの郷さんさん ●特定入居 ●地域密着型サービスの利用は、雲南広域連合発行の介護保険証をお
者生活介護事業所 琴引の里
持ちの方に限ります。
の支援や介護を提供します。

地域密着型介護老人福祉施設入所 常時介護が必要で、居宅での生活が困難な方が対象の小
者生活介護（地域密着型特別養護 規模な施設です。日常生活上の介護や機能訓練、健康管理
等の介護が受けられます。
老人ホーム）
介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）

●小規模多機能型居宅介護事業所 大東ゆりさわ ●小規模多機能型居宅介護事業所 雲南ゆりさわ

●特別養護老人ホーム笑寿苑 ●特別養護老人ホームさくら苑 さくらんぼの家 ●特別養護老人ホームあいサンホーム ●特別養護老人ホーム
あかぎの里

●原則、要介護３～５の方が対象です。●地域密着型サービスの利用
は、雲南広域連合発行の介護保険証をお持ちの方に限ります。

常時介護が必要で、居宅での生活が困難な方が入所して、 ●特別養護老人ホーム簸の上園 ●特別養護老人ホーム笑寿苑 ●特別養護老人ホームさくら苑 ●特別養護老人ホーム梅里苑 ●特別養護老 ●原則、要介護３～５の方が対象です。
人ホームみとやの郷 ●特別養護老人ホームえがおの里 ●特別養護老人ホームあいサンホーム ●特別養護老人ホームむらくも苑 ●特別養護
日常生活上の支援や介護が受けられます。
老人ホーム愛寿園 ●特別養護老人ホームあかぎの里

状態が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテー ●老人保健施設ケアセンターきすき ●老人保健施設平成苑 ●奥出雲介護老人保健施設
ションを中心としたケアを行います。
病状が安定しているものの、長期間にわたる療養や介護が ●町立奥出雲病院
必要な方が医療機関に入所し、医療・看護・介護・機能訓練
などのサービスを受けられます。

