
■「かながわ介護予防・健康づくり運動指導員」在籍事業所（令和元年度）

課程 所属先名

専門 特別養護老人ﾎｰﾑ　けやき荘 横浜市 神奈川区
専門 特別養護老人ﾎｰﾑ　けやき荘 横浜市 神奈川区
専門 医療法人博生会　本牧病院付属ｸﾘﾆｯｸ 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 横浜市 中区
専門 横浜市上笹下地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 横浜市 磯子区
専門 磯子区在宅歯科医療連携室 横浜市 磯子区
専門 磯子区在宅歯科医療連携室 横浜市 磯子区
専門 横浜なみきﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院　通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 横浜市 金沢区
専門 横浜なみきﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院　通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 横浜市 金沢区
専門 特定非営利法人　さくら茶屋にししば 横浜市 金沢区
専門 カメイ調剤薬局　港北店 横浜市 港北区
上級 医療法人伸援会 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽ　にこっと 横浜市 港北区
一般 医療法人伸援会 ﾒﾃﾞｨｶﾙﾌｨｯﾄﾈｽ　にこっと 横浜市 港北区
専門 医療法人社団裕正会　介護老人保健施設　ｳｴﾙｹｱ新吉田 横浜市 港北区
専門 医療法人社団裕正会　介護老人保健施設　ｳｴﾙｹｱ新吉田 横浜市 港北区
専門 横浜市平戸地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 横浜市 戸塚区
専門 横浜市平戸地域ｹｱﾌﾟﾗｻﾞ 横浜市 戸塚区
専門 おとなとこども栄養相談室とつか 横浜市 戸塚区
上級 STUDIO ANTON　Health&Care 横浜市 港南区
専門 かがやきﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ芹ヶ谷 横浜市 港南区
専門 輝の杜 横浜市 瀬谷区

専門 社会福祉法人朋友会　軽費老人ﾎｰﾑ睦荘 横浜市 瀬谷区

専門 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　ﾊﾚﾙﾔ！ 横浜市 瀬谷区
専門 医療法人愛生会　　三ツ境病院 横浜市 瀬谷区
上級 (株)ﾘﾌﾚｲﾅ ゆめが丘鍼灸院 横浜市 泉区
上級 Natural Leaf 横浜市 青葉区

専門 社会福祉法人　一乗谷友愛会　特別養護老人ホーム　青葉あさくら苑 横浜市 青葉区

専門 勝田歯科医院 横浜市 都筑区
一般 うなやま整形外科 横浜市 保土ケ谷区
専門 田中歯科ｸﾘﾆｯｸ 川崎市 川崎区
専門 松葉医院 川崎市 幸区
専門 有限会社　ｶﾜｾﾐ　ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃﾞｲｶﾜｾﾐ 川崎市 高津区

専門 有限会社　ｶﾜｾﾐ　ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾃﾞｲｶﾜｾﾐ 川崎市 高津区

専門 有限会社　ﾊｲﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ 川崎市 多摩区
専門 社会福祉法人　子の神福祉会　富士見ﾌﾟﾗｻﾞ 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 川崎市 宮前区
専門 社会福祉法人　三神会　ﾌﾚﾝﾄﾞ神木地域包括支援ｾﾝﾀｰ 川崎市 宮前区
専門 社会福祉法人　三神会　ﾌﾚﾝﾄﾞ神木地域包括支援ｾﾝﾀｰ 川崎市 宮前区
上級 東急ｽﾎﾟｰﾂｵｱｼｽ　ﾖﾈｯﾃｨｰ王禅寺 川崎市 麻生区
上級 藤野高齢者支援ｾﾝﾀｰ 相模原市 緑区
専門 ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ　Oｎｅ　相生 相模原市 中央区

専門 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ　One　相生 相模原市 中央区

上級 老人ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ芙蓉の園 相模原市 南区
専門 相模台第2高齢者支援ｾﾝﾀｰ 相模原市 南区
専門 独立行政法人国立病院機構　相模原病院 相模原市 南区
上級 本庁第一地域包括支援ｾﾝﾀｰ 横須賀市
一般 株式会社上雄　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ　ｳｪｰﾌﾞ 横須賀市

専門 田浦・逸見地域包括支援ｾﾝﾀｰ 横須賀市

専門 社会福祉法人　日本医療伝道会　総合病院　衣笠病院通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ部 横須賀市
専門 こう来居宅介護支援事業所 横須賀市
専門 特別養護老人ﾎｰﾑ　ﾋｭｰﾏﾝ 横須賀市
専門 横須賀市福祉部高齢福祉課 横須賀市
専門 横須賀市福祉部高齢福祉課（介護予防サポーター） 横須賀市
専門 横須賀市福祉部高齢福祉課 横須賀市
専門 横須賀市福祉部高齢福祉課（介護予防サポーター） 横須賀市

専門 田澤歯科医院 横須賀市

上級 訪問医療鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ磯﨑 平塚市
専門 訪問医療鍼灸ﾏｯｻｰｼﾞ磯﨑 平塚市

専門 ｻﾝ･ﾗｲﾌ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 平塚市

所属所在地
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課程 所属先名 所属所在地

専門 平塚市　福祉部地域包括ケア推進課 平塚市

専門 鎌倉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ聖ﾃﾚｼﾞｱ病院 鎌倉市
専門 鶴岡歯科医院 鎌倉市
専門 鶴岡歯科医院 鎌倉市
専門 鶴岡歯科医院 鎌倉市
専門 鶴岡歯科医院 鎌倉市
専門 鶴岡歯科医院 鎌倉市
上級 みどりの園鎌倉 鎌倉市
専門 医療法人　樹会　いがらし歯科医院 鎌倉市
専門 医療法人　樹会　いがらし歯科医院 鎌倉市

専門 ﾆｯｼｮｳ　ｽﾏｲﾙｽﾃｰｼｮﾝ　大庭 藤沢市

専門 医療法人社団健育会　湘南慶育病院 藤沢市

一般 株式会社　ﾆｯｼｮｳ ﾆｯｼｮｳｽﾏｲﾙｽﾃｰｼｮﾝ湘南台 藤沢市

専門 ｸﾞﾘｰﾝｹｱ善行 藤沢市

専門 藤沢市　地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室 藤沢市
専門 藤沢市　地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室 藤沢市
専門 藤沢市　地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室 藤沢市
専門 藤沢市　地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室 藤沢市
専門 藤沢市　地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室 藤沢市
専門 医療法人社団綾和会　間中病院 小田原市
一般 公益社団法人　小田原市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 小田原市
一般 公益社団法人　小田原市ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 小田原市
専門 株式会社ﾆｯｼｮｳ　ｽﾏｲﾙｽﾃｰｼｮﾝ辻堂 茅ヶ崎市
専門 医療法人社団康心会　湘南東部総合病院 茅ヶ崎市

専門 社会福祉法人　三浦市社会福祉協議会 三浦市

専門 三浦市　高齢介護課 三浦市
専門 株式会社　神奈中ｽﾎﾟｰﾂﾃﾞｻﾞｲﾝ ｽﾎﾟｰﾂ事業部 秦野市
専門 あめみや歯科医院 秦野市
専門 横田リハビリセンター 秦野市
専門 横田リハビリセンター 秦野市
専門 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院 秦野市
専門 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院 秦野市
専門 医療法人社団　三喜会　鶴巻温泉病院 秦野市
専門 秦野市　福祉部高齢介護課 秦野市
専門 神奈川県厚木保健福祉事務所 厚木市
専門 ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ　SUNSET鶴間 大和市
上級 ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝSUN SET鶴間 大和市
専門 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS南林間 大和市
一般 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS南林間 大和市
一般 ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞNAS南林間 大和市
専門 渋谷一丁目ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 大和市

専門 JA神奈川県厚生連　伊勢原協同病院 伊勢原市

専門 特別養護老人ﾎｰﾑ 栗原ﾎｰﾑ 座間市
専門 株式会社ｱｵﾊﾞﾒﾃﾞｨｶﾙ　あおば福祉ｻｰﾋﾞｽ 訪問看護 座間市
一般 座間市健康部介護保険課（介護予防ボランティア） 座間市
一般 座間市健康部介護保険課（介護予防ボランティア） 座間市
専門 オーマックデンタルクリニック 葉山町
専門 りんどうﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ大磯 大磯町

専門 鶴巻訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ　にのみや 二宮町

専門 特定医療法人社団　研精会　箱根ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 箱根町
専門 心花春 湯河原町
専門 心花春 湯河原町
専門 愛川町　高齢介護課 愛川町

専門 ㈱ﾊｲｸﾗｽ 東京都 渋谷区
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