
■「かながわ介護予防・健康づくり運動指導員」在籍事業所（平成28年度）

課程 所属

専門 医療法人社団　康心会　ふれあい鶴見ホスピタル 横浜市 鶴見区
専門 医療法人社団優麟会　ハートクリニック 横浜市 鶴見区
専門 株式会社HRS　東太田リハビリ訪問看護ステーション 横浜市 鶴見区
専門 株式会社日本エルダリ―ケアサービス　デイサービスゆりの木鶴見 横浜市 鶴見区
専門 株式会社リカバリータイムズ 横浜市 鶴見区
上級 株式会社リカバリータイムズ 横浜市 鶴見区
専門 株式会社リカバリータイムズモア 横浜市 鶴見区
専門 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーション　つるみ 横浜市 鶴見区
専門 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　訪問看護ステーションつるみ 横浜市 鶴見区
専門 やしの木クリニック 横浜市 鶴見区
専門 横浜市馬場地域ケアプラザ 横浜市 鶴見区
専門 DSセルリア株式会社　トータルリハセンター横浜ポートサイド 横浜市 神奈川区
専門 介護老人保健施設　牧野ケアセンター 横浜市 神奈川区
専門 介護老人保健施設　牧野ケアセンター 横浜市 神奈川区
専門 日本郵政株式会社　横浜逓信病院 横浜市 神奈川区
専門 リハビリデイサービス　ジール東神奈川 横浜市 神奈川区
一般 リハビリデイサービス　ジール東神奈川 横浜市 神奈川区
専門 株式会社フォスターメイト 横浜市 神奈川区
一般 レッツ倶楽部反町 横浜市 神奈川区
専門 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設ハートケア横浜 横浜市 西区
専門 医療法人社団愛友会　介護老人保健施設ハートケア横浜 横浜市 西区
上級 株式会社ルネサンス　スポーツクラブLite!　ルネサンス横浜 横浜市 西区
一般 社会福祉法人恩賜財団　神奈川県同胞援護会パークサイド岡野ホーム 横浜市 西区
上級 デイサービス　南風 横浜市 西区
専門 株式会社ケア・タウン 横浜市 西区
専門 医療法人社団敬和会　平松整形外科クリニック　デイケアセンター 横浜市 中区
専門 医療法人社団敬和会　平松整形外科クリニック　デイケアセンター 横浜市 中区
専門 おひさまらいふさぽーと 横浜市 中区
上級 神奈川県指定調査機関　株式会社かながわSWC 横浜市 中区
専門 公益財団法人　かながわ健康財団 横浜市 中区
上級 公益財団法人　横浜市体育協会 横浜市 中区
専門 公益財団法人　横浜市体育協会 横浜市 中区
専門 公益財団法人　横浜市体育協会 横浜市 中区
専門 公益社団法人　神奈川県鍼灸師会 横浜市 中区
専門 デイサービス・こみゅにてぃ　伊勢佐木通り 横浜市 中区

上級
公益財団法人　横浜YMCA
セントラルスポーツ株式会社　介護予防事業部

横浜市 中区

専門 ＤＳセルリア株式会社　トータルリハセンター井土ヶ谷 横浜市 南区
専門 医療法人　佐藤病院 横浜市 南区
専門 社会福祉法人横浜大陽会　地域包括支援センター白朋苑 横浜市 南区
専門 ふたば整形外科 横浜市 南区
専門 ふたば整形外科 横浜市 南区
専門 ライフアス訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ 横浜市 南区
専門 医療法人社団　晃徳会　横山医院 横浜市 保土ヶ谷区
専門 医療法人社団明芳会　イムス横浜狩場脳神経外科病院 横浜市 保土ヶ谷区
専門 医療法人社団明芳会　イムス横浜狩場脳神経外科病院 横浜市 保土ヶ谷区
専門 株式会社GEN　動ingDay　天王町 横浜市 保土ヶ谷区
専門 訪問看護ﾘﾊﾋﾞﾘｽﾃｰｼｮﾝ豊穣の大地 横浜市 保土ヶ谷区
専門 医療法人社団智隆会　うちのパークサイドクリニック 横浜市 磯子区
専門 医療法人社団洋光会　介護老人保健施設ほのぼの 横浜市 磯子区
専門 医療法人社団洋光会　介護老人保健施設　ほのぼの 横浜市 磯子区
一般 日清オイリオグループ㈱　中央研究所 横浜市 磯子区
一般 メディケアセンター　横浜南 横浜市 磯子区
専門 リハビリデイ福祉の森 横浜市 磯子区
専門 医療法人社団愛友会　金沢文庫病院 横浜市 金沢区
上級 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部神奈川県済生会　若草病院 横浜市 金沢区
専門 特定非営利活動法人　ワーカーズ・コレクティブあーぶれ 横浜市 金沢区
専門 リハビリデイサービス　あうるスクエア 横浜市 金沢区
専門 医療法人　すこやか　高田中央病院 横浜市 港北区
専門 医療法人　すこやか　高田中央病院 横浜市 港北区
専門 医療法人三星会　大倉山記念病院 横浜市 港北区
専門 医療法人三星会　大倉山記念病院 横浜市 港北区
専門 ささき整形外科 横浜市 港北区
専門 訪問看護リハビリステーション　リライフ 横浜市 港北区
一般 メディケアセンター　新横浜 横浜市 港北区
一般 メディケアセンター　新横浜 横浜市 港北区
一般 横浜北YMCA 横浜市 港北区

所属所在地
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課程 所属 所属所在地

一般 横浜北YMCA 横浜市 港北区
一般 横浜北YMCA 横浜市 港北区
専門 横浜北YMCA 横浜市 港北区
専門 横浜市総合保健医療センター 横浜市 港北区
専門 医療生協かながわ生活協同組合 横浜市 戸塚区
上級 医療法人社団　ピーエムエー　介護老人保健施設　ソフィア横浜 横浜市 戸塚区
専門 医療法人社団明芳会　新戸塚病院　 横浜市 戸塚区
専門 医療法人社団明芳会　新戸塚病院　 横浜市 戸塚区
専門 医療法人社団明芳会　新戸塚病院　 横浜市 戸塚区
一般 医療法人社団ピーエムエー　介護老人保健施設ソフィア横浜 横浜市 戸塚区
専門 医療法人横浜博萌会　西横浜国際総合病院 横浜市 戸塚区
専門 株式会社福祉サポート推進センター 横浜市 戸塚区
専門 シニアウイル㈱　ウイル原宿ステーション 横浜市 戸塚区
専門 戸塚共立第１病院 横浜市 戸塚区
専門 医療法人健生会　朝倉病院 横浜市 港南区
専門 医療法人社団　成仁会　長田病院 横浜市 港南区
一般 医療法人社団成仁会　長田病院 横浜市 港南区

専門 IMSｸﾞﾙｰﾌﾟ医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院 横浜市 旭区

専門 医療法人赤枝会　訪問看護ステーションあさがお 横浜市 旭区
専門 医療法人社団　恵生会　上白根病院 横浜市 旭区

専門 株式会社テトテ　いきいき訪問看護ステーション 横浜市 神奈川区

専門 医療法人社団　恵生会　上白根病院 横浜市 旭区
専門 医療法人社団　恵生会　上白根病院 横浜市 旭区
専門 医療法人社団恵生会　上白根病院 横浜市 旭区
専門 医療法人社団恵生会　上白根病院 横浜市 旭区
専門 医療法人社団恵生会　上白根病院 横浜市 旭区
専門 医療法人社団恵生会　上白根病院　 横浜市 旭区
専門 医療法人社団恵生会　上白根病院　 横浜市 旭区
専門 医療法人社団土合会　介護老人保健施設シオンよこはま 横浜市 旭区
専門 グループホーム　つどい 横浜市 旭区
専門 社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会　横浜市上白根地域ケアプラザ 横浜市 旭区
専門 日本健康運動指導士会　神奈川県支部 横浜市 旭区
専門 日本健康運動指導士会　神奈川県支部 横浜市 旭区
専門 アンナペレンナ株式会社　Ｒｅｈａ　Ｓｔｙｌｅ　アンフルール 横浜市 緑区
専門 アンナペレンナ株式会社　Ｒｅｈａ　Ｓｔｙｌｅ　アンフルール 横浜市 緑区
専門 アンナペレンナ株式会社　Ｒｅｈａ　Ｓｔｙｌｅ　アンフルール 横浜市 緑区
専門 アンナペレンナ株式会社　Ｒｅｈａ　Ｓｔｙｌｅ　アンフルール 横浜市 緑区
専門 一般社団法人　横浜市緑区医師会 横浜市 緑区
一般 医療法人社団三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 横浜市 緑区
専門 医療法人社団三喜会　介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 横浜市 緑区
専門 株式会社はまリハ　はまリハ訪問看護リハビリステーション 横浜市 緑区
専門 霧が丘整形外科・皮膚科 横浜市 緑区
一般 社会福祉法人奉優会　横浜市霧が丘地域ケアプラザ 横浜市 緑区
専門 日本鍼灸師会　神奈川県鍼灸師会　みなみ台鍼灸院 横浜市 緑区
専門 はまリハ訪問看護リハビリステーション 横浜市 緑区
専門 社会福祉法人　愛成会　特別養護老人ホーム　愛成苑 横浜市 瀬谷区
上級 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会　横浜市二ッ橋地域ケアプラザ 横浜市 瀬谷区
専門 社会福祉法人横浜市社会福祉協議会　横浜市二ッ橋地域ケアプラザ 横浜市 瀬谷区
一般 ストレッチスタジオい～ねす 横浜市 瀬谷区
専門 デイサービス　アクアバディ 横浜市 瀬谷区
専門 リハビリテーションクリエーターズ株式会社　デイサービスビーンズリハビリセンター 横浜市 瀬谷区
専門 医療法人社団哺育会　横浜相原病院 横浜市 瀬谷区
専門 医療法人社団哺育会　横浜相原病院 横浜市 瀬谷区
専門 株式会社ＩＮＳＥＡＣ　ARFIT本郷台 横浜市 栄区
専門 ケアセンターリトルバンブー 横浜市 栄区
専門 医療法人横浜柏堤会　戸塚共立リハビリテーション病院 横浜市 泉区
上級 笑顔の泉 横浜市 泉区
専門 株式会社アプルール　アプルール横浜いずみ 横浜市 泉区
専門 シニアボディメンテナンススタジオ　リッツ 横浜市 泉区
専門 社会福祉法人横浜市福祉サービス協会　横浜市いずみ野地域ケアプラザ 横浜市 泉区
専門 医療法人社団明芳会　横浜新都市脳神経外科病院 横浜市 青葉区
専門 医療法人徳寿会　介護老人保健施設プラチナ・ヴィラ青葉台 横浜市 青葉区
専門 合同会社はのん 横浜市 青葉区
専門 社会福祉法人清風会　特別養護老人ホームヴェルデの森 横浜市 青葉区
専門 社会福祉法人清風会　特別養護老人ホームヴェルデの森 横浜市 青葉区
専門 社会福祉法人清風会　特別養護老人ホームヴェルデの森 横浜市 青葉区
専門 ソンボナールたまプラーザデイサービス 横浜市 青葉区
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専門 医療法人社団　博慈会　青葉さわい病院 横浜市 青葉区
上級 ㈱生活科学運営　ライフ&シニアハウス港北２ 横浜市 都筑区
専門 スギ訪問看護ステーション都筑 横浜市 都筑区
専門 スギ訪問看護ステーション都筑 横浜市 都筑区
専門 ゆうらいふ横浜 横浜市 都筑区

専門
株式会社プレイケアセンター横浜青葉
太田和湘南ホーム　デイサービスセンター

横浜市
青葉区

専門
リハビリデイサービス　あうるスクエア
あうる訪問看護リハビリステーション

横浜市
金沢区
金沢区

専門 一般財団法人シニアライフ振興財団 横浜市 中区　
専門 株式会社　木下の介護　川崎 川崎市 川崎区
一般 菜園付民家型生活リハビリ満笑庵 川崎市 川崎区
一般 医療法人啓和会　健康クラブ小田 川崎市 川崎区
上級 医療法人社団　育成会　鹿島田病院 川崎市 幸区
上級 株式会社ジェイレック　川崎支店 川崎市 幸区
専門 早稲田イーライフ南幸町 川崎市 幸区
専門 下小田中整骨院 川崎市 中原区
専門 ケアーズ訪問看護リハビリステーション中原 川崎市 中原区
専門 芹澤接骨院 川崎市 中原区
専門 地域包括支援センターこだなか 川崎市 中原区
専門 原接骨院 川崎市 中原区
専門 武蔵中原まちいクリニック 川崎市 中原区
専門 株式会社AT 指定訪問看護アットリハ 川崎市 高津区
専門 さんぽう接骨院 川崎市 高津区
上級 リハビリサポート溝口 川崎市 高津区
上級 リハビリサポート溝口 川崎市 高津区
上級 リハビリサポート溝口 川崎市 高津区
上級 リハビリサポート溝口 川崎市 高津区
専門 医療法人社団　伸和会　アイメディカルフィットネス２ 川崎市 多摩区
専門 車接骨院 川崎市 多摩区
一般 公益財団法人　横浜YMCA 川崎YMCA 川崎市 多摩区
専門 公益財団法人　横浜YMCA 川崎YMCA 川崎市 多摩区
専門 公益財団法人　横浜YMCA 川崎YMCA 川崎市 多摩区
専門 公益財団法人　横浜YMCA 川崎YMCA 川崎市 多摩区
専門 公益財団法人　横浜YMCA 川崎YMCA 川崎市 多摩区
専門 すてきな介護　ハートすてっき 川崎市 多摩区
専門 のぞみ訪問看護リハビリテーションチーム登戸 川崎市 多摩区
専門 リハビリ型デイサービス　「遊・悠くらぶ・生田」 川崎市 多摩区
専門 鷺沼接骨院 川崎市 宮前区
専門 ガイアリハビリ訪問看護ステーション鷺沼 川崎市 宮前区
専門 公益社団法人神奈川県柔道整復師会　有馬中央接骨院 川崎市 宮前区
専門 医療法人柿生会　渡辺クリニック 川崎市 麻生区
専門 社会福祉法人一廣会　地域福祉センター金井原苑 川崎市 麻生区
専門 社会福祉法人一廣会　地域福祉センター金井原苑 川崎市 麻生区
専門 社会福祉法人一廣会　地域福祉センター金井原苑 川崎市 麻生区
専門 社会福祉法人一廣会　地域福祉センター金井原苑 川崎市 麻生区
専門 社会福祉法人一廣会　特別養護老人ホーム金井原苑 川崎市 麻生区
専門 デンタルスタジオ・ラグフォーム新百合ヶ丘 川崎市 麻生区
一般 デンタルスタジオ・ラグフォーム新百合ヶ丘 川崎市 麻生区
一般 レコードブック読売ランド前 川崎市 麻生区

専門
デンタルスタジオ・ラグフォーム新百合ヶ丘
あい歯科クリニック

川崎市
麻生区
中原区

専門
ピアデイサービス鋼管通
株式会社ぬくもりケア

川崎市
川崎区
鶴見区

専門 医療法人社団清伸会　老人保健施設　なごみの里 相模原市 緑区
上級 鍼灸療法安養院 相模原市 緑区
一般 メディケアセンター相模原 相模原市 緑区
専門 医療法人社団哺育会　さがみリハビリテーション病院 相模原市 中央区
専門 医療法人社団哺育会　さがみリハビリテーション病院 相模原市 中央区
専門 株式会社エナ・メディカル　えなふる優縁days 相模原市 中央区
専門 社会福祉法人　草加福祉会　特別養護老人ホーム　マナーハウス横山台 相模原市 中央区
専門 社会福祉法人　泰政会　相模原市横山地域包括支援センター 相模原市 中央区
上級 スポーツクラブ　ルネサンス淵野辺 相模原市 中央区
上級 スポーツクラブ　ルネサンス淵野辺 相模原市 中央区
専門 株式会社トップアール 相模原市 南区
専門 株式会社トップアール 相模原市 南区
上級 株式会社ルネサンス　スポーツクラブルネサンス相模大野 相模原市 南区
専門 相模台第１高齢者支援センター 相模原市 南区

3



課程 所属 所属所在地

専門 社会福祉法人　幸会 相模原市 南区
専門 東芝林間病院 相模原市 南区
一般 特定非営利活動法人　介護支援グループ　すきっぷ 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 みんなの訪問看護リハビリステーション相模原 相模原市 南区
専門 株式会社SOURCE OF SPIRITS　Personal Training Studio SOS 相模原市 南区
専門 医療法人社団謙仁会　介護老人保健施設　野比苑 横須賀市
専門 医療法人社団哺育会　介護老人保健施設ハートケア湘南・芦名 横須賀市
専門 医療法人社団哺育会　介護老人保健施設ハートケア湘南・芦名 横須賀市
専門 追浜地域包括支援センター 横須賀市
専門 株式会社フレディ　タカノ薬局湘南秋谷 横須賀市
専門 株式会社マエカワケアサービス 横須賀市
専門 公益財団法人横須賀市健康福祉財団　本庁第二地域包括センター 横須賀市
専門 社会福祉法人　阿部睦会　衣笠第１地域包括センター 横須賀市
専門 社会福祉法人　阿部睦会　衣笠第１地域包括センター 横須賀市
専門 社会福祉法人　横須賀基督教社会館　田浦高齢者デイサービスセンター 横須賀市
専門 社会福祉法人湘南福祉協会　特別養護老人ホーム　湘南ホーム 横須賀市
専門 社会福祉法人横須賀基督教社会館　田浦高齢者デイサービスセンター 横須賀市
上級 田浦・逸見地域包括支援センター 横須賀市
専門 西第一地域包括支援センター 横須賀市
専門 西第一地域包括支援センター 横須賀市
一般 メディケアセンター　横須賀 横須賀市
専門 リハビリデイ　福祉の森　ハピネス 横須賀市
専門 国家公務員共済組合連合会　横須賀共済病院 横須賀市
専門 医療法人社団　水野会　平塚十全病院 平塚市
専門 医療法人社団健齢会　ふれあい平塚ホスピタル 平塚市
専門 医療法人社団健齢会　ふれあい平塚ホスピタル 平塚市
専門 医療法人社団健齢会　ふれあい平塚ホスピタル 平塚市
専門 介護付有料老人ホーム　湘南ふれあい園　平塚 平塚市
専門 株式会社クリエイトＬ＆Ｓ　ライフティック平塚 平塚市
専門 株式会社ケーエム企画　デイサービスセンターみんなの家ながもち 平塚市
専門 株式会社茶温堂　デイサービス　さうんどう 平塚市
専門 株式会社茶温堂　デイサービス　さうんどう 平塚市
専門 機能訓練特化型デイサービスよろこび 平塚市
専門 サン・ライフ訪問看護ステーション 平塚市 　
専門 サン・ライフ訪問看護ステーション 平塚市
専門 小規模多機能型居宅介護施設そよかぜ 平塚市
専門 デイサービスセンターみんなの家ＯＫＡＺＡＫＩ 平塚市
一般 平塚市　高齢福祉課介護予防担当 平塚市
専門 平塚市　高齢福祉課介護予防担当 平塚市
専門 平塚市高齢者よろず相談センター（地域包括支援センター）倉田会 平塚市
上級 ミモザ株式会社　ミモザ平塚徳延 平塚市
一般 メディケアセンター平塚 平塚市
専門 EVERYLIFE合同会社　リハビリガーデンほろほろ鎌倉七里ガ浜 鎌倉市
専門 EVERYLIFE合同会社 リハビリガーデンほろほろ鎌倉七里ガ浜 鎌倉市
専門 一般財団法人　鎌倉病院 鎌倉市
専門 医療法人大樹会　ふれあい鎌倉ホスピタル 鎌倉市
専門 医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院 鎌倉市
専門 医療法人財団額田記念会　額田記念病院 鎌倉市
専門 医療法人大樹会　ふれあい鎌倉ホスピタル 鎌倉市
専門 柏木整骨院　柏木介護ケアプランサービス 鎌倉市
専門 株式会社アプルール　アプルール大船栗田 鎌倉市
専門 株式会社アプルール　アプルール材木座 鎌倉市
専門 公益社団法人　鎌倉市医師会　鎌倉ヘルパーステーション 鎌倉市
一般 コンディショニングスタジオ　PreMare 鎌倉市
専門 社会福祉法人聖ﾃﾚｼﾞｱ会　鎌倉リハビリテーション聖ﾃﾚｼﾞｱ病院 鎌倉市
専門 社会福祉法人聖ﾃﾚｼﾞｱ会　鎌倉リハビリテーション聖ﾃﾚｼﾞｱ病院 鎌倉市
専門 地域包括支援センター　ふれあいの泉 鎌倉市
専門 特定非営利活動法人　和の会 鎌倉市
専門 福祉クラブ生協　Dayいしだ 鎌倉市
専門 みなぎ接骨院 鎌倉市
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一般 メディケアセンター　鎌倉 鎌倉市
専門 社会福祉法人聖ﾃﾚｼﾞｱ会　鎌倉リハビリテーション聖ﾃﾚｼﾞｱ病院 鎌倉市

専門
医療法人沖縄徳洲会　湘南鎌倉総合病院
医療法人沖縄徳洲会　介護老人保健施設ゆめが丘

鎌倉市

専門 いきいきシニアセンター（老人福祉センター）　こぶし荘 藤沢市
専門 医療法人　山内龍馬財団　山内病院 藤沢市
専門 医療法人社団清心会　藤沢病院 藤沢市
専門 株式会社アプルール　運営本部 藤沢市
専門 株式会社ヘルスケアシステムズ　ココタウン訪問看護ステーション 藤沢市
一般 企業組合労協センター事業団　労協片瀬海岸地域福祉事業所　デイサービスまどい 藤沢市
専門 社会福祉法人　喜寿福祉会　グリーンケア善行 藤沢市
専門 社会福祉法人　喜寿福祉会　善行高齢者サービスステーション　グリーンケア善行 藤沢市
専門 湘南藤沢徳洲会病院 リハビリテーション室 藤沢市
専門 デイサービスもえの樹 藤沢市
専門 特定医療法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ研究会　藤沢御所見病院 藤沢市
専門 特定医療法人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ研究会　藤沢御所見病院 藤沢市
専門 認定NPO法人ぐるーぷ藤　藤の花 藤沢市
専門 認定NPO法人ぐるーぷ藤　藤の花 藤沢市
専門 藤沢市御所見地域包括支援センター 藤沢市
専門 藤沢市善行地域包括支援センター 藤沢市
専門 本町通り整骨院 藤沢市
専門 まごころ整骨院 藤沢市
一般 メディケアセンター 藤沢市
一般 メディケアセンター 藤沢市
専門 六会接骨院 藤沢市
一般 いきいきシニアセンター（藤沢市老人福祉センター）　やすらぎ荘 藤沢市

専門
社会福祉法人　八寿会　特別養護老人ホームみどりの園
社会福祉法人八寿会　村岡宮前ローカルサイトデイサービス　カラフル

藤沢市

専門
社会福祉法人　八寿会　特別養護老人ホームみどりの園
社会福祉法人八寿会　村岡宮前ローカルサイトデイサービス　カラフル

藤沢市

専門 足柄リハビリテーションサービスwell 小田原市
専門 足柄リハビリテーションサービスwell 小田原市
専門 足柄リハビリテーションサービスwell 小田原市
専門 あすなろ治療院 小田原市
専門 あんず通所リハビリセンター（杏林堂クリニック） 小田原市
専門 医療法人尽誠会　山近記念総合病院 小田原市
専門 医療法人邦友会　小田原循環器病院 小田原市
専門 医療法人ゆうあい　竹田整形外科クリニック 小田原市
専門 合同会社三善　花ゆずケアプランセンター 小田原市
専門 有限会社「足柄リハビリテーションサービス地域リハセンター　ふらっと 小田原市
専門 医療法人ゆうあい　竹田整形外科クリニック 小田原市
上級 大槻鍼灸院 茅ヶ崎市
一般 株式会社ハヤシ 茅ヶ崎市
一般 株式会社ハヤシ　茅ヶ崎支社 茅ヶ崎市
上級 株式会社ハヤシ　茅ヶ崎支社 茅ヶ崎市
上級 社会福祉法人　湘南望青会　汐見台ﾊﾟｼﾌｨｯｸｽﾃｰｼﾞ 茅ヶ崎市
専門 社会福祉法人　翔の会　「ぷらっと東海岸」 茅ヶ崎市
専門 社会福祉法人　翔の会　萩園ケアセンター 茅ヶ崎市
一般 社会福祉法人翔の会　小和田ケアセンターよいしょ 茅ヶ崎市
専門 社会福祉法人翔の会　ぷらっと東海岸　 茅ヶ崎市
専門 湘南シニアサービス 茅ヶ崎市
一般 茅ヶ崎市 高齢福祉介護課 茅ヶ崎市
一般 茅ヶ崎市 高齢福祉介護課 茅ヶ崎市
一般 茅ヶ崎市 高齢福祉介護課 茅ヶ崎市
専門 茅ヶ崎市 高齢福祉介護課 茅ヶ崎市
専門 通所且座 茅ヶ崎市
一般 ニッショウ　スマイルステーション茅ヶ崎 茅ヶ崎市
上級 ニッショウスマイルステーション辻󠄀堂 茅ヶ崎市

専門
公益社団法人神奈川県看護協会　あかしあ訪問看護ステーション
湘南すずきクリニック

茅ヶ崎市

専門 NPO法人　オーバル 逗子市
専門 NPO法人　オーバル 逗子市
専門 医療法人社団景翠会　在宅事業部　けいすいデイサービス逗子 逗子市
一般 医療法人ベネヴォラ　磯見整形外科医院 逗子市
一般 医療法人ベネヴォラ　磯見整形外科医院 逗子市
一般 医療法人ベネヴォラ　磯見整形外科医院 逗子市
一般 医療法人ベネヴォラ　磯見整形外科医院 逗子市
専門 けいすい訪問看護ステーション逗子 逗子市
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一般 逗子市基幹型地域包括支援センター 逗子市
専門 なのはな訪問看護リハビリステーション 逗子市
専門 株式会社川島ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　介護付有料老人ﾎｰﾑ　ｻﾆｰﾗｲﾌ三浦 三浦市
一般 豊夢三浦海岸 三浦市
専門 あべ整形外科 秦野市
専門 医療法人　丹沢病院 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　鶴巻訪問看護ステーション 秦野市
専門 医療法人社団厚仁会　介護老人保健施設　ぬくもりの家 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　鶴巻訪問看護ステーション 秦野市
専門 介護保険　リハビリデイサービスこみやま 秦野市
専門 介護保険　リハビリデイサービスこみやま 秦野市
専門 介護保険　リハビリデイサービスこみやま 秦野市
専門 かながわ針灸整骨院 秦野市
一般 株式会社アプルール　アプルール秦野 秦野市
専門 株式会社クリエイト　L＆S　スポーツ事業部 秦野市
一般 株式会社クリエイトＬ＆Ｓ スポーツ事業部 秦野市
専門 株式会社クリエイトＬ＆Ｓ　スポーツ事業部 秦野市
専門 サポート訪問看護リハビリテーション 秦野市
専門 社会福祉法人 英会　つるまきケアセンター 秦野市
専門 社会福祉法人　英会　ボディメイクサービス笑和 秦野市
専門 湘南老人ﾎｰﾑ　通所介護 秦野市
専門 湘南老人ﾎｰﾑ　通所介護 秦野市
専門 湘南老人ﾎｰﾑ　通所介護　ぷらっと 秦野市
専門 デイサービス　こもれびの家 秦野市
専門 デイサービス　こもれびの家 秦野市
上級 デイサービス五幸　秦野 秦野市
専門 手をつな号　デイハウスなみき 秦野市
専門 手をつな号　デイハウスなみき 秦野市
一般 秦野市　福祉部　高齢介護課 秦野市
上級 秦野市　福祉部 高齢介護課 秦野市
一般 秦野市 高齢介護課（秦野公衛会） 秦野市
一般 秦野市 高齢介護課（はだの市民体操の会） 秦野市
専門 堀川デイサービスセンター 秦野市
専門 株式会社アプルール　ソレスタ秦野 秦野市

上級
さち訪問看護ステーション　はだの支店
さち訪問看護ステーション

秦野市

専門 厚木市　依知地域包括支援センター 厚木市
専門 厚木市厚木南地域包括支援センター 厚木市
専門 厚木市厚木南地域包括支援センター 厚木市
専門 厚木市厚木南地域包括支援センター 厚木市
専門 厚木市小鮎・緑ヶ丘地域包括支援センター 厚木市
専門 株式会社サンメディカル 厚木市
専門 サロンデイ厚木 厚木市
専門 社会福祉法人　聖和むつみ会 厚木市
専門 湘南厚木病院 厚木市
専門 デイサービスさくら（依知運動機能回復センター） 厚木市
一般 一般社団法人　健康コンシェルジュ日本 大和市
専門 医療法人社団　緑野会　みどり野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 大和市
専門 医療法人社団　緑野会　みどり野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 大和市
専門 医療法人社団　緑野会　みどり野ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ケ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院 大和市
専門 医療法人新都市医療研究会君津会　南大和クリニック 大和市
専門 医療法人新都市医療研究会君津会　南大和クリニック 大和市
専門 介護ステーション「はあとふる」 大和市
専門 ケアーズ訪問看護リハビリステーション南林間 大和市
上級 敬心リハビリデイサービスセンター 大和市
専門 合同会社あじさい　渋谷一丁目リハビリデイサービス 大和市
専門 渋谷一丁目リハビリデイサービス 大和市
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課程 所属 所属所在地

専門 渋谷一丁目リハビリデイサービス 大和市
専門 社会医療法人　三栄会 大和市
専門 社会福祉法人　県央福祉会　 大和市
専門 社会福祉法人　県央福祉会　法人事務局 大和市
専門 社会福祉法人　大和市社会福祉協議会 大和市
専門 社会福祉法人　大和市社会福祉協議会 大和市
専門 社会福祉法人　大和市社会福祉協議会　大和市まごころ地域福祉センター 大和市
専門 中央鍼灸整骨院 大和市
専門 訪問看護リハビリステーション　ケアフォレスト 大和市
一般 メディケアセンター　大和 大和市
一般 メディケアセンター　大和 大和市
専門 大和市　高齢福祉課 大和市
専門 大和市　高齢福祉課 大和市
上級 大和市医師会　大和市在宅医療・介護連携支援センター 大和市
専門 大和市立病院 大和市
上級 リハビリデイサービス　genki 大和市
専門 渡辺接骨院 大和市
専門 NPO法人　Relation 伊勢原市
専門 伊勢原市　介護高齢福祉課　高齢者支援係 伊勢原市
専門 伊勢原市　介護高齢福祉課　高齢者支援係 伊勢原市
一般 伊勢原西部地域包括支援センター 伊勢原市
専門 神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院 伊勢原市
専門 神奈川県厚生農業協同組合連合会　伊勢原協同病院 伊勢原市
一般 Fun　Space株式会社　高座施設組合屋内温水プール 海老名市
一般 Fun　Space株式会社　高座施設組合屋内温水プール 海老名市
一般 Fun Space株式会社　高座施設組合屋内温水プール 海老名市
一般 Fun Space株式会社　高座施設組合屋内温水プール 海老名市
専門 医療法人社団　医誠会　湘陽かしわ台病院 海老名市
専門 ウインズさがみ野 海老名市
専門 海老名市　高齢介護課 海老名市
専門 海老名市　高齢介護課 海老名市
専門 海老名市　高齢介護課 海老名市
専門 海老名市　高齢介護課 海老名市
上級 株式会社ルネサンス　スポーツクラブルネサンス海老名 海老名市
専門 シニア向けﾌｨｯﾄﾈｽ型ﾘﾊｻﾛﾝ　ウインズさがみ野 海老名市
専門 シニア向けフィットネス型リハサロン　ウインズさがみ野 海老名市
専門 シニア向けフィットネス型リハサロン　ウインズさがみ野 海老名市
専門 シニア向けフィットネス型リハサロン　ウインズさがみ野 海老名市
一般 社会福祉法人　海老名市社会福祉協議会 海老名市
一般 有限会社ビーアウェイク 海老名市
上級 有限会社ビーアウェイク 海老名市
上級 有限会社ビーアウェイク 海老名市
上級 有限会社ビーアウェイク 海老名市
上級 有限会社ビーアウェイク 海老名市
上級 有限会社ビーアウェイク 海老名市
上級 有限会社ビーアウェイク 海老名市
専門 リハビリデイサービス　いちにいさん 海老名市
専門 リハビリデイサービス　いちにいさん 海老名市
専門 Acure合同会社 座間市
専門 座間市役所　健康部介護保険課 座間市
専門 デイサービス　オレンジクラブ 座間市
一般 デイサービス　オレンジクラブ 座間市
上級 ひまわりマッサージ 座間市
専門 医療法人社団明芳会　北小田原病院 南足柄市
専門 社会福祉法人千寿会　特別養護老人ホーム杜の郷 綾瀬市
専門 神奈川みなみ医療生活協同組合　葉山クリニックデイサービス「元気」 葉山町
専門 生活リハビリクラブ葉山 葉山町
専門 生活リハビリクラブ葉山　生活クラブ生活協同組合 葉山町
専門 生活リハビリクラブ葉山　生活クラブ生活協同組合 葉山町
専門 生活リハビリクラブ葉山　生活クラブ生活協同組合 葉山町
専門 生活リハビリクラブ葉山　生活クラブ生活協同組合 葉山町
専門 生活リハビリクラブ葉山　生活クラブ生活協同組合 葉山町
一般 寒川町　高齢介護課　 寒川町
専門 社会福祉法人　富士白苑　富士白苑大磯コーポ 大磯町
専門 大井町地域包括支援センター 大井町
専門 大井町地域包括支援センター 大井町
専門 株式会社リフテック西湘（デイサービス　イルカの家） 大井町
専門 株式会社T&Hサポート　おうちDE介護 大井町
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一般 総合型地域スポーツクラブ　松田ゆいスポーツクラブ 松田町
一般 山北町　保険健康課　保険年金班 山北町
専門 小規模多機能型居宅介護施設　すずらん 山北町
専門 小規模多機能型居宅介護施設　すずらん 山北町
専門 Acure合同会社　鍼灸兪楽治療院 開成町
専門 開成町　保健福祉部保険健康課 開成町
専門 医療法人社団恵泉会　ゆが原整形リハビリ塾 湯河原町
専門 医療法人社団恵泉会　ゆが原整形リハビリ塾 湯河原町
専門 医療法人社団恵泉会　ゆが原整形リハビリ塾 湯河原町
専門 医療法人社団恵泉会　ゆが原整形リハビリ塾 湯河原町
専門 シーサイド湯河原 湯河原町
専門 シーサイド湯河原 湯河原町
専門 シーサイド湯河原 湯河原町
上級 スポーツインテリジェンス株式会社 湯河原町
専門 湯河原歯科医院 湯河原町
一般 スポーツインテリジェンス株式会社 湯河原町

一般
スポーツインテリジェンス株式会社
デイサービス葉山フットパワー

湯河原町

専門 社会福祉法人　愛川舜寿会　ミノワホーム 愛川町
専門 社会福祉法人まりも会　特別養護老人ホームまりも園 東京都
専門 東京体育機器株式会社 東京都 墨田区
専門 ステップぱーとなー町田 東京都 町田市
一般 横須賀市 横須賀市
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