
日本セラピューティック・ケア協会　ケア活動施設一覧 2019/9/27

実習可 施設№ 施　設　名 訪問ﾘｰﾀﾞｰ ケア日時 施設所在地 備考①

1 0101 介護老人保健施設ナーシングホーム　コスモス 十和田　直美 第1・3土曜日13：30～ 釧路郡釧路町睦2-1-10

2 0102 朝里中央デイサービス 照井　瑞代 第１土曜日13：30～ 小樽市新光1-21-5

3 0103 苫小牧東病院緩和ケア病棟 星　美紀 月１回土曜日 苫小牧市明野新町5-1-30

4 0104 グループホーム　なごみ　浜中 十和田　直美
月２～3回（火曜日以外）

１３：３０～
厚岸郡浜中町桜北　９５

5 0105 介護老人保健施設グラーネ　北の沢 笠谷　則子
月２回

不定期15：00～
札幌市南区北ノ沢1804-52

6 0106 ㈱二千翔グループホームほたる 森本　淳子
月1回土曜日

13:30～
苫小牧市拓勇西町４丁目１９番地の８

7 0107 特別養護老人ホーム　もなみの里　モンカフェ（認知症カフェ） 武藤　佐代子
第２木曜日
14：00～

札幌市南区石山１条12-15

8 0802 （社福）聖救主福祉会深川愛の園ディサービスセンター 長野 洋子 第１金曜日１３：３０～ 東京都江東区冬木16-7

9 0803 社会福祉法人聖母会養護老人ホーム 前田久美子 第４水曜日14：00～ 東京都新宿区中落合２丁目5-21

10 0805 ぬくもりサロン（聖母ホーム内） 前田久美子 第3木曜日14：00～ 東京都新宿区中落合２－５－２１

11 0806 クラフト工房「ラ・まの」 荒木敦子 第3金曜日13：30～ 東京都町田市金井５-１４-１８

12 0807 社会福祉法人　大和会多摩市和光園ケアセンター 松尾　敏子 第1水曜日14：00～ 東京都多摩市和田1532 2016.10.17受付

13 0808 ゆいまーる聖ヶ丘　グループハウス 松尾　敏子 第1水曜日10：00～ 東京都多摩市聖ヶ丘二丁目22-4 2016.10.17受付

14 0809 デイサービス　ふくろうの家落合第二 前田久美子 月１回　不定期 東京都新宿区中落合4丁目5-16

15 1001 木の下グループリアンレープ市ヶ尾 太田　やよい 第1木曜日14：30～ 横浜市青葉区市ヶ尾町1156-3

16 1002 特別養護老人ホーム柿生アルナ園 島田　和実 第4水曜日14:30～ 川崎市麻生区上麻生５－１９－１０

17 1101 デイサービスグリーンハーベスト　あしかが 田口　公子 月１回　不定期 栃木県足利市鵤木町123-2

18 1102 デイサービス　わかくさ、かかぼ 川島　真左子 第4月曜日　13：30～ 足利市若草町8-50 ２０１７.１０．１０.変更

19 1501 特別養護老人ホーム豊潤館 緒方　美鈴 第３木曜日or金曜日15：50～ 埼玉県春日部市大字花積267-7

20 1502 デイサービス　エール 宮本　直子 月１回不定期　午後～ 埼玉県春日部市米島186

21 1301 介護クラブ㈱　デイサービスあおぞら・こもれ陽 藤井　順子 第4木曜日　13：30～ 桐生市境野町3丁目2113

22 1701 依田窪特別養護老人ホームともしび 廣田　百合子 随時 長野県上田市下武石776-1

23 1702 依田窪福祉会　デイサービスセンター鳥屋 廣田　百合子 第２・４水曜日10：00～ 長野県上田市武石鳥屋73-30

24 2101 ナーシングホーム　あしたば 服部 冨子
第２火曜日
第４木曜日

静岡市駿河区中島1684-15

25 2102 グループホーム　なの花 小澤　由美子 月１回　土曜日14：00～ 浜松市中区早出町　1200-25

26 2103 介護老人保健施設　こみに 柴田　郁代
第2・4火曜日

13：30～
静岡市葵区赤松８-16

27 2401 グループホーム　なのはな 塚原　喜美代
不定期月１・２回

１３：３０～
三重県津市柳山津興　3306
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28 2402 愛ケア デイサービス 塚原　喜美代
不定期

月１・２回
三重県津市柳山津興　3306

29 2403 あゆみ野デイサービスセンター 原田　冨士子
不定期

月１回１３：１５～
三重県津市一身田大古曾1453-3

30 2501 デイサービスセンター　アンサンブル 伊藤　隆子 週１回 東近江市八日市小脇町1286-5

31 2502 グループホーム琵琶湖大橋　翔裕館 伊藤　久美
第　1　土ｏｒ日

9：40～
滋賀県大津市本堅田4-4-18

32 2601 社会福祉法人八幡福祉協議会　京都八勝館 藤原　和子
第2土曜日
13：30～

京都府八幡市橋本塩釜２１

33 2602 京都市立病院　乳癌サロン 富樫　明美
第3月曜日
13：30～

京都市中京区壬生東高町1-2

34 2603 社会福祉法人美杉会　男山病院 藤原　和子
第１月曜日

9:30～
京都府八幡市男山泉19

35 2801 グループホームクオレ歌島 松田　　瞳
第４木曜日
13：30～

大阪市西淀川区歌島４丁目３－２２

36 2802
特別養護老人ホーム萬寿園
一時中止

西村　真弥
16/4月に協議予定

土曜・日曜日
大阪府岸和田市尾生町808

37 2803
グループホーム　アムール岸和田
一時中止

西村　真弥
月１回

　土曜日13：30～
大阪府岸和田市池尻町686-7

38 2701 社会福祉法人阪神共同福祉会　園田苑 中辻和美 第3木曜日 兵庫県尼崎市小中島１-１-１８

39 2702 ホームホスピス　愛逢の家 中辻和美
第3木曜日
15：30～

兵庫県尼崎市東園田町9丁目４０-４

40 3401 高齢者ケアセンター　阿品清鈴 橋本　弓子 月１回　土曜日午後 広島県廿日市市阿品4-51-32

41 3903 がん患者サロン　友遊館 塩見千代子
第2、4月曜日

10：00～
高知県土佐市甲原１４０９

42 3904 ぬっく　須崎 塩見　千代子 不定期 高知県須崎市妙見町１０－６

43 〇 4001 NPO法人わたしたちの高齢社会をつくる会ディサービス　徒然 水上　尚子
第1月曜日
１３：３０～

福岡市中央区平和3-6-18 一時中止

44 〇 4002 デイサービスセンター　　とうにん 松崎　洋子
第２月曜日
１３：００～

福岡市中央区荒戸３-８-２２

45 〇 4003 デイサービスセンター　とうにん 小澤　典子
第３週火曜日

１３：００～
福岡市中央区荒戸３-８-２２

46 〇 4004 医療法人　西福岡病院緩和ケア病連　日向 盛　美穂 毎週金曜日１３：３０～ 福岡市西区生の松原3-18-8

47 × 4005 特定医療法人　福西会　福西会病院 石田　眞理子
第１月曜日

11:3０～
福岡市早良区野芥１－２－３６

48 〇 4006 特別養護老人ホーム　博多さくら園(デイサービス） 今井　敦子
第３月曜日
１３：００～

福岡市博多区古門戸町4-23

49 〇 4007 特別養護老人ホーム　博多さくら園(デイサービス） 緒方 好子
第４木曜日
１３：００～ 福岡市博多区古門戸町4-23

50 〇 4008 社団）福岡医療団　千鳥橋病院 山口　和枝
第２金曜日
１４：００～

福岡市博多区千代５-１８-１

51 × 4009 がんセンター　ひまわりの会 藤岡　友子
第２日曜日
１３：００～

福岡市南区野多目3-1-1

52 〇 4010 社会医療法人　原土井病院緩和ケア病棟 （不在）
第１月曜日
１３：００～

福岡市東区青葉6-40-8 新リーダー未定

53 〇 4011 社会医療法人　原土井病院緩和ケア病棟 幸田　房代
第４木曜日
１３：００～

福岡市東区青葉6-40-8

54 〇 4012 特別養護老人ホーム 奈多創生園 西田　田鶴子 第3木曜日１４：００～ 福岡市東区雁ノ巣1-7-25
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55 〇 4016 特別養護老人ホームサンケア太宰府 三好　めぐみ
第1土曜日
１3：3０～

太宰府市高雄３丁目4227-267

56 × 4017 美しが丘デイサービス 日髙　國子 月４回　9：50～ 筑紫野市原田５丁目3-4

57 〇 4018 健脳リハビリテーションデイサービス　ららら♪ 山内　祥子
第2火曜日
13：45～

太宰府市五条4丁目6-5

58 × 4019 医）社団シマダ嶋田病院 江口　清子
第1・3月曜日

14：00～
小郡市小郡217-1

59 × 4020 医）社団シマダ嶋田病院 江口　清子
第2、4土曜日

14：00～
小郡市小郡217-1

60 〇 4021 医療法人城戸医院ぶどうの樹 岡田　亮子
第２日曜日
　12：00～

筑後市大字久富667-3

61 × 4022 特別医療法人栄光会　栄光病院（ホスピス） 大山　由紀子 第2水曜日14：00～
糟屋郡志免町大字別府西3丁目8番15
号

62 × 4023 特別医療法人栄光会　栄光病院（ホスピス） 渡邉　清子
第４水曜日
１３：３０～

糟屋郡志免町大字別府西3丁目8番15
号

63 〇 4024 特別医療法人正信会　水戸病院 池上　照子
第２木曜日
１４：００～

糟屋郡須恵町大字旅石115-483

64 〇 4028 医療法人共和会介護老人保健施設 　伸寿苑 泉　恵美子
第２・４金曜日

１３：４５～
北九州市小倉北区篠崎1-5-1

65 〇 4029 社会福祉法人　広寿会　足原のぞみ苑 森田　宏美
第４月曜・木曜日

１４:１０
北九州市小倉北区熊本3-12-9

66 〇 4030 社団法人翠会　　行橋記念病院 小山　明美
最終水曜日

　14：00～15：00
行橋市北泉３-11-1

67 〇 4031 社会福祉法人北九州福祉会老人保健施設サングレース 岩元　泰子
第3木曜日
14：00～

北九州市八幡西区大字則松103-1

68 〇 4033 社会福祉法人福音会高齢者複合施設ふれあいの里とばた 永井　晴子
第３月曜日
１０：００～

北九州市戸畑区千防1-1-6

69 〇 4034 医療法人聖亮会聖ヨハネ病院 甲斐　千香子
第２木曜日
15：00～

北九州市小倉北区下到津3- ５-８

70 〇 4035 社会福祉法人周防学園グループホーム　ほうらい 山崎　千津子
第１・３火曜日

14：00～
豊前市大字今市１３５‐１

71 〇 4036 介護付有料老人ホームひかり 大木　万利
第２金曜日
10：15～

北九州市八幡西区則松東２－５－１０

72 〇 4037 株式会社サンレー　有料老人ホーム「隣人館」 松熊 　正子
月1回不定期第3.4週

月・火10:00～ 福岡県飯塚市伊川185

73 〇 4101 託老所かがみふもと 中武　知子
第2木曜日
14：00～

唐津市鏡4651-5

74 〇 4102 小規模多機能型セカンドハウス 中武　知子
月1回

第1木曜日
唐津市町田5-6-28

75 〇 4103 医療法人啓心会　ディサービス　けいしん 中山　恭子
月４日指定日

１３：３０～
鳥栖市飯田町69-1 2018/2/20リーダー変更

76 〇 4201 社会医療法人春回会　出島病院 谷川　恭子
毎週月曜日

10：30～
長崎市出島町12-23

77 〇 4202 社会福祉法人白之会　みぎわほーむ 谷川　恭子 月1回　13：30～

78 4402 ひなたぼっこ 赤峯　由己
第１金曜日、第４月曜日

10：00～
豊後大野市三重町市場1200

79 4403 デイサービス　森の棲家 伊藤　初美
月1回　不定期
10：00～12：00

日田市石井631-9

80 〇 4039 医療法人　城戸医院 堤　　玉代
第１金曜日

13：00～14：30
八女市鵜池7

一時活動中止
2019/6月～11月

81 1103 デイサービスたかろばカフェ　いまふく 春山　裕子
第３月曜日
14：00～

足利市今福町397-1
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82 〇 4040 社会福祉法人「亀保の里」 為末　恵子
第1・2月‣土曜日

10：00～
豊前市大字鬼木20-1

83 〇 4041 ＪＡ福岡京築デイサービス「さくらんぼ」 村田　美穂
第3土曜日
第4木曜日
10：00～

豊前市大字薬師寺70-1

84 〇 4105 宅老ちよだひまわりの会「宅老ちよだ」 宮崎　明美
第2月曜日
14：00～

神埼市千代田町直鳥1500

85 2001 養護老人ホーム　あわら市金津雲雀ヶ丘寮 仲村　満恵
第４土曜日
13：30～

福井県あわら市春宮3-28-21

86 2404 デイステーション　上ノ村 新田　かおる 月２回　午前 三重県津市白山町上ノ村132-10

87 2405 ㈱偕生会　デイサービスセンター　あららぎ 戸上　ゆかり
月１～２回土曜日

14：00～
三重県度会郡大紀町錦195-2

88 2406 三重県かん相談支援センター 塚原　喜美代
第１日曜日
　13：00～

三重県津市桜橋３丁目446-34

89 0108 東胆振ケアセンター 石本　友美
第３土曜日
　13：00～

苫小牧市字植苗

90 0109 ケアハウス　リバーサイド 澤田　優子
第4月曜日
13：30～

北海道苫小牧市松風町2-15

91 0110 小規模多機能型居宅介護華たば　グループホームふるさとおいわけ 嘉信　美智子
月１回不定期

14：00～
北海道勇払郡安平町追分中央１番地４１

92 0111 まるごとケアの家　ホサナホーム 武藤　佐代子
月１回不定期

13：00～
北海道札幌市西区宮の沢3条3丁目6-1

93 0112
ＨＩＴＯＷＡケアサービス㈱住宅型有料老人ホーム　イリーゼ定山渓Ⅱ
号館

武藤　佐代子
月１回不定期

午前中
北海道札幌市南区定山渓579-1-1

94 0113 社会福苫小牧慈光会ケアセンター　しらかばの郷 尾崎　美和子
第２水曜日
14：00～

北海道苫小牧市しらかば町５丁目5-6

95 0114 小規模多機能型居宅介護　みのり新中野 澤田　優子
第月木曜日

14：00～
苫小牧市新中野町1丁目3番20号

96 〇 4038 デイサービスセンター　旅路の荘 黒岩　周子
第１木曜日

13：00～14：30
福岡県三井郡大刀洗町大字今491

97 × 4042 サン・グリーンホーム住宅型有料老人ホームみやおだい 川添　和代
月１回　金曜日

15：00～
遠賀郡水巻町宮尾台12-1

98 〇 4043 社会福祉法人もやい聖友会　銀杏庵穴生倶楽部 宇塚　美千代
月１回　最終月曜日

13：30～
北九州市八幡西区鉄王2-2-36

99 0115 ケアハウス　ナイスデイやなぎ 松浦　康代
月１回第3金曜日

14：00～
苫小牧市柳町4-11-36

100 × 4044 社会福祉法人なごみ園　グループホーム・小規模多機能ケア 山﨑　千津子
第１水曜日
第３金曜日

豊前市大字三毛門914-1

101 4404 デイサービスセンター　日田ゆうあい 伊藤　初美
月1回　不定期
14：00～16：00

日田市亀山町4-16

102 0116 Ｇｏｌｄ　Ｈｉｌｌｓ　平岸 香城　一二美
月1回　不定期
13：30～15：00

札幌祖豊平区平岸1条13-4-11

103 〇 4045 ＳＪＲ六本松デイサービスセンター 毛利　律子
第1・3火曜日

13：00～
福岡市中央区六本松4-2-2

104 〇 4203 デイサービスセンターさくらの里 吉本　いづみ
週1回　不定期

13：00～
長崎市三京町1539-1

105 2604 介護付有料老人ホームエクセレント西ノ京 富樫　明美
第2・4木曜日
14：00～15：00

京都市中京区西ノ京南上合町32

106 〇 4046 城戸医院デイサービス ひまわり 堤　　玉代
第1金曜日

13：00～14：30
八女市鵜池7　城戸医院2階

乳腺外来中止の期間の予
定

107 〇 4047 デイサービスげんき 大島　以嵯子
第3土曜日

14：00～15：00
福岡市東区西戸崎6-7-17

108 〇 4106 佐賀県赤十字血液センター 鶴田　恵子
第1・3月曜日
13:30～15:30

佐賀市八畷町10-20
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109 4048 はーとふる古賀（社会法人古賀市社会福祉協議会） 柴田　智子
月4回不定期
13：15～14；15

古賀市庄205　サンコスモ古賀内

110 〇 4204 社会福祉法人日輪会老人デイサービスセンター　かたふち村 中尾　真紀
月3回　不定期
13：45～15：45

長崎市片淵3-500-2

111 0810 社会福祉法人桜ヶ丘社会事業協会　桜ヶ丘延寿ホーム 松尾　敏子
第3・4水曜日
14：00～15：30

多摩市連光寺1-1-1

112 0811 岩本町ほほえみプラザ 渋谷　正一
第4土曜日

13：00～15：00
千代田区岩本町2-15-3

113 0812 人生大学イベント 渋谷　正一
第1・3木曜日
10：00～16：00

江戸川区篠崎7-20-19　篠崎文化プラ
ザ

114 0813 リアンレーヴ　江戸川 渋谷　正一
第2木曜日

13：00～16：00
江戸川区北小岩7-28-21

115 〇 4049 パナソニック　エイジフリーケアセンター　福岡大野城・デイサービス 西山　珠代
第3土曜日
14：00～

大野城市乙金2-9-1

116 1003 生活リハビリクラブ麻生 島田　和実 毎月1回　不定期 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3-2-7

117 0117 小規模多機能ホーム　花みずき 松浦　康代 毎月1回　不定期 苫小牧市しらかば町3-12-10

118 〇 4050 あったか　カフェいぶき 黒岩　周子
第2・4水曜日

13時～16時までの　1時間
三井郡大刀洗町今491

119 〇 4051 小規模多機能ホームやまびこ 成富 七生子
第1火曜日
13：30～

北九州市八幡西区町上津役西2-11-23

120 4052 デイサービスセンター東田愛香苑 前田 英子
第3火曜日
13：30～

北九市八幡東区東田2-2-43

121 4053 デイサービスさわやか小芝俱楽部 山本 真理子
第3月曜日

13:00～14：00
北九州市戸畑区小芝1-6-10

122 4054 グループホームひまわり大楠 郷田　理恵
第2水曜日
13：30～

福岡市南区大楠1-17-7

123 4405 特定非営利活動法人 グループホームなごみ 井上 恵子
月1回土曜日
14：00～15：00

玖珠郡玖珠町大字山田2734


