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市区町村 氏名 事業所名

1 京都市北区 井上 貞子 エルケアネット西賀茂

2 京都市北区 上川　裕子 居宅介護支援事業所春うらら

3 京都市北区 上田　智也 ケアプランセンターりぼん

4 京都市北区 大仲　晴美 平野デイサービスセンター

5 京都市北区 大久　留美 平野デイサービスセンター

6 京都市北区 小川　亜雪 平野デイサービスセンター居宅介護支援事業所

7 京都市北区 小川 さきみ 医療法人社団行陵会平野デイサービスセンター居宅介護支援事業所

8 京都市北区 加藤　文子 居宅介護支援事業所春うらら

9 京都市北区 小畑　智子 京都市紫竹地域包括支援センター

10 京都市北区 近藤　和美 支援センターひなたぼっこ

11 京都市北区 渋谷 美由紀 浜田会居宅介護支援事業所

12 京都市北区 城　知孝 居宅介護支援事業所春うらら

13 京都市北区 髙島　明香 渡辺西賀茂診療所

14 京都市北区 谷口　純子 介護支援事業所今宮

15 京都市北区 鳴瀧 知恵 ガーデンハウス上賀茂

16 京都市北区 星本　育美 医療法人葵会総合ケアステーション

17 京都市北区 森田 ミカ 支援センターひなたぼっこ

18 京都市北区 吉本　美枝子 衣笠シオン

19 京都市上京区 大澤　優 居宅介護支援センターたんぽぽ

20 京都市上京区 佐川 喜久子 クローバー居宅介護支援サービス

21 京都市上京区 中谷　康貴 京都府健康福祉部高齢者支援課

22 京都市上京区 樋口 直子 社会福祉法人京都福祉サービス協会小川事務所

23 京都市上京区 平阪 万紀子 小規模多機能施設「和泉の家」

24 京都市上京区 布施　美幸 クローバー居宅介護支援サービス

25 京都市上京区 牧草 綾子 十四軒町ケアプランセンター

26 京都市上京区 池田　麻子 社会福祉法人京都福祉サービス協会小川事務所

27 京都市左京区 風間 なおみ 医療法人社団　行稜会　上高野デイサービスセンター

28 京都市左京区 小西　治子 バプテスト居宅介護支援事業所

29 京都市左京区 髙木　龍宏 京都市高野地域包括支援センター

30 京都市左京区 高橋　佐和子 京都市左京ケアプランセンター

31 京都市左京区 田中　京子 信和会訪問看護ステーションたんぽぽ

32 京都市左京区 棚橋　恵美子 京都生協左京ホームヘルプサービス

33 京都市左京区 谷井 ひろ子 有限会社グッデイ　北白川営業所

34 京都市左京区 玉井 弓子 公益社団法人信和会ケアプランセンター飛鳥井

35 京都市左京区 徳田 剛史 バプテスト居宅介護支援事業所

36 京都市左京区 長井 敦 公益社団法人信和会　ケアプランセンター飛鳥井

37 京都市左京区 中村 威理 ケアプランオフィス陽

38 京都市左京区 鍋割　哲哉 京都市左京南地域包括支援センター

39 京都市左京区 平野　昌由 居宅介護支援事業所そよかぜ

40 京都市左京区 星野 佳美 有限会社グッデイ　北白川営業所

41 京都市左京区 見原　一恵 居宅介護支援事業所博寿苑

42 京都市左京区 矢澤 伊登子 医療法人稲門会しずはうす居宅介護支援センター

43 京都市左京区 保福　悦子 バプテスト居宅介護支援事業所

44 京都市左京区 山田 祐子 花友しらかわ居宅介護支援事業所

45 京都市中京区 足立 朝子 京都市西ノ京地域包括支援センター

46 京都市中京区 上田　成子 居宅介護支援事業所西の京

47 京都市中京区 北村　啓二 ファインケア株式会社ひまわり

48 京都市中京区 熊谷 寿子 居宅介護支援事業所姉小路

49 京都市中京区 馬場 美幸 京都市本能地域包括支援センター

50 京都市中京区 藤田　さかえ ファインケア株式会社ひまわり

51 京都市東山区 清水　彰子 有限会社ケアサービス信愛

52 京都市東山区 住谷　久美 居宅介護支援事業所洛東園

53 京都市東山区 鶴谷　悦子 ケアサービスあかり居宅介護支援事業所

54 京都市東山区 永峰　葉子 医療法人社団育生会　第二久野病院介護支援センター

55 京都市東山区 芳賀 美緒子 粟田地域包括支援センター

56 京都市下京区 五百井 穂波 医療法人財団康生会武田病院　居宅介護支援事業所

57 京都市下京区 岡本　洋子 キョウトアイケアサービス

58 京都市下京区 荻野　浩一 介護プラス居宅介護支援事業所

59 京都市下京区 及部　泰代 びう京都介護サービス

60 京都市下京区 幸山 史郎 居宅介護支援センターリエゾン四条
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61 京都市下京区 杉原 加奈子 居宅介護支援事業所ぬくもりの里

62 京都市下京区 二輪　典子 社会福祉法人京都福祉サービス協会西七条事務所

63 京都市下京区 濱頭　香里 居宅介護支援事業所京都南病院

64 京都市下京区 平矢 憲孝 武田病院居宅介護支援事業所

65 京都市下京区 深川 麻史 すいれんケアプランセンター

66 京都市下京区 舩見　隆司 京都市下京・西部地域包括支援センター

67 京都市下京区 前田　香織 ケアサポート京

68 京都市下京区 本山　弘子 西澤内科医院

69 京都市下京区 山根　純子 ケアサポートクローバー居宅介護支援事業所

70 京都市南区 上西　尚子 医療法人洛和会　洛和小規模多機能サービス桂川

71 京都市南区 梶谷 由美子 東九条のぞみ支援センター

72 京都市南区 坂口　優子 京都市久世西ケアプランセンター

73 京都市南区 佐藤 弘毅 鳥羽ホームケアプランセンター

74 京都市南区 塩田　みどり 居宅介護支援事業所りんく

75 京都市南区 申　春花 居宅介護支援事業所エルファ

76 京都市南区 津田　裕子 京都市久世地域包括支援センター

77 京都市南区 土山　充洋 サニー居宅介護支援事業所

78 京都市南区 土井 泰友 公益社団法人京都保健会吉祥院複合型サービスれんげそう

79 京都市南区 平林 郷子 居宅介護支援事業所　上鳥羽

80 京都市南区 村松 美樹 あいあいネットワーク　ケアプランセンター

81 京都市南区 吉田　典子 居宅介護支援事業所はくちょう

82 京都市右京区 上山　玲子 居宅介護支援事業所右京医師会

83 京都市右京区 大西　やよい 京都市太秦ケアプランセンター

84 京都市右京区 岡本 千恵 ケアプランセンターフィット・右京

85 京都市右京区 門脇　郁代 嵐山寮居宅介護支援事業所

86 京都市右京区 岸本　圭子 医療法人社団京健会　西京病院居宅介護支援事業所

87 京都市右京区 小佐 由美子 嵐山寮居宅介護支援事業所ひろさわ

88 京都市右京区 竿山 眞佐子 京都福祉サービス協会太秦事務所

89 京都市右京区 芝原 恵美子 洛和会グループホーム　太秦

90 京都市右京区 蝶勢　嘉弘 嵐山寮居宅介護支援事業所

91 京都市右京区 長元　廣子 居宅介護支援事業所右京医師会

92 京都市右京区 西村　由美 うずまさ診療所居宅介護支援事業所

93 京都市右京区 鼻戸 秀美 嵐山寮小規模多機能施設さがの

94 京都市右京区 細井 滝子 洛和小規模多機能サービス花園

95 京都市右京区 細見　りつ子 社会福祉法人太秦病院附属うずまさ診療所居宅介護支援事業所

96 京都市右京区 松本　智佳子 京都生協右京ホームヘルプサービス

97 京都市右京区 室田 良江 居宅介護支援事業所豊和園

98 京都市右京区 山﨑　由花 優樹居宅介護支援事業所

99 京都市右京区 山時 民 グランユニライフケアプランセンター京都嵐山

100 京都市右京区 米田　悦子 健光園あらしやまケアプランセンター

101 京都市右京区 若森 佐千子 居宅介護支援事業所右京医師会

102 京都市伏見区 伊藤　悦子 まるお居宅介護支援事業所

103 京都市伏見区 岩間 信子 居宅介護支援事業所『ういっと』

104 京都市伏見区 遠藤　友華里 京都市下鳥羽地域包括支援センター

105 京都市伏見区 岡垣　綾子 社会福祉法人京都老人福祉協会　ケアプランセンター醍醐の家ほっこり

106 京都市伏見区 小賀野 京子 城南ホーム居宅介護支援事業所

107 京都市伏見区 小倉　康司 京都在宅介護支援センターさいわい

108 京都市伏見区 北川 亜理沙 京都市淀地域包括支援センター

109 京都市伏見区 北村　千明 京都市深草・北部地域包括支援センター

110 京都市伏見区 木村　眞澄 株式会社ケア２１たのしい家醍醐小規模多機能

111 京都市伏見区 坂元　響 レーベン横大路居宅介護支援事業所

112 京都市伏見区 佐々木 まり 洛和ヴィラ桃山居宅介護支援事業所

113 京都市伏見区 島田　智惠 介護支援センターくらしの相談室

114 京都市伏見区 吹田 紗代 みやびのその居宅介護支援センター

115 京都市伏見区 瀧　友紀美 居宅介護支援事業所いきいき365ケアプランセンター

116 京都市伏見区 冨康　由紀美 居宅介護支援事業所笑顔プラス

117 京都市伏見区 八田　道子 東高瀬川居宅介護支援事業所

118 京都市伏見区 増田　弘美 城南ホーム居宅介護支援事業所

119 京都市伏見区 三谷　喜代子 深草センターほっこり

120 京都市伏見区 山﨑　司 特定医療法人桃仁会居宅介護支援事業所
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121 京都市伏見区 山本 雅子 京都市深草・南部地域包括支援センター

122 京都市伏見区 山本 紫里 （福）京都福祉サービス協会伏見事務所

123 京都市山科区 入谷　順子 公益社団法人信和会　ケアプランセンター虹

124 京都市山科区 黄波戸 さおり 医療法人医仁会　老人保健施設いわやの里

125 京都市山科区 洲﨑 弥栄子 グループホームたのしい家山科小野

126 京都市山科区 辻井　みゆき 洛和会小規模多機能サービス山科西野

127 京都市山科区 出島 隆司 特別養護老人ホーム　ヴィラ山科

128 京都市山科区 寺上　典枝 複合型福祉施設喜林苑

129 京都市山科区 富沢　新次 在宅介護支援センター愛生会山科病院

130 京都市山科区 廣直 厚子 はーとふるセゾン京都山科

131 京都市山科区 福浦　孝子 ふくなかまデイサービスデンター

132 京都市山科区 向井　優江 日ノ岡居宅介護支援センター

133 京都市山科区 毛利 克哉 居宅介護支援事業所北花山

134 京都市西京区 石田　早英子 京都厚生園居宅介護支援事業所

135 京都市西京区 岩﨑 由香里 京都市社会福祉協議会　小規模多機能かたぎはら

136 京都市西京区 荻野　博子 居宅介護支援事業所西京都病院

137 京都市西京区 奥田　佳子 医療法人清仁会　シミズ居宅介護支援事業所

138 京都市西京区 小野寺　亜美 居宅介護支援事業所沓掛寮

139 京都市西京区 加藤　真理 京都市沓掛地域包括支援センター

140 京都市西京区 川崎　久美子 居宅介護支援事業所・大枝

141 京都市西京区 小島 真弓 西山寮介護支援センター

142 京都市西京区 坂本　由美 居宅介護支援事業所オーバル

143 京都市西京区 澤田　千浩 居宅介護支援事業所オーバル

144 京都市西京区 新宅　淳子 居宅介護支援事業所・大枝

145 京都市西京区 竹澤　有実子 医療法人社団林樫原診療所

146 京都市西京区 田中 あづさ 居宅介護支援事業所沓掛寮

147 京都市西京区 谷岡　延子 ケアサポート八重

148 京都市西京区 土井　ゆかり 居宅介護支援事業所西京都病院

149 京都市西京区 西脇　千江美 京都市西京ケアプランセンター

150 京都市西京区 波瀬 奈美栄 京都市桂川地域包括支援センター

151 京都市西京区 濱野 知子 京都市西京・南部地域包括支援センター

152 京都市西京区 早津　裕子 医療法人北村内科診療所ケアプランセンターゆめじ

153 京都市西京区 東 千尋 居宅介護支援事業所・沓掛寮

154 京都市西京区 人長　喜代子 居宅介護支援事業所ケアネットよしだ

155 京都市西京区 広瀬　智恵子 桂川居宅介護支援事業所

156 京都市西京区 間屋口　ひろ江 京都市境谷地域包括支援センター

157 京都市西京区 山﨑 行祐 居宅介護支援事業所西京都病院

158 京都市西京区 横山　陽一 京都市桂川地域包括支援センター

159 京都市西京区 吉田 容子 居宅介護支援事業所「ケアネットよしだ」

160 京都市西京区 若井 千枝 京都市西京北部地域包括支援センター

161 福知山市 池田　真由美 福知山シルバー厚ニコニコハウス居宅事業所

162 福知山市 上野 智子 福知山シルバー　ニコニコ介護支援ルーム

163 福知山市 大江 裕和 福冨士会居宅介護支援事業所

164 福知山市 大槻　真由美 株式会社栄光サービスセンター

165 福知山市 加藤　美千子 社会福祉法人福知山シルバー厚ニコニコハウス

166 福知山市 神内　千惠子 福知山市北陵・大江地域包括支援センター

167 福知山市 川端 恭子 社会福祉法人福知山シルバーニコニコ介護支援ルーム

168 福知山市 外賀　貴子 京都生協福祉事業部福知山ホームヘルプサービス

169 福知山市 古島　祐子 医療法人福冨士会居宅介護支援事業所

170 福知山市 坂井 文代 京都生協福知山ホームヘルプサービスセンター

171 福知山市 佐藤　弓子 福冨士会居宅介護支援事業所

172 福知山市 諏佐　由美子 公益社団法人京都保健会ほっとステーションきぼう

173 福知山市 多田　千里 桃映南陵地域包括支援センター

174 福知山市 福村 左枝子 社会福祉法人福知山シルバー　駅南ニコニコハウス

175 福知山市 南 京美 桃映地域包括支援センター

176 福知山市 森本　敬子 社会福祉法人福知山シルバー土ニコニコハウス

177 舞鶴市 江上　まゆみ 在宅介護支援センター真愛の家

178 舞鶴市 木谷　絵美 倉梯・倉二・与保呂地域包括支援センター

179 舞鶴市 小寺　真由美 ほーむけあセンター和心

180 舞鶴市 志賀　あゆみ 岸本病院居宅介護支援センター
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181 舞鶴市 白藤　有希子 社会福祉法人大樹会小規模多機能型事業所やすらぎ苑余部の家

182 舞鶴市 髙橋　晶子 まいづる協立診療所

183 舞鶴市 田中 優子 有限会社　ピア・サポート居宅介護支援事業所

184 舞鶴市 堀田　優貴 城南地域包括支援センター

185 舞鶴市 山中　綾美 社会福祉法人博愛福祉会新舞鶴・三笠地域包括支援センター

186 舞鶴市 吉岡　早苗 ケアプランセンターたんぽぽ

187 綾部市 岩﨑　真奈美 公益社団法人京都保健会あやべ協立診療所

188 綾部市 四方　純子 ニチイケアセンター綾部

189 綾部市 成田 露子 ふきのとう居宅介護支援事業所

190 綾部市 廣田　真由美 公益社団法人京都保健会あやべ協立診療所

191 綾部市 山口 万紀 医療法人三愛会ふらむはぁとリハマネジメント綾部

192 宇治市 梅岡　弥生 栄仁会ケアプランセンターおうばく

193 宇治市 岡本 恵子 北宇治地域包括支援センター

194 宇治市 神元 清子 居宅介護支援事業所宇治琵琶

195 宇治市 小畑 典子 一般財団法人宇治市福祉サービス公社

196 宇治市 澁谷 由紀子 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰

197 宇治市 島田 惠子 （財）宇治市福祉サービス公社　広野事業所

198 宇治市 杉山　久美 一般財団法人宇治市福祉サービス公社　西宇治地域包括支援センター

199 宇治市 鈴木 有起 特別養護老人ホームヴィラ鳳凰

200 宇治市 田中　利文 一般財団法人宇治市福祉サービス公社広野

201 宇治市 長岡 昌子 南宇治地域包括支援センター

202 宇治市 長野　清里 岡本介護支援センターひまわり

203 宇治市 南波　真由美 ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所槇島センター

204 宇治市 西田 佳史 まごころ園居宅介護支援事業所

205 宇治市 西中 左和子 居宅介護支援事業所 きさと

206 宇治市 野中 理子 宇治市福祉サービス公社西小倉事業所

207 宇治市 畑　篤子 一般財団法人宇治市福祉サービス公社西小倉事業所

208 宇治市 畑中　めぐみ ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所

209 宇治市 日夏　和子 はるの花ケアプランセンター

210 宇治市 百武 征貴 社会福祉法人不動園　平盛居宅介護支援事業所

211 宇治市 三上　昭子 宇治市小倉介護サービスセンター

212 宇治市 宮本　美也子 南宇治地域包括支援センター

213 宇治市 村田　久美子 宇治病院ケアプランセンター

214 宇治市 村山　由利子 宇治市小倉介護サービスセンター

215 宇治市 桃本 雅治 宇治病院ケアプランセンター

216 宇治市 森下　良亮 北宇治地域包括支援センター

217 宇治市 力武 倫代 宇治市小倉介護サービスセンター

218 宮津市 田中 眞奈美 天橋園居宅介護支援事業所

219 宮津市 和田　ゑり子 居宅介護支援事業所青嵐荘

220 亀岡市 岩本　敦子 亀岡病院居宅介護総合支援センター

221 亀岡市 岡本 寛美 亀岡市つつじヶ丘地域包括支援センター

222 亀岡市 小川　聡子 篠まごころホーム

223 亀岡市 笠松 広子 医療法人亀岡病院居宅介護総合支援センター

224 亀岡市 岸本　一美 亀岡市地域包括支援センター亀岡園

225 亀岡市 小森　博子 陽生苑居宅介護支援事業所

226 亀岡市 瀬野 朝子 認知症対応型共同生活介護グループホーム三愛の里うつね

227 亀岡市 西村　篤 亀岡あゆみ居宅介護支援事業所

228 亀岡市 山内 邦彦 医療法人大澤会居宅介護支援事業所こもれび

229 亀岡市 山脇 敏志 亀岡市亀岡地域包括支援センター

230 亀岡市 横田　知之 医療法人社団飯野小児科内科医院

231 城陽市 阿部　峯子 ケアプランセンターあん

232 城陽市 荒井　義宏 居宅介護支援事業所すまいる

233 城陽市 大井　忍 ケアプランセンタースイート

234 城陽市 岡野 保美 ケアプランセンターあん

235 城陽市 梶田　亮子 城陽市地域包括支援センター

236 城陽市 玉城 由美 社会福祉法人本願寺龍谷会　ビハーラ本願寺ケアプランセンター

237 城陽市 徳永　れい子 ケアプランセンタースイート

238 城陽市 平尾　和子 ケアプランセンターあん

239 城陽市 舩越 万紀 水度坂友愛ホーム　居宅介護支援　友愛

240 城陽市 渡邊 洋子 花しょうぶケアプランセンター



認知症の人とその家族を支えるためのケアマネジャー研修　修了者一覧

市区町村 氏名 事業所名

241 向日市 池田　弘子 ケアプランセンターライフアーチ

242 向日市 加藤 圭子 乙訓医療生活協同組合医誠会診療所 居宅介護支援事業所

243 向日市 木村　絹代 ケアセンター回生居宅介護支援事業所

244 向日市 小越　須美江 社会福祉法人向日市社会福祉協議会居宅介護支援センター

245 向日市 中田　礼子 ケアセンター回生居宅介護支援事業所

246 向日市 若山 紗智子 しあわせケアプランセンター

247 向日市 和田　健治 居宅介護支援事業所サンフラワーガーデン

248 長岡京市 小野　知子 医療法人総心会居宅介護支援事業所

249 長岡京市 上地　律子 総心会居宅介護支援事業所

250 長岡京市 栗原 昭子 医療法人総心会

251 長岡京市 小玉　悦子 旭が丘倶楽部

252 長岡京市 佐伯　慎也 梅ヶ丘ケアサポート

253 長岡京市 部田 千鶴 医療法人医修会指定居宅介護支援事業所

254 長岡京市 嶋　はるみ 竹の里ホーム居宅介護支援事業所

255 長岡京市 千田　淑子 社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会　長岡京市東地域包括支援センター

256 長岡京市 田渕 輝美 長岡京市東地域包括支援センター

257 長岡京市 中村 知一 居宅介護支援事業所アゼリア

258 長岡京市 西坂 榮子 介護老人保健施設春風

259 長岡京市 日高　宏美 訪問看護・介護アゼリア居宅介護支援事業所

260 長岡京市 平口 智史 社会福祉法人向陵会居宅介護支援事業所　きりしま荘

261 長岡京市 古村 成美 チャーム長岡天神

262 長岡京市 前田　三千代 京都府医師会居宅介護支援事業所土井医院出張所

263 長岡京市 山中　夕紀子 居宅介護支援事業所天神の杜

264 長岡京市 山本 和美 千春会居宅介護支援事業所　開田

265 八幡市 下司 理恵 八幡市地域包括ケア複合施設YMBT　定期巡回随時対応型訪問介護看護YMBT

266 八幡市 辻 真寿美 医療法人社団医聖会介護老人保健施設梨の里

267 八幡市 中島　淳子 医療法人社団医聖会介護老人保健施設梨の里

268 八幡市 西村　宜子 NPO法人介護の家コスモス男山

269 八幡市 古住 圭永 八幡市地域包括支援センター梨の里

270 八幡市 渡部 裕子 八幡市居宅介護支援センターやまばと

271 京田辺市 秋田　みち子 ニチイケアセンター京田辺

272 京田辺市 荒木 正恵 京田辺市地域包括支援センターあんあん市役所

273 京田辺市 中岡 志津栄 京田辺市地域包括支援センターあんあん宝生苑

274 京田辺市 南　修子 京田辺市社会福祉協議会ケアプランセンター

275 京田辺市 村上　ひとみ 京田辺市地域包括支援センター　あんあん常磐苑

276 京田辺市 山本 智子 田辺中央病院　居宅介護支援センター

277 京田辺市 山本 洋子 京田辺市地域包括支援センターあんあん宝生苑

278 京丹後市 上田　郁子 医療法人上田医院

279 京丹後市 岡下　恭子 久美浜居宅介護支援事業所

280 京丹後市 久保 牧子 いちがお園在宅介護支援センター

281 京丹後市 坂本　富美子 不動園あけぼの荘

282 京丹後市 高木　博史 社会福祉法人丹後大宮福祉会　おおみや苑在宅介護支援センター

283 京丹後市 田中　郁子 社会福祉法人太陽福祉会高齢者総合福祉施設　居宅介護支援事業所海山園

284 京丹後市 長谷川 幸子 小規模多機能型居宅介護支援事業所ほっこ里

285 京丹後市 林　恵 ケアプランのんののんな

286 南丹市 今中 智子 明治国際医療大学付属ケアプランセンター

287 南丹市 三田 昌美 公益財団法人南丹市福祉シルバー人材センター

288 南丹市 吉田 桂子 ほほえみかぐら居宅介護支援事業所

289 木津川市 浅津 真里 社会福祉法人木津川市社会福祉協議会ケアセンターハッピーコスモス居宅介護支援事業所

290 木津川市 草川　千恵子 きはだの郷

291 木津川市 久保　太一 木津川市地域包括支援センター加茂

292 木津川市 谷垣　真紀 かんでんライフサポート株式会社　ローズライフ高の原

293 木津川市 塚本　幸造 加茂の里居宅介護支援事業所

294 木津川市 辻 正子 社会福祉法人芳梅会　あすてるケアプランセンター

295 木津川市 早川　幸代 社会福祉法人木津川市社会福祉協議会ケアセンターハッピーコスモス

296 木津川市 益田 好江 木津川市地域包括支援センター木津西

297 木津川市 吉川 温 インクル・かもケアプランセンター

298 乙訓郡大山崎町 稲垣　栄子 医療法人社団中川医院　居宅介護支援事業所

299 乙訓郡大山崎町 小川 映子 医療法人社団中川医院居宅介護支援事業所

300 乙訓郡大山崎町 堀川　みづほ 大山崎町社会福祉協議会ケアプランセンター
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301 綴喜郡井手町 伊佐　いく子 社会福祉法人弥勒会　いでの里

302 精華町 酒井　朋子 ＮＰＯ法人みんなの元気塾　元気塾ケアプランセンター

303 相楽郡精華町 西林 亜希 精華町北部地域包括支援センター

304 相楽郡 藤井 佳美 ファインケアプランセンター

305 相楽郡精華町 古川 節子 社団法人京都府医師会居宅介護支援事業所　コマダ診療所

306 船井郡 石田 佳寿子 特定非営利活動法人クローバー・サービス

307 船井郡京丹波町 西村　正代 社会福祉法人山彦会　山彦居宅介護支援センター

308 船井郡京丹波町 薮内 仁司 社会福祉法人山彦会　山彦居宅介護支援センター

309 与謝郡伊根町 坂井　亜紀子 伊根町地域包括支援センター

310 与謝郡与謝野町 奥仲　美也子 与謝の園居宅介護支援事業所

311 与謝郡与謝野町 白井　富子 小規模多機能型居宅介護事業所ふれあいホーム神宮寺

本リストは研修を受講いただいた時の情報となっております。


