
35施設

No 都道府県 施設名

1 北海道 介護老人保健施設ひまわり

2 宮城県 介護老人保健施設ゆうゆうホーム

3 宮城県 老人保健施設リバーサイド春圃

4 福島県 介護老人保健施設サンライフゆもと

5 茨城県 介護老人保健施設くるみ館

6 栃木県 介護老人保健施設いずみ

7 群馬県 群馬老人保健センター陽光苑

8 埼玉県 介護老人保健施設いづみケアセンター

9 埼玉県 介護老人保健施設あいの郷

10 埼玉県 介護老人保健施設エルサ上尾

11 千葉県 医療法人社団愛友会介護老人保健施設ナーシングプラザ流山

12 東京都 介護老人保健施設デンマークイン新宿

13 神奈川県 老人保健施設レストア川崎

14 富山県 老人保健施設ケアホーム陽風の里

15 山梨県 介護老人保健施設ノイエス

16 長野県 佐久総合病院老人保健施設

17 愛知県 豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ

18 愛知県 介護老人保健施設かなやま

19 京都府 介護老人保健施設おおやけの里

20 大阪府 介護老人保健施設ベルアモール

21 兵庫県 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院附属介護老人保健施設

22 兵庫県 介護老人保健施設向陽りんどう苑

23 和歌山県 介護老人保健施設紀伊の里

24 島根県 益田市立介護老人保健施設くにさき苑

25 島根県 介護老人保健施設昌寿苑

26 広島県 老人保健施設せのがわ

27 山口県 介護老人保健施設ぺあれんと

28 徳島県 介護老人保健施設ゆうゆう荘

29 愛媛県 済生会松山老人保健施設にぎたつ苑

30 高知県 介護老人保健施設夢の里

31 福岡県 介護老人保健施設ニューライフ須恵

32 長崎県 介護老人保健施設サン

33 熊本県 介護老人保健施設清雅苑

34 宮崎県 介護老人保健施設ひむか苑

35 鹿児島県 介護老人保健施設愛と結の街

Aコース：基礎実技修得コース

実地研修指定施設



在宅復帰・在宅支援（12施設） リスクマネジメント（9施設）

No 都道府県 施設名 No 都道府県 施設名

1 福島県 介護老人保健施設生愛会ナーシングケアセンター 1 埼玉県 介護老人保健施設なでしこ

2 福島県 介護老人保健施設リハビリ南東北福島 2 新潟県 介護老人保健施設てらどまり

3 茨城県 介護老人保健施設くるみ館 3 大阪府 かわちながの介護老人保健施設てらもと総合福祉センター

4 千葉県 医療法人社団愛友会介護老人保健施設ナーシングプラザ流山 4 大阪府 介護老人保健施設ベルアルト

5 富山県 介護老人保健施設ゆうゆうハウス 5 和歌山県 介護老人保健施設紀伊の里

6 山梨県 介護老人保健施設甲州ケア・ホーム 6 徳島県 介護老人保健施設ゆうゆう荘

7 愛知県 介護老人保健施設かなやま 7 長崎県 介護老人保健施設うぐいすの丘

8 三重県 介護老人保健施設いこいの森 8 熊本県 天草中央総合病院附属介護老人保健施設

9 大阪府 介護老人保健施設サンガーデン府中 9 大分県 介護老人保健施設陽光苑

10 大阪府 松下介護老人保健施設はーとぴあ

11 徳島県 老人保健施設エルダリーガーデン 認知症（7施設）

12 愛媛県 介護老人保健施設アイリス No 都道府県 施設名

1 栃木県 老人保健施設かみつが

リハビリテーション（12施設） 2 群馬県 介護老人保健施設大誠苑

No 都道府県 施設名 3 神奈川県 横浜市総合保健医療センターしらさぎ苑

1 栃木県 介護老人保健施設マロニエ苑 4 新潟県 介護老人保健施設グリーンヒル与板

2 群馬県 介護老人保健施設アルボース 5 愛知県 稲沢老人保健施設第２憩の泉

3 山梨県 介護老人保健施設甲州ケア・ホーム 6 大阪府 介護老人保健施設ベルアモール

4 山梨県 介護老人保健施設はまなす 7 大阪府 松下介護老人保健施設はーとぴあ

5 岐阜県 老人保健施設サンバレーかかみ野

6 愛知県 介護老人保健施設かなやま R4システム（5施設）

7 大阪府 介護老人保健施設サンガーデン府中 No 都道府県 施設名

8 島根県 介護老人保健施設昌寿苑 1 千葉県 介護老人保健施設フェルマータ船橋

9 広島県 公立みつぎ総合病院介護老人保健施設「みつぎの苑｣ 2 三重県 介護老人保健施設いこいの森

10 徳島県 老人保健施設エルダリーガーデン 3 大阪府 介護老人保健施設竜間之郷

11 愛媛県 介護老人保健施設ひまわり 4 和歌山県 介護老人保健施設紀伊の里

12 福岡県 介護老人保健施設伸寿苑 5 長崎県 老人保健施設恵仁荘

摂食・嚥下（口腔ケア）（6施設） 終末期ケア（ターミナルケア）（3施設）

No 都道府県 施設名 No 都道府県 施設名

1 福島県 介護老人保健施設生愛会ナーシングケアセンター 1 大阪府 介護老人保健施設ベルアモール

2 千葉県 介護老人保健施設晴山苑 2 大阪府 介護老人保健施設サンガーデン府中

3 千葉県 介護老人保健施設メディケアー君津 3 兵庫県 介護老人保健施設三田温泉シルバーステイ

4 大阪府 介護老人保健施設サンガーデン府中

5 徳島県 介護老人保健施設ゆうゆう荘 ユニットケア（1施設）

6 高知県 介護老人保健施設夢の里 No 都道府県 施設名

1 熊本県 介護老人保健施設孔子の里

栄養ケア・マネジメント（4施設）

No 都道府県 施設名 自立支援に基づいたケア、リハビリ、相談業務（1施設）

1 千葉県 介護老人保健施設メディケアー君津 No 都道府県 施設名

2 千葉県 医療法人社団愛友会介護老人保健施設ナーシングプラザ流山 1 栃木県 介護老人保健施設ヴィラフォーレスタ（森の家）

3 広島県 老人保健施設さんさん高陽

4 徳島県 介護老人保健施設ゆうゆう荘 ノーリフティングケア（1施設）

No 都道府県 施設名

1 広島県 介護老人保健施設白木の郷

実地研修指定施設

Bコース：専門実技修得コース
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