
【令和4年度公益社団法人全国老人保健施設協会表彰】

　表彰規程　第2条(1)介護老人保健施設の代表者又は従事者として15年以上業務に精勤し、

　　　　　  本協会及び支部活動並びに地域の活動において功績が顕著である者

岩手県 舘下　富江 宮古介護老人保健施設桜ヶ丘

岩手県 鈴木　美智子 介護老人保健施設ユートピア白滝

岩手県 尾崎　洋一 介護老人保健施設松原苑

秋田県 佐藤　広子 介護老人保健施設幸寿園

秋田県 鈴木　富士見 仙北市介護老人保健施設にしき園

秋田県 柳橋　正彦 介護老人保健施設「しょうわ」

栃木県 沼尾　嘉人 老人保健施設白楽園

栃木県 亀山　京子 介護老人保健施設陽南

栃木県 海老沼　香 介護老人保健施設陽南

栃木県 髙野　容子 介護老人保健施設高根沢シルバーホーム

群馬県 本多　真 介護老人保健施設うららく

群馬県 大塚　彰太 介護老人保健施設アルボース

群馬県 山口　典利 介護老人保健施設かがやき

埼玉県 横田　大介 介護老人保健施設鶴ヶ島ケアホーム

埼玉県 大熊　邦夫 介護老人保健施設鶴寿の里ナーシングホーム

埼玉県 野呂　牧人 介護老人保健施設ケア・ビレッジシャローム

埼玉県 内田　三千則 介護老人保健施設いづみケアセンター

埼玉県 大塚　節子 介護老人保健施設なのはなの里

千葉県 根本　香織 介護老人保健施設梅郷ナーシングセンター

東京都 井出　吾子 介護老人保健施設ハートランド・ぐらんぱぐらんま

東京都 木村　圭吾 介護老人保健施設ゆうむ

東京都 大崎　貴代子 龍岡介護老人保健施設

東京都 鈴木　麻美 介護老人保健施設ケアセンター南大井

神奈川県 武田　真佐美 介護老人保健施設幸正の苑

神奈川県 草栁　清文 介護老人保健施設シオンよこはま

石川県 虎谷　貴志 老健ホームいしかわ

石川県 中井　康之 金沢南ケアセンター

山梨県 関口　隆子 介護老人保健施設甲州ケア・ホーム

長野県 横内　定明 介護老人保健施設つかまの里

愛知県 林　けい子 老人保健施設ジョイステイ

愛知県 舩橋　久美子 老人保健施設こまきの森

愛知県 竹内　文子 老人保健施設こまきの森

愛知県 平野　一彦 豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ

三重県 間渕　洋文 介護老人保健施設いこいの森

三重県 坂倉　照妤 介護老人保健施設鳥羽豊和苑

三重県 森口　昌昭 介護老人保健施設第二嘉祥苑「アコラス」

京都府 豊田　和久 介護老人保健施設洛和ヴィライリオス

京都府 磯　彰格 介護老人保健施設煌

京都府 太田　光 介護老人保健施設アビイロードやましな

京都府 宇都宮　将征 介護老人保健施設フェアウインドきの

大阪府 二股　修 枚方老人保健施設のぞみ

大阪府 竹中　敬 介護老人保健施設ローズマリー

大阪府 髙橋　亮 介護老人保健施設みあ・かーさ



大阪府 鄭　美貴子 介護老人保健施設ニューライフガラシア

大阪府 西尾　正一 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

大阪府 藤原　典子 介護老人保健施設愛和園

大阪府 川端　春南 介護老人保健施設のだふじ

大阪府 松浦　和孝 松下介護老人保健施設はーとぴあ

大阪府 山中　勇人 老人保健施設美樹の園

大阪府 村上　英次 介護老人保健施設アザリア

大阪府 宮﨑　和代 介護老人保健施設桑の実

兵庫県 上田　章弘 介護老人保健施設恵泉

兵庫県 山下　仁宏 老人保健施設あさぎりむつみ荘

兵庫県 鈴木　恵梨子 老人保健施設あさぎりむつみ荘

兵庫県 徳平　哲章 老人保健施設旭陽

兵庫県 梅田　真由美 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

兵庫県 坂根　朋子 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

兵庫県 林　民樹 介護老人保健施設淡路白寿苑

兵庫県 福島　美和子 介護老人保健施設シルバーケア揖保川

兵庫県 椿野　由佳 介護老人保健施設ウエルハウス西宮

兵庫県 古瀬　明子 介護老人保健施設エスペランサ

兵庫県 米田　秀志 介護老人保健施設加西シニアコミュニティ

和歌山県 阿部　考佑 介護老人保健施設光苑

和歌山県 中林　聡 介護老人保健施設ラ・エスペランサ

島根県 小林　美幸 介護老人保健施設昌寿苑

島根県 加藤　節司 介護老人保健施設仁寿苑

島根県 田中　修 介護老人保健施設仁寿苑

岡山県 岡本　恵美子 介護老人保健施設ゆうあい

岡山県 菅原　摂子 介護老人保健施設ゆうあい

徳島県 河野　和美 介護老人保健施設喜久寿苑

福岡県 伊藤　信男 介護老人保健施設うきは

福岡県 堤　康博 介護老人保健施設博慈苑

福岡県 髙島　幸子 介護老人保健施設ささぐり泯江苑

熊本県 石田　薫 介護老人保健施設青翔苑

熊本県 三川　紀子 介護老人保健施設リバーサイド御薬園

熊本県 緒方　まゆみ 介護老人保健施設リバーサイド御薬園

熊本県 上野　博久 介護老人保健施設ぎんなんの里

熊本県 富島　三貴 介護老人保健施設ぼたん園

大分県 増井　玲子 介護老人保健施設健寿荘

大分県 古長　智美子 介護老人保健施設小野鶴養生院

大分県 荒川　佳奈 老人保健施設六和会センテナリアン

大分県 田中　依子 介護老人保健施設大分豊寿苑

大分県 松野　順子 臼杵市医師会介護老人保健施設南山園

大分県 伊藤　邦雄 介護老人保健施設サングレイス香々地

  表彰規程　第2条(5)常設委員会等の委員として、8年以上活動した者。但し、外部学識

経験者（非会員）にあっては当該規定の活動年数は適用しない。

東京都 久留　善武 一般社団法人シルバーサービス振興会

三重県 川原田　千枝 介護老人保健施設いこいの森



和歌山県 藤井　彰彦 介護老人保健施設紀伊の里

福岡県 村上　佳子 メディカル21
宮崎県 櫛橋　弘喜 介護老人保健施設サンヒルきよたけ

  表彰規程　第2条(6)実地研修指定施設として、5年以上活動した会員施設

栃木県

  表彰規程　第2条(7)その他会長が特に必要と認めた者及び団体

東京都 山本　貴一 公益社団法人全国老人保健施設協会

介護老人保健施設いずみ



　表彰規程　第2条(3)正会員施設及び賛助会員（団体）として本協会加入年数が20年以上に達した者

岩手県 介護老人保健施設ケアプラザおおつち

宮城県 介護老人保健施設グリーンヒルズ

秋田県 横手市介護老人保健施設老健おおもり

秋田県 介護老人保健施設山盛苑

秋田県 介護老人保健施設ふれ愛の里

群馬県 介護老人保健施設りんどうの里

埼玉県 介護老人保健施設憩いの里

埼玉県 介護老人保健施設はなみずき

埼玉県 介護老人保健施設四季の里

埼玉県 介護老人保健施設瑞穂の里

埼玉県 介護老人保健施設ちとせ

埼玉県 老人保健施設かみかわ

埼玉県 介護老人保健施設うらら

埼玉県 介護老人保健施設みやじま

埼玉県 介護老人保健施設グリーンピア

埼玉県 介護老人保健施設栗橋ナーシングホーム翔裕園

千葉県 介護老人保健施設オレンジガーデン･ケアセンター

東京都 老人保健施設ビーバス成光苑

東京都 介護老人保健施設花の木

東京都 介護老人保健施設小金井あんず苑

東京都 介護老人保健施設エーデルワイス

東京都 介護老人保健施設レーベンハウス

東京都 介護老人保健施設たけおか

東京都 介護老人保健施設シルバーピア加賀

東京都 老人保健施設くすのきの里

東京都 ピースプラザ

東京都 介護老人保健施設あるふぁ国立

東京都 介護老人保健施設「太陽の都」

東京都 介護老人保健施設蓮根ひまわり苑

東京都 介護老人保健施設ウェルファー

東京都 老人保健施設マイライフ尾根道

東京都 介護老人保健施設ハートフル田無

東京都 介護老人保健施設聖の郷

東京都 介護老人保健施設グリーンポート恵比寿

東京都 介護老人保健施設メディケア梅の園

東京都 老人保健施設ルネサンス麻布

東京都 介護老人保健施設ろうけん隅田秋光園

東京都 立川介護老人保健施設わかば

東京都 介護老人保健施設ウイング

東京都 介護老人保健施設ファミリート府中

東京都 介護老人保健施設ミレニアム桜台

東京都 介護老人保健施設カトレア

東京都 介護老人保健施設保生の森

東京都 介護老人保健施設高幡みさわの杜

東京都 介護老人保健施設やすらぎ

東京都 介護老人保健施設うなね杏霞苑

東京都 介護老人保健施設ハウスグリーンパーク

神奈川県 介護老人保健施設うしおだ老健やすらぎ

神奈川県 介護老人保健施設神奈川セントラルケアセンター

神奈川県 介護老人保健施設やよい台仁

神奈川県 介護老人保健施設リハセンターさわやか

神奈川県 介護老人保健施設ハートケア湘南･芦名

神奈川県 老人保健施設レストア川崎



神奈川県 介護老人保健施設都筑ハートフルステーション

神奈川県 介護老人保健施設せせらぎ

神奈川県 介護老人保健施設青葉の丘

山梨県 介護老人保健施設ケアホーム花菱

長野県 佐久総合病院老人保健施設こうみ

長野県 介護老人保健施設白馬メディア

長野県 介護老人保健施設コスモスさいなみ

長野県 介護老人保健施設ケアまるこ

岐阜県 下呂市立小坂老人保健施設

静岡県 介護老人保健施設まんさくの里

静岡県 老人保健施設はまおか

静岡県 介護老人保健施設あみ

愛知県 豊川老人保健施設ケアリゾートオリーブ

京都府 介護老人保健施設洛西けいゆうの里

京都府 介護老人保健施設あじさいガーデン伏見

京都府 介護老人保健施設第二京しみず

京都府 介護老人保健施設リハ・ヴィラなぎさ苑

京都府 介護老人保健施設ケア・スポット梅津

京都府 介護老人保健施設石清水

大阪府 介護老人保健施設老健ふじさか

大阪府 介護老人保健施設アルカディア

大阪府 介護老人保健施設ヴァンサンク

大阪府 介護老人保健施設みさき

大阪府 介護老人保健施設プリオール

和歌山県 介護老人保健施設やすらぎ苑

和歌山県 介護老人保健施設メディケアはしもと

徳島県 老人保健施設ジャンボ緑風会

香川県 介護老人保健施設虹の里

愛媛県 介護老人保健施設おおにし光生園

愛媛県 介護老人保健施設長浜ひまわり

愛媛県 介護老人保健施設西安

福岡県 介護老人保健施設ひまわり

福岡県 地方独立行政法人くらて病院介護老人保健施設鞍寿の里

長崎県 介護老人保健施設夢織りの里

熊本県 老人保健施設シルバーピア水前寺

宮崎県 介護老人保健施設ラポール向洋

宮崎県 介護老人保健施設相愛苑

宮崎県 介護老人保健施設すこやかセンターこばやし

宮崎県 介護老人保健施設信愛ホーム

鹿児島県 介護老人保健施設グラン・ベリテひわき

賛助会員 株式会社社会保険研究所

（順不同・敬称略）
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