
一般社団法人　北海道認知症グループホーム協会　　　平成３０年度　相互評価事業　参加名簿

ブロック 事　業　所　名 調査員氏名
調査員氏名

フリガナ

受講等
ⅰ：研修及び調査

ⅱ：調査のみ
ⅲ：お試し

相互評価調査員
研修　参加日

現地調査
日　　　　程

９月１１日から

再現地調査
日　　　　程

１１月１３日から
相互調査員Ａ　事業所氏名 相互調査員Ｂ　事業所氏名

道北 ぞう 佐藤　あづさ サトウ　アヅサ ⅰ 8月10日 9月11日 11月13日 せせらぎの里 小林　伸江 -

道北 せせらぎの里 小林　伸江 コバヤシ　ノブエ ⅰ 8月10日 9月12日 11月14日 ぞう 佐藤 あづさ -

道央・日胆１ 花縁　ときわ館Ａ 川田　麻美 カワダ　アサミ ⅱ - 9月22日 11月20日 アウル登別館　菊地　睦美 しづく　照井　悠矢

道央・日胆１ かしわ 坂下　都紀子 サカシタ　トキコ ⅰ 8月1日 9月20日 11月21日 花縁Ｂ　杉浦　友佳里 花縁　ときわ館Ａ　川田　麻美

道央・日胆１ 花縁Ｂ 杉浦　友佳里 スギウラ　ユカリ ⅰ 8月1日 9月27日 11月22日 花縁　ときわ館Ａ　川田　麻美 アウル登別館　菊地　睦美

道央・日胆１ アウル登別館 菊地　睦美 キクチ　ムツミ ⅰ 8月1日 9月21日 11月27日 しづく　照井　悠矢 かしわ　坂下　都紀子

道央・日胆１ しづく 照井　悠矢 テルイ　ユウヤ ⅱ - 9月26日 11月28日 かしわ　坂下　都紀子 花縁Ｂ　杉浦　友佳里

道央・日胆２ 花縁　ときわ館Ｂ 北村　歩 キタムラ　アユミ ⅱ - 9月22日 11月27日 こもれびの家Ｂ　佐藤　彰 めぐみのＢ　白石　真由美

道央・日胆２ どんぐりの里 風間　和美 カザマ　カズミ ⅰ 8月1日 9月25日 11月20日 花縁　ときわ館Ｂ　北村　歩 こもれびの家Ｂ　佐藤　彰

道央・日胆２ 花縁Ａ 熊谷　道代 クマガイ　ミチヨ ⅱ - 9月28日 11月28日 どんぐりの里　風間　和美 花縁　ときわ館Ｂ　北村　歩

道央・日胆２ こもれびの家Ｂ 佐藤　彰 サトウ　アキラ ⅰ 8月1日 9月21日 11月21日 めぐみのＢ　白石　真由美 花縁Ａ　熊谷　道代

道央・日胆２ めぐみのＢ 白石　真由美 シライシ　マユミ ⅰ 8月1日 9月26日 11月22日 花縁Ａ　熊谷　道代 どんぐりの里　風間　和美

道央・日胆３ ゆとりの里三石 野村　沙世 ノムラ　サヨ ⅰ 8月1日 9月25日 11月21日 めぐみのＡ　永野　佳恵 こもれびの家Ａ　橋本　勇樹

道央・日胆３ こもれびの家Ａ 橋本　勇樹 ハシモト　ユウキ ⅰ 8月1日 9月20日 11月22日 ゆとりの里三石　野村　沙世 めぐみのＡ　永野　佳恵

道央・日胆３ めぐみのＡ 永野　佳恵 ナガノ　ヨシエ ⅰ 8月1日 9月27日 11月27日 こもれびの家Ａ　橋本　勇樹 ゆとりの里三石　野村　沙世

道央・日胆４ アウルＡ 今地　しのぶ イマジ　シノブ ⅱ - 9月18日 11月20日 みたらの杜　髙橋　扶法 ぬく杜の郷・しおさい　藤井　丈彰

道央・日胆４ アウルＢ 伊藤　篤 イトウ　アツシ ⅱ - 9月20日 11月21日 和　みずもと　夏堀　洋美 幸豊ハイツ・ほのぼの　沼田　敏博

道央・日胆４ 和　みずもと 夏堀　洋美 ナツボリ　ヒロミ ⅰ 8月1日 9月21日 11月22日 幸豊ハイツ・ほのぼの　沼田　敏博 みたらの杜　髙橋　扶法

道央・日胆４ みたらの杜 髙橋　扶法 タカハシ　モトノリ ⅰ 8月1日 9月19日 11月27日 アウルＢ　伊藤　篤 輪西　須藤　則子

道央・日胆４ 幸豊ハイツ・ほのぼの 沼田　敏博 ヌマタ　トシヒロ ⅰ 8月1日 9月26日 11月28日 ぬく杜の郷・しおさい　藤井　丈彰 アウルＡ　今地　しのぶ

道央・日胆４ 輪西 須藤　則子 スドウ　ノリコ ⅰ 8月1日 9月27日 11月29日 アウルＡ　今地　しのぶ 和　みずもと　夏堀　洋美

道央・日胆４ ぬく杜の郷・しおさい 藤井　丈彰 フジイ　トモアキ ⅰ 8月1日 9月25日 11月19日 輪西　須藤　則子 ※9/25体調不良のため佐藤が調査 アウルＢ　伊藤　篤

道東１ 入江 福士　一 フクシ　ハジメ ⅰ 8月3日 9月11日 11月13日 あいけあ新富士Ａ　永戸　夢乃 育成会　ぬくもりＡ　早坂　マキ

道東１ 育成会　ぬくもりＡ 早坂　マキ ハヤサカ　マキ ⅰ 8月3日 9月12日 11月14日 入江　福士　一 あいけあ新富士Ａ　永戸　夢乃

道東１ あいけあ新富士Ａ 永戸　夢乃 ナガト　ユメノ ⅰ 8月3日 9月13日 11月15日 育成会　ぬくもりＡ　早坂　マキ 入江　福士　一

道東２ あいけあ新富士Ｂ 藤丸　正恵 フジマル　マサエ ⅰ 8月3日 9月14日 11月16日 さんぽみち　野村　恵子 はなしのぶ　加藤　貴之

道東２ 育成会　ぬくもりＢ 白金　照子 シラカネ　テルコ ⅰ 8月3日 9月15日 11月19日 あいけあ新富士Ｂ　藤丸　正恵 さんぽみち　野村　恵

道東２ はなしのぶ 加藤　貴之 カトウ　タカユキ ⅰ 8月3日 9月18日 11月20日 育成会　ぬくもりＢ　白金　照子 あいけあ新富士Ｂ　藤丸　正恵

道東２ さんぽみち 野村　恵子 ノムラ　ケイコ ⅰ 8月3日 9月19日 11月21日 はなしのぶ　加藤　貴之 育成会　ぬくもりＢ　白金　照子
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法　人　名 〒 住所 ＴＥＬ FAX e-mail

有限会社　ぞう 071-8131 旭川市末広１条１３丁目２番１０号 0166-59-6670 0166-59-6671 zou_takeuti@yahoo.co.jp

医療法人社団　淳彩会　永山循環器科クリニック 079-8417 旭川市永山７条４丁目２－１ 0166-49-6060 0166-49-6070 junsaikai_g_03@kjd.biglobe.ne.jp

有限会社　ライトマインド 059-1261 苫小牧市ときわ町３丁目４番１４号 0144-61-7811 0144-61-7812 kaen-tokiwa@amail.plala.or.jp

特定非営利活動法人　介護ホームどんぐりの家 059-0922 白老郡白老町字萩野３１０－１１１ 0144-83-4240 0144-83-6640 dongurinosato@amail.plala.or.jp

有限会社　ライトマインド 059-1271 苫小牧市澄川町４丁目３番５号 0144-61-7321 0144-61-7322 kaen-sumikawa@amail.plala.or.jp

有限会社　グッドライフ 059-0026 登別市若山町３丁目８-４５ 0143-88-3335 0143-88-3336 nbk@gh-owl.jp

医療法人社団　倭会 059-0017 登別市柏木町４丁目２４番地９ 0143-81-6160 0143-81-6666 m-suzaki@minerva.gr.jp

有限会社　ライトマインド 059-1261 苫小牧市ときわ町３丁目４番１４号 0144-61-7811 0144-61-7812 kaen-tokiwa@amail.plala.or.jp

特定非営利活動法人　介護ホームどんぐりの家 059-0922 白老郡白老町字萩野３１０－１１２ 0144-83-4240 0144-83-6640 dongurinosato2@dmail.plala.or.jp

有限会社　ライトマインド 059-1271 苫小牧市澄川町４丁目３番５号 0144-61-7321 0144-61-7322 kaen-sumikawa@amail.plala.or.jp

株式会社　橙果舎 061-1355 恵庭市島松寿町１丁目１６－５ 0123-36-8477 0123-36-1177 a-sato@toukasya.biz

株式会社　橙果舎 061-1376 恵庭市恵み野里美１丁目１番２６ 0123-25-5288 0123-25-5277 m-shiraishi@toukasya.biz

株式会社　パシフィックケアサービス 059-3233 日高郡新ひだか町三石鳧舞344－6 0146-34-2860 0146-34-2838 yutori.home@cap.ocn.ne.jp

株式会社　橙果舎 061-1355 恵庭市島松寿町１丁目１６－５ 0123-36-8477 0123-36-1177 hashimoto@toukasya.biz

株式会社　橙果舎 061-1376 恵庭市恵み野里美１丁目１番２６ 0123-25-5288 0123-25-5277 megumino@toukasya.biz

有限会社　グッドライフ 052-0014 伊達市舟岡町337-1 0142-21-1680 0142-21-1682 date-jimu@gh-owl.jp

有限会社　グッドライフ 052-0014 伊達市舟岡町337-1 0142-21-1680 0142-21-1682 date-jimu@gh-owl.jp

株式会社　システム通信 050-0071 室蘭市水元町５３番１２ 0143-84-8677 0143-45-4000 mizumoto@n-system.ne.jp

社会福祉法人　幸清会 051-0035 室蘭市絵鞆町２丁目２２－３ 0143-26-3330 0143-26-3331 watanabe.takurou.01@koseikai-wel.or.jp

社会福祉法人　幸清会 049-5332 虻田郡豊浦町字大岸151‐18 0142-84-1611 0142-84-1139 numata.tosihiro.01@koseikai-wel.or.jp

株式会社　健康会 050-0084 室蘭市みゆき町１丁目７番９号 0143-84-1668 0143-43-4333 gh_wanishi@kenkohkai.jp

社会福祉法人　幸清会 049-5331 虻田郡豊浦町字浜町１７－３ 0142-83-7711 0142-83-7722 tomoaki.fujii.80@koseikai-wel.or.jp

有限会社　ヤマギシ企画 085-0008 釧路市入江町８－２９ 0154-23-8133 0154-24-8059 ghirieeiko829@tmt.ne.jp

株式会社　育成 086-0215 野付郡別海町西春別駅前寿町１１８番地 0153-77-5600 0153-77-5700 gh-nukumori@air.ocn.ne.jp

株式会社　あいけあ 084-0904 釧路市新富士町３丁目４番１３号 0154-55-5884 0154-53-5884 yuya.g@icare946.com

株式会社　あいけあ 084-0904 釧路市新富士町３丁目４番１３号 0154-55-5884 0154-53-5884 yuya.g@icare946.com

株式会社　育成 086-0215 野付郡別海町西春別駅前寿町１１８番地 0153-77-5600 0153-77-5700 gh-nukumori@air.ocn.ne.jp

株式会社　はなしのぶ 088-0604 釧路郡釧路町別保９丁目２８番地 0154-62-2520 0154-62-2520 hanashinobudai@bz04.plala.or.jp

特定非営利活動法人　わたぼうしの家 085-0825 釧路市千歳町１３番７号 0154-44-1123 0154-44-1124 gh-sanpomiti946@ymail.plala.or.jp

〔参考〕　一般社団法人　北海道認知症グループホーム協会 060-0001 札幌市中央区北１条西７丁目１　広井ビル３Ｆ 011-208-3320 011-204-7312 hgc@ebony.plala.or.jp
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