
所属名 所在地 電話番号

広島市東区 黒瀬　将司 広島市牛田・早稲田地域包括支援センター 広島市東区牛田本町5-1-2　7階 082-228-2033

広島市東区 遠藤　泰子 広島県看護協会訪問看護ステーション「ひろしま」 広島市東区牛田本町6-1-27 082-502-2165

広島市東区 渡辺　由美子 東区ケアマネージャー勉強会　介護支援センター光明 広島市東区牛田本町5丁目1-2　7階 082-228-5621

広島市西区 石田　哲 広島市西区医師会（医療法人社団石田内科） 広島市西区己斐上２丁目11−3 082-272-2121

広島市西区 道法　和恵 広島県看護協会訪問看護ステーション「こい」
広島市西区己斐上1丁目14-2
広島県看護協会己斐センター

082-527-0570

広島市西区 松本　栄治 サンキ・ウエルヴィ介護センター本店 広島市西区商工センター6-1-11 082-278-1330

広島市西区 加藤　伊久美 広島市古田地域包括支援センター 広島市西区古江東町5-3-104 082-272-5173

広島市安佐北区 山崎　総一郎 にのみや往診クリニック 広島市安佐北区可部5丁目9-3 082-810-0188

広島市安佐北区 栗原　富江 広島県看護協会訪問看護ステーション「ひびき」 広島市安佐北区可部南5丁目11−7 082-810-0551

広島市安佐北区 石川　真之介 なごみの郷居宅介護支援事業所 広島市安佐北区落合南町196−1  082-841-1331

広島市安佐北区 片山　崇紀 広島市亀山地域包括支援センター 広島市安佐北区亀山4-2-36 082-819-0771

広島市佐伯区 古井　潤 平尾クリニック 広島市佐伯区五日市駅前1丁目11−39 082-921-3161

広島市佐伯区 平田　恵美 クローバー居宅介護支援事業所 広島市佐伯区海老山町7番10号 082-925-6221

広島市佐伯区 多賀　恵美 広島市五月が丘・美鈴が丘地域包括支援センター 広島市佐伯区美鈴が丘西1-3-9 082-208-5017

呉市 岡田　奈義江 呉市安芸灘地域包括支援センター 呉市蒲刈町宮盛1-2 0823-66-1115

呉市 西本　千恵 呉市天応・吉浦地域包括支援センター 呉市吉浦本町1-6-18 0823-31-8390

呉市 舛谷　御幸 呉市昭和地域包括支援センター 呉市焼山西3-4-17 0823-30-5666

呉市 水嶋　亜由美 呉市昭和地域包括支援センター 呉市焼山西3-4-17 0823-30-5666

呉市 木城　弥生 呉市昭和地域包括支援センター 呉市焼山西3-4-17 0823-30-5666

呉市 徳満　一美 音戸・倉橋地域包括支援センター 呉市音戸町早瀬2-53-1 0823-56-0665

呉市 久保　玉子 東部地域包括支援センター 呉市広古新開2-1-3 0823-76-3333

呉市 新井　絵里 東部地域包括支援センター 呉市広古新開2-1-3 0823-76-3333

呉市 向井　皇 医療法人さゆり会向井内科・訪問歯科クリニック 呉市音戸町田原2丁目2−8 0823-51-2112

呉市 白川　泰山 マッターホルンリハビリテーション病院 呉市中通１丁目5−25 0823-22-6868

呉市 江木　康夫 呉市医師会病院 呉市朝日町15−24 0823-22-2321

呉市 大宇根　晃雅 大宇根内科呼吸器科クリニック 呉市広古新開1丁目1−31 0823-76-2202

呉市 下光　千夏 大宇根内科呼吸器科クリニック 呉市広古新開1丁目1−31 0823-76-2202

呉市 森本　忠雄 森本医院 呉市倉橋町釣士田7382−2 0823-56-2225

呉市 平田　正彦 済生会呉病院 呉市三条2丁目1−13 0823-21-1601

呉市 矢村　里美 呉市役所高齢者支援課 呉市中央4丁目1番6号 0823-25-5694

尾道市 平本　美花 尾道市向島地域包括支援センター 尾道市向島町5888-1 0848-41-9240

尾道市 戸田　清貴 尾道市南部地域包括支援センター 尾道市因島中庄町1955 0845-24-1248

尾道市 井上　知子 尾道市東部地域包括支援センター 尾道市東尾道4-4 0848-56-0345

尾道市 藤川　晴美 尾道市北部地域包括支援センター 尾道市御調町市107-1 0848-76-2495

福山市 千日　貴恵 福山市地域包括支援センター南本庄 福山市南本庄3-1-52 084-920-8161

福山市 三瀧　恵子 福山市地域包括支援センター箕島 福山市箕島町5816-144 084-981-1856

福山市 泰地　志織 福山市地域包括支援センター赤坂 福山市赤坂町大字赤坂1282-4 084-949-2170

福山市 山田　さと子 福山市地域包括支援センター南蔵王 福山市南蔵王町5-19-2 084-940-1130

福山市 川本　陽子 福山市地域包括支援センター引野 福山市引野町5-9-21 084-940-5090

福山市 島谷　祐子 福山市西南部地域包括支援センター 福山市南松永町2-8-12 084-933-6272

福山市 児玉　理恵 福山市北部地域包括支援センター 福山市駅家町倉光435-2 084-976-0071

福山市 三吉　奈緒美 福山市地域包括支援センター新市 福山市新市町下安井3500 0847-51-3222

福山市 山本　晴美 福山市北部東地域包括支援センター 福山市神辺町新徳田2-259 084-962-2495

福山市 檀田　朋 福山市北部東地域包括支援サブセンター加茂 福山市加茂町上加茂224-1 084-972-3124

福山市 小林　範子 医）辰川会　福山市地域包括支援センター野上 福山市野上町1-2-17 084-921-0210

福山市 石井　太美 社会福祉法人さんよう　ケアプランセンターくさど 福山市草戸町5丁目8−24 084-973-2855
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福山市 折見　佳子 医）辰川会　山陽病院 福山市野上町2-8-2 084-923-1133

府中市 真田　公子 府中市介護保険課長寿さぽ～と係 府中市府川町315番地 0847-40-0223

府中市 草浦　麻未 府中市介護保険課長寿さぽ～と係 府中市府川町315番地 0847-40-0223

庄原市 横山　美栄子 庄原市西城支所地域振興室保健福祉係 庄原市西城町大佐737−3 0824-82-2202

東広島市 楠戸　伸江 東広島市地域包括支援センター 東広島市西条栄町8-29 082-430-5330

東広島市 川口　真子 東広島市地域包括支援センター 東広島市西条栄町8-29 082-430-5330

東広島市 実森　梨江 東広島市八本松地域包括支援センター 東広島市八本松町原５６９３－３ 082-420-9717

東広島市 丸石　裕美
東広島市北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援セン
ター

東広島市福富町久芳1545-1 082-435-2240

東広島市 岡前　敦代
東広島市北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援セン
ター

東広島市福富町久芳1545-1 082-435-2240

東広島市 池田　洋子
東広島市北部（福富・豊栄・河内）地域包括支援セン
ター

東広島市福富町久芳1545-1 082-435-2240

東広島市 吉川　清巳 訪問看護ステーションみのり 東広島市八本松南1丁目14番地 082-430-7788

東広島市 光川　秀雄 長寿苑居宅介護支援事業所 東広島市西条町馬木1566 082-425-2000

東広島市 山吉　智恵 瑠璃光会居宅介護支援事業所 東広島市八本松町飯田111-1 082-427-1120

東広島市 宇藤　文美 のぞみ整形外科居宅介護支援事業所 東広島市西条町助実1182-1 090-4805-5315

東広島市 津田　美穂 小規模多機能居宅介護支援事業所　能良の里 東広島市豊栄町能良12 082-420-3188

東広島市 藤井　洋子 在宅介護支援センター豊邑苑居宅介護支援事業所 東広島市豊栄町能良413 082-432-2250

東広島市 渡邉　壽江 看護小規模多機能泊まれて通える施設つむぎ 東広島市八本松町飯田525－3 082-430-4410

東広島市 山田　伸子 介護支援センターつむぎ 東広島市八本松町飯田525－3 082-427-3138

東広島市 若林　宏美 居宅介護支援事業所たかやの郷 東広島市高屋町杵原1826番1 082-491-0017

東広島市 前場　真弓 西条わかばケアプランセンター 東広島市西条昭和町12番40号　西条中央病院内 082-423-3050

廿日市市 堀　尚美 グッドタイムケアプランセンター・宮島 廿日市市阿品四丁目51番26号 0829-36-1660

廿日市市 木下　栞 廿日市市 廿日市市下平良1丁目11-1 0829-30-9167

安芸高田市 内窪　美由紀 安芸高田市地域包括支援センター 安芸高田市吉田町常友1564-2 0826-47-1132

安芸高田市 嶽　奈月 安芸高田市地域包括支援センター 安芸高田市吉田町常友1564-2 0826-47-1132

江田島市 西岡　成郎
江田島市福祉保健部高齢介護課
地域包括支援センター

江田島市大柿町大原505 0823-43-1640

府中町 東條　愛子 府中町地域包括支援センター 府中町浜田本町5-25　ふれあい福祉センター内 082-285-7290

府中町 三浦　輝美 府中町地域包括支援センター 府中町浜田本町5-25　  ふれあい福祉センター内 082-285-7290

海田町 板谷　裕美 安芸地区医師会総合介護センター 安芸郡海田町栄町5-13 082-824-1340

海田町 重信　志保 安芸地区医師会訪問看護ステーション 安芸郡海田町栄町5-13 082-824-1340

熊野町 高野　陽子
ＮＰＯ法人芸南たすけあい　芸南たすけあい
熊野居宅介護支援事業所

安芸郡熊野町神田１４番１０号 082-854-4700

坂町 重元　廉太郎 坂町地域包括支援センター 坂町北新地2-3-10 082-885-3701

北広島町 有田　志乃 北広島町雄鹿原診療所 山県郡北広島町荒神原200 0826-35-0119

北広島町 近藤　玉江 北広島町雄鹿原診療所 山県郡北広島町荒神原200 0826-35-0119

北広島町 石橋　恵 北広島町雄鹿原診療所 山県郡北広島町荒神原200 0826-35-0119

北広島町 佐々木　理沙 北広島町地域包括支援センター 北広島町有田1234 050-5812-1853

大崎上島町 賀志谷　光也 特別養護老人ホーム大崎荘 豊田郡大崎上島町沖浦1539番地1 0846-63-1112

大崎上島町 西　愛 居宅介護支援事業所おおさき 豊田郡大崎上島町中野5522番地36 0846-67-5030

神石高原町 小畑　博教 シルトピア油木　居宅介護支援事業所 神石郡神石高原町油木甲5071番地1 0847-82-2124

神石高原町 高橋　文子 神石高原町立　神石へき地診療所 神石郡神石高原町福永1441−2 0847-87-0199


