
平成３０年度青森県版「ごちゃまぜ師」養成研修会　　多職種連携教育（ＩＰＥ）協力者名簿
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フォローアッ

プ
スキルアップ
研修会受講

1 青森 田口　耕至 言語聴覚士 ○ ○

2 青森 村岡　真由美 主任介護支援専門員 一般社団法人慈恵会地域医療介護連携室 ○

3 津軽 秋田　覚 生活相談員 特別養護老人ホーム　鶴住荘

4 津軽 有馬　セツエ 主任介護支援専門員 医療法人ときわ会　明生園居宅事業所

5 津軽 石岡　由貴子 市町村職員 板柳町役場介護福祉課

6 津軽 石田　恭司 介護支援専門員 田舎館村地域包括支援センター ○

7 津軽 一戸　一志 管理者兼計画作成担当者 小規模多機能型居宅介護　きらら弘前 ○ ○

8 津軽 井手　裕子 主任介護支援専門員 在宅介護支援センター　あしたばの里

9 津軽 上田　礼美 介護職員 朝日介護

10 津軽 植松　和家 医療ソーシャルワーカー

11 津軽 大里　めぐみ 生活支援員

12 津軽 大島　陽子 保健師 弘前市第二地域包括支援センター ○

13 津軽 太田　宏之 一般行政職 弘前市役所

14 津軽 熊谷　光子 主任介護支援専門員

15 津軽 桑田　妙子 主任介護支援専門員 西目屋村地域包括支援センター

16 津軽 小池　結斐 保健師 弘前市第一地域包括支援センター ○

17 津軽 小舘　薫 主任介護支援専門員 介護老人保健施設　ヴィラ弘前

18 津軽 佐々木　ちづ子 介護支援専門員 ケアプランセンター　むくのき

19 津軽 佐藤　誠人 医療ソーシャルワーカー 弘前中央病院

20 津軽 諏訪　シゲ子 主任介護支援専門員

21 津軽 相馬　ひとみ 主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所　あさがお

22 津軽 高木　駿平 社会福祉士

23 津軽 竹村　亜矢子
主任生活相談員
主任介護支援専門員

弘前温淸園

24 津軽 竹村　竜一 介護支援専門員 竹村生活相談所

25 津軽 照井　あき 精神保健福祉士 津軽保健生活協同組合　地域生活支援センターぴあす ○ ○

26 津軽 中嶋　佳奈 社会福祉士

27 津軽 中畑　浩路朗 一般行政職 平川市地域包括支援センター

28 津軽 中村　聖子 管理栄養士 医療法人ときわ会　ときわ会病院

29 津軽 羽賀　恵 代表 レイス治療院ひらかわ

30 津軽 藤田　せい子 主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所　ファルマ

31 津軽 藤田　ゆかり 生活支援員 ㈲大裕　チョコ・ドーナツ弘前

32 津軽 松尾　泉 教員 弘前医療福祉大学 ○

33 津軽 三浦　暢子 相談支援専門員

34 津軽 三上　文子 介護支援専門員

35 津軽 三上　恵梨華 介護支援専門員 西目屋村地域包括支援センター

36 津軽 三上　直子 保健師 平川市高齢介護課　地域包括支援係

※　掲載している圏域は、受講した圏域に関わらず、受講者の所属先を所管する圏域としています。
※　平成30年度は西北五圏域、津軽圏域、上十三圏域で開催しており、残りの3圏域（青森圏域、八戸圏域、下北圏域）については平
成31年度に実施する予定です。
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37 津軽 三橋　富紀子 介護支援専門員 光仁ケアプランサービス板柳

38 津軽 村上　忍 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　パインハウス弘前

39 津軽 村上　葉月 市町村職員 板柳町役場介護福祉課

40 津軽 八木橋　佐智子 社会福祉士 藤崎町地域包括支援センター

41 津軽 八代　智恵 主任介護支援専門員 ケアサービス　ハロー ○

42 津軽 山内　良治 主任介護支援専門員

43 八戸 石亀　沙織 社会福祉士 五戸町福祉課

44 八戸 宮古　道子 社会福祉士 社会福祉法人　八戸市社会福祉協議会

45 西北五 新井　博喜 生活相談員 青山荘デイサービスセンター

46 西北五 井上　信子 保健師 鰺ヶ沢町ほけん福祉課

47 西北五 長内　千恵子 主任介護支援専門員 あかね居宅介護支援センター ○ ○

48 西北五 長内　素子 主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所　あおぞら ○

49 西北五 葛西　昌子 主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所　あしの園 ○

50 青森 片岡　沙織 社会福祉士 青森市地域包括支援センターのぎわ ○ ○

51 西北五 木村　仁美 主任介護支援専門員 あかね居宅介護支援センター ○ ○

52 西北五 木谷　牧子 主任介護支援専門員 特別養護老人ホームあかね荘 ○ ○

53 西北五 工藤　泰平 社会福祉士 中泊町地域包括支援センター ○ ○

54 西北五 工藤　美幸 訪問介護員 あかねホームヘルパー派遣センター

55 西北五 小栗山　真弓 主任介護支援専門員 有料老人ホームゆうらく

56 西北五 佐々木　福美 介護支援専門員 うめた居宅介護支援センター

57 西北五 七戸　ゆか子 介護支援専門員 うめた居宅介護支援センター

58 西北五 千葉　真紀子 介護支援専門員 ㈱ケアライフ青森　木造営業所

59 西北五 成田　美江 看護師 特別養護老人ホーム　桑寿園

60 西北五 乳井　香澄 社会福祉士
つがる市社会福祉協議会
つがる市地域包括支援センター

○ ○

61 西北五 乗田　紀子 介護支援専門員 祥光苑居宅介護支援事業所 ○

62 西北五 花田　陽介 介護支援専門員 居宅介護支援事業所　桑寿園

63 西北五 藤田　正一 主任介護支援専門員 松島整骨院ケアプラン

64 西北五 山内　淑子 主任介護支援専門員 つがる市地域包括支援センター ○ ○

65 西北五 山﨑　秀太 社会福祉士 五所川原市地域包括支援センター ○

66 上十三 市ノ渡　信子 歯科衛生士 さつき歯科医院

67 上十三 伊東　美奈子 介護支援専門員 さくら社会福祉士事務所 ○ ○

68 上十三 梅村　永寿 介護支援専門員 医療法人藤仁会 ○

69 上十三 蛯名　美香子 社会福祉士 十和田市西南地域包括支援センター ○

70 上十三 大竹　たい子 主任介護支援専門員 在宅介護支援センターハートランド ○

71 上十三 加賀沢　貴子 介護支援専門員 在宅介護支援センター　みちのく苑

72 上十三 川崎　尋美 主任介護支援専門員 ニチイケアセンター十和田 ○ ○

※　掲載している圏域は、受講した圏域に関わらず、受講者の所属先を所管する圏域としています。
※　平成30年度は西北五圏域、津軽圏域、上十三圏域で開催しており、残りの3圏域（青森圏域、八戸圏域、下北圏域）については平
成31年度に実施する予定です。
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73 上十三 川村　沙織 社会福祉士 横浜町地域包括支援センター ○

74 上十三 工藤　千亜姫 主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所　にこにこプラザ六戸 ○ ○

75 上十三 黒田　透子 歯科医師 医療法人愛歯会　黒田歯科医院

76 上十三 駒形　夢希子 介護支援専門員 天寿園在宅介護支援センター

77 上十三 酒井　桃子 主任介護支援専門員 十和田市東地域包括支援センター ○ ○

78 上十三 佐藤　功 医療相談員（社会福祉士） 医療法人泰仁会　十和田第一病院　医療介護連携室 ○

79 上十三 沢居　昌毅 相談支援専門員 相談支援事業所　あすなろクリーナース

80 上十三 三戸　恵美 介護支援専門員 在宅介護支援センター　みちのく苑

81 上十三 三瓶　耀子 精神保健福祉士 高松病院

82 上十三 柴崎　由希子 介護支援専門員 ニチイケアセンター十和田 ○ ○

83 上十三 神保　諒与 一般行政職 上北地域県民局地域連携部

84 上十三 竹内　由紀子 相談支援専門員 相談支援事業所　あすなろクリーナース

85 上十三 橘　清子
管理者
主任介護支援専門員

ひばり苑居宅介護支援事業所 ○ ○

86 上十三 橘　友博 主任介護支援専門員 合同会社　くらしラボ ○ ○

87 上十三 舘　竣哉 精神保健福祉士

88 上十三 豊田　佳緒里 主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所　えがお ○ ○

89 上十三 中河原　恵美子 介護支援専門員 十和田在宅介護支援センター

90 上十三 中野渡　隆浩 介護支援専門員 生活介護わくわくの杜

91 上十三 中渡　俊明
社会福祉士
介護支援専門員

さくら社会福祉士事務所 ○

92 上十三 馬場　寿恵 看護師 三沢市福祉部介護福祉課

93 上十三 林　学 介護支援専門員 医療法人　藤仁会

94 上十三 吹越　幸子 主任介護支援専門員 居宅介護支援事業所　アイディア ○

95 上十三 福澤　直
介護支援専門員
相談支援専門員

障害者支援施設かけはし寮

96 上十三 附田　祐一 生活相談員 特別養護老人ホーム　一葉園 ○

97 上十三 三浦　貴 主任介護支援専門員 十和田市北地域包括支援センター

98 上十三 宮里　佐登美
サービス提供責任者
介護福祉士

特定非営利活動法人　障害者地域生活支援センターぴあ ○

99 上十三 向中野　志津子 介護支援専門員 天寿園在宅介護支援センター ○

100 上十三 向中野　紀子 介護支援専門員

101 上十三 目時　玲子 介護支援専門員 （株）ケアライフ青森十和田営業所 ○

※　掲載している圏域は、受講した圏域に関わらず、受講者の所属先を所管する圏域としています。
※　平成30年度は西北五圏域、津軽圏域、上十三圏域で開催しており、残りの3圏域（青森圏域、八戸圏域、下北圏域）については平
成31年度に実施する予定です。


