
＊公表対象者のみ抜粋

区市町村 氏名 フリガナ 所属事業所等
地域の認知症
関連活動への
協力の可否

連絡先電話番号

千代田区 竹本　陽彦 タケモト　ハルヒコ ジロール麹町 ○ 03-3222-8750

港区 成田　寛一郎 ナリタ　カンイチロウ 港区立特別養護老人ホーム白金の森 ○ 03-3449-9611

渋谷区 安藤　文代 アンドウ　フミヨ
社会福祉法人 エンゼル福祉会
渋谷区かんなみの杜・渋谷

○ 03-5784-3870

港区 若田　靖 ワカタ　ヤスシ 小規模多機能型居宅介護施設こゆらり高輪 ○ 03-5422-6921

練馬区 阿部　典弘 アベ　ノリヒロ 社会福祉法人　長寿村　やはら翔裕園 ○ 03-6913-2267

台東区 根本　仁司 ネモト　ヒトシ 巴　三ノ輪 ○ 03-3876-7456

江東区 佐藤　利弘 サトウ　トシヒロ
認知症高齢者グループホーム

サンライズホーム
○ 03-3640-2112

品川区 長澤　かほる ナガサワ　カオル ケアプランセンター湯～亀（ゆーき） ○

品川区 橋本　剛 ハシモト　タケシ
社会福祉法人さくら会

月見橋在宅サービスセンター
○ 03-5767-0626

品川区 鈴木　裕太 スズキ　ユウタ 東五反田倶楽部 ○

品川区 松岡　輝 マツオカ　アキラ 東五反田倶楽部 ○

目黒区 相良　勇 サガラ　イサム
社会福祉法人愛隣会　駒場苑

グループホームこまば
○

大田区 中村　亜紀子 ナカムラ　アキコ 特別養護老人ホーム大森 ○

大田区 藤澤　良太 フジサワ　リョウタ グループホームたちばな ○

大田区 根本　俊弘 ネモト　トシヒロ 特別養護老人ホーム羽田 ○ 03-3745-5351

大田区 石井　未帆 イシイ　ミホ 大田区立蒲田高齢者在宅サービスセンター ○ 03-5710-0782

大田区 本田　雅一 ホンダ　マサカズ
ウィルソーシャルワークス株式会社

ウィル・カンパニー
○ 03-5763-5993

大田区 加藤　寛 カトウ　ヒロシ 大田ナーシングホーム翔裕園 ○ 080-2017-5508

世田谷区 今井　康明 イマイ　ヤスアキ （株）すずらん　デイサービスすずらん梅丘 ○ 03-5426-3478

世田谷区 谷　幸生 タニ　ユキオ ケアプラン栞 ○ 03-6411-6527

世田谷区 佐賀　勝之 サガ　カツユキ 特別養護老人ホーム　上北沢ホーム ○ 03-3306-5155

中野区 田中　潤 タナカ　ジュン 東京総合保健福祉センター江古田の森 ○ 090-1804-6244

中野区 榎木　健太 エノキ　ケンタ 特別養護老人ホーム江古田の森 ○

杉並区 島田　孝一 シマダ　コウイチ デイサービスつむぎ ○ 03-5303-5770

杉並区 丸山　寿量 マルヤマ　トシカズ 特別養護老人ホーム南陽園 ×

杉並区 涌井　雅也 ワクイ　マサヤ 特別養護老人ホーム南陽園 ○ 03-3334-2159

杉並区 佐々木　敬秀 ササキ　タカヒデ 特別養護老人ホーム第三南陽園 ○

杉並区 福井　幸成 フクイ　ユキナリ エンゼルヘルプ方南 ○

杉並区 滝口　優子 タキグチ　ユウコ 認知症介護研究・研修東京センター ○

北区 由井　洋子 ユイ　ヨウコ
社会福祉法人うらら

みずべの苑地域包括支援センター
○ 03-5941-6722

荒川区 石渡　康子 イシワタ　ヤスコ グループホームかりーの ○ 03-3819-5564
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荒川区 岡田　勝裕 オカダ　カツヒロ 医療法人財団竹栄会 けんち石浜ガーデン ○ 03-5615-2683

板橋区 築田　泰幸 ツクダ　ヤスユキ
医療法人社団明芳会

ＩＭＳグループ本部事務局看護部
○ 03-3965-5909

板橋区 猪股　恵子 イノマタ　ケイコ
ＩＭＳグループ社会福祉法人明東会

クローバーのさと イムスホームカウピリ板橋
○ 03-3957-1098

板橋区 鴨井　直人 カモイ　ナオト SOMPOケア徳丸小規模多機能 ○ 080-1021-4992

板橋区 山本　正人 ヤマモト　マサト 介護老人保健施設　志村さつき苑 ○ 03-5970-3358

板橋区 宇津木　忠 ウツギ　タダシ 特別養護老人ホームケアポート板橋 ○ 03-3969-3101

板橋区 井上　弥生 イノウエ　ヤヨイ 社会福祉法人小茂根の郷 ○ 03-3959-7421

板橋区 桑田　直弥 クワタ　ナオヤ 東京都健康長寿医療センター ○

練馬区 大嶺　ひろ子 オオミネ　ヒロコ 高齢者グループホームまささんの家 ○ 03-5933-3317

練馬区 江野沢　摂子 エノサワ　セツコ せらび光が丘 ○ 03-5935-9718

足立区 宇留野　彩子 ウルノ　アヤコ 千住介護福祉専門学校 ○

足立区 荻田　佳奈枝 オギタ　カナエ NPO法人スマイル・エイジングパートナー ○ 03-5856-4882

足立区 岩村　映子 イワムラ　エイコ 愛の家グループホーム足立堀之内 ○ 03-5838-1940

足立区 大野　幸生 オオノ　サチキ 足立区社会福祉協議会 ○ 03-5681-3376

足立区 八月朔日　晃一 ホズミ　コウイチ NPO法人スマイル・エイジングパートナー ○ 03-5856-4881

足立区 佐久間　友弘 サクマ　トモヒロ 介護付有料老人ホームリブインさくら ○ 03-5691-6602

足立区 福田　大輔 フクダ　ダイスケ ケアステーションハピネスあだち ○ 03-5839-1501

葛飾区 甲斐　康由貴 カイ　ヤスユキ 介護老人保健施設リハビリケアかつしか ○ 03-5672-1178

江戸川区 熊谷　恵津子 クマガイ　エツコ なごみの家一之江 ○ 03-5661-6753

江戸川区 島田　洋介 シマダ　ヨウスケ 医療法人社団自靖会 ○ 03-5661-3860

江戸川区 須原　智子 スハラ　トモコ 株式会社黄金木　ゆずハウス ○ 03-6671-1794

八王子市 鈴木　恵介 スズキ　ケイスケ 医療法人社団永生会 ○ 042-661-9101

八王子市 奈良田　敬 ナラダ　ケイ 医療法人社団永生会 ○ 042-661-9101

立川市 岩渕　孝 イワブチ　タカシ
株式会社　東急イーライフデザイン
グランクレール立川　ケアレジデンス

○ 090-2529-5189

立川市 黒田　研吾 クロダ　ケンゴ 立川市北部東わかば地域包括支援センター ○ 042-538-1221

青梅市 井上　信太郎 イノウエ　シンタロウ 地域ケアサポート館　福わ家 ○ 0428-30-0512

府中市 不動田　敏幸 フドウタ　トシユキ 特別養護老人ホーム鳳仙寮 ○ 042-360-1353

町田市 浅沼　直樹 アサヌマ　ナオキ グループホーム秋田高城 ○ 042-791-1232

小金井市 高浜　将之 タカハマ　マサユキ グループホームのがわ ○ 0422-30-3052

板橋区 小川　力信 オガワ　リキノブ ホームケア土屋　関東 ○ 050-3184-2632

小平市 田口　実 タグチ　ミノル 特別養護老人ホームさくら野杜 ○ 042-479-1216

国分寺市 嵓渕　建彦 イワブチ　タケヒコ 居宅介護支援事業所さわやかライフ ○ 042-304-1818

狛江市 市川　裕太 イチカワ　ユウタ 株式会社MIRAI Quality ケアステーションMIRAI ○ 080-7994-9929

東久留米市 鷹部屋　宏平 タカベヤ　コウヘイ 特別養護老人ホーム シャローム東久留米 ○ 042-467-1561

東久留米市 村松　伸晃 ムラマツ　ノブアキ 株式会社ホームコム ○
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東久留米市 坂田　修 サカタ　オサム なごみ東久留米 ○

東久留米市 平尾　明美 ヒラオ　アケミ
社会福祉法人三育ライフ
グループホーム白山

○ 042-470-4630

青梅市 鈴木　雄生 スズキ　ユウキ 地域ケアサポート館 福わ家 ○ 0428-78-2100

西東京市 安岡　厚子 ヤスオカ　アツコ NPO法人サポートハウス年輪 ○

西東京市 尾林　和子 オバヤシ　カズコ 特別養護老人ホームフローラ田無 ○ 042-468-2311

西東京市 近藤　洋正 コンドウ　ヒロマサ 特別養護老人ホームフローラ田無 ○ 042-468-5133

瑞穂町 坂本　孝輔 サカモト　コウスケ 株式会社くらしあす 二本木交茶店 ○ 042-568-0250

利島村 三田　貴弘 ミタ　タカヒロ 利島村社会福祉協議会 ○ 04992-9-0018

※ 高岡　宏 タカオカ　ヒロシ
社会福祉法人　ふるさと自然村　特別養護老人ホー

ム磯子自然村
○

※ 山本　礼子 ヤマモト　レイコ ○ 090-1779-6898

※ 若松　敦治 ワカマツ　ノブハル ○ 090-2057-6864

※ 佐藤　仁 サトウ　ヒトシ
株式会社　創生事業団

グッドタイムケアセンター・柏高柳
○ 04-7190-3140

※ 河合　幸人 カワイ ユキヒト ○

※ 阿相　久栄 アソウ　ヒサエ ○

80 名 ※…現在は都外で活動等の事情により空欄


