H29/9/8発送
事業所番号
1460990317
1460990317
1462090314
1462090314
1462290484
1462290484
1462490159
1462490159
1462690634
1462690634
1463090271
1463090271
1463290327
1463290327
1465290150
1465290150
1470103555
1470103563
1470202894
1470202902
1470402486
1470402569
1470802388
1470802388
1470802396
1470802396
1470802404
1470802404
1470903665
1471003390
1471003390
1471300820
1471600401
1471906626
1471906634
1471906634
1471906642
1472004264
1472004264
1472004264
1472004264
1472004272
1472103173
1472103181
1472402898
1472402898
1472601333
1472601333
1472609385
1472802188

9月新規・再開（調査有）対象事業所一覧

事業所名
看護の王国 訪問看護ステーション こすもす
看護の王国 訪問看護ステーション こすもす
訪問看護ステーションＥ－まっち
訪問看護ステーションＥ－まっち
ホスピタリティ・ワン湘南訪問看護ステーション
ホスピタリティ・ワン湘南訪問看護ステーション
スナグルライフ訪問看護ステーション
スナグルライフ訪問看護ステーション
訪問看護ステーション さくらんぼ
訪問看護ステーション さくらんぼ
はあと訪問看護ステーション
はあと訪問看護ステーション
あしたのリハビリ訪問看護ステーション
あしたのリハビリ訪問看護ステーション
訪問看護リハビリステーション ReSmile 新城
訪問看護リハビリステーション ReSmile 新城
ケアステーション さいとう
みるくゆ
介護付き有料老人ホーム たのしい家 横浜羽沢町
福祉クラブ生協オプティ神奈川
ケアサポート かるむ
シフティーン居宅介護
たすけあいはんど
たすけあいはんど
ケアサポート イルカ
ケアサポート イルカ
一織庵金沢文庫
一織庵金沢文庫
居宅介護支援事業所ふたば
かがやきデイサービス踊場
かがやきデイサービス踊場
デイスタジオ・オリーブ
ケアプラン 結
ケアステーション こころ
むつ花ケアサービス
むつ花ケアサービス
つぶあん
株式会社 フロンティア 平塚営業所
株式会社 フロンティア 平塚営業所
株式会社 フロンティア 平塚営業所
株式会社 フロンティア 平塚営業所
介護相談室 メロディー
みゅーず鎌倉
マナケアステーション鎌倉
ツクイ・サンフォレスト辻堂駅前
ツクイ・サンフォレスト辻堂駅前
グループホーム 相模原
グループホーム 相模原
訪問介護 プラス・ワン
医療法人社団 佑樹会 居宅介護支援事業所 めぐみの里

報告月H29/9 調査月H29/10 公表月H29/11
介護サービス名
介護予防訪問看護
訪問看護
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問看護
介護予防訪問看護
介護予防訪問看護
訪問看護
訪問看護
介護予防訪問看護
訪問看護
介護予防訪問看護
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
介護予防訪問介護
訪問介護
介護予防訪問介護
通所介護
介護予防通所介護
居宅介護支援
通所介護
介護予防通所介護
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
介護予防訪問介護
居宅介護支援
特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与
福祉用具貸与
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
介護予防訪問介護
介護予防認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護
訪問介護
居宅介護支援

1472902509
1473002945
1473002945
1473302444
1473501516
1473602181
1473703831
1473703849
1473802302
1473802468
1473802468
1473802518
1473802518
1474001243
1475002406
1475500672
1475502181
1491900427
1492601107
1492601107
1492601115
1492601115
1492601123
1492601131
1492601131
1492900277
1495600411
1495600411
1472206042
1472206042
1472206059
1472206067
1472206067
1472206075
1472206075
1472206083
1472303344
1472604857
1472609344
1472609344
1472609351
1472609369
1472609377
1472802162
1472802170
1472802170
1472901824
1472901824
1472902483
1472902483
1472902483
1472902483

レッツ倶楽部ぺシュア厚木
もみの木デイサービス
もみの木デイサービス
よさこいケアプランセンター
介護付き有料老人ホーム おもとの郷横浜栄
ブルーミングケア横浜下和泉
ゆい藤が丘 居宅介護支援
青葉あさくら苑ケアプランセンター
ケアサービス百花
はればれ
はればれ
奉優デイサービスセンター北
奉優デイサービスセンター北
訪問介護 大田おたすけ隊
ミューズケアサービス
デイホームゆりの木 宮前
フジケア
彩葉デイサービス 弐番館
ツクイ相模原相武台
ツクイ相模原相武台
ツクイ相模原相武台
ツクイ相模原相武台
アルエット東林間
あおぞら 相模原 下九沢
あおぞら 相模原 下九沢
地域密着型特別養護老人ホームきみどり
かわさき柿生グループホームそよ風
かわさき柿生グループホームそよ風
介護の太助
介護の太助
やすらぎ湘南介護ステーション
まごの手社交倶楽部 あさ
まごの手社交倶楽部 あさ
ヘルパーステーション ラウンジヒル湘南台
ヘルパーステーション ラウンジヒル湘南台
介護サポート藤沢
やさしい手小田原訪問介護事業所
生活協同組合パルシステム神奈川ゆめコープぬくもり相模大野駅前
アビレッジケアセンター
アビレッジケアセンター
ケアプランサービス相模原
ケアプランこうま
ブルーミングケアマルプ町田鵜野森
訪問介護みちびき
ショートステイ秦野陽光園
ショートステイ秦野陽光園
ケアライフあつぎ
ケアライフあつぎ
メディケアセンター厚木
メディケアセンター厚木
メディケアセンター厚木
メディケアセンター厚木

通所介護
通所介護
介護予防通所介護
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
介護予防訪問介護
通所介護
介護予防通所介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
特定介護予防福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与
訪問介護
通所介護
介護予防通所介護
訪問介護
介護予防訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
居宅介護支援
訪問介護
介護予防訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
訪問介護
介護予防訪問介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与

1472902491
1473000444
1473002911
1473002929
1473002929
1473002937
1473002937
1473002937
1473002937
1473102646
1473203147
1473203154
1473203154
1473203162
1473203162
1473203188
1473302428
1473302436
1473401659
1473401659
1473401667
1473501508
1473501508
1473703559
1473703757
1473703765
1473703765
1473703773
1473703781
1473703799
1473703807
1473703815
1473703823
1473802468
1473802476
1473802476
1473802484
1473802484
1473802492
1473802500
1474001235
1474001235
1474201314
1474400874
1475003727
1475003735
1475003743
1475003750
1475003768
1475003776
1475102180
1475102180

訪問介護事業所 えみのわ厚木
アースサポート大和
居宅介護支援事業所はなのうた
さくら・介護ステーション大和中央
さくら・介護ステーション大和中央
介護ショップ ケアポル
介護ショップ ケアポル
介護ショップ ケアポル
介護ショップ ケアポル
在宅看護センター横浜ケアマネステーション
フレンドシップあさひ介護サービス
フレンドシップあさひスポーツデイ
フレンドシップあさひスポーツデイ
そらいろケアステーション
そらいろケアステーション
フレンドシップあさひ
ふくろくケアプランセンター
高住研キヨタ株式会社横浜店 居宅介護支援事業所
はなことば瀬谷
はなことば瀬谷
ｆｕｒｅａｉ瀬谷店
訪問介護 エディ・ビー
訪問介護 エディ・ビー
オハナ藤が丘
あおば・あさお ふくし 総合相談所 サポートＳＫ
木下の介護 たまプラーザ
木下の介護 たまプラーザ
ケアサービス かなで
グレース居宅介護支援事業所 横浜
リハビリポルトSORA
リハラボ Bay Walking 青葉
レッツ倶楽部横浜青葉
デイサービス かなで
はればれ
は～とふるらいふサポート お空のした
は～とふるらいふサポート お空のした
はなことばセンター南
はなことばセンター南
居宅介護支援 隣愛
シェフズデイサービス仲町台
ケアセンター キュア伊勢原
ケアセンター キュア伊勢原
けやきライフ海老名
デイサービス ひばり
ケアステーション ゼーレ
縁 居宅サービスセンター
ケアステーション ゼーレ川崎
ケアプランなっちゃん
S-LIFE
訪問介護 絆
ケアセンター空桜音 夢見ヶ崎
ケアセンター空桜音 夢見ヶ崎

訪問介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
訪問介護
介護予防訪問介護
福祉用具貸与
特定福祉用具販売
特定介護予防福祉用具販売
介護予防福祉用具貸与
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
介護予防通所介護
訪問介護
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
介護予防通所介護
訪問介護
介護予防訪問介護
通所介護
居宅介護支援
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
訪問介護
居宅介護支援
介護予防通所介護
介護予防通所介護
介護予防通所介護
介護予防通所介護
居宅介護支援
訪問介護
介護予防訪問介護
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
介護予防特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
介護予防訪問介護
居宅介護支援
通所介護
訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護
訪問介護
訪問介護
介護予防訪問介護

1475202717
1475202717
1475202725
1475202733
1475302863
1475302863
1475402622
1475402630
1475502173
1475502173
1475602106
1490100417
1490100425
1490100425
1490200423
1490200423
1490200431
1490800362
1490900493
1491500102
1492400260
1492601099
1492900269
1493000366
1493000374
1493000382
1493000390
1493000390
1493000408
1493000408
1493200446
1493200453
1493300337
1493300337
1493400343
1493500324
1493600348
1493700486
1493700494
1493700502
1493700510
1494100140
1495100362
1495100362
1495200394
1495300400
1495300418
1495300426
1495400499
1495400499
1495500397
1495500397

和光ピュアライト中原
和光ピュアライト中原
つばさケアセンター
ワイケア川崎
コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 溝の口
コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 溝の口
株式会社 せりたぷらんいんく
ケアマネステーション タウンナース
フロアーフィット
フロアーフィット
居宅介護支援 おりーぶ
レッツ倶楽部鶴見下末吉
ミモザ横浜獅子ヶ谷
ミモザ横浜獅子ヶ谷
グループホームはなことば 丘の上ホーム
グループホームはなことば 丘の上ホーム
ｆｕｒｅａｉ大口店
樹楽 金沢八景
介護予防型デイサービス ほのぼのビーチ
デイサービス快優館茅ヶ崎
あんじゅの村あるく
リビングケア唯の郷 栄町
リハビリ型フィットネスステーション・カトレア
だんらんの家 深見台
レコードブック大和深見台
株式会社 まんよう
株式会社 まんよう
グループホーム はなことば高座渋谷
グループホーム はなことば高座渋谷
デイサービス みなまきみらい
フレンドシップあさひ
ミモザ横浜霧が丘
ミモザ横浜霧が丘
ｆｕｒｅａｉ瀬谷店
ひなげしの郷
シェフズデイサービス緑園
デイサービス かなで
レッツ倶楽部横浜青葉
リハビリポルトSORA
リハラボ Bay Walking 青葉
リビングケア唯の郷 栗原中央
ひまわり南加瀬つどいの家
ひまわり南加瀬つどいの家
アースサポート小杉
定期巡回随時対応型訪問介護看護アットプレオ新城
ブリッジライフ高津
レコードブック川崎千年
「結」ケアセンターいくた
「結」ケアセンターいくた
花物語みやまえ東
花物語みやまえ東

訪問介護
介護予防訪問介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
介護予防通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
看護小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
介護予防小規模多機能型居宅介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型通所介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
地域密着型通所介護
地域密着型通所介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

1495500405
1495500405
1495600403
1473203113
1473203121
1473203139
1473302394
1473302410
1473400859
1473401642
1473501482
1473501490
1473602157
1473602165
1473602173
1473703435
1473703682
1473703690
1473703708
1473703716
1473703724
1473703732
1473703740
1473802427
1473802435
1473802443
1473802450
1474001136
1474001201
1474001219
1474001227
1474100490
1474101399
1474101407
1474201280
1474201280
1474201298
1474201306
1474300579
1474300587
1474400866
1475003651
1475003651
1475003669
1475003693
1475003701
1475003719
1475102131
1475102149
1475102156
1475102164
1475102172

利家庵別邸“みかんの丘”
利家庵別邸“みかんの丘”
デイサービスやさしい
メディケアプラン希望が丘
小糸居宅介護支援事業所
横浜鶴ヶ峰病院 居宅介護支援センター
ジョイライフ鴨居
みどり野診療所
アームス在宅支援センター
居宅介護支援事業所 みずのと
訪問介護事業所アクセス・ケア
介護支援サービス はっぴー
有料老人ホーム サニーライフ横浜泉
メッセージケアプランセンターいずみ中央
メッセージケアサービスいずみ中央
リハテラス青葉台
リアンレーヴ市ヶ尾壱番館
リアンレーヴ市ヶ尾弐番館
ロイヤルレジデンスあざみ野
ツクイ横浜青葉 入浴
ホームケア青葉 訪問介護
コムネットジャパン株式会社 万葉のさと 青葉台
居宅介護支援あざみ野ヒルトップ
居宅介護支援事業所アンビス 横浜都筑
訪問介護ステーションアンビス 横浜都筑
鍼灸マッサージ～憩～池辺町
デイサービスセンター新緑の泉
すまいる
リアンレーヴ伊勢原
天使の手 居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所 きずな
介護サポートはなみずき
ケアコミュニティ 座間のわっか
ケアネット座間
木下の介護 海老名
木下の介護 海老名
リアンレーヴ海老名
LEAケアステーション
ヘルパーステーション ふわり
Uchida Medical Service
居宅介護支援事業所あいはーと
ケア２１ 宮前町
ケア２１ 宮前町
有限会社 啓和会メディカル ライフアップ小田銀座
きよらケア
ジャパンケア 川崎観音 居宅介護支援
デイサービス鋼管通
アイル居宅介護支援事業所
歩ケア
ジャパンケア川崎小倉 居宅介護支援
ジャパンケア北加瀬 居宅介護支援
ケアプランセンター きびたき

認知症対応型通所介護
介護予防認知症対応型通所介護
地域密着型通所介護
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問入浴介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
通所介護等
通所介護等
福祉用具貸与等
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
通所介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援
居宅介護支援

1475202691
1475202709
1475302665
1475302814
1475302830
1475302848
1475302855
1475402507
1475402614
1475502132
1475502140
1475502157
1475502165
1475601983
1475601991
1475602007
1475602015
1475602023
1475602031
1475602049
1475602056
1475602064
1475602072
1475602080
1475602098
1490100391
1490100409
1490500392
1490500400
1490500418
1490600333
1490600341
1490600358
1490600366
1490600374
1490700265
1490800347
1490800354
1490900485
1491000590
1491100044
1491900393
1491900401
1491900419
1492000276
1492000284
1492000292
1492200702
1492200710
1492200728
1492300254
1492300262

リアンレーヴ武蔵新城
ジャパンケア元住吉西 居宅介護支援
ライトハウスケア高津
訪問介護 ひめしゃら
ジャパンケア梶が谷 居宅介護支援
ジャパンケア多摩川 居宅介護支援
指定訪問介護アットプレオ新城
コリトローネケアプラン
オハナ訪問介護
ケアセンター空桜音 初山
ジャパンケア宮前野川 居宅介護支援
ジャパンケア宮前菅生 居宅介護支援
クラーチ・ファミリア宮前
訪問介護ステーション・虹の風
ネクサスコート麻生栗木台 訪問介護事業所
木下の介護 はるひ野
木下の介護 はるひ野
ネクサスコート麻生栗木台 居宅介護支援事業所
リアンレーヴ新百合ヶ丘
木下の介護 はるひ野
結う縁～ヘルパーステーション～
結う縁～上麻生～
みのり訪問看護ステーション百合丘 居宅介護支援事業所
特別養護老人ホーム レジデンシャル百合ヶ丘
特別養護老人ホーム レジデンシャル百合ヶ丘（ユニット型）
デイサービス まいくるケア
デイサービス めぐみ
デイサービス にじいろ 新川町
入浴デイサービスたんぽぽ六ツ川
横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ
小規模多機能型居宅介護事業所 悠久の里
小規模多機能型居宅介護 われもこう
あゆみリハビリセンター
グループホーム オーシャン上菅田
小規模多機能型居宅介護事業所 オーシャン上菅田
中原苑デイサービス
小規模多機能型居宅介護事業所 みなみ富岡
小規模多機能型ハウスふくふく能見台
レコードブック新横浜
小規模多機能ホーム 月見草
生活リハビリクラブ葉山 小規模多機能型居宅介護み・かーさ
リハビリデイセンター悠 学び館 衣笠
セントケア衣笠
デイサービスセンターのびのび接骨院
看護小規模多機能型居宅介護施設 だんらん
グループホーム アゴラ
デイサービス リハ日和mini
小規模多機能「へいあん片瀬鵠沼」
グループホーム「へいあん片瀬鵠沼」
おたがいさんサテライト おとなりさん
歩くリハビリデイサービス スマ歩クラブ
こむ北ノ窪 デイサービス まむ

特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
訪問介護等
居宅介護支援
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
訪問介護等
訪問介護等
訪問介護等
居宅介護支援
居宅介護支援
特定施設入居者生活介護（有料老人ホーム）等
通所介護等
訪問介護等
通所介護等
居宅介護支援
介護老人福祉施設等
介護老人福祉施設等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等

1492300270
1492300288
1492400252
1492400252
1492500093
1492601016
1492601024
1492601032
1492601040
1492601057
1492601065
1492601073
1492601081
1492800196
1492800204
1492900251
1493000325
1493000333
1493000341
1493000358
1493100372
1493100380
1493300329
1493500316
1493600330
1493800377
1494100132
1494200064
1494300112
1494300120
1494300138
1494400102
1494400110
1495000570
1495000588
1495000596
1495000604
1495000612
1495200360
1495200378
1495200378
1495200386
1495300392
1495400432
1495400481
1495500025
1495500389
1495600387
1495600395

デイサービスハッピータイム小田原富水
潤生園 みんなの家 たじま
リフシア矢畑
リフシア矢畑
有限会社猫の手
ライブラリ相模大野
樹楽 相武台
デイサービス わげん
木下の介護 グループホーム城山
デイハウス えがお
ＧＥＮＫＩＮＥＸＴ 相模原淵野辺
なごやかエムス
デイサービス元氣村 相模原
デイサービス五幸 桜町
デイサービス 空桜音 戸川
リビングケア唯の家 妻田南
グループホーム ソラストつきみ野
樹楽 中央林間
花物語やまと南
げんきステーション あくしゅ
デイサービスセンター笹の風
レコードブック港南芹が谷
ｆｕｒｅａｉ中山店
ファミリー・ホスピス本郷台ハウス
横浜市踊場地域ケアプラザ
Harmony House
花物語ざま
「結」ケアセンターえびな
リビングケア唯の家 南足柄
潤生園みんなの家南足柄
潤生園みんなの家南足柄 小規模多機能型居宅介護
リビングケア唯の郷 綾瀬寺尾台東
医療法人社団慈広会 グループホーム楓
花織かわさき
太陽ケアセンター
大地
花物語かわさき
療養通所介護まこと
パナソニック エイジフリーケアセンター川崎上平間・小規模多機能
グループホームゆう和
グループホームゆう和
木下の介護 武蔵新城
花物語たかつの丘
ソワンズ中野島
「結」ケアセンターいくた
セントケアホーム川崎宮前
リハビリフィットネス ゆずりは 神木
青空デイサービス
ゆりがおか療養デイサービスセンター

通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護等
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
看護小規模多機能型居宅介護
通所介護等
通所介護等
通所介護等
看護小規模多機能型居宅介護
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
認知症対応型共同生活介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
介護老人福祉施設等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
通所介護等
認知症対応型共同生活介護等
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
小規模多機能型居宅介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等
通所介護等

