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1 盛岡 アルテンハイム青山 020-0133 盛岡市青山2丁目12-33 019-647-2251 019-647-2257 医療法人遠山病院 千　葉　　　知 梅　津　武　美 千　葉　　　知
2 両磐 さいき 029-0303 一関市東山町松川字卯入道121 0191-48-2300 0191-48-2301 社団医療法人西城病院 西　城　　　健 小野寺　利　浩 西　城　　　健
3 宮古 桜ヶ丘 027-0063 宮古市山口5丁目5-10 0193-62-3380 0193-64-1520 社団医療法人新和会 及　川　　　穣 及　川　　　穣 及　川　　　穣
4 副会長 紫遠 敬愛荘 028-3621 紫波郡矢巾町大字広宮沢1-2-181 019-697-3288 019-697-0641 医療法人社団帰厚堂 木　村　宗　孝 柏　葉　光　利 木　村　宗　孝
5 胆江 清和苑 023-0828 奥州市水沢東大通り1丁目5-30 0197-47-5601 0197-25-3145 特定医療法人社団清和会 佐　藤　芳　邦 山　田　　　正 山　田　　　正
6 理事 花北 たいわ 024-0072 北上市北鬼柳20地割20番地 0197-77-3300 0197-77-3399 医療法人社団敬和会 金　澤　重　俊 石　橋　春　美 金　澤　重　俊
7 花北 サンホーム 025-0003 花巻市東宮野目13-95-1 0198-22-5753 0198-23-7231 医療法人ほがらか会 高　橋　典　克 武　田　　　薫 武　田　　　薫
8 理事 宮古 さくら山 028-1352 下閉伊郡山田町飯岡9-23-1 0193-81-1721 0193-81-1722 医療法人晃生会 近　藤　晃　弘 近　藤　晃　弘 近　藤　晃　弘
9 二戸 欅の里 028-0071 久慈市小久慈町第16地割12-1 0194-59-3181 0194-59-3186 社団医療法人祐和会 長　岡　重　之 伊　藤　利　治 長　岡　重　之
10 気釜 はまゆりケアセンター 026-0052 釜石市小佐野町4丁目3-7 0193-23-2030 0193-23-8838 医療法人楽山会 加　藤　哲　夫 寺　田　尚　弘 寺　田　尚　弘
11 胆江 興生園 023-0003 奥州市水沢佐倉河字慶徳27番地1 0197-25-5450 0197-24-3341 医療法人社団創生会 上　田　雅　道 上　田　雅　道 上　田　雅　道
12 気釜 気仙苑 022-0002 大船渡市大船渡町字山馬越188番地 0192-27-8877 0192-27-8871 医療法人勝久会 木川田　典　彌 近　　　準　一 木川田　典　彌
13 盛岡 イーハトーブ 020-0866 盛岡市本宮1丁目6-12 019-636-2626 019-635-3288 医療法人謙和会 荻　野　忠　良 荻　野　忠　良 荻　野　忠　良
14 理事 盛岡 ヴィラ加賀野 020-0807 盛岡市加賀野3丁目1-6 019-626-5411 019-626-5377 社団医療法人久仁会 髙　橋　通　宏 三　條　陽　子 三　條　陽　子
15 盛岡 ケアホームやすみ 028-4125 盛岡市好摩字夏間木70-190 019-682-2288 019-682-2277 医療法人日新堂 八　角　有　紀 八　角　有　紀 八　角　有　紀
16 岩手 ホスピー滝沢 020-0668 滝沢市鵜飼狐洞１番地139 019-687-3735 019-687-3758 医療法人社団松誠会 伊　藤　浩　信 池　田　凱　之 伊　藤　浩　信
17 二戸 湯の里にのへ 028-5711 二戸市金田一字湯田24 0195-27-3311 0195-27-3315 社会福祉法人麗沢会 中　舘　幸　子 中　村　　　正 中　舘　幸　子
18 両磐 一関ナーシングホーム 021-0901 一関市真柴字吉ヶ沢20-52 0191-26-3536 0191-26-2032 医療法人社団仁愛会 長　澤　敏　明 長　澤　敏　明 長　澤　敏　明
19 両磐 シルバーヘルス一関 021-0852 一関市字沢298-2 0191-26-3387 0191-26-2587 医療法人白光 橋　本　幸　徳 八　木　繁　樹 橋　本　幸　徳
20 副会長 花北 北上きぼう苑 024-0093 北上市本石町2丁目1-45 0197-63-7711 0197-63-5755 社会福祉法人清智会 山　岡　　　豊 山　岡　　　豊 山　岡　　　豊
21 花北 まつみ 024-0333 北上市和賀町長沼5地割350-1 0197-73-8811 0197-73-8833 医療法人社団敬和会 金　澤　重　俊 浦　辺　堅　次 金　澤　重　俊
22 岩手 カルモナ 020-0637 滝沢市高屋敷平11-39 019-684-2021 019-684-2024 社団医療法人池田記念会 金　森　一　郎 中　村　幸　夫 金　森　一　郎
23 盛岡 康楽苑 020-0401 盛岡市手代森9地割64番地2 019-696-5811 019-696-5521 社会医療法人智徳会 智　田　文　徳 田　嶋　宣　行 田　嶋　宣　行
24 岩手 希望（のぞみ） 028-7303 八幡平市柏台2丁目8-3 0195-71-1010 0195-71-1011 一般財団法人みちのく愛隣協会 及　川　忠　人 及　川　忠　人 及　川　忠　人
25 胆江 ハイム・アザレア 029-4201 奥州市前沢古城字丑沢上野100番地 0197-56-3646 0197-56-2614 社団医療法人啓愛会 井　筒　　　岳 臼　木　　　豊 臼　木　　　豊
26 盛岡 はーとぽーと雫石 020-0502 岩手郡雫石町板橋3番地7 019-692-3336 019-692-3371 社団医療法人三和会 齊　藤　　　恵 兼　田　紀美子 兼　田　紀美子
27 花北 華の苑 028-0115 花巻市東和町安俵6区75-1 0198-42-4822 0198-42-4888 医療法人ほがらか会 上　田　東　一 藤　澤　秀　仁 藤　澤　秀　仁
28 両磐 老健ふじさわ 029-3405 一関市藤沢町藤沢字町裏52-2 0191-63-2010 0191-63-2094 一関市 勝　部　　　修 椎　名　良　直 勝　部　　　修
29 監事 盛岡 銀楊 020-0866 盛岡市本宮2丁目20-10 019-634-1800 019-634-1803 医療法人久遠会 鎌　田　広　基 鎌　田　広　基 鎌　田　広　基
30 花北 ゆうゆうの里 028-3182 花巻市石鳥谷町松林寺第3地割82-1 0198-46-1000 0198-46-1007 医療法人中庸会 似　内　　　裕 中　村　和　裕 似　内　　　裕
31 会長 両磐 さわなり苑 029-4101 西磐井郡平泉町長島字砂子沢6-1 0191-46-3010 0191-46-5003 医療法人三秋会 長　澤　　　茂 田　澤　睦　夫 長　澤　　　茂
32 二戸 ユートピア白滝 028-7906 九戸郡洋野町中野第3地割38-182 0194-67-5161 0194-67-5164 社会福祉法人慈恵会 宇　部　キサ子 八木橋　洋　志 宇　部　キサ子
33 両磐 華松苑 029-3205 一関市花泉町涌津字悪法師38-31 0191-82-3311 0191-36-1060 医療法人磐清会 木　村　義　人 千　葉　五　鈴 木　村　義　人
34 二戸 花の里かるまい 028-6302 九戸郡軽米町大字軽米6-89-1 0195-46-4646 0195-46-4651 社会福祉法人麗沢会 中　舘　幸　子 生　田　孝　雄 中　舘　幸　子
35 花北 清水苑 029-5503 和賀郡西和賀町清水ヶ野18地割167-1 0197-82-3301 0197-82-3303 医療法人尽心会 赤　坂　隆　之 金　子　　　暁 赤　坂　隆　之
36 紫遠 白鷺 028-3311 紫波郡紫波町犬渕字南谷地108番地3 019-672-1220 019-672-1221 社団医療法人法友会 伴　　　　　弘 伴　　　　　弘 伴　　　　　弘
37 胆江 サンライフえさし 023-1101 奥州市江刺岩谷堂字下惣田290-3 0197-35-8480 0197-35-8482 医療法人青樹会 田　中　由紀子 大　浪　優　二 田　中　由紀子
38 岩手 あしろ苑 028-7527 八幡平市川原129 0195-72-2600 0195-72-3477 医療法人社団松誠会 伊　藤　浩　信 山　高　毅　久 伊　藤　浩　信
39 岩手 ケアホーム川口 028-4211 岩手郡岩手町大字川口第13地割26-6 0195-65-3151 0195-65-3152 医療法人日新堂 八　角　有　紀 三　善　　　悟 三　善　　　悟
40 花北 サンシャイン 025-0061 花巻市本館189 0198-22-3412 0198-22-3414 医療法人ほがらか会 高　橋　典　克 金　子　　　克 金　子　　　克
41 気釜 フレールはまゆり 026-0052 釜石市小佐野町3丁目9-1 0193-23-2030 0193-23-8838 医療法人楽山会 加　藤　哲　夫 千　葉　清　則 加　藤　哲　夫
42 二戸 こずやサンブルク 028-5221 二戸郡一戸町小鳥谷字野中21 0195-34-2006 0195-34-2007 社団医療法人藤悠会 藤　田　良　二 藤　田　良　二 藤　田　良　二
43 理事 胆江 快老苑金ヶ崎 029-4503 胆沢郡金ヶ崎町西根鑓水103-1 0197-44-2475 0197-44-5215 医療法人若葉会 齋　藤　文　彦 齋　藤　文　彦 齋　藤　文　彦
44 気釜 松原苑 029-2205 陸前高田市高田町字中田69-2 0192-53-1877 0192-53-1632 医療法人勝久会 木川田　典　彌 大　泉　早　苗 木川田　典　彌
45 胆江 ハイム・ベルク 023-0132 奥州市水沢羽田町字水無沢496 0197-51-2050 0197-51-2052 社団医療法人啓愛会 井　筒　　　岳 吉　﨑　　　陽 吉　﨑　　　陽
46 宮古 ほほえみの里 027-0096 宮古市崎鍬ヶ崎第9地割39-27 0193-64-3311 0193-64-5077 医療法人仁泉会 田　中　由紀子 江　村　栄　章 江　村　栄　章
47 岩手 岩鷲苑 028-7111 八幡平市大更18地割88番地102 0195-76-5611 0195-76-5621 医療法人社団松誠会 伊　藤　浩　信 佐　藤　尚　孝 伊　藤　浩　信
48 理事 気釜 ケアプラザおおつち 028-1121 上閉伊郡大槌町小槌14番地割字蕨打直82-1 0193-41-1200 0193-41-1202 医療法人あかね会 赤　羽　照　雄 山　崎　　　元 赤　羽　照　雄
49 宮古 ふれんどりー岩泉 027-0502 下閉伊郡岩泉町乙茂字上9-12 0194-22-5100 0194-22-5150 社団医療法人緑川会 齊　藤　　　純 齊　藤　　　純 齊　藤　　　純
50 紫遠 とおの 028-0541 遠野市松崎町白岩13-30-2 0198-60-1121 0198-60-1131 医療法人社団敬和会 金　澤　重　俊 大　平　武　志 金　澤　重　俊
51 監事 両磐 ほうらい 029-0521 一関市大東町渋民字大洞地55-1 0191-75-3766 0191-75-3767 医療法人むつみ 本　多　洋　之 中　村　長　雄 本　多　洋　之
52 紫遠 シェーンハイムやはば 028-3606 紫波郡矢巾町土橋第11地割35-1 019-697-0066 019-697-0122 社会福祉法人爽生会 谷　村　邦　久 沼　里　　　進 谷　村　邦　久
53 花北 はやちねの里 028-3203 花巻市大迫町大迫第4地割19番1 0198-36-1200 0198-36-1201 医療法人中庸会 似　内　　　裕 大　坊　保　尚 似　内　　　裕
54 二戸 ｱｯﾄﾎｰﾑくずまき 028-5403 岩手郡葛巻町江刈第5地割字四日市155番7 0195-67-1117 0195-67-1118 医療法人敬仁会 西　島　康　之 嶋　　　　　信 西　島　康　之
55 両磐 やまゆり 029-0803 一関市千厩町千厩字宮敷45-1 0191-51-3303 0191-51-3305 医療法人三秋会 長　澤　　　茂 冨　田　幸　男 長　澤　　　茂
56 盛岡 ハートフルもりおか 020-0834 盛岡市永井14地割15番地１ 019-632-3011 019-605-7078 岩手県厚生農業協同組合連合会 久　保　憲　雄 曽　根　慶　子 久　保　憲　雄
57 紫遠 やまゆりの里 028-0305 遠野市宮守町達曽部27地割20番11 0198-69-5551 0198-69-5552 医療法人中庸会 似　内　　　裕 鎌　田　　　桂 似　内　　　裕
58 理事 二戸 リハビリタウンくじ 028-0014 久慈市旭町第8地割100番地2 0194-53-0056 0194-52-8660 医療法人健生会 竹　下　敏　光 六本木　義　光 竹　下　敏　光
59 花北 イーハトーブ介護リハビリセンター 025-0244 花巻市湯口字志戸平14番地1号 0198-38-5300 0198-38-5666 医療法人杏林会 石　山　　　隆 上　野　充　人 石　山　　　隆
60 盛岡 圭友 020-0836 盛岡市津志田西2丁目19-1 019-638-7775 019-638-7778 医療法人社団松誠会 伊　藤　浩　信 山　内　広　平 伊　藤　浩　信
61 二戸 老健たねいち 028-7914 九戸郡洋野町種市第23地割27番地2 0194-65-2127 0194-65-3909 洋野町 水　上　信　宏 漆久保　　　潔 水　上　信　宏
62 紫遠 博愛荘 028-3614 紫波郡矢巾町大字又兵エ新田第5地割335番地 019-698-2015 019-611-2071 医療法人社団帰厚堂 木　村　宗　孝 吉　岡　尚　文 木　村　宗　孝
63 理事 岩手 たきざわ 020-0664 滝沢市鵜飼笹森42番地2 019-684-1154 019-613-3021 医療法人社団松誠会 伊　藤　浩　信 伊　藤　浩　信 伊　藤　浩　信
64 盛岡 ケアコートもりおか 020-0133 盛岡市青山一丁目25番25号 019-613-2303 019-613-2505 医療法人青樹会 田　中　由紀子 岡　崎　　　晟 岡　崎　　　晟
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