
No1 入金確認迅速化の為、ご協力をお願いいたします。

設　置　者 施　設　名 振込時貴施設名称
（医法）愛全会 介護老人保健施設　アートヒルズ 49アートヒルズ
（医法）盟侑会 老人保健施設　アートライフ恵庭 58アートライフ恵庭
（医法）社団旭豊会 介護老人保健施設 愛泉苑 156愛泉苑
（社福）愛善会 老人保健施設　愛善ハイツ 48愛善ハイツ
（社福）緑誠会 介護老人保健施設 愛の里 21愛の里
（医法）秀友会 介護老人保健施設 愛里苑 13愛里苑
（社医法）　博愛会 介護老人保健施設　あかしや 132あかしや
（医法）社団健和会 老人保健施設　あかまつの里ななえ 63あかまつの里ななえ
芦別市 芦別市介護老人保健施設 91芦別市介護老人保健施設
明日佳グループ 介護老人保健施設　あすかHOUSE東苗穂 171あすかハウス東苗穂
（社福）栄和会 介護老人保健施設　あつべつ 56あつべつ
（医法）社団三意会 介護療養型老人保健施設　あづまの里 161あづまの里
（医法）社団刀圭会 介護老人保健施設 アメニティ帯広 35アメニティ帯広
（社医法）　恵和会 介護老人保健施設 アメニティ西岡 22アメニティ西岡
（社医法）恵和会 介護老人保健施設　アメニティ美幌 116アメニティ美幌
（医法）社団刀圭会 介護老人保健施設　アメニティ本別 123アメニティ本別
（社医法）明生会　 介護老人保健施設　あるかさる 137あるかさる　
（社福）手稲ロータス会 介護老人保健施設　あんじゅ音更 141あんじゅ音更
（医法）社団久仁会 介護老人保健施設　いきいき 102いきいき
（医法）社団弘恵会 介護老人保健施設　生きがい 66生きがい
（社医法）製鉄記念室蘭病院 老人保健施設　憩 118憩
長沼町 長沼町立介護療養型老人保健施設　いこい 168いこい
（社福）網走愛育会 介護老人保健施設　いせの里 87いせの里
（社福）雄心会 介護老人保健施設　いなほ 140いなほ
今金町 今金町介護老人保健施設 72今金町介護老人保健施設
（社医法）　博愛会 介護老人保健施設　ヴィラかいせい 163ヴィラかいせい
（医法）讃生会 介護老人保健施設　浦河緑苑 77浦河緑苑
（医法）アンリーデュナン会 介護老人保健施設　エーデルワイス 24エーデルワイス
（医法）翔仁会 介護老人保健施設　エスポワール北広島 50エスポワール北広島
（医法）社団青雲会 介護老人保健施設　エバーグリーンハイツ室蘭 32エバーグリーンハイツ室蘭
（医法）社団静和会 介護老人保健施設　エル・クォール平和 88エル・クォール平和
（医法）資生会 介護老人保健施設　えんれい荘 15えんれい荘
（医法）喬成会 介護老人保健施設　オアシス21 40オアシス21
（医法）とこはる 介護老人保健施設　おおぞら 70おおぞら
（社福）愛全会 老人保健施設 ガーデンハウスくりやま 33ガーデンハウスくりやま
（医法）回生会 介護老人保健施設　回生苑 67回生苑
（社医法）北斗 十勝自立支援センター 介護老人保健施設　かけはし 158かけはし
（公社）道勤医協 勤医協老人保健施設　柏ヶ丘 86柏ヶ丘
（社医法）道北勤医協 道北勤医協老人保健施設　かたくりの郷 62かたくりの郷
（医法）社団恵愛会 介護老人保健施設　カタセールえさし 81カタセールえさし
（社医法）北斗 介護老人保健施設　かみしほろ 173かみしほろ
（医法）桜愛会 介護老人保健施設　神恵内ハイツ998 46神恵内ハイツ998
（医法）社団エス・エス・ジェイ 介護老人保健施設　北野の四季 119北野の四季
（医法）友愛会 介護老人保健施設　北村温泉ナーシングホーム 26北村温泉ナーシングホーム
（社医法）慈恵会 介護老人保健施設　北湯沢温泉いやしの郷 154北湯沢温泉いやしの郷
（医法）社団心優会 介護老人保健施設　季実の杜 152季実の杜
（医法）社団旭豊会 介護老人保健施設　旭泉苑 16旭泉苑
清里町 介護老人保健施設　きよさと 127きよさと
（医法）晴生会 介護老人保健施設　グラーネ北の沢 69グラーネ北の沢
（医法）亀田病院 介護老人保健施設　グランドサン亀田 8グランドサン亀田
（医法）資生会 介護老人保健施設　クリアコート千歳 14クリアコート千歳
（特定医法）社団千寿会 介護老人保健施設　グリーンコート三愛 36グリーンコート三愛
（医法）社団創成 老人保健施設 グリーンライフ 23グリーンライフ
（医法）道東勤医協 道東勤医協老人保健施設　ケアコートひまわり 76ケアコートひまわり
（社福）光寿会 介護老人保健施設　ケアステーションアンダンテ 153ケアステーションアンダンテ
（社福）光寿会 介護老人保健施設　ケアステーションひかり 101ケアステーションひかり
（医法）十勝勤医協 十勝勤医協老人保健施設　ケアセンター白樺 96ケアセンター白樺
（社医法）カレスサッポロ 老人保健施設　けあ・ばんけい 68けあ・ばんけい
（医法）王子総合病院 介護老人保健施設　ケアライフ王子 78ケアライフ王子

（一社）北海道老人保健施設協議会　　振込時名称表



No2
設　置　者 施　設　名 振込時貴施設名称

（社福）ノテ福祉会 介護老人保健施設　げんきのでる里 45げんきのでる里
（社福）日本介護事業団 介護老人保健施設　健寿苑 2健寿苑
（社福）函館厚生院 介護老人保健施設　ケンゆのかわ 39ケンゆのかわ
（医法）徳洲会 介護老人保健施設　コスモス 64コスモス
（医法）社団旭川泉会病院 介護老人保健施設　ことぶき 139ことぶき
（社福）渓仁会 介護老人保健施設　コミュニティホーム岩内 149コミュニティホーム岩内
（社福）渓仁会 介護老人保健施設　コミュニティホーム白石 6コミュニティホーム白石
（社福）渓仁会 介護老人保健施設　コミュニティホーム美唄 125コミュニティホーム美唄
（社福）渓仁会 介護老人保健施設　コミュニティホーム八雲 97コミュニティホーム八雲
（医法）社団煌生会 介護老人保健施設　さくら 117さくら
（医法）社団生田病院 介護老人保健施設　さくら 170さくら
（医法）慶友会 介護老人保健施設　さくら館 29さくら館
（医法）友愛会 介護老人保健施設　さっぽろ東ナーシング 83さっぽろ東ナーシング
（社福）旭川福祉事業会 老人保健施設 サニーヒル 10サニーヒル
（医法）晴生会 介護老人保健施設　サンビオーズ新琴似 146サンビオーズ新琴似
（医法）社団明正会 介護老人保健施設　サン・ヒルズ紋別 105サン・ヒルズ紋別
（医法）優仁会 介護老人保健施設　サンライズ留萌 80サンライズ留萌
（社福）札幌慈啓会 慈啓会　老人保健施設 107慈啓会老人保健施設
（医法）聖仁会 介護老人保健施設 ジョイウェルス桔梗 31ジョイウェルス桔梗
別海町 別海町老人保健施設　すこやか 94すこやか
上砂川町 上砂川町介護老人保健施設 成寿苑 5成寿苑
（医法）耕仁会 介護老人保健施設　セージュ新ことに 90セージュ新ことに
（医法）耕仁会 介護老人保健施設　セージュ山の手 18セージュ山の手
（社福）根室恵徳会 介護老人保健施設　セラピーこざくら 115セラピーこざくら
（医法）北翔会 介護老人保健施設　札幌北翔館「そとこと」 89そとこと
（医法）臨生会 介護老人保健施設　そよかぜ館 75そよかぜ館
（社福）天寿会 介護老人保健施設　そよ風の里 165そよ風の里
（医法）社団幾生会 介護老人保健施設　そらちの郷 53そらちの郷
（医法）讃生会 介護老人保健施設 月形緑苑 19月形緑苑
（医法）東札幌病院 厚別老人保健施設　ディ・グリューネン 41ディ・グリューネン
（社福）手稲ロータス会 老人保健施設　手稲あんじゅ 82手稲あんじゅ
（医法）社団明山会 道南森ロイヤルケアセンター 114道南森ロイヤルケアセンター
（公益財団法）北海道医療団 介護老人保健施設　とかち 71とかち
（医法）徳洲会 介護老人保健施設　徳洲苑なえぼ 120徳洲苑なえぼ
（社医法）延山会 老人保健施設　苫小牧健樹園 1苫小牧健樹園
豊浦町 豊浦町介護老人保健施設 126豊浦町介護老人保健施設
（医法）重仁会 介護老人保健施設　ナーシングヴィラ大谷地 30ナーシングヴィラ大谷地
（社福）釧路町富喜会 介護老人保健施設　ナーシングホームコスモス 47ナーシングホームコスモス
（社福）滝川市社会福祉事業団 滝川市老人保健施設　ナイスケアすずかけ 110ナイスケアすずかけ
（社医法）博友会 介護老人保健施設 博寿苑 25博寿苑
（医法）タナカメディカル 介護療養型老人保健施設　博友会 155博友会
（社福）北海道済生会 小樽老人保健施設　はまなす 57はまなす
（社福）札幌恵友会 介護老人保健施設　茨戸アカシアハイツ 11茨戸アカシアハイツ
（医法）はるにれ 介護老人保健施設　はるにれ 135はるにれ
（社福）宮の沢福祉会 介護老人保健施設　ぴあケアさくら 130ぴあケアさくら
（社福）緑星の里 老人保健施設　東胆振ケアセンター 104東胆振ケアセンター
（医法）社団英仁会 介護老人保健施設　虹ヶ丘 122虹ヶ丘
（社福）旭川福祉事業会 老人保健施設　ひだまりの里 95ひだまりの里
（医法）函館友愛会 老人保健施設　響の杜 92響の杜
（医法）社団豊生会 介護老人保健施設　ひまわり 98ひまわり
（公社）地域医療振興協会 池田町小規模介護老人保健施設　ぴりか 166ぴりか
（医法）歓生会 老人保健施設　フェニックス 54フェニックス
（医法）社団栄会 介護老人保健施設　フォーシーズン真駒内 150フォーシーズン真駒内
（医法）社団栄会 介護老人保健施設　フォーシーズン南３４条 172フォーシーズン南３４条
（医法）社団栄会 介護老人保健施設　フォーシーズン山鼻 162フォーシーズン山鼻
（医法）資生会 介護老人保健施設　福住の丘 167福住の丘
（医法）交雄会 介護老人保健施設　プライムいくたはら 43プライムいくたはら
（医法）交雄会 介護老人保健施設　プライムそうべつ 12プライムそうべつ
（社福）幸清会 介護老人保健施設　プライムヘルシータウン湘南 42プライムヘルシータウン湘南
（社医法）愛心館 介護老人保健施設　プラットホーム 169プラットホーム
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（社福）道社会事業協会 介護老人保健施設　ふらの 85ふらの
（医法）社団恵心会 旭川老人保健施設 ふれあい 4ふれあい
（社福）杜の会 介護老人保健施設　平和の杜 65平和の杜
（医法）北翔会 介護老人保健施設　豊平北翔館　豊翔の郷 148豊翔の郷
（医法）北翔会 介護老人保健施設　北翔館 28北翔館
（医法）いずみ会 介護老人保健施設　北星館 79北星館
（医法）北武会 介護老人保健施設　ほくと 38ほくと
（社医法）母恋 老人保健施設　母恋 61母恋
（社医法）孝仁会 老人保健施設　星が浦 111星が浦
（社医法）共栄会 介護老人保健施設　ぼだい樹 73ぼだい樹
独立行政法人地域医療機能推進機構 北海道病院附属介護老人保健施設 134JCHO北海道
（医法）三愛会 老人保健施設　ボヌゥール士別 44ボヌゥール士別
美瑛町 美瑛町老人保健施設　ほの香 109ほの香
（医法）北翔会 介護老人保健施設　清田北翔館　まいあの里 159まいあの里
（医法）双葉会 老人保健施設　マイトリーおたる 52マイトリーおたる
（医法）社団恵庭南病院 介護老人保健施設　マオイの里 142マオイの里
（社福）緑陽会 介護老人保健施設　みどりの苑 7みどりの苑
（社福）砂川福祉会 砂川介護老人保健施設　みやかわ 121みやかわ
（医法）社団仁友会 介護老人保健施設　みやびの森 138みやびの森
（医法）北晨会 介護老人保健施設　恵み野ケアサポート 59恵み野ケアサポート
（社医法）社団三草会 介護老人保健施設　もえれパークサイド 55もえれパークサイド
（社福）鹿追恵愛会 介護老人保健施設　もみじの里 143もみじの里
（社福）函館厚生院 介護老人保健施設　もも太郎 100もも太郎
日高町 日高町立介護老人保健施設　門別愛生苑 93門別愛生苑
（医法）やわらぎ会 介護老人保健施設　やわらぎ苑上磯 103やわらぎ苑上磯
（医法）やわらぎ会 介護老人保健施設　やわらぎ苑西桔梗 160やわらぎ苑西桔梗
（医法）萌祐会 介護老人保健施設　ゆあみーる 145ゆあみーる
（医法）やわらぎ 介護老人保健施設　ゆう 37ゆう
（社福）北海道友愛福祉会 介護老人保健施設 友愛ナーシングホーム 17友愛ナーシングホーム
（医法）社団豊生会 介護老人保健施設　夕張 151夕張
（社医法）高橋病院 介護老人保健施設　ゆとりろ 99ゆとりろ
黒松内町 介護老人保健施設　湯の里・黒松内 128湯の里黒松内
（医法）社団健志会 介護老人保健施設　よいち 129よいち
（医法）社団苫仁会 介護老人保健施設　ライフスプリング桜木 108ライフスプリング桜木
（社医法）　恵和会 介護老人保健施設　ライフふくまつ 124ライフふくまつ
（医法）社団展望会 老人保健施設　ライフほしおき 84ライフほしおき
（社医法）禎心会 介護老人保健施設　ら・ぱーす 144ら・ぱーす
（社医法）禎心会 老人保健施設　ら・ぷらーさ 113ら・ぷらーさ
（医法）勉仁会 介護老人保健施設 ラポール東小樽 9ラポール東小樽
利尻富士町 利尻島老人保健施設 131利尻島老人保健施設
（社福）雨竜ことぶき会 妹背牛町老人保健施設　りぶれ 51りぶれ
（社福）恵和福祉会 介護老人保健施設 緑風 20緑風
（社医法）社団三草会 介護老人保健施設　りらく 106りらく
（医法）愛全会 介護老人保健施設 リラコート愛全 3リラコート愛全
（医法）富田病院 介護老人保健施設 ロイヤルヒルズ日吉 27ロイヤルヒルズ日吉
（医法）豊慈会 介護老人保健施設　老健くしろ 60老健くしろ
（社福）釧路創生会 介護老人保健施設　老健たいよう 112老健たいよう
（医法）英生会 老健  のっぽろ 147のっぽろ
（医法）社団白樺会 介護老人保健施設　麓華苑 136麓華苑


