
第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

代表者（法人名）社会福祉法人○○会 沖縄県那覇市泉崎1-2-2　　※法人住所 098-○○○-○○○○

事業所 特別養護老人ホーム○○苑 沖縄県那覇市首里金城町1-2　　※事業所住所 098-○○○-○○○○

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇首里石嶺町四丁目373番地1 098-884-3173

事業所 介護老人福祉施設宮古厚生園 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-7 0980-72-2422

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇首里石嶺町四丁目373番地1 098-884-3173

事業所 宮古厚生園短期入所生活介護事業所 沖縄県宮古島市平良字西仲宗根745-7 0980-72-2422

代表者（法人名）社会福祉法人　容山会 沖縄県国頭郡国頭村字辺戸名1692番地 0980-41-2270

事業所 特別養護老人ホーム　北斗園 沖縄県国頭郡国頭村字辺戸名1692番地 0980-41-2270

代表者（法人名）社会福祉法人　容山会 沖縄県国頭郡国頭村字辺戸名1692番地 0980-41-2270

事業所 北斗園　ショートステイ事業所 沖縄県国頭郡国頭村字辺戸名1692番地 0980-41-2270

代表者（法人名）社会福祉法人転生会 沖縄県島尻郡八重瀬町字安里670番地 098-998-7652

事業所 特別養護老人ホーム転生園 沖縄県島尻郡八重瀬町字安里670番地 098-998-7652

代表者（法人名）社会福祉法人転生会 沖縄県島尻郡八重瀬町字安里670番地 098-998-7652

事業所 転生園指定短期入所生活介護事業所 沖縄県島尻郡八重瀬町字安里670番地 098-998-7652

 代表者（法人名） 社会福祉法人一心福祉会  沖縄県国頭郡大宜味村字津波1971-35 0980-44-2288

 事業所  特別養護老人ホームやんばるの家  沖縄県国頭郡大宜味村字津波1971-35 0980-44-2288

 代表者（法人名） 社会福祉法人一心福祉会  沖縄県国頭郡大宜味村字津波1971-35 0980-44-2288

 事業所  やんばるの家　短期入居生活介護事業所  沖縄県国頭郡大宜味村字津波1971-35 0980-44-2288

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇首里石嶺町四丁目373番地1 0980-52－3283

事業所 介護老人福祉施設　名護厚生園 沖縄県名護市宮里五丁目４番２９号 0980-52－3283

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇首里石嶺町四丁目373番地1 0980-52－3283

事業所 名護厚生園　短期入所生活介護事業所 沖縄県名護市宮里五丁目４番２９号 0980-52－3283

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄松楓会 沖縄県石垣市字宮良１１３１番地の２ 0980-86-8316

事業所 特別養護老人ホームなごみの里 沖縄県石垣市字宮良１１３１番地の２ 0980-86-8316

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄松楓会 沖縄県石垣市字宮良１１３１番地の２ 0980-86-8316

事業所 なごみの里短期入所生活介護 沖縄県石垣市字宮良１１３１番地の２ 0980-86-8316

代表者（法人名）社会福祉法人　南島会 沖縄県島尻郡与那原町字与那原３７８２番地の１ 098-946-5138

事業所 特別養護老人ホーム　与那原日の出園 沖縄県島尻郡与那原町字与那原３７８２番地の１ 098-946-5138

代表者（法人名）社会福祉法人　南島会 沖縄県島尻郡与那原町字与那原３７８２番地の１ 098-946-5138

事業所 与那原日の出園ショートステイセンター 沖縄県島尻郡与那原町字与那原３７８２番地の１ 098-946-5138

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇首里石嶺町四丁目373番地1 098-884-3173

事業所 介護老人福祉施設　八重山厚生園 沖縄県石垣市新川１７４０－２ 0980-82-2334

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇首里石嶺町四丁目373番地1 098-884-3173

事業所 八重山厚生園短期入所生活介護事業所　 沖縄県石垣市新川１７４０－２ 0980-82-2334

代表者（法人名）社会福祉法人　幸仁会 沖縄県中頭郡嘉手納町字久得２４２－２ 098-957-3000

事業所 特別養護老人ホーム　比謝川の里 沖縄県中頭郡嘉手納町字久得２４２－２ 098-957-3000

代表者（法人名）社会福祉法人　幸仁会 沖縄県中頭郡嘉手納町字久得２４２－２ 098-957-3000

事業所 短期入所生活介護事業所比謝川の里 沖縄県中頭郡嘉手納町字久得２４２－２ 098-957-3000

代表者（法人名）社会福祉法人　がじゅまる会 沖縄県中頭郡西原町字掛保久３４６ 098-945-0028

事業所 介護老人福祉施設　守礼の里 沖縄県中頭郡西原町字掛保久３４６ 098-945-0028

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000240へ移動。

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000230へ移動。

①
④(胃ろうのみ)

平成27年3月18日

平成29年9月1日平成24年12月27日

4710000110

4710000120

平成27年3月18日

平成24年9月28日

4710000130 平成27年3月18日 ○

平成24年9月28日

4710000170

4710000160

①
④(胃ろうのみ)

平成24年10月31日

平成24年12月27日

4710000100 平成24年10月9日 ①・②・③・④・⑤ 平成24年10月9日○

4710000140

4710000050 平成24年8月29日

平成24年10月9日

○

 ○

4710000090 平成24年10月9日 ○

 ○

4710000060 平成24年8月29日

4710000080  平成24年8月1日

①
④（胃ろうのみ）

①
④(胃ろうのみ)

①○

○

○

○

○

○

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

4710000040 平成24年7月23日 ①
④(胃ろうのみ)

①
④(胃ろうのみ)

平成24年6月29日

①
④(胃ろうのみ)

平成○○年○月○日

平成24年7月23日

平成24年7月1日

(記載例)
　471○○○○○○0

平成○○年○月○日

4710000030 平成24年7月23日

4710000020 平成24年6月29日

4710000010

平成24年7月1日

平成24年4月1日

平成24年7月23日

4710000070  平成24年8月1日

平成24年4月1日①

4710000150 平成24年12月27日

平成24年12月27日

①・②・③・④・⑤

①
④(胃ろうのみ)

①
④(胃ろうのみ)

平成24年10月1日

平成24年10月1日

平成27年3月18日

○ ①
④(胃ろうのみ)

①・②・③・④・⑤

○

○

○

○

平成29年9月1日①・②・③・④・⑤○

4710000180 平成24年10月31日

4710000190 平成26年3月28日 ○

○ ①
④(胃ろうのみ)

平成24年10月31日

①
④(胃ろうのみ)

平成26年3月28日

平成24年10月31日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）社会福祉法人　がじゅまる会 沖縄県中頭郡西原町字掛保久３４６ 098-945-0028

事業所 介護老人福祉施設　守礼の里（短期入所生活介護事業） 沖縄県中頭郡西原町字掛保久３４６ 098-945-0028

代表者（法人名）社会福祉法人　喜寿会 沖縄県南城市佐敷字小谷２３８－１ 098-947-0990

事業所 特別養護老人ホーム小谷園 沖縄県南城市佐敷字小谷２３８－１ 098-947-0990

代表者（法人名）社会福祉法人　喜寿会 沖縄県南城市佐敷字小谷２３８－１ 098-947-0990

事業所 小谷園ショートステイ 沖縄県南城市佐敷字小谷２３８－１ 098-947-0990

代表者（法人名）社会福祉法人　おきなわ長寿会 沖縄県沖縄市字登川1403番地 098-939-4165

事業所 特別養護老人ホームおきなわ長寿苑 沖縄県沖縄市字登川1403番地 098-939-4165

代表者（法人名）社会福祉法人　育賛会 沖縄県うるま市石川嘉手苅961番地17 098-965-4152

事業所 特別養護老人ホーム　楽寿園 沖縄県うるま市石川嘉手苅961番地17 098-965-4152

代表者（法人名）社会福祉法人　育賛会 沖縄県うるま市石川嘉手苅961番地17 098-965-4152

事業所 短期入所生活介護事業所　楽寿園 沖縄県うるま市石川嘉手苅961番地17 098-965-4152

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄偕成会 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目390番地 098-886-2845

事業所 特別養護老人ホーム　首里偕成園 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目389番地 098-886-3400

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄偕成会 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目390番地 098-886-2845

事業所 首里偕成園　指定短期入所生活介護事業所 沖縄県那覇市首里石嶺町4丁目389番地 098-886-3400

代表者（法人名）社会福祉法人　麗峰会 沖縄県国頭郡伊江村東江前２３０３－１ 0980-49-5502

事業所 特別養護老人ホーム　いえしま 沖縄県国頭郡伊江村東江前２３０３－１ 0980-49-5502

代表者（法人名）社会福祉法人　麗峰会 沖縄県国頭郡伊江村東江前２３０３－１ 0980-49-5502

事業所 短期入所生活介護事業所　いえしま 沖縄県国頭郡伊江村東江前２３０３－１ 0980-49-5502

代表者（法人名）日本赤十字社沖縄県支部 沖縄県那覇市与儀1-3-1 098-862-4321

事業所 安謝特別養護老人ホーム 沖縄県那覇市安謝２丁目１５番地２号 098-862-4321

代表者（法人名）日本赤十字社沖縄県支部 沖縄県那覇市与儀1-3-1 098-862-4321

事業所 短期入所生活介護安謝特別養護老人ホーム 沖縄県那覇市安謝２丁目１５番地２号 098-862-4321

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 098-884-3173

事業所 介護老人福祉施設　具志川厚生園 沖縄県うるま市字天願１９８３番地 098-972-6677

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団 沖縄県那覇市首里石嶺町４－３７３－１ 098-884-3173

事業所 具志川厚生園短期入所生活介護事業所 沖縄県うるま市字天願１９８３番地 098-972-6677

代表者（法人名）社会福祉法人以和貴会 沖縄県南城市玉城字喜良原535番地 098-948-7631

事業所 特別養護老人ホーム朝日の家 沖縄県南城市玉城字喜良原535番地 098-948-7631

代表者（法人名）社会福祉法人以和貴会 沖縄県南城市玉城字喜良原535番地 098-948-7631

事業所 特別養護老人ホーム朝日の家短期入所生活介護 沖縄県南城市玉城字喜良原535番地 098-948-7631

代表者（法人名）社会福祉法人ゆうなの会 沖縄県那覇市首里大名町1丁目43番地2 098-886-5070

事業所 特別養護老人ホーム大名 沖縄県那覇市首里大名町1丁目43番地2 098-885-1186

代表者（法人名）社会福祉法人ゆうなの会 沖縄県那覇市首里大名町1丁目43番地2 098-886-5070

事業所 ショートステイ大名 沖縄県那覇市首里大名町1丁目43番地2 098-885-1186

代表者（法人名）社会福祉法人　愛の園福祉会 沖縄県糸満市字大里９２７番地の２ 098-995-2500

事業所 特別養護老人ホームいとまんシャトー 沖縄県糸満市字大里９２７番地の２ 098-995-2500

代表者（法人名）社会福祉法人　愛の園福祉会 沖縄県糸満市字大里９２７番地の２ 098-995-2500

事業所 いとまんシャトー　ショートステイ 沖縄県糸満市字大里９２７番地の２ 098-995-2500

4710000290 平成24年11月20日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成24年12月1日

4710000280 平成24年11月20日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成24年12月1日

平成26年4月30日○ ①
④(胃ろうのみ)

4710000270 平成26年4月30日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成26年4月30日

4710000260 平成26年4月30日

4710000330 平成24年11月30日 ○ ①・②・④・⑤ 平成24年12月1日 平成28年5月1日

平成24年12月1日 平成28年5月1日

4710000310 平成26年4月1日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成26年4月1日

平成26年4月1日

4710000370 平成24年12月26日 ○ ①・②・④ 平成24年12月1日 平成26年1月21日

○ ①
④(胃ろうのみ)

4710000300 平成26年4月1日

4710000320 平成24年11月30日 ○ ①・②・④・⑤

○ ①
④(胃ろうのみ)

4710000350 平成24年11月30日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成24年12月1日

平成24年12月1日

○

①・②・④・⑤

平成24年12月1日 平成26年1月21日○ ①・②・④

①・②・④・⑤

○

4710000380 平成26年2月4日

4710000340 平成24年11月30日

4710000360 平成24年12月26日

平成26年2月4日 平成28年9月1日

平成28年9月1日平成26年2月4日

4710000250 平成24年11月16日 ○ ①・②・④ 平成24年11月16日 平成26年5月12日

①・②・④ 平成26年5月12日

○4710000210 平成24年11月9日

○

平成24年11月9日 ○

○

4710000200 平成26年3月28日 ①
④(胃ろうのみ)

平成24年11月9日

平成24年11月16日

平成26年3月28日

①
④(胃ろうのみ)

4710000230 平成24年10月31日

4710000240 平成24年11月16日 ○

4710000390 平成26年2月4日

平成24年11月1日 平成27年12月1日

平成24年11月9日4710000220

①・②・④

①
④(胃ろうのみ)



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）社会福祉法人　千尋会 沖縄県島尻郡南風原町字新川５３８番地 098-888-0591

事業所 特定有料老人ホーム　むつみ寮 沖縄県島尻郡南風原町字新川５３８番地 098-888-0591

代表者（法人名）社会福祉法人　千尋会 沖縄県島尻郡南風原町新川４７０番地の１ 098-888-0591

事業所 介護老人福祉施設　嬉の里 沖縄県島尻郡南風原町新川４７０番地の１ 098-888-0591

代表者（法人名）社会福祉法人　千尋会 沖縄県島尻郡南風原町新川４７０番地の１ 098-888-0591

事業所 介護老人福祉施設　嬉の里　短期入所生活介護 沖縄県島尻郡南風原町新川４７０番地の１ 098-888-0591

代表者（法人名）社会福祉法人　共恵会 沖縄県名護市字親川５７１番地 0980-58-1631

事業所 特別養護老人ホーム　瑞穂の郷 沖縄県名護市字親川５７１番地 0980-58-1631

代表者（法人名）社会福祉法人　共恵会 沖縄県名護市字親川５７１番地 0980-58-1631

事業所 指定短期入所生活介護事業所　瑞穂の郷 沖縄県名護市字親川５７１番地 0980-58-1631

代表者（法人名）社会福祉法人　常盤会 沖縄県国頭郡本部町字谷茶３１０番地 0980-47-3644

事業所 特別養護老人ホーム　本部園 沖縄県国頭郡本部町字谷茶３１０番地 0980-47-3644

代表者（法人名）社会福祉法人　常盤会 沖縄県国頭郡本部町字谷茶３１０番地 0980-47-3644

事業所 本部園短期入所生活介護事業所 沖縄県国頭郡本部町字谷茶３１０番地 0980-47-3644

代表者（法人名）社会福祉法人　敬愛会 沖縄県宮古島市伊良部字長浜1025－3 0980-78-5111

事業所 特別養護老人ホーム　松風園 沖縄県宮古島市伊良部字長浜1025－3 0980-78-5111

代表者（法人名）社会福祉法人　敬愛会 沖縄県宮古島市伊良部字長浜1025－3 0980-78-5111

事業所 老人短期入所事業　松風園 沖縄県宮古島市伊良部字長浜1025－3 0980-78-5111

代表者（法人名）社会福祉法人　賢儀天寿会 沖縄県うるま市字昆布1832番地６３７ 098-972-5000

事業所 特別養護老人ホーム平和の村 沖縄県うるま市字昆布1832番地６３７ 098-972-5000

代表者（法人名）社会福祉法人　賢儀天寿会 沖縄県うるま市字昆布1832番地６３７ 098-972-5000

事業所 平和の村　短期入所生活介護事務所 沖縄県うるま市字昆布1832番地６３７ 098-972-5000

代表者（法人名）医療法人　アガペ会 沖縄県北中城村字大城311番地 098-935-5858

事業所 介護老人保健施設　若松苑 沖縄県北中城村字大城327番地 098-935-5858

代表者（法人名）医療法人　アガペ会 沖縄県北中城村字大城311番地 098-935-5858

事業所 介護老人保健施設　若松苑短期入所療養介護 沖縄県中頭郡北中城村字大城327番地 098-935-5858

代表者（法人名）社会医療法人　仁愛会 沖縄県浦添市伊祖四丁目16番１号 098--878-1675

事業所 介護老人保健施設　アルカディア 沖縄県浦添市伊祖四丁目16番１号 098--878-1675

代表者（法人名）社会医療法人　仁愛会 沖縄県浦添市伊祖四丁目16番１号 098--878-1675

事業所 介護老人保健施設アルカディア通所リハビリテーション 沖縄県浦添市伊祖四丁目16番１号 098-878-1675

代表者（法人名）社会福祉法人　憲寿会 沖縄県島尻郡八重瀬町字当銘３７８番地１ 098-998-8899

事業所 特別養護老人ホーム　ときわ苑 沖縄県島尻郡八重瀬町字当銘３７８番地１ 098-998-8899

代表者（法人名）社会福祉法人　憲寿会 沖縄県島尻郡八重瀬町字当銘３７８番地１ 098-998-8899

事業所 短期入所ホーム ときわ苑 沖縄県島尻郡八重瀬町字当銘３７８番地１ 098-998-8899

代表者（法人名）社会福祉法人　中陽福祉会 沖縄県うるま市与那城屋慶名1410番地 098-978-5566

事業所 特別養護老人ホーム　あやはし苑 沖縄県うるま市与那城屋慶名1410番地 098-978-5566

代表者（法人名）社会福祉法人　中陽福祉会 沖縄県うるま市与那城屋慶名1410番地 098-978-5566

事業所 ショートステイ　あやはし苑 沖縄県うるま市与那城屋慶名1410番地 098-978-5566

代表者（法人名）社会福祉法人　いなほ会 沖縄県中頭郡中城村字添石３６３番地 098-895-4407

事業所 特別養護老人ホーム　春華園 沖縄県中頭郡中城村字添石３６３番地 098-895-4407

4710000480 平成25年5月13日 ○

4710000500 平成25年7月5日 ○

○平成25年5月13日4710000470

4710000460 平成25年3月29日 ○ ①・②・④

4710000450 平成25年3月29日

4710000440 平成25年3月29日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年4月1日

平成25年4月1日○ ①・②・④

4710000430 平成25年3月29日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

4710000420 平成25年3月11日

平成29年6月1日

①・②・④

①・②・④・⑤平成25年3月11日 ○ 平成25年3月1日4710000400

平成25年4月1日

4710000410 平成25年3月11日 ○

○ ①・②・④ 平成25年3月1日

平成25年7月5日

平成25年7月5日

平成25年3月1日

平成25年5月13日 平成30年1月9日

平成25年4月1日

①②④⑤

平成25年5月13日 平成30年1月9日①②④⑤

○

4710000510

4710000560

4710000520

4710000490 平成25年7月5日 ○

○

平成25年7月29日①・②・③・④・⑤

平成25年7月3日

平成25年7月2日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年7月3日

①
④(胃ろうのみ)

①
④(胃ろうのみ)

4710000530 平成25年7月29日 ○

平成25年7月3日 ①・②・④（胃ろうの
み）

平成25年7月3日 ①・②・④（胃ろうの
み）

4710000540 平成25年7月29日 ○ ①・②・③・④・⑤ 平成25年7月29日

4710000570 平成25年7月19日 ○ ①・②・④・⑤

4710000580 平成25年7月19日 ○ ①・②・④・⑤

4710000550 平成25年7月2日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成25年7月19日 令和2年5月25日

平成25年7月19日 令和2年5月25日

4710000590 平成25年7月29日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年7月29日



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）社会福祉法人　いなほ会 沖縄県中頭郡中城村字添石３６３番地 098-895-4407

事業所 特別養護老人ホーム春華園短期入所生活介護 沖縄県中頭郡中城村字添石３６３番地 098-895-4407

代表者（法人名）社会福祉法人　明和会 沖縄県豊見城市字金良８８番地 098-850-1200

事業所 介護老人福祉施設　良長園 沖縄県豊見城市字金良８８番地 098-850-1200

代表者（法人名）社会福祉法人　明和会 沖縄県豊見城市字金良８８番地 098-850-1200

事業所 良長園　短期入所生活介護事業所 沖縄県豊見城市字金良８８番地 098-850-1200

代表者（法人名）社会福祉法人　おもと会 沖縄県豊見城市字渡嘉敷１５０番地 098-851-0101

事業所 特別養護老人ホーム　すみれ 沖縄県豊見城市字渡嘉敷１５０番地 098-851-0101

代表者（法人名）社会福祉法人　おもと会 沖縄県豊見城市字渡嘉敷１５０番地 098-851-0101

事業所 短期入所生活介護　すみれ 沖縄県豊見城市字渡嘉敷１５０番地 098-851-0101

代表者（法人名）医療法人　愛和会 沖縄県中頭郡西原町字池田７５７番地 098-946-2000

事業所 介護老人保健施設　池田苑 沖縄県中頭郡西原町字池田７５７番地 098-946-2000

代表者（法人名）医療法人　愛和会 沖縄県中頭郡西原町字池田７５７番地 098-946-2000

事業所 介護老人保健施設　池田苑　短期入所療養介護 沖縄県中頭郡西原町字池田７５７番地 098-946-2000

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄偕生会 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３９０番地 098-886-2845

事業所 特別養護老人ホーム　那覇偕生園 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３９０番地 098-886-2845

代表者（法人名）社会福祉法人　祥永会 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味１８７５－１ 098-956-2000

事業所 特別養護老人ホーム　読谷の里 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味１８７５－１ 098-956-2000

代表者（法人名）社会福祉法人　祥永会 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味１８７５－１ 098-956-2000

事業所 読谷の里ショートステイ指定短期入所生活介護 沖縄県中頭郡読谷村字座喜味１８７５－１ 098-956-2000

代表者（法人名）社会福祉法人　粟国福祉会 沖縄県島尻郡粟国村字東１７９６番地 098-988-2082

事業所 特別養護老人ホーム　あぐに 沖縄県島尻郡粟国村字東１７９６番地 098-988-2082

代表者（法人名）社会福祉法人　粟国福祉会 沖縄県島尻郡粟国村字東１７９６番地 098-988-2082

事業所 あぐに指定短期入所生活介護事業所 沖縄県島尻郡粟国村字東１７９６番地 098-988-2082

代表者（法人名） 沖縄県福祉事業共同組合  沖縄県豊見城市字翁長８６９番地 098-891-6541

事業所  介護付有料老人ホームとよさき  沖縄県豊見城市字翁長８６９番地 098-891-6566

代表者（法人名）社会福祉法人　久仙会 沖縄県島尻郡久米島町字兼城１４６４番地５ 098-985-4569

事業所 特別養護老人ホーム　くめしま 沖縄県島尻郡久米島町字兼城１４６４番地５ 098-985-4569

代表者（法人名）社会福祉法人　久仙会 沖縄県島尻郡久米島町字兼城１４６４番地５ 098-985-4569

事業所 短期入所生活介護事業所　くめしま 沖縄県島尻郡久米島町字兼城１４６４番地５ 098-985-4569

代表者（法人名）社会福祉法人　高洋会 沖縄県中頭郡北谷町字吉原265番地 098-936-3565

事業所 介護老人福祉施設　陽明園 沖縄県中頭郡北谷町字吉原265番地 098-936-3565

代表者（法人名）社会福祉法人　高洋会 沖縄県中頭郡北谷町字吉原265番地 098-936-3565

事業所 陽明園指定短期入所生活介護事業所 沖縄県中頭郡北谷町字吉原265番地 098-936-3565

代表者（法人名）社会福祉法人　松籟会 沖縄県名護市宇茂佐1873番地の1 0980-53-1934

事業所 特別養護老人ホーム　かりゆしぬ村 沖縄県名護市宇茂佐1873番地の1 0980-53-1934

代表者（法人名）社会福祉法人　松籟会 沖縄県名護市宇茂佐1873番地の1 0980-53-1934

事業所 特別養護老人ホームかりゆしぬ村短期入所生活介護 沖縄県名護市宇茂佐1873番地の1 0980-53-1934

代表者（法人名）社会福祉法人　榕樹会 沖縄県沖縄市与儀3丁目5番10号 098-932-9376

事業所 特別養護老人ホーム一条園 沖縄県沖縄市与儀3丁目5番10号 098-932-9376

○4710000730

4710000690 平成25年10月24日

 平成26年1月28日  ○

4710000760 平成26年3月24日

○

○

4710000720

平成25年10月24日

平成25年8月2日

平成25年9月11日

4710000740 平成26年3月13日

4710000710

4710000680 平成25年10月24日 ○

4710000750 平成26年3月24日

平成26年3月24日

①
④(胃ろうのみ)

○ ①
④(胃ろうのみ)

平成26年3月13日

平成25年9月11日4710000610 平成25年9月11日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

○ ①
④(胃ろうのみ)

○ ①
④(胃ろうのみ)

4710000600 平成25年8月2日

○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年8月16日

4710000620 平成25年9月11日

4710000650 平成25年9月4日

4710000630 平成25年8月16日

4710000640 平成25年8月16日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年9月4日 ○ ①・②・④

○ ①・②・④

平成25年8月16日

平成25年9月4日

○ ①・②・④ 平成25年10月24日

①・②・④

平成25年9月4日4710000660

4710000670 平成25年10月24日

4710000700 平成25年11月14日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年11月14日

○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年10月24日

①
④(胃ろうのみ)

①
④(胃ろうのみ)

 ①,②,④  平成26年1月28日  平成28年5月1日

平成26年4月24日

平成26年4月24日

平成26年4月24日

平成26年3月24日

平成25年11月14日 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成25年11月14日

平成26年4月24日

○

①
④(胃ろうのみ)

平成26年3月13日 平成26年3月13日

4710000770

4710000780 ○

①
④(胃ろうのみ)

4710000790 平成26年10月31日 ○ ①②
④(胃ろうのみ)

平成26年10月31日 平成29年10月31日



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）社会福祉法人　榕樹会 沖縄県沖縄市与儀3丁目5番10号 098-932-9376

事業所 沖縄一条園短期入所生活介護事業所 沖縄県沖縄市与儀3丁目5番10号 098-932-9376

代表者（法人名）株式会社りゅうせきケアプロ 沖縄県那覇市小禄１丁目２番地２１号 090-851-3032

事業所 介護付有料老人ホーム　特定施設ひまわり 沖縄県那覇市小禄１丁目２番地２１号 090-851-3032

代表者（法人名）医療法人安心会 沖縄県沖縄市高原５丁目１５番１１号 098-939-5256

事業所 愛聖有料老人ホームシンフォニー 沖縄県沖縄市海邦１丁目１５番２５号 098-923-1771

代表者（法人名）社会福祉法人　善隣福祉会 沖縄県宜野湾市大山３丁目31番1号 098-897-8231

事業所 特別養護老人ホーム　愛誠園 沖縄県宜野湾市大山３丁目31番1号 098-897-8231

代表者（法人名）社会福祉法人　善隣福祉会 沖縄県宜野湾市大山３丁目31番1号 098-897-8231

事業所 短期入所生活介護事業所　愛誠園 沖縄県宜野湾市大山３丁目31番1号 098-897-8231

代表者（法人名）株式会社和 沖縄県宮古島市字下里2793-1 0980-75-5556

事業所 介護付有料老人ホームアットホームこころ 沖縄県宮古島市字下里2793-1 0980-75-5556

代表者（法人名）社会福祉法人ゆうなの会 沖縄県那覇市首里大名町1丁目43番地2 098-886-5070

事業所 特別養護老人ホーム谷茶の丘．雅みやび 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1919番地7 098-966-2323

代表者（法人名）社会福祉法人ゆうなの会 沖縄県那覇市首里大名町1丁目43番地2 098-886-5070

事業所 ショートステイたんちゃの丘．雅みやび 沖縄県国頭郡恩納村谷茶1919番地7 098-966-2323

代表者（法人名）社会福祉法人　善隣福祉会 沖縄県宜野湾市大山３丁目31番1号 098-897-8231

事業所 特別養護老人ホーム　白浜の里愛誠園 沖縄県宜野湾市字宇地泊857番地 098-943-1199

代表者（法人名）社会福祉法人　善隣福祉会 沖縄県宜野湾市大山３丁目31番1号 098-897-8231

事業所 短期入所生活介護事業所　白浜の里愛誠園 沖縄県宜野湾市字宇地泊857番地 098-943-1199

代表者（法人名）社会福祉法人　立命会 沖縄県南城市知念字久手堅275番地１ 098-948-7060

事業所 特別養護老人ホーム　しらゆりの園 沖縄県南城市知念字久手堅275番地１ 098-948-7060

代表者（法人名）社会福祉法人　立命会 沖縄県南城市知念字久手堅275番地１ 098-948-7060

事業所 しらゆりの園短期入所生活介護事業所 沖縄県南城市知念字久手堅275番地１ 098-948-7060

代表者（法人名）医療法人 禄寿会 那覇市小禄547番地の1 098-857-1789

事業所 介護老人保健施設　禄寿園 那覇市小禄1丁目30番45号 098-857-6225

代表者（法人名）医療法人 禄寿会 那覇市小禄547番地の1 098-857-1789

事業所 介護老人保健施設禄寿園　短期入所療養介護 那覇市小禄1丁目30番45号 098-857-6225

代表者（法人名）社会福祉法人 いぜな会 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地51 0980-45-2273

事業所 特別養護老人ホーム　チヂン園 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地51 0980-45-2273

代表者（法人名）社会福祉法人　いぜな会 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地51 0980-45-2273

事業所 短期入所生活介護　チヂン園 沖縄県島尻郡伊是名村字仲田1687番地51 0980-45-2273

代表者（法人名）ゆい　株式会社 沖縄県宮古島市伊良部字前里添467番地１ 0980-74-5660

事業所 さらはま　ヘルパーステーション 沖縄県宮古島市伊良部字前里添467番地１ 0980-74-5660

代表者（法人名）社会福祉法人　緑樹会 沖縄県沖縄市胡屋7丁目２番１０号 098-930-2525

事業所 特別養護老人ホーム　緑樹苑 沖縄県沖縄市胡屋７丁目２番１０号 098-930-2525

代表者（法人名）社会福祉法人　緑樹会 沖縄県沖縄市胡屋７丁目２番１０号 098-930-2525

事業所 緑樹苑短期入所生活介護事業所 沖縄県沖縄市胡屋７丁目２番１０号 098-930-2525

 代表者（法人名） 沖縄医療生活協同組合  沖縄県豊見城市字真玉橋593番地の１ 098-856-3107

 事業所  介護老人保健施設　かりゆしの里  沖縄県南風原町字山川256の2 098-835-6607

4710000800

①
④(胃ろうのみ)

①
④(胃ろうのみ)

平成27年3月17日

①
④(胃ろうのみ)

○

4710000840 平成26年7月1日

4710000870

4710000880

○

4710000850 平成26年7月30日

○

平成29年10月31日○

○ ①
④(胃ろうのみ)

平成27年5月1日

平成26年6月1日 令和2年2月17日

4710000830 ○ ①
④(胃ろうのみ)

平成26年7月1日

平成26年8月19日

○

○

平成26年5月30日

①・②・④ 平成26年7月1日

平成26年11月17日

平成26年7月1日

○

平成26年7月1日

平成26年11月17日

平成26年10月31日

平成26年12月17日

平成26年12月17日

①
④(胃ろうのみ)

平成26年7月30日

①
④(胃ろうのみ)

①
④(胃ろうのみ)

平成26年8月19日

平成26年8月19日

①・②・④4710000810

4710000820

平成26年10月31日

平成26年7月1日

①②
④(胃ろうのみ)

平成27年1月14日

平成26年12月17日

平成26年12月17日

平成26年11月17日

①
④(胃ろうのみ)

○

○

○

①
④(胃ろうのみ)

○

○

①・②・③・④・⑤

4710000890

4710000860

平成26年8月19日

4710000920

4710000930

平成26年11月17日4710000900

4710000910

平成27年1月14日

4710000960 平成27年3月17日 ○

○

○

4710000940

4710000950 平成27年3月23日

平成27年3月23日

4710000970 平成27年3月23日 ○

4710000980 平成27年3月23日

4710000990  平成27年3月24日  ○

①・②・④・⑤

平成27年1月14日

○

①・②・④

①・②・④

 平成27年3月24日

平成27年3月23日

平成27年3月23日

平成27年1月14日

平成27年3月23日

①
④(胃ろうのみ)

 ①・②・④

平成27年3月23日

①
④(胃ろうのみ)

令和3年4月1日
法人移管に伴い辞退



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）社会福祉法人 沖縄偕生会 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３９０番地番地 098-886-2844

事業所 特別養護老人ホーム　沖縄偕生園 沖縄県糸満市小波蔵３２１番地 098-852-4100

代表者（法人名）社会福祉法人 沖縄偕生会 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３９０番地番地 098-886-2844

事業所 特別養護老人ホーム沖縄偕生園　短期入所生活介護 沖縄県糸満市小波蔵３２１番地 098-852-4100

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄にじの会 沖縄県那覇市古波蔵4丁目10番5号 098-851-7275

事業所 特別養護老人ホーム知花の里 沖縄県沖縄市知花5丁目23番16号 098-923-5020

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄にじの会 沖縄県那覇市古波蔵4丁目10番5号 098-851-7275

事業所 特別養護老人ホーム知花の里 短期入所生活介護 沖縄県沖縄市知花5丁目23番16号 098-923-5020

代表者（法人名）社会福祉法人まつみ福祉会 沖縄県豊見城市平良188番地23 098－850－7050

事業所 小規模多機能型居宅介護事業所花日和２号館 沖縄県那覇市古波蔵1丁目30番1号 098－851－7487

代表者（法人名）沖縄医療生活協同組合 沖縄県豊見城市真玉橋593番地１ 098－856－3107

事業所 那覇民主診療所　有料老人ホーム 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号 098－880－9620

代表者（法人名）沖縄医療生活協同組合 沖縄県豊見城市真玉橋593番地１ 098－856－3107

事業所 那覇民主診療所　通所リハビリテーション 沖縄県那覇市松尾2丁目17番34号 098－880－9620

代表者（法人名）合資会社　湯果報 沖縄県沖縄市園田二丁目19番6号 098－932－0766

事業所 ゆがふ通所介護　越来 沖縄県沖縄市越来一丁目14番6号 098－921－1270

代表者（法人名）社会医療法人　友愛会 沖縄県豊見城市字上田25番地 098－856－4707

事業所 介護老人保健施設　友愛園 沖縄県豊見城市字上田25番地 098－856－4707

代表者（法人名）沖縄医療生活協同組合 沖縄県豊見城市字真玉橋593番地の１ 098-856-3107

事業所 糸満協同診療所　有料老人ホーム 沖縄県糸満市潮崎町2丁目1番地10号 098-851-8433

代表者（法人名）株式会社　糸満てぃんさぐの家 沖縄県糸満市字照屋1258番地１ 098-994-2222

事業所 デイサービス糸満てぃんさぐの家 沖縄県糸満市字照屋1258番地１ 098-994-2222

代表者（法人名）有限会社　ライジング 沖縄県那覇市鏡原町26番26鏡原マンション100 098-852-0305 H30.1.17

事業所 有料老人ホーム　サンライズ 沖縄県那覇市鏡原町26番26鏡原マンション100 098-852-0305 ③・⑤を追加

代表者（法人名）有限会社　ライジング 沖縄県那覇市鏡原町26番26鏡原マンション100 098-852-0305 H30.1.17

事業所 有料老人ホーム　サンライズ２号館 沖縄県那覇市鏡原町26番17 098-851-7465 ③・⑤を追加

代表者（法人名）社会福祉法人与勝福祉会 沖縄県うるま市勝連南風原4902番地 098-978-2629

事業所 特別養護老人ホーム与勝の里 沖縄県うるま市勝連南風原4902番地 098-978-2629

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄コロニー 沖縄県浦添市宮城四丁目９番17号 098-877-3344

事業所 特別養護老人ホームありあけの里 沖縄県浦添市前田997番地 098-877-5047

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄コロニー 沖縄県浦添市宮城四丁目９番17号 098-877-3344

事業所 短期入所生活介護ありあけの里 沖縄県浦添市前田997番地 098-877-5047

代表者（法人名）社会福祉法人大立福祉会 沖縄県宮古島市下地字嘉手苅660番地の２ 0980-76-3330

事業所 介護老人福祉施設しもじ長生園 沖縄県宮古島市下地字嘉手苅660番地の２ 0980-76-3330

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄コロニー 沖縄県浦添市宮城四丁目９番17号 098－877－5047

事業所 特別養護老人ホーム第二ありあけの里 沖縄県浦添市仲西二丁目４番21号 098－875－2800

代表者（法人名） 有限会社　シニアネットワーク研究所  沖縄県豊見城市字翁長869番地 098-891-6191

事業所  サービス付き高齢者向け住宅　とよさき２号館  沖縄県豊見城市字与根323番地 098-891-6541

代表者（法人名）社会福祉法人おきなわ長寿会 沖縄県沖縄市字登川1403番地 098－939－4165

事業所 短期入所生活介護　おきなわ長寿苑 沖縄県沖縄市字登川1403番地 098－939－4165
平成27年12月1日4710001190 平成27年12月1日 ○ ①・②・④

平成27年9月16日 ○4710001120

4710001180  平成27年12月24日  ○

4710001170

 平成28年2月1日 ①・②・④

①・④（胃ろうのみ） 平成27年12月1日

平成27年4月1日

①・②・④

①・②・③・④・⑤

①・②・③・④・⑤

平成27年11月4日

平成27年7月1日

平成27年11月1日

4710001080 平成27年4月1日

平成27年6月25日

平成27年9月16日

平成27年9月16日

○

4710001090

○

平成27年12月1日 ○

4710001160 平成27年11月1日 ○

4710001110

4710001150 平成27年11月27日 ○

平成27年9月16日

○4710001140 平成27年11月27日

○

①・②・④

①・②・④○

4710001130 平成27年11月4日 ○

4710001100 平成27年6月25日 ○

平成27年6月30日 ○

①
④(胃ろうのみ)

平成27年4月1日 ○

平成27年3月31日○

平成27年3月27日

平成27年3月27日

4710001030 平成27年3月31日

4710001000

平成27年3月31日4710001020

○

4710001010 平成27年3月27日 ○

平成27年3月27日

平成27年3月31日

①・②・④

①・②・④

①
④(胃ろうのみ)

4710001070 平成27年5月1日 ○

4710001040 平成27年4月1日

4710001060 平成27年4月1日 ○

4710001050

平成27年4月1日

平成27年4月1日

①・④（胃ろうのみ）

①・④（胃ろうのみ）

平成27年12月1日

平成27年12月1日

平成27年4月1日

平成27年5月1日

①・②・③・④・⑤

①・④（胃ろうのみ）

①・②・④　

①・④（胃ろうのみ）

　　　　①・②・④

　　　　①・②・④

平成30年5月31日
（事業所廃止）



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）株式会社　響心 沖縄県名護市字川上254番地１ 0980-58-3715 H30.7.25

事業所 有料老人ホーム　響の家 沖縄県名護市字川上254番地１ 0980-58-3715 ②⑤追加

代表者（法人名）社会福祉法人喜寿会 沖縄県宜野湾市赤道二丁目７番２号 098－892－1333

事業所 特別養護老人ホーム　福寿園 沖縄県宜野湾市赤道二丁目７番２号 098－892－1333

代表者（法人名） 医療法人鳥伝白川会  沖縄県宮古島市平良字西仲宗根1496番地７ 0980-76-2788

事業所  ゴン（看護小規模多機能型居宅介護）  沖縄県宮古島市平良字西仲宗根1496番地７ 0980-76-2788

代表者（法人名）社会福祉法人　金武あけぼの会 沖縄県国頭郡金武町字伊芸1292-１ 098-968-4486

事業所 特別養護老人ホーム　光が丘 沖縄県国頭郡金武町字伊芸1292-１ 098-968-4486

代表者（法人名）株式会社　サンライフケア　 那覇市銘苅3丁目17番22号 098-864-1165

事業所 有料老人ホーム　サンライフ新都心 那覇市銘苅3丁目17番22号 098-864-1165

代表者（法人名）株式会社きよらか 沖縄県那覇市首里鳥堀町三丁目111番地 098-885-3760

事業所 きよらかデイサービスセンター鳥堀 沖縄県那覇市首里鳥堀町四丁目107番地 098-885-3760

代表者（法人名）社会福祉法人まつみ福祉会 沖縄県豊見城市字高嶺395番地44 098-850-7050

事業所 介護老人保健施設　桜山荘 沖縄県豊見城市字高嶺111番地 098-856-1111

代表者（法人名）社会福祉法人まつみ福祉会 沖縄県豊見城市字高嶺395番地44 098-850-7050

事業所 介護老人保健施設　桜山荘　短期入所療養介護 沖縄県豊見城市字高嶺111番地 098-856-1111

代表者（法人名）合資会社　湯果報 沖縄県沖縄市園田２丁目19番６号 098-932-0766

事業所 ゆがふ通所介護事業所 沖縄県うるま市天願1508番地１ 098-972-7780

代表者（法人名）社会福祉法人　おもと会 沖縄県那覇市安里一丁目７番３号 098-867-7010

事業所 特別養護老人ホーム　おもと園 沖縄県那覇市天久1000番地 098-867-7010

代表者（法人名）有限会社　パロス 八重瀬町字屋宜原167-1 098-998-0815

事業所 住宅型有料老人ホーム　ちぶみやえせ 八重瀬町字屋宜原167-1　2階、3階 098-998-0816

代表者（法人名）株式会社　つむかぎ 沖縄県宮古島市平良字西里709番地１（106号） 0980-72-9788

事業所 訪問介護事業所つむかぎ 沖縄県宮古島市平良字西里709番地１（106号） 0980-72-9788

代表者（法人名）医療法人　徳洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1－1200 06-6346-2888

事業所 宮古島徳洲会　訪問介護事業所 沖縄県宮古島市平良字松原552番地１ 0980－73－1100

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市古波蔵四丁目10番５号大蔵マンション103号 098－851－7275

事業所 特別養護老人ホームゆがふ苑 沖縄県那覇市山下町５番30号 098－996－2200

代表者（法人名）医療法人　琉心会 沖縄県名護市字屋部468番地の1 0980-53-7777

事業所 高齢者ハウスりゅうしん 沖縄県名護市大東3-20-14 0980-51-0022

代表者（法人名）下地診療所合同会社 沖縄県宮古島市下地字上地634－1 0980-74-7878

事業所 グループホーム来間 沖縄県宮古島市下地字来間189番地3 0980-74-7250

代表者（法人名）社会福祉法人　喜寿会 沖縄県南城市佐敷字小谷238番地１ 098－947－0990

事業所 小谷園指定訪問介護センター 沖縄県南城市佐敷字小谷238番地１ 098－947－0990

代表者（法人名）社会福祉法人　麗峰会 沖縄県那覇市首里山川町一丁目91番地１　ｸﾞﾗﾝｼｬﾄﾚｸﾚｽﾃｨｰﾋﾙ801 098-884-2358

事業所 特別養護老人ホームつじまち 沖縄県那覇市辻二丁目27番１号 098-866-7200

代表者（法人名）医療法人和泉会 沖縄県うるま市字栄野比1150番地 098-972-7123

事業所 介護老人保健施設いずみ苑 沖縄県うるま市字栄野比1150番地 098-972-7123

代表者（法人名）社会福祉法人おもと会 沖縄県那覇市天久1000番地 098-860-0507

事業所 ホームヘルパーステーションおもと園 沖縄県那覇市安里一丁目７番３号　７階 098-860-0507

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000100へ移動。

平成28年11月1日○4710001390

平成28年7月1日

平成28年5月1日

①･②･③･④･⑤ 平成28年5月1日

平成28年6月1日

①・②・④

平成28年6月1日

①･②･③･④･⑤

①･②･③･④･⑤

①･②･③･④･⑤

平成28年5月1日

平成28年5月1日

4710001350 平成28年6月1日

4710001340 平成28年6月6日 ○

○

○

平成28年5月1日

平成28年4月1日

①・②・④ 平成28年4月1日

平成28年5月15日

①・②・④

①・②・④

①・②・④

①・②・④

①・④（胃ろうのみ）

①・④（胃ろうのみ）

4710001290 平成28年5月1日 ○

4710001270 平成28年3月22日 ○

平成28年5月10日

4710001230 平成27年12月1日 ○

4710001240

4710001220  平成28年2月1日

平成28年1月25日

4710001210 平成27年10月1日 ○

4710001200

平成27年10月1日

平成28年1月1日 ○ ①・②・④・⑤ 平成28年1月1日

 ○

①・②・④

①・④（胃ろうのみ） 平成28年2月1日

平成28年2月1日○

平成27年12月1日

平成28年2月1日 ○

4710001300 平成28年4月28日 ○

4710001280

4710001260 平成28年3月22日

○

○

4710001330 平成28年5月1日 ○

4710001310 平成28年4月28日 ○

4710001320 平成28年5月1日

4710001250

4710001360 平成28年6月14日 ○

平成28年8月29日

①・③

①・②・④平成28年8月1日 ○

①・②・④4710001370

4710001380

①･②･③･④･⑤

平成28年4月1日

平成28年8月1日

平成28年4月1日 ○

平成28年9月1日

平成28年7月1日

平成29年4月20日

平成29年3月22日



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）社会福祉法人おもと会 沖縄県那覇市安里一丁目７番３号 098-860-0507

事業所 訪問入浴サービスセンターおもと園 沖縄県那覇市安里一丁目７番３号　７階 098-860-0507

代表者（法人名）医療法人おもと会 沖縄県那覇市安里1丁目７番３号 098-861-5050

事業所 サービス付き高齢者向け住宅かみはら 沖縄県那覇市寄宮1丁目9番5 098-855-7100

代表者（法人名）医療法人沖縄徳洲会 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間80番地 098－998－3221

事業所 特定施設みやとく 沖縄県宮古島市平良字松原552番地2 0980-74-2826

代表者（法人名）医療法人福寿会 沖縄県中頭郡西原町字徳佐田159番地１ 098-946-2111

事業所 グループホーム　クローバー 沖縄県中頭郡西原町字翁長591番地 098-943-2111

代表者（法人名）医療法人福寿会 沖縄県中頭郡西原町字徳佐田159番地１ 098-946-2111

事業所 介護老人保健施設　西原敬愛園 沖縄県中頭郡西原町字徳佐田159番地１ 098-946-2111

代表者（法人名）結心合同会社 沖縄県宮古島市平良字西里1090番地12 0980-75-5527

事業所 訪問介護事業所　結心 沖縄県宮古島市平良字西里1090番地12 0980-75-5527

代表者（法人名）社会福祉法人立命会 沖縄県南城市知念字久手堅275番地１ 098-948-7060

事業所 しらゆりの園地域密着型特別養護老人ホームおおざと 沖縄県南城市大里古堅820番地１ 098-917-0624

代表者（法人名）社会福祉法人立命会 沖縄県南城市知念字久手堅275番地１ 098-948-7060

事業所 しらゆりの園短期入所生活介護事業所おおざと 沖縄県南城市大里古堅820番地１ 098-917-0624

代表者（法人名）医療法人おもと会 沖縄県宜野湾市字嘉数四丁目４番10号 098-935-1000

事業所 グループホームさくら 沖縄県宜野湾市字嘉数四丁目４番10号 098-898-1010

 代表者（法人名） 有限会社　ヘルスサポート  沖縄県那覇市安里三丁目1番47号 098-941-0070

 事業所  有料老人ホーム　健寿の杜  沖縄県那覇市安里三丁目1番47号 098-941-0070

代表者（法人名）株式会社　糸満てぃんさぐの家 沖縄県糸満市字照屋1258番地１ 098-994-2222

事業所 有料老人ホーム　糸満てぃんさぐの家 沖縄県糸満市字照屋1258番地１ 098-994-2222

代表者（法人名）医療法人　博心会 沖縄県浦添市牧港三丁目１番１号 098-873-0717

事業所 介護老人保健施設エメロードてだこ苑 沖縄県浦添市牧港三丁目１番１号 098-873-0717

代表者（法人名）医療法人　博心会 沖縄県浦添市牧港三丁目１番１号 098-873-0717

事業所 介護老人保健施設エメロードてだこ苑
短期入所生活介護事業所

沖縄県浦添市牧港三丁目１番１号 098-873-0717

代表者（法人名）社会福祉法人　乙羽会 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底222番地 0980-56-3881

事業所 特別養護老人ホーム乙羽園 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底222番地 0980-56-3881

代表者（法人名）社会福祉法人　乙羽会 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底222番地 0980-56-3881

事業所 乙羽園　指定短期入所生活介護事業所 沖縄県国頭郡今帰仁村字天底222番地 0980-56-3881

代表者（法人名）合同会社ひまわり 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1539番地 0980-78-5123

事業所 ケアサービスえがお訪問介護事業所 沖縄県宮古島市伊良部字佐和田1539番地 0980-78-5123

代表者（法人名）医療法人おもと会 沖縄県那覇市安里一丁目７番３号 098-851-0100

事業所 訪問介護ステーションおもととよみの杜 沖縄県豊見城市字渡嘉敷150番地 098-851-0106

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄中央福祉会 沖縄県中頭郡北中城村字仲順544番地1

事業所 有料老人ホーム　彩風の杜　なは 沖縄県那覇市松川3丁目19番46 098-833-9818

代表者（法人名）医療法人　沖縄徳洲会 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間80番地 098-998-0760

事業所 介護付有料老人ホーム　徳洲苑かふう 沖縄県島尻郡八重瀬町字外間80番地 098-998-0760

代表者（法人名）有限会社　陽気 沖縄県南城市佐敷字津波古399番地 098-852-5255

事業所 ＨＯＭＥいこい 沖縄県南城市佐敷字津波古1354-1の2 098-852-5339

①・②・④・⑤ 平成28年12月1日

4710001480 平成28年12月8日 ○

①・②・④

①・②・④

平成28年12月8日

①・②・④ 平成28年12月8日

4710001460 平成28年12月8日 ○

4710001470 平成28年12月8日 ○

4710001450 平成28年12月1日 ○

○

4710001400 平成28年8月29日

4710001440 平成28年11月30日 ○

○

平成28年9月1日

4710001430

4710001410 平成28年10月7日

①・②

4710001420 平成28年10月15日 平成28年10月15日

○

4710001500 平成27年6月25日 ○ ①・②・④ 平成27年6月25日

平成28年11月1日平成28年10月31日 ○

①･②･③･④･⑤ 平成28年12月1日

 ①・②・④

平成28年12月8日

4710001490  平成29年2月7日  ○

①・②・④ 平成28年9月15日

①･②･③･④･⑤

①・②・③・④

4710001510 平成29年3月30日 ○ ①・②・④ 平成29年4月1日

4710001520 平成29年3月30日 ○ ①・②・④ 平成29年4月1日

4710001570 平成29年6月1日 ○ ①・②・③・④ 平成29年6月1日

4710001530 平成29年5月1日 ○ ①・④（胃ろうのみ） 平成29年4月1日

4710001550 平成29年4月4日 ○ ①･②･③･④･⑤ 平成29年4月4日

4710001540 平成29年5月1日 ○ ①・④（胃ろうのみ） 平成29年4月1日

4710001560 平成29年5月1日 ○ ①・②・④ 平成29年5月1日

4710001580 平成29年6月1日 ○ ①・②・④ 平成29年6月1日

4710001590 平成29年6月15日 ○ ①・④ 平成29年6月15日

平成30年1月1日

令和2年6月30日

平成29年6月19日

R3.8.24
(対象者がいないことによ

り辞退)



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名） 株式会社　松竜会  沖縄県那覇市曙2丁目8番29 098-863-2225

事業所  有料老人ホーム　海の家  沖縄県那覇市曙2丁目8番29 098-863-2225

代表者（法人名）合同会社　ウエラ 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目9番14 098-893-2888

事業所 住宅型有料老人ホーム　よつ葉の里 沖縄県宜野湾市宜野湾3丁目9番14 098-893-2888

代表者（法人名）合同会社にぬふぁぶし 沖縄県宮古島市平良字久貝913番地３

事業所 デイサービスはねじ（パイパイ） 沖縄県宮古島市平良字下里818番地１　１階 0980-79-0147

代表者（法人名） 株式会社　ライフテラスうらにし  沖縄県浦添市西原5丁目45番2号 098-878-1184

事業所  住宅型有料老人ホーム　いやしの邦  沖縄県浦添市西原5丁目45番2号 098-878-1184

代表者（法人名）一般社団法人あたらす福祉 沖縄県宮古島市平良字下里695番地３　２階北 0980-72-9757

事業所 小規模多機能型居宅介護事業所　ぷくんみ 沖縄県宮古島市城辺新城606番地 0980-77-7064

代表者（法人名）有限会社　ランド 沖縄県うるま市みどり町四丁目2番29号 098-989-6615

事業所 住宅型有料老人ホーム　おもろの郷 沖縄県うるま市安慶名3丁目4番23 098-972-7222

代表者（法人名）合同会社SYMケアサポート 沖縄県うるま市具志川2436番地 098-989-8592

事業所 SYMデイサービスセンター煌（きらり） 沖縄県うるま市具志川2436番地 098-989-8592

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄コロニー 沖縄県浦添市宮城四丁目９番17号 098-877-3344

事業所 軽費老人ホーム　ケアハウスありあけの里 沖縄県浦添市前田1158番地 098-877-5046

代表者（法人名）医療法人おもと会 沖縄県宜野湾市嘉数四丁目４番10号 098-898-1010

事業所 小規模ホームこすもす 沖縄県宜野湾市嘉数四丁目４番10号 098-897-2887

代表者（法人名）医療法人おもと会 沖縄県宜野湾市嘉数四丁目４番10号 098-898-1010

事業所 介護老人保健施設ぎのわんおもと園 沖縄県宜野湾市嘉数四丁目４番10号 098-898-1010

代表者（法人名）合同会社SYMケアサポート 沖縄県うるま市具志川2436番地 098-989-8592

事業所 有料老人ホーム　SYMシルバーハウス縁（ゆかり） 沖縄県うるま市具志川2436番地 098-989-8592

代表者（法人名）社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団 沖縄県中頭郡北中城村字島袋1393番地 098-933-1166

事業所 特別養護老人ホーム愛の村 沖縄県中頭郡北中城村字島袋1393番地 098-933-1166

代表者（法人名）社会福祉法人琉球キリスト教奉仕団 沖縄県中頭郡北中城村字島袋1393番地 098-933-1166

事業所 短期入所生活介護事業所愛の村 沖縄県中頭郡北中城村字島袋1393番地 098-933-1166

代表者（法人名）医療法人アカシア会 沖縄県宮古島市平良字下里５番地 0980-73-2161

事業所 介護老人保健施設シルバーケア悠悠 沖縄県宮古島市下地字嘉手苅660番地１ 0980-74-7000

代表者（法人名）医療法人アカシア会 沖縄県宮古島市平良字下里５番地 0980-73-2161

事業所 シルバーケア悠悠短期入所療養介護 沖縄県宮古島市下地字嘉手苅660番地１ 0980-74-7000

代表者（法人名）医療法人おもと会 沖縄県那覇市安里一丁目７番３号 098-862-1000

事業所 ホームヘルパーステーション古島 沖縄県那覇市古島二丁目26番１号 098-885-0111

代表者（法人名）社会福祉法人乙羽会 沖縄県那覇市国場３２６番地 098-851-9301

事業所 特別養護老人ホーム　グリーンハウス国場 沖縄県那覇市国場３２６番地 098-851-9301

代表者（法人名）社会福祉法人乙羽会 沖縄県那覇市国場３２６番地 098-851-9301

事業所 グリーンハウス国場 短期入所生活介護事業所 沖縄県那覇市国場３２６番地 098-851-9301

代表者（法人名）社会福祉法人憲章会 沖縄県南城市大里字大城1392番地 098-946-2051

事業所 特別養護老人ホーム東雲の丘 沖縄県南城市大里字大城1392番地 098-946-2051

代表者（法人名）医療法人　光和会 沖縄県沖縄市山里1丁目4番15号 098-933-1331

事業所 介護付有料老人ホーム　ハウス竹園 沖縄県沖縄市諸見里3丁目41番36号 098-923-0551

4710001730 平成30年2月1日 ○ ①・②・③・④・⑤ 平成30年2月1日

平成29年10月18日

4710001720 平成29年9月1日 ○ ①・②
④(胃ろうのみ)

平成29年9月1日 平成29年10月18日

4710001710 平成29年9月1日 ○ ①・②
④(胃ろうのみ)

平成29年9月1日

4710001700 平成29年9月1日 ○ ①・④（胃ろうのみ） 平成29年9月1日

4710001690 平成29年9月13日 ○ ①・②・④ 平成29年9月13日

4710001680 平成29年8月29日 ○ ①・②・④ 平成29年8月29日

平成29年8月30日 ○ ①・②・④・⑤ 平成29年9月1日 平成31年2月1日

4710001660 平成29年8月23日 ○ ①・④（胃ろうのみ） 平成29年9月1日

4710001670

4710001600  平成29年6月22日  ○ 登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000160へ移動。

4710001620 平成29年6月30日 ○ ①・②・③・④・⑤ 平成29年7月1日

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000150へ移動。

平成29年6月1日 平成29年6月1日①・②・③・④・⑤

4710001640 平成29年7月27日 ○ ①・②・③・④・⑤

 平成29年8月1日  ○

平成29年8月21日 ○ ①・④ 平成29年8月21日

平成29年8月1日

令和1年8月5日

4710001740 平成30年2月1日 ○

○4710001610

4710001630

4710001650

①・②・③・④・⑤ 平成30年2月1日

4710001750 平成30年2月20日 ○ ①・②・④ 平成30年2月20日

4710001760 平成29年10月20日 ○ ①・④（胃ろうのみ） 平成29年4月1日

4710001770 平成30年3月9日 ○ ①・④（胃ろうのみ） 平成29年4月1日

4710001780 平成30年6月11日 ○ ①②④⑤ 平成30年4月1日

4710001790 平成30年6月13日 ○ ①④⑤ 平成30年6月11日



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）有限会社　はっぴー 沖縄県南城市玉城字船越766番地の3 098-882-6170

事業所 有料老人ホーム　はっぴー 沖縄県南城市玉城字前川593番地1 098-948-1220

代表者（法人名）医療法人　おもと会 沖縄県那覇市安里１丁目７番３号 098-862-1000

事業所 デイサービスセンター　かみはら 沖縄県那覇市寄宮１丁目９番地の５ 098-855-5375

代表者（法人名） 医療法人　おもと会  沖縄県那覇市安里１丁目７番３号 098-862-1000

事業所  ホームヘルパーステーション　かみはら  沖縄県那覇市寄宮１丁目９番地の５ 098-855-5371

代表者（法人名）医療法人　おもと会 沖縄県那覇市安里１丁目７番３号 098-862-1000

事業所 小規模多機能ホーム　すずらん 沖縄県那覇市寄宮１丁目９番地の５ 098-855-5377

代表者（法人名）医療法人　おもと会 沖縄県那覇市安里１丁目７番３号 098-862-1000

事業所 グループホーム　たんぽぽ 沖縄県那覇市寄宮１丁目９番地の５ 098-855-5378

代表者（法人名）医療法人　おもと会 沖縄県那覇市安里１丁目７番３号 098-862-1000

事業所 介護老人保健施設　はまゆう 沖縄県豊見城市渡嘉敷150番地 098-851-0102

代表者（法人名）株式会社　かがやき 沖縄県豊見城市字高嶺321番地の１ 098-850-2345

事業所 有料老人ホーム　かがやきの城 沖縄県豊見城市字高嶺321番地の１ 098-856-2455

代表者（法人名）株式会社　偕生ケアサービス 沖縄県那覇市小禄1丁目11番1号 098-859-3553

事業所 介護付有料老人ホーム　鏡原偕生園 沖縄県那覇市小禄1丁目11番3号 098-859-3553

代表者（法人名）有限会社　ハートサポートプラン 沖縄県沖縄市上地2丁目9番5号　みやす商事ビル1階 098-923-0821

事業所 有料老人ホーム　大樹 沖縄県沖縄市上地2丁目9番5号　みやす商事ビル1階 098-923-0821

代表者（法人名）医療法人ユカリア沖縄 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那469番地 098-968-3661

事業所 住宅型有料老人ホーム　かんなの里 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那471番地1 098-963-2210

代表者（法人名）株式会社　ふれあい介護センター 沖縄県宜野湾市宜野湾一丁目１番２号 098-896-0567

事業所 グループホームふれあい 沖縄県宜野湾市長田一丁目４番９号 098-896-0247

代表者（法人名）特定医療法人　葦の会 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目356番地 098-886-2311

事業所 介護老人保健施設　オリブ園 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目391番地１ 098-886-0214

代表者（法人名）医療法人　ユカリア沖縄 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那469番地 098-968-3661

事業所 訪問介護ステーション　かんなの里 沖縄県国頭郡宜野座村字漢那471番地１ 098-963-2212

 代表者（法人名） 社会医療法人　葦の会  沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目356番地 098-886-2311

 事業所  通所介護ひまわり  沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目356番地 098-884-8377

代表者（法人名）社会医療法人　葦の会 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目356番地 098-886-2311

事業所 小規模多機能型居宅介護ノア 沖縄県那覇市首里石嶺町２丁目13番地１ 098-885-2771

代表者（法人名）株式会社しまぶくろ 沖縄県那覇市首里山川町３丁目57番地 098-884-5467

事業所 グループホーム愛 沖縄県那覇市繁多川２丁目６番18号 098-835-4664

代表者（法人名）社会福祉法人風信子館 沖縄県那覇市安謝２丁目29番26号 098-840-2581

事業所 特別養護老人ホームはぁとアイランド豊崎 沖縄県豊見城市字豊崎１番地677

代表者（法人名）社会福祉法人風信子館 沖縄県那覇市安謝２丁目29番26号 098-840-2581

事業所 短期入所生活介護事業所ホームはぁとあいらんど豊崎 沖縄県豊見城市字豊崎１番地677

代表者（法人名）株式会社中部サンケアネット 沖縄県沖縄市古謝三丁目12番20号 098-929-3900

事業所 シルバーホーム美浦の郷 沖縄県沖縄市古謝三丁目12番20号 098-979-5033

代表者（法人名）株式会社アルカディア 沖縄県那覇市松尾2丁目17番45号 098-868-1282

事業所 サービス付き高齢者向け住宅　開南ハピヒルズ 沖縄県那覇市松尾2丁目17番45号 098-868-1282

平成31年1月1日

4710001980 平成31年4月1日 ○ ① 令和1年5月1日

平成30年12月21日 ○ ①②④

4710001970 平成30年12月21日 ○ ①②④ 平成31年1月1日

4710001960

4710001890 平成30年11月30日 ○ ①②③④⑤ 平成30年12月1日

4710001850 平成30年9月18日 ○ ①②④ 平成30年9月20日

①②④ 平成30年9月1日

4710001840 平成30年9月10日 ○ ①②④ 平成30年9月20日

平成30年9月1日

 平成30年9月1日 2020/3/31
(事業所廃止）

○

 ○

①②④

 ①②④

平成30年11月20日

4710001810

4710001820

平成30年8月29日

 平成30年8月29日

4710001880 平成30年11月20日 ○ ①④（胃ろうのみ）

4710001830 平成30年8月29日 ○

4710001800 平成30年7月17日 ○ ①②③④ 平成30年8月1日

4710001900 平成30年8月16日 ○ ①・② 平成30年8月16日

4710001910 平成30年12月4日 ○ ①・②・③・④・⑤ 平成30年12月5日

4710001920 平成30年12月12日 ○ ①・②・③・④・⑤ 平成30年12月13日

4710001930  平成30年12月19日  ○  ①・②・③・④・⑤  平成31年1月1日 令和２年７月31日
　(辞退)

4710001940 平成30年12月19日 ○ ①・②・③・④・⑤ 平成31年1月1日

4710001950 平成30年12月21日 ○ ④ 平成30年12月28日

4710001870 平成30年9月26日 ○ ①②④ 平成30年10月1日

4710001860 平成30年9月3日 ○ ①②④ 平成30年9月1日

4710001990 平成31年4月1日 ○ ①②④ 平成31年4月1日



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）株式会社アルカディア 沖縄県那覇市松尾2丁目17番45号 098-868-1282

事業所 認知症対応型共同生活介護ﾊﾋﾟﾕｼ 沖縄県那覇市松尾2丁目17番45号 098-868-1282

代表者（法人名）有限会社青の空 沖縄県南城市玉城字當山8番地1 098-852-6111

事業所 デイサービス陽だまりの丘 沖縄県南城市玉城字當山８番地1 098-852-6111

代表者（法人名）有限会社アンデレ総業 沖縄県宜野湾市喜友名二丁目27番49号 098-878-2818

事業所 介護付有料老人ホーム恵泉浦添 沖縄県浦添市城間4-6-9 098-878-2818

代表者（法人名）合同会社　SunHeart 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良1丁目21－1 098-956-8101

事業所 住宅型有料老人ホームサンハート 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良1丁目21－1 098-956-8101

代表者（法人名）（株）きよらか　 沖縄県那覇市首里汀良町３丁目１１１番地 098-887-7979

事業所 首里駅前老人ホーム 沖縄県那覇市首里汀良町３丁目４９番２号 098-887-2121

代表者（法人名）医療法人　德洲会 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1－1200 06－6346－2888

事業所 介護老人保健施設　おきなわ德洲苑 沖縄県沖縄市胡屋６－４－１９ 098-931-1215

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 098-996-2200

事業所 沖縄にじの会　美里ハウス 沖縄県沖縄市美里2丁目27番20号 098-938-9155

代表者（法人名）株式会社真境名 沖縄県那覇市繁多川一丁目15番１号 098-855-2034

事業所 有料老人ホームひまわり 沖縄県那覇市繁多川一丁目15番１号 098-855-2034

代表者（法人名） 医療法人おくまクリニック  沖縄県国頭郡金武町金武4790番地１ 098-967-5017

事業所  有料老人ホーム風雅  沖縄県国頭郡金武町金武4836番地７ 098-968-7780

代表者（法人名）株式会社リンクス 沖縄県那覇市辻二丁目７番６号 098-860-2466

事業所 有料老人ホーム　メディケアハウス寄宮 沖縄県那覇市寄宮３－３－５　　１階 098-894-6662

代表者（法人名）株式会社トータルライフサポート研究所 沖縄県沖縄市松本一丁目11番１号 098-937-3123

事業所 デイサービス　カシータ 沖縄県うるま市字江洲135-3 098-975-3124

代表者（法人名）合同会社SunHeart 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良１丁目２１番地１ 098-956-8101

事業所 デイサービスセンター　サンハート 沖縄県中頭郡嘉手納町屋良１丁目２１番地１ 098-956-8101

代表者（法人名）中部システムサポート株式会社 沖縄県沖縄市八重島2－11－12 098-989-6563

事業所 看護小規模多機能型居宅介護ナーシングケアハウスやえしま 沖縄県沖縄市八重島３丁目12番19号 098-979-5625

代表者（法人名）社会福祉法人おもと会 沖縄県那覇市天久1000番 098-867-7010

事業所 小規模多機能ホーム寄宮 沖縄県那覇市寄宮１丁目16番12号 098-836-2525

代表者（法人名）社会福祉法人おもと会 沖縄県那覇市天久1000番 098-867-7010

事業所 ホームヘルパーステーション寄宮 沖縄県那覇市寄宮１丁目16番12号 098-851-5336

代表者（法人名）社会福祉法人清明会 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1295 098-968-8363

事業所 介護老人福祉施設　でいご園 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶1295 098-968-8363

代表者（法人名）社会福祉法人愛の園福祉会 沖縄県糸満市字大里927番地の２ 098-995-2500

事業所 小規模多機能型居宅介護事業所　かじまやぁぬ花 沖縄県糸満市字糸満1449－３ 098-996-2171

代表者（法人名）医療法人　光和会 沖縄県沖縄市山里１丁目４番15号 098-933-1331

事業所 介護付き有料老人ホーム　たけぞの 沖縄県沖縄市諸見里3丁目41番36号 098-923-0551

代表者（法人名）有限会社ひまわり 沖縄県宮古島市平良字下里217－20 0980-75-0610

事業所 宅老所　うるまじま 沖縄県宮古島市平良字下里217－20 0980-75-0610

代表者（法人名）日南株式会社 沖縄県南城市大里字大城2005番地1 098-917-0358

事業所 デイサービス　なんじょう苑 沖縄県南城市大里字大城2005番地1 098-917-0358

登録簿＜不特定・特定の者を対象とする施設＞
4730000180へ移動。

令和3年1月21日

4710002190 令和3年3月29日 ○ ①②③④⑤ 令和3年5月1日

令和3年1月21日 ○ ①②④

4710002180 令和3年3月2日 ○ ①②③④⑤ 令和3年3月1日

4710002170

4710002160 令和2年12月25日 ○ ①④（胃ろうのみ） 令和2年12月25日

4710002150 ○ ①②③④⑤ 令和２年11月

令和2年10月1日

4710002040 令和元年9月4日 ○ ①②④ 令和元年8月21日

4710002030 令和元年9月2日 ○ ①④ 令和元年9月1日

令和元年 6月20日

4710002000 令和元年5月20日 ○ ①②④ 令和元年5月21日

4710002020 令和元年8月13日 ○ ①②③④⑤ 令和元年8月13日

4710002010

令和元年9月11日 ○ ①②④ 令和元年10月１日

　令和元年6月19 日 ○ ①②④

4710002060 令和元年9月24日 ○ ①②④ 令和元年10月5日

4710002050

4710002070 令和元年12月13日 ○ ①②④ 令和元年12月14日

4710002120 令和2年10月7日 ○ ①②③④ 令和2年10月7日

令和2年10月30日 ○ ①②④ 令和2年10月30日

令和2年12月1日

4710002140 令和2年10月30日 ○ ①②④ 令和2年10月30日

4710002130

4710002080  令和元年9月30日  ○

4710002110 令和2年9月15日 ○ ①②④

4710002090 令和2年3月27日 ○ ①②③④⑤ 令和2年3月27日

4710002100 令和2年6月5日 ○ ①②③④ 令和2年6月6日



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）医療法人沖縄寿光会 沖縄県中頭郡勝連町字南風原3584番地 098-978-5235

事業所 住宅型有料老人ホーム　あっとほーむあまわりの丘 沖縄県中頭郡勝連町字南風原3584番地 098-978-8080

代表者（法人名）医療法人沖縄寿光会 沖縄県中頭郡勝連町字南風原3584番地 098-978-5235

事業所 住宅型有料老人ホーム　あっとほーむきむたかの丘 沖縄県うるま市勝連南風原3601－2番地 098-978-2700

代表者（法人名）医療法人沖縄寿光会 沖縄県うるま市勝連南風原3584番地 098-978-5235

事業所 ハートケアセンター与勝デイサービスセンター 沖縄県うるま市勝連南風原3601番地2 098-978-2703

代表者（法人名）医療法人沖縄寿光会 沖縄県うるま市勝連南風原3584番地 098-978-5235

事業所 与勝病院　通所リハビリ 沖縄県うるま市勝連南風原3584番地 098-978-2700

代表者（法人名）社会医療法人　葦の会 沖縄県那覇市石嶺町4丁目３５６番地 098-886-2311

事業所 小規模多機能ホーム　はれる家 沖縄県那覇市石嶺町4丁目57番地 098-885-8068

代表者（法人名）社会福祉法人　おもと会 沖縄県那覇市天久1000番地 098－862－1000

事業所 デイサービスセンターおもと園 沖縄県那覇市安里1丁目7番3号 098－867－7435

代表者（法人名）有限会社福祉ネットワーク・やえやま 沖縄県石垣市浜崎町２丁目2番地の８ 0980－84－1380

事業所 認知症対応型共同生活介護　あかゆら 沖縄県石垣市浜崎町２－2－10 0980－88－6075

代表者（法人名）有限会社福祉ネットワーク・やえやま 沖縄県石垣市浜崎町２丁目2番地の８ 0980－84－1380

事業所 あかゆら小規模多機能型居宅介護事業所 沖縄県石垣市浜崎町２－2－8 0980－84－1380

代表者（法人名）株式会社　偕生ケアサービス 沖縄県那覇市小禄一丁目11番地1号 098－859－3553

事業所 ヘルパーステーションエスタジオ小禄 沖縄県那覇市宮城一丁目18番地1号 098－858－2277

代表者（法人名）社会福祉法人　沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町５番３０号 098-996-2200

事業所 介護老人保健施設　かりゆしの里 沖縄県南風原町字山川256の2 098-835-6607

代表者（法人名）株式会社  けあさぽ沖縄 沖縄県名護市字宇茂佐の森二丁目8番４ 0980-43-9531

事業所 デイサービスけあさぽ宇茂佐の森 沖縄県名護市字宇茂佐の森二丁目8番４ 0980-43-9532

代表者（法人名）社会福祉法人　彩生会　 沖縄県那覇市安里51番地 098-868-0100

事業所 グループホーム　ももほ 沖縄県那覇市安里51番地 098-868-1002

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 098-996-2200 

事業所 介護付き有料老人ホームわらてぃーだA 沖縄県那覇市国場329番1 098-996-3291

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 098-996-2200 

事業所 介護付き有料老人ホームわらてぃーだB 沖縄県那覇市国場329番1 098-996-3291

代表者（法人名）社会福祉法人沖縄にじの会 沖縄県那覇市山下町5番30号 098-996-2200 

事業所 特別養護老人ホーム　わらてぃーだ 沖縄県那覇市国場329番１ 098-996-3291

代表者（法人名）株式会社ケアサポートセンター絆 沖縄県西原町我謝776-5 098-943-8687

事業所 有料老人ホームきずな 沖縄県西原町我謝776-5 098-943-8687

代表者（法人名）医療法人　太陽会 沖縄県浦添市内間4丁目２３番２１号 098-878-5126

事業所 グループホームてぃだの家うちま 沖縄県浦添市内間4丁目２３番２１号　3階 098-876-7011

代表者（法人名）有限会社　弘春会 沖縄県八重瀬町字後原268番地３ 098-851－9037

事業所 グループホームくしばる 沖縄県八重瀬町字後原268番地３ 098-851－9037

代表者（法人名）株式会社イマイ 沖縄県中頭郡読谷村字大木４６８番地 098-923-3639

事業所 住宅型有料老人ホームステラ 沖縄県読谷村長浜１４４８番地２　NIKI.1階 098-989-7935

代表者（法人名）合同会社　愛らんど 沖縄県国頭郡本部町字野原117番地2 090-5388-2802

事業所 有料老人ホーム　ライフサポートあいらんど 沖縄県国頭郡本部町字謝花68番地 0980-43-7999

代表者（法人名）合同会社　愛らんど 沖縄県国頭郡本部町字野原117番地2 090-5388-2802

事業所 指定訪問介護事業所　あいらんど 沖縄県国頭郡本部町字山川638番地１ 0980－43－7117

代表者（法人名）株式会社　真境名 沖縄県那覇市繁多川一丁目１５番１号 098-855-2034

事業所 デイサービスかすり 沖縄県那覇市繁多川一丁目１５番１号 098-855-2034
令和4年12月1日4710002410 令和4年11月21日 ○ ①②④

4710002400 令和4年11月11日 ○ ①② 令和4年12月1日

4710002390 令和4年9月12日 ○ ①② 令和4年9月12日

4710002380 令和4年8月2日 ○ ①②③④⑤ 令和4年8月2日

4710002370 令和4年7月27日 ○ ①②④ 令和4年8月1日

4710002200 令和3年5月6日 ○ ①②③④⑤ 令和3年5月6日

4710002210 令和3年5月6日 ○ ①②③④⑤ 令和3年5月6日

4710002220 令和3年5月7日 ○ ①②③④⑤ 令和3年5月12日

4710002230 令和3年5月7日 ○ ①②③④⑤ 令和3年5月12日

4710002240 令和3年5月27日 ○ ①②④⑤ 令和3年7月1日

4710002250 令和3年6月29日

4710002260 令和3年8月2日

4710002270 令和3年8月2日

○ ①②④ 令和3年8月1日

○ ①②④ 令和3年8月15日

○ ①②④ 令和3年8月15日

4710002280 令和3年9月27日 ○ ①④ 令和3年10月8日

4710002290 令和3年10月20日 ○ ①・②・④ 令和3年10月1日

4710002300 令和3年11月19日 ○ ①②③④⑤ 令和3年12月1日

4710002310 令和4年1月25日 ○ ①④ 令和4年2月1日

4710002320 令和4年3月10日 ○ ①②
④(胃ろうのみ)

令和4年4月1日

4710002330 令和4年3月10日 ○ ①②
④(胃ろうのみ)

令和4年4月1日

4710002340 令和4年3月14日 ○ ①②
④(胃ろうのみ)

令和4年4月1日

4710002350 令和4年3月27日 ○ ①、②、③ 令和4年3月1日

4710002360 令和4年6月24日 ○ ①②③④⑤ 令和4年7月1日



第２号様式（第２条関係）
登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿：＜不特定多数のものを対象とする事業所＞

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号 実施行為 事業開始年月日登録番号 登録年月日
事業者区分

名称 住所 更新年月日 登録取消年月日

実施行為
①口腔内の喀痰吸引　②鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引
④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養　⑤経鼻経管栄養

代表者（法人名）有限会社スマイルケア 沖縄県浦添市前田547番地 098-917-5365

事業所 住宅型有料老人ホームがじゅまる 沖縄県浦添市前田547番地 098-917-5365

代表者（法人名）株式会社リンクス 沖縄県那覇市寄宮３丁目３番５号１階 098-860-2466

事業所 有料老人ホームメディケアハウス前島 沖縄県那覇市前島2丁目22-8 098-988-0861

令和4年12月12日 ○ ①②③④⑤ 令和4年12月12日4710002420

4710002430 令和4年12月20日 ○ ①②③④⑤ 令和4年12月20日


