第２号様式（第２条関係）

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

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿＜特定の者のみを対象とする事業所＞
事業者区分
登録番号

(記載例)
472○○○○○○0

4720000010

登録年月日

平成○○年○月○日

登録喀痰吸引等
事業者

名称

登録特定行為
事業者
○

代表者（法人名）社会福祉法人○○会
事業所

平成25年2月28日

○

代表者（法人名） 沖縄医療生活協同組合
事業所

4720000020

平成25年5月16日

○

平成25年5月16日

○

平成25年7月2日

○

平成25年8月14日

○

平成25年11月20日

○

平成25年11月21日

○

平成26年2月20日

○

平成26年3月20日

○

平成26年3月25日

○

平成26年4月8日

○

平成26年5月2日

○

平成26年5月2日

○

平成26年9月2日

○

平成26年10月8日

○

平成26年10月8日

○

平成26年11月12日

○

平成27年1月7日

○

平成27年1月28日

○

ホームヘルパーステーション願寿ぬ森

代表者（法人名）株式会社 こころ
事業所

4720000190

住宅型有料老人ホームゆうらく寿

代表者（法人名）医療法人 だいわ会
事業所

4720000180

有料老人ホーム 和

代表者（法人名） 有限会社寿ランド
事業所

4720000170

デイサービスなんくる識名

代表者（法人名） 有限会社なんくる
事業所

4720000160

サンサンデイサービス

代表者（法人名）有限会社なんくる
事業所

4720000150

生協美里ハウス

代表者（法人名）合同会社 サンサン
事業所

4720000140

有料老人ホーム(住宅型）結まーる

代表者（法人名） 沖縄医療生活協同組合
事業所

4720000130

有料老人ホーム とうやまの家

代表者（法人名）有限会社ひさみつ
事業所

4720000120

有料老人ホーム レイクビュー

代表者（法人名）有限会社 青の空
事業所

4720000110

すこやかヘルパーステーション

代表者（法人名）合資会社 秀水
事業所

4720000100

デイサービス浦西

代表者（法人名）有限会社 やすらぎ
事業所

4720000090

デイサービスティーダ 開南

代表者（法人名）合資会社あんど
事業所

4720000080

グループホーム虹の家

代表者（法人名）有限会社 にぬふぁ
事業所

4720000070

有料老人ホーム 健寿の杜

代表者（法人名）有限会社介護センターかんな
事業所

4720000060

住宅型有料老人ホーム おり鶴館

代表者（法人名） 有限会社 ヘルスサポート
事業所

4720000050

ヘルパーステーションなごみ

代表者（法人名） 株式会社 生立
事業所

4720000040

生協安謝ハウス

代表者（法人名）医療法人 愛和会
事業所

4720000030

○○訪問介護事業所

ライフサポートこころの家

代表者（法人名）特定非営利活動法人和みの里
事業所

小規模多機能型居宅介護事業所和みの里

沖縄県那覇市泉崎1-2-2

住所

電話番号

※法人住所

098-○○○-○○○○

沖縄県那覇市首里金城町1-2

※事業所住所

098-○○○-○○○○

沖縄県豊見城市字真玉橋５９３番地の１

098-856-3107

沖縄県 那覇市安謝２５０番地

098-861-9315

沖縄県中頭郡西原町字池田７５７番地

098-946-2000

沖縄県中頭郡西原町字池田７５７番地

098-946-2000

沖縄県那覇市首里石嶺町２丁目４１番地１号

098-887-7979

沖縄県那覇市首里鳥堀町４丁目１０７番地

098-885-3760

沖縄県那覇市安里三丁目1番47号

098-941-0070

沖縄県那覇市安里三丁目1番47号

098-941-0070

沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1953番地1

098-968-3933

沖縄県国頭郡宜野座村字漢那1953番地1

098-968-3933

沖縄県浦添市屋富祖２丁目２４番２号

098-988-4171

沖縄県那覇市樋川２丁目１番３５号

098-855-0085

沖縄県浦添市屋富祖２丁目２４番２号

098-988-4171

沖縄県浦添市当山2丁目10番10号

098-871-1544

沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７２５番地１

0980-78-6116

沖縄県宮古島市伊良部字佐和田１７２５番地１

0980-78-6116

沖縄県宜野湾市真栄原３丁目７番７号

098-897-1891

沖縄県那覇市古波蔵4丁目13番27号

098-834-0019

沖縄県南城市玉城字當山８番地１

098-852-6111

沖縄県南城市玉城字當山８番地１

098-948-7204

沖縄県浦添市屋富祖2-20-14

098-879-2573

沖縄県浦添市屋富祖2-20-14

098-879-2573

沖縄県豊見城市字真玉橋５９３番地の１

098-856-3107

沖縄県沖縄市美里２丁目２７番２０号

098-938-9155

沖縄県沖縄市南桃原二丁目11番8号2階

098-989-4030

沖縄県沖縄市松本917番地

098-989-4030

沖縄県那覇市繁多川5丁目20番12号

098-987-7911

沖縄県那覇市繁多川5丁目20番12号

098-987-7911

沖縄県那覇市繁多川5丁目20番12号

098-987-7911

沖縄県那覇市繁多川5丁目20番12号

098-987-7911

沖縄県島尻郡南風原町字宮平４９９

098-889-5774

沖縄県豊見城市豊見城1007－24

098-850-3970

沖縄県うるま市石川3273番地2

098-964-6511

沖縄県うるま市石川3273番地2

098-964-6511

沖縄県名護市伊差川1056番地3

0980-43-5440

沖縄県名護市伊差川1056番地3

0980-43-5400

沖縄県宮古島市伊良部字長浜217番地

0980-74-5888

沖縄県宮古島市伊良部字伊良部98番地２

0980-74-5888

実施行為

事業開始年月日

①・②・④

平成○○年○月○日

更新年月日

登録取消年月日

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000030へ移動。

①・③・④

平成25年2月28日

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000020へ移動。

①・②・④

平成25年7月2日

①・④

平成25年7月1日

①・②・④

平成25年11月20日

①・②・④

平成25年11月21日

①・②・④

平成26年2月20日

①・②・④

平成26年3月20日

①・②

平成26年3月25日

④

平成26年4月8日

①・②・④

平成26年5月2日

①・②・④

平成26年5月2日

①・②・③・④

平成26年9月2日

①・②・③・④

平成26年10月8日

①・④

平成26年10月10日

①・③

平成26年11月12日

①・②

平成27年1月7日

①･②･③･④

平成27年1月28日

R3.8.24
(対象者がいないことに
より辞退)

令和元年6月30日
(事業所廃止)

平成29年11月30日
（事業変更により廃止）

平成27年2月26日
(辞退）

平成27年6月4日

第２号様式（第２条関係）

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

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿＜特定の者のみを対象とする事業所＞
事業者区分
登録番号

登録年月日

4720000200

平成27年2月23日

登録喀痰吸引等
事業者

名称

登録特定行為
事業者
○

代表者（法人名）株式会社 こころ
事業所

4720000210

平成27年4月10日

○

代表者（法人名）株式会社リンクス
事業所

4720000220

平成27年4月10日

○

平成27年4月20日

○

平成27年4月1日

○

平成27年4月1日

○

平成27年5月15日

○

平成27年9月7日

○

平成27年11月27日

○

平成27年10月27日

○

平成27年10月27日

○

平成27年12月1日

○

平成28年1月1日

○

平成28年1月1日

○

平成28年2月15日

○

平成28年3月29日

○

平成28年4月27日

○

平成28年4月27日

○

平成28年4月27日

○

平成28年7月12日

○

いちゃりばちょうでぃー豊見城（住宅型有料老人ホーム）

代表者（法人名）有限会社 緒方 代表取締役 緒方 望
事業所

4720000390

いちゃりばちょうでぃ～豊見城（通所介護）

代表者（法人名）合資会社 ひかり
事業所

4720000380

デイサービス福寿の郷

代表者（法人名）合資会社 ひかり
事業所

4720000370

有料老人ホーム たけとみ

代表者（法人名）有限会社 ユイ・ライフ
事業所

4720000360

特別養護老人ホーム宮古の里

代表者（法人名）有限会社 シニアネットワーク研究所
事業所

4720000350

ユニット型特別養護老人ホーム宮古の里

代表者（法人名）社会福祉法人祐愛会
事業所

4720000340

高齢者共同住宅 南の風Ⅰ号館

代表者（法人名）社会福祉法人祐愛会
事業所

4720000330

サービス付き高齢者向け住宅 ケアリゾートうむさの森

代表者（法人名）有限会社 ユイ・ライフ
事業所

4720000320

デイサービスうむさの森

代表者（法人名）株式会社 百歳代
事業所

4720000310

高齢者賃貸住宅 東西

代表者（法人名）株式会社 百歳代
事業所

4720000300

高齢者共同住宅 南の風Ⅱ号館

代表者（法人名） 株式会社 東西
事業所

4720000290

グループホームふれあい

代表者（法人名）有限会社 ユイ・ライフ
事業所

4720000280

たんぽぽ訪問介護サービス

代表者（法人名） 株式会社ふれあい介護センター
事業所

4720000270

グループホームかえで

代表者（法人名）合同会社 永遠
事業所

4720000260

住宅型有料老人ホーム さくら荘

代表者（法人名）合同会社 ゆい
事業所

4720000250

有料老人ホームシルバーハウスおきなわ壺家

代表者（法人名）有限会社ロング・パイン
事業所

4720000240

デイサービスひめゆり

代表者（法人名）株式会社リンクス
事業所

4720000230

ケアパートナーこころ

ヴィラージュせなは サービス付き高齢者向け住宅

代表者（法人名）有限会社 ゆい花 代表取締役 長堂繁
事業所

シルバーハウスゆい花

住所

電話番号

沖縄県名護市伊差川1056番地3

0980-43-5440

沖縄県名護市伊差川1056番地3

0980-43-5440

沖縄県那覇市辻2丁目7番6号

098-８６０－２４６６

実施行為

事業開始年月日

①・②

平成27年2月23日

①・②・④

平成27年4月10日

①・②・④

平成27年4月10日

①・②

平成27年2月1日

①・②

平成27年4月1日

①・②・④

平成27年4月1日

更新年月日

登録取消年月日

沖縄県那覇市壺屋1丁目29番15号ライオンズマンション壷屋１０２号室 098-917-0405
沖縄県那覇市辻2丁目7番6号

098-917-0405

沖縄県那覇市壺屋1丁目29番15号

098-917-0405

沖縄県中頭郡中城村字伊舎堂284番地29号

098-895-7181

沖縄県中頭郡中城村字南上原547番地

098-988-9030

沖縄県うるま市みどり町6－7ｰ7

098－972－3351

沖縄県うるま市兼箇段922番地

098－923－3087

沖縄県名護市大北三丁目9番１号

0980－53－1666

沖縄県名護市大北三丁目9番1号

0980－43－7177

沖縄県宜野湾市宜野湾一丁目1番2号

098－896－0567

沖縄県宜野湾市長田一丁目4番9号

098-896-0247

沖縄県浦添市当山2丁目9番1号（102）

098-879-7031

沖縄県浦添市屋富祖3丁目11番2号

098-874-5910

沖縄県糸満市字米須253番地

098－997－5212

沖縄県糸満市字米須253番地

098－997－5212

沖縄県名護市宇茂佐の森１丁目４番地２

0980-53-3553

沖縄県名護市宇茂佐の森１丁目４番地２

0980-53-3553

沖縄県名護市宇茂佐の森１丁目４番地２

0980-53-3553

沖縄県名護市宇茂佐の森１丁目４番地２

0980-53-3553

沖縄県浦添市当山2丁目9番1号（102）

098-879-7031

沖縄県浦添市沢岻1385番地

098-874-5210

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1800番地

0980－74－3853

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1800番地

0980－74－3853

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1800番地

0980－74－3853

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根添1800番地

0980－74－3853

沖縄県豊見城市翁長869番地

098-891-6191

沖縄県糸満市武富343-1番地

098-992-0222

沖縄県浦添市当山２丁目９番１号

098-874-5210

沖縄県浦添市当山２丁目９番１号

098-874-5210

沖縄県豊見城市字平良151番地２

098-856-1233

沖縄県豊見城市字平良151番地２

098-856-1233

沖縄県豊見城市字平良151番地２

098-856-1233

沖縄県豊見城市字平良151番地２

098-856-1233

沖縄県中頭郡読谷村字長浜1110番地

098-921-6333

沖縄県中頭郡読谷村字長浜1110番地

098-921-6333

沖縄県沖縄市園田2丁目32番17号

098-892-2987

沖縄県沖縄市園田2丁目32番17号

098-892-2987

登録簿＜不特定多数の者を対象とする
事業所＞4710001900へ移動。

①・②・④・⑤

平成27年9月1日

①･②

平成27年11月27日

平成29年9月6日
平成29年6月16日
（辞退）

①・②・④

平成27年10月27日

①・②・④

平成27年10月27日

①・②・④

平成27年12月1日

①・②･④･⑤

平成28年1月1日

①・②・④

平成28年1月1日

①・②・④

平成28年3月1日

①・②・④

平成28年4月1日

①・②・④

平成28年4月1日

①・②・④

平成28年4月1日

①・②・④

平成28年5月1日

④

平成28年6月1日

平成28年6月13日

第２号様式（第２条関係）

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

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿＜特定の者のみを対象とする事業所＞
事業者区分
登録番号

登録年月日

4720000400

平成28年9月26日

登録喀痰吸引等
事業者

名称

登録特定行為
事業者
○

代表者（法人名）株式会社 ケア琉球 代表取締役 山内 淳
事業所

4720000410

平成28年11月5日

○

代表者（法人名）合同会社 琉
事業所

4720000420

平成29年5月1日

○

平成29年3月9日

○

平成29年3月1日

○

平成29年4月1日

○

平成29年3月31日

○

平成29年5月15日

○

平成29年6月1日

○

平成29年10月14日

○

平成29年10月11日

○

平成30年4月1日

○

平成30年2月3日

○

平成30年8月23日

○

平成30年8月23日

○

平成31年3月11日

○

平成30年9月1日

○

平成31年3月11日

○

令和元年6月18日

○

令和2年10月1日

○

令和2年11月1日

○

令和3年5月21日

○

グループハウスあさじ

代表者（法人名）株式会社ケアサポート
事業所

4720000610

高齢者協同住宅 青の空

代表者（法人名）特定非営利活動法人 浅茅の里
事業所

4720000600

介護付有料老人ホーム津嘉山の杜ヒルトップカシータ

代表者（法人名）有限会社 青の空
事業所

4720000590

有料老人ホーム かけはし

代表者（法人名） 株式会社トータルライフサポート研究所
事業所

4720000580

介護付有料老人ホーム美里の杜カシータ

代表者（法人名）有限会社 介護センターかんな
事業所

4720000570

訪問介護事業所 えがお

代表者（法人名） 株式会社トータルライフサポート研究所
事業所

4720000560

ケアセンター ちゅらら

代表者（法人名）有限会社 介護センターかんな
事業所

4720000550

特別養護老人ホーム和（なごみ）

代表者（法人名） 株式会社 Coco a Sun
事業所

4720000540

介護支援センターとき

代表者（法人名）社会福祉法人おきなわ共生会
事業所

4720000530

ヘルパーステーションいずみ

代表者（法人名）有限会社 在宅ケアセンターA&S
事業所

4720000520

有料老人ホーム くれぃん

代表者（法人名）ユーティープラス有限会社
事業所

4720000510

住宅型有料老人ホーム シェアハウスあいりす

代表者（法人名）株式会社 西風
事業所

4720000500

住宅型有料老人ホームでいご

代表者（法人名） 株式会社 あまどころ
事業所

4720000490

ヘルパーステーションいずみ介護会

代表者（法人名）株式会社ラポール
事業所

4720000480

グループホームくしばる

代表者（法人名）医療法人和泉会
事業所

4720000470

有限会社介護センター（訪問介護）

代表者（法人名）株式会社弘春会
事業所

4720000460

高齢者複合施設か～さ

代表者（法人名）有限会社介護センター
事業所

4720000450

小規模多機能型居宅介護事業所すむづれの家

代表者（法人名）株式会社 POST リハ
事業所

4720000440

デイサービス孫の手

代表者（法人名）特定非営利活動法人 すむづれの会
事業所

4720000430

有料老人ホーム 願寿の家

有料老人ホームほがらか苑 与原

代表者（法人名）株式会社 雅心
事業所

ケアステーション 雅

住所

電話番号

沖縄県那覇市小禄1丁目19番18号

098-859-5006

沖縄県那覇市小禄1丁目19番18号

098-859-5006

沖縄県中頭郡西原町字幸地996番地１

098-943-4027

沖縄県中頭郡西原町字幸地996番地１

098-943-4027

沖縄県八重山郡竹富町字波照間2750番地１

0980-85-8580

沖縄県八重山郡竹富町字波照間2750番地１

0980-85-8580

西原町字棚原1丁目11番3

098-946-1711

西原町字棚原1丁目11番3 2階

098-946-1711

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根894番地３

0980－72－8677

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根894番地３

0980－72－8677

沖縄県八重瀬町字後原268番地３

098-851-9037

沖縄県八重瀬町字後原268番地３

098-851-9037

沖縄県うるま市字栄野比1150番地

098-972-7123

沖縄県うるま市字栄野比1151番地１

098-972-7123

沖縄県宮古島市下地字川満1676-2

0980-76-6166

沖縄県宮古島市下地字川満1676-2

0980-76-6166

沖縄県中頭郡中城村字新垣265番地1

098-895-3777

沖縄県中頭郡中城村字新垣265番地1

098-895-3777

沖縄県那覇市小禄4-21-2

098-996-4666

沖縄県那覇市小禄4-21-2

098-996-4666

沖縄県宜野湾市字宇地泊80番地１

098-898-8583

沖縄県豊見城市字翁長87番地

098-856-6500

沖縄県島尻郡南風原町字宮平426番地19

098-888-0515

沖縄県島尻郡南風原町字宮平426番地19

098-888-0515

沖縄県那覇市繁多川5丁目20番12号

098-987-7911

沖縄県那覇市繁多川5丁目20番12号

098-987-7911

沖縄県島尻郡与那原町字板良敷25番地６（１階）

098-988-9251

沖縄県島尻郡与那原町字板良敷25番地６（１階）

098-988-9251

沖縄県宜野座村字漢那1953番地１

098-968-5182

沖縄県宜野座村字漢那1953番地１

098-968-5682

沖縄市松本１丁目１１番１

098-937-3123

沖縄市松本１丁目１１番１

098-937-3123

沖縄県宜野座村字漢那1953番地１

098-968-5182

沖縄県宜野座村字漢那1953番地１

098－968－5682

沖縄市松本１丁目１１番１

098-937-3123

うるま市字江洲１３５番地３

098-975-3123

沖縄県南城市玉城字當山8番地1

098-852-6111

沖縄県南城市玉城字當山10番地

098-852-6111

沖縄県名護市宮里1丁目11番10号

0980-59-2032

沖縄県名護市宮里1丁目11番10号

0980-59-2032

沖縄県与那原町字与那原1122番地

098－945－0556

沖縄県与那原町字与那原1122番地

098－945－0556

沖縄県豊見城市翁長６４８番地

098-996-1173

沖縄県豊見城市翁長６４８番地

098-996-1173

実施行為

事業開始年月日

①・②・④

平成28年9月26日

①・②・④

平成28年11月5日

①･②

平成29年5月1日

①・②・④

平成29年4月1日

①・②・③・④

平成29年3月1日

①・②・④

平成29年4月1日

①・③・④

平成29年4月1日

①・②・③・④・⑤

平成29年5月15日

①・②・④

平成29年6月1日

①・②・③・⑤

平成29年10月14日

①・②・⑤

平成29年10月11日

①・②・④

平成30年4月1日

①・②・③・④

平成29年12月1日

令和3年5月11日 障害福祉課へ所管移動
※協議にて登録番号はそのまま引き継ぎ

①・②・④

平成30年9月1日

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000200へ移動。

①②④

平成30年9月1日

登録簿＜不特定及び特定の者を対象とする事
業所＞4730000210へ移動。

①②④

令和元年6月18日

➀②

令和2年10月1日

➀②

令和2年11月1日

①③④

令和3年6月1日

更新年月日

令和2年3月1日

令和2年10月1日

登録取消年月日

第２号様式（第２条関係）

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

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿＜特定の者のみを対象とする事業所＞
事業者区分
登録番号

登録年月日

4720000620

令和3年6月28日

登録喀痰吸引等
事業者

名称

登録特定行為
事業者
○

代表者（法人名）有限会社ニヘーデービル
事業所

4720000630

令和3年11月16日

○

代表者（法人名）社会福祉法人彩生会
事業所

4720000640

令和4年2月7日

○

令和4年2月7日

○

令和4年3月8日

○

認知症対応型グループホーム結の郷

代表者（法人名）社会福祉法人まつみ福祉会
事業所

4720000660

地域密着型特別養護老人ホーム百穂苑

代表者（法人名）株式会社ベストビジネスコミュニケーション
事業所

4720000650

有料老人ホーム にへでほーむ

小規模多機能型居宅介護事業所 花日和

代表者（法人名）株式会社 沖縄三育ライフ
事業所

住宅型有料老人ホーム シャローム名護

住所

電話番号

沖縄県中頭郡読谷村字長浜1620番地の１

098－989－6609

沖縄県沖縄市大里９８－１

098－989－6501

沖縄県那覇市字安里51番地

098-868-0100

沖縄県那覇市字安里51番地

098-868-0100

沖縄県中頭郡北谷町桑江580番地15号２Ｆ

098-942-8439

沖縄県中頭郡北谷町吉原1180－１

098-923-1627

沖縄県豊見城市髙嶺395番地44

098-996-2510

沖縄県豊見城市髙嶺395番地44

098-850-2246

沖縄県名護市字旭川778番地3

0980-43-7299

沖縄県名護市字旭川778番地3

0980-52-2515

実施行為

事業開始年月日

①②④

令和3年6月28日

①②

令和3年9月1日

①➃

令和4年2月15日

①➃

令和4年3月1日

⑤

令和3年11月20日

更新年月日

登録取消年月日

