
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＜不特定及び特定の者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 ○○訪問介護事業所 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）有限会社シルバーサポート 沖縄県那覇市首里大名町3丁目30番1 098-885-8623

事業所 有料老人ホーム和合 沖縄県中頭郡読谷村字上地65番地 098-958-2917

 代表者（法人名） 株式会社生立  沖縄県那覇市首里石嶺町2丁目41番1号 098-885-3760

 事業所  住宅型有料老人ホーム　おり鶴館  沖縄県那覇市首里鳥堀町4丁目107番地 098-885-3760

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 生協安謝ハウス 沖縄県那覇市安謝２５０番地 098-861-9315

代表者（法人名）有限会社　佐野正福祉開発 沖縄県那覇市真地４２６－１２１ 098-833-8837

事業所 有料老人ホーム　シルファイン繁多川 沖縄県那覇市繁多川２丁目８番１号 098-836-9995

 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） 社会福祉法人　心の会  沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅533-1 098-891-6541

 事業所  有料老人ホーム　みなみ  沖縄県糸満市糸満1421-1番地 098-995-1700

代表者（法人名）社会福祉法人　心の会 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅533-1 098-985-3900

事業所 特別養護老人ホーム球美の杜 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅533-1 098-985-3900

代表者（法人名）沖縄県福祉事業協同組合 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 豊見城市字翁長869番地 098-891-6566

代表者（法人名）株式会社響心 名護市字親川121番地 0980-58-3715

事業所 有料老人ホームパストラルライフ響の家 名護市字親川121番地 0980-58-3715

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1946番地７ 0980-76-2788 ①・②・③・④（特定）

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1946番地７ 0980-72-1771 ①～⑤（不特定）

代表者（法人名）合同会社安寿 沖縄県那覇市国場335番地３ 098-836-1241

事業所 デイサービスみらい 沖縄県那覇市国場335番地３ 098-836-1241

代表者（法人名）株式会社薬正堂 沖縄県沖縄市字登川448番地１ 098-934-3654 ④（特定）

事業所 介護付き高齢者住宅　すこやかの森ヴィラ北谷 沖縄県中頭郡北谷町字伊平271番地 098-926-1165 ①・②・④（不特定）

代表者（法人名）合同会社安寿 沖縄県那覇市国場335番地３ 098-836-1241

事業所 サービス付き高齢者住宅みらい 沖縄県那覇市国場335番地３ 098-836-1241

 代表者（法人名） 有限会社佐野正福祉開発  沖縄県那覇市字真地426番地121 098-833-8837  ①②④(特定) R5.1.1

 事業所  シルビアン通所介護事業所  沖縄県那覇市繁多川二丁目８番３号 098-853-0790  ①～ ➃ （不特定） (事業所閉鎖により辞退)

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 ①②③④(特定)

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 ①～⑤（不特定）

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 ①②④(特定)

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 ①②④（不特定）

代表者（法人名）株式会社　リスタート琉球 沖縄県うるま市喜屋武603番地12 098-923-1680 ①②(特定)

事業所 有料老人ホーム　まつぼっくり 沖縄県うるま市栄野比155番５号 098-923-0680 ①②④⑤（不特定）

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 ①(特定)

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 ①④（不特定）

代表者（法人名）有限会社ケアサービスよみたん 沖縄県中頭郡読谷村上地329番地 098-958-0011 不特定①②④⑤

事業所 デイサービスざきみ 沖縄県中頭郡読谷村上地329番地 098-958-0008 特定①②④

○

4730000150

令和元年10月25日

電話番号

○

登録簿＜不特定の者を対象とする事業所＞
4710002040へ移動。

4730000170 令和元年10月24日 ○

4730000160 令和1年8月1日

令和元年8月5日 ○ 令和元年7月23日

令和1年7月25日

○

4730000140  平成29年6月30日  ○  平成29年7月1日

○

4730000130 平成29年7月1日 ①・②・④ 平成29年7月1日

4730000120 平成29年6月30日

平成29年6月3日○

平成29年7月1日

①・②・④ 平成29年7月1日

○

4730000100 平成29年6月12日

4730000110 平成29年6月15日

4730000070 ○

名称登録番号 登録年月日 住所
事業者区分

(記載例)
　473○○○○○○0

平成○○年○月○日 ○

更新年月日

H27.2.26　廃止

実施行為 事業開始年月日

①・②・④ 平成○○年○月○日

①・②・④

登録取消年月日

4730000010 平成26年6月6日 平成26年6月6日

 平成26年9月11日 ○4730000020  平成26年9月11日

4730000040 平成27年1月8日

平成27年3月4日

平成27年1月8日

①・②・④

①・②・④

 ①・②・④

4730000060  平成28年2月23日
H31.3.22

(事業所閉鎖により辞
退)

 平成28年3月1日

 平成27年9月16日

平成27年3月4日

 ①・④

4730000050

○

○

 ○

 ○

4730000030

平成28年3月1日

4730000080 平成28年5月1日

平成28年3月1日

平成28年5月1日 平成30年6月1日

①・②・④
（胃ろうのみ）

①・②・③・④・⑤

平成28年4月21日4730000090 平成28年4月21日 ①・④（不特定）
①・②・④（特定）

○

○

4730000180 令和元年11月８日 ○ 令和元年11月８日

4730000190 令和2年4月6日 ○ 令和2年4月7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＜不特定及び特定の者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

電話番号名称登録番号 登録年月日 住所
事業者区分

更新年月日実施行為 事業開始年月日 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）株式会社トータルライフサポート研究所 沖縄市松本１丁目１１番１ 098-937-3123

事業所 介護付有料老人ホーム美里の杜カシータ 沖縄市松本１丁目１１番１ 098-937-3123

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

事業所 介護付有料老人ホーム津嘉山の杜ヒルトップカシータ うるま市字江洲１３５番地３ 098-975-3123

代表者（法人名）社会福祉法人希愛会 沖縄市美里６丁目25番38号 098-989-9866 ①②④(特定)

事業所 特別養護老人ホーム琉和の森 沖縄市美里６丁目25番38号 098-989-9866 ①②④（不特定）

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番地35 0980-44-2288 ①②⑤(特定)

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番地35 0980-44-2288 ①②⑤（不特定）

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番地35 0980-44-2288 ①②⑤(特定)

事業所 やんばるの家短期入所生活介護 沖縄県国頭郡大宜味村字津波1971番地35 0980-44-2288 ①②⑤（不特定）

代表者（法人名）医療法人エイチ・エス・アール 沖縄県浦添市伊祖四町目2番１－２０１号 098－870－6602 ①②➃(特定)

事業所 看護小規模多機能型居宅介護末吉 沖縄県那覇市首里末吉町二丁目９５番地４ 098－917－1227 ①➃（不特定）

代表者（法人名）有限会社ケアサービスよみたん 沖縄県中城群読谷村字上地329番地 098-958-0008 ①②④(特定)

事業所 住宅型有料老人ホームざきみ 沖縄県中城群読谷村字上地329番地 098-958-0011 ①②④⑤(不特定)

代表者（法人名）有限会社陽気 南城市佐敷字津波古３９９番地 098-988-8597 ④（特定）

事業所 有料老人ホームHOMEいこい２ 南城市佐敷字津波古３９９番地 098-852-5255 ①③④（不特定）

代表者（法人名）合同会社　琉 沖縄県中頭郡西原町字幸地1009番地１の１ 098-943-4027 ①②④(特定)

事業所 デイサービス孫の手 沖縄県中頭郡西原町字幸地1009番地１の１ 098-943-4027 ①②④(不特定)

4730000230

4730000270

○

令和2年7月1日令和2年7月13日

4730000210

○

4730000200

4730000220

令和２年４月9日 ○

令和3年10月20日

○

令和3年1月14日 ○

令和２年４月9日

①②③④⑤

①②③④⑤○ 平成31年1月1日

○

平成31年1月1日

平成24年4月1日

令和3年10月1日

令和3年8月24日

4730000240

4730000250

令和3年1月14日平成24年4月1日

令和3年1月14日

令和3年8月18日

4730000260

令和3年9月3日

令和3年9月29日

○

4730000280 令和3年9月13日 ○ 令和4年9月13日

令和3年1月14日


