
NO1

　　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
不特定 特定

有限会社みちのく家政婦紹介所 代表取締役　花山　隆 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番１２号 022-291-5778

みちのくケアサービス 宮城県仙台市若林区新寺一丁目２番１２号 022-291-5778

新みやぎ農業協同組合 代表取締役　大坪輝夫 宮城県栗原市築館字照越大ケ原43番地1 0228－22－2030

JA新みやぎ栗っこケアサービス相談セン
ター

宮城県栗原市金成沢辺木戸口５０番地 0228－57－3111

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 会長　遠藤繁榮 宮城県大崎市古川三日町二丁目５－１ 0229-21-0550

特別養護老人ホーム　敬風園 宮城県大崎市鹿島台平渡字上敷１９－７ 0229-56-9400

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 会長　遠藤繁榮 宮城県大崎市古川三日町二丁目５－１ 0229-21-0550

　指定短期入所生活介護事業所　敬風園 宮城県大崎市鹿島台平渡字上敷１９－７ 0229-56-9400

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 会長　遠藤繁榮 宮城県大崎市古川三日町二丁目５－１ 0229-21-0550

大崎市福祉協議会　鳴子ヘルパーステー
ション

宮城県大崎市鳴子温泉字末沢１番地 0229-83-2870

有限会社オーバード 代表取締役　林泰元 宮城県仙台市若林区かすみ町１番２２号 022-286-0810

マイムケアセンター 宮城県仙台市若林区かすみ町１番２２号 022-286-0810

有限会社オーバード 代表取締役　林泰元 宮城県仙台市若林区かすみ町１番２２号 022-286-0810

マイムケアセンター長町
宮城県仙台市太白区長町南１－１－１２　第２宮

田荘１０１
022-778-8303

社会福祉法人憲心会 理事長　小野寺憲 宮城県気仙沼市唐桑町只越３４６-１７ 0226-29-6301

特別養護老人ホーム唐桑園 宮城県気仙沼市唐桑町只越３４６－７ 0226-29-6301

株式会社こうけん 代表取締役　佐藤隆雄
宮城県仙台市青葉区西花苑一丁目３９番地の４

３
022-397-9368

株式会社こうけん訪問介護事業所　結 宮城県仙台市太白区郡山８丁目２－２８ 022-397-9368

社会福祉法人東北福祉会 理事長　清水秀夫
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

特別養護老人ホーム　ファミリオ 宮城県石巻市桃生町中津山字八木４６－３ 0225-76-5325

社会福祉法人東北福祉会 理事長　清水秀夫
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

せんだんの杜ものう短期入所生活介護事
業所

宮城県石巻市桃生町中津山字八木４６－３ 0225-76-5325

株式会社みやぎ介護センター 代表取締役　野田万紀子 宮城県仙台市青葉区小田原４丁目２番１０号 022-217-0051

株式会社みやぎ介護センター 宮城県仙台市青葉区小田原４丁目２番１０号 022-217-0051

社会福祉法人愛の郷 理事長　佐々木敏克 宮城県名取市愛島小豆島字山ノ前４９－２ 022-384-8500

特別養護老人ホームけやき 宮城県名取市愛島小豆島字山ノ前４９－２ 022-384-8500

社会福祉法人愛の郷 理事長　佐々木敏克 宮城県名取市愛島小豆島字山ノ前４９－２ 022-384-8500

特別養護老人ホームけやき　短期入所生
活介護

宮城県名取市愛島小豆島字山ノ前４９－２ 022-384-8500

社会福祉法人不忘会 理事長　長橋和夫 宮城県白石市福岡八宮字川原１０番地３ 0224-24-5500

特別養護老人ホーム八宮荘 宮城県白石市福岡八宮字川原１０番地３ 0224-24-5500

社会福祉法人不忘会 理事長　長橋和夫 宮城県白石市福岡八宮字川原１０番地３ 0224-24-5500

特別養護老人ホーム八宮荘　短期入所生
活介護

宮城県白石市福岡八宮字川原１０番地３ 0224-24-5500

社会福祉法人杜の里福祉会 理事長　山崎和彦 宮城県仙台市若林区荒井東二丁目１２番地の１ 022-289-7111

特別養護老人ホーム成仁杜の里仙台 宮城県仙台市若林区荒井東二丁目１２番地の１ 022-289-7111

社会福祉法人杜の里福祉会 理事長　山崎和彦 宮城県仙台市若林区荒井東二丁目１２番地の１ 022-289-7111

○

平成25年6月14日

平成25年6月14日

対象者

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成25年10月1日

平成25年6月18日

平成24年4月1日

○

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

○

○ 平成24年7月1日

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

実施行為

①②③④

①②③

登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号

042101001

名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所

①②④041114001

042101002 平成24年4月1日

①②③

①②③

041104001 平成24年4月1日 ①②④○

○

○

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日 平成24年4月1日○

041114003 平成24年4月1日

③

①④

042101003 平成24年4月1日

042101004 平成24年4月1日 ○

○

平成24年4月1日

042101005 平成24年4月1日

041114002 平成24年4月1日

①②③

①②③④⑤

041104002 平成24年4月1日 ①④

042101006

○

○

○

○

○

041104003 平成24年4月1日 ①②④

042101007 平成24年4月1日 ①②③○

○

041104005 平成24年4月1日 ①②④

041104004 平成24年4月1日 ①②④

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日○

①②④

平成24年4月1日

平成24年4月1日

041114005 平成24年4月1日 ①②④ 平成24年4月1日

平成24年4月1日

○

○

①②④041114006 ○

041114004 平成24年4月1日

○

平成24年4月1日

令和元年9月30日

事業開始年月日
辞退年月日

（事業廃止年月
日）

更新年月日

令和3年7月21日

平成25年10月1日

令和元年7月1日

平成27年7月31日

平成30年10月1日

平成30年4月9日

令和2年2月28日

平成25年6月27日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

特別養護老人ホーム成仁杜の里仙台
短期入所生活介護

宮城県仙台市若林区荒井東二丁目１２番地の１ 022-289-7111

社会福祉法人東北福祉会 理事長　清水秀夫
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

社会福祉法人東北福祉会　せんだんの里
特別養護老人ホーム

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地
１

022-03-7552

社会福祉法人東北福祉会 理事長　清水秀夫
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

社会福祉法人東北福祉会　せんだんの里
ショートステイ

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地
１

022-03-7552

社会福祉法人国見会 理事長　山田　正行 宮城県仙台市青葉区国見六丁目３９番１号 022-728-3433

特別養護老人ホーム国見苑 宮城県仙台市青葉区国見六丁目４０番３５号 022-233-9235

社会福祉法人国見会 理事長　山田　正行 宮城県仙台市青葉区国見六丁目３９番１号 022-728-3433

特別養護老人ホーム国見苑　短期入所生
活介護

宮城県仙台市青葉区国見六丁目４０番３５号 022-233-9235

社会福祉法人なかつうみ会 理事長　葛但寛 宮城県気仙沼市下八瀬４２６番地８ 0226-21-1360

特別養護老人ホーム恵風荘 宮城県気仙沼市松崎柳沢２２８－６８ 0226-24-2820

社会福祉法人泉和会 理事長　庄司京子 宮城県仙台市泉区根白石字新坂上１６番１ 022-376-4301

特別養護老人ホーム泉和荘 宮城県仙台市泉区根白石字新坂上１６番１ 022-376-4301

社会福祉法人泉和会 理事長　庄司京子 宮城県仙台市泉区根白石字新坂上１６番１ 022-376-4301

特別養護老人ホーム泉和荘　短期入所生
活介護

宮城県仙台市泉区根白石字新坂上１６番１ 022-376-4301

社会福祉法人大年寺会 理事長　本多三學 宮城県仙台市太白区茂ヶ崎三丁目１２番１号 022-262-1555

特別養護老人ホーム大年寺ジェロントピア 宮城県仙台市太白区茂ヶ崎三丁目１２番１号 022-262-1555

社会福祉法人大年寺山会 理事長　本多三學 宮城県仙台市太白区茂ヶ崎三丁目１２番１号 022-262-1555

特別養護老人ホーム大年寺ジェロントピア
短期入所生活介護

宮城県仙台市太白区茂ヶ崎三丁目１２番１号 022-262-1555

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

特別養護老人ホームやくらいサンホーム 宮城県加美郡加美町字中原南１４３番地 0229-67-7230

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

特別養護老人ホームやくらいサンホーム
短期入所生活介護

宮城県加美郡加美町字中原南１４３番地 0229-67-7230

社会福祉法人仙台キリスト教育児院 理事長　深田寛 宮城県仙台市青葉区小松島新堤７番１号 022-234-6303

特別養護老人ホームシオンの園 宮城県仙台市青葉区小松島新堤７番１号 022-233-3293

社会福祉法人仙台キリスト教育児院 理事長　深田寛 宮城県仙台市小松島新堤７番１号 022-234-6303

指定短期入所生活介護シオンの園 宮城県仙台市青葉区小松島新堤７番１号 022-233-3293

株式会社ケアクルー 代表取締役　今野彰 宮城県塩竃市後楽町１２番７号 022-361-3356

ケアクルー介護ステーション
宮城県多賀城市下馬２丁目１－１５　K２プランビ

ル３０１
022-361-3356

社会福祉法人ライフの学校 理事長　田中伸弥 宮城県仙台市若林区上飯田字天神１番１ 022-289-8555

特別養護老人ホーム萩の風 宮城県仙台市若林区上飯田字天神１番１ 022-289-8555

社会福祉法人ライフの学校 理事長　田中伸弥 宮城県仙台市若林区上飯田字天神１番１ 022-289-8555

特別養護老人ホーム萩の風　短期入所生
活介護

宮城県仙台市若林区上飯田字天神１番１ 022-289-8555

社会福祉法人東松島福祉会 理事長　渥美耕太郎 宮城県東松島市赤井字川前四番８３番地 0225-84-1888

特別養護老人ホームやもと赤井の里 宮城県東松島市赤井字川前四番８３番地 0225-84-1888

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成24年4月1日

平成25年4月1日

令和2年6月12日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

①②④

041104005 平成24年4月1日 ①②④

平成24年4月1日

041114007 平成24年4月1日

041104006

平成24年4月1日

平成24年4月1日

○ 平成24年4月1日

①④○ 平成24年4月1日

○

041114009 平成24年4月1日 ①④

平成24年4月1日

①②④

①②④

○041104007 平成24年4月1日

041114008

○

○

041114014 平成24年4月1日 ①④

041104011 平成24年4月1日 ①④

042101008 平成24年4月1日 ①③

○

○ 平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

①④

①④

○

平成24年4月1日

①④

041114013 平成24年4月1日 ①④○ 平成24年4月1日

平成24年4月1日○

○

041114012 平成24年4月1日 ①④ 平成24年4月1日

041104010 平成24年4月1日

○

①④

○

平成24年4月1日

041114011 平成24年4月1日 ①④ 平成24年4月1日

041104009 平成24年4月1日

041104008 平成24年4月1日

○

○

○

○

○

041114010 平成24年4月1日

○

平成24年4月1日 ①④○

○ ①②④⑤

041104012

041314002 平成24年4月1日

平成30年4月9日

平成30年4月1日

平成30年4月1日

令和2年4月1日

令和2年4月1日

平成28年4月1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

社会福祉法人東松島福祉会 理事長　渥美耕太郎 宮城県東松島市赤井字川前四番８３番地 0225-84-1888

特別養護老人ホームやもと赤井の里　短期
入所生活介護

宮城県東松島市赤井字川前四番８３番地 0225-84-1888

社会福祉法人敬寿会 理事長　金澤壽香 山形県山形市大字妙見寺５００番地の１ 023-634-2020

特別養護老人ホーム仙台敬寿園 宮城県仙台市青葉区下愛子字田中３－１ 022-302-8338

社会福祉法人敬寿会 理事長　金澤壽香 山形県山形市大字妙見寺５００番地の１ 023-634-2020

特別養護老人ホーム仙台敬寿園　短期入
所生活介護

宮城県仙台市青葉区下愛子字田中３－１ 022-302-8338

アサヒクリーン株式会社 代表取締役　山田賢治
静岡県静岡市葵区栄町４番１０号静岡栄町ビル

５階
054-266-3216

栗生ヘルパーステーション 宮城県仙台市青葉区落合四丁目２番２２号 022-391-8008

アサヒクリーン株式会社 代表取締役　山田賢治
静岡県静岡市葵区栄町４番１０号静岡栄町ビル

５階
054-266-3216

アサヒクリーン在宅介護センター仙台青葉 宮城県仙台市青葉区木町９－５ 022-728-8133

社会福祉法人静和会 理事長　松村吉一
宮城県亘理郡山元町髙瀬字合戦原１１１番地１

１
0223-37-3880

特別養護老人ホームみやま荘
宮城県亘理郡山元町髙瀬字合戦原１１１番地１

１
0223-37-3880

社会福祉法人静和会 理事長　松村吉一
宮城県亘理郡山元町髙瀬字合戦原１１１番地１

１
0223-37-3880

特別養護老人ホームみやま荘　短期入所
生活介護

宮城県亘理郡山元町髙瀬字合戦原１１１番地１
１

0223-37-3880

社会福祉法人清山会 理事長　茂木良夫 宮城県登米市柳津字黄牛新山窪１２５番地 0225-68-2175

特別養護老人ホーム柳風園　ユニット型 宮城県登米市柳津字黄牛新山窪１２５番地 0225-68-2175

社会福祉法人清山会 理事長　茂木良夫 宮城県登米市柳津字黄牛新山窪１２５番地 0225-68-2175

特別養護老人ホーム柳風園　短期入所生
活介護

宮城県登米市柳津字黄牛新山窪１２５番地 0225-68-2175

社会福祉法人八木山福祉会 理事長　加藤秀郎 宮城県仙台市太白区恵和町38番10号 022-244-6001

特別養護老人ホーム八木山翠風苑 宮城県仙台市太白区恵和町38番10号 022-244-6001

社会福祉法人八木山福祉会 理事長　加藤秀郎 宮城県仙台市太白区恵和町38番10号 022-244-6001

特別養護老人ホーム八木山翠風苑 短期
入所生活介護

宮城県仙台市太白区恵和町38番10号 022-244-6001

社会福祉法人宮城ろうふく会 理事長　佐藤修
宮城県仙台市太白区秋保町長袋字清水久保５

１番４
022-399-2201

特別養護老人ホーム大東苑
宮城県仙台市太白区秋保町長袋字清水久保５

１番４
022-399-2201

社会福祉法人宮城ろうふく会 理事長　佐藤修
宮城県仙台市太白区秋保町長袋字清水久保５

１番４
022-399-2201

特別養護老人ホーム大東苑　短期入所生
活介護

宮城県仙台市太白区秋保町長袋字清水久保５
１番４

022-399-2201

社会福祉法人ライフケア赤井江 理事長　上野春雄 宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-29-2141

特別養護老人ホーム赤井江マリンホーム 宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-29-2141

社会福祉法人ライフケア赤井江 理事長　上野春雄 宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-29-2141

特別養護老人ホーム赤井江マリンホーム
短期入所生活介護

宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-29-2141

社会福祉法人東北福祉会 理事長　佐藤　牧人
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

特別養護老人ホームリベラ荘
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目１４１番地

９
022-277-1122

社会福祉法人東北福祉会 理事長　佐藤　牧人
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

せんだんの杜短期入所生活介護
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目１４１番地

９
022-277-1122

社会福祉法人カトリック児童福祉会 理事長　小野寺洋一 宮城県仙台市宮城野区東仙台６丁目２番１号 022-299-3731
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成30年12月3日

平成24年4月1日

平成28年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

041114023 平成24年4月1日 ○ ①②④

041104020 平成24年4月1日 ○ ○ ①②④ 平成24年4月1日

041114022 平成24年4月1日 ○ ○ ①②④

041114021 平成24年4月1日 ○ ①②④

041104019 平成24年4月1日 ○ ①②④

041104018 平成24年4月1日 ○ ①④

041104017 平成24年4月1日 ○ ①④

041114020 平成24年4月1日 ○ ①④

041114019 平成24年4月1日 ○ ①④

041304002 平成24年4月1日

○

042101010 平成24年4月1日 ①②③

041104014 平成24年4月1日 ①④○

041104015 平成24年4月1日 ①②④

平成24年4月1日 ①②④○

○

平成24年4月1日

平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日○

○

平成24年4月1日

041114018

平成24年4月1日 ①④○

○ 平成24年4月1日

平成24年4月1日

①②④○

041104016 平成24年4月1日 ①②④

042101009

041114017 平成24年4月1日

○ ①②④⑤

○

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

041114016

令和2年10月12日

平成25年10月1日

平成25年10月1日

令和2年10月12日

平成28年8月1日

平成25年6月27日

平成25年6月27日

平成30年12月3日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

特別養護老人ホーム暁星園 宮城県仙台市宮城野区東仙台６丁目２番１号 022-295-4751

社会福祉法人カトリック児童福祉会 理事長　小野寺洋一 宮城県仙台市宮城野区東仙台６丁目２番１号 022-299-3731

特別養護老人ホーム暁星園　短期入所生
活介護

宮城県仙台市宮城野区東仙台６丁目２番１号 022-295-4751

社会福祉法人幸生会 理事長　金森従雄 宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２５-１ 022-376-7050

特別養護老人ホーム水泉荘 宮城県仙台市泉区実沢字橘川屋敷１番地 022-376-7050

社会福祉法人幸生会 理事長　金森従雄 宮城県仙台市青葉区栗生１丁目２５-１ 022-376-7050

特別養護老人ホーム水泉荘　短期入所生
活介護

宮城県仙台市泉区実沢字橘川屋敷１番地 022-376-7050

社会福祉法人泉白陵会 理事長　鈴木英雄 宮城県仙台市泉区松森字岡本前２７番地 022-771-8085

特別養護老人ホーム泉ふるさと村 宮城県仙台市泉区松森字岡本前２７番地 022-771-8085

社会福祉法人泉白陵会 理事長　鈴木英雄 宮城県仙台市泉区松森字岡本前２７番地 022-771-8085

特別養護老人ホーム泉ふるさと村　短期入
所生活介護

宮城県仙台市泉区松森字岡本前２７番地 022-771-8085

社会福祉法人無量壽会 理事長　菅原裕典 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘二丁目９番２号 022-275-3786

特別養護老人ホーム寶樹苑 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘二丁目９番２号 022-275-3786

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

特別養護老人ホーム青風園 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

特別養護老人ホーム青風園　短期入所生
活介護

宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

社会福祉法人泉寿会 理事長　根本忠信 宮城県仙台市泉区上谷刈字丸山６番地１ 022-771-1131

特別養護老人ホーム泉寿荘 宮城県仙台市泉区上谷刈字長命１０番地 022-777-7688

社会福祉法人田尻福祉会 理事長　及川睦男 宮城県大崎市田尻通木字中崎東２４番地の２ 0229-38-1203

社会福祉法人田尻福祉会　スキップホーム
ヘルプサービス

宮城県大崎市田尻通木字中崎東１０番地１ 0229-38-1070

社会福祉法人杜の村 理事長　星野貞
宮城県仙台市宮城野区岩切字東河原３５２番地

３
022-396-7522

介護老人福祉施設かむりの里
宮城県仙台市宮城野区岩切字東河原３５２番地

３
022-396-7522

社会福祉法人杜の村 理事長　星野貞
宮城県仙台市宮城野区岩切字東河原３５２番地

３
022-396-7522

老人短期入所事業所かむりの里 短期入所
生活介護

宮城県仙台市宮城野区岩切字東河原３５２番地
３

022-396-7522

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519 ①④

特別養護老人ホーム岩出の郷 宮城県大崎市岩出山字下川原町８４-４ 0229-72-1201

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519 ①④

特別養護老人ホーム岩出の郷　短期入所
生活介護

宮城県大崎市岩出山字下川原町８４-４ 0229-72-1201

アースサポート株式会社 代表取締役　森山典明 東京都渋谷区本町一丁目８番７号 03-3377-1100 ①②③

アースサポート塩釜 宮城県塩竈市旭町１８番１３号 022-362-9611

アースサポート株式会社 代表取締役　森山典明 東京都渋谷区本町一丁目８番７号 03-3377-1100 ①②③

アースサポート多賀城 宮城県多賀城市伝上山三丁目１番地２８号 022-364-3601

社会福祉法人杜の里福祉会 理事長　山崎和彦 宮城県仙台市若林区三本塚字権太１０１番地 022-289-7111 ①②④

特別養護老人ホーム一重の里 宮城県仙台市太白区秋保町湯元字上原３５の８ 022-397-3777

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成25年4月1日

平成25年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

042101015 平成24年4月1日 ○

041114031 平成24年4月1日 ○

041104026 平成24年4月1日 ○

042101014 平成24年4月1日 ○

041114030 平成24年4月1日 ○

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日 ○ ①④

041104025 平成24年4月1日 ○ ①④

041114029

042101012 平成24年4月1日 ○ ①③④ 平成24年4月1日

041114028 平成24年4月1日 ○ ○ ①④ 平成24年4月1日○

041104024 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日○

041114027 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日○

041114026 平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日○

041104023 平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日○

041114025 平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日○

041104022 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日

041114023 平成24年4月1日 ○ ①②④

041114024 平成24年4月1日 ○ ①②④

平成24年4月1日041104021 平成24年4月1日 ○ ①②④

平成29年8月31日

平成29年8月31日

平成28年8月1日

平成28年8月1日

平成３０年１月３０日

平成24年6月15日

平成25年5月28日

平成25年5月28日

平成24年6月15日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

社会福祉法人杜の里福祉会 理事長　山崎和彦 宮城県仙台市若林区三本塚字権太１０１番地 022-397-377 ①②④

特別養護老人ホーム一重の里　短期入所
生活介護

宮城県仙台市太白区秋保町湯元字上原３５の８ 022-397-377

社会福祉法人旭壽会 理事長　菅野隆 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 0225-73-2323 ①④

特別養護老人ホーム一心苑 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 0225-73-2323

社会福祉法人旭壽会 理事長　菅野隆 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 0225-73-2323

特別養護老人ホーム一心苑　短期入所生
活介護

宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 0225-73-2323

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8353

特別養護老人ホーム仁風園 宮城県石巻市大森内田１－２８ 0225-62-3380

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8353

特別養護老人ホーム仁風園　短期入所生
活介護

宮城県石巻市大森内田１－２８ 0225-62-3380

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　吉田孝志 宮城県名取市手倉田字山２０８番地の１ 022-382-3535

特別養護老人ホームうぐいすの里 宮城県栗原市鶯沢南郷広面４６ 0228-55-3888

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　吉田孝志 宮城県名取市手倉田字山２０８番地の１ 022-382-3535

特別養護老人ホームうぐいすの里　短期入
所生活介護

宮城県栗原市鶯沢南郷広面４６ 0228-55-3888

株式会社宮城登米広域介護サービス 代表取締役　玉手康広 宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘１４０番地の２ 0220-23-2345

広域介護サービス田尻 宮城県大崎市田尻沼部字富岡浦２５－３ 0229-38-1701

社会福祉法人栗駒峰寿会 理事長　渡邉泰 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島２５５番地 0228-45-2551

特別養護老人ホーム愛光園 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島２５５番地 0228-45-2551

社会福祉法人栗駒峰寿会 理事長　渡邉泰 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島２５５番地 0228-45-2551

特別養護老人ホーム愛光園　短期入所生
活介護

宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島２５５番地 0228-45-2551

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

特別養護老人ホームりんどう苑 宮城県大崎市鳴子温泉字石ノ梅３３ 0229-84-7451

社会福祉法人加美玉造福祉会 理事長　大山　匡 宮城県加美郡加美町菜切谷字原１６番地の５４ 0229-63-5519

特別養護老人ホームりんどう苑　短期入所
生活介護

宮城県大崎市鳴子温泉字石ノ梅３３ 0229-84-7451

社会福祉法人仙台白百合会 理事長　菅原節雄 宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号 022- 218- 3008

特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑 宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号 022- 218- 3008

社会福祉法人仙台白百合会 理事長　石出信正 宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号 022- 218- 3008

特別養護老人ホーム百合ヶ丘苑　短期入
所生活介護

宮城県仙台市泉区本田町２０番１５号 022- 218- 3008

社会福祉法人東北福祉会 理事長　清水秀夫
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

特別養護老人ホームせんだんの館 宮城県仙台市青葉区水の森３丁目４３-１０ 022-303-0371

社会福祉法人東北福祉会 理事長　清水秀夫
宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地

１
022-303-0086

特別養護老人ホームせんだんの館　短期
入所生活介護

宮城県仙台市青葉区水の森３丁目４３-１０ 022-303-0371

社会福祉法人永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022- 347－2722

特別養護老人ホーム七峰荘 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町７７番地の３ 022- 345-  0232

社会福祉法人永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022- 347－2722

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年9月28日

平成24年4月1日

令和3年6月17日

平成25年5月28日

平成25年7月9日

平成25年7月9日

○

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年9月28日

平成24年9月28日

平成24年9月28日

041104035 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日

041104034 平成24年4月1日 ○ ①④

041114039 平成24年4月1日 ○ ①②④

041104033 平成24年4月1日 ○ ①②④

041114038 平成24年4月1日 ○ ①④

041104032 平成24年4月1日 ○ ①④

041114037 平成24年4月1日 ○ ①②④

041104031 平成24年4月1日 ○ ①②④

041114036 平成24年4月1日 ○ ①④

042101016 平成24年4月1日 ○ ①③

041114035 平成24年4月1日 ○ ①②④

041114034 平成24年9月28日 ○ ①②④

041104030 平成24年9月28日 ○ ①②④

①②④

①④

041114033 平成24年9月28日 ○

平成24年4月1日 ○

041104029 平成24年9月28日 ○

041104027 平成24年4月1日 ○

①②④

041114032 平成24年4月1日 ○

041104028

令和2年12月18日

平成25年4月1日

平成24年12月3日

平成24年12月3日

平成25年5月28日

平成25年4月1日

平成25年4月1日

令和3年6月25日

令和3年6月25日

平成26年9月30日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

特別養護老人ホーム七峰荘　短期入所生
活介護

宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町７７番地の３ 022- 345-  0232

社会福祉法人矢本愛育会 理事長　赤坂正 宮城県東松島市大塩字逆川２２番５５号 0225-83-2031

特別養護老人ホーム矢本華の園 宮城県東松島市矢本字寺前２４７番地 0225-82-1165

社会福祉法人矢本愛育会 理事長　赤坂正 宮城県東松島市大塩字逆川２２番５５号 0225-83-2031

特別養護老人ホーム矢本華の園　短期入
所生活介護

宮城県東松島市矢本字寺前２４７番地 0225-82-1165

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 会長　遠藤繁榮 宮城県大崎市古川三日町二丁目５番１号 0229-36-1201

特別養護老人ホーム楽々楽館 宮城県大崎市古川保柳字中江５番２号 0229-21-0550

社会福祉法人カトリック児童福祉会 理事長　梅津明生 宮城県仙台市宮城野区安養寺２丁目２４番５号 022-234-6303

特別養護老人ホームパルシア 宮城県仙台市宮城野区燕沢東３丁目８番１０号 022-053-3301

社会福祉法人カトリック児童福祉会 理事長　梅津明生 宮城県仙台市宮城野区安養寺２丁目２４番５号 022-234-6303

特別養護老人ホームパルシア　短期入所
生活介護

宮城県仙台市宮城野区燕沢東３丁目８番１０号 022-053-3301

社会福祉法人南郷福祉会 理事長　西澤優李子 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田７番地 0229-58-0996

社会福祉法人南郷福祉会　特別養護老人
ホームいなほの里

宮城県遠田郡美里町木間塚字原田７番地 0229-58-0996

社会福祉法人旭寿会 理事長　菅野隆 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 0226-42-3100

特別養護老人ホームおしか清心苑 宮城県石巻市鮎川浜清崎山７番地 0226-42-3100

社会福祉法人旭寿会 理事長　菅野隆 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 0226-42-3100

特別養護老人ホームおしか清心苑　短期
入所生活介護

宮城県石巻市鮎川浜清崎山７番地 0226-42-3100

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8583

特別養護老人ホーム涼風園 宮城県石巻市流留字沖３０番地３ 0225-24-5861

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8583

特別養護老人ホーム涼風園　短期入所生
活介護

宮城県石巻市流留字沖３０番地３ 0225-24-5861

社会福祉法人　春圃会 理事長　菅原和幸 宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３ 0226-42-3100

特別養護老人ホーム　春圃苑 宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３ 0226-42-3100

社会福祉法人　春圃会 理事長　菅原和幸 宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３ 0226-42-3100

特別養護老人ホーム　春圃苑　短期入所
生活介護

宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３ 0226-42-3100

はあとふるケアサービス株式会社 代表取締役　佐藤八重子 宮城県仙台市太白区郡山四丁目１１番２９号 022-304-2318

はあとふるケアサービス 宮城県仙台市太白区郡山四丁目１１番２９号 022-304-2318

有限会社ケイ 代表取締役　轡ふぢ子 宮城県柴田郡大河原町字南桜町４-１４ 0224-53-3040

南桜ケアサービス 宮城県柴田郡大河原町字西桜町２２番地の３ 0224-51-5056

社会福祉法人豊明会 理事長　石橋侑子 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-3130

特別養護老人ホーム若藤園 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-5601

社会福祉法人豊明会 理事長　石橋侑子 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-3130

特別養護老人ホーム若藤園　短期入所生
活介護

宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-5601

社会福祉法人豊明会 理事長　石橋侑子 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-3130

若柳共生型デイサービスつむぎ 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-6164

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

平成24年11月28日

平成24年11月6日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

041103001 平成24年4月1日 ○ ①④

平成24年4月1日

平成24年4月1日

○

平成24年4月1日

041104041 平成24年4月1日 ○ ①④

041301002 平成24年11月6日 ○ ①②③④⑤

041114047 平成24年4月1日 ○ ①④

041301001 平成24年11月6日 ○ ①②③④

平成24年4月1日

平成24年11月6日

041104040 平成24年4月1日 ○ ①②④⑤

041104036 平成24年4月1日 ○ ①②④

○ ①②④⑤

平成24年4月1日

041114040 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日

041104035 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日

○ ①④ 平成24年4月1日

①

平成24年10月18日

○ ①②④ 平成24年4月1日

　①④ 平成24年4月1日

○ 　①④ 平成24年4月1日

○

○

平成24年4月1日

平成24年4月1日

①②④⑤

○ ①②④

平成24年4月1日

041114044

041104038

041114045

041104039

041114046 平成24年4月1日

平成24年4月1日

041314001

041114042

041104037

041114043

○

平成24年10月18日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

○ 平成24年4月1日

①④

平成30年3月31日平成28年4月1日

令和3年6月25日

令和元年6月20日

令和元年6月20日

平成30年8月31日

平成25年5月13日

平成24年11月28日

平成25年4月25日

平成30年8月31日

令和4年4月1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

社会福祉法人萩の里 理事長　阿部仁美 宮城県塩竈市月見ヶ丘６番１０号 022-355-8888

特別養護老人ホームウィズ月見ヶ丘 宮城県塩竈市月見ヶ丘６番１０号 022-355-8166

社会福祉法人萩の里 理事長　阿部仁美 宮城県塩竈市月見ヶ丘６番１０号 022-355-8888

特別養護老人ホームウィズ月見ヶ丘　短期
入所生活介護

宮城県塩竈市月見ヶ丘６番１０号 022-355-8166

社会福祉法人旭寿会 理事長　菅野隆 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 022-73-2323

特別養護老人ホーム雄心苑 宮城県石巻市雄勝町小島字和田１２３番地 0225-5-3612

社会福祉法人旭寿会 理事長　菅野隆 宮城県石巻市北村字幕ヶ崎一１７番地２ 022-73-2323

特別養護老人ホーム雄心苑　短期入所生
活介護

宮城県石巻市雄勝町小島字和田１２３番地 0225-5-3612

社会福祉法人仙台ビーナス会 理事長　菅野隆
宮城県仙台市仙台市太白区四郎丸字大宮２６

番地３
022-241-5990

特別養護老人ホーム白東苑
宮城県仙台市仙台市太白区四郎丸字大宮２６

番地３
022-241-5990

社会福祉法人仙台ビーナス会 理事長　髙橋治
宮城県仙台市仙台市太白区四郎丸字大宮２６

番地３
022-241-5990

特別養護老人ホーム白東苑　短期入所生
活介護

宮城県仙台市仙台市太白区四郎丸字大宮２６
番地３

022-241-5990

社会福祉法人仙台ビーナス会 理事長　髙橋治
宮城県仙台市仙台市太白区四郎丸字大宮２６

番地３
022-241-5881

特別養護老人ホーム第二白東苑
宮城県仙台市仙台市太白区四郎丸字大宮２６

番地３
022-241-5881

社会福祉法人永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022-779-1580

特別養護老人ホーム杜の風 宮城県富谷市富谷字桜田１-１１ 022-347-2722

株式会社アースワーク
代表取締役　朝比奈キヨ

子
宮城県仙台市泉区南光台七丁目２６番１５号 022-231-9135

アースワーク 宮城県仙台市宮城野区平成一丁目３番１５号 022-231-9135

株式会社つばさ 代表取締役　秋村一志 宮城県名取市相互台１-９-４ 022-395-6966

ヘルパーステーションりんご 宮城県仙台市太白区鈎取本町１-９-２２ 022-395-6892

社会福祉法人なかつうみ会 理事長　葛但寛 宮城県気仙沼市下八瀬４２６番地８ 0226-25-8727

特別養護老人ホーム恵潮苑 宮城県気仙沼市東新城二丁目２番地３ 0226-21-1221

東松島福祉会 理事長　渥美耕太郎 宮城県東松島市赤井字川前四番８３番地 0225-84-1888

特別養護老人ホーム成田の里 宮城県富谷市成田１丁目５番地５ 022-348-3362

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　遠藤公夫 宮城県名取市手倉田字山２０８番地１ 022-382-3535

特別養護老人ホームゆりの里七ヶ宿 宮城県刈田郡七ヶ宿町字矢立３番地１ 0224-37-2855

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　遠藤公夫 宮城県名取市手倉田字山２０８番地１ 022-382-3535

特別養護老人ホームゆりの里七ヶ宿　短期
入所生活介護

宮城県刈田郡七ヶ宿町字矢立３番地１ 0224-37-2855

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8353

特別養護老人ホーム和香園 宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8330

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8353

特別養護老人ホーム和香園　短期入所生
活介護

宮城県石巻市山下町一丁目１１番２２号 0225-93-8330

社会福祉法人愛泉会 理事長　佐藤浩 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 022-347-3281

特別養護老人ホーム愛泉荘 宮城県仙台市泉区七北田字道２４番地の２ 022-372-8078

社会福祉法人愛泉会 理事長　佐藤浩 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 022-347-3281

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ 平成25年12月1日

平成25年9月4日

平成25年12月1日

平成25年9月4日

平成24年4月1日

平成24年11月20日

平成24年11月20日

平成24年4月1日

041104047

041104046

042101020

○ ①④

平成24年11月30日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

○

○

041114054 

平成24年11月20日

平成24年4月1日

平成24年4月1日

041104045 平成24年4月1日 ○ ①②④

○ ①④041114053 平成24年4月1日

平成24年11月30日 ○ ①②③④⑤

○

○

041114052 平成24年4月1日 ○ ①④

042101019 平成24年4月1日 ○ ①②③

041104044 平成24年11月20日 ○ ①②④

041114051 平成24年11月20日 ○ ①④

041104043 平成24年4月1日 ○ ①④

041114050 平成24年11月20日 ○ ①②④

平成24年4月1日

平成24年4月1日

041114049 平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日

041114048 平成24年4月1日 ○ ①④

041104042 平成24年4月1日 ○ ①④

平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日

041114055 平成24年12月12日 ○ ①②④ 平成24年12月12日

平成24年12月12日 ○ ①②④ 平成24年12月12日

①④ 平成24年4月1日

041114056 平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日

041104048 平成24年4月1日 ○

令和3年6月25日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

特別養護老人ホーム愛泉荘　短期入所生
活介護

宮城県仙台市泉区七北田字道２４番地の２ 022-372-8078

社会福祉法人永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022-347-2722

特別養護老人ホームおながわ 宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口１－１ 0225-53-5181

社会福祉法人永楽会 理事長　高橋正人 宮城県黒川郡大衡村大瓜字長町７７番地の３ 022-347-2722

特別養護老人ホームおながわ　短期入所
生活介護

宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字小屋ノ口１－１ 0225-53-5181

社会福祉法人桃寿会 理事長　滝田洋子
宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字道路西８番地

１０
0224-22-7131

特別養護老人ホームざおうの杜 宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字田中４８番地１ 0224-22-7050

社会福祉法人桃寿会 理事長　滝田洋子
宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字道路西８番地

１０
0224-22-7131

特別養護老人ホームざおうの杜あおそ館
宮城県刈田郡蔵王町大字曲竹字道路西８番地

１０
0224-22-7050

社会福祉法人愛泉会 理事長　佐藤浩 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 022-347-3281

特別養護老人ホーム泉音の郷 宮城県仙台市泉区泉中央南１５番地 022-347-3371

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下一丁目１１番２２号 022-93-8353

特別養護老人ホーム第二和香園 宮城県石巻市大瓜字箕輪１７番地 0225-23-3811

社会福祉法人和仁福祉会 理事長　齋藤仁一 宮城県石巻市山下一丁目１１番２２号 022-93-8353

特別養護老人ホーム第二和香園　短期入
所生活介護

宮城県石巻市大瓜字箕輪１７番地 0225-23-3811

社会福祉法人豊明会 理事長　石橋侑子 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-3130

特別養護老人ホーム桂葉 宮城県栗原市高清水新桂葉２７８－２ 0228-59-3031

社会福祉法人豊明会 理事長　石橋侑子 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢８５番地 0228-32-3130

特別養護老人ホーム桂葉 短期入所生活
介護

宮城県栗原市高清水新桂葉２７８－２ 0228-59-3031

社会福祉法人永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022-347-2722

特別養護老人ホーム郷和荘
宮城県黒川郡大郷町大松沢字鶴田山３６番地

の２
022-359-5151

社会福祉法人陽光福祉会 理事長　熊谷直達 宮城県青葉区芋沢字横前１番地の２ 022-391-3212

特別養護老人ホームエコーが丘 宮城県仙台市青葉区芋沢字横前１番地の２ 022-391-3371

社会福祉法人陽光福祉会 理事長　熊谷直達 宮城県青葉区芋沢字横前１番地の２ 022-391-3212

特別養護老人ホームエコーが丘　短期入
所生活介護

宮城県仙台市青葉区芋沢字横前１番地の２ 022-391-3371

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 会長　加藤　睦男 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 ０２２-２６３-４７４４

特別養護老人ホーム和風園 宮城県黒川郡大和町小野字前沢１ ０２２-３４６-２２２９

社会福祉法人宮城県社会福祉協議会 会長　加藤　睦男 宮城県仙台市青葉区上杉一丁目２番３号 ０２２-２６３-４７４４

特別養護老人ホーム和風園　短期入所生
活介護

宮城県黒川郡大和町小野字前沢１ ０２２-３４６-２２２９

合同会社はーとふるコミュニケーション 代表社員　渡邉亮輔 宮城県仙台市若林区上飯田宇天神４１番地の９ 022-781-7872

はーとふるコミュニケーション 宮城県仙台市若林区上飯田宇天神４１番地の９ 022-781-7872

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　遠藤公夫 宮城県名取市手倉田字山２０８-１ 022－382－3535

特別養護老人ホーム松陽苑 宮城県名取市手倉山２１２ 022－384－3663

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　吉田孝志 宮城県名取市手倉田字山２０８-１ 022－382－3535

特別養護老人ホーム松陽苑 短期入所生
活介護

宮城県名取市手倉山２１２ 022－384－3663

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

令和3年2月18日

令和3年2月18日

令和3年6月25日

平成25年1月1日

平成25年12月1日

令和3年6月25日

平成30年9月6日

平成30年9月6日

平成25年3月15日○

平成24年4月1日

平成30年9月14日

平成30年9月25日

平成26年5月21日

令和元年6月27日

令和元年6月27日

04210102１ 平成25年3月15日 ○ ①②③④

041114065 平成24年4月1日

041104053 平成24年4月1日 ○ ①②④⑤

平成25年1月17日

平成24年4月1日

平成24年4月1日○ ①④

○ ①②④⑤ 平成24年4月1日

平成25年4月1日

○ ①②④

041104052 平成25年4月1日 ○ ①④

041114064 平成24年4月1日

041114063 平成24年4月1日 ○ ①④

041104051 平成25年1月17日 ○ ①④

041114062 平成25年1月17日 ○ ①④ 平成25年1月17日

041104050 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日

041114061 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日

041114060 平成24年4月1日

041114059 平成24年4月1日

①④ 平成24年4月1日041104048 平成24年4月1日 ○

041114057 平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日

041104049 ①④ 平成24年4月1日平成24年4月1日 ○

041114058 平成24年4月1日 ○ ①②④ 平成24年4月1日

○ ①②④ 平成24年4月1日

平成24年4月1日

○ ①④ 平成24年4月1日

○

平成25年4月1日 ○ ①②④ 平成25年4月1日

041114066 平成24年4月1日

041104054

平成31年4月1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

株式会社宮城登米広域介護サービス 代表取締役　玉手良則 宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘１４０番地の２ 0220 －23－2345

株式会社宮城登米広域介護サービス 宮城県登米市迫町佐沼字光ヶ丘１４０番地の２ 0220 －23－2345

有限会社岡本看護婦家政婦紹介所 代表取締役　岡本純子 宮城県大崎市古川中里一丁目８番１５号 0229－22－1057

有限会社岡本看護婦家政婦紹介所 宮城県大崎市古川中里一丁目８番１５号 0229－22－1057

有限会社ウィング 代表取締役　高橋一成 宮城県仙台市太白区長町６丁目２番１号 022－304－5820

有限会社ウィング 宮城県仙台市太白区長町６丁目２番１号 022－304－5820

社会福祉法人キングス・ガーデン宮城 理事長　佐藤春子 宮城県気仙沼市岩月星谷６４番の３ 0226-26-1111

特別養護老人ホームキングス・タウン 宮城県気仙沼市三日町３-１-１ 0226-24-3001

社会福祉法人キングス・ガーデン宮城 理事長　佐藤春子 宮城県気仙沼市岩月星谷６４番の３ 0226-26-1111

特別養護老人ホームキングス・タウン短期
入所者生活介護

宮城県気仙沼市三日町３-１-１ 0226-24-3001

社会福祉法人仙台市社会事業協会 会長　千田典男 宮城県仙台市青葉区葉山町８番１号 022-275-2792

特別養護老人ホーム仙台楽生園 宮城県仙台市青葉区葉山町８番１号 022-273-4920

社会福祉法人仙台市社会事業協会 会長　千田典男 宮城県仙台市青葉区葉山町８番１号 022-275-2792

特別養護老人ホーム仙台楽生園　短期入
所生活介護

宮城県仙台市青葉区葉山町８番１号 022-273-4920

社会福祉法人七日会 理事長　水村昭典 東京都青梅市今井二丁目１０７９番地 0428-32-7699

特別養護老人ホームせんだい郷六の杜 宮城県仙台市青葉区郷六字出戸２番地 022-395-5633

社会福祉法人七日会 理事長　水村昭典 東京都青梅市今井二丁目１０７９番地 0428-32-7699

特別養護老人ホームせんだい郷六の杜
短期入所生活介護

宮城県仙台市青葉区郷六字出戸２番地 022-395-5633

社会福祉法人まほろば 理事長　菅原一博
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば２丁目２番地

の４
022-779-7785

特別養護老人ホームまほろばの里たいわ
宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば２丁目２番地

の４
022-779-7785

社会福祉法人一視同仁会 理事長　遠藤早苗 宮城県石巻市鹿又字八幡前１５番 0225-86-5088

特別養護老人ホーム花水木 宮城県石巻市鹿又字八幡前１５番 0225-86-5088

社会福祉法人一視同仁会 理事長　遠藤早苗 宮城県石巻市鹿又字八幡前１５番 0225-86-5088

特別養護老人ホーム花水木　短期入所生
活介護

宮城県石巻市鹿又字八幡前１５番 0225-86-5088

社会福祉法人常盤福祉会 理事長　黒田清
宮城県柴田郡柴田町大字船岡中央三丁目１８

番３号
0224-55-1421

特別養護老人ホーム桜寿苑
宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前２２０番地

３
0224-52-0211

社会福祉法人常盤福祉会 理事長　黒田清
宮城県柴田郡柴田町大字船岡中央三丁目１８

番３号
0224-55-1421

特別養護老人ホーム桜寿苑　短期入所生
活介護

宮城県柴田郡大河原町大谷字上谷前２２０番地
３

0224-52-0211

社会福祉法人常盤福祉会 理事長　黒田清
宮城県柴田郡柴田町大字船岡中央三丁目１８

番３号
0224-55-1421

特別養護老人ホーム第二常盤園 宮城県柴田郡柴田町船岡字迫２８番地１ 0224-55-5761

医療法人社団清風会 理事長　氏家重紀 宮城県青葉区米ヶ袋二丁目１番３０号 022-264-7250

介護老人保健施設清風 宮城県白石市大手町２－１ 0224-22-2110

社会福祉法人敬長福祉会 理事長　山本月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚一丁目１４番３０号 022-286-2591

特別養護老人ホームチアフル遠見塚 宮城県仙台市若林区遠見塚一丁目１４番３０号 022-286-2591

社会福祉法人敬長福祉会 理事長　山本月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚一丁目１４番３０号 022-286-2591

○

○

○

平成30年4月4日

○

○

○

○

○

○

○

平成30年9月14日

平成27年2月21日

平成27年2月21日

○

○

○

平成25年5月30日

平成25年6月1日

平成25年10月1日

○

平成30年4月4日

○ 平成25年5月30日

平成25年4月5日

042102001 平成25年3月25日 ○ ①③ 平成25年3月25日

○ ①② 平成25年4月5日

042101022 平成25年4月5日 ○ ①②③

○

平成25年4月17日 ○ ①②④ 平成25年4月17日

042101023 平成25年4月5日

平成25年5月1日

041104056 平成25年4月17日 ○ ①②④ 平成25年4月17日

041114067

○ ①④ 平成25年5月1日

041114068 平成25年5月1日 ○ ①④

平成25年5月9日 ○ ①②④ 平成25年5月9日

041104055 平成25年5月1日

平成25年5月9日

041104057 平成25年5月9日 ○ ①②④ 平成25年5月9日

041114069

○ ①④ 平成24年4月1日

041114070 平成25年5月9日 ○ ○ ①②④

平成24年4月1日 ○ ①④ 平成24年4月1日

041114071 平成24年4月1日

平成25年5月30日

041114072 平成25年5月30日 ○ ①②④ 平成25年5月30日

041104058

○ ①④ 平成25年5月30日

041104059 平成25年5月30日 ○ ①④

041114073 平成25年5月30日

041115001 平成25年5月30日 ○

041114074 平成24年4月1日 ○ ①②④ ○

○ ①②④ ○

平成24年4月1日

平成25年5月30日①②④

平成24年4月1日041104061 平成24年4月1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

特別養護老人ホームチアフル遠見塚　短期
入所生活介護

宮城県仙台市若林区遠見塚一丁目１４番３０号 022-286-2591

社会福祉法人常盤福祉会 理事長　黒田清
宮城県柴田郡柴田町大字船岡中央三丁目１８

番３号
0224-55-1421

特別養護老人ホーム常盤園 宮城県柴田郡柴田町船岡字迫２８番地１ 0224-55-1421

社会福祉法人常盤福祉会 理事長　黒田清
宮城県柴田郡柴田町大字船岡中央三丁目１８

番３号
0224-55-1421

特別養護老人ホーム常盤園　短期入所生
活介護

宮城県柴田郡柴田町船岡字迫２８番地１ 0224-55-1421

社会福祉法人栄世会 理事長　日下英一 宮城県白石市銚子ヶ森２６番１ 0224-29-3701

ひだまり 宮城県白石市銚子ヶ森２６番１ 0224-29-3701

社会福祉法人栄世会 理事長　日下英一 宮城県白石市銚子ヶ森２６番１ 0224-29-3701

ひだまり　短期入所生活介護 宮城県白石市銚子ヶ森２６番１ 0224-29-3701

社会福祉法人共和会 理事長　石附壮三
宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６番地

の１２
022-393-2061

特別養護老人ホーム思行園
宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６番地

の１２
022-393-2061

社会福祉法人共和会 理事長　石附壮三
宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６番地

の１２
022-393-2061

特別養護老人ホーム思行園　短期入所生
活介護

宮城県仙台市青葉区大倉字大原新田２６番地
の１２

022-393-2061

涌谷町 町長　大橋信夫 宮城県遠田郡涌谷町字新町裏１５３番地２
0229-43-5111（内

108）

涌谷町老人保健施設 宮城県遠田郡涌谷町涌谷字中江南２７８ 0229-43-5500

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　吉田孝志 宮城県名取市手倉田字山２０８番地の１ 022-382-3535

　特別養護老人ホーム山王 宮城県栗原市一迫真坂字新道満３９ 0228-52-2880

社会福祉法人宮城福祉会 理事長　吉田孝志 宮城県名取市手倉田字山２０８番地の１ 022-382-3535

　特別養護老人ホーム山王　短期入所生
活介護

宮城県栗原市一迫真坂字新道満３９ 0228-52-2880

セントケア東北株式会社 代表取締役　平高広 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１１番１１号 022-217-1044

セントケア若林 宮城県仙台市若林区若林七丁目１番２号 022-781-1494

社会福祉法人みずほ 理事長　森精一 宮城県名取市小塚原字遠東１番地２ 022-304-2750

特別養護老人ホームうらやす 宮城県名取市小塚原字遠東１番地２ 022-304-2750

社会福祉法人みずほ 理事長　森精一 宮城県名取市小塚原字遠東１番地２ 022-304-2750

特別養護老人ホームうらやす　短期入所生
活介護

宮城県名取市小塚原字遠東１番地２ 022-304-2750

社会福祉法人みずほ 理事長　森精一 宮城県名取市小塚原字遠東１番地２ 022-304-2750

特別養護老人ホーム春の森から 宮城県仙台市太白区東郡山二丁目３４番地５号 022-304-2750

社会福祉法人みずほ 理事長　森精一 宮城県名取市小塚原字遠東１番地２ 022-304-2750

特別養護老人ホーム春の森から　短期入
所生活介護

宮城県仙台市太白区東郡山二丁目３４番地５号 022-304-2750

セントケア宮城株式会社 代表取締役　平高広 宮城県仙台市青葉区本町一丁目１１番１１号 022-217-1044

セントケア泉中央
宮城県仙台市泉区市名坂字石止６フローレス大
友１０３号

022-217-1043

医療法人福祉の森 理事長　森精一 宮城県仙台市若林区日辺字沖田１５ 022-781-3830

介護老人保健施設春風のころ 宮城県仙台市若林区日辺字沖田１５ 022-781-3830

医療法人財団五倫会 理事長　髙橋正倫 宮城県塩竈市伊保石２１番地１ 022－361－8201

有料老人ホーム　護療舎 宮城県塩竈市清水沢４丁目３７－２０ 022－３67－3256

○

平成25年6月7日

平成25年6月7日

○ ①②④ ○ 平成24年4月1日

041114075 平成25年6月7日 ○ ①②④ ○ 平成25年6月7日

041104061 平成24年4月1日

○ 平成25年6月7日

041104062 平成25年6月7日 ○ ①④ ○

○ ①②④ ○

平成25年6月7日

041114076 平成25年6月7日 ○ ①②④

平成25年6月7日

041114077 平成24年4月1日 ○ ①④ ○ 平成24年4月1日

041104063 平成25年6月7日

○ 平成24年6月21日

041104064 平成24年4月1日 ○ ①④ ○

○ ①④ ○

平成24年4月1日

041115002 平成24年6月21日 ○ ①②④

平成24年6月28日

041104065 平成24年6月28日 ○ ①④ ○ 平成24年6月28日

041114078 平成24年6月28日

平成24年6月28日042101024 平成24年6月28日 ○ ①②③

041114079 平成24年7月5日 ○ ①②④ ○

平成24年7月5日

平成24年7月5日

041104066 平成24年7月5日 ○ ①②④ ○

○ 平成24年7月5日

平成24年7月5日

041114080 平成24年7月5日 ○ ①②④ ○

平成24年7月5日 ○ ①②④ ○

041104067 平成24年7月5日 ○ ①②④

平成24年7月5日

041115003 平成24年7月5日 ○ ①②④ ○

041101001

平成24年7月5日

041116001 平成24年7月31日 ○ ①②③④
⑤

○ 平成24年7月31日

令和元年8月6日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

有限会社こころ 代表取締役　泉田里司 宮城県仙台市宮城野区白鳥一丁目１番１０号 022-259-3677

ヘルパーステーションこころ 宮城県仙台市宮城野区白鳥一丁目１番１０号 022-259-3677

有限会社福祉サポート仙台東 渡邊美智子 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目３番３３号 022-286-7976

住宅型有料老人ホーム憩いの園 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目３番４０号 022-286-7676

有限会社福祉サポート仙台東 渡邊美智子 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目３番３３号 022-286-7976

ヘルパーステーション憩いの園 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目３番２６号 022-285-5677

有限会社福祉サポート仙台東 渡邊美智子 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目３番３３号 022-286-7976

小規模多機能型居宅介護憩いの園さくら 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１８番１４号 022-781-3028

社会福祉法人東松島福祉会 渥美耕太郎 宮城県東松島市赤井字川前四番８３番地 0225-84-1888

特別養護老人ホームせせらぎの里 宮城県富谷市成田一丁目５－７ 022-348-3822

社会福祉法人青葉福祉会 菅原博 宮城県仙台市青葉区宮町一丁目４番４７号 022-263-0531

特別養護老人ホームアルテイル青葉 宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢１番地の１６ 022-214-0185

社会福祉法人青葉福祉会 菅原博 宮城県仙台市青葉区宮町一丁目４番４７号 022-263-0531

特別養護老人ホームアルテイル青葉　短期
入所者生活介護

宮城県仙台市青葉区荒巻字三居沢１番地の１６ 022-214-0185

医療法人本多友愛会 本多正久 宮城県角田市角田字牛舘１６番地 0224-63-2003

介護老人保健施設はくあいホーム 宮城県角田市角田字牛舘１６番地 0224-63-5111

医療法人本多友愛会 本多正久 宮城県角田市角田字牛舘１６番地 0224-63-2003

介護老人保健施設はくあいホーム　短期入
所療養介護

宮城県角田市角田字牛舘１６番地 0224-63-5111

社会福祉法人永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022-347-2722

特別養護老人ホーム杜の風　短期入所生
活介護

宮城県富谷市富谷字桜田１番地の１１ 022-779-1580

株式会社佐善商店 代表取締役　佐藤善武 宮城県仙台市青葉区郷六石山２２番地の１ 022-302-2151

さぜんライフケアサポート 宮城県仙台市太白区西の平１丁目２－２２ 022-307-5510

社会福祉法人迫川会 理事長　山田守利 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

特別養護老人ホームいちょうの里 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

社会福祉法人迫川会 理事長　山田守利 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

特別養護老人ホームいちょうの里　短期入
所生活介護

宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

社会福祉法人迫川会 理事長　山田守利 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

特別養護老人ホームいちょうの里　ユニット 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

社会福祉法人やまとみらい福祉会 理事長　早坂了悦 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原３番地の３０ 022-772-3073

特別養護老人ホーム抱優館八乙女 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原３番地の３０ 022-772-3073

社会福祉法人やまとみらい福祉会 理事長　早坂了悦 宮城県仙台市泉区上谷刈字向原３番地の３０ 022-772-3073

特別養護老人ホーム抱優館八乙女　短期
入所生活介護

宮城県仙台市泉区上谷刈字向原３番地の３０ 022-772-3073

株式会社愛心ヘルプサービス 代表取締役　古川武志 宮城県仙台市青葉区中山九丁目１２番１３号 022-343-0643

愛心ヘルプサービス 宮城県仙台市青葉区中山九丁目１２番１３号 022-343-0643

株式会社愛心ヘルプサービス 代表取締役　古川武志 宮城県仙台市青葉区中山九丁目１２番１３号 022-343-0643

愛心ヘルプサービス長町 宮城県仙台市太白区東大野田１９番７号 022-395-9287

平成26年5月23日 平成27年3月31日

平成26年5月23日 平成30年1月25日

041101006 平成26年5月23日 ○ ①②④ ○

041101005 平成26年5月23日 ○ ①②③④
⑤

○

平成26年5月22日

平成26年5月22日

041104072 平成26年5月22日 ○ ①②④ ○

平成26年5月22日 令和2年8月1日

041114084 平成26年5月22日 ○ ①②④ ○

041112001 平成26年5月22日 ○ ①②④ ○

041109001 平成25年8月22日 ○ ①②④ ○ 平成25年8月22日

041101003 平成25年8月22日 ○ ①②④ ○ 平成25年8月22日

○ 平成25年8月22日

041116002 平成25年8月22日 ○ ①②④ ○ 平成25年8月22日

041301004 平成25年8月22日 ○ ①②③④ ○

041114081 平成25年10月25日 ○ ①②④ ○

平成24年4月1日

平成25年10月25日

041114082 平成24年4月1日 ○ ①④ ○

平成25年11月1日

平成24年4月1日

041104068 平成24年4月1日 ○ ①④ ○

041115004 平成25年11月1日 ○ ①②④ ○

平成25年11月1日041104069 平成25年11月1日 ○ ①②④ ○

平成27年1月23日

041104070 平成25年12月2日 ○ ①④ 平成25年12月2日○

○ ①②③④ ○

令和3年6月25日

平成26年3月18日 平成26年11月27日

041114083 平成26年3月18日 ○ ①②④ ○

041301003 ○平成26年3月18日

041104071 平成26年3月18日 ○ ①②④ ○ 平成26年3月18日 令和2年8月1日

平成26年3月18日 令和2年8月1日

★登録簿 公開用１.xls
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プリムローズ有限会社 代表取締役　金澤哲男 宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字前畑１０番 022-366-2620

七ヶ浜町海の宮サービス付高齢者向け住
宅

宮城県宮城郡七ヶ浜町東宮浜字前畑１０番 022-366-2620

医療法人社団畑山医院 理事長　畑山純 宮城県栗原市築館伊豆四丁目３番４０号 0228-22-2475

介護老人保健施設　高森ロマンホーム 宮城県栗原市築館字下高森１２４－１ 0228-22-3922

株式会社ＪＩＶＥ 代表取締役　阿部みつる 宮城県大崎市古川中里五丁目１４－５ 0229-23-2457

デイサービス陽だまり 宮城県大崎市松山金谷字金田８９ 0229-55-2662

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 会長　遠藤繁榮 宮城県大崎市古川三日町二丁目５番１号 0229-21-0550

短期入所生活介護施設　楽々楽館 宮城県大崎市古川保柳字中江５番２号 0229-36-1115

社会福祉法人つつじ会 理事長　土井文司 宮城県石巻市蛇田字小斎６１番地１ 0225-22-8261

特別養護老人ホーム　つつじの郷 宮城県石巻市蛇田字小斎９番地３ 0225-21-5531

株式会社　おんりわん 代表取締役　飯田敏 宮城県栗原市築館薬師一丁目１１０番地１ 0228-23-8025

訪問介護　おんりぃケア 宮城県栗原市築館伊豆三丁目246番地2 0228-25-4716

セントケア東北株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市本町１丁目１１番１１号 022-266-5223

セントケア若林 宮城県仙台市若林区若林７丁目１番２号 022-781-1480

アースサポート株式会社 代表取締役　森山典明 東京都渋谷区本町一丁目４番１４号 03-3377-1100

アースサポート石巻 宮城県石巻市蛇田字下谷地１番地６ 0225-23-6911

社会福祉法人千葉福祉会 理事長　鹿野清一 宮城県栗原市志波姫北郷大門８５番地の２ 0228-25-2255

特別養護老人ホーム千葉福寿園 宮城県栗原市志波姫北郷大門８５番地の２ 0228-25-2255

社会福祉法人千葉福祉会 理事長　鹿野清一 宮城県栗原市志波姫北郷大門８５番地の２ 0228-25-2255

特別養護老人ホーム千葉福寿園　短期入
所生活介護

宮城県栗原市志波姫北郷大門８５番地の２ 0228-25-2255

有限会社星陵介護サービス 取締役　藤本宗男 宮城県大崎市古川南町３丁目１－１０ 0229-25-9411

星陵ケアセンター 宮城県大崎市古川南町３丁目１－１０ 0229-25-9411

医療法人翠十字 理事長　安カ川誠 宮城県仙台市太白区山田町８－３０ 022-245-6677

医療法人翠十字　老人保健施設　杜の倶
楽部

宮城県仙台市太白区茂庭字人来田東１９－１３ 022-307-3300

社会福祉法人庄慶会 理事長　庄司智子 宮城県仙台市青葉区五橋二丁目１１番１号 022-223-1025

特別養護老人ホーム　サン・つばき 宮城県仙台市太白区越路７番７号 022-722-2220

社会福祉法人つつじ会 理事長　土井文司 宮城県石巻市蛇田字小斎６１番地１ 0225-22-8261

石巻蛇田在宅ケアステーション 宮城県石巻市蛇田字小斎６１番地１ 0225-22-6201

医療法人　財団明理会 理事長　中村哲也 東京都板橋区本町36-3 03-3965-5971

介護老人保健施設　丸森ロイヤルケアセン
ター

宮城県伊具郡丸森町字鳥屋9-2 0224-73-1101

社会福祉法人　清山会 理事長　茂木良夫
宮城県登米市津山町柳津字黄牛新山窪１２５番

地
0225-68-2175

特別養護老人ホーム　柳風園
宮城県登米市津山町柳津字黄牛新山窪１２５番

地
0225-68-2175

社会福祉法人迫川会 理事長　山田守利 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

いちょうの里　グループホーム 宮城県栗原市築館字下宮野館１０８番地 0228-22-7887

医療法人共和会 理事長　石附壮三 宮城県仙台市青葉区上愛子字上遠野原９-７６ 022-392-6631

介護老人保健施設　ユニットケア泉 宮城県仙台市泉区大沢３-５-５ 022-771-8811

平成27年1月28日 平成29年2月28日

平成27年1月28日

041112004 平成27年1月28日 ○ ①②④ 〇

041115006 平成27年1月28日 ○ ①②④ 〇

平成26年10月22日041114086 平成26年10月22日 ○ ①②④ 〇

平成26年10月21日041115005 平成26年10月21日 ○ ①②④ 〇

〇 平成26年8月25日042101026 平成26年8月25日 ○ ①④

平成26年8月6日

平成26年8月6日

041104074 平成26年8月6日 ○ ①②④ 〇

041114085 平成26年8月6日 ○ ①②④ 〇

平成26年6月13日041112003 平成26年6月13日 ○ ①②④ 〇

平成26年6月10日 平成28年4月1日 平成30年3月31日041304001 平成26年6月10日 ○ ①②④⑤ 〇

〇 平成26年6月3日

平成26年6月3日 平成28年4月1日

042103001 平成26年6月3日 ○ ①②③④

041315001 平成26年6月3日 ○ ①②④⑤ ○

平成26年5月26日042101025 平成26年5月26日 ○ ①② ○

○ 平成26年6月27日 令和元年9月1日041301005 平成26年6月27日 ○ ①②③④ 〇

平成26年7月17日 令和元年8月19日041103002 平成26年7月17日 ○ ①②③④
⑤

〇

平成26年7月29日 平成28年1月31日041101008 平成26年7月29日 ○ ①④ 〇

平成27年1月8日041101009 平成27年1月8日 ○ ①②④ 〇

平成27年3月12日 令和2年8月1日041110001 平成27年3月12日 ○ ①②④ 〇

平成27年4月9日041115007 平成27年4月9日 ○ ①②④ 〇

★登録簿 公開用１.xls
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社会福祉法人加美町社会福祉協議会 会長　板垣文一 宮城県加美郡加美町字町裏３２０番地 0229-63-2547

加美町社協ヘルパーステーション 宮城県加美郡加美町字北寺宿４１－３ 0229-68-1125

社会福祉法人加美町社会福祉協議会 会長　板垣文一 宮城県加美郡加美町字町裏３２０番地 0229-63-2547

社会福祉法人加美町社会福祉協議会中新
田ヘルパーステーション

宮城県加美郡加美町字町裏３２０番地 0229-63-5956

医療法人金上仁友会 理事長　安藤正夫 宮城県角田市角田字田町１２３ 0224-63-1032

介護老人保健施設ゆうゆうホーム 宮城県角田市角田字田町１１４－９ 0224-62-4688

有限会社太陽介護サービス 代表取締役　菊田とよ子 宮城県石巻市中屋敷一丁目４番１１号 0225-86-5062

有料老人ホーム　アットホームふれあいの
家

宮城県石巻市鹿又字山下東５７－１ 0225-86-5062

株式会社ウエスシスパートナーズ 代表取締役　佐藤英樹 宮城県仙台市青葉区一番町１丁目１－３０ 022-263-0844

ウエック東松島ケアステーション 宮城県東松島市矢本字大林１４ 0225-98-5239

医療法人社団東北福祉会 理事長　伊藤恒敏 宮城県仙台市青葉区国見一丁目８番１号 022-727-7722

せんだんの丘ホームヘルパーステーション
２４

宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘６丁目１２６番地５
１号

022-727-8834

社会福祉法人　向陽会 理事長　鈴木勝 宮城県石巻市北村字下田三４２番地 0225-73-5211

特別養護老人ホーム　万葉苑 宮城県石巻市北村字下田三４２番地 0225-73-5211

社会福祉法人　向陽会 理事長　鈴木勝 宮城県石巻市北村字下田三４２番地 0225-73-5211

特別養護老人ホーム　万葉苑　ユニット型 宮城県石巻市北村字下田三４２番地 0225-73-5211

社会福祉法人　向陽会 理事長　鈴木勝 宮城県石巻市北村字下田三４２番地 0225-73-5211

特別養護老人ホーム　万葉苑　短期入所
生活介護

宮城県石巻市北村字下田三４２番地 0225-73-5211

社会福祉法人　善俊会 理事長　杉山善助 宮城県黒川郡大郷町羽生字金井川９４番地１ 022-359-8182

特別養護老人ホーム　ウィング 宮城県黒川郡大郷町羽生字金井川９４番地１ 022-359-8182

社会福祉法人　善俊会 理事長　杉山善助 宮城県黒川郡大郷町羽生字金井川９４番地１ 022-359-8182

特別養護老人ホーム　ウィング　短期入所
生活介護

宮城県黒川郡大郷町羽生字金井川９４番地１ 022-359-8182

社会福祉法人　善俊会 理事長　杉山善助 宮城県黒川郡大郷町羽生字金井川９４番地１ 022-359-8182

デイサービスセンター　ウィング 宮城県黒川郡大郷町羽生字金井川９４番地１ 022-359-8182

社会福祉法人　向陽会 理事長　鈴木勝 宮城県石巻市北村字下田三４２番地 0225-73-5211

特別養護老人ホーム　万葉苑わくや 宮城県遠田郡涌谷町上郡字上郡沢４－１ 0229-43-6411

社会福祉法人　春圃会 理事長　菅原和幸 宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３ 0226-42-3100

特別養護老人ホーム　春圃苑　ユニット型 宮城県気仙沼市本吉町中島３５８番地３ 0226-42-3100

社会福祉法人　なかつうみ会 理事長　葛　但寛 宮城県気仙沼市下八瀬４２６番地８ 0226-25-8727

特別養護老人ホーム　恵心寮 宮城県気仙沼市下八瀬４２６番地８ 0226-25-8727

セントケア宮城　株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア塩釜松陽台 宮城県塩釜市松陽台1丁目19番12号 022-364-6531

セントケア東北　株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア若林デイサービスセンター 宮城県仙台市若林7丁目1番2号2Ｆ 022-781-1031

セントケア東北　株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア太白山田 宮城県仙台市太白区山田新町72番地 022-307-1022
平成27年7月1日

平成27年7月1日

041104077 平成27年7月1日 ○ ①②③④
⑤

○

平成27年7月1日 令和元年12月10日

041108001 平成27年7月1日 ○ ①②③④
⑤

○

平成27年7月1日

041103004 平成27年7月1日 ○ ①②③④
⑤

○

041114091 平成27年7月1日 ○ ①④ ○

平成27年6月10日 令和2年3月19日041112005 平成27年6月10日 ○ ①②④⑤ ○

平成27年6月5日 令和2年9月1日041114090 平成27年6月5日 ○ ①④ ○

平成27年5月20日

平成27年5月20日

041103003 平成27年5月20日 ○ ①②④ ○

平成27年5月20日

041104076 平成27年5月20日 ○ ①②④ ○

041114089 平成27年5月20日 ○ ①②④ ○

平成27年4月23日041101010 平成27年4月23日 ○ ①②③④
⑤

〇

平成27年4月21日041116003 平成27年4月21日 ○ ①②④ 〇

041115008 平成27年4月21日 ○ ①②③④
⑤

〇 平成27年4月21日

042301028 平成27年4月21日 ○ ①②③④
⑤

042101027 平成27年4月21日 ○ ①②⑤ ○ 平成27年4月21日 令和3年2月10日

○ 平成27年4月21日 令和3年2月10日

○ 平成27年5月7日 平成27年8月26日042301029 平成27年5月7日 ○ ①②④

041114087 平成27年5月20日 ○ ①②④ ○ 平成27年5月20日

041114088 平成27年5月20日 ○ ①②④ ○

04110475 平成27年5月20日 ○ ①②④ ○ 平成27年5月20日

平成27年5月20日
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セントケア東北　株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア太白山田　ユニット型 宮城県仙台市太白区山田新町72番地 022-307-1022

社会福祉法人　ライフケア赤井江 理事長　上野　春雄 宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-29-2141

地域密着型特別養護老人ホーム　恵み野 宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-23-1590

社会福祉法人　ライフケア赤井江 理事長　上野　春雄 宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-29-2141

地域密着型特別養護老人ホーム　恵み野
短期入所生活介護

宮城県岩沼市押分字新田１０９－２ 0223-23-1590

株式会社　グッドライフケア 代表取締役　小橋　仁 宮城県仙台市太白区大野田４丁目18番地の４ 022-797-6539

ヘルパーステーションミントレモネード 宮城県仙台市太白区大野田４丁目18番地の４ 022-797-6539

社会福祉法人　永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022-347-2722

特別養護老人ホーム　第2百才館 宮城県大崎市三本木字大豆坂２４番地の３ 0229-53-1261

社会福祉法人　永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022-347-2722

特別養護老人ホーム　百才館 宮城県大崎市三本木字大豆坂２４番地の３ 0229-53-1261

社会福祉法人　永楽会 理事長　小川宗寿 宮城県黒川郡大和町吉岡字中町32番地2 022-347-2722

特別養護老人ホーム　百才館　短期入所
生活介護

宮城県大崎市三本木字大豆坂２４番地の３ 0229-53-1261

有限会社　あけぼの介護センター 代表取締役　高瀬　鈴子 宮城県仙台市青葉区中江１丁目13-11 022-796-6360

有限会社　あけぼの介護センター 宮城県仙台市青葉区中江１丁目13-11 022-796-6360

セントケア宮城株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア　富谷中央
宮城県富谷市東向陽台3丁目２８－２ 芳賀店舗

１０１号
022-772-5051

株式会社あしすと悠 取締役　村上　のり子 宮城県岩沼市館下2丁目3番30号 0223-36-7403

あしすと悠 宮城県亘理郡亘理町逢隈田沢字遠原22－6 0223-36-9363

セントケア東北株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町一丁目11番11号 022-266-5223

セントケア　太白山田　通所介護 宮城県仙台市太白区山田新町72番地 022-307-1021

シップヘルスケアファーマシー
東日本株式会社

代表取締役　長南　登志 宮城県仙台市泉区泉中央１丁目７番地の１ 022-304-3350

住宅型有料老人ホーム　グリーンライフ仙
台

宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目3番1号 022-304-3350

医療法人社団　健育会 理事長　竹川　節男 東京都板橋区桜川2丁目19番1号 03-3233-1105

医療法人社団　健育会
ナースインホームひまわり

石巻市大街道西3丁目1番28号 0225-98-4213

社会福祉法人　旭浦会 理事長　高橋　幸司 宮城県本吉郡南三陸町入谷字童子下159番地2 0226-46-6046

特別養護老人ホーム　慈恵園 宮城県本吉郡南三陸町入谷字童子下159番地2 0226-46-6046

社会医療法人　将道会 理事長　渡邉　一夫 宮城県岩沼市里の杜１丁目２番５号 0223-23-3151

介護老人保健施設　サニーホーム 宮城県岩沼市里の杜１丁目２番6号 0223-29-3275

社会福祉法人　みやぎ会 理事長　田中　信幸
青森県八戸市大字河原木字八太郎山１０番地８

１
0178-51-2010

特別養護老人ホーム　きたかみ 宮城県石巻市北上町橋浦字大須２３４ 0225-61-7201

社会福祉法人　KTK福祉会 理事長　佐々木　惠子 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎下川原19番地 0228-45-6401

地域密着型特別養護老人ホーム　ルグネッ
ト岩ヶ崎

宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎下川原19番地 0228-45-6401

社会福祉法人　敬長福祉会 理事長　山本　月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚１丁目１４番３０号 022-289-2591

地域密着型特別養護老人ホーム　チアフル
古城

宮城県仙台市若林区古城３丁目１２番１８番 022-766-8177

平成28年4月1日041114093 平成28年4月1日 ○ ①②④ ○

平成28年4月1日041115009 平成28年4月1日 ○ ①②④ ○

平成28年2月1日041113001 平成28年2月1日 ○
①②③④

⑤
○

平成27年12月1日041103005 平成27年11月30日 ○ ①②③④
⑤

○

平成27年7月28日 令和3年6月25日

平成27年7月28日 令和3年6月25日

041104080 平成27年7月28日 ○ ①④ ○

平成27年7月28日 令和3年6月25日

041112008 平成27年7月28日 ○ ①④ ○

○ 平成27年7月23日

041112007 平成27年7月28日 ○ ①④ ○

平成27年7月22日

042101030 平成27年7月23日 ○ ①②⑤

平成27年7月22日

041104079 平成27年7月22日 ○ ①②④ ○

平成27年7月1日

041112006 平成27年7月22日 ○ ①②④ ○

041104078 平成27年7月1日 ○
①②③④

⑤
○

○ 平成27年9月1日042101031 平成27年9月1日 ○ ①②④

○ 平成27年10月6日041101011 平成27年10月6日 ○ ①②④ ○

○ 平成27年11月16日 平成29年11月28日041101012 平成27年11月6日 ○ ①②③④

○ 平成27年12月24日042116001 平成27年12月24日 ○ ①②⑤

平成28年2月16日041114092 平成28年2月16日 ○ ①②④ ○

平成28年4月6日041112009 平成28年4月6日 ○ ①④ ○

041112010 平成28年4月21日 ○ ①②④ ○ 平成28年4月21日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
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一体的に実施する
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社会福祉法人　敬長福祉会 理事長　山本　月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚１丁目１４番３０号 022-289-2591

地域密着型特別養護老人ホーム　チアフル
古城　短期入所生活介護事業所

宮城県仙台市若林区古城３丁目１２番１８番 022-766-8177

社会福祉法人　宮城厚生福祉会 理事長　金田　早苗 宮城県仙台市宮城野区田子字富里１５３ 022-388-9968

地域密着型特別養護老人ホーム　風の音
サテライト史

宮城県多賀城市伝上山１丁目５番６号 022-357-0326

社会福祉法人萩の里 理事長　阿部　仁美 宮城県塩竈市月見ヶ丘6番10号 022-355-8888

特別養護老人ホーム
壱ノ町

宮城県宮城郡利府町赤沼字大貝93番地1 022-356-5180

株式会社　コンフォート 代表取締役　渡辺　由美
宮城県大崎市古川福沼1-18-19　メモリアルパーク

B棟２０２ 0229-87-5452

ケア　コンシェルジュ
宮城県大崎市古川福沼1-18-19　メモリアルパーク

B棟２０２
0229-87-5452

セントケア宮城株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア石巻あけぼの 宮城県石巻市茜平2-1-7 0225-22-1056

セントケア宮城株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア福田町 宮城県仙台市宮城野区福田町3-7-1 022-254-9601

セントケア東北株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア北中山 宮城県仙台市泉区北中山2-33-6 022-348-2256

セントケア東北株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア アデル北中山 宮城県仙台市泉区北中山2-24-1　2Ｆ 022-348-2188

セントケア東北株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア南中山デイサービス 宮城県仙台市泉区南中山二丁目25番地2号 022-348-2160

医療法人財団　明理会 理事長　中村哲也 東京都板橋区本町36-3 03-3965-5971

介護老人保健施設　仙台ロイヤルケアセン
ター

宮城県仙台市青葉区みやぎ台1-31-1 022-394-7651

セントケア東北株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア仙台福室 宮城県仙台市宮城野区福室3-8-1 022-786-1030

セントケア宮城株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア仙台田子 宮城県仙台市宮城野区田子3-19-40 022-254-8061

公益財団法人仙台市医療センター 理事長　中川洋 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5丁目２２番１ 022-252-1111

介護老人保健施設　茂庭台豊齢ホーム 宮城県仙台市太白区茂庭台２丁目１６番１０号 022-281-3190

株式会社ベストライフ東日本 代表取締役　伊藤　留美 北海道札幌市白石区東札幌一条二丁目3番1号 011-817-4151

介護付有料老人ホーム
ベストライフ仙台

宮城県仙台市泉区泉中央2-22-1 022-771-8581

株式会社ＨＣＭ 代表取締役　吉岡　俊郎 東京都港区東麻布一丁目28番13号 03-3568-1171

アミカ仙台泉介護センター 宮城県仙台市泉区上谷刈6丁目4－34 022-725-5537

平成28年7月1日

平成28年7月1日

041109003 平成28年 6月29日 ○ ①②④ ○

041109002 平成28年 6月29日 ○ ①②④ ○

平成28年7月1日041115010 平成28年 6月17日 ○ ①②④ ○

平成28年7月1日

平成28年7月1日

041103009 平成28年 6月17日 ○ ①②④ ○

平成28年7月1日

041103008 平成28年 6月17日 ○ ①②④ ○

041108002 平成28年 6月17日 ○ ①②④ ○

平成28年6月1日041114094 平成28年 5月19日 ○ ①④ ○

平成28年5月12日 令和3年6月18日041112011 平成28年5月12日 ○ ①②④ ○

041104081 平成28年4月21日 ○ ①②④ ○ 平成28年4月21日

○ 平成28年6月1日041101013 平成28年 5月26日 ○ ①②③④
⑤

○

041103006 平成28年6月14日 ○ ①②④ ○

041103007 平成28年 6月14日 ○ ①②④ ○ 平成28年7月1日

平成28年7月1日

平成28年7月25日041115011 平成28年7月13日 ○ ①②④ ○

平成28年8月1日 令和2年9月1日041105001 平成28年8月1日 ○ ①②④ ○

042101032 平成28年8月24日 ○ ①② ○ 平成28年8月24日 平成29年4月17日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
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医療法人社団　中谷クリニック 理事長　中谷　良子 宮城県富谷市成田二丁目１番地の３ 022－351－9939

介護老人保健施設　リーブズ 宮城県富谷市成田二丁目１番地の３ 022－351－9939

社会福祉法人　宮城厚生福祉会 理事長　丹野　広子 宮城県仙台市宮城野区田子字富里１５３ 022－388－9968

介護老人福祉施設　田子のまち 宮城県仙台市宮城野区田子字富里１５３ 022－388－9970

セントケア東北株式会社 代表取締役　楠本　大 宮城県仙台市青葉区本町一丁目11番11号 022－266－5223

セントケア　看護小規模太白山田 宮城県仙台市太白区山田新町72番地 022－307－0067

社会福祉法人　あけの星会 理事長　遠藤摂子 宮城県角田市横倉字丸山1 0224-62-1731

特別養護老人ホーム　聖母の家 宮城県角田市横倉字丸山1 0224-62-1731

有限会社　ティー・シー・エム 代表取締役　金田　憲子 宮城県仙台市若林区大和町4丁目13-27 022-283-7388

訪問介護ステーション　なでしこ 宮城県仙台市若林区大和町3丁目2-18 022-232-7570

社会福祉法人ことぶき会 理事長　伊藤　寿志 宮城県東松島市小野字中の関6番2 0225-87-2311

社会福祉法人ことぶき会
ケアハウスはまなすの里

宮城県東松島市小野字中の関6番2 0225-87-2311

公益財団法人宮城厚生協会 理事長　小熊　信 宮城県多賀城市下馬2丁目13-7 022-361-1113

公益財団法人宮城厚生協会
ケアステーションながまち24

宮城県仙台市太白区長町3-7-26　長町病院北棟2
階

022-247-2252

株式会社いがらしデイセンター
代表取締役　五十嵐　京

子
宮城県仙台市泉区向陽台2丁目25番3号 022-371-8010

住宅型有料老人ホーム　明石南シニアハ
ウス

宮城県仙台市泉区明石南2丁目22番4 022-344-6566

社会福祉法人みやぎ会 理事長　田中　信幸 青森県八戸市大字河原木字八太郎山１０番地８１ 0178-51-2010

特別養護老人ホーム　はしうら 宮城県石巻市北上町橋浦字大須88－1 0225-25-7820

社会福祉法人庄慶会 理事長　庄司　智子 宮城県仙台市青葉区五橋2丁目11番1号 022-223-1025

特別養護老人ホーム　洛風苑 宮城県仙台市青葉区芋沢字新田56番地の2 022-394-4555

有限会社鴻巣 代表取締役　守　健一郎 宮城県仙台市太白区中田７丁目２３番地１５号 022-241-1630

鴻巣ケアサービス仙台南 宮城県仙台市太白区中田７丁目２２番地１号 022-306-4077

社会福祉法人功寿会 理事長　内海　功 宮城県宮城郡松島町櫻渡戸字中島１４番地の１ 022-355-0396

グループホーム「市川桜の家」 宮城県多賀城市市川字奏社３１－８ 022-781-7205

医療法人財団　明理会 理事長　中村　哲也 東京都板橋区本町36番3号 03-3965-5971

介護老人保健施設　利府仙台ロイヤルケアセ
ンター

宮城県宮城郡利府町利府字新揺橋１１５番地 022-356-0355

株式会社　Tree Tumbo Ideact 代表取締役　佐藤弘樹 宮城県仙台市青葉区錦町２丁目４番１号

平成29年6月1日041115013 平成29年5月29日 ○ ①②④ ○

平成29年3月1日○①②④

○ 平成29年1月10日042106001 平成29年1月10日 ○ ①②④

○ 平成28年12月6日 平成29年6月28日

○ 平成28年12月6日○ ①②

041105002 平成28年12月6日 ○ ①②④

041114096 平成28年11月29日 ○ ①②④ ○

平成28年9月12日041115012 平成28年9月12日 ○ ①②④ ○

平成28年9月12日041114095 平成28年9月12日 ○ ①②④ ○

042113001 平成28年10月13日 ○ ①②

○平成29年3月1日041116004

○ 平成28年10月13日

平成28年12月1日

041101014 平成28年12月6日

平成29年4月1日041114097 平成29年3月31日 ○ ①②④ ○

○041114098 平成29年4月20日 ○ ①②④⑤ 平成29年4月20日

○ 平成29年4月24日042101033 平成29年4月24日 ○ ①②

042110001 平成29年5月12日 ○ ①②④ 平成29年5月12日○ 令和2年4月3日

○ 令和2年5月22日042116002 平成29年6月6日 ○ ①③④ 平成29年2月 1 日

★登録簿 公開用１.xls
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看護小規模多機能　リズム白石蔵王 宮城県白石市鷹巣東３丁目８番１ 0224-26-6806

株式会社ランドネクサス 代表取締役　山木正幸
神奈川県横浜市西区西平沼町４番１号ヨコハマ

タワーリングスクエアＥＡＳＴ
045-412-6055

ネクサスコート仙台東 施設長　阿部政人 宮城県仙台市宮城野区苦竹１－９－１ 022-781-7477

特定非営利活動法人ライフサポートこもれ
び

理事長　七宮泰子 宮城県石巻市須江字池袋５番地２ 0225-86-6855

ひだまりの家デイサービスセンター 施設長　七宮豊 宮城県石巻市須江字池袋５番地２ 0225-86-6855

特定非営利活動法人ライフサポートこもれ
び

理事長　七宮泰子 宮城県石巻市須江字池袋５番地２ 0225-86-6855

有料老人ホームひだまりの家 施設長　七宮豊 宮城県石巻市須江字池袋５番地２ 0225-86-6855

社会福祉法人栗駒峰寿会 理事長　渡邉浩二 宮城県栗原市栗駒岩ヶ崎三島２５５番地 0228-45-2551

グループホーム清水沢 所長　芳賀孝幸 宮城県栗原市栗駒八幡清水沢６６番地１ 0228-45-6305

株式会社未来企画 代表取締役　福井大輔 宮城県仙台市若林区荒井７丁目４－１ 022-352-7613

LDF 代表取締役　福井大輔 宮城県仙台市若林区荒井７丁目４－１ 022-352-7613

社会福祉法人宮城県福祉事業協会 会長　阿部達 宮城県仙台市太白区茂庭台2丁目15-20 022-281-1330

特別養護老人ホーム茂庭苑 所長　遠藤茂美 宮城県仙台市太白区茂庭台2丁目15-20 022-281-1330

社会福祉法人宮城県福祉事業協会 会長　大泉　鐵之助 宮城県仙台市太白区茂庭台2丁目15-20 022-2811330

特別養護老人ホーム茂庭苑　短期入所生活介
護

所長　遠藤茂美 宮城県仙台市太白区茂庭台2丁目15-20 022-281-1330

社会福祉法人幸生会 理事長　金森　従雄 宮城県仙台市青葉区栗生一丁目25番地1 022-391-6658

特別養護老人ホーム泉クラシック 施設長　鴇田　利広 宮城県仙台市泉区根白石字清水屋敷35番の1 022-346-6041

社会福祉法人旭浦会 理事長　髙橋　幸司 宮城県本吉郡南三陸町入谷字童子下159番地2 0226-46-6046

特別養護老人ホーム慈恵園
短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介

護
施設長　星　雅也 宮城県本吉郡南三陸町入谷字童子下159番地2 0226-46-6046

株式会社石輝 代表取締役　石垣　洋子 宮城県東松島市矢本字南浦31番地 0225-98-5239

サービス付き高齢者向け住宅カーサ・デ・マリソル太
陽の家 管理者　茄子川　由佳 宮城県東松島市矢本字大林14 0225-98-5239

社会福祉法人大崎市社会福祉協議会 会長　遠藤敏榮 宮城県大崎市古川三日町二丁目5番1号 0229-21-0550

大崎市社会福祉協議会特別養護老人ホーム
楽々楽館

宮城県大崎市古川保柳字中江5番2号 0229-36-1115

株式会社ほほえみ 代表取締役　沼倉真由美 宮城県栗原市若柳字川南堤通15番3 0228-32-6321

令和2年3月1日平成30年4月5日041143001 平成30年4月5日 ○ ①②③ ○

平成30年4月1日041104083 平成30年3月20日 ○ ①②④ ○

平成30年3月1日041114100 平成30年3月1 日 ○ ○ ①② ○

○ 平成29年6月19日042105001 平成29年6月19日 ○ ①②④

○ 令和2年5月22日042116002 平成29年6月6日 ○ ①③④ 平成29年2月 1 日

平成29年7月31日

041103010 平成29年7月31日 ○ ①②④ 平成29年7月31日

○

○

041116005 平成29年7月31日 ○ ①②④

平成29年9月20日041108003 平成29年9月20日 ○ ①②④ ○

平成29年11月22日041101015 平成29年11月22日 ○ ①②④ ○

041114099 平成30年2月13日 ○ ①②④ ○

041104082 平成30年2月13日 ○ ①②④ ○ 平成30年3月1日

平成30年2月13日

平成30年4月1日041114101 平成30年3月30日 ○ ①②④⑤ ○

平成30年5月17日041103011 平成30年5月17日 ○ ①② ○

令和2年3月24日

★登録簿 公開用１.xls
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ほほえみサポート・ケアセンター 施設長　沼倉真由美 宮城県栗原市若柳字川南堤通15番3 0228-32-6321

社会福祉法人ノテ福祉会 理事長　対馬德昭 北海道札幌市清田区真栄434番地6号 011-885-8787

看護小規模多機能型居宅介護「ごきげん」富
沢

管理者　須藤健司 宮城県仙台市太白区富田字京ノ中99(58B-51L) 022-226-7271

株式会社わだち 代表取締役　菊地修一 宮城県仙台市太白区日本平27－10 022-395-5571

デイサービスわだち 代表取締役　菊地修一 宮城県仙台市太白区日本平27－10 022-395-5571

医療法人金上仁友会 理事長　安藤正夫 宮城県角田市角田字田町123番地 0224-63-1032

医療法人金上仁友会　看護小規模多機能
型居宅介護　タンポポ

理事長　安藤正夫 宮城県角田市角田字中島上183 0224-61-2231

株式会社もりのとびら 代表取締役　金成秀夫
宮城県仙台市泉区南光台東一丁目2-26南光台

ビル201
022-385-6117

訪問看護ステーション　もりのとびら 代表取締役　金成秀夫
宮城県仙台市泉区南光台東一丁目2-26南光台

ビル201
022-385-6117

社会福祉法人大樹 理事長　千葉純治 宮城県仙台市青葉区新坂町6番11号 022-727-2525

特別養護老人ホームせんじゅ　従来型 施設長　増子努 宮城県仙台市青葉区西勝山14番10号 022-277-9455

社会福祉法人大樹 理事長　千葉純治 宮城県仙台市青葉区新坂町6番11号 022-727-2525

特別養護老人ホームせんじゅ　ユニット型 施設長　増子努 宮城県仙台市青葉区西勝山14番10号 022-277-9455

社会福祉法人大樹 理事長　千葉純治 宮城県仙台市青葉区新坂町6番11号 022-727-2525

特別養護老人ホームせんじゅ　ユニット型
短期入所生活介護

施設長　増子努 宮城県仙台市青葉区西勝山14番10号 022-277-9455

社会福祉法人功寿会 理事長　内海　功 宮城県宮城郡松島町櫻渡戸字中島14番地の1 022-355-0396

グループホーム「桜の家」 宮城県宮城郡松島町櫻渡戸字中島14番地の1 022-355-0396

株式会社ライツベース 代表取締役　岩尾　貴司 宮城県仙台市泉区八乙女三丁目4番地の7 022-342-9433

グループホームめぶきの杜 宮城県仙台市泉区将監十丁目11番1号 022-343-6651

医療法人社団清山会 理事長　山崎　英樹 宮城県仙台市泉区松森字下町8番地の1 022-771-1852

グループホームあおばの杜～カメリア～ 宮城県仙台市青葉区八幡一丁目3番19号 022-399-7110

医療法人社団清山会 理事長　山崎　英樹 宮城県仙台市泉区松森下町8番地の1 022-771-1852

グループホームはごうの杜 宮城県仙台市泉区七北田字大沢相ノ沢13番地の1 022-346-1325

合同会社みらい介護 代表社員　高橋　朝弥 宮城県亘理郡亘理町吉田字原247番地19 0223-36-9981

令和4年4月1日

平成30年12月10日

平成30年12月10日

平成30年12月10日

○ 平成30年11月13日042101034 平成30年11月13日 ○ ①③④

平成30年8月31日041104084 平成30年8月31日 ○ ○ ①②④ ○

平成30年8月31日

041114103 平成30年8月31日 ○ ○ ①②④ ○ 平成30年8月31日

041114102 平成30年8月31日 ○ ○ ①②④ ○

平成30年5月17日041103011 平成30年5月17日 ○ ①② ○

〇 平成30年6月1日042113002 平成30年6月1日 〇 ①②⑤

平成30年7月19日041103012 平成30年7月19日 ○ ①②③④
⑤

○

平成30年8月15日041109004 平成30年8月2日 ○ ①②③④
⑤

○

平成30年8月20日041101016 平成30年8月20日 ○ ①②③④
⑤

○

○

平成30年9月26日041110002 平成30年9月26日 ○ ①②④ ○

041110005 平成30年11月6日

平成30年10月25日041110003 平成30年10月25日 ○ ①②④

041110004 平成30年11月6日 ○ ①②④ ○

○ ①②④ ○

令和2年5月1日

令和元年12月15日

平成30年11月6日

令和2年7月22日

平成30年11月6日 令和4年10月1日

★登録簿 公開用１.xls
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みのり訪問介護ステーション 宮城県亘理郡亘理町吉田字原247番地19 0223-36-7885

株式会社紅葉
代表取締役　小橋　ひと

み
宮城県塩竈市新浜町1番3号 022-361-5377

悠泉訪問介護事業所 宮城県塩竈市新浜町2丁目1番3号 022-361-5377

株式会社紅葉
代表取締役　小橋　ひと

み
宮城県塩竈市新浜町1番3号 022-361-5377

住宅型有料老人ホーム　悠泉の郷 宮城県塩竈市新浜町2丁目1番3号 022-361-5377

株式会社紅葉
代表取締役　小橋　ひと

み
宮城県塩竈市新浜町1番3号 022-361-5377

多賀城　デイスポーツ 宮城県多賀城市留ヶ谷3丁目23ｰ9 022-781-8617

株式会社紅葉
代表取締役　小橋　ひと

み
宮城県塩竈市新浜町1番3号 022-361-5377

住宅型有料老人ホーム　悠泉多賀城 宮城県多賀城市留ヶ谷3丁目23ｰ9 022-781-8617

医療法人社団松村クリニック 理事長　松村　吉史 宮城県亘理郡山元町坂元字道合37番地 0223-38-0005

やまもとヘルパーステーション 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原54番地2 0223-23-1186

セントケア宮城株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア岩沼 宮城県岩沼市中央1-4-32 0223-25-2151

セントケア宮城株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア石巻蛇田 宮城県石巻市蛇田新埣寺１６５番１ 0225-21-7131

セントケア東北株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-266-5223

セントケア旭ヶ丘 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘３丁目24-7 022-727-1030

株式会社リエンズ 代表取締役　石田　幸二 宮城県仙台市太白区西中田六丁目14番17号 022-303-2078

看護小規模多機能型居宅介護リエンズ 宮城県仙台市太白区西中田六丁目14番17号 022-226-7445

セントケア宮城株式会社
代表取締役社長　楠本

大
宮城県仙台市青葉区本町1丁目11番11号 022-217-1044

セントケア石巻中央 宮城県石巻市開成1-35 石巻ルネッサンス館1F 0225-23-8630

医療法人総志会 理事長　宗像　靖彦 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂1番1 022-399-6876

住宅型有料老人ホーム　モークシャ愛子 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂1番1 022-399-7141

医療法人総志会 理事長　宗像　靖彦 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂1番1 022-399-6876

平成31年3月1日

041101019 平成31年2月25日 ○ ①②③④
⑤

○ 平成31年3月1日

041116008 平成31年2月25日 ○
①②③④

⑤
○

○ 平成31年1月8日042113003 平成31年1月8日 ○ ①②③④
⑤

平成30年12月28日

平成30年12月28日

○ 平成30年12月28日042101036 平成30年12月28日 ○ ①②④

041109005 平成30年12月28日 ○ ①②③④ ○

○

平成30年12月6日

平成30年12月6日

平成30年12月28日

平成30年12月6日

平成30年12月6日

041116007 平成30年12月6日 ○ ①②③④
⑤

○

○
①②③④

⑤
○

041103013 平成30年12月6日 ○ ①②③④
⑤

○

041101017 平成30年12月6日 ○ ①②④ ○

041116006 平成30年12月6日

○ 平成30年11月13日042101034 平成30年11月13日 ○ ①③④

041101018

○042101035 平成30年12月12日 ○

○ ①②③④

①②③④

042101037 平成31年1月9日 ○ ①

令和元年8月23日

○ 平成31年1月9日

平成30年12月12日

令和4年6月23日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

訪問介護ステーション　モークシャ愛子 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂1番1 022-399-7682

医療法人社団眞友会 理事長　山崎　英樹 宮城県黒川郡大和町吉田字新要害10番地 022-771-1852

グループホームかなでの杜 宮城県大崎市古川福沼三丁目18番17号 0229-91-5155

株式会社ベストライフ東日本 代表取締役　伊藤　留美 北海道札幌市白石区東札幌一条二丁目3番1号 011-817-4151

介護付有料老人ホームベストライフ仙台東 宮城県仙台市宮城野区高砂1-30-20 022-388-6641

医療法人松田会 理事長　松田　惠三郎 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-5666

介護老人保健施設エバーグリーン・イズミ 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-8877

医療法人松田会 理事長　松田　惠三郎 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-5666

介護老人保健施設エバーグリーン・イズミ　（介
護予防）短期入所療養介護

宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-8877

社会福祉法人敬長福祉会 理事長　山本　月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚一丁目14-30 022-286-2591

地域密着型特別養護老人ホームチアフル三色
吉

宮城県岩沼市三色吉字松206 0223-35-6780

社会福祉法人敬長福祉会 理事長　山本　月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚一丁目14-30 022-286-2591

地域密着型特別養護老人ホームチアフル三色
吉　短期入所生活介護

宮城県岩沼市三色吉字松206 0223-35-6780

社会福祉法人宮城厚生福祉会 理事長　丹野　広子 宮城県仙台市宮城野区田子字富里153 022-388-9968

介護老人福祉施設十符・風の音 宮城県宮城郡利府町葉山一丁目53 022-767-3661

医療法人ならの杜 理事長　新藤　哲 宮城県仙台市泉区泉中央南14番地 022-772-2181

サービス付き高齢者向け住宅こもれび 宮城県仙台市泉区泉中央南14番地

株式会社フルパワー 代表取締役　会田　健二 宮城県仙台市宮城野区新田1-10-56 022-385-7962

よろず訪問介護　日々全力 宮城県仙台市宮城野区新田1-10-56

社会福祉法人まりやの郷 理事長　築茂　陽一郎 宮城県栗原市金成沢辺字南189番地1 0228-57-4165

有料老人ホームまりやの家・緑 宮城県栗原市金成上町西裏57-1 0228-24-8701

セントケア宮城株式会社 代表取締役　楠本　大 宮城県仙台市青葉区本町一丁目11番11号 022-217-1044

セントケア角田 宮城県角田市梶賀字西87-1 0224-61-1286

医療法人　松田会 理事長　松田　惠三郎 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-5666

令和3年6月18日

令和元年12月17日041115015 令和元年12月17日 〇 ①②④ 〇

令和元年11月1日042101039 令和元年10月25日 ○ ①②③④ ○

令和元年10月8日041116010 令和元年10月8日 〇 ①②④ 〇

041114104 平成31年4月24日 ○ ①②④ ○

平成31年4月1日

041112012 平成31年3月26日 ○ ①②④ ○ 平成31年4月1日

041116009 平成31年3月26日 〇 ○ ①②③④
⑤

○

平成31年4月1日

041115014 平成31年3月26日 〇 ○ ①②③④
⑤

○ 平成31年4月1日

041104085 平成31年3月26日 ○ ①②④ ○

平成31年3月25日041105003 平成31年3月25日 ○ ①②④ ○

平成31年4月1日041110006 平成31年3月18日 ○ ①②④ ○

041101019 平成31年2月25日 ○ ①②③④
⑤

○ 平成31年3月1日

041143002 令和元年9月6日 ○ ①④ ○

令和元年10月1日 〇 ①②③④

令和元年9月19日

042101038

令和元年10月21日

〇 令和元年10月1日 令和2年2月26日

令和2年9月1日

平成31年5月1日

令和元年10月21日

令和4年4月1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

介護老人保健施設　エバーグリーン・ヤギ
ヤマ

宮城県仙台市太白区八木山香澄町1-20 022-393-8543

医療法人　社団静実会 理事長　内藤　久美子 宮城県仙台市太白区茂庭台3丁目30番30号 022-281-5490

看護小規模多機能型居宅介護事業所
「かがやき」

宮城県仙台市太白区茂庭台3丁目30番30号 022-796-0252

社会福祉法人すばる 理事長　山崎　英樹 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字白坂27番地 0224-52-8770

特別養護老人ホームふたばの杜 宮城県仙台市青葉区双葉ケ丘一丁目42番6号 022-344-8581

医療法人松田会 理事長　松田　惠三郎 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-5666

介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガ
ヤ

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字館下35番地の1 050-3387-4124

医療法人松田会 理事長　松田　惠三郎 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-5666

介護老人保健施設エバーグリーン・ツルガ
ヤ（介護予防）短期入所療養介護

宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷字館下35番地の1 050-3387-4124

社会福祉法人仙台白百合会 理事長　菅原節雄 宮城県仙台市泉区本田町20番15号 022-218-3008

特別養護老人ホーム梅が丘 宮城県仙台市泉区本田町20番8号 022-218-3044

社会福祉法人敬長福祉会 理事長　山本　月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 022-286-2591

特別養護老人ホームチアフル岩沼 宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 0223-25-5661

社会福祉法人敬長福祉会 理事長　山本　月雄 宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-30 022-286-2591

特別養護老人ホームチアフル岩沼　短期入
所生活介護

宮城県岩沼市三色吉字中の原75-1 0223-25-5661

株式会社よりあい 代表取締役　菊地　一郎 宮城県仙台市太白区袋原字小原46-1 022-797-6028

看護小規模多機能型居宅介護あゆみ 宮城県仙台市太白区袋原字小原46-1 022-797-6028

社会福祉法人こーぷ福祉会 理事長　吉島　孝 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-1 022-279-2941

こ～ぷのお家桜ヶ丘　桜ヶ丘定期巡回ケア
ステーション

宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘2-20-1 022-719-1275

医療法人松田会 理事長　松田　惠三郎 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-378-5666

松田病院　看護小規模多機能 宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 022-779-5630

医療法人社団杏仁会 理事長　舟田　彰 宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路4-3 022-212-9101

河原町病院　あんずショートステイ 宮城県仙台市若林区南小泉字八軒小路4-3 022-212-9101

令和2年4月23日041104087 令和2年4月23日 〇 ①②③④
⑤

○

令和2年4月13日041113003 令和2年4月13日 〇 ①②③④
⑤

○

042113004 令和2年3月31日 〇 ①②④

令和2年4月1日041115016 令和2年3月3日 〇 〇 ①②④ 〇

令和元年12月18日041113002 令和元年12月18日 〇 ①②④ 〇

令和元年12月17日041115015 令和元年12月17日 〇 ①②④ 〇

①②④ 〇

令和2年4月1 日

041116011

令和2年1月8日041112013 令和2年1月8日 〇

041112014 令和2年3月12日 〇 ①②④ 〇

041104086 令和2年3月25日

令和2年3月3日 〇 〇 ①②④ 〇

041114105 令和2年3月25日 〇 ①②④ ○

①②④ ○〇

①② 〇

令和2年4月1 日

〇 令和2年4月1日

令和2年4月1 日

令和2年3月31日

令和2年4月1日

令和3年6月17日

042106002 令和2年3月31日 〇

★登録簿 公開用１.xls
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　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

社会福祉法人東松島福祉会 理事長　渥美　耕太郎 宮城県東松島市赤井字川前四番83番地 0225-84-1888

デイサービスセンター　やもと赤井の里　通
所介護

宮城県東松島市赤井字川前四番83番地 0225-84-1888

社会福祉法人東松島福祉会 理事長　渥美　耕太郎 宮城県東松島市赤井字川前四番83番地 0225-84-1888

デイサービスセンター　やもと赤井の里　認
知症対応型通所介護

宮城県東松島市赤井字川前四番83番地 0225-84-1888

社会福祉法人自生会 理事長　菅野　紀夫 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木581-1 022-394-5545

特別養護老人ホーム自生苑 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木581-1 022-394-5545

株式会社　Tree Tumbo Ideact 代表取締役　佐藤弘樹 宮城県仙台市青葉区錦町２丁目４番１号

定期巡回リズム白石蔵王 宮城県白石市鷹巣東3丁目8番1号 0224-26-6805

社会福祉法人自生会 理事長　菅野　紀夫 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木581-1 022-394-5545

特別養護老人ホーム自生苑サテライト 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木531-4 022-397-9916

社会福祉法人自生会 理事長　菅野　紀夫 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木581-1 022-394-5545

特別養護老人ホーム自生苑　ユニット型 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木581-1 022-394-5545

社会福祉法人自生会 理事長　菅野　紀夫 宮城県仙台市青葉区芋沢字青野木581-1 022-394-5545

介護老人福祉施設七ヶ浜自生苑 宮城県宮城郡七ヶ浜町遠山5丁目5-45 022-355-7316

令和2年8月1日041112016 令和2年7月8日 〇 ①② ○

令和2年8月1日

041114107 令和2年7月8日 〇 ①② ○ 令和2年8月1日

041112015 令和2年7月8日 〇 ①② ○

○ 令和2年6月22日042106003 令和2年6月22日 〇 ①②

令和2年7月1日041114106 令和2年6月8日 〇 ①② ○

令和2年5月1日

041108004 令和2年4月24日 〇 ①②④⑤ ○ 令和2年5月1日

041103014 令和2年4月24日 〇 ①②④⑤ ○

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日
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（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

社会福祉法人東北福祉会 理事長　佐藤　牧人 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘六丁目１４９番地１ 022-303-0086

特別養護老人ホームリベラ荘　ユニット型 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘七丁目１４１番地９ 022-277-1122

社会福祉法人まほろば 理事長　菅原　一博 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば2丁目2番地の4 022-779-7785

特別養護老人ホームまほろばの里向山 宮城県仙台市太白区向山三丁目11番30号 022-796-7655

社会福祉法人まほろば 理事長　菅原　一博 宮城県黒川郡大和町吉岡まほろば2丁目2番地の4 022-779-7785

特別養護老人ホームまほろばの里向山
短期入所生活介護

宮城県仙台市太白区向山三丁目11番30号 022-796-7655

豊かな心株式会社 代表取締役　浅川　義貴 宮城県名取市手倉田字堰根356番地 022-398-6628

ケアステーションあかり 宮城県名取市手倉田字堰根356番地 022-398-6628

豊かな心株式会社 代表取締役　浅川　義貴 宮城県名取市手倉田字堰根356番地 022-398-6628

ナーシングホームあかり 宮城県名取市手倉田字堰根356番地 022-398-6628

有限会社奏樹 取締役　猪狩　健介 宮城県仙台市泉区松森字西沢24番地の2 022-771-1852

グループホームみやぎの杜 宮城県仙台市宮城野区岩切字余目11番地 022-396-1307

社会福祉法人豊明会 理事長　石橋　侑子 宮城県栗原市若柳武鎗字藤貫沢85番地 0228-32-5601

グループホーム藤の木 宮城県栗原市金成金生11番地 0229-57-3060

株式会社season 代表取締役　渡邊　晃 宮城県多賀城市桜木二丁目2番22号 022-365-9727

住宅型有料老人ホームなべさん家 宮城県多賀城市桜木二丁目2番22号 022-365-9727

株式会社ライツベース 代表取締役　岩尾　貴司 宮城県仙台市泉区八乙女三丁目4番地の7 022-342-9433

グループホームななみの杜 宮城県仙台市泉区市名坂字万吉前13番地の1 022-342-0154

株式会社トータルケア・悠々
代表取締役　髙橋　喜代

子
宮城県仙台市泉区松森字下町7番地の2 022-739-7631

グループホームいずみの杜 宮城県仙台市泉区松森字下町7番地の2 022-771-1721

医療法人社団眞友会 理事長　山崎　英樹 宮城県黒川郡大和町吉田字新要害10番地 022-771-1852

介護老人保健施設希望の杜 宮城県黒川郡大和町吉田字新要害10番地 022-344-3232

医療法人社団清山会 理事長　山崎　英樹 宮城県仙台市泉区松森字下町8番地の1 022-771-1852

令和4年4月1日

令和3年4月26日041116013 令和3年4月26日 〇 ①②④ ○

令和3年4月1日041110008 令和3年3月25日 〇 ① ○

令和2年12月1日

041104088 令和2年11月10日 ○ 〇 ① ○ 令和2年12月1日

041114108 令和2年11月10日 ○ 〇 ① ○

令和2年8月1日041112017 令和2年7月29日 ○ 〇 ①②④ ○

令和2年12月15日 〇 ①②④⑤ ○ 令和2年12月15日

令和2年10月12日

ケアステーションあかり

令和2年12月15日 〇 ①②④⑤ ○

○

令和2年12月15日

041101020

041116012

居宅介護

041110010 令和3年5月28日

令和3年3月3日041110007 令和3年3月3日 〇 ①②④

041110009 令和3年5月28日 〇 ①②④ ○

〇 ①②④ ○

041110011 令和3年7月1日 〇 ①②④ ○

041115017 令和3年7月1日 〇 ①②④ ○

令和4年4月1日

令和4年3月30日

令和4年3月30日

令和3年6月1日

令和3年6月1日

令和4年4月1日

令和4年4月1日

令和3年7月 1日

令和3年7月 1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

グループホームかぐらの杜 宮城県仙台市泉区八乙女三丁目4番地の7 022-342-9433

株式会社FoRLeaps 代表取締役　矢野　聡 北海道札幌市中央区南二条西9-1-1-1201 011-555-9361

訪問介護ステーションTHREE+
宮城県仙台市青葉区落合１丁目19-5第5ジーオンビ

ル302 050-3172-7333

社会福祉法人千賀の浦福祉会 理事長　遠山　勝雄 宮城県多賀城市高橋四丁目24番1号 022-309-7288

特別養護老人ホーム多賀城苑 宮城県多賀城市高橋四丁目24番1号 022-309-3881

株式会社ナラティブ 代表取締役　岩尾　貴司 宮城県仙台市太白区向山二丁目13番8号 022-265-3832

グループホームゆかりの杜 宮城県仙台市泉区南光台一丁目5番18号 011-725-2290

有限会社奏樹 取締役　猪狩　健介 宮城県仙台市泉区松森字西沢24番地の2 022-771-1852

グループホームゆづるの杜 宮城県仙台市宮城野区鶴巻一丁目19番3号 022-253-6831

医療法人社団清山会 理事長　山崎　英樹 宮城県仙台市泉区松森字下町8番地の1 022-771-1852

ケアハウスいちいの風 宮城県富谷市富ヶ谷二丁目10番15－1号 022-343-5361

アクアビット・ファクトリー株式会社 代表取締役　蓬田　裕樹 宮城県仙台市宮城野区幸町二丁目9番8号 022-792-4649

包括ケアステーション　ソエル 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目16番39号 022-369-3726

アクアビット・ファクトリー株式会社 代表取締役　蓬田　裕樹 宮城県仙台市宮城野区幸町二丁目9番8号 022-792-4649

有料老人ホーム　ソエル 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目16番39号 022-369-3726

社会福祉法人　悠悠会 理事長　中條　勝子 宮城県大崎市田尻字町52 0229-87-5120

特別養護老人ホーム　悠縁 宮城県大崎市田尻字御蔵11-1 0229-87-5120

株式会社ひかりケアサポート仙台 代表取締役　佐藤　光代 宮城県仙台市泉区七北田字大沢相ノ沢2-23 022-352-9311

ひかりケアサポート仙台 宮城県仙台市泉区七北田字大沢相ノ沢2-23 022-352-9311

医療法人　夢叶会 理事長　佐藤一人 宮城県仙台市太白区長町南2-6-5 022-796-8763

ケアステーションMAHALO＋
宮城県仙台市太白区長町南2-6-5ヴァンヴェール

長町南201号室 022-796-3531

株式会社ナラティブ 代表取締役　岩尾貴司 宮城県仙台市太白区向山2丁目13番8号 022-265-3832

グループホームはるかの杜 宮城県仙台市太白区向山2丁目13番8号 022-265-3832

令和4年8月1日

041110014 令和4年8月1日 ○ ①②④ ○ 令和4年8月1日

041101023 令和4年7月27日 ○ ①②③④
⑤

○

令和4年4月1日

令和4年6月1日

041101022 令和4年6月6日 ○
①②③④

⑤
○ 令和4年6月6日

041112018 令和4年5月27日 ○ ④ ○

令和3年11月26日

041114108 令和4年4月1日 〇 ①②④ ○ 令和4年4月1日

041101021 令和3年11月26日 〇 ①②③④
⑤

○

令和4年5月11日041110013 令和4年5月11日 ○ ①②④ ○

041110011 令和3年7月1日 〇 ①②④ ○

○

041110012 令和4年5月11日 ○ ①②④ ○

041113004 令和4年5月11日

令和4年5月11日

令和4年5月11日

041116014 令和4年5月11日 ○ ①②③④
⑤

041105004 令和4年5月11日 ○ ①②④ ○

○ ①②③④
⑤

○ 令和4年5月11日

令和4年10月1日

令和4年5月11日

令和3年7月 1日

★登録簿 公開用１.xls



NO1

　　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
不特定 特定

対象者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為登録番号 登録年月日

事業者区分

住所 電話番号
名称

上段：代表者（法人名），下段：事務所
事業開始年月日

辞退年月日
（事業廃止年月

日）
更新年月日

一体的に実施する
サービス種類

一体的に実施する
事業者名

合同会社あさの風 代表社員　百々みつ子 宮城県富谷市日吉台3丁目11-20 022-343-7541

訪問介護あさの風 宮城県富谷市日吉台3丁目11-20 022-343-7541

合同会社Easygoing 管理者　薄井　梨人 宮城県仙台市青葉区吉成1丁目22-23 022-207-3787

ヘルパーステーションU's 宮城県仙台市青葉区吉成1丁目22-23 022-207-3787

コスモスケア株式会社 代表取締役　佐藤活嗣 宮城県仙台市泉区八乙女中央3丁目9-1 022-347-3811

コスモス泉中央ホームケア 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目16-1 022-773-6960

株式会社太長会 代表取締役　藤澤豪 宮城県仙台市太白区長町5丁目9-13 022-226-7156

Wellness Casa 時のかけはし 宮城県仙台市太白区長町5丁目9-13 3階 022-226-7221

日成工業株式会社 代表取締役　池田　郁乃 北海道釧路市興津2丁目29-44 0154-64-5475

訪問介護サービス旗立 宮城県仙台市太白区旗立1丁目7-13 022-281-8353

社会福祉法人創生会 理事長　伊東　鐘賛 福岡県福岡市東区雁ノ巣1丁目7番25号 092-607-1111

特別養護老人ホーム　創生園泉大沢 宮城県仙台市泉区大沢3丁目5-1 022-772-5130

社会福祉法人創生会 理事長　伊東　鐘賛 福岡県福岡市東区雁ノ巣1丁目7番25号 092-607-1111

特別養護老人ホーム　創生園泉大沢　短
期入所生活介護

宮城県仙台市泉区大沢3丁目5-1 022-772-5130

令和4年9月1日041101024 令和4年8月30日 ○ ①②③④
⑤

○

041101027 令和4年9月30日 ○ ①②③④
⑤

○ 令和4年10月1日

041101025 令和4年10月6日 ○ ①②③④ ○ 令和4年10月17日

042101040 令和4年10月28日 ○ ①② ○ 令和4年11月7日

041101026 令和4年10月28日 ○ ①②③④ ○ 令和4年11月7日

041114110 令和4年11月16日 ○ ①② ○ 令和4年12月1日

041104089 令和4年11月16日 ○ ①② ○ 令和4年12月1日

★登録簿 公開用１.xls


