
NO2 　　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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

○ 合同会社さぽーと敬 代表社員　大村てる子 宮城県仙台市泉区上谷刈字羽黒山７－２ 022-777-5428 ○ ○

ケアステーションとりのこえ 宮城県仙台市泉区上谷刈字羽黒山７－２ 022-777-5428

○ 特定非営利活動法人ドリーム・ゲート 理事長　横山真典 宮城県名取市大手町２－１－３ 022-399-8374 ○

サポートクラブ未来 宮城県名取市大手町２－１－３ 022-399-8374

○ 新みやぎ農業協同組合 代表理事組合長　大内一也 宮城県栗原市築館字照越大ヶ原４３番地１ 0228-25-9000 ○

ＪＡ新みやぎふれ愛福祉センター小牛田 宮城県遠田郡美里町中埣字夘時３－１ 0229-35-1331

○ 有限会社まめしば 代表取締役社長　川島孝一郎 宮城県仙台市青葉区花京院２－１－７ 022-268-1170 ○ ○

訪問介護ステーションまめしば 宮城県仙台市青葉区花京院２－１－７ 022-268-1170

○ 社会福祉法人共生福祉会 会長　市川　義直 宮城県仙台市太白区袋原５－１２－１ 022-306-3688 ○ ○

萩の郷福寿苑 宮城県仙台市太白区鈎取字御堂平３８ 022-244-0116

○ 社会福祉法人恵泉会 理事長　佐々木典 宮城県登米市迫町佐沼字江合３－１６－２ 0220-22-1160 ○

生活介護事業所パルめぐみ 宮城県登米市迫町佐沼字江合３－１６－２ 0220-22-1102

○ 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二丁目１３番７号 022-361-1158 ○

ヘルパーステーションあゆみ 宮城県大崎市古川駅東二丁目１２番１８号 0229-22-7696

○ 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二丁目１３番７号 022-361-1158 ○ ○

公益財団法人宮城康生協会ケアステーションいずみ介護 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘２－１－１ 022-378-5442

○ 社会福祉法人白石陽光園 理事長　保科　惣一郎 宮城県白石市福岡長袋字小倉山１４番地の２ 0224-22-2561 ○

ホームヘルプステーションぽかぽか 宮城県白石市東町二丁目２番３３号 0224-22-2561

○ 有限会社すぽっとけあサポート 取締役社長　浅尾末治 宮城県名取市植松一丁目４番１０号 022-381-6520 ○

介護サービスセンターたすき 宮城県名取市植松一丁目４番１０号 022-381-6520

○ 株式会社ゆとりケアステーション 代表取締役　佐藤睦子 宮城県多賀城市山王字山王四区８２－１MKハイツA－２０２ 022-389-1150 ○

ゆとりケアステーション 宮城県多賀城市山王字山王四区８２－１MKハイツA－２０２ 022-389-1150

○ 有限会社ひまわり看護婦家政婦紹介所 取締役社長　菊池信幸 宮城県仙台市宮城野区小田原２－４－２０ 022-256-3367 ○

有限会社ひまわり看護婦家政婦紹介所 宮城県仙台市宮城野区小田原２－４－２０ 022-256-3367

○ 有限会社けやき 代表取締役　大槻薫 宮城県仙台市太白区金剛沢３－１８－２ 022-247-6210 ○

ヘルパーステーション・すみれ 宮城県仙台市太白区長町南４－8－１６庄子マンションC４ 022-247-6210

○ 株式会社ツクイ 代表取締役　高畠　毅 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１ゆめおおおかオフィスタワー１６階 045-842-4115 ○ ○

ツクイ太白 宮城県仙台市太白区泉崎１－２９－７ 022-307-4886

○ 株式会社ツクイ 代表取締役　高畠　毅 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１ゆめおおおかオフィスタワー１６階 045-842-4115 ○

ツクイ若林 宮城県仙台市若林区河原町二丁目5番40号　クレセール河原町１階 022-262-8288

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

医療法人社団健育会ひまわり在宅ケアステーション 宮城県石巻市大街道西３丁目１番２８号 0225-21-5153

○ 株式会社やさしい手仙台 代表取締役社長　大森博 宮城県仙台市宮城野区出花２－１２－５サンハイツビル１０２ 022-388-8221 ○

やさしい手仙台ケアセンター幸町 宮城県仙台市宮城野区大梶１－３－２階 022-292-3121

○ 株式会社やさしい手仙台 代表取締役社長　大森博 宮城県仙台市宮城野区出花２－１２－５サンハイツビル１０２ 022-388-8221 ○

やさしい手仙台ケアセンター吉成 宮城県仙台市青葉区吉成１－１５－８ 022-278-5739

○ 株式会社やさしい手仙台 代表取締役社長　大森博 宮城県仙台市宮城野区出花２－１２－５サンハイツビル１０２ 022-388-8221 ○

平成24年5月1日

042217007 平成24年4月1日

平成24年5月1日

平成24年4月1日

令和2年4月1日　①②⑤追加①②③④⑤

①③④

042217004 平成24年4月1日

042417005 平成25年11月28日

平成24年4月1日

平成24年4月1日
平成２５年１１月２８日

旧042217005

①②③

①②③④

041232001 平成24年4月1日

042222001 平成24年5月1日

平成24年4月1日

平成24年5月1日

①②④⑤

④

①②③④

041217001 平成24年4月1日

令和元年7月1日
代表者（法人名）及び申請者の住

所変更
令和4年7月11日 代表者変更

平成24年4月1日

平成24年4月1日

①②③④

①②③④⑤

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者

042417001 平成24年4月1日
令和元年8月16日

不特定者追加・④⑤追加
旧042217001

平成24年4月1日①②③④⑤

登録番号 登録年月日
事業者区分

住所 電話番号 更新年月日
名称

上段：代表者（法人名），下段：事業者

平成24年4月1日

042217003 平成24年4月1日

042217006

①②③④⑤

042217002 平成24年4月1日 平成25年6月14日　④追加平成24年4月1日

平成24年4月1日
平成３０年３月９日　④追加

平成３０年３月２２日　⑤追加

042217009 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
平成３０年１１月５日

⑤追加

042217008

042217010 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日
平成２７年１０月１日

④追加

041217002 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
平成３０年１０月１日　⑤追加

令和３年６月２２日　代表者変更

041417011 平成26年9月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日

平成２６年９月１日　④追加
（旧：042217011）

平成２７年６月２９日　⑤追加
令和３年６月２２日　代表者変更

R3.1.1事業所住所変更

041417001 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
平成２５年４月　④⑤追加

（旧：042217012）

042217013 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
平成27年8月20日　①④追加

平成28年1月7日　②追加
令和元年7月16日　⑤追加

042217014 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日
平成２６年６月１９日　①追加
平成２６年１０月１日　②追加
平成２７年１月２１日　④追加

042217015 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日
平成２９年２月１６日

④追加
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登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者
登録番号 登録年月日

事業者区分
住所 電話番号 更新年月日

名称
上段：代表者（法人名），下段：事業者

やさしい手仙台ケアセンター南光台 宮城県仙台市泉区南光台南１－３－７バーディハイツ１０１ 022-388-3065

○ 特定非営利活動法人地域生活オウエン団せんだい 理事長　杉山裕信 宮城県仙台市太白区長町一丁目６－１ 022-248-6016

地域生活オウエン団せんだい 宮城県仙台市太白区長町一丁目６－１ 022-248-6016

○ 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１－１１－１１ハニックスビル３階 022-217-1044 ○

セントケア仙塩 宮城県仙台市宮城野区福田町３－７－１コートサンラズ１階 022-388-8881

○ 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１－１１－１１ハニックスビル３階 022-217-1044 ○

セントケア仙台東 宮城県仙台市宮城野区東仙台２丁目１７－５ロックスビル２F 022-292-8560

○ 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１－１１－１１ハニックスビル３階 022-217-1044 ○

セントケアつきだて 宮城県栗原市築館源光１５－８７ 0228-21-4067

○ 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１－１１－１１ハニックスビル３階 022-217-1044 ○

セントケア栗駒 宮城県栗原市栗駒中野田町西１９７－２ 0228-45-1977

○ セントケア東北株式会社 代表取締役社長　平高広 宮城県仙台市青葉区本町１－１１－１１ハニックスビル３階 022-217-1044 ○

セントケア中倉 宮城県仙台市若林区中倉１－１－３３オイゼンビル２１１ 022-788-1030

○ 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１－１１－１１ハニックスビル３階 022-217-1044 ○

セントケア太白 宮城県仙台市太白区富沢２－１０－２０ 022-307-3302

○ 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１－４－１４ 03-3377-1100 ○

アースサポート仙台 宮城県仙台市太白区向山４－１９－１０ 022-215-2391

○ 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１－４－１４ 03-3377-1100 ○

アースサポート仙台青葉 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘２－２９－１ 022-728-6230

○ 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１－４－１４ 03-3377-1100 ○

アースサポート仙台八木山 宮城県仙台市太白区八木山東２－４－１４ 022-307-6311

○ 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１－４－１４ 03-3377-1100 ○

アースサポート仙台泉 宮城県仙台市泉区七北田字古内１３０番地 022-374-9422

○ 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１－４－１４ 03-3377-1100 ○

アースサポート仙台若林 宮城県仙台市若林区白萩町２１番２０号 022-232-3811

○ 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１－４－１４ 03-3377-1100 ○

アースサポート古川 宮城県大崎市古川字上古川１４５ 0229-24-0600

○ ＡＬＳＯＫ介護株式会社 代表取締役　宮澤裕一 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地 048-631-3690 ○

アミカ塩釜介護センター 宮城県塩釜市玉川２－２－１０ 022-361-1226

○ ＡＬＳＯＫ介護株式会社 代表取締役　宮澤裕一 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地 048-631-3690 ○

アミカ仙台宮城野介護センター 宮城県仙台市宮城野区福田町１－１－１０ 022-388-6615

○ 株式会社ＨＣＭ 代表取締役　島田一郎 東京都港区東麻布１－２８－１３日通商事ビル５階 03-3568-1178 ○

アミカ仙台富谷介護センター 宮城県黒川郡富谷町成田３丁目３２番１４号２階 022-348-3140

○ 株式会社ＨＣＭ 代表取締役　島田一郎 東京都港区東麻布１－２８－１３日通商事ビル５階 03-3568-1178 ○

アミカ石巻介護センター 宮城県石巻市中里２－２－１５第一オフィスビルせんしゅう１階 0225-092-1141

○ ＡＬＳＯＫ介護株式会社 代表取締役　宮澤裕一 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地 048-631-3690 ○

アミカ仙台東介護センター 宮城県仙台市宮城野区岩切２－３－１カーザDIO１階 022-396-1916

○ ＡＬＳＯＫ介護株式会社 代表取締役　宮澤裕一 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地 048-631-3690 ○

アミカ仙台北山介護センター 宮城県仙台市青葉区山手町１１番５０号コアライフ山手２０５号 022-279-0092

○ ＡＬＳＯＫ介護株式会社 代表取締役　宮澤裕一 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地 048-631-3690 ○

アミカ仙台南介護センター 宮城県仙台市太白区長町２－１３－４０KA平澤２号室 022-304-2537

○ 社会福祉法人あいの実 理事長　乾祐子 宮城県仙台市泉区北中山４丁目３３番地の１３ 022-346-1730 ○

ヘルパーステーションあいの実 宮城県仙台市泉区北中山４丁目３３番地の１３ 022-346-1730

○ 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 0229-91-8215 ○

大崎市社会福祉協議会古川ヘルパーステーション 宮城県大崎市古川北稲葉二丁目２番１０号 0229-91-8215

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

042217015 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日
平成２９年２月１６日

④追加

042217016 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日

042217017 平成24年4月1日 ③ 平成24年4月1日 平成２７年１月１日　代表者変更

042217018 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日 平成２７年１月１日　代表者変更

042217019 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日 平成２７年１月１日　代表者変更

042217020 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日 平成２７年１月１日　代表者変更

042217021 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日 平成25年5月31日

042217022 平成24年4月1日 ①②④ 平成24年4月1日 平成２７年１月１日　代表者変更

042217023 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日

042217024 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日 平成29年8月31日

042217025 平成24年4月1日 ①② 平成24年4月1日 平成29年8月31日

042217026 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日

042217027 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日 平成29年3月31日

042217028 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日 平成29年8月31日

042217029 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日
平成30年4月1日　代表者変更
令和元年6月20日 代表者変更

042217030 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日
平成30年4月1日　代表者変更
令和元年6月20日 代表者変更

042217031 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日
平成３０年４月１日

代表者変更
平成30年5月31日

042217032 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日
平成３０年４月１日

代表者変更
平成30年5月31日

042217033 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日
平成30年4月1日　代表者変更
令和元年6月20日 代表者変更

042217034 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日
平成30年4月1日　代表者変更
令和元年6月20日 代表者変更

令和元年8月20日　④追加

042217035 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日
平成30年4月1日　代表者変更
令和元年6月20日 代表者変更

042217036 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日
平成２５年１０月２２日　④追加

令和３年９月１日
申請者及び事業所名称変更

042217037 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日

042434002 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
平成26年4月1日　不特定者追加
令和元年6月27日　代表者名変更

令和2年6月30日
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登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者
登録番号 登録年月日

事業者区分
住所 電話番号 更新年月日

名称
上段：代表者（法人名），下段：事業者

生活介護ふわり 宮城県黒川郡大和町吉田字上童子沢２１ 022-345-3701

○ 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 ○ ○

児童発達支援ふわり，放課後デイサービスふわり 宮城県黒川郡大和町吉岡字舘下４６－１ 022-344-3596

○ 社会福祉法人ありのまま舎 理事長　髙橋治 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目１９番１号 022-241-1200 ○ ○

重度障害者・難病ホスピス太白ありのまま舎 宮城県仙台市太白区茂庭台二丁目１５番３０号 022-281-1200

○ サクラ木有限会社 代表取締役　畑山啓子 宮城県仙台市若林区土樋７３番地の２ 022-217-0390 ○

さくら木ケアサービス 宮城県仙台市若林区土樋２８２菊誠ビル２０２ 022-217-0390

○ 株式会社仙台在宅介護センター 代表取締役　野田万紀子 宮城県仙台市青葉区小田原四丁目２番１０号 022-267-2668 ○

仙台在宅介護センター 宮城県仙台市青葉区小田原四丁目２番１０号 022-267-2668

○ 株式会社ツクイ 代表取締役　津久井宏 神奈川県横浜市港南区上大岡西１－６－１ゆめおおおかオフィスタワー１６階 045-842-4115 ○

ツクイ大和 宮城県黒川郡大和町吉岡字天皇寺７８ 022-347-0557

○ 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番１７ 0226-31-2131 ○

障害者支援施設只越荘 宮城県気仙沼市唐桑町只越３４６番１７ 0226-31-2131

○ 株式会社爽秋会メディカルアンドケアサポート 代表取締役社長　岡部健 宮城県名取市植松一丁目１番２４号 022-381-5452 ○

在宅支援事業所爽秋会みのり 宮城県名取市植松一丁目１番２４号 022-381-5452

○ 有限会社オアシス 代表取締役　橋見隆太郎 宮城県仙台市太白区鈎取二丁目２４番３６号阿部アパートB棟２０２号 022-307-0361 ○

オアシス 宮城県仙台市太白区鈎取二丁目２４番３６号阿部アパートB棟２０２号 022-307-0361

○ 株式会社ツクイ 代表取締役　高畠　毅 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 045-842-4115 ○

ツクイ仙台泉ヶ丘 宮城県仙台市泉区泉ヶ丘四丁目９番１２号 022-711-2050

○ 株式会社マザーズありすサポート 代表取締役　三浦　摂郎 宮城県仙台市泉区南光台四丁目５番２号 022-380-1118 ○

株式会社マザーズありすサポート 宮城県仙台市泉区南光台四丁目５番２号 022-380-1118

○ 有限会社よつば介護サービス 代表取締役　小嶋逸郎 宮城県名取市大手町五丁目１０番地の５アーバンホーム大手A棟１０２号室 022-398-4635 ○

よつば介護サービス 宮城県名取市大手町五丁目１０番地の５アーバンホーム大手A棟１０２号室 022-398-4635

○ 有限会社アシスト 代表取締役　阿部広 宮城県仙台市太白区長町南四丁目３１－１４ 022-304-0255 ○

ヘルパーステーションアシスト仙台 宮城県仙台市太白区長町南四丁目３１－１４ 022-304-0255

○ 特定非営利活動法人グレープGrapes 理事長　松澤昌子 宮城県仙台市青葉区吉成一丁目１１番３５号 022-278-6300 ○

ケアパートナー・グレープ 宮城県仙台市青葉区吉成一丁目１１番３５号 022-278-6300

○ 社会福祉法人つどいの家 理事長　佐藤　清 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１７番５８号 022-252-6128 ○

さんしょ 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１７番５８号 022-252-6128

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立石巻支援学校 宮城県石巻市蛇田字新立野４１０－１ 0225-94-0202

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立古川支援学校 宮城県大崎市古川飯川字熊野８７ 0229-26-2338

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立名取支援学校 宮城県名取市高舘吉田字東真坂６－１１ 022-384-6161

○ 宮城県教育委員会 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立利府支援学校 校長　杉浦　誠一郎 宮城県宮城郡利府町沢乙字向山２６ 022-356-5675

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立利府支援学校富谷校 宮城県黒川郡富谷町富ヶ丘一丁目１７－３７ 022-779-0451

○ 株式会社アルベートサム 代表取締役佐藤一臣 宮城県仙台市太白区ひより台２５番１２号 022-307-6220 ○

うぐいすケアセンター　大野田 宮城県仙台市太白区大野田４丁目６番１号 022-796-1836

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立金成支援学校 宮城県栗原市金成沢辺小崎８７－１ 0228-42-2211

042434002 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
平成26年4月1日　不特定者追加
令和元年6月27日　代表者名変更

令和2年6月30日

042434001 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
平成26年4月1日　不特定者追加
令和元年6月27日　代表者名変更

042232002 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日

042217038 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日

042217039 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日 平成29年4月1日④追加

042217040 平成24年4月1日 ①③④ 平成24年4月1日
平成２５年１２月１８日

④追加
平成29年11月30日

042232003 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日

042217041 平成24年4月1日 ①②③ 平成24年4月1日 平成24年11月28日 平成25年9月30日

042217042 平成24年8月21日 ①②③④ 平成24年8月21日 R3.12.13④追加

042217043 平成24年8月21日 ①②③ 平成24年8月21日
平成29年12月1日事業所名称・所

在地変更
令和３年６月２２日　代表者変更

042217044 平成24年8月21日 ①②③④ 平成24年8月21日

042217045 平成24年8月29日 ①②③ 平成24年8月27日

042217046 平成24年4月1日 ①②③④ 平成24年4月1日
平成２９年４月１日

③追加

042217047 平成24年9月10日 ①②③ 平成24年9月10日

042232004 平成24年9月10日 ①②③④ 平成24年9月10日

042241001 平成24年4月1日 ①④⑤ 平成24年4月1日
平成３１年４月１日　代表者変更
令和元年６月１４日　　⑤追加

042241002 平成24年4月1日 ①④⑤ 平成24年4月1日
平成３１年４月１日

代表者変更

042241003 平成24年4月1日 ①②④⑤ 平成24年4月1日
平成３１年４月１日

代表者変更

042241004 平成24年4月1日 ①④⑤ 平成24年4月1日
平成３１年４月１日　代表者変更
令和元年６月１４日　　①追加

令和４年４月１８日　学校長変更

042241005 平成24年4月1日 ⑤ 平成24年4月1日
平成３１年４月１日

代表者変更

042217048 平成24年4月1日 ①②③④⑤ 平成24年4月1日
令和2年4月1日　⑤追加

令和4年5月23日　事業所名
称・所在地等変更

042241006 平成24年4月1日 ①④⑤ 平成24年4月1日
平成３１年４月１日

代表者変更
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登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者
登録番号 登録年月日

事業者区分
住所 電話番号 更新年月日

名称
上段：代表者（法人名），下段：事業者

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立迫支援学校 宮城県登米市迫町北方字大洞５９－１０ 0220-22-9484

○ 株式会社やさしい手仙台 代表取締役社長　大森博 宮城県仙台市宮城野区出花二丁目１２番地の５サンハイツビル１０２号 022-388-8221 ○

やさしい手仙台ケアセンター泉中央 宮城県仙台市泉区泉中央二丁目１５－３シュアヒルズⅡ１０２号 022-346-0873

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立気仙沼支援学校 宮城県気仙沼市松崎柳沢２１６－７ 0226-24-3019

○ 有限会社ＣＲ介護サービス 代表取締役　千葉良一 宮城県仙台市太白区西の平一丁目１９番１１号 022-245-3112 ○

紅ヘルパーステーション 宮城県仙台市太白区羽黒台１５－１２ 022-245-3112

○ 有限会社いずみ訪問介護サービス家政婦紹介所 代表取締役　髙橋幸子 宮城県仙台市青葉区川平二丁目１８番３号 022-303-0631 ○

有限会社いずみ訪問介護サービス家政婦紹介所 宮城県仙台市青葉区川平二丁目１８番３号 022-303-0631

○ 株式会社やさしい手仙台 代表取締役社長 大森博 宮城県仙台市宮城野区出花二丁目１２番地の５サンハイツビル１０２号 022-388-8221 ○

やさしい手仙台ケアセンター宮城野 宮城県仙台市宮城野区出花二丁目１２番地の５サンハイツビル１０２号 022-388-8221

○ 株式会社 MIC 代表取締役　叶美知恵 宮城県仙台市太白区三神峯二丁目１番５３号 022-397-7115 ○ ○

訪問介護ステーション　けあふる 宮城県仙台市太白区三神峯二丁目１番５３号 022-397-7115

○ 有限会社セベック 代表取締役　本多淑美 宮城県富谷市成田６－８－３ 022-351-6441 ○

セベックヘルパーステーション 宮城県富谷市成田２－３－３ 022-739-9510

○ 一般財団法人労災サポートセンター 会長　馬杉則彦 東京都千代田区九段北４－１－３ 03-6834-2510 ○

一般財団法人労災サポートセンター宮城労災特別介護施設 宮城県富谷市明石台４丁目８－１ 022-772-3311

○ 医療法人社団　爽秋会 理事長　鈴木雅夫 宮城県名取市植松一丁目１番２４号 022-381-5452 ○ ○

在宅支援事業所爽秋会みのり 宮城県仙台市太白区富沢二丁目２１－６ 022-393-7506 

○ 社会福祉法人つどいの家 理事長　佐藤　清 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１７－５８ 022-781-1571 ○

オリザ 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１７－５８ 022-781-1571

○ 株式会社やさしい手仙台 代表取締役社長 大森博 宮城県仙台市宮城野区出花２丁目１２－５ 022-388-8221 ○

やさしい手仙台ケアセンター若林 宮城県仙台市若林区若林２丁目４－２ 022-781-1621

○ 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介護 宮城県仙台市太白区長町３－７－２６長町病院北棟２階 022-746-1377

○ はまぎく介護ステーション有限会社 代表取締役　太田政興 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山２－３－８ 022-366-8268 ○

はまぎく介護ステーション有限会社 宮城県宮城郡七ヶ浜町境山２－３－８ 022-366-8268

○ 社会福祉法人共生福祉会 会長　市川　義直 宮城県仙台市太白区袋原五丁目１２番１号 022-306-3688 ○

萩の郷第二福寿苑 宮城県仙台市太白区鈎取字御堂平３８ 022-244-0118

○ 株式会社GP Limited 代表取締役　川村レミ 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東四丁目２１番１号 022-349-4065 ○ ○

訪問介護事業所　スマイリー仙台 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東四丁目２１番１号 022-349-4997

○ 社会福祉法人つどいの家 理事長　佐藤　清 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１７－５８ 022-781-1571 ○

つどいの家・コペル 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１７－５８ 022-781-1571

○ 株式会社アルベートサム 代表取締役　佐藤一臣 宮城県仙台市太白区ひより台25番12号恵千コーポ１０２号室 022-307-6220 ○

株式会社アルベートサムうぐいすケアセンター沖野 宮城県仙台市若林区沖野３丁目１２番１１号ホワイトハーヴェン１０１号室 022-354-1062

○ 一般社団法人ウエルケア仙台 理事長　引野　智雄 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢一丁目１４番１４号 022-303-2155 ○

ケアパートナー 宮城県仙台市青葉区荒巻本沢一丁目１４番１４号 022-303-2155

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立船岡支援学校 宮城県柴田郡柴田町船岡南２丁目３番１号 0224-54-2213

○ 一般社団法人月虹 代表理事　今野まゆみ 宮城県仙台市太白区山田北前町４９番２０号 022-738-8672 ○

ケアプラン・ヘルパーステーション虹色 宮城県仙台市太白区山田北前町４９番２０号 022-738-8672

○ 有限会社　あおぞら 代表取締役　四ノ宮　満代 宮城県仙台市太白区土手内２－３－２ 022-247-2897 ○

ケアサポート　あおぞら 宮城県仙台市太白区土手内２－３－２ 022-247-2897

○ 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つくし介護 宮城県多賀城市笠神１－８－２８ 022-365-7781
042217064 平成26年8月21日 ①②③ 平成26年9月1日

042217062 平成26年5月1日 ①②④ 平成26年5月1日

042241009 平成25年12月1日 ①②③④⑤ 平成25年12月1日
平成２７年１月１５日　②，④の追加

平成２７年１２月１６日　①追加
平成３１年４月１日　代表者変更

042217059 平成26年2月20日 ①②③④⑤ 平成26年3月1日

令和元年６月２５日
⑤の追加

令和3年9月27日法人・事業所住所変
更

042217060 平成26年2月4日 ①②③④⑤ 平成26年2月4日
平成27年10月1日　①②の追加

令和2年9月15日　⑤追加

042217061 平成26年3月1日 ①②③

042232005 平成25年10月11日 ①②③④⑤ 平成25年11月1日

①②③④ 平成25年12月10日
平成２８年５月１６日

②追加

041417053 平成25年4月5日 ①②③④⑤ 平成25年4月5日
平成２６年１２月１９日

特定者も追加
（旧：041217053）

042217052 平成25年3月15日 ①②③④ 平成25年3月15日
平成26年1月22日

④追加

042241007 平成24年4月1日 ①③④⑤ 平成24年4月1日
平成２５年２月２５日　③追加
平成３１年４月１日　代表者変

更

042217049 平成24年12月18日 ①②③④ 平成24年12月18日
平成２５年５月２２日

④追加

042241008 平成24年4月1日 ①④ 平成24年4月1日
平成３１年４月１日

代表者変更
令和3年3月31日

042217050 平成24年12月28日 ①②③ 平成24年12月28日

041417002 平成25年1月15日 ①②③④⑤ 平成25年1月15日
平成30年12月1日　所在地変

更
令和2年3月10日　⑤追加

041217054 平成25年5月10日 ①②③④ 平成25年5月14日
平成３０年４月７日

③追加

041243001 平成25年8月8日 ①②④ 平成25年8月1日

042217055 平成25年8月1日 ①②③④ 平成25年8月1日
平成２６年５月１日

④追加

042217057

042217058

平成26年1月6日

平成26年1月24日

042217056 平成25年12月18日

①②③④ 平成26年1月1日

①②③ 平成26年2月1日

042232006 平成26年2月1日 ①②④⑤ 平成26年2月1日 令和2年4月1日　②追加

平成26年3月1日

042232007 平成26年2月24日 ③④ 平成26年3月1日

042217063 平成26年8月1日 ③⑤ 平成26年8月1日
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登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者
登録番号 登録年月日

事業者区分
住所 電話番号 更新年月日

名称
上段：代表者（法人名），下段：事業者

○ 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しおかぜ介護 宮城県塩竃市字庚塚１番３号 022-365-7781

○ 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南光台　介護 宮城県仙台市泉区南光台東１－１－２４　アルファ２０１　３０２号 022-728-1370

○ 株式会社中川 代表取締役　中川　裕章 宮城県仙台市青葉区小田原４－２－１８　エグゼクティブコート希望の華咲く１号館 022-264-1202 ○

ヘルパーステーションNAKAGAWA 宮城県仙台市青葉区小田原４－２－１８　エグゼクティブコート希望の華咲く１号館 022-281-9719

○ 社会福祉法人靜和会 会長　松村　吉一 宮城県亘理郡山元町高瀬字合戦原１１１－１１ 0223-37-3880 ○

静和園 宮城県亘理郡山元町真庭字名生東７２－２ 0223-37-0075

○ 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郡山　介護 宮城県仙台市太白区郡山７－１６－８ 022-247-8865

○ 仙台市 市長　奥山恵美子　 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目７－１ 022-261-1111 ○

仙台市若林障害者福祉センター 宮城県仙台市若林区遠見塚東８－１ 022-294-0450

○ 株式会社ウイズダム 代表取締役　渡辺　万里子 神奈川県横浜市神奈川区栄町６番地１ 045-878-0283 ○

にじむすび仙台 宮城県仙台市若林区上飯田２－１９－１２ 022-794-7488

○ 三田商工株式会社 代表取締役　大和田　昇 宮城県仙台市宮城野区萩野町三丁目１８番１４号 022-290-0133 ○

たまさん介護センター 宮城県仙台市宮城野区萩野町三丁目１８番１４号 022-290-0136

○ 株式会社飛天 代表取締役　井戸　貴絵 宮城県仙台市青葉区中山七丁目１５番１０号 022-346-0189 ○

ケアステーション　はるの風 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘７丁目３９－２８ ウインディーヒルズイン松木１０１ 022-346-0189

○ 株式会社ハートワンケアセンター 代表取締役　加藤　勢津子 宮城県仙台市太白区長町七丁目１９番３０－２１１号 022-395-8371 ○

株式会社ハートワンケアセンター 宮城県仙台市太白区西多賀１丁目１５－２８　西多賀パークビル１０２ 022-397-6300

○ 社会福祉法人つどいの家 理事長　下郡山　和子 宮城県仙台市若林区上飯田一丁目１７番５８号 022-781-1571 ○

ぺんたす 宮城県仙台市泉区南光台３丁目１－２４ 022-779-7341

○ 株式会社きぼう 代表取締役　髙玉　淳子 宮城県仙台市太白区郡山２丁目１１－１６ 022-248-8840 ○

ケアセンターきぼう 宮城県仙台市太白区郡山２丁目１１－１６ 022-248-8840

○ 社会福祉法人あしたば福祉会 理事長　千石　久芳 宮城県塩竈市今宮町１０番２０号 022-361-9981 〇

生活介護事業あすなろ 宮城県塩竈市今宮町１０番２０号 022-361-9981

○ 社会福祉法人宮城県障がい者福祉協会 会長　森　正義 宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目６－２ 022-291-1522 ○

障害者支援施設杏友園 宮城県塩竈市新富町１４－１０ 022-361-6815

○ 社会福祉法人白石陽光園 理事長　保科　惣一郎 宮城県白石市福岡長袋字小倉山１４番地の２ 0224-25-9511 ○

障害者支援施設白石寿光園 宮城県白石市福岡長袋字小倉山１１番地の１ 0224-25-7331

○ 社会福祉法人白石陽光園 理事長　保科　惣一郎 宮城県白石市福岡長袋字小倉山１４番地の２ 0224-25-9511 ○

生活介護とも 宮城県白石市福岡長袋字岩崎８１番地１４ 0224-24-2608

○ 株式会社いきいき介護 代表取締役　木下　貴之 宮城県仙台市泉区南光台南３丁目７－１ 022-725-5108 ○

株式会社いきいき介護　南光台事業所 宮城県仙台市泉区南光台南３丁目７－１ 022-725-5108

○ 合同会社ケアサービスチーム齋藤 代表社員　齋藤　宏子 宮城県仙台市若林区六丁の目北町１－６０かたやまビル２０１号 022-390-5242 ○

訪問介護ハピネス 宮城県仙台市若林区六丁の目北町１－６０かたやまビル２０１号 022-390-5242

○ 株式会社CATWALK 代表取締役　川村マサ子 宮城県仙台市太白区袋原字内手１０番地の１８ 022-796-6255 ○ ○

株式会社CATWALK 宮城県仙台市太白区袋原字内手１０番地の１８ 022-796-6255

○ 社会福祉法人一歩一歩福祉会 理事長　曽根　朝男 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘九丁目２９番地の５９ 022-391-1119 ○

生活介護事業所かがやきの杜 宮城県仙台市青葉区郷六葛岡下２６番地１４ 022-226-3939

○ 特定非営利活動法人お茶っこケア 理事長　糟谷　裕之 宮城県石巻市渡波字新千刈１４０-１ 022-598-8350 ○

よってがいん 宮城県石巻市渡波字新千刈１４０-１ 022-598-8350

○ パルクシステム株式会社 代表取締役　坂上　力 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４-１０ 022-797-0869 ○

パルクケアサービスセンター 宮城県仙台市青葉区国分町３丁目４-１０ 022-797-0869

○ ＡＬＳＯＫ介護株式会社 代表取締役　宮澤裕一 埼玉県さいたま市大宮区三橋二丁目７９５番地 048-631-3690 ○

041222004 平成28年5月1日 ①②③④ 平成28年5月1日

042217076 平成27年12月3日 ①②③④ 平成27年12月5日

042232008 平成27年5月1日 ①②④ 平成27年5月1日

042217074 平成27年4月9日 ①②③④ 平成27年4月9日 平成28年7月1日

042217073 平成27年4月1日 ①②④ 平成27年4月1日

042217069 平成26年9月1日 ①②③④ 平成26年9月1日

042222003 平成26年11月12日 ①②③④ 平成26年12月1日 平成30年3月31日

042217068 平成26年10月16日 ①②③④ 平成26年11月1日

041232002 平成26年9月26日 ①②④ 平成26年10月1日

042217067 平成26年9月11日 ①③④ 平成26年9月11日

042217066 平成26年9月24日 ①②③④ 平成26年10月1日 平成29年3月31日

042217065 平成26年8月21日 ①②③ 平成26年9月1日

042217070 平成26年12月3日 ①②③ 平成26年12月3日

042217071 平成26年12月12日 ③④ 平成26年12月12日

042217072 平成26年12月8日
令和元年9月5日

④⑤の追加，所在地変更
①②③④⑤ 平成26年12月8日

041222001 平成27年5月1日 ①②④ 平成27年5月1日

042232009 平成27年12月1日 ④ 平成27年12月1日

041222002 平成27年12月1日 ①②③④ 平成27年12月1日
平成29年5月1日③の追加
④は固形物も可となった

042217075 平成27年12月1日 ①②③④ 平成27年12月1日
平成29年2月23日④の追加

令和4年8月22日　代表者、住
所変更

042217077 平成28年4月1日 ①②③④⑤ 平成28年4月1日 令和2年6月1日　⑤の追加

041222003 平成28年6月13日 ①②③④ 平成28年6月13日 令和2年2月18日　①②③の追加

042217078 平成28年7月1日 ①②③④ 平成28年7月1日 令和4年1月24日

042201001 平成28年7月1日 ①②③④ 平成28年7月1日
平成28年10月1日　②③追加

令和2年9月3日 ④追加
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登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者
登録番号 登録年月日

事業者区分
住所 電話番号 更新年月日

名称
上段：代表者（法人名），下段：事業者

アミカ仙台泉介護センター 宮城県仙台市泉区上谷刈六丁目４-３４ 022-725-5537

○ 株式会社GP Limited 代表取締役　川村レミ 宮城県仙台市泉区南光台東１-１-２４ 022-349-4065 ○

スマイリー仙台南 宮城県仙台市太白区柳生１-１１-８ 022-738-9246

○ 合同会社ハピネスケア泉 代表社員　河野　純子 宮城県仙台市青葉区国見ヶ丘３-１４-３ 022-347-3631 ○

ハピネスケア泉 宮城県仙台市泉区南中山３-２-１３-１０５ 022-347-3631

○ 株式会社湧泉会 代表取締役　山道　悟 宮城県仙台市泉区将監５－７－８ 022-396-3880 ○

ヘルパーステーション　クローバー 宮城県仙台市宮城野区岩切１－３－１４ 022-396-3880

○ 社会福祉法人石巻祥心会 理事長　宍戸　義光 宮城県石巻市門脇字元捨喰５－１ 0225-93-0519 ○

居宅介護事業所　ヘルプグループ"KAI" 宮城県石巻市門脇字元捨喰５－１ 090-9426-4888

○ 株式会社春幸会 代表取締役　髙橋　長啓 宮城県仙台市泉区寺岡５丁目１２－２３ 022-725-6725 ○

つなぐ石巻 宮城県石巻市鹿又字扇平１４０－３ 0225-90-4541

○ 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３－９－１ 022-347-3811 ○

コスモス向陽台 宮城県仙台市泉区向陽台５丁目１６－１６ 022-773-4185

○ 株式会社春幸会 代表取締役　髙橋　長啓 宮城県仙台市泉区寺岡５丁目１２－２３ 022-725-6725 ○

株式会社　春幸会　放課後等デイサービス　つなぐ　利府 宮城県宮城郡利府町花園１丁目２１０－２ 022-253-7573

○ 株式会社春幸会 代表取締役　髙橋　長啓 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘５丁目１－１０ 022-725-6725 ○

生活介護つなぐ利府 宮城県宮城郡利府町花園１丁目２１０－２ 022-253-7573

○ 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 ○

セントケア看護小規模仙台中野 宮城県仙台市宮城野区福室７丁目１番７１号 022-387-1055

○ 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３－9－１ 022-347-3811 ○ ○

コスモス鶴ヶ谷ホームケア 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東４－7－５ 022-388-3678

○ 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１丁目４番１４号 03-3377-1100 ○

アースサポート仙台大和町 宮城県仙台市若林区大和町５丁目３０番２５号 022-782-6311

○ 宮城県教育委員会 教育長　伊東昭代 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８－１ 022-211-3714 ○

宮城県立小松島支援学校 宮城県仙台市青葉区小松島新堤２－１ 022-725-3616

○ 特定非営利活動法人ドリーム・ゲート 理事長　横山　真典 宮城県名取市大手町２－１－３ひまわりビル１０１号 022-399-8374 ○

サポートクラブ未来宮城野 宮城県仙台市宮城野区中野字神明１０１－３ 022-253-7159

○ 株式会社結 代表取締役　加茂善法 宮城県岩沼市桜２丁目５番１５号 0223-24-6259 ○

結ヘルパーステーション 宮城県岩沼市藤浪１丁目３－４９ 0223-35-6574

○ 株式会社 LIFE RICH 代表取締役　遊佐　大輔 宮城県多賀城市桜木２丁目８番２８-３号 022-385-7480 ○

ライフリッチ在宅サポートセンター 宮城県宮城郡松島町高城字城内二１８ 022-385-7480

○ SOMPOケア株式会社 代表取締役社長　鷲見　隆充 東京都品川区東品川４丁目１２番８号 03-6433-2805 ○

SOMPOケア柴田訪問介護 宮城県柴田町船岡南１丁目１番１７号 0224-58-2788

○ 特定非営利活動法人環 代表理事　黒須敏夫 仙台市太白区中田２丁目２７番９号 022-393-4360 ○

訪問サービスココア（心愛） 仙台市太白区中田２丁目２７番９号 022-393-4360

○ 株式会社eaテクノ仙台 代表取締役　斎藤直利 仙台市宮城野区岩切１丁目１０番５号２号室 022-794-7030 ○ ○

あゆみの杜訪問介護サービス 仙台市宮城野区岩切１丁目１０番５号２号室 022-794-7030

○ 株式会社春幸会 代表取締役社長　高橋長啓 宮城県宮城郡利府町花園１－２１０－２ 022-725-6725 ○

放課後等デイサービスつなぐ 宮城県仙台市泉区寺岡５－１－１０ 022-725-6725

○ 特定非営利活動法人環 代表理事　黒須敏夫 仙台市太白区中田２丁目２７番９号 022-393-4360 ○

放課後等デイサービスココア（心愛） 仙台市太白区中田２丁目２７番９号 022-393-4360

○ 有限会社アリエス・ケア 取締役　宍戸商子 仙台市青葉区立町２５番５-８０１号 022-398-9811 ○

アリエスサポート 仙台市太白区西多賀３丁目７番８号３階 022-398-9811

○ 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１丁目２番３号 022-263-4744 ○

宮城県船形の郷 宮城県黒川郡大和町吉田字上童沢２１ 022-345-3282

○ 社会福祉法人なのはな会 理事長　西村　學 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町２番１０号 022-301-2337 ○

グループホーム・なのはな 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘１丁目３４番１号 022-272-5215

○ 社会福祉法人なのはな会 理事長　加賀谷　尚 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町２番１０号 022-301-2337 ○

はまなす苑 宮城県仙台市泉区虹の丘１－１０－７ 022-773-5171

○ 株式会社ケアステーションＪ＆Ｊ 代表取締役　星山　弘子 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西２－４ 022-297-6344 ○

042231100 平成30年6月18日 ④ 平成30年6月18日

042232099 平成30年5月18日 ①②④ 平成30年5月18日
令和元年6月27日　代表者名変更
令和2年9月1日　事業所名称変更

042217098 平成29年12月28日 ①②③④ 平成29年12月28日
平成30年11月9日　①②③追

加
令和4年5月27日　住所変更

042235096 平成29年12月26日 ①②③④⑤ 平成30年1月1日
平成30年5月1日

住所変更

042217095 平成29年12月20日 ①②③④⑤ 平成29年12月25日
平成31年2月28日　⑤追加
令和2年11月23日　③追加

042217093 平成29年10月30日 ①③ 平成29年10月30日
平成30年7月1日名称・代表者

変更
R4.5.2代表者変更

（決裁日）

042217092 平成29年7月4日 ①②③ 平成29年7月5日 平成29年9月1日　①②追加

042241010 平成29年5月26日 ⑤ 平成29年6月1日 令和1年7月1日

042217089 平成29年5月19日 ①②③④ 平成29年4月1日 令和2年1月7日　④追加

042217088 平成29年5月9日 ①②③④⑤ 平成29年5月10日

令和元年6月19日　①②追加
令和元年10月10日　③追加

令和2年7月1日　事業所名称変更
令和4年6月3日　⑤追加

042222086 平成29年4月1日 ①②③⑤ 平成29年4月1日
平成30年7月30日

所在地変更

042217084 平成29年3月17日 ④ 平成29年3月17日 平成30年10月31日

042235083 平成29年4月1日 ①②③ 平成29年4月1日

042217082 平成28年6月1日 ①③④⑤ 平成28年6月6日

042217080 平成28年10月1日 ①③④ 平成28年10月1日

042201001 平成28年7月1日 ①②③④ 平成28年7月1日
平成28年10月1日　②③追加

令和2年9月3日 ④追加

042217079 平成28年12月1日 ①② 平成28年12月1日

042217081 平成29年1月1日 ①②③④ 平成29年1月7日
令和３年３月１日

法人名・住所・代表者名変更

042235085 平成29年4月1日 ①②③⑤ 平成29年4月1日

042213087 平成29年4月1日 ①②③④ 平成29年4月1日

042217090 平成29年5月31日 ①②③④ 平成29年5月1日

042217091 平成29年6月30日 ①②③④⑤ 平成29年7月1日 令和元年6月27日　⑤追加

042217094 平成29年11月30日 ①②③④⑤ 平成29年12月1日
令和2年3月3日

②④⑤追加

042235097 平成29年12月27日 ①②③④⑤ 平成30年1月1日

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133 042222101 平成30年7月17日 ④ 平成30年7月17日

134 042217102 平成30年10月1日 ①②③④ 平成30年10月1日
平成30年11月19日

④の追加



登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者
登録番号 登録年月日

事業者区分
住所 電話番号 更新年月日

名称
上段：代表者（法人名），下段：事業者

ケアステーションＪ＆Ｊ 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町西２－４ 022-297-6344

○ 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１－１１－１１　ハニックスビル３階 022-266-5223 ○

セントケア石巻矢本 宮城県東松島市矢本字鹿石前１６４－１ 0225-84-1751

○ ユースタイルラボラトリー株式会社 代表取締役　大畑　健 東京都中野区中央１－３５－６レッチフィールド中野坂上ビル６F 03-5937-6825 ○

土屋訪問介護事業所　仙台 宮城県仙台市若林区成田町１６－２ロイヤルヒルズ成田町４０３号室 050-3196-1523

○ 有限会社ほのぼの介護 代表取締役　澤田　修次 宮城県仙台市泉区住吉台東５－５－８ 022-376-0252 ○

ほのぼの介護 宮城県仙台市泉区住吉台東３－１－１ 022-376-3953

○ NPO法人UBUNTU 理事長　佐々木　綾子 宮城県仙台市泉区上谷刈字赤坂7番6号 022-765-7339 ○

ぶれ・すと 宮城県仙台市泉区上谷刈字赤坂7番6号 022-765-7339

○ 社会福祉法人一歩一歩福祉会 理事長　曽根　朝男 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘９丁目２９番地の５９ 022-391-1119 ○

ポケット 宮城県仙台市青葉区錦ヶ丘９丁目２９番地の５９ 022-391-1119

○ 株式会社ほいみケアステーション 代表取締役　曽根　信一 宮城県多賀城市山王字東町浦４７－１４ 022-389-1007 ○

株式会社ほいみケアステーション 宮城県多賀城市山王字東町浦４７－１４ 022-389-1007

○ 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1-11-11　ハニックスビル3階 022-266-5223 ○

セントケアこごた 宮城県遠田郡美里町字化粧坂１９－１ 0229-32-1501

○ 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1-11-11　ハニックスビル3階 022-266-5223 ○

セントケア八木山 宮城県仙台市太白区八木山本町1丁目３４番３号 022-305-3751

○ 有限会社ひだまり介護 代表取締役　澤田　修次 宮城県仙台市泉区住吉台東５-５-８ 022-376-3541 ○

放課後ひろば じゃんぷ 宮城県仙台市青葉区折立６-９-１９ 022-302-1082

○ 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1-11-11　ハニックスビル3階 022-217-1044 ○

セントケアりふ森の郷 宮城県宮城郡利府町中央１－９－７ 022-349-0061

○ 株式会社　リジョイス 代表取締役　立川　真也 宮城県仙台市泉区松陵５丁目４－４ 022-375-1576 ○

訪問介護事業所　すきっぷ 宮城県仙台市泉区松森字内町６０　コーポ斎藤２０１ 022-341-6375

○ Ｇａｒａｇｅ合同会社 代表社員　坂上　剛士 宮城県仙台市太白区日本平６番１８号 090-2248-3009 ○

万屋 宮城県仙台市青葉区作並字岩谷堂西１６番地の２２８ 022-797-3316

○ 社会福祉法人　なのはな会 理事長　加賀谷　尚 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町２番１０号 022-301-2337 ○

こまくさ苑 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町２番１０号 022-773-5171

○ 特定非営利活動法人グループゆう 代表理事　中村　祥子 宮城県仙台市泉区南中山二丁目２番３号　南中山プラザ内 022-376-7679 ○

NPO法人グループゆう　障がい児者居宅介護サービス 宮城県仙台市泉区南中山三丁目１５番１５号 022-348-4887

○ 合同会社ＦＯＲ　ＳＭＩＬＩＭＧ 代表社員　万城目　篤志 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘５丁目１－１４　メゾン松山１０２ 022-347-4923 ○

ヘルパーステーションＫＯＫＵＡ 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘５丁目１－１４　メゾン松山１０２ 022-347-4923

○ Ｍ２ファーマシー株式会社 代表取締役社長　松村　雅博 宮城県仙台市太白区鈎取本町１丁目１３番１号 022-393-7265 ○

エムツー訪問介護ステーション富谷 宮城県富谷市日吉台２丁目２４番６ 022-341-5261

○ 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 ○

コスモス向陽台ホームケア 宮城県仙台市泉区向陽台５丁目１６－１６ 022-773-4185

○ 株式会社アンソレイユ 代表取締役　中津川　史子 宮城県登米市迫町北方字大洞１１８番地９９ 0220-23-7855 ○ ○

多機能型事業所ひだまりポッケ　Ｍケアひだまりポッケ 宮城県登米市迫町北方字大洞１１８番地９９ 0220-23-7855

○ 株式会社For all 代表取締役社長　高橋　智 宮城県仙台市泉区歩坂町１９番７号 090-7331-6697 ○ ○

はやさか訪問介護研究所 宮城県仙台市青葉区小松島４丁目２３－１４ 022-369-3390

○ ○ 社会福祉法人陽光福祉会 理事長　熊谷　直達 宮城県仙台市青葉区芋沢字横前１番地の１ 022-394-7711 ○

社会福祉法人陽光福祉会　みつばち 宮城県仙台市青葉区芋沢字横前１番地の１ 022-394-1480

○ 社会福祉法人　ありのまま舎 理事長　髙橋　治 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目１９番１号 022-243-1300 ○

障害者支援施設　難病ホスピスケア　亘理ありのまま舎 宮城県亘理郡亘理町字旧舘６１－７ 0223-23-0760

○ 株式会社ケアラインズ 代表取締役　齊藤　友克 宮城県仙台市宮城野区原町五丁目３番４４－２－１号 022-742-1288 ○ ○

ケアラインズ 宮城県仙台市宮城野区原町五丁目３番４４－２－１号 022-742-1288

○ 社会福祉法人　ありのまま舎 理事長　髙橋　治 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目１９番１号 022-243-1300 ○

チャイルドケア　仙台ありのまま舎保育園 宮城県仙台市太白区茂庭台５丁目１２－２０ 022-281-9585

○ 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９丁目１２番１３号 022-343-0643 ○

株式会社　愛心ヘルプサービス大富 宮城県富谷市富谷西沢１７－８ 022-779-0767

○ 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 ○

吉岡すまいる 宮城県黒川郡大和町吉岡字舘下４６－１ 022-345-1910
159 042222104 令和2年7月3日 ①②③④⑤ 令和2年7月3日

158 042217116 令和2年6月3日 ① 令和2年6月3日

153 041218105 令和1年11月20日 ①②③④⑤ 令和1年12月1日 R3.12.1事業所住所変更

152 042235098 令和1年11月18日 ①②③④⑤ 令和1年11月18日

148 042217112 令和1年8月16日 ①②④ 令和1年8月23日

146 042217111 令和1年5月15日 ①②③④⑤ 令和1年5月15日 令和4年6月3日④追加

145 042217110 令和1年5月10日 ①②③④ 令和1年5月20日

142 042217108 平成31年2月26日 ③⑤ 平成31年2月26日

141 042217107 平成31年1月11日 ①②③ 平成31年1月11日

139 042222102 平成30年12月28日 ①②④ 平成31年1月15日

137 042217105 平成30年12月21日 ①②③④⑤ 平成30年12月21日
平成31年2月1日

⑤の追加

134 042217102 平成30年10月1日 ①②③④ 平成30年10月1日
平成30年11月19日

④の追加

135 042217103 平成30年9月19日 ① 平成30年9月19日

令和2年10月31日136 042218104 平成30年10月1日 ①②③④ 平成30年10月1日

138 041235001 平成30年12月28日 ①②③④⑤ 平成31年1月1日 令和4年7月22日　③追加

140 042217106 平成31年1月9日 ①②③④ 平成31年1月9日

143 042235001 平成31年3月22日 ①②④ 平成31年3月22日

144 042217109 令和1年5月10日 ①②③④ 令和1年5月10日 令和3年5月7日③④追加

147 042222103 令和1年5月30日 ①②③⑤ 令和1年5月30日 令和4年6月16日代表者変更

149 042217113 令和1年10月3日 ①③④ 令和1年10月3日

150 042217114 令和1年10月31日 ①②④ 令和1年11月2日
令和元年12月7日

①②の追加

151 042217115 令和1年11月13日 ①②③④ 令和1年11月13日
令和2年7月1日　事業所名称変更

令和3年5月21日　①②③追加

154 041232003 令和2年4月7日 ①②③④⑤ 令和2年4月15日

155 041232004 令和2年4月20日 ①③④ 令和2年4月20日

156 041217055 令和2年4月23日 ①②④⑤ 令和2年5月1日

157 042242001 令和2年5月1日 ② 令和2年5月1日



登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定

辞退年月日
（事業廃止年月日）

実施行為
事業開始
年月日

対象者
登録番号 登録年月日

事業者区分
住所 電話番号 更新年月日

名称
上段：代表者（法人名），下段：事業者

○ 株式会社　土屋 代表取締役　大山　敏之 岡山県井原市井原町１９２番地２　久安セントラルビル２階 050-3733-3443 ○ ○

ホームケア土屋　東北 宮城県石巻市千石町２－４６　昭和マンション千石町２０２号 050-3138-2135

○ トータルケア株式会社 代表取締役　髙橋　マキ子 秋田県仙北市角館町小勝田小倉前３１番地１ 0187-52-2100 ○

ヘルパーステーション桧　杜の丘 宮城県富谷市日吉台３丁目９－１０パラシオン２１　９０１号 022-346-0290

○ 一般社団法人明日葉 代表理事　辻村　幸治 宮城県名取市愛島台六丁目１０番地の２６ 090-7322-2312 ○

在宅介護支援事業所あしたば 宮城県名取市愛島台六丁目１０番地の２６ 022-796-4784

○ SOMPOケア株式会社 代表取締役　鷲見　隆充 東京都品川区東品川四丁目１２番８号 03-6455-8560 ○

SOMPOケア仙台泉訪問介護 宮城県仙台市泉区松森字鹿島５３－９ 022-373-8088

○ 合同会社　ゆいの声 代表社員　谷津　美恵 宮城県仙台市青葉区栗生五丁目１０番２３号－２０３号 022-392-4288 ○ ○

訪問介護　ゆいの声 宮城県仙台市青葉区栗生五丁目１０番２３号－２０３号 022-392-4288

○ 株式会社いきいき介護 代表取締役　船山　繁 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘六丁目２番地の２１ 022-781-6810 ○

株式会社いきいき介護　小田原事業所 宮城県仙台市青葉区小田原５丁目１－４６ 022-398-5063

○ 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 ○

コスモス木ノ下ホームケア 宮城県仙台市若林区木ノ下１丁目１２－２８ 022-292-0093

○ 特定非営利活動法人　環 代表理事　黒須　敏夫 宮城県仙台市太白区中田２丁目２７番９号 022-393-4360 ○

放課後等デイサービスココア（心愛）Ⅲ 宮城県名取市愛島塩手字北野３２番 022-302-5271

○ 社会福祉法人なのはな会 理事長 加賀谷 尚 宮城県仙台市青葉区荒巻神明町２番１０号 022-301-2337 ○

仙台市なかよし学園 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷５丁目２２番１号 022-252-4222

○ 株式会社土屋 代表取締役　大山敏之 岡山県井原市井原町１９２番地２　久安セントラルビル２階 050-3733-3443 ○

ホームケア土屋仙台 宮城県仙台市若林区荒井東１丁目８－４　アライデザインセンター２　F号室 050-3138-2135

○ 株式会社家和楽 代表取締役　木村　靖 宮城県仙台市宮城野区大梶１３番１９号 022-297-3550 ○

ヘルパーステーション大空 宮城県仙台市宮城野区大梶１３番１９号 022-295-8805

○ 株式会社ツクイ 代表取締役　高畠　毅 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 045-842-4115 ○

ツクイ仙台愛子 宮城県仙台市青葉区下愛子字町１８ 022-392-6628

○ 合同会社リープズ 代表社員　庄子　克也 東京都中央区銀座八丁目１７番５号アイオス銀座１００４ 090-9532-1759 ○

在宅介護ルリエ 宮城県仙台市泉区黒松３丁目４－３パークサイド黒松１０５ 022-346-0730

○ アゼスト株式会社 代表取締役　内藤　久士 宮城県岩沼市相の原三丁目１番３３号 022-331-1971 ○

アゼストケアサービス 宮城県岩沼市相の原三丁目１番３３号 022-331-1971

○ 株式会社ツクイ 代表取締役　高畠　毅 神奈川県横浜市港南区上大岡西一丁目６番１号 045-842-4115 ○

ツクイ大和 宮城県黒川郡大和町吉岡字天皇寺８７ 022-345-2221

○ 株式会社　春幸会 代表取締役　高橋長啓 宮城県宮城郡利府町花園１丁目２１０－２ 022-739-9830 ○

つなぐ　松森 宮城県仙台市泉区松森字台２４－１ 022-739-9830

○ 有限会社　やよい 取締役社長　髙橋　敏弘 宮城県名取市高舘熊野堂字岩口下４６－１ 022-381-3711 ○

○ アゼスト株式会社 代表取締役　内藤　久士 宮城県岩沼市相の原３－１－３３ 022-331-1971 ○

アゼストケアサービス 宮城県仙台市太白区西中田７－１４－１－２０２

○ 株式会社二アファー 代表取締役　遠藤　公之介 宮城県仙台市青葉区中央２-２-３０　日興ビル３F ○

訪問介護事業所まかろん 宮城県仙台市太白区郡山８丁目１８-５１ 090-9427-0876

○ 特定非営利活動法人　環 代表取締役　黒須　敏夫 宮城県仙台市太白区中田2丁目27番9号 ○ ○

生活介護ココア(心愛)Ⅲ 宮城県名取市愛島塩手字北野32番 022-302-5271

株式会社　ひかりケアサポート仙台 代表者　佐藤光代 宮城県仙台市泉区七北田字大沢相ノ沢2ｰ23

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ｰ23

ユースタイルラボラトリー株式会社 代表取締役　大畑　健 東京都中野区中央一丁目35番6号 050-3187ｰ8412

土屋訪問介護事業所　宮城 宮城県仙台市青葉区本町二丁目9番７号 050ｰ3200ｰ0663

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

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フィリスハイム大富201

訪問介護あさの風 宮城県富谷市日吉台3丁目11-20フィリスハイム大富201 022-343-7541

ハッピーケア合同会社 代表社員　阿部　孝幸 宮城県仙台市若林区石名坂４６－１９－２０２ 080-1806-1133
○ 令和4年9月20日184 041217063 令和4年9月7日 〇 ①②③④⑤

令和4年8月1日

183 041218109 令和4年8月26日 〇 ①②③④⑤ ○ 令和4年9月1日

182 041217062 令和4年7月28日 〇 ①②③④⑤

181 041217061 令和4年7月1日 ○ ①②③④⑤

180 令和4年6月1日

○ 令和4年7月20日

041218180 令和4年6月6日 ○ ○①②③④⑤022-352-9311

○

○

178

179 041232179 令和4年5月10日 ①②④ 令和4年5月1日

042217178 令和4年4月8日 ①②③④ 令和4年4月9日

041217176 令和4年4月21日 ①②③④ 令和4年5月1日 R4.6.22代表者変更

177 042201177 令和4年4月21日 ①②③④⑤ 令和4年4月1日

174 042217122 令和4年3月25日 ①②③④ 令和4年4月1日

170

171

172

041217059 令和3年9月30日 ①②③④⑤

042217121 令和3年10月27日 ①②③④⑤

令和3年10月1日 R3.12.3更新⑤追加

168 042234003 令和3年8月17日 ①②③④⑤ 令和3年8月17日

167 041235002 令和3年7月30日 ①②③④⑤ 令和3年7月30日

164 041217058 令和3年3月30日 ①②③④⑤ 令和3年4月1日

162 042217117 令和2年12月14日 ①②③④⑤ 令和2年12月15日 R3.12.8事業所住所変更

160 041217056 令和2年10月30日 ①②③④⑤ 令和2年11月1日

161 041217057 令和2年11月20日 ①②③④⑤ 令和2年11月20日 R4.12.1事業所住所・電話番号変更

163 042217118 令和3年3月22日 ①②③ 令和3年4月1日 R4.5.2代表者変更

令和4年12月20日165 042218105 令和3年4月13日 ①②③④ 令和3年4月13日

166 042217119 令和3年5月24日 ①②③④ 令和3年6月1日

169 042217120 令和3年9月30日 ①②③④ 令和3年10月1日 R4.6.9事業所住所変更

令和3年11月1日

042218106 令和3年10月29日 ①②③④ 令和3年11月1日 令和4年8月1日

176

173 042218107 令和3年12月1日 ①②③④⑤ 令和3年12月1日

175 042235099 令和4年3月31日 ①②③④⑤ 令和4年4月1日



登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者 不特定 特定
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パッピーケア 宮城県仙台市若林区石名坂４６－１９－２０２ 080-1806-1133

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２２－２３ 070-1395-6065

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

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

株式会社　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

訪問介護　日々全力　東勝山 宮城県仙台市青葉区東勝山２－１７－１５7 022-347-4681

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番44号 0154-64-5475

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

○ 令和4年9月20日

○ ○ 令和4年10月17日

184 041217063 令和4年9月7日 〇 ①②③④⑤

186 041217064 令和4年10月6日 〇 ①②③④

187 042218108 令和4年10月19日 〇 ①②③

188 041217065 令和4年11月1日 〇 ①②③④

○

〇 令和4年11月1日

○ 令和4年10月18日

〇 令和4年10月1日185 041218110 令和4年9月30日 〇 ①②③④⑤


