
（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃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

111100001 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　福祉楽団 千葉県香取市沢2459番1 特別養護老人ホーム　杜の家やしお 八潮市鶴ヶ曽根567番地1 048-999-7667 ①，④ 平成24年4月1日

111100002 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　福祉楽団 千葉県香取市沢2459番1 特別養護老人ホーム　杜の家やしお（短期入所生活介護） 八潮市鶴ヶ曽根567番地1 048-999-7667 ①，④ 平成24年4月1日

111100003 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　とちの実会 埼玉県熊谷市千代339番10 特別養護老人ホーム　虹の郷 熊谷市野原461ｰ3 048-536-3491 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100004 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　とちの実会 埼玉県熊谷市千代339番10 社会福祉法人とちの実会虹の郷短期入所生活介護事業 熊谷市野原461ｰ3 048-536-3491 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100005 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　シナプス 埼玉県さいたま市中央区本町東6丁目11番1号 特別養護老人ホーム　ナーシングヴィラ与野 さいたま市中央区本町東6丁目11番1号 048-857-8522 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100006 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　シナプス 埼玉県さいたま市中央区本町東6丁目11番1号 特別養護老人ホーム　ナーシングヴィラ与野 （短期入所生活介護） さいたま市中央区本町東6丁目11番1号 048-857-8522 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100007 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　埼玉県共済会 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目15番31号 特別養護老人ホーム　尚和園 さいたま市緑区原山3丁目15番31号 048-882-3013 ① 平成24年4月1日

111100008 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　埼玉県共済会 埼玉県さいたま市緑区原山3丁目15番31号 特別養護老人ホーム　尚和園（短期入所生活介護） さいたま市緑区原山3丁目15番31号 048-882-3013 ① 平成24年4月1日

111100009 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　美鈴会 埼玉県上尾市浅間台2丁目17番1号 特別養護老人ホーム　パストーン浅間台 上尾市浅間台2丁目17番1号 048-777-1001 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100010 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　美鈴会 埼玉県上尾市浅間台2丁目17番1号 特別養護老人ホーム　パストーン浅間台 （短期入所生活介護） 上尾市浅間台2丁目17番1号 048-777-1001 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100011 24 平成24年4月1日 ○ 株式会社　ラポール 埼玉県上尾市中妻2丁目6番地11 介護付き有料老人ホーム　らぽーる上尾 上尾市地頭方422 048-780-1065 ①，②,④ 平成24年4月1日

111100012 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　太行路 飯能市下名栗460番地 042-979-0011 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100013 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　太行路（短期入所生活介護） 飯能市下名栗460番地 042-979-0011 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100014 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　やしお苑 八潮市南川崎210番地1 048-998-8881 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100015 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　やしお苑（短期入所生活介護） 八潮市南川崎210番地1 048-998-8881 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100016 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　あしかり園 飯能市芦刈場806番地1 042-972-7777 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100017 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　あしかり園（短期入所生活介護） 飯能市芦刈場806番地1 042-972-7777 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100018 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　荒川園 秩父市荒川贄川1088番地 0494-54-1500 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100019 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　荒川園（短期入所） 秩父市荒川贄川1088番地 0494-54-1500 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100020 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　花菖蒲・両神 秩父郡小鹿野町両神薄1060番地1 0494-72-8050 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100021 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　花菖蒲・両神（短期入所） 秩父郡小鹿野町両神薄1060番地1 0494-72-8050 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100022 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　杏子苑 秩父市寺尾3900番地1 0494-25-1983 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100023 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　杏子苑（短期入所） 秩父市寺尾3900番地1 0494-25-1983 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

実施行為 事業開始 年月日事業所 電話番号登録番号 登録年月日

　事業者区分

代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度
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111100024 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　大滝・桜の園 秩父市大滝166番地 0494-54-2215 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100025 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父正峰会 埼玉県秩父市荒川贄川1088番地 特別養護老人ホーム　大滝・桜の園（短期入所） 秩父市大滝166番地 0494-54-2215 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100026 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　悦生会 埼玉県さいたま市北区別所町892 特別養護老人ホーム　なごみの里 さいたま市北区別所町892 048-665-0753 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100027 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　恩賜財団済生会支部埼玉県済生会 埼玉県川口市西川口5丁目11番地5 特別養護老人ホーム　彩光苑 春日部市内牧3149 048-755-2111 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100028 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　積善会 埼玉県上尾市瓦葺2143-1 特別養護老人ホーム　葺きの里 上尾市瓦葺2143-1 048-720-2288 ① 平成24年4月1日

111100029 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　福一会 埼玉県春日部市一ﾉ割948番地1 特別養護老人ホーム　フラワーヒル 春日部市一ﾉ割948番地1 048-733-2915 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100030 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　福一会 埼玉県春日部市一ﾉ割948番地1 特別養護老人ホーム　フラワーヒル（短期入所生活介護） 春日部市一ﾉ割948番地1 048-733-2915 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100031 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　邑元会 埼玉県深谷市藤野木117番地 介護老人福祉施設　あかつき 深谷市藤野木117番地 048-574-8080 ①，②，④ 平成24年4月1日

111100032 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　邑元会 埼玉県深谷市藤野木117番地 短期入所生活介護　あかつき 深谷市藤野木117番地 048-574-8080 ①，②，④ 平成24年4月1日

111100033 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　杏樹会 埼玉県入間市上藤沢851番地1 特別養護老人ホーム　杏樹苑 入間市上藤沢851番地1 04-2966-7171 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100034 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　杏樹会 埼玉県入間市上藤沢851番地1 特別養護老人ホーム　杏樹苑（短期入所） 入間市上藤沢851番地1 04-2966-7171 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100035 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　アヤ福祉会 埼玉県新座市本多1丁目8番地12 特別養護老人ホーム　みかんの里 新座市中野1丁目17番地33 048-482-2947 ①，②，③，④，⑤ 平成24年4月1日

111100036 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　アヤ福祉会 埼玉県新座市本多1丁目8番地12 特別養護老人ホーム　みかんの里（短期入所生活介護） 新座市中野1丁目17番地33 048-482-2947 ①，②，③，④，⑤ 平成24年4月1日

111100037 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　ルピナス会 埼玉県児玉郡上里町堤489 特別養護老人ホーム　ルピナス園 児玉郡上里町堤489 0495-33-0909 ①,②,④ 平成24年4月1日

111100038 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　ルピナス会 埼玉県児玉郡上里町堤489 特別養護老人ホーム　ルピナス園（短期入所生活介護） 児玉郡上里町堤489 0495-33-0909 ①,②,④ 平成24年4月1日

111100039 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　武蔵野ユートピアダイアナクラブ 埼玉県熊谷市小江川1396番地 特別養護老人ホーム　武蔵野ユートピアダイアナクラブ 比企郡嵐山町大字古里696番地1 0493-62-5891 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100040 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　武蔵野ユートピアダイアナクラブ 埼玉県熊谷市小江川1396番地 ダイアナ介護センター 比企郡嵐山町大字古里696番地1 0493-62-5891 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100041 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　明日栄会 埼玉県さいたま市中央区新中里2丁目8番6号 特別養護老人ホーム　きりしき さいたま市中央区新中里2丁目8番6号 048-858-6655 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100042 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　明日栄会 埼玉県さいたま市中央区新中里2丁目8番6号 特別養護老人ホーム　きりしき（短期入所生活介護） さいたま市中央区新中里2丁目8番6号 048-858-6655 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100043 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　欣彰会 埼玉県さいたま市見沼区片柳1298番地 特別養護老人ホーム　敬寿園 さいたま市見沼区片柳1298番地 048-686-2611 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100044 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　欣彰会 埼玉県さいたま市見沼区片柳1298番地 特別養護老人ホーム　敬寿園（短期入所生活介護） さいたま市見沼区片柳1298番地 048-686-2611 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100045 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　欣彰会 埼玉県さいたま市見沼区片柳1298番地 特別養護老人ホーム　敬寿園宝来ホーム さいたま市西区宝来86番地1 048-620-0600 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100046 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　欣彰会 埼玉県さいたま市見沼区片柳1298番地 特別養護老人ホーム　敬寿園宝来ホーム （短期入所生活介護） さいたま市西区宝来86番地1 048-620-0600 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日
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111100047 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　幸寿会 埼玉県深谷市本田4915番地1 特別養護老人ホーム　清風苑 深谷市本田4915番地1 048-583-5555 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100048 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　幸寿会 埼玉県深谷市本田4915番地1 特別養護老人ホーム　清風苑（短期入所生活介護） 深谷市本田4915番地1 048-583-5555 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100049 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　芳清会 埼玉県川越市大字増形164 特別養護老人ホーム　八瀬の里 川越市大字増形164 049-247-7311 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100050 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　芳清会 埼玉県川越市大字増形164 特別養護老人ホーム　八瀬の里（短期入所生活介護） 川越市大字増形164 049-247-7311 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100051 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　清澄会 埼玉県さいたま市岩槻区宮町1丁目5番12号 特別養護老人ホーム　白鶴ホーム さいたま市岩槻区宮町1丁目5番12号 048-758-0034 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100052 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　清澄会 埼玉県さいたま市岩槻区宮町1丁目5番12号 特別養護老人ホーム　白鶴ホーム（短期入所生活介護） さいたま市岩槻区宮町1丁目5番12号 048-758-0034 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100053 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　三芳厚生福祉会 埼玉県入間郡三芳町大字上富1784番8 特別養護老人ホーム　みよし園 入間郡三芳町大字上富1784番8 049-259-1233 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100054 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　三芳厚生福祉会 埼玉県入間郡三芳町大字上富1784番8 特別養護老人ホーム　みよし園（短期入所生活介護） 入間郡三芳町大字上富1784番8 049-259-1233 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100055 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　鶴守会 埼玉県鶴ヶ島市大字三ﾂ木855-1 特別養護老人ホーム　清光苑 鶴ヶ島市大字三ﾂ木855-1 048-285-5555 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100056 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　鶴守会 埼玉県鶴ヶ島市大字三ﾂ木855-1 特別養護老人ホーム　清光苑（短期入所） 鶴ヶ島市大字三ﾂ木855-1 048-285-5555 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100057 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　光 埼玉県入間郡越生町大字上野3078番地5 特別養護老人ホーム　光の丘 入間郡越生町大字上野3078番地5 049-292-5700 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100058 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　光 埼玉県入間郡越生町大字上野3078番地5 特別養護老人ホーム　光の丘（短期入所） 入間郡越生町大字上野3078番地5 049-292-5700 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100059 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　日本失明者協会 埼玉県深谷市大谷241 特別養護老人ホーム　むさし愛光園 深谷市大谷241 048-551-5511 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100060 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　日本失明者協会 埼玉県深谷市大谷241 特別養護老人ホーム　むさし愛光園（短期入所生活介護） 深谷市大谷241 048-551-5511 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100061 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　弘颯会 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻2丁目2番20号 特別養護老人ホーム　やまぶきの里 さいたま市岩槻区東岩槻2丁目2番20号 048-794-7766 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100062 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　両宜会 埼玉県深谷市長在家3976番地 特別養護老人ホーム　ひびき 深谷市長在家3976番地 048-583-6546 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100063 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　両宜会 埼玉県深谷市長在家3976番地 特別養護老人ホーム　ひびき（短期入所生活介護） 深谷市長在家3976番地 048-583-6546 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100064 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　新生会 埼玉県上尾市大字平方領々家224番地1 特別養護老人ホーム　新生ホーム 上尾市大字平方領々家224番地1 048-726-3100 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100065 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　新生会 埼玉県上尾市大字平方領々家224番地1 特別養護老人ホーム　新生ホーム（ユニット型） 上尾市大字平方領々家213番地1 048-726-3100 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100066 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　新生会 埼玉県上尾市大字平方領々家224番地1 特別養護老人ホーム　新生ホーム（短期入所） 上尾市大字平方領々家224番地1 048-726-3100 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100067 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　石心福祉会 埼玉県狭山市上赤坂290番地1 特別養護老人ホーム　オリーブ 狭山市上赤坂290番地1 04-2950-2400 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100068 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　石心福祉会 埼玉県狭山市上赤坂290番地1 特別養護老人ホーム　オリーブ（短期入所） 狭山市上赤坂290番地1 04-2950-2400 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100069 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　別府会 埼玉県熊谷市西別府1599番地5 特別養護老人ホーム　永寿苑 熊谷市西別府1599番地5 048-533-1313 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日
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（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃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

実施行為 事業開始 年月日事業所 電話番号登録番号 登録年月日

　事業者区分

代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度

111100070 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　別府会 埼玉県熊谷市西別府1599番地5 特別養護老人ホーム　永寿苑（短期入所） 熊谷市西別府1599番地5 048-533-1313 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100071 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　遍照会 埼玉県さいたま市緑区寺山157番地 特別養護老人ホーム　白寿園 さいたま市緑区寺山157番地 048-878-1800 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100072 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　遍照会 埼玉県さいたま市緑区寺山157番地 特別養護老人ホーム　白寿園（短期入所） さいたま市緑区寺山157番地 048-878-1800 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100073 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　秩父福祉会 埼玉県秩父市吉田久長186-1 特別養護老人ホーム　白砂恵慈園 秩父市吉田久長186-1 0494-77-0099 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100074 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　川口かがやきの里 川口市西新井宿1065-1 048-291-5060 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100075 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　川口かがやきの里 （短期入所生活介護） 川口市西新井宿1065-1 048-291-5060 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100076 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　健寿会 埼玉県所沢市北中2丁目301番地1 特別養護老人ホーム　川口しあわせの郷 川口市安行領根岸字原山3763番地 048-283-3003 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100077 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　健寿会 埼玉県所沢市北中2丁目301番地1 特別養護老人ホーム　川口しあわせの郷 （短期入所生活介護） 川口市安行領根岸字原山3763番地 048-283-3003 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100078 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　大里ふくしむら 埼玉県大里郡寄居町大字用土2440番地5 特別養護老人ホーム　花ぞの 大里郡寄居町大字用土2440番地5 048-584-7187 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100079 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　大里ふくしむら 埼玉県大里郡寄居町大字用土2440番地5 特別養護老人ホーム　花ぞの（短期入所生活介護） 大里郡寄居町大字用土2440番地5 048-584-7187 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100080 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　みつなみ会 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1780-1 特別養護老人ホーム　みどりの森 南埼玉郡宮代町和戸1780-1 0480-34-8881 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100081 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　みつなみ会 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1780-1 特別養護老人ホーム　みどりの森（短期入所生活介護） 南埼玉郡宮代町和戸1780-1 0480-34-8881 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100082 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　みつなみ会 埼玉県南埼玉郡宮代町和戸1780-1 特別養護老人ホーム　ふるとねの郷（地域密着型） 南埼玉郡宮代町和戸860-1 0480-37-3388 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100083 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　栄寿会 埼玉県大里郡寄居町秋山721番地 特別養護老人ホーム　あきやま苑 大里郡寄居町秋山721番地 048-581-8710 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100084 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　入間川福祉会 埼玉県狭山市大字加佐志字普門寺104番 特別養護老人ホーム　さくら 狭山市大字加佐志字普門寺104番 04-2950-0606 ①，②，④ 平成24年4月1日

111100085 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　永寿荘 埼玉県さいたま市西区高木亀田602-1 特別養護老人ホーム　今羽の森 さいたま市北区今羽町650-1 048-778-7330 ①，②，④ 平成24年4月1日

111100086 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　永寿荘 埼玉県さいたま市西区高木亀田602番地1 特別養護老人ホーム　扇の森 さいたま市西区高木亀田602番地1 048-625-5000 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100087 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　明正会 埼玉県児玉郡上里町金久保777 特別養護老人ホーム　青空 児玉郡上里町金久保777 0495-34-3388 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100088 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　明正会 埼玉県児玉郡上里町金久保777 特別養護老人ホーム　青空（短期入所） 児玉郡上里町金久保777 0495-34-3388 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100089 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　グラン・ヘリオス会 埼玉県鴻巣市屈巣5188番 特別養護老人ホーム　川里苑デメテル・ヴィラ 鴻巣市屈巣5188番 048-569-1001 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100090 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　グラン・ヘリオス会 埼玉県鴻巣市屈巣5188番 特別養護老人ホーム　川里苑デメテル・ヴィラ（短期入所） 鴻巣市屈巣5188番 048-569-1001 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100091 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　厚生会 埼玉県川口市西新井宿1216番地6 特別養護老人ホーム　川口シニアセンター（ユニット） 川口市西新井宿1216番地6 048-291-2120 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100092 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　厚生会 埼玉県川口市西新井宿1216番地6 特別養護老人ホーム　川口シニアセンター（地域密着型） 川口市西新井宿1216番地6 048-291-2120 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

4



（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃ろうによる経管栄養〕　⑤経鼻経管栄養
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111100093 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　健友会 埼玉県川越市大字吉田204番地2 特別養護老人ホーム　みなみかぜ 川越市大字吉田204番地2 049-234-1200 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100094 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　晃樹会 埼玉県比企郡嵐山町大字越畑1371-1番地 特別養護老人ホーム　らんざん苑 比企郡嵐山町大字越畑1371-1番地 0493-63-1261 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100095 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　織舩会 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬5806番地1 特別養護老人ホーム　ウエルハイム・ヨコゼ 秩父郡横瀬町大字横瀬5806番地1 0494-25-0120 ①，②，③，④，⑤ 平成24年4月1日

111100096 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　樹会 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1277番地1 特別養護老人ホーム　大井苑 ふじみ野市大井武蔵野1277番地1 049-262-8686 ①，④（胃ろう） 平成24年4月1日

111100097 24 平成24年4月21日 ○ 社会福祉法人　益慈会 埼玉県川口市芝下1丁目1-36 特別養護老人ホーム　マッシーテラス(ユニット型） 川口市芝下1丁目1-36 048-262-0505 ①，④（胃ろう） 平成24年4月21日

111100098 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　永寿荘 埼玉県さいたま市西区高木亀田602番地1 特別養護老人ホーム　扇の森（短期入所生活介護） さいたま市西区高木亀田602番地1 048-625-5000 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100099 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　入間川福祉会 埼玉県狭山市大字加佐志字普門寺104番 特別養護老人ホーム　さくら（短期入所生活介護） 狭山市大字加佐志字普門寺104番 04-2950-0606 ①，②，④ 平成24年5月1日

111100100 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　永寿荘 埼玉県さいたま市西区高木亀田602-1 特別養護老人ホーム　今羽の森（短期入所生活介護） さいたま市北区今羽町650-1 048-778-7330 ①，②，④ 平成24年5月1日

111100101 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　育成会 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目148番1号 特別養護老人ホーム　白菊苑 さいたま市大宮区天沼町1丁目154番地1 048-648-5571 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100102 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　育成会 埼玉県さいたま市大宮区天沼町1丁目148番1号 特別養護老人ホーム　白菊苑（短期入所生活介護） さいたま市大宮区天沼町1丁目154番地1 048-648-5571 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100103 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　宏仁会 埼玉県比企郡小川町大字飯田117番地 特別養護老人ホーム　さくらぎ苑 比企郡小川町大字飯田117番地 0493-72-7030 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100104 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　宏仁会 埼玉県比企郡小川町大字飯田117番地 特別養護老人ホーム　さくらぎ苑（短期入所生活介護） 比企郡小川町大字飯田117番地 0493-72-7030 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100105 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　はぐくむ会 埼玉県深谷市上原496 特別養護老人ホーム　飛鳥の郷 深谷市上原496 048-578-2233 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100106 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　はぐくむ会 埼玉県深谷市上原496 特別養護老人ホーム　飛鳥の郷 深谷市上原496 048-578-2233 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100107 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　川口長生会 埼玉県川口市大字新井宿824番地 特別養護老人ホーム　さざんかの郷 川口市大字新井宿824番地 048-285-3550 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100108 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　楽栄会 埼玉県吉川市大字飯島274番地 特別養護老人ホーム　ききょう苑 吉川市大字飯島274番地 048-984-1603 ①，②，④ 平成24年5月1日

111100109 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　育心会 埼玉県入間郡毛呂山町市場1095 特別養護老人ホーム　悠久園 入間郡毛呂山町南台5丁目38番地5 049-295-2000 ①，②，④，⑤ 平成24年5月1日

111100110 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　キングスガーデン埼玉 埼玉県川越市下小坂1130 特別養護老人ホーム　川越キングスガーデン 川越市下小坂1130 049-232-5155 ① 平成24年5月1日

111100111 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　キングスガーデン埼玉 埼玉県川越市下小坂1130 特別養護老人ホーム　川越キングスガーデン （短期入所生活介護） 川越市下小坂1130 049-232-5155 ① 平成24年5月1日

111100112 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　鳩山松寿会 埼玉県比企郡鳩山町小用554番地 特別養護老人ホーム　鳩山松寿園 比企郡鳩山町小用554番地 049-296-2121 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100113 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　鳩山松寿会 埼玉県比企郡鳩山町小用554番地 特別養護老人ホーム　鳩山松寿園（短期入所生活介護） 比企郡鳩山町小用554番地 049-296-2121 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100114 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　親和会 埼玉県所沢市坂之下1153-1 特別養護老人ホーム　千寿里 所沢市坂之下1153-1 04-2951-5811 ①，②,④ 平成24年5月1日

111100115 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　徳慈会 埼玉県北本市深井5丁目67番地 特別養護老人ホーム　さくら苑 北本市深井5丁目67番地 048-541-7771 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

5



（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃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

実施行為 事業開始 年月日事業所 電話番号登録番号 登録年月日

　事業者区分

代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度

111100116 24 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　徳慈会 埼玉県北本市深井5丁目67番地 特別養護老人ホーム　さくら苑（短期入所生活介護） 北本市深井5丁目67番地 048-541-7771 ①，④（胃ろう） 平成24年5月1日

111100117 24 平成24年5月10日 ○ 社会福祉法人　宏和会 埼玉県羽生市大路下村君1169番地 特別養護老人ホーム　ライゼ清輝苑 加須市陽光台2著目883-75 0280-61-2120 ①，④（胃ろう） 平成24年5月10日

111100118 24 平成24年5月20日 ○ 社会福祉法人　宏和会 埼玉県羽生市大路下村君1169番地 特別養護老人ホーム　清輝苑 羽生市大路下村君1169番地 049-565-1165 ①，④（胃ろう） 平成24年5月20日

111100119 24 平成24年6月1日 ○ 廣島電子工業株式会社 埼玉県戸田市大字新曽2245番地 ヘルパーステーション大笑 羽生市大字下新田41番地2 048-501-2336 ①，②，③，④，⑤ 平成24年6月1日

111100120 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市東1丁目1番地1 介護老人福祉施設　馬室たんぽぽ翔裕園 鴻巣市原馬室3335番地 048-541-4148 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100121 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687-1 特別養護老人ホーム　たんぽぽ翔裕園 （短期入所生活介護） 鴻巣市大間829番地1 048-541-4148 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100122 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　リバー・イン 川口市上青木5-5-54 048-261-5776 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100123 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　リバー・イン（短期入所生活介護） 川口市上青木5-5-54 048-261-5776 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100124 24 平成24年6月1日 ○ 日本赤十字社埼玉県支部 埼玉県さいたま市浦和区岸町3-17-1 特別養護老人ホーム　彩華園 熊谷市上川上266 048-524-1391 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100125 24 平成24年6月1日 ○ 日本赤十字社埼玉県支部 埼玉県さいたま市浦和区岸町3-17-1 特別養護老人ホーム　彩華園（短期入所生活介護） 熊谷市上川上266 048-524-1391 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100126 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　所沢やすらぎの里 所沢市東狭山ヶ丘5丁目928-1 04-2921-5522 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100127 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　所沢やすらぎの里 （短期入所生活介護） 所沢市東狭山ヶ丘5丁目928-1 04-2921-5522 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100128 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　所沢かがやきの里 所沢市大字下新井字下流1249-2 04-2991-7300 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100129 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　所沢かがやきの里 （短期入所生活介護） 所沢市大字下新井字下流1249-2 04-2991-7300 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100130 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687-1 特別養護老人ホーム　こうのすタンポポ翔裕園 鴻巣市郷地1746-1 048-540-6699 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100131 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687-1 特別養護老人ホーム　こうのすタンポポ翔裕園 （短期入所生活介護） 鴻巣市郷地1746-1 048-540-6699 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100132 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　平成会 埼玉県吉川市大字加藤187-1 特別養護老人ホーム　吉川平成園 吉川市大字加藤187-1 048-981-8811 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100133 24 平成24年6月1日 ○ 彩和株式会社 埼玉県越谷市恩間新田383-1 グループホーム　千代の夢 越谷市恩間新田383-1 048-977-6310 ①，②，④ 平成24年6月1日

111100134 24 平成24年6月1日 ○ 優和株式会社 埼玉県吉川市美南五丁目7番地10 アシステッド・ナーシング　彩樹苑※認知症対応型共同生活介護 吉川市美南五丁目7番地10 048-983-6310 ①，② 平成24年6月1日

111100135 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　健寿会 埼玉県所沢市北中2丁目301番地1 特別養護老人ホーム　健寿園 所沢市北中2丁目301-1 04-2921-7733 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100136 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　健寿会 埼玉県所沢市北中2丁目301番地1 特別養護老人ホーム　健寿園（短期入所生活介護） 所沢市北中2丁目301-1 04-2921-7733 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100137 24 平成24年6月1日 ○ 医療法人財団　明理会 東京都板橋区本町36番3号 介護老人保健施設　草加ロイヤルケアセンター 草加市柿木町123-2 049-930-5591 ①，②，④ 平成24年6月1日

111100138 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　朋映会 埼玉県春日部市上大増新田106番地1 特別養護老人ホーム　春日部勝彩園 春日部市上大増新田109番地2 048-738-5757 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日
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111100139 24 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　敬和会 埼玉県川口市原町4番5号 特別養護老人ホーム　くすのき 川口市原町4番5号 048-271-5550 ①，④（胃ろう） 平成24年6月1日

111100140 24 平成24年6月25日 ○ 社団法人　全国社会保険協会連合会 東京都港区高輪3-22-12 介護老人保健施設　サンビュー埼玉 さいたま市浦和区北浦和5-2-7 048-834-3700 ①，②，④ 平成24年6月25日

111100141 24 平成24年7月1日 ○ 有限会社ナーシングケアーセンター 埼玉県春日部市中央5丁目3番地4 デイサービスセンター　ふれあい※旧有限会社ナーシングケアーセンター 春日部市中央5丁目3番地4 048-734-2528 ①，②，③，④，⑤ 平成24年7月1日

111100142 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　清光会 埼玉県加須市上崎2037番地の1 特別養護老人ホーム　多賀谷寿光園 加須市上崎2037番地の1 0480-73-3161 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100143 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687-1 特別養護老人ホーム　翔裕園 鴻巣市上谷字砂場687-1 048-541-8585 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100144 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687-1 特別養護老人ホーム　翔裕園（短期入所生活介護） 鴻巣市上谷字砂場687-1 048-541-8585 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100145 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　大桜会 埼玉県さいたま市見沼区南中野29番地 特別養護老人ホーム　諏訪の苑 さいたま市見沼区南中野29番地 048-688-8700 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100146 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　大桜会 埼玉県さいたま市見沼区南中野29番地 特別養護老人ホーム　諏訪の苑（短期入所生活介護） さいたま市見沼区南中野29番地 048-688-8700 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100147 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　草加会 埼玉県草加市苗塚町200番地2 特別養護老人ホーム　草加園 草加市苗塚町200番地2 048-928-3434 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100148 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　草加会 埼玉県草加市苗塚町200番地2 特別養護老人ホーム　草加園（短期入所生活介護） 草加市苗塚町200番地2 048-928-3434 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100149 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　プラモウト・サークルクラブ 埼玉県坂戸市石井1684 特別養護老人ホーム　坂戸サークルホーム 坂戸市石井1684 049-283-7851 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100150 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　ケアネット 神奈川県海老名市河原口字相澤1383番地 特別養護老人ホーム　はなみずき 北葛飾郡杉戸町大字茨島731-1 0480-37-4165 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100151 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　ケアネット 神奈川県海老名市河原口字相澤1383番地 特別養護老人ホーム　はなみずき（短期入所生活介護） 北葛飾郡杉戸町大字茨島731-1 0480-37-4165 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100152 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　吉祥福寿会 埼玉県蓮田市大字閏戸1885番地 特別養護老人ホーム　吾亦紅 蓮田市大字閏戸1885番地 048-766-4165 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100153 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　吉祥福寿会 埼玉県蓮田市大字閏戸1885番地 特別養護老人ホーム　吾亦紅（短期入所生活介護） 蓮田市大字閏戸1885番地 048-766-4165 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100154 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　ケアセンター岩槻名栗園 さいたま市岩槻区諏訪3-2-2 048-793-0300 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100155 24 平成24年7月1日 ○ 社会福祉法人　名栗園 埼玉県飯能市稲荷町288番地9 特別養護老人ホーム　ケアセンター岩槻名栗園 （短期入所生活介護） さいたま市岩槻区諏訪3-2-2 048-793-0300 ①，④（胃ろう） 平成24年7月1日

111100156 24 平成24年7月2日 ○ 社会福祉法人　崇徳会 埼玉県ふじみ野市大井621番地1 特別養護老人ホーム　マザーアース ふじみ野市大井621番地1 049-261-0700 ①，④（胃ろう） 平成24年7月2日

111100157 24 平成24年7月18日 ○ 社会福祉法人　青樹会 埼玉県草加市柿の木町字鶴181番地 特別養護老人ホーム　柿木園 草加市柿の木町字鶴181番地 048-936-8866 ①，④（胃ろう） 平成24年7月18日

111100158 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　入間福祉会 埼玉県入間市扇台4丁目5番19号 特別養護老人ホーム　扇揚苑 入間市大字中神853ｰ1 04-2935-0123 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日

111100159 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　みなの福祉会 埼玉県秩父郡皆野町大字下日野沢3906-3 特別養護老人ホーム　悠う湯ホーム 秩父郡皆野町大字下日野沢3906-3 0494-62-5550 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日

111100160 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　美里会 埼玉県児玉郡美里町大字小茂田747-1 特別養護老人ホーム　美里敬愛ホーム 児玉郡美里町大字小茂田749 0495-76-1869 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日

111100161 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　栄光会 埼玉県所沢市北野三丁目1番地18 特別養護老人ホーム　ロイヤルの園 所沢市北野三丁目1番地18 04-2947-1600 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日
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　事業者区分

代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度

111100162 24 平成24年8月1日 ○ 医療法人社団　松弘会 埼玉県さいたま市桜区田島4丁目35番17号 介護老人保健施設　トワーム熊谷 熊谷市小曽根337-1 048-599-3377 ①，②，④ 平成24年8月1日

111100163 24 平成24年8月1日 ○ 医療法人　刀仁会 埼玉県坂戸市南町30番8号 介護老人保健施設　はつらつ 坂戸市本町2番13号 049-283-0021 ①，②，④ 平成24年8月1日

111100164 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　桑の実会 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6丁目2823番地12号 特別養護老人ホーム　康寿園 所沢市東狭山ヶ丘6丁目2835番地2 04-2926-7711 ①，②，④ 平成24年8月1日

111100165 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　埼玉慈恵会 埼玉県熊谷市石原3-208 介護老人保健施設　ぬくもり 熊谷市石原510番地 048-529-2882 ①，②，④ 平成24年8月1日

111100166 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　庄和和合会 埼玉県春日部市金崎字道江527番1 特別養護老人ホーム　庄和和合（ユニット型） 春日部市金崎字道江527番1 048-745-4501 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日

111100167 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　庄和和合会 埼玉県春日部市金崎字道江527番1 特別養護老人ホーム　庄和和合（従来型） 春日部市金崎字道江527番1 048-745-4501 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日

111100168 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　庄和和合会 埼玉県春日部市金崎字道江527番1 特別養護老人ホーム　庄和和合（短期入所生活介護） 春日部市金崎字道江527番1 048-745-4501 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日

111100169 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　永楽会 埼玉県比企郡川島町大字表147番1 特別養護老人ホーム　永楽園 比企郡川島町大字表147番1 049-297-5207 ①，④（胃ろう） 平成24年8月1日

111100170 24 平成24年8月15日 ○ 社会福祉法人　高栄会 埼玉県朝霞市宮戸24番地1 特別養護老人ホーム　花水木の里 朝霞市宮戸24番地1 048-485-9641 ①，④（胃ろう） 平成24年8月15日

111100171 24 平成24年9月1日 ○ 社会福祉法人　誠豊会 埼玉県川越市大字牛子708番地1 特別養護老人ホーム　ぽぷらの樹 川越市大字牛子708番地1 049-248-8350 ①，④（胃ろう） 平成24年9月1日

111100172 24 平成24年9月1日 ○ 社会福祉法人　永楽会 埼玉県比企郡川島町大字表147番地1 特別養護老人ホーム　ひまわり 比企郡川島町山ヶ谷戸519番地1 049-299-0031 ①，④（胃ろう） 平成24年9月1日

111100173 24 平成24年9月1日 ○ 社会福祉法人　至福の会 埼玉県狭山市南入曽1044番地1 特別養護老人ホーム　むさしの園 狭山市南入曽1044番地1 04-2956-7770 ①，②，④ 平成24年9月1日

111100174 24 平成24年9月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　さいたまやすらぎの里 さいたま市見沼区卸町2-21-1 048-630-3288 ①，④（胃ろう） 平成24年9月1日

111100175 24 平成24年9月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　さいたまやすらぎの里 （短期入所生活介護） さいたま市見沼区卸町2-21-1 048-630-3288 ①，④（胃ろう） 平成24年9月1日

111100176 24 平成24年9月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　さいたまやすらぎの里新館 さいたま市見沼区卸町2-24 048-630-3288 ①，④（胃ろう） 平成24年9月1日

111100177 24 平成24年9月1日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　さいたまやすらぎの里新館 （短期入所生活介護） さいたま市見沼区卸町2-24 048-630-3288 ①，④（胃ろう） 平成24年9月1日

111100178 24 平成24年9月1日 ○ 特定非営利活動法人　暮らしネット・えん 埼玉県新座市石神2丁目1番4 ケアサポート　えん 新座市石神2丁目1番4 048-480-4150 ①，②，③，④ 平成24年9月1日

111100179 24 平成24年9月1日 ○ 医療法人　健秀会 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬5850番地 介護老人保健施設　なでしこ 秩父郡横瀬町大字横瀬5850番地 0494-25-7200 ①，②，④ 平成24年9月1日

111100180 24 平成24年9月1日 ○ 医療法人　健秀会 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬5850番地 介護老人保健施設　なでしこ※短期入所療養介護 秩父郡横瀬町大字横瀬5850番地 0494-25-7200 ①，②，④ 平成24年9月1日

111100181 24 平成24年10月1日 ○ 社会福祉法人　えがりて 埼玉県鴻巣市下忍4461番地 特別養護老人ホーム　吹上苑 鴻巣市下忍4461番地 048-584-8801 ①，④（胃ろう） 平成24年10月1日

111100182 24 平成24年10月10日 ○ 社会福祉法人　戸田市社会福祉事業団 埼玉県戸田市大字上戸田5番地の6 戸田ほほえみの郷 戸田市大字上戸田5番地の4 048-432-2222 ①，④（胃ろう） 平成24年10月10日

111100183 24 平成24年11月1日 ○ 社会福祉法人　長寿会 埼玉県朝霞市上内間木498番4 特別養護老人ホーム内間木苑 朝霞市上内間木498番4 048-458-2021 ①，④（胃ろう） 平成24年11月1日

111100184 24 平成24年11月1日 ○ 社会福祉法人　ひふみ会 埼玉県川口市栄町2丁目7番5号 特別養護老人ホーム　親光 川口市西新井宿931番地 049-285-1530 ①，④（胃ろう） 平成24年11月1日
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（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿
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111100185 24 平成24年11月1日 ○ 社会福祉法人　毛呂病院 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 ナーシングヴィラ本郷（ユニット型） 入間郡毛呂山町毛呂本郷751番地 049-276-1077 ①，④（胃ろう） 平成24年11月1日

111100186 24 平成24年11月1日 ○ 社会福祉法人　毛呂病院 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 ナーシングヴィラ本郷（ユニット型）※短期入所生活介護 入間郡毛呂山町毛呂本郷751番地 049-276-1077 ①，④（胃ろう） 平成24年11月1日

111100187 24 平成24年11月1日 ○ 社会福祉法人　毛呂病院 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 ナーシングヴィラ本郷（従来型） 入間郡毛呂山町毛呂本郷751番地 049-276-1077 ①，④（胃ろう） 平成24年11月1日

111100188 24 平成24年11月1日 ○ 社会福祉法人　毛呂病院 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷38番地 ナーシングヴィラ本郷（従来型）※短期入所生活介護 入間郡毛呂山町毛呂本郷751番地 049-276-1077 ①，④（胃ろう） 平成24年11月1日

111100189 24 平成24年11月12日 ○ 社会福祉法人　安心会 埼玉県狭山市東狭山ヶ丘5丁目928番地1 特別養護老人ホーム　さいたまほほえみの里 さいたま市岩槻区長宮1512ｰ1 048-792-1120 ①，④（胃ろう） 平成24年11月12日

111100190 24 平成24年12月1日 ○ 株式会社ＰＭＣ 埼玉県鶴ヶ島市富士見一丁目8-20ｻﾝﾊｲﾂ若葉102 あゆみ毛呂山 入間郡毛呂山町前久保南3-22-27 049-276-5055 ①，④（胃ろう） 平成24年12月1日

111100191 24 平成24年12月1日 ○ 社会福祉法人　埼玉県聴覚障害者福祉会 埼玉県入間郡毛呂山町西大久保776番地1 特別養護老人ホーム　ななふく苑 入間郡毛呂山町西大久保776番地1 049-276-5311 ①，④（胃ろう） 平成24年12月1日

111100192 24 平成24年12月1日 ○ 社会福祉法人　和泉の会 埼玉県児玉郡神川町大字上阿久原567番地 特別養護老人ホーム　いずみ 児玉郡神川町大字上阿久原567番地 0274-52-6038 ①，②，④ 平成24年12月1日

111100193 24 平成24年12月1日 ○ 社会福祉法人　愛の泉 埼玉県加須市土手2丁目15番57号 特別養護老人ホーム　愛泉苑 加須市水深869-2 0480-65-4122 ①，④（胃ろう） 平成24年12月1日

111100194 24 平成24年12月1日 ○ 社会福祉法人　愛の泉 埼玉県加須市土手2丁目15番57号 特別養護老人ホーム　愛泉苑（短期入所生活介護） 加須市水深869-2 0480-65-4122 ①，④（胃ろう） 平成24年12月1日

111100195 24 平成24年12月1日 ○ 社会福祉法人　健寿会 埼玉県所沢市北中2丁目301番地1 特別養護老人ホーム　さいたましあわせの里 さいたま市岩槻区裏慈恩寺1153-1 048-793-1000 ①，④（胃ろう） 平成24年12月1日

111100196 24 平成24年12月1日 ○ 社会福祉法人　誠仁会 埼玉県川越市大字砂新田454番地 特別養護老人ホーム　陽光園 川越市大字砂新田454番地 049-244-3678 ①，④（胃ろう） 平成24年12月1日

111100197 24 平成24年12月1日 ○ 有限会社　すこやか 埼玉県本庄市銀座3丁目1番地28号 ひだまり介護ステーション 本庄市見福1丁目18番20号 0495-27-2700 ①，②，③，④，⑤ 平成24年12月1日

111100198 24 平成24年12月1日 ○ 社会福祉法人　福祉楽団 千葉県香取市沢2459番1 訪問介護ステーション　杜の家やしお 八潮市鶴ヶ曽根567番1 048-999-7667 ①，④（胃ろう） 平成24年12月1日

111100199 24 平成24年12月20日 ○ 社会福祉法人　守人会 埼玉県比企郡滑川町大字羽尾4738番地2 特別養護老人ホーム　森林園 比企郡滑川町大字羽尾4738番地2 0493-56-5635 ①，④（胃ろう） 平成24年12月20日

111100200 24 平成25年1月1日 ○ 社会福祉法人　武州清寿会 埼玉県飯能市大字南川2091番地 特別養護老人ホーム　吾野園 飯能市大字南川2091番地 042-978-2610 ① 平成25年1月1日

111100201 24 平成25年1月1日 ○ 社会福祉法人　松仁会 埼玉県東松山市大字石橋1716番地 特別養護老人ホーム　東松山ホーム 東松山市大字石橋1716番地 0493-23-7588 ①，④（胃ろう） 平成25年1月1日

111100202 24 平成25年1月1日 ○ 株式会社　七施 埼玉県熊谷市新堀120番地 訪問介護　絆 熊谷市新堀120番地 048-533-9101 ①，②，③，④，⑤ 平成25年1月1日

111100203 24 平成25年1月1日 ○ 社会福祉法人　深谷藤沢福祉会 埼玉県深谷市人見2028番地3 特別養護老人ホーム　ふじさわ苑 深谷市人見2028番地3 048-571-1230 ①，④（胃ろう） 平成25年1月1日

111100204 24 平成25年1月1日 ○ 社会福祉法人　深谷藤沢福祉会 埼玉県深谷市人見2028番地3 特別養護老人ホーム　ふじさわ苑（短期入所生活介護） 深谷市人見2028番地3 048-571-1230 ①，④（胃ろう） 平成25年1月1日

111100205 24 平成25年2月1日 ○ 社会福祉法人　志木福祉会 埼玉県志木市下宗岡3丁目5番15号 特別養護老人ホーム　あったかの家 志木市下宗岡3丁目5番15号 048-485-0030 ①，④（胃ろう） 平成25年2月1日

111100206 24 平成25年2月1日 ○ 社会福祉法人　織舩会 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬5806番地1 地域密着型特別養護老人ホーム　絆の丘 秩父郡横瀬町大字横瀬2197番地１ 0494-25-0120 ①，②，④ 平成25年2月1日

111100207 24 平成25年2月1日 ○ 有限会社　あおぞらサポート 埼玉県川越市並木西町21-3 あおぞらサポート 川越市並木西町21-3 049-235-8023 ①，②，③，④，⑤ 平成25年2月1日
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111100208 24 平成25年2月1日 ○ 社会福祉法人　益慈会 埼玉県川口市芝下1丁目1-36 特別養護老人ホーム　マッシーテラス(従来型） 川口市芝下1丁目1-36 048-262-0505 ①，④（胃ろう） 平成25年2月1日

111100209 24 平成25年3月1日 ○ 社会福祉法人　水梅会 埼玉県川口市石神1560番1 特別養護老人ホーム　紫水苑 川口市石神1560番地1 048-294-8996 ①，④（胃ろう） 平成25年3月1日

111100210 24 平成25年3月1日 ○ 社会福祉法人　永仁会 埼玉県入間市大字小谷田1656番地1 特別養護老人ホーム　入間老人ホーム 入間市大字小谷田1656番地1 04-2963-0026 ①，④（胃ろう） 平成25年3月1日

111100211 24 平成25年3月1日 ○ オールウェイズ穂長合同会社 埼玉県入間市東藤沢5丁目104番46号 愛サポート介護２４※旧介護２４入間東藤沢 入間市東藤沢5丁目104番46号 04-2968-8160 ①，②,④（胃ろう） 平成25年3月1日

111100212 24 平成25年3月1日 ○ 株式会社　イーエム・アイ 東京都新宿区富久町1番 あすかサービス※旧民間救急　あすかサービス 所沢市東所沢2-44-8 04-2951-3388 ①，②，④ 平成25年3月1日

111100213 24 平成25年3月1日 ○ 株式会社　ＩＴＣ 埼玉県蓮田市本町3番5号 介護付有料老人ホーム　蓮田オークプラザ「介護館」 蓮田市蓮田2丁目153番地 048-765-1165 ①，②，④ 平成25年3月1日

111100214 24 平成25年3月27日 ○ 日本赤十字社埼玉県支部 埼玉県さいたま市浦和区岸町3-17-1 特別養護老人ホーム　小川ひなた荘 比企郡小川町大字小川1548-1 0493-74-2191 ①，④（胃ろう） 平成25年4月1日

111100215 24 平成25年3月27日 ○ 社会福祉法人　聖久会 埼玉県所沢市坂之下941番3 特別養護老人ホーム　東所沢みどりの郷 所沢市坂之下941番3 04-2951-3000 ①，④（胃ろう） 平成25年4月1日

111100216 24 平成25年3月27日 ○ 医療法人社団　満寿会 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷8番地15 介護老人保健施設　鶴ヶ島ケアホーム 鶴ヶ島市脚折1877 049-271-5121 ①，②，④，⑤ 平成25年4月1日

111100217 25 平成25年4月24日 ○ 有限会社　ホソノ 埼玉県川口市中青木三丁目4番21号 愛・ほーむ 川口市中青木三丁目4番21号 048-253-6660 ①，②，④ 平成25年5月1日

111100218 25 平成25年4月26日 ○ 医療法人社団　葵会 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 介護老人保健施設　葵の園・大宮 さいたま市西区清河寺685-1 048-621-1155 ①，②，④ 平成25年5月1日

111100220 25 平成25年5月25日 ○ 有限会社　トータル・メディカル 埼玉県上尾市柏座一丁目10-3-83号 あいふれんど 上尾市柏座1-12-2 048-776-0415 ①，②，④ 平成25年6月1日

111100221 25 平成25年6月7日 ○ 株式会社　サクレケア 埼玉県和光市本町9番39号 サクレケア　浦和 さいたま市浦和区高砂3-4-5 048-829-9311 ①，②，③，④，⑤ 平成25年6月10日

111100222 25 平成25年6月15日 ○ 医療法人社団　満寿会 埼玉県鶴ヶ島市大字上広谷8番地15 ヘルパーステーションぺんぎん 鶴ヶ島市脚折1877 049-271-6178 ①，②，④ 平成25年7月1日

111100223 25 平成25年6月16日 ○ 社会福祉法人　博寿会 埼玉県所沢市神米金505-1 特別養護老人ホーム　飛鳥野の里 所沢市神米金505-1 042-990-2580 ①，②，④ 平成25年7月1日

111100224 25 平成25年6月16日 ○ 社会福祉法人　博寿会 埼玉県所沢市神米金505-1 地域密着型特別養護老人ホーム　飛鳥野の森 所沢市神米金505-1 042-990-2580 ①，②，④ 平成25年7月1日

111100225 25 平成25年6月18日 ○ 社会福祉法人　ふじみ野福祉会 埼玉県富士見市大字南畑新田16-1 特別養護老人ホームむさしの 富士見市大字南畑新田16-1 049-255-6102 ①，④（胃ろう） 平成25年7月1日

111100226 25 平成25年6月24日 ○ 社会福祉法人　所沢市社会福祉協会 埼玉県所沢市宮本町1-1-2 所沢市立プロペラ※生活介護 所沢市坂之下673番地の1 04-2945-7777 ①，②，③，④，⑤ 平成25年7月1日

111100227 25 平成25年6月24日 ○ 社会福祉法人　瑞穂会 埼玉県行田市大字藤間510番の3 介護老人福祉施設　ふぁみぃゆ行田 行田市大字下須戸75番地 048-559-4165 ①，④（胃ろう） 平成25年7月1日

111100228 25 平成25年6月25日 ○ SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4-12-8品川ｼｰｻｲﾄﾞｲｰｽﾄﾀﾜｰ12階 SOMPOケア　ラヴィ―レ草加松原 草加市中根3-31-24 048-930-6541 ①，②，④ 2013/7/1 2016/6/１

111100229 25 平成25年7月3日 ○ 株式会社ＩＴＣ 埼玉県蓮田市本町3番5号 介護付有料老人ホーム　蓮田オークプラザ「駅前温泉館」 蓮田市本町3番5号 048-765-0065 ①，②，④ 平成25年8月1日

111100230 25 平成25年7月8日 ○ 社会福祉法人　美咲会 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢735-1 特別養護老人ホーム　みずほ苑 入間郡三芳町大字竹間沢735-1 049-258-9211 ①，④（胃ろう） 平成25年8月1日

111100232 25 平成25年7月25日 ○ 社会福祉法人　東松山市社会福祉協議会 埼玉県東松山市松本町1-7-8 介護老人保健施設　東松山市総合福祉エリア 東松山市松山2183 0493-21-5556 ①，②，④ 平成25年9月1日
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（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃ろうによる経管栄養〕　⑤経鼻経管栄養
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　事業者区分

代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度

111100233 25 平成25年9月5日 ○ 社会福祉法人　和光福祉会 埼玉県和光市新倉8-23-1 和光福祉会　ホームヘルパーステーション 和光市丸山台2-6-20 048-450-1100 ①，②，④ 平成25年9月9日

111100234 25 平成25年10月11日 ○ 社会福祉法人　朝霞地区福祉会 埼玉県志木市下宗岡1丁目23番1号 特別養護老人ホーム　朝光苑 朝霞市青葉台1-10-32 048-465-3255 ① 平成25年11月1日

111100235 25 平成25年10月11日 ○ 社会福祉法人　朝霞地区福祉会 埼玉県志木市下宗岡1丁目23番1号 朝光苑　短期入所生活介護事業所 朝霞市青葉台1-10-32 048-465-3255 ① 平成25年11月1日

111100236 25 平成25年10月28日 ○ 社会福祉法人　寿星会 埼玉県川口市大字道合字八本木937番-1 特別養護老人ホーム　悠久の栖 川口市道合字八本木937-1 048-287-5151 ①，④（胃ろう） 平成25年11月1日

111100237 25 平成25年11月29日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687番地1 特別養護老人ホーム　かわぐち翔裕園 川口市赤芝新田114-1 048-290-7660 ①，②，④ 平成25年12月16日

111100238 25 平成25年11月29日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687番地1 短期入所生活介護事業所　かわぐち翔裕園 川口市赤芝新田114-1 048-290-7660 ①，②，④ 平成25年12月16日

111100239 25 平成25年12月9日 ○ 株式会社　あすなろ 埼玉県戸田市大字新曽335番地 ヘルパーステーション　ほほえみ　戸田店 戸田市大字新曽335番地 048-445-1545 ①，②，③，④，⑤ 平成25年12月15日

111100240 25 平成25年12月4日 ○ 株式会社　ビジュアルビジョン 埼玉県上尾市上町1丁目1番14号 けあビジョン和光 和光市本町19-3 ﾛｰﾂｪ102号 048-463-6544 ①，②，④ 平成25年12月26日

111100242 25 平成25年6月24日 ○ 株式会社　応援家族 東京都福生市志茂209番地1 応援家族　越谷 越谷市伊原一丁目4番52号 048-987-0333 ①，②，④ 平成25年7月1日

111100243 25 平成25年12月5日 ○ 株式会社　エコ・アシスト 埼玉県鴻巣市宮前字本田351番地 あしすと※ｅアシスト 鴻巣市宮前351 048-594-6521 ①，②，④ 平成25年12月20日

111100244 25 平成25年12月9日 ○ 社会福祉法人　立正橘福祉会 埼玉県熊谷市万吉字下原1756番地130 特別養護老人ホーム　立正たちばなホーム 熊谷市万吉1756-130 048-539-3200 ①，②，④ 平成25年12月20日

111100245 25 平成25年12月9日 ○ 社会福祉法人　立正橘福祉会 埼玉県熊谷市万吉字下原1756番地130 短期入所生活介護事業所　立正たちばなホーム 熊谷市万吉1756-130 048-539-3200 ①，②，④ 平成25年12月20日

111100246 25 平成25年12月13日 ○ 医療法人　啓仁会 埼玉県所沢市大字久米532番地1 医療法人啓仁会　介護老人保健施設　平成の森 比企郡川島町畑中478番地1 049-297-8808 ①，②，④ 平成26年1月1日

111100247 25 平成25年12月16日 ○ 株式会社　中央堂 埼玉県川越市南通町13番地2西澤ﾋﾞﾙ103号室 桃花　ヘルプサービス 川越市南通町13-2 049-229-3050 ①，②，③（①～③人工呼吸器着用者含む），④，⑤ 平成26年1月1日

111100248 25 平成26年1月21日 ○ 社会福祉法人　岡部福祉会 埼玉県深谷市本郷341番地1 特別養護老人ホーム　福寿園 深谷市本郷341-1 048-585-5177 ①，④（胃ろう） 平成26年2月1日

111100249 25 平成26年1月21日 ○ 社会福祉法人　岡部福祉会 埼玉県深谷市本郷341番地1 福寿園短期入所生活介護事業所 深谷市本郷341-1 048-585-5177 ①，④（胃ろう） 平成26年2月1日

111100250 25 平成26年1月21日 ○ 社会福祉法人　岡部福祉会 埼玉県深谷市本郷341番地1 福寿園デイサービスセンターおかべ※通所介護 深谷市岡部1305-1 048-546-2080 ①，④（胃ろう） 平成26年2月1日

111100251 25 平成26年1月22日 ○ 有限会社　アグネスシルバーケア 埼玉県桶川市泉二丁目10番1号 ヘルパーステーション　つばさ 加須市土手2-17-26 0480-63-0800 ①，②，④ 平成26年1月22日

111100252 25 平成26年1月31日 ○ 株式会社　学研ココファン 東京都品川区西五反田二丁目11番8号 学研ココファン川口榛松ヘルパーセンター 川口市榛松1-3-32 048-288-7601 ①，②，③，④，⑤ 平成26年2月1日

111100253 25 平成26年2月5日 ○ 株式会社　アイケイメディカル 加須市向川岸町7番37号210 ケアステーション　ひまわり 加須市向川岸町7番37号210 048-560-1608 ①，②，③，④，⑤ 平成26年2月16日

111100254 25 平成26年2月17日 ○ 株式会社　センチュリーライフ 東京都港区芝四丁目2番3号 センチュリーシティ大宮公園 さいたま市見沼区大和田町1-1275 048-686-8088 ①，②，④ 平成26年3月1日

111100256 25 平成26年2月28日 ○ 社会福祉法人　秩父福祉会 埼玉県秩父市吉田久長186番地1 社会福祉法人秩父福祉会　白砂恵慈園（短期入所生活介護） 秩父市吉田久長186-1 0494-77-0099 ①，④（胃ろう） 平成26年3月1日

111100257 25 平成26年3月24日 ○ 株式会社　Ｈ＆Ｎサポート 埼玉県飯能市南町9番10号 さくら・介護ステーション飯能 飯能市緑町11番地8 042-978-6875 ①，②，③，④，⑤ 平成26年4月1日
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（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃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

実施行為 事業開始 年月日事業所 電話番号登録番号 登録年月日
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111100258 26 平成26年4月7日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687番地1 介護老人福祉施設栗橋翔裕園 久喜市栗橋310-1 0480-52-6611 ①，②，④ 平成26年5月1日

111100259 26 平成26年4月7日 ○ 社会福祉法人　元気村 埼玉県鴻巣市上谷字砂場687番地1 栗橋翔裕園短期入所生活介護センター 久喜市栗橋310-1 0480-52-6611 ①，②，④ 平成26年5月1日

111100260 26 平成26年4月8日 ○ 社会福祉法人　城南会 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺1465番地 特別養護老人ホームしらさぎ さいたま市岩槻区南下新井1538-7 048-791-2528 ①，②，④ 平成26年4月21日

111100261 26 平成26年4月8日 ○ 社会福祉法人　城南会 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺1465番地 ショートステイしらさぎ さいたま市岩槻区南下新井1538-7 048-791-2528 ①，②，④ 平成26年4月21日

111100262 26 平成26年5月28日 ○ 社会福祉法人　茂樹会 埼玉県久喜市下早見1728番地1 介護老人福祉施設久喜の里（従来型） 久喜市下早見1728番地1 0480-25-2100 ①，②，④ 平成26年5月28日

111100263 26 平成26年5月28日 ○ 社会福祉法人　茂樹会 埼玉県久喜市下早見1728番地1 指定短期入所生活介護久喜の里（従来型） 久喜市下早見1728番地1 0480-25-2100 ①，②，④ 平成26年5月28日

111100264 26 平成26年5月28日 ○ 社会福祉法人　茂樹会 埼玉県久喜市下早見1728番地1 介護老人福祉施設陽日館（ユニット型） 久喜市下早見1728番地1 0480-25-2100 ①，②，④ 平成26年5月28日

111100265 26 平成26年5月28日 ○ 社会福祉法人　茂樹会 埼玉県久喜市下早見1728番地1 指定短期入所生活介護陽日館（ユニット型） 久喜市下早見1728番地1 0480-25-2100 ①，②，④ 平成26年5月28日

111100266 26 平成26年5月28日 ○ 社会福祉法人　靖和会 埼玉県狭山市柏原1185番地6 特別養護老人ホームつつじの園 埼玉県狭山市柏原1185番地6 04-2955-2300 ①，④ 平成26年6月1日

111100267 26 平成26年5月28日 ○ 社会福祉法人　靖和会 埼玉県狭山市柏原1185番地6 特別養護老人ホームつつじの園新館 埼玉県狭山市柏原1185番地6 04-2955-2300 ①，④ 平成26年6月1日

111100268 26 平成26年6月10日 ○ 社会福祉法人　宏仁会 埼玉県比企郡小川町飯田117番地 特別養護老人ホームさくらぎ苑やすらぎ 埼玉県比企郡小川町飯田117番地 0493-72-7030 ①，④ 平成26年6月10日

111100269 26 平成26年6月10日 ○ 社会福祉法人　宏仁会 埼玉県比企郡小川町飯田117番地 特別養護老人ホームさくらぎ苑やすらぎ（短期入所生活介護） 埼玉県比企郡小川町飯田117番地 0493-72-7030 ①，④ 平成26年6月10日

111100270 26 平成26年6月18日 ○ 株式会社　センチュリーライフ 東京都港区芝二丁目31番15号 センチュリーシティ北浦和 さいたま市浦和区領家6-3-14 048-834-8031 ①，②，④ 平成26年6月18日

111100271 26 平成26年6月27日 ○ 株式会社　福祉の街 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目12番地5 ふくしのまち大宮 さいたま市北区櫛引町二丁目２７１番地１川善ビル２－A 048-664-7781 ①，②，④ 平成26年7月1日

111100272 26 平成26年7月1日 ○ ライフサポート株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目34番7号 悠楽里　おおみや さいたま市北区宮原町1-46-1 048-660-5431 ①，②，④ 平成26年7月1日

111100273 26 平成26年7月1日 ○ 株式会社シルバー自立支援センター 埼玉県戸田市美女木一丁目29番45号 ヘルパーステーションくつろぎの家 戸田市美女木1-29-45 048-422-3760 ①，②，④ 平成26年7月1日

111100274 26 平成26年7月17日 ○ 社会福祉法人埼玉療育友の会 埼玉県大里郡寄居町大字藤田179番地1 特別養護老人ホームはるな苑 埼玉県富士見市大字勝瀬512番地1 049-268-5612 ①，④ 平成26年8月1日

111100275 26 平成26年7月17日 ○ 社会福祉法人埼玉療育友の会 埼玉県大里郡寄居町大字藤田179番地1 指定短期入所生活介護事業所はるな苑 埼玉県富士見市大字勝瀬512番地1 049-268-5612 ①，④ 平成26年8月1日

111100276 26 平成26年7月29日 ○ 社会福祉法人友好会 埼玉県さいたま市西区佐知川1522番地1 特別養護老人ホームまごめ遊美園 埼玉県さいたま市岩槻区馬込1318番地1 048-797-6100 ①，④ 平成26年7月29日

111100278 26 平成26年8月1日 ○ 医療法人明医研 埼玉県さいたま市緑区松木3丁目16番6号 医療法人明医研　明サポートヘルパーステーション さいたま市緑区松木3丁目16番6号 048-875-7874 ①，②，③，④，⑤ 平成26年8月1日

111100279 26 平成26年8月8日 ○ 埼玉県医療生活協同組合 埼玉県羽生市上岩瀬551番地 ヘルパーステーションあいの郷 埼玉県羽生市桑崎196番1 048-562-3100 ①，②，④ 平成26年8月8日

111100280 26 平成26年9月4日 ○ 株式会社ニチイケアパレス 東京都千代田区神田駿河台2丁目9番地 ニチイホーム与野本町 さいたま市桜区上大久保932番地1 048-851-0661 ①，②，④ 平成26年9月4日

111100281 26 平成26年9月29日 ○ 医療法人瑞穂会 埼玉県川越市中台元町一丁目16番11 ケアステーションみずほ 埼玉県川越市中台元町一丁目16番11 049-241-5708 ①，②，④ 平成26年9月29日
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（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿
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代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度

111100282 26 平成26年9月24日 ○ 社会福祉法人邑元会 埼玉県深谷市藤野木117番地 特定施設入居者生活介護あかつき 埼玉県深谷市藤野木117番地 048-574-8080 ①，②，④ 平成26年10月1日

111100283 26 平成26年9月16日 ○ 株式会社サカモト 埼玉県川口市芝下二丁目4番7号 ヘルパーステーション　ケアハーモニー 埼玉県川口市桜町5-6-21-101 048－287-9256 ①，②，④ 平成26年9月16日

111100284 26 平成26年10月14日 ○ 社会福祉法人東松山市社会福祉協議会 埼玉県東松山市松本町一丁目7番8号 グループホームあすみーる 埼玉県東松山市松葉町二丁目5番37号 0493-21-5603 ①，②，④ 平成26年10月14日

111100285 26 平成26年10月14日 ○ 社会福祉法人東松山市社会福祉協議会 埼玉県東松山市松本町一丁目7番8号 小規模多機能居宅介護あすみーる 埼玉県東松山市松葉町二丁目5番37号 0493-21-5603 ①，②，④ 平成26年10月14日

111100286 26 平成26年11月21日 ○ 社会福祉法人健友会 埼玉県川越市大字吉田204番地2 ショートステイみなみかぜ 埼玉県川越市大字吉田204番地2 049-234-1200 ①，④ 平成26年11月21日

111100287 26 平成26年11月21日 ○ 社会福祉法人健友会 埼玉県川越市大字吉田204番地2 介護老人福祉施設みなみかぜ・燦 埼玉県川越市大字吉田203番地3 049-234-1200 ①，②，④ 平成26年11月21日

111100288 26 平成26年12月1日 ○ 医療法人名圭会 埼玉県白岡市小久喜1067番地2 介護老人保健施設ケアタウンゆうゆう 埼玉県蓮田市南新宿994番地1 048-765-2525 ①，②，④ 平成26年12月1日

111100289 26 平成26年12月8日 ○ 社会福祉法人清風会 埼玉県熊谷市津田1855番地1 特別養護老人ホームサンヴィレッジ 埼玉県熊谷市津田1560番地1 0493-39-3711 ①，④ 平成27年1月1日

111100291 26 平成26年12月25日 ○ 社会福祉法人キングス・ガーデン埼玉 埼玉県川越市大字下小坂字北谷1130番地 川口キングス・ガーデン 埼玉県川口市赤芝新田525-1 048-291-3300 ①，④(胃ろうのみ) 平成26年12月25日

111100292 26 平成26年12月22日 ○ 医療法人財団　明理会 東京都板橋区本町36番3号 介護老人保健施設春日部ロイヤルケアセンター 埼玉県春日部市藤塚2622-2 048-733-5771 ①，②，④ 平成27年1月1日

111100293 26 平成27年2月3日 ○ 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉県川口市木曽呂1317番地 医療生協ケアセンターひだまり 埼玉県春日部市浜川戸2-13-17 048-760-2641 ①，②，④ 平成27年2月3日

111100294 26 平成27年2月27日 ○ 社会福祉法人彩光会 埼玉県上尾市上野567番地 特別養護老人ホームあけぼの 埼玉県上尾市上野567番地 048-726-6514 ①，②，④ 平成27年3月1日

111100295 26 平成27年2月27日 ○ 医療法人栄寿会 埼玉県さいたま市桜区八丁目4番1号 介護老人保健施設うらわの里 埼玉県さいたま市桜区八丁目4番1号 048-855-7811 ①，④ 平成27年3月1日

111100296 26 平成27年3月17日 ○ 株式会社センチュリーライフ 東京都港区芝4-2-3 センチュリーハウス武蔵浦和 埼玉県さいたま市南区鹿手袋四丁目32番30号 048-710-5710 ①，②，④ 平成27年4月1日

111100297 26 平成27年3月23日 ○ アキヤ電気株式会社 埼玉県鴻巣市宮前489番地 介護のさくら 埼玉県鴻巣市箕田3820番地 048-597-5703 ①，②，③，④，⑤ 平成27年3月23日

111100298 26 平成27年3月25日 ○ 医療法人社団武蔵野会 埼玉県新座市東北一丁目7番2号 介護老人保健施設グリーンビレッジ朝霞台 埼玉県朝霞市宮戸3番地 048-486-6622 ①，②，④ 平成27年4月1日

111100299 27 平成27年6月1日 〇 株式会社サカモト 埼玉県川口市芝下二丁目4番7号 サカモトケアサービス 埼玉県川口市芝下3-1-44 048-264-3610 ①，②，④ 平成27年6月1日

111100300 27 平成27年5月21日 〇 社会福祉法人松川会 埼玉県北本市石戸5丁目143番地1 特別養護老人ホーム　チェリーヒルズ　北本 埼玉県北本市石戸5丁目143番地1 048-593-8282 ①，②，④ 平成27年5月21日

111100301 27 平成27年5月21日 〇 社会福祉法人松川会 埼玉県北本市石戸5丁目143番地1 チェリーヒルズ　北本　ショートステイ 埼玉県北本市石戸5丁目143番地1 048-593-8282 ①，②，④ 平成27年5月21日

111100302 27 平成27年5月15日 〇 社会福祉法人　末広会 埼玉県川口市末広3丁目3番30号 特別養護老人ホーム　春香苑 埼玉県川口市末広3丁目3番30号 048-222-2728 ①，②，④ 平成27年5月16日

111100303 27 平成27年5月22日 〇 社会福祉法人桐和会 埼玉県川口市神戸539番地5 見沼さくらの杜 埼玉県さいたま市見沼区東宮下883番地1 048-872-6581 ①，②，④ 平成27年5月22日

111100305 27 平成27年6月15日 ○ 株式会社フィルケアサービス 埼玉県鶴ヶ島市高倉284番地1 フィルケア　鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市鶴ヶ丘75-8 渋谷ﾏﾝｼｮﾝ貸店舗B号室 049-227-6525 ①，②，③，④ 平成27年6月15日

111100306 27 平成27年7月1日 ○ 医療法人財団明理会 東京都板橋区本町36番3号 医療法人財団明理会介護老人保健施設イムスケアふじみの 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡5丁目6番58号 049-256-6250 ①，②，④ 平成27年7月1日
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（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃ろうによる経管栄養〕　⑤経鼻経管栄養
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111100308 27 平成27年7月2日 ○ 社会福祉法人欣彰会 埼玉県さいたま市見沼区片柳1298番地 特別養護老人ホーム敬寿園七里ホーム 埼玉県さいたま市見沼区大谷2022-2 048-681-7310 ①，④ 平成27年7月2日

111100309 27 平成27年7月2日 ○ 社会福祉法人欣彰会 埼玉県さいたま市見沼区片柳1298番地 敬寿園七里ホーム短期入所生活介護事業所 埼玉県さいたま市見沼区大谷2022-2 048-681-7310 ①，④ 平成27年7月2日

111100310 27 平成27年7月14日 ○ 社会福祉法人白寿会 埼玉県熊谷市原井169番地 特別養護老人ホーム　のぞみの里 埼玉県熊谷市拾六間299-1 048-531-2941 ①，④ 平成27年7月14日

111100311 27 平成27年7月13日 ○ 医療法人尚寿会 埼玉県狭山市水野594 在宅サポート２１狭山訪問看護ステーション 埼玉県狭山市水野36-3 04-2957-1212 ①，②，③，④，⑤ 平成27年7月13日

111100313 27 平成27年8月4日 ○ 社会福祉法人白寿会 東京都足立区扇一丁目3番5号 特別養護老人ホーム　プレミア草加南 埼玉県草加市柳島町890番4 048-934-9601 ①，④ 平成27年8月4日

111100314 27 平成27年8月4日 ○ 社会福祉法人宏和会 埼玉県羽生市下村君1169番地 加須清輝苑　指定介護老人福祉施設 埼玉県加須市陽光台二丁目883-78 ０２８０－２３－１１１２ ①，④（胃ろうのみ） 平成27年8月4日

111100316 27 平成27年8月27日 ○ 株式会社二葉 埼玉県さいたま市南区鹿手袋四丁目26番29号 ケアステーションふたば 埼玉県さいたま市南区鹿手袋四丁目26-29 ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾊｲﾂ103号 ０４８－８３６－２８５８ ①,②,④ 平成27年9月1日

111100317 27 平成27年9月4日 ○ 社会医療法人財団石心会 川崎市幸区都町39番地1 石心会ヘルパーステーション 埼玉県狭山市入間川4-10-15 ０４－２９００－１３０２ ①，②，③，④，⑤ 平成27年9月4日

111100319 27 平成27年9月16日 ○ 医療法人財団明理会 東京都板橋区本町36番3号 介護老人保健施設埼玉ロイヤルケアセンター 入間郡三芳町大字上富2181-5 ０４９－２５８－６０６０ ①,②,④ 平成27年9月16日

111100320 27 平成27年9月16日 ○ 社会福祉法人畏敬会 埼玉県戸田市中町一丁目29番5 レーベンホーム戸田（特別養護老人ホーム） 埼玉県戸田市中町一丁目29番5 ０４８－４３０－１０２０ ①,②,④ 平成27年9月16日

111100321 27 平成27年9月16日 ○ 社会福祉法人畏敬会 埼玉県戸田市中町一丁目29番6 レーベンホーム戸田（ショートステイ） 埼玉県戸田市中町一丁目29番5 ０４８－４３０－１０２１ ①,②,④ 平成27年9月16日

111100322 27 平成27年10月13日 ○ 有限会社介護の金太郎 埼玉県さいたま市中央区下落合1031-9 介護の金太郎 埼玉県さいたま市中央区下落合1031-9 048-825-2911 ①,②,④ 平成27年10月13日

111100323 27 平成27年10月20日 ○ メディカル・ケア・サービス株式会社 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-212-3 愛の家グループホーム東浦和 埼玉県さいたま市南区大谷口2369-1 048-876-5100 ①，②，③，④ 平成27年10月20日

111100325 27 平成27年11月20日 ○ 有限会社フクシ 埼玉県加須市花崎北1-19-4ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ411 グループホーム藤の里大越 埼玉県加須市大越3386-1 ０４８０－７３－８２９４ ①,②,④ 平成27年11月20日

111100326 27 平成27年11月20日 ○ 有限会社フクシ 埼玉県加須市花崎北1-19-4ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ411 グループホーム藤の里 埼玉県加須市鴻茎2168-2 ０４８０－７３－８２９４ ①,②,④ 平成27年11月20日

111100327 27 平成27年11月20日 ○ 有限会社フクシ 埼玉県加須市花崎北1-19-4ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ411 ショートステイ藤の里 埼玉県加須市鴻茎2168-2 ０４８０－７３－８２９４ ①,②,④ 平成27年11月20日

111100328 27 平成27年11月20日 ○ 有限会社フクシ 埼玉県加須市花崎北1-19-4ﾀﾞｲｶﾝﾌﾟﾗｻﾞ411 ショートステイ藤の里Ⅱ 埼玉県加須市鴻茎2170 ０４８０－７３－８２９４ ①,②,④ 平成27年11月20日

111100329 27 平成27年11月26日 ○ 株式会社アヴァンティ 東京都東村山市青葉町二丁目11番地8 訪問介護ステーション　デイサービス本舗　your happiness 埼玉県入間市扇町屋1-7-30ｻｲﾚﾝｽ南台102号室 04-2937-3945 ①，②，③，④，⑤ 平成27年11月26日

111100330 27 平成27年12月4日 ○ 株式会社ニチイケアパレス 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地 ニチイホーム大宮 埼玉県さいたま市北区日進町2-1334 ０４８－６６２－５３３０ ①,②,④ 平成27年12月4日

111100331 27 平成27年12月4日 ○ 社会福祉法人幸和会 埼玉県幸手市平須賀2丁目224番地 老人福祉施設　ひらすかの郷 埼玉県幸手市平須賀2丁目224番地 ０４８０－４７－３５００ ①，④（胃ろうのみ） 平成27年12月4日

111100332 27 平成27年12月10日 ○ 有限会社仁 埼玉県三郷市彦成2丁目336番地 有限会社　仁 埼玉県三郷市彦成2丁目336番地 048-950-2282 ①，②，③，④，⑤ 平成27年12月10日

111100333 27 平成27年12月25日 ○ 社会福祉法人長瀞福祉会 埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷428 特別養護老人ホーム　ながとろ苑 埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷428 ０４９４－６９－２０５５ ①,②,④,⑤ 平成28年1月1日

111100334 27 平成27年12月28日 ○ SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4-12-8品川ｼｰｻｲﾄﾞﾀﾜｰ12階 SOMPOケア　ラヴィ―レ大宮 埼玉県さいたま市見沼区中川1090-1 ０４８－６８４－１１２２ ①,②,④ 平成28年1月1日
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111100335 27 平成28年1月13日 ○ 株式会社ＭＣ 埼玉県三郷市彦川戸一丁目84番地1 ＭＣ訪問介護センター 埼玉県三郷市彦川戸一丁目84番地1 048-948-6653 ①，②，③，④ 平成28年1月13日

111100336 27 平成27年12月28日 ○ 有限会社ケア虹 川越市清水町13番地21-201 ケアステーション虹 埼玉県川越市清水町13番地21-201 049-248-1666 ①，②，③，④，⑤ 平成28年1月1日

111100337 27 平成28年2月3日 ○ SOMPOケア株式会社 東京都品川区東品川4-12-8品川ｼｰｻｲﾄﾞﾀﾜｰ12階 SOMPOケア　ラヴィ―レふじみ野 埼玉県ふじみ野市苗間1-7-21 049-278-2121 ①,②,④ 平成28年2月3日

111100338 27 平成28年3月1日 ○ 有限会社仁 埼玉県三郷市彦成二丁目336番地 難病ケアハウス仁※有料老人ホーム 埼玉県三郷市彦成二丁目336番地 048-950-2282 ①，②，③，④，⑤ 平成28年3月1日

111100339 27 平成28年3月1日 ○ 有限会社仁 埼玉県三郷市彦成二丁目336番地 夢ホームよしかわ※有料老人ホーム 埼玉県吉川市関新田1丁目295-1 ０４８－９７１－８４０１ ①，②，③，④，⑤ 平成28年3月1日

111100340 28 平成28年3月30日 ○ 社会福祉法人長瀞福祉会 埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷428 特別養護老人ホーム　ながとろ苑　(短期入所生活介護) 埼玉県秩父郡長瀞町大字野上下郷428 0494-69-2055 ①,②,④,⑤ 平成28年4月1日

111100341 28 平成28年4月13日 ○ 社会福祉法人末広会 埼玉県川口市末広3-3-30 短期入所生活介護　春香苑 埼玉県川口市末広3-3-30 048-222-2728 ①,②,④ 平成28年4月1日

111100342 28 平成28年4月28日 ○ 株式会社ハピネス 埼玉県川越市新宿町6-26-4ヴｨﾗ･武羅夢102 訪問介護ハピネス川越 埼玉県川越市新宿町6-26-4ヴｨﾗ･武羅夢102 049-265-8050 ①,②,④(胃ろうのみ） 平成28年5月1日

111100343 28 平成28年6月1日 ○ 社会福祉法人隼人会 埼玉県行田市白川戸275 まきば園 埼玉県行田市白川戸275 048-555-2202 ①,②,④ 平成28年6月1日

111100344 28 平成28年7月1日 ○ 社会福祉法人隼人会 埼玉県行田市白川戸275 鴻巣まきば園 埼玉県鴻巣市前砂517-1 048-547-2202 ①,②,④ 平成28年7月1日

111100345 28 平成28年7月1日 ○ 社会福祉法人恒寿会 埼玉県久喜市中妻902-1 特別養護老人ホーム恒寿苑 埼玉県久喜市中妻902-1 0480-58-7577 ①，②，③，④，⑤ 平成28年7月1日

111100346 28 平成28年7月1日 ○ 有限会社A．Ｉ．T 埼玉県草加市柿木町1176番地3 ヴィレクール※通所介護 埼玉県八潮市大字八篠字幸ﾉ宮2627番地 048-951-7608 ①，②，③，④ 平成28年7月1日

111100348 28 平成28年8月1日 〇 社会福祉法人健寿会 埼玉県所沢市北中2丁目301番地1 川口ほほえみの里 埼玉県川口市西新井宿980番地 048-299-8824 ① 平成28年8月1日

111100349 28 平成28年9月5日 〇 社会福祉法人厚生会 埼玉県川口市西新井宿1216-6 第二川口シニアセンター　ユニット型 埼玉県川口市西新井宿1193-1 048-299-5292 ①,④ 平成28年9月5日

111100350 28 平成28年9月5日 〇 社会福祉法人厚生会 埼玉県川口市西新井宿1216-6 第二川口シニアセンター　多床型 埼玉県川口市西新井宿1193-1 048-299-5292 ①,④ 平成28年9月5日

111100351 28 平成28年9月1日 〇 医療法人積仁会 埼玉県日高市森戸新田99番地1 介護医療院あさひヶ丘 埼玉県日高市森戸新田99番地1 042-989-1121 ①,②,④ 平成28年9月1日

111100352 28 平成28年9月1日 〇 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉県川口市木曾呂1317 ヘルパーステーションかしの木 埼玉県草加市草加1-8-13 048-942-7502 ①,②,④ 平成28年9月1日

111100353 28 平成28年9月1日 〇 医療法人入間川病院 埼玉県狭山市祇園17-2 短期入所生活介護　ショート狭山 埼玉県狭山市北入曽1443-7 04-2950-2500 ①,②,④ 平成28年9月1日

111100354 28 平成28年10月1日 〇 株式会社アイ・プランニング 埼玉県所沢市小手指南6-4-10 さくら・介護ステーション所沢駅前 埼玉県所沢市くすのき台3-7-8 04-2941-3710 ①,②,③,④ 平成28年10月1日

111100355 28 平成28年10月1日 〇 東松山市社会福祉協議会 埼玉県東松山市松本町1-7-8 介護老人保健施設　東松山市総合福祉エリア（短期入居療養介護） 埼玉県東松山市松山2183 0493-21-5556 ①,②,④ 平成28年10月1日

111100356 28 平成28年10月1日 〇 東松山市社会福祉協議会 埼玉県東松山市松本町1-7-8 介護老人保健施設　東松山市総合福祉エリア※通所リハビリ 埼玉県東松山市松山2183 0493-21-5556 ①,②,④ 平成28年10月1日

111100357 28 平成28年10月1日 〇 東松山市社会福祉協議会 埼玉県東松山市松本町1-7-8 東松山市総合福祉エリアデイサービスセンター※通所介護 埼玉県東松山市松山2183 0493-21-5556 ①,②,④ 平成28年10月1日

111100358 28 平成28年10月21日 〇 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋2-24-3 看多機かえりえ東大宮※看護小規模多機能型居宅介護 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2-6-9 048-660-3760 ①,②,③,④,⑤ 平成28年10月21日
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111100359 28 平成28年10月25日 〇 社会福祉法人リバティ 埼玉県さいたま市緑区松木3-29-5 特別養護老人ホーム　リバティハウス 埼玉県さいたま市緑区松木3-29-5 048-875-3111 ①,④ 平成28年10月25日

111100361 28 平成28年11月15日 〇 厚生福祉自動車有限会社 埼玉県さいたま市南区文蔵三丁目27番5号 厚生福祉自動車有限会社　ハロー介護 埼玉県さいたま市南区文蔵3-27-5 048-866-0110 ①,②,③,④,⑤ 平成28年11月15日

111100362 28 平成28年12月1日 〇 スターコミニティ有限会社 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保904番地10(A-505) スターヘルパーステーション 埼玉県さいたま市桜区田島4-41-8 048-865-1766 ①,②,④ 平成28年12月1日

111100363 28 平成28年12月1日 〇 社会福祉法人桐和会 埼玉県川口市神戸539番地5 越谷さくらの杜 埼玉県越谷市新川町2丁目247番地1 048-940-6110 ①,②,④ 平成28年12月1日

111100364 28 平成28年12月1日 〇 株式会社飛鳥 埼玉県越谷市千間台西六丁目13番地25 グループホーム飛鳥の夢大道 埼玉県越谷市大道165 048-940-1309 ①,②,④,⑤ 平成28年12月1日

111100365 28 平成28年12月1日 〇 社会福祉法人ふじみ野福祉会 埼玉県富士見市南畑新田16番地1 小規模多機能型居宅介護むさしの 埼玉県富士見市水子1882番1 049-275-6300 ①,④ 平成28年12月1日

111100366 28 平成28年12月1日 〇 株式会社nino-nino 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘一丁目5番22号 テパエ鶴ヶ島 埼玉県鶴ヶ島市松ヶ丘一丁目5番22号 049-272-3833 ①,②,③,④,⑤ 平成28年12月1日

111100368 28 平成29年1月23日 〇 医療法人社団　桐和会 東京都江戸川区篠崎町二丁目7番1号ｲｰｽﾄﾊｲﾑ篠崎1階 介護老人保健施設　川口メディケアセンター 埼玉県川口市西新井宿923-1 048-286-3300 ①,②,④ 平成29年2月1日

111100369 28 平成28年8月31日 ○ 医療法人　入間川病院 埼玉県狭山市祇園17-2 短期入所生活介護　ショート狭山 埼玉県狭山市北入曽1443-7 04-2950-2500 ①,②,④ 平成28年9月1日

111100370 28 平成28年9月29日 ○ 社会福祉法人　隼人会 埼玉県行田市白川戸275 特別養護老人ホーム　岩槻まきば園 埼玉県さいたま市岩槻区横根1375 048-797-2202 ①,②,④ 平成28年10月1日

111100371 28 平成29年2月15日 〇 大川不動産商事有限会社 埼玉県白岡市小久喜957番2 訪問介護　あずき 埼玉県白岡市小久喜1092番2 0480-53-7092 ①,②,③,④,⑤ 平成29年2月15日

111100372 28 平成29年2月24日 〇 株式会社ニチイケアパレス 東京都千代田区神田駿河台二丁目9番地 ニチイホーム　草加 埼玉県草加市氷川町805-2 048-923-0871 ①,②,④ 平成29年3月1日

111100373 28 平成29年2月17日 〇 社会福祉法人白岡白寿会 埼玉県白岡市千駄野663番1 いなほの里　短期入所生活介護 埼玉県白岡市千駄野663番1 0480-90-5557 ① 平成29年3月1日

111100374 28 平成29年2月17日 〇 社会福祉法人白岡白寿会 埼玉県白岡市千駄野663番1 特別養護老人ホーム　いなほの里 埼玉県白岡市千駄野663番1 0480-90-5557 ① 平成29年3月1日

111100375 28 平成29年2月17日 〇 社会福祉法人神流福祉会 埼玉県児玉郡神川町大字八日市739番地2 特別養護老人ホーム　いろりの友 埼玉県児玉郡神川町大字八日市739番地2 0495-77-1212 ①,② 平成29年3月1日

111100376 28 平成29年2月28日 〇 医療法人青木会 埼玉県さいたま市浦和区岸町二丁目8番13号 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所　あおぞら 埼玉県さいたま市南区大谷口5702 048-811-2100 ①,②,④ 平成29年3月1日

111100377 28 平成29年2月24日 〇 合同会社ＭＹＭ 埼玉県越谷市谷中町1丁目14番地1 花の木ケアセンター 埼玉県越谷市谷中町1丁目14番地1 048-966-8030 ①,②,③,④,⑤ 平成29年3月1日

111100378 28 平成29年2月28日 〇 社会福祉法人神流福祉会 埼玉県児玉郡神川町大字八日市739番地2 いろりの友 埼玉県児玉郡神川町大字八日市739番地2 0495-77-1212 ①,② 平成29年3月1日

111100379 28 平成29年3月27日 〇 社会福祉法人清澄会 埼玉県さいたま市岩槻区宮町一丁目5番12号 特別養護老人ホーム千年の里 埼玉県さいたま市岩槻区宮町一丁目10番12号 048-758-0200 ①,④(胃ろうのみ） 平成29年4月1日

111100380 28 平成29年3月27日 〇 社会福祉法人清澄会 埼玉県さいたま市岩槻区宮町一丁目5番12号 特別養護老人ホーム千年の里（併設短期入所生活介護） 埼玉県さいたま市岩槻区宮町一丁目10番12号 048-758-0200 ①,④(胃ろうのみ） 平成29年4月1日

111100382 28 平成29年3月29日 〇 社会福祉法人忠黎会 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉字熊野1059番地1 鶴ヶ島ほほえみの郷 埼玉県鶴ヶ島市大字高倉字熊野1059番地1 049-279-2001 ①,④（胃ろうのみ） 平成29年4月1日

111100383 29 平成29年4月17日 〇 社会福祉法人桐和会 埼玉県川口市神戸539-5 道合さくらの杜 埼玉県川口市道合1318-1 048-299-8685 ①,②,④ 平成29年5月1日

111100384 29 平成29年4月17日 〇 社会福祉法人桐和会 埼玉県川口市神戸539-5 道合さくらの杜（短期入所生活介護） 埼玉県川口市道合1318-1 048-299-8685 ①,②,④ 平成29年5月1日
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111100385 29 平成29年4月17日 〇 株式会社明昭 東京都足立区保木間四丁目3番5号 ハートランド川口明生苑 埼玉県川口市上青木三丁目10番17号 048-264-3030 ①,②,③,④,⑤ 平成29年5月1日

111100386 29 平成29年4月27日 〇 社会福祉法人桐和会 埼玉県川口市神戸539-5 特別養護老人ホーム　川口さくらの杜 埼玉県川口市神戸539番地5 048-561-2901 ①,②,④ 平成29年5月1日

111100387 29 平成29年4月27日 〇 社会福祉法人桐和会 埼玉県川口市神戸539-5 空床型短期入所生活介護事業所　川口さくらの杜 埼玉県川口市神戸539番地5 048-561-2901 ①,②,④ 平成29年5月1日

111100388 29 平成29年4月17日 〇 医療法人社団富家病院 埼玉県ふじみ野市亀久保2197 医療法人社団富家会　訪問介護ステーション 埼玉県ふじみ野市亀久保1839-4 049-293-8222 ①,②,③,④,⑤ 平成29年5月1日

111100389 29 平成29年5月19日 〇 株式会社明昭 東京都足立区保木間四丁目3番5号 大宮明生苑 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-327 048-661-0808 ①,②,③,④,⑤ 平成29年6月1日

111100390 29 平成29年5月19日 〇 社会福祉法人望未会 埼玉県深谷市上手計317-1 特別養護老人ホームサンライズガーデン 埼玉県深谷市上手計317-1 048-577-7913 ①,④ 平成29年6月1日

111100391 29 平成29年5月25日 〇 社会福祉法人瑞泉 埼玉県白岡市高岩1051-1 特別養護老人ホームずいせん長寿村 埼玉県白岡市高岩1051-1 0480-90-1155 ①,②,④ 平成29年6月1日

111100392 29 平成29年5月25日 〇 社会福祉法人瑞泉 埼玉県白岡市高岩1051-1 特別養護老人ホームずいせん長寿村（短期入所生活介護） 埼玉県白岡市高岩1051-1 0480-90-1155 ①,②,④ 平成29年6月1日

111100393 29 平成29年5月31日 〇 株式会社たまご 埼玉県羽生市東五丁目16番34号ｺｰﾎﾟｴﾄﾜｰﾙ101号室 ヘルパーステーションたまご 埼玉県羽生市東五丁目16番34号ｺｰﾎﾟｴﾄﾜｰﾙ101号室 048-579-5150 ①,②,③,④ 平成29年6月1日

111100394 29 平成29年5月31日 〇 社会福祉法人栄光会 埼玉県所沢市北野三丁目1番地18 ホームヘルパーステーション　ロイヤルの園 埼玉県所沢市北野三丁目1番地22 04-2947-1717 ①,②,④ 平成29年6月1日

111100395 29 平成29年6月22日 ○ 医療法人西部診療所 埼玉県川越市天沼新田307-1 介護老人保健施設　プライムケア川越 埼玉県川越市天沼新田307-1 049-231-4165 ①,②,③,④,⑤ 平成29年7月1日

111100396 29 平成29年6月29日 ○ 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋二丁目24番3号 やさしい手東大宮巡回訪問介護事業所 埼玉県さいたま市見沼区東大宮2ｰ6-2 048-660-3590 ①,②,③,④,⑤ 平成29年7月1日

111100397 29 平成29年6月29日 ○ 株式会社明昭 東京都足立区保木間四丁目3番5号 草加明生苑 埼玉県草加市旭町3-5-25 03-5851-3581 ①,②,③,④,⑤ 平成29年7月1日

111100398 29 平成29年6月29日 ○ 医療法人社団寿会 埼玉県本庄市1216番地1 短期入所施設　ことぶき 埼玉県本庄市寿2-1-5 0495-21-7781 ①,②,③,④,⑤ 平成29年7月1日

111100399 29 平成29年8月17日 ○ 社会福祉法人秩父福祉会 埼玉県秩父市吉田久長186-1 白砂恵慈園　永田屋 埼玉県秩父市永田町9-3 0494-26-6311 ①,④（胃ろう） 平成29年9月1日

111100402 29 平成29年8月29日 ○ 株式会社ケアフレンド 東京都足立区梅島1-13-17 ホスピタウン川口※サ高住 埼玉県川口市榛松3丁目46-29 048-288-7666 ①,②,④ 平成29年9月1日

111100403 29 平成29年8月23日 ○ 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 東京都世田谷区用賀4-10-5 東京海上日動みずたま介護ＳＴ川越 埼玉県川越市脇田本町15番地18 049-210-3310 ①,④（胃ろう） 平成29年9月1日

111100404 29 平成29年9月21日 ○ 株式会社あしたば 埼玉県蕨市南町3-4-14-501 グループホーム　明日葉かぞ 埼玉県加須市北小浜821-1 0480-63-0155 ①,②,④,⑤ 平成29年10月1日

111100405 29 平成29年10月16日 ○ 社会福祉法人こうのとり福祉会 埼玉県鴻巣市鴻巣字沼田967番地1 福冨の郷 埼玉県鴻巣市鴻巣字沼田967番地1 048-577-7780 ①,②,④ 平成29年11月1日

111100406 29 平成29年10月16日 ○ 社会福祉法人こうのとり福祉会 埼玉県鴻巣市鴻巣字沼田967番地1 福冨の郷ショートステイ 埼玉県鴻巣市鴻巣字沼田967番地1 048-577-7780 ①,②,④ 平成29年11月1日

111100407 29 平成29年10月16日 ○ 合同会社リハビリコンパス 埼玉県春日部市八丁目179番地5 訪問介護ステーションこんぱす 埼玉県春日部市八丁目422番地 048-720-8818 ①,②,④ 平成29年11月1日

111100408 29 平成29年10月30日 ○ 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 東京都世田谷区用賀4-10-5 東京海上日動みずたま介護ＳＴ新所沢 埼玉県所沢市泉町1850-4ﾕｰﾜﾋﾞﾙ2階 042-903-6051 ①,②,④ 平成29年11月1日

111100410 29 平成29年11月16日 ○ 株式会社ヒューマン＆ネイチャー 埼玉県草加市八幡町743-5 ナーシングホーム向日葵※看護小規模多機能型居宅介護 埼玉県草加市北谷1-21-37北谷ﾒﾃﾞｨｶﾙﾋﾞﾚｯｼﾞ201 048-934-5442 ①,②,③,④,⑤ 平成29年12月1日
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（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃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

実施行為 事業開始 年月日事業所 電話番号登録番号 登録年月日

　事業者区分

代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度

111100411 29 平成29年11月30日 ○ 社会福祉法人至福の会 埼玉県狭山市南入曽1044ｰ1 特別養護老人ホーム　むさしの園わかば 埼玉県狭山市南入曽1048-2 04-2956-7760 ①,④（胃ろう） 平成29年12月1日

111100412 29 平成29年11月30日 ○ 社会福祉法人末広会 埼玉県川口市末広三丁目4番13号 特別養護老人ホーム　第２春香苑 埼玉県川口市末広3-4-13 048-883-8800 ①,②,④ 平成29年12月1日

111100413 29 平成29年11月30日 ○ 社会福祉法人末広会 埼玉県川口市末広三丁目4番13号 短期入所生活介護事業所　第２春香苑 埼玉県川口市末広3-4-13 048-883-8800 ①,②,④ 平成29年12月1日

111100417 29 平成30年2月28日 ○ 社会福祉法人安誠福祉会 埼玉県桶川市若宮1-5-2 特別養護老人ホーム　はにわの里 埼玉県桶川市川田谷7141-1 ０４８－７８６－２３２３ ①,④（胃ろう） 平成30年3月1日

111100418 29 平成30年2月28日 ○ 社会福祉法人安誠福祉会 埼玉県桶川市若宮1-5-2 短期入所生活介護事業所　はにわの里 埼玉県桶川市川田谷7141-1 ０４８－７８６－２３２３ ①,④（胃ろう） 平成30年3月1日

111100419 29 平成30年2月28日 ○ 株式会社クローバーコミュニケーションズ 埼玉県越谷市花田七丁目14番地16 訪問介護事業所介護屋本舗 埼玉県越谷市赤山町1-57-1 Aﾃｯｸ秋山ﾋﾞﾙ102 048-971-9922 ①,②,④ 平成30年3月1日

111100422 29 平成30年3月30日 ○ 株式会社ケアサービス 東京都大田区大森北一丁目2番3号 フォーライフ大宮公園 埼玉県さいたま市見沼区南中丸254-2 048-682-3917 ①,②,④ 平成30年4月1日

111100423 29 平成30年3月30日 ○ 社会福祉法人尚栄会 埼玉県狭山市大字北入曽字南入間野1502番1 特別養護老人ホーム　福寿の里 埼玉県狭山市大字北入曽字南入間野1502番1 ０４－２９５７－１１６３ ①,②,③,④,⑤ 平成30年4月1日

111100424 29 平成30年3月30日 ○ 社会福祉法人プラモウト・サークルクラブ 埼玉県坂戸市大字石井字芝生美1684番地 介護老人福祉施設　小沼サークルホーム 埼玉県坂戸市小沼490番地1 ０４９－２８４－３７５１ ①,②,④（胃ろう） 平成30年4月1日

111100426 30 平成30年4月16日 ○ 社会福祉法人ルストホフ志木 埼玉県志木市本町2丁目10番50号 特別養護老人ホームブロン 埼玉県志木市本町2-10-50 048-473-3000 ①,②,③,④,⑤ 平成30年5月1日

111100427 30 平成30年4月16日 ○ 社会福祉法人ルストホフ志木 埼玉県志木市本町2丁目10番50号 短期入所生活介護事業所　ブロン 埼玉県志木市本町2-10-50 048-473-3000 ①,②,③,④,⑤ 平成30年5月1日

111100428 30 平成30年4月20日 ○ 社会福祉法人　真栄会 埼玉県上尾市大字平塚322番地 特別養護老人ホーム　椋の木 埼玉県上尾市大字平塚322番地 048-856-9901 ①,②,④ 平成30年5月1日

111100429 30 平成30年4月20日 ○ 社会福祉法人　真栄会 埼玉県上尾市大字平塚322番地 ショートステイ　椋の木 埼玉県上尾市大字平塚322番地 048-856-9901 ①,②,④ 平成30年5月1日

111100430 30 平成30年4月27日 ○ 社会福祉法人大樹会 埼玉県北足立郡伊奈町小室字宮寺5049番地1 伊奈の里 埼玉県北足立郡伊奈町小室字宮寺5049番地1 ０４８－７２３－１１２２ ①,④（胃ろう） 平成30年5月1日

111100431 30 平成30年4月27日 ○ 社会福祉法人大樹会 埼玉県北足立郡伊奈町小室字宮寺5049番地1 デイサービスセンター　伊奈の里 埼玉県北足立郡伊奈町小室字宮寺5049番地1 ０４８－７２３－１１２２ ①,④（胃ろう） 平成30年5月1日

111100433 30 平成30年5月30日 ○ 社会福祉法人ハレルヤ 埼玉県朝霞市溝沼1丁目5番6号 特別養護老人ホーム　ハレルヤ 埼玉県朝霞市溝沼1丁目5番6号 ０４８－４６６－２８８３ ①,②,④,⑤ 平成30年6月1日

111100434 30 平成30年5月30日 ○ 社会福祉法人児玉福祉会 埼玉県本庄市児玉町児玉734-1 特別養護老人ホームオルトビオス児玉ホーム 埼玉県本庄市児玉町児玉734-1 ０４９５－７２－４６１５ ①,④（胃ろう） 平成30年6月1日

111100435 30 平成30年5月30日 ○ 社会福祉法人児玉福祉会 埼玉県本庄市児玉町児玉734-1 特別養護老人ホームオルトビオス児玉ホーム(短期入所生活介護） 埼玉県本庄市児玉町児玉734-1 ０４９５－７２－４６１５ ①,④（胃ろう） 平成30年6月1日

111100436 30 平成30年6月29日 ○ 医療法人社団心明会 埼玉県吉川市鍋小路81-1 介護老人保健施設　ケアリングよしかわ 埼玉県吉川市八子新田529 048-983-7711 ①,②,④ 平成30年7月1日

111100437 30 平成30年8月31日 ○ 株式会社明昭 東京都足立区保木間四丁目3番5号 グランヴィ川口 埼玉県川口市前川3丁目39番15号 048-263-7080 ①,②,③,④,⑤ 平成30年9月1日

111100438 30 平成30年8月31日 ○ 医療法人秀峰会 埼玉県越谷市七左町四丁目358 介護老人保健施設　南面 埼玉県越谷市七左町四丁目161番地 ０４８－９８９－７７７７ ①,②,④,⑤ 平成30年9月1日

111100439 30 平成30年8月31日 ○ 株式会社スタートライン 埼玉県川越市仙波町2丁目3番地13 ヘルパーステーションスタートライン 埼玉県川越市仙波町2丁目3番地13単正ﾊｲﾂ205号室 ０４９－２５０－９５３６ ①,②,③,④,⑤ 平成30年9月1日

111100440 30 平成30年8月31日 ○ 社会福祉法人樹会 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1277-1 地域密着型特別養護老人ホーム　鶴ケ岡苑 埼玉県ふじみ野市西鶴ｹ岡2158-3 049-265-8834 ①,②,④ 平成30年9月1日
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（様式２）

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　①口腔内のたん吸引　②鼻腔内のたん吸引　③気管カニューレ内のたん吸引　④胃ろう又は腸ろうによる経管栄養〔④（胃）は胃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

実施行為 事業開始 年月日事業所 電話番号登録番号 登録年月日

　事業者区分

代表者（法人）住所代表者（法人）名称 事業所住所事業所名称登録 年度

111100441 30 平成30年8月31日 ○ 合同会社ＦＯＲＥＳＴ 埼玉県入間市大字寺竹799 フォレストヘルパーステーション 埼玉県入間市大字寺竹799 ０４－２９４１－６２０９ ①,②,③,④,⑤ 平成30年9月1日

111100443 30 平成30年9月28日 ○ 社会福祉法人久壽会 埼玉県坂戸市大字浅羽字宿表1130番1 特別養護老人ホーム　好日の家 埼玉県坂戸市大字浅羽字宿表1130番1 ０４９－２９８－３６３３ ①,②,④ 平成30年10月1日

111100444 30 平成30年9月28日 ○ 社会福祉法人志木福祉会 埼玉県志木市下宗岡三丁目5番15号 特別養護老人ホーム　あったかの家みさと 埼玉県三郷市半田241番地1 048-950-2240 ①,②,④（胃ろう） 平成30年10月1日

111100445 30 平成30年10月30日 ○ 社会福祉法人寧幸会 埼玉県蕨市北町5-12-5 特別養護老人ホーム　蕨サンクチュアリ（介護老人福祉施設） 埼玉県蕨市北町5-12-5 048-441-9598 ①,②,④ 平成30年11月1日

111100446 30 平成30年10月30日 ○ 社会福祉法人寧幸会 埼玉県蕨市北町5-12-5 特別養護老人ホーム　蕨サンクチュアリ（短期入所生活介護） 埼玉県蕨市北町5-12-5 048-441-9598 ①,②,④ 平成30年11月1日

111100447 30 平成30年10月30日 ○ 社会福祉法人寧幸会 埼玉県蕨市北町5-12-5 特別養護老人ホーム　第２蕨サンクチュアリ（介護老人福祉施設） 埼玉県蕨市北町5-13-20 048-441-3153 ①,②,④ 平成30年11月1日

111100448 30 平成30年10月30日 ○ 社会福祉法人寧幸会 埼玉県蕨市北町5-12-5 特別養護老人ホーム　第２蕨サンクチュアリ（短期入所生活介護） 埼玉県蕨市北町5-13-20 048-441-3153 ①,②,④ 平成30年11月1日

111100449 30 平成30年11月27日 ○ 株式会社福祉の街 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目12番地5 ふくしのまち与野 埼玉県さいたま市浦和区木﨑４－１７－１ 048-631-1294 ①,②,③,④,⑤ 平成30年12月1日

111100450 30 平成30年12月25日 ○ 医療法人西部診療所 埼玉県川越市天沼新田307番地1 医療法人西部診療所　小規模多機能こあぜ 埼玉県川越市鯨井1575番地5 049-299-4494 ①,②,④ 平成31年1月1日

111100451 30 平成30年12月27日 ○ グレース合同会社 埼玉県入間市南峯337番地12 グレースホームヘルプ 埼玉県入間市南峯337番地1 04-2001-1266 ①,②,③,④,⑤ 平成31年1月1日

111100452 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社明昭 東京都足立区保木間四丁目3番5号 蒲生めいせい 埼玉県越谷市蒲生3795番地1 048-961-7080 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100453 30 平成31年1月11日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 株式会社ひまわりケアサポート（訪問介護） 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 048-726-1111 ①,②,③,④,⑤ 平成31年2月1日

111100454 30 平成31年1月17日 ○ 社会福祉法人永寿荘 埼玉県さいたま市西区高木602-1 小規模多機能型居宅介護扇の森 埼玉県さいたまし西区中釘2345-1 048-729-6070 ①,④ 平成31年2月1日

111100455 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 有料老人ホーム　フルール桶川 桶川市坂田西3-26-21 048-729-05 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100456 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 株式会社　ひまわりケアサポート（短期入所生活介護） 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 048-726-1111 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100457 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 北本ひまわりケアサポート（(介護予防）認知症対応型共同生活介護）） 埼玉県北本市中丸7丁目52番地1 048-577-3133 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100458 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 桶川　ひまわりケアサポート（通所介護） 埼玉県桶川市坂田1365-7 048-728-2888 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100459 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 株式会社　ひまわりケアサポート（通所介護） 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 048-726-1111 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100460 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 北本ひまわりケアサポート（（介護予防）小規模多機能型居宅介護）） 埼玉県北本市中丸7丁目52番地1 048-577-3133 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100461 30 平成31年1月30日 ○ 株式会社ひまわりケアサポート 埼玉県上尾市小泉四丁目19番地1 桶川　ひまわりケアサポート（短期入所生活介護） 埼玉県桶川市坂田1365-7 048-728-2888 ①,②,④,⑤ 平成31年2月1日

111100462 30 平成31年1月31日 ○ 株式会社ＶＩＳＩＯＮ 埼玉県児玉郡上里町大字七本木3088番地1 シルバーホームこむぎ※サ高住 埼玉県児玉郡上里町大字神保原町2026番地1 0495-34-3456 ①,②,④ 平成31年2月1日

111100463 30 平成31年1月31日 ○ 株式会社ＶＩＳＩＯＮ 埼玉県児玉郡上里町大字七本木3088番地1 シルバーホームこむぎ弐番館※サ高住 埼玉県児玉郡神川町大字元原168 0495-77-5570 ①,②,④ 平成31年2月1日

111100464 30 平成31年2月28日 ○ 社会福祉法人埼友会 埼玉県入間市二本木1083-1 特別養護老人ホーム聖愛園 埼玉県入間市二本木1083-1 04-2934-2431 ①,④（胃ろう） 平成31年3月1日
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111100465 30 平成31年2月28日 ○ 社会福祉法人埼友会 埼玉県入間市二本木1083-1 指定短期入所生活介護事業所　聖愛園 埼玉県入間市二本木1083-1 04-2934-2431 ①,④（胃ろう） 平成31年3月1日

111100466 30 平成31年3月12日 ○ 社会福祉法人リバティ 埼玉県さいたま市緑区松木3-29-5 特別養護老人ホーム　リバティハウス（短期入所生活介護） 埼玉県さいたま市緑区松木3-29-5 048-875-3111 ①,④ 平成31年4月1日

111100467 30 平成31年3月12日 ○ 社会福祉法人リバティ 埼玉県さいたま市緑区松木3-29-5 特別養護老人ホーム　リバティハウス新館 埼玉県さいたま市緑区松木3-29-5 048-875-3111 ①,④ 平成31年4月1日

111100468 30 平成31年3月11日 ○ 社会福祉法人　桑の実会 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6丁目2823番地12号 介護老人保健施設　ケアステーション所沢 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-2823-13 04-2921-1165 ①，②，④ 平成31年4月1日

111100469 30 平成31年3月29日 ○ 社会福祉法人山寿会 高知県高知市円行寺52-10 特別養護老人ホーム　島町花の郷 埼玉県さいたま市見沼区島町305 048-682-1165 ①,②,④ 平成31年4月1日

111100470 30 平成31年3月29日 ○ 株式会社日本エルダリ―ケアサービス 東京都千代田区永田町一丁目11番30号ｻｳｽﾋﾙ永田町5F おひさま介護サービス東松山 埼玉県東松山市松山町1-8-3 0493-25-6200 ①,②,③,④,⑤ 平成31年4月1日

111100473 31 平成31年4月23日 ○ 株式会社ライフトータルサービス 埼玉県東松山市大字新郷180番地5 ライフタウン輝里 埼玉県東松山市上唐子1523-1 0493-23-6055 ①,②,④ 平成31年5月1日

111100474 31 平成31年4月23日 〇 株式会社ライフトータルサービス 埼玉県東松山市大字新郷180番地6 ライフタウン愛里　弐番館 埼玉県東松山市上唐子1523-1 0493-23-6055 ①,②,④ 平成31年5月1日

111100475 31 平成31年4月26日 〇 社会福祉法人隼人会 埼玉県行田市大字白川戸275番地 まきば園（短期入所生活介護） 埼玉県行田市白川戸275 048-555-2202 ①,②,④ 平成31年5月1日

111100476 31 平成31年4月26日 〇 社会福祉法人晃和会 埼玉県日高市大字森戸新田99番地2 特別養護老人ホーム清雅園 埼玉県日高市森戸新田99-2 042-989-3331 ①,②,④ 平成31年5月1日

111100477 31 平成31年4月26日 〇 有限会社オリンコーポレーション 埼玉県越谷市弥栄町四丁目1番地84 ヘルパーステーション　アートプラス 埼玉県越谷市赤山本町2丁目17番地 ｸﾚｰﾙｿﾒﾔ102号室 048-967-5721 ①,②,④ 平成31年5月1日

111100478 31 令和1年5月30日 〇 社会福祉法人鳩山松寿会 埼玉県比企郡鳩山町大字小用554番地 介護老人福祉施設　鳩山松寿園東館 埼玉県比企郡鳩山町松ヶ丘4丁目1番3号 049-296-2121 ①,④ 令和元年6月1日

111100479 31 令和1年5月30日 〇 株式会社ライズ 埼玉県春日部市粕壁東五丁目15番37号 サービス付き高齢者向け住宅　なごみ小渕 埼玉県春日部市小渕1575-1 048-795-7011 ①,②,④ 令和元年6月1日

111100480 31 令和1年5月27日 〇 株式会社ケアサービス 東京都大田区大森北一丁目2番3号 フォーライフ草加※サ高住 埼玉県草加市西町863-1 048-923-6000 ①,②,④ 令和元年6月1日

111100481 31 令和1年5月28日 〇 株式会社明昭 東京都足立区保木間四丁目3番5号 白小鳩橋めいせい 埼玉県越谷市相模町7-3928-1 048-961-3080 ①,②,④,⑤ 令和元年6月1日

111100482 31 令和1年6月28日 〇 社会福祉法人愛誠会 静岡市葵区南沼上1815番1 特別養護老人ホーム　みさとガーデン 埼玉県三郷市小谷堀475-1 048-960-0351 ①,②,④ 令和元年7月1日

111100483 31 令和1年7月23日 〇 有限会社仁 埼玉県三郷市彦成二丁目336番地 みやこデイサービス 埼玉県吉川市上笹塚一丁目14 048-940-1192 ①,②,③,④,⑤ 令和元年8月1日

111100484 31 令和1年7月26日 〇 有限会社介護サービスたんぽぽ 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1335番地7 住宅型有料老人ホーム　たんぽぽ 埼玉県大里郡寄居町寄居433-2 048-586-1720 ①,②,④,⑤ 令和元年8月1日

111100485 31 令和1年7月26日 〇 有限会社介護サービスたんぽぽ 埼玉県大里郡寄居町大字寄居1335番地7 デイサービス　たんぽぽ 埼玉県大里郡寄居町寄居433-2 048-586-1720 ①,②,④,⑤ 令和元年8月1日

111100486 31 令和1年7月26日 〇 社会福祉法人むつみ会 広島県尾道市向島町15644番地 介護老人福祉施設　春陽苑 埼玉県さいたま市西区飯田新田19-1 048-625-0707 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100487 31 令和1年7月26日 〇 社会福祉法人むつみ会 広島県尾道市向島町15644番地 介護老人福祉施設　春陽苑（短期入所生活介護） 埼玉県さいたま市西区飯田新田19-1 048-625-0707 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100488 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人畏敬会 埼玉県戸田市中町一丁目29番5 レーベンホームわらび（従来型） 埼玉県蕨市中央7-37-16 048-229-1070 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100489 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人畏敬会 埼玉県戸田市中町一丁目29番5 レーベンホームわらび（ショートステイ型） 埼玉県蕨市中央7-37-16 048-229-1070 ①,②,④ 令和元年8月1日
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111100490 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人畏敬会 埼玉県戸田市中町一丁目29番5 レーベンホームわらび（ユニット型） 埼玉県蕨市中央7-37-16 048-229-1070 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100491 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人畏敬会 埼玉県戸田市中町一丁目29番5 レーベンホームわらび（空床ユニット型） 埼玉県蕨市中央7-37-16 048-229-1070 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100492 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人友仁会 埼玉県鴻巣市前砂字頭殿1003番1 特別養護老人ホーム　てねる 埼玉県鴻巣市前砂1003-1 048-547-2477 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100493 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人友仁会 埼玉県鴻巣市前砂字頭殿1003番1 短期入所生活介護　てねる 埼玉県鴻巣市前砂1003-1 048-547-2477 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100494 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人枚方療育園 大阪府枚方市津田東町二丁目1番1号 特別養護老人ホームおきな 埼玉県行田市馬見塚693 048-557-3521 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100495 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人枚方療育園 大阪府枚方市津田東町二丁目1番1号 おきなショートステイ 埼玉県行田市馬見塚693 048-557-3521 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100496 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人枚方療育園 大阪府枚方市津田東町二丁目1番1号 特別養護老人ホームおきな（ユニット型） 埼玉県行田市馬見塚693 048-557-3521 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100497 31 令和1年7月31日 〇 社会福祉法人枚方療育園 大阪府枚方市津田東町二丁目1番1号 おきなショートステイ（ユニット型） 埼玉県行田市馬見塚693 048-557-3521 ①,②,④ 令和元年8月1日

111100498 31 令和1年8月29日 〇 社会福祉法人五葉会 埼玉県さいたま市見沼区大和田町二丁目1260番地ﾄﾔﾏﾋﾞﾙ301号 特別養護老人ホーム　緑水苑与野 埼玉県さいたま市中央区大戸1-33-12 048-853-1600 ①,②,④ 令和元年9月1日

111100499 31 令和1年8月29日 〇 社会福祉法人端午会 埼玉県所沢市大字久米字宮ｹ谷戸1538番2 特別養護老人ホーム　みなみの苑 埼玉県吉川市中曽根1559-2 048-984-0373 ①,②,④ 令和元年9月1日

111100500 31 令和1年8月27日 〇 社会福祉法人積善会 埼玉県上尾市大字瓦葺字稲荷八ｯ山2143番 特別養護老人ホーム　葺きの里（ユニット型小規模） 埼玉県上尾市瓦葺2143-2 048-720-2288 ① 令和元年9月1日

111100501 31 令和1年8月29日 〇 一般社団法人埼玉県保育事業団 埼玉県川口市戸塚東二丁目2番24号 けやき訪問介護 埼玉県草加市金明町568-1 ﾌﾟﾗｻﾞﾅｶﾑﾗ306 048-951-4111 ①,②,③,④,⑤ 令和元年9月1日

111100502 31 令和1年9月30日 〇 社会福祉法人健友会 埼玉県川越市大字吉田204番地2 グループホーム　みなみかぜ 埼玉県川越市吉田203番地3 049-239-6036 ①,②,④ 令和元年10月1日

111100503 31 令和1年9月30日 〇 株式会社フルール．CS 埼玉県上尾市大字今泉208番地1 フルール上尾訪問介護 埼玉県上尾市今泉208番地1 04-2941-4975 ①,②,④,⑤ 令和元年10月1日

111100504 31 令和1年9月30日 〇 有限会社スマイルライフ・サポート 埼玉県狭山市青柳23番地の2 ケアステーション　あすなろ 埼玉県狭山市青柳23-2 04-2941-4975 ①,②,③,④,⑤ 令和元年10月1日

111100505 31 令和1年10月16日 ○ 社会福祉法人鳩山松寿会 埼玉県比企郡鳩山町大字小用554番地 鳩山松寿園指定訪問介護事業所 埼玉県比企郡鳩山町小用554 049-296-5855 ①,②,④ 令和元年11月1日

111100506 31 令和1年10月25日 ○ 社会福祉法人かつみ会 埼玉県深谷市山河557番地1 特別養護老人ホームエンゼルの丘 埼玉県深谷市今泉625番地 048-546-1207 ①,②,③,④,⑤ 令和元年11月1日

111100507 31 令和1年10月25日 ○ 社会福祉法人博光会 埼玉県さいたま市緑区原山四丁目233番1 特別養護老人ホーム　あけみ苑 埼玉県さいたま市緑区原山四丁目233番1 048-886-1111 ①,②,④ 令和元年11月1日

111100508 31 令和1年10月31日 ○ 株式会社ＶＩＳＩＯＮ 埼玉県児玉郡上里町大字七本木3088番地1 ケアホーム　こむぎ 埼玉県深谷市樫合70-1 0495-71-9991 ①,②,④ 令和元年11月1日

111100509 31 令和1年11月27日 ○ 株式会社ブレイスワン さいたま市大宮区桜木町四丁目708渋谷ﾋﾞﾙ2階 愛ステップ大宮 埼玉県さいたま市大宮区桜木町四丁目708渋谷ﾋﾞﾙ2階 048-640-2201 ①,②,③,④,⑤ 令和元年12月1日

111100512 31 令和1年11月28日 ○ 社会福祉法人熊谷福祉会 埼玉県熊谷市玉井1145番地1 特別養護老人ホームはなぶさ苑 埼玉県熊谷市玉井1145番地1 048-533-2700 ①,②,④ 令和元年12月1日

111100513 31 令和1年11月28日 ○ 社会福祉法人熊谷福祉会 埼玉県熊谷市玉井1145番地1 はなぶさ苑短期入所生活介護事業所 埼玉県熊谷市玉井1145番地1 048-533-2700 ①,②,④ 令和元年12月1日

111100514 31 令和1年12月13日 ○ 社会福祉法人博寿会 埼玉県所沢市大字神米金505番1 地域密着型ケアハウス　飛鳥野の森 埼玉県所沢市神米金505-1 04-2990-2585 ①,②,④ 令和2年1月1日
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111100515 31 令和1年12月20日 ○ 株式会社福祉の街 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目12番地5 ふくしのまち　春日部 埼玉県春日部市金崎982-1 048-718-2200 ①,②,③④ 令和2年1月1日

111100516 31 令和1年12月23日 ○ 有限会社武田 埼玉県熊谷市中恩田518番地 グループホーム里の家 埼玉県熊谷市中恩田518番地 048-536-7778 ①,②,③,④,⑤ 令和2年1月1日

111100517 31 令和1年12月23日 ○ 有限会社武田 埼玉県熊谷市中恩田518番地 小規模多機能ホーム里の家 埼玉県熊谷市中恩田521番地 048-536-7111 ①,②,③,④,⑤ 令和2年1月1日

111100518 31 令和1年12月18日 ○ 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋二丁目24番3号 やさしい手上小町巡回訪問介護事業所 埼玉県さいたま市大宮区上小町1481-1 048-613-4473 ①,②,③,④,⑤ 令和2年1月1日

111100519 31 令和1年12月23日 ○ 社会福祉法人敬寿会 埼玉県東松山市大字大谷4106番地 年輪福祉ホーム（従来型） 埼玉県東松山市大字大谷4106 0493-39-2112 ①,②,④ 令和2年1月1日

111100520 31 令和1年12月23日 ○ 社会福祉法人敬寿会 埼玉県東松山市大字大谷4106番地 年輪福祉ホーム（従来型）　短期入所生活介護 埼玉県東松山市大字大谷4106 0493-39-2112 ①,②,④ 令和2年1月1日

111100521 31 令和1年12月20日 ○ 社会福祉法人敬寿会 埼玉県東松山市大字大谷4106番地 年輪福祉ホーム（ユニット型小規模） 埼玉県東松山市大字大谷4106 0493-39-2112 ①,②,④ 令和2年1月1日

111100522 31 令和1年12月20日 ○ 社会福祉法人敬寿会 埼玉県東松山市大字大谷4106番地 年輪福祉ホーム（ユニット型小規模）　短期入所生活介護 埼玉県東松山市大字大谷4106 0493-39-2112 ①,②,④ 令和2年1月1日

111100523 31 令和2年1月22日 〇 smile factory合同会社 埼玉県さいたま市南区文蔵一丁目20番12号 スマイル　ファクトリー 埼玉県さいたま市南区文蔵1-20-12 090-2243-0753 ①,②,③,④,⑤ 令和2年2月1日

111100524 31 令和2年1月30日 〇 株式会社福祉の街 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目12番地5 看護小規模多機能ふくしのまち上尾 埼玉県上尾市壱丁目451-1 048-725-6662 ①,②,④ 令和2年2月1日

111100525 31 令和2年1月22日 〇 株式会社アールスタッフ 埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目12番地5 アールスタッフ上尾ケアサービス 埼玉県上尾市向山2-40-1上尾ｱｸｱﾋﾙｽﾞ2F202号 048-780-3051 ①,②,④ 令和2年2月1日

111100526 31 令和2年1月22日 〇 株式会社さくらモンデックス 東京都港区芝四丁目9番3号芝石井ﾋﾞﾙ8階 さくら・介護ステーション所沢駅前 埼玉県所沢市くすのき台三丁目7番地8T･Iﾋﾞﾙ201号室 04-2941-3710 ①,②,④ 令和2年2月1日

111100527 31 令和2年2月21日 〇 社会福祉法人福祉の森 広島県呉市川尻町西六丁目10番1号 特別養護老人ホーム　恵の里 埼玉県さいたま市見沼区東宮下1-13-1 048-680-1011 ①,② 令和2年3月1日

111100528 31 令和2年2月26日 〇 社会福祉法人神流福祉会 埼玉県児玉郡神川町大字八日市739番地2 老人保健施設かみかわ 埼玉県児玉郡神川町大字新里2783-5 0495-77-2060 ①,② 令和2年3月1日

111100529 31 令和2年3月23日 〇 株式会社アイケイメディカル 埼玉県加須市向川岸町7番37号210 エスポワール熊谷（※住宅型サ高住） 埼玉県熊谷市上之2806番地2 048-578-8873 ①,②,④ 令和2年4月1日

111100530 31 令和2年3月23日 〇 株式会社ハンドベル・ケア 東京都板橋区小豆沢二丁目19番11号 ケアピリカみさと 埼玉県三郷市新和5-244 048-951-4730 ①,②,③,④ 令和2年4月1日

111100531 31 令和2年3月24日 〇 社会福祉法人かがやき 埼玉県春日部市不動院野字修理６４３番地 特別養護老人ホームひかり 埼玉県春日部市不動院野６４３番地 048-755-5391 ①,②,④ 令和2年4月1日

111100532 31 令和2年3月27日 〇 社会福祉法人かがやき 埼玉県春日部市不動院野字修理６４３番地 特別養護老人ホーム　そら 埼玉県春日部市不動院野６４７番地 048-755-5440 ①,②,④ 令和2年4月1日

111100533 2 令和2年4月27日 〇 医療法人瑞穂会 埼玉県川越市中台元町一丁目16番11 介護老人保健施設　瑞穂の里 埼玉県川越市中台元町1-16-11 049-241-3240 ①，④ 令和2年5月1日

111100534 2 令和2年4月27日 〇 コスモプラス株式会社 埼玉県さいたま市北区土呂町二丁目12番20号 コスモ訪問看護リハビリステーションレイクタウン 埼玉県越谷市西方2-10-12 048-971-9211 ①,②,③,④ 令和2年5月1日

111100535 2 令和2年4月27日 〇 社会福祉法人熊谷福祉の里 埼玉県熊谷市太井1777番地1 特別養護老人ホーム　クイーンズビラ桶川 埼玉県桶川市坂田845-1 048-728-8887 ①,②,④,⑤ 令和2年5月1日

111100536 2 令和2年4月27日 〇 社会福祉法人熊谷福祉の里 埼玉県熊谷市太井1777番地1 クイーンズビラ桶川ショートステイ 埼玉県桶川市坂田845-1 048-728-8887 ①,②,④,⑤ 令和2年5月1日

111100537 2 令和2年5月26日 〇 社会福祉法人端午会 埼玉県所沢市久米１５３８－２ 特別養護老人ホーム　ところの苑 埼玉県所沢市久米１５３８－２ 04-2929-6955 ①,②,④,⑤ 令和2年6月1日
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111100538 2 令和2年5月26日 〇 社会福祉法人端午会 埼玉県所沢市久米１５３８－２ 特別養護老人ホーム　ところの苑（短期入所生活介護） 埼玉県所沢市久米１５３８－２ 04-2929-6955 ①,②,④,⑤ 令和2年6月1日

111100539 2 令和2年5月26日 〇 社会福祉法人幸光福祉会 埼玉県越谷市南萩島７７０ 特別養護老人ホームさち 埼玉県越谷市神明町３－１８ 048-966-2525 ①,②,④ 令和2年6月1日

111100540 2 令和2年5月25日 〇 株式会社充実ライフ 埼玉県熊谷市原島１３４１番地１ デイサービス富士第２ 埼玉県熊谷市原島１２８９－１ 048-577-3240 ①,②,④ 令和2年6月1日

111100541 2 令和2年5月26日 〇 秩父市 埼玉県秩父市熊木町８番１５号 秩父市特別養護老人ホーム　偕楽苑 埼玉県秩父市蒔田１９７７番地 0494-23-2313 ①,② 令和2年6月1日

111100542 2 令和2年5月26日 〇 社会福祉法人秩父市社会福祉事業団 埼玉県秩父市蒔田１９７７番地
秩父市特別養護老人ホーム 偕楽苑（短期入所生活
介護）

埼玉県秩父市蒔田１９７７番地 0494-23-2314 ①,② 令和2年6月1日

111100543 2 令和2年6月26日 〇 株式会社グランディック 東京都中央区日本橋２－１６－４ 有料老人ホーム　グランシア川口 埼玉県川口市芝２７６０－３ 048-264-5550 ①,②,④,⑤ 令和2年7月1日

111100544 2 令和2年6月25日 〇 社会福祉法人ピースクエア 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 特別養護老人ホームけやきの杜（従来型） 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 048-593-8080 ④ 令和2年7月1日

111100545 2 令和2年6月25日 〇 社会福祉法人ピースクエア 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 特別養護老人ホームけやきの杜（従来型）短期入所生活介護 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 048-593-8080 ④ 令和2年7月1日

111100546 2 令和2年6月25日 〇 社会福祉法人ピースクエア 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 特別養護老人ホームけやきの杜（ユニット型） 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 048-593-8080 ①,②,④ 令和2年7月1日

111100547 2 令和2年6月25日 〇 社会福祉法人ピースクエア 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 特別養護老人ホームけやきの杜（ユニット型）短期入所生活介護 埼玉県北本市朝日一丁目３０番１ 048-593-8080 ①,②,④ 令和2年7月1日

111100548 2 令和2年6月26日 〇 特定非営利活動法人　原町ケアクラブ 埼玉県川口市原町３番３４号 原町ケアクラブ 埼玉県川口市原町３番３４号 048-253-3033 ①④ 令和2年7月1日

111100549 2 令和2年7月29日 〇 社会福祉法人あかね会 埼玉県三郷市南蓮沼３３０－１ 特別養護老人ホームガジュマルの郷 埼玉県三郷市南蓮沼３３０－１ 048-953-8300 ①,② 令和2年8月1日

111100550 2 令和2年7月29日 〇 社会福祉法人あかね会 埼玉県三郷市南蓮沼３３０－１ 特別養護老人ホームガジュマルの郷（短期入所生活介護） 埼玉県三郷市南蓮沼３３０－１ 048-953-8300 ①,② 令和2年8月1日

111100551 2 令和2年7月29日 〇 社会福祉法人泰幸福祉会 埼玉県朝霞市大字溝沼字仲田１２３１－２ 地域密着型特別養護老人ホーム朝霞苑 埼玉県朝霞市大字溝沼字仲田１２３１－２ 048-424-7911 ①,②,④,⑤ 令和2年8月1日

111100552 2 令和2年7月29日 〇 社会福祉法人泰幸福祉会 埼玉県朝霞市大字溝沼字仲田１２３１－２ 特別養護老人ホーム朝霞苑（短期入所生活介護） 埼玉県朝霞市大字溝沼字仲田１２３１－２ 048-485-8873 ①,②,④,⑤ 令和2年8月1日

111100553 2 令和2年8月17日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ東大宮 埼玉県さいたま市見沼区東大宮6-9-2 048-682-3516 ①，②，④ 令和2年9月1日

111100554 2 令和2年8月20日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ与野 埼玉県さいたま市中央区上落合8-10-13 048-851-6767 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100555 2 令和2年8月19日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ南浦和 埼玉県さいたま市南区南浦和2-10-3 048-813-6980 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100556 2 令和2年8月17日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ入間 埼玉県入間市大字仏子910-12 04-2931-2777 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100557 2 令和2年8月20日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ越谷 埼玉県越谷市大沢2-13-40 048-970-8837 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100558 2 令和2年8月19日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ北本 埼玉県北本市東間4-13 048-540-3155 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100559 2 令和2年8月20日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ草加 埼玉県草加市新善町253 048-946-2011 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100560 2 令和2年8月19日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ大宮 埼玉県さいたま市大宮区上小町1151-1 048-657-9115 ①,②,④ 令和2年9月1日
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111100561 2 令和2年8月20日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ三郷中央 埼玉県三郷市中央1-26-2 ０４８－９４９－５３００ ①,②,④ 令和2年9月1日

111100562 2 令和2年8月19日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ川口東 埼玉県川口市原町9-15 048-250-3273 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100563 2 令和2年8月17日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ朝霞 埼玉県朝霞市幸町2-17-8 048-458-5521 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100564 2 令和2年8月19日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ東松山 埼玉県比企郡滑川町月の輪3-11-2 0493-61-0010 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100565 2 令和2年8月17日 〇 株式会社ベストライフ埼玉 埼玉県川口市戸塚三丁目3番１０号 ベストライフ上福岡 埼玉県ふじみ野市鶴ヶ岡3-19-77 049-256-5301 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100566 2 令和2年8月25日 〇 社会福祉法人錦江舎 岐阜県加茂郡八百津町久田見４０４４番地２ 特別養護老人ホーム　夢眠さくら 埼玉県さいたま市桜区町谷２－７－１８ 048-826-6336 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100567 2 令和2年8月25日 〇 社会福祉法人和泉の会 埼玉県児玉郡神川町大字上阿久原567 特別養護老人ホームいずみ熊谷 埼玉県熊谷市平戸２１２－１ 048-598-5470 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100568 2 令和2年8月25日 〇 社会福祉法人和泉の会 埼玉県児玉郡神川町大字上阿久原567 いずみ熊谷（短期入所生活介護） 埼玉県熊谷市平戸２１２－１ 048-598-5470 ①,②,④ 令和2年9月1日

111100569 2 令和2年9月17日 〇 社会福祉法人ななくさ 埼玉県越谷市七左町６丁目１９１－１ 特別養護老人ホーム　えくぼ 埼玉県越谷市七左町６丁目１９１－１ 048-987-4787 ①,②,③,④ 令和2年10月1日

111100570 2 令和2年10月26日 〇 社会福祉法人元気村 埼玉県鴻巣市東１丁目１番２５号 特別養護老人ホームしょうぶ翔裕園 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲５２０５番 0480-87-0011 ①,②,④ 令和2年11月1日

111100571 2 令和2年10月26日 〇 社会福祉法人元気村 埼玉県鴻巣市東１丁目１番２５号 特別養護老人ホームしょうぶ翔裕園(短期入所生活介護) 埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲５２０５番 0480-87-0011 ①,②,④ 令和2年11月1日

111100572 2 令和2年10月26日 〇 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋２－２４－３中村ビル４階 やさしい手宮原巡回訪問介護事業所 埼玉県さいたま市北区宮原町１－６９７－２ 048-662-3810 ①,②,③,④,⑤ 令和2年11月1日

111100573 2 令和2年11月27日 〇 株式会社ソラスト 東京都港区港南一丁目７番１8号 介護付有料老人ホーム　ソラスト大宮 埼玉県さいたま市北区宮原町１－４６－１ 048-660-5431 ①,②,④ 令和2年12月1日

111100574 2 令和2年11月30日 〇 株式会社福祉の街 さいたま市大宮区桜木町１丁目１２番地５ デイサービスふくしのまち上尾 埼玉県上尾市日の出３－９－１ 048-778-5551 ①,②,④ 令和2年12月1日

111100575 2 令和2年12月16日 〇 社会福祉法人狭山公樹会 埼玉県狭山市大字上広瀬字霞ヶ丘９３９番１ 特別養護老人ホームひろせの杜 埼玉県狭山市大字上広瀬字霞ヶ丘９３９番１ 04-2936-8244 ①,②,④ 令和3年1月1日

111100576 2 令和2年12月17日 〇 社会福祉法人狭山公樹会 埼玉県狭山市大字上広瀬字霞ヶ丘９３９番１ ひろせの杜ショートステイ 埼玉県狭山市大字上広瀬字霞ヶ丘９３９番１ 04-2936-8244 ①,②,④ 令和3年1月1日

111100577 2 令和2年12月21日 〇 社会福祉法人北明会 埼玉県深谷市江原５７０ 特別養護老人ホーム深緑苑 埼玉県深谷市江原５７０ 048-575-0611 ①,② 令和3年1月1日

111100578 2 令和2年12月21日 〇 社会福祉法人北明会 埼玉県深谷市江原５７０ 特別養護老人ホーム深緑苑（短期入所生活介護） 埼玉県深谷市江原５７０ 048-575-0611 ①,② 令和3年1月1日

111100579 2 令和3年1月20日 〇 医療生協さいたま生活協同組合 埼玉県川口市木曽呂１３１７番地 ケアセンターかがやき（訪問介護） 埼玉県川口市中青木４－１－２４ 048-253-5186 ①②③ 令和3年2月1日

111100580 2 令和3年1月20日 〇 社会福祉法人　ハイマート 埼玉県加須市久下３丁目６番地１ 久下けやきハウス 埼玉県加須市久下３丁目６番地１ 0480-67-0014 ① 令和3年2月1日

111100581 2 令和3年1月20日 〇 社会福祉法人　ハイマート 埼玉県加須市久下３丁目６番地１ 久下けやきハウス（短期入所生活介護） 埼玉県加須市久下３丁目６番地１ 0480-67-0014 ① 令和3年2月1日

111100582 2 令和3年1月29日 〇 社会福祉法人　白岡白寿会 埼玉県白岡市千駄野663番1 いなほの看護小規模多機能 埼玉県白岡市西３－５－１ 0480-90-1740 ①,②④（胃ろう） 令和3年2月1日

111100583 2 令和3年3月26日 〇 特定非営利活動法人Village 埼玉県さいたま市岩槻区真福寺１２０８番地２ こびっと 埼玉県さいたま市中央区鈴谷３丁目１２－１５平和工業第２ビル２０２号室 048-711-3003 ①,②,③,④,⑤ 令和3年4月1日
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（様式２）

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿
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111100584 3 令和3年4月28日 〇 社会福祉法人千歳会 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目４番５号３階 特別養護老人ホーム　ちとせ北本 埼玉県北本市深井３－２５－１ 048-579-5110 ①,②,④,⑤ 令和3年5月1日

111100585 3 令和3年4月28日 〇 社会福祉法人千歳会 東京都中央区日本橋馬喰町２丁目４番５号３階 特別養護老人ホーム　ちとせ北本（短期入所生活介護） 埼玉県北本市深井３－２５－１ 048-579-5110 ①,②,④,⑤ 令和3年5月1日

111100586 3 令和3年5月26日 〇 株式会社訪問看護ステーション　みやび 埼玉県桶川市川田谷2881-3 ヘルパーステーション　みやび 埼玉県桶川市川田２８８１－３ 048-789-3085 ①,②,③,④,⑤ 令和3年6月1日

111100587 3 令和3年5月24日 〇 社会福祉法人　大桜会 埼玉県さいたま市見沼区南中野29番地 特別養護老人ホーム　大宮諏訪の苑 埼玉県さいたま市大宮区三橋４丁目８７５－２ 048-622-7300 ①,④(胃ろうのみ） 令和3年6月1日

111100588 3 令和3年5月24日 〇 社会福祉法人　大桜会 埼玉県さいたま市見沼区南中野29番地 特別養護老人ホーム　大宮諏訪の苑（短期入所生活介護） 埼玉県さいたま市大宮区三橋４丁目８７５－２ 048-622-7300 ①,④(胃ろうのみ） 令和3年6月1日

111100589 3 令和3年5月24日 〇 医療法人わかば会 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘4丁目7番13号 介護老人保健施設　つつじの郷 埼玉県朝霞市下内間木1363-1 048-458-1117 ①,②,④ 令和3年6月1日

111100590 3 令和3年5月24日 〇 社会福祉法人　弘優尽会 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－１３－４ 特別養護老人ホーム　けやきホームズ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－１３－４ 048-710-6888 ①,②,④ 令和3年7月1日

111100591 3 令和3年5月24日 〇 社会福祉法人　弘優尽会 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－１３－４ ショートステイ　けやきホームズ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋７－１３－４ 048-710-6888 ①,②,④ 令和3年7月1日

111100592 3 令和3年6月18日 〇 社会福祉法人　博愛福祉会 兵庫県加古川市平岡町新在家２３３３番地の２ ゆとり庵北越谷　訪問介護事業所 埼玉県越谷市大字大道６４３番地 080-9695-6888 ①,② 令和3年7月1日

111100593 3 令和3年6月21日 〇 社会福祉法人　博愛福祉会 兵庫県加古川市平岡町新在家２３３３番地の２ ゆとり庵北越谷　看護小規模多機能型居宅介護 埼玉県越谷市大字大道６４３番地 048-967-5414 ①,②,④ 令和3年7月1日

111100594 3 令和3年7月20日 〇 輸送ライン株式会社 埼玉県鴻巣市箕田４４４番地１フラワーシティＢ１０２ りんりん 埼玉県鴻巣市箕田４４４番地１フラワーシティＢ１０２ 048-501-6737 ①,②,③,④,⑤ 令和3年8月1日

111100595 3 令和3年7月20日 〇 e・ライフサポート株式会社 埼玉県さいたま市北区吉野町２丁目２８１番５号 訪問介護事業所・桜の宿 埼玉県さいたま市桜区大字宿１４０番地１ 048-851-0505 ①,④ 令和3年8月1日

111100596 3 令和3年8月16日 〇 社会福祉法人　安誠福祉会 埼玉県桶川市若宮一丁目５番２号 特別養護老人ホーム安誠園 埼玉県本庄市小和瀬１６６６番地 0495-27-0012 ①,④(胃ろうのみ） 令和3年9月1日

111100597 3 令和3年8月20日 〇 株式会社土屋 岡山県井原市井原町１９２番地２久安セントラルビル２階 ホームケア土屋　大宮 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町１丁目４９番地明和マンション701号 050-3647-0657 ①,②,③,④,⑤ 令和3年9月1日

111100598 3 令和3年8月24日 〇 社会福祉法人真正会 埼玉県川越市安比奈新田２９２－１ 特別養護老人ホーム　真寿園 埼玉県川越市安比奈新田２９２－１ 049-234-8838 ①,②,④ 令和3年9月1日

111100599 3 令和3年8月24日 〇 株式会社まごころ介護サービス 静岡県静岡市駿河区池田２２６番地の２ まごころの家＊あゆみ藤金 埼玉県鶴ヶ島市藤金２２６－６ 049-298-3430 ① 令和3年9月1日

111100600 3 令和3年9月9日 〇 社会福祉法人　熊谷福祉会 埼玉県熊谷市玉井1145番地1 介護老人保健施設はなぶさ 埼玉県熊谷市玉井３３６番地１ 048-533-0003 ①,②,④ 令和3年10月1日

111100601 3 令和3年9月9日 〇 社会福祉法人　熊谷福祉会 埼玉県熊谷市玉井1145番地1 介護老人保健施設はなぶさ短期療養介護事業所 埼玉県熊谷市玉井３３６番地１ 048-533-0003 ①,②,④ 令和3年10月1日

111100602 3 令和3年10月27日 〇 有限会社ソーシャルワーク本舗さいたま 埼玉県熊谷市村岡318番地1 なごみ介護サービス 埼玉県比企郡滑川町羽尾503-7小久保ハイツⅠ　101号室 0493-81-3587 ①,②,③,④,⑤ 令和3年11月1日

111100603 3 令和3年10月25日 〇 社会福祉法人優美会 埼玉県戸田市新曽南４丁目２番３５号 特別養護老人ホームとだ優和の杜（従来型） 埼玉県戸田市新曽南４丁目２番３５号 048-499-3010 ①,④ 令和3年11月1日

111100604 3 令和3年10月25日 〇 社会福祉法人優美会 埼玉県戸田市新曽南４丁目２番３５号 特別養護老人ホームとだ優和の杜（ユニット型） 埼玉県戸田市新曽南４丁目２番３５号 048-499-3010 ①,④ 令和3年11月1日

111100605 3 令和3年10月25日 〇 社会福祉法人優美会 埼玉県戸田市新曽南４丁目２番３５号 ショートステイとだ優和の杜 埼玉県戸田市新曽南４丁目２番３５号 048-499-3010 ①,④ 令和3年11月1日

111100606 3 令和3年10月27日 〇 社会福祉法人　親愛会 埼玉県川越市中台南２丁目15番地10 みどりのまち親愛 埼玉県川越市中台南２丁目15番地10 049-246-5611 ①,②,③,④,⑤ 令和3年11月1日
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111100607 3 令和3年10月27日 〇 社会福祉法人　親愛会 埼玉県川越市中台南２丁目15番地10 みどりのまち親愛(短期入所生活介護) 埼玉県川越市中台南２丁目15番地10 049-246-5611 ①,②,③,④,⑤ 令和3年11月1日

111100608 3 令和3年10月27日 〇 社会福祉法人　四季の会 埼玉県川越市小ヶ谷８８番地 特別養護老人ホーム　ここしあ 埼玉県川越市小ヶ谷８８番地 049-238-3311 ①,② 令和3年11月1日

111100609 3 令和3年11月24日 〇 有限会社スマイルライフ・サポート 埼玉県狭山市青柳23番地の2 ケアステーション　ハートフレンド 埼玉県深谷市東方町２－１５－５ 048-551-6885 ①,②,④ 令和3年12月1日

111100610 3 令和3年11月24日 〇 有限会社スマイルライフ・サポート 埼玉県狭山市青柳23番地の2 デイホームあすなろ 埼玉県狭山市青柳23番地の2 04-2900-0301 ①,②,③,④,⑤ 令和3年12月1日

111100611 3 令和3年12月27日 〇 社会福祉法人熊谷東雲会 埼玉県熊谷市大塚１７９番地２ 特別養護老人ホーム　玉の緒 埼玉県熊谷市大塚１７９－２ 048-527-3555 ①,④ 令和4年1月1日

111100612 3 令和4年2月24日 〇 株式会社グランディック 東京都千代田区神田須田町１－１０ 有料老人ホーム　グランシア美女木 埼玉県戸田市美女木１－３２－３１ 048-421-2525 ①,②,④ 令和4年3月1日

111100613 4 令和4年4月21日 〇 NSコーポレーション合同会社 埼玉県川越市古市場３６６番地１ まごころケア川越 埼玉県川越市大字砂久保５０番地１ 049-293-2886 ①,④(胃ろうのみ） 令和4年5月1日

111100614 4 令和4年4月27日 〇 社会福祉法人　石心福祉会 埼玉県狭山市大字上赤坂２９０番地１ 特別養護老人ホームオリーブ 月見乃館 埼玉県狭山市大字上赤坂２９０番地１ 04-2950-2400 ①,④(胃ろうのみ） 令和4年5月1日

111100615 4 令和4年4月25日 〇 社会福祉法人　靖和会 埼玉県狭山市柏原字北本宿１１８５番地６ 特別養護老人ホーム入間つつじの園 埼玉県入間市宮寺２４６７番地 04-2934-6800 ① 令和4年5月1日

111100616 4 令和4年5月19日 〇 株式会社Ｓ.ＬＩＮＫＳ 埼玉県さいたま市西区大字植田谷本８８８番地１ リンクスケア 埼玉県さいたま市見沼区東大宮５丁目４０－８－１０５号 048-796-3875 ①,②,③,④,⑤ 令和4年6月1日

111100617 4 令和4年5月25日 〇 合同会社エンゼルランプ 埼玉県川口市戸塚東一丁目１８番１５号アミューズ東川口１０１号 がじゅまる訪問介護事業所 埼玉県草加市花栗１－２３－６ 松岡荘２階２０１号室 048-934-9018 ①,②,③,④,⑤ 令和4年6月1日
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