
（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　⑤経鼻経管栄養

事業所名称

登録喀痰
吸引等
事業者

登録特定
行為事業者

112100001 24 平成24年4月1日 ○ アースサポート株式会社 東京都渋谷区本町1丁目4番14号 アースサポート大宮 入間郡毛呂山町南台5-38-5 048-682-4111 ①②③④ 平成24年4月1日

112100002 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　育心会 埼玉県入間郡毛呂山町大字市場1095 生活支援センター　向陽 さいたま市桜区大字五関396番地2 049-205-8151 ①②③ 平成24年4月1日

112100003 24 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　栄光会 埼玉県所沢市北野3丁目1番地18 訪問介護ステーション　さいたまロイヤルの園 春日部市新宿新田333番地140 048-859-7144 ①②③ 平成24年4月1日

112100004 24 平成24年4月1日 ○ 合同会社　ニコット 埼玉県春日部市新宿新田333番地140 にこっと介護サービス 川越市並木西町21-3 048-718-2525 ①②③ 平成24年4月1日

112100006 24 平成24年6月1日 ○ 有限会社　菅野基礎工業 埼玉県川口市戸塚東4丁目31番20号 愛花ケアサービス 入間郡毛呂山町川角504-1 048-298-8082 ①②③ 平成24年6月1日

112100007 24 平成24年7月1日 ○ 有限会社ケイアイ商会 埼玉県入間郡毛呂山町箕和田1-28 けいあい訪問介護事業所 狭山市入間川4-10-15 049-295-8198 ①③ 平成24年7月1日

112100009 24 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　狭山市社会福祉協議会 埼玉県狭山市入間川2丁目4番13号
社会福祉法人　狭山市社会福祉協議会
訪問介護・介護予防訪問介護事業所

狭山市富士見1丁目1番11号 04-2956-7665 ①③ 平成24年8月1日

112100011 24 平成24年9月15日 ○ 社会福祉法人　埼玉現成会 埼玉県飯能市永田527番地2 ホームヘルパーステーション　敦徳園 さいたま市緑区松木3丁目16番6号 042-975-1552 ①③ 平成24年9月15日

112100014 24 平成25年1月1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 ケアステーションかしの木 さいたま市南区白幡4-19-1 048-942-7502 ①② 平成25年1月1日

112100015 24 平成25年1月1日 ○ 株式会社　ソラスト 東京都千代田区神田佐久間町三丁目2番地 ホームヘルプサービス　ソラスト武蔵浦和 戸田市笹目5丁目35番地の22 048-845-6765 ③ 平成25年1月1日

112100016 24 平成25年1月1日 ○ 株式会社　健やか人生　福はうち 埼玉県戸田市笹目5丁目35番地の22 健やか人生　福はうち 深谷市本田6194 048-421-2981 ①②③ 平成25年1月1日

112100017 24 平成25年3月27日 ○ 有限会社　トップサポート 埼玉県深谷市本田6194番地 デイサービスセンター　ゆず 草加市谷塚町714番地 048-583-6859 ①②③ 平成25年4月1日

112100018 24 平成25年3月26日 ○ 株式会社　さくら 埼玉県草加市谷塚町714番地 愛ケアサービス 川口市芝5-16-45 048-928-3705 ①②④ 平成25年4月1日

112100019 24 平成25年3月28日 ○ 公益社団法人　埼玉県看護協会 埼玉県さいたま市中央区新中里三丁目3番8号 芝さかえ訪問介護事業所 さいたま市南区南本町1-11-8 048-266-2020 ③ 平成25年4月1日

112100020 25 平成25年6月6日 ○ 株式会社　日本エルダリーケアサービス 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ﾋﾞﾙ7階 おひさま介護サービスさいたま南 朝霞市本町2-2-37 048-710-5990 ① 平成24年4月1日

112100021 25 平成25年6月6日 ○ 株式会社　日本エルダリーケアサービス 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ﾋﾞﾙ7階 おひさま介護サービス朝霞 所沢市くすのき台3-4-6 048-452-6250 ① 平成24年4月1日

112100022 25 平成25年6月6日 ○ 株式会社　日本エルダリーケアサービス 東京都港区芝公園3-4-30 32芝公園ﾋﾞﾙ7階 おひさま介護サービス所沢 所沢市くすのき台3-4-6エシール所沢103 04-2991-6286 ① 平成24年4月1日

112100025 25 平成25年9月13日 ○ 特定非営利活動法人　グループみずほ 埼玉県富士見市西みずほ台三丁目3番地11 福祉ＮＰＯグループみずほ 加須市向川岸町7番37号 049-268-5333 ①③④ 平成25年9月20日

112100027 25 平成26年1月31日 ○ 株式会社　はぐくみケア 埼玉県さいたま市緑区中尾2182-1 はぐくみケア 北葛飾郡杉戸町清地一丁目10番7号 048-826-5623 ①②③④⑤ 平成26年2月1日

112100028 26 平成26年12月19日 ○ 株式会社幸羽 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地三丁目18番18号 幸せの羽デイサービス 草加市草加一丁目10番1号 0480-36-1511 ①②④ 平成27年1月1日

112100029 27 平成27年8月4日 ○ 株式会社ソラスト 東京都港区港南一丁目7番18号 ホームヘルプサービス　ソラスト草加 川口市芝新町7-6 増田ﾋﾞﾙ3階 048-946-2460 ①③ 平成27年8月4日

112100030 27 平成27年8月13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 やさしい手川口芝新町訪問介護事業所 さいたま市大宮区三橋4-282 048-263-0113 ①②③ 平成27年8月13日

112100031 27 平成28年1月4日 ○ 合同会社あまみケア 埼玉県さいたま市大宮区三橋四丁目67番地3 あまみケアステーション 草加市花栗1-10-14ｴｽﾃｨ-ﾊｳｽ201 048-621-2007 ①③(①③は人工呼吸器装着者を含む）④ 平成28年1月4日

112100032 28 平成28年4月28日 ○ ㈱care story 埼玉県草加市両新田西町438番地8 さんわまつばらケアセンター 草加市両新田西町438-8 048-946-7755 ③ 平成28年5月1日

112100033 28 平成28年4月28日 ○ ㈱care story 埼玉県草加市両新田西町438番地8 ヘルパーステーションさんわ さいたま市大宮区吉敷町1-133-1 048-920-5523 ③ 平成28年5月1日

112100034 28 平成28年9月1日 〇 テルウェル東日本株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目14番9号 テルウェル東日本　さいたま介護センタ 越谷市谷中町1丁目14番地1 048-640-7756 ①③④ 平成28年9月1日

112100036 28 平成28年12月28日 〇 医療法人財団健和会 東京都足立区千住曙町4番16号 千住曙共同会館3階 
医療法人財団健和会　複合型サービスまいほーむ
新みさと

埼玉県三郷市采女１-７６　２階 048-950-3212 ①②③④⑤ 平成29年1月1日

112100037 29 平成29年5月31日 ○ 株式会社　ソラスト 東京都港区港南1丁目7番18号 ホームヘルプサービス　ソラスト浦和
さいたま市西区西遊馬367-5ﾌﾞﾗｲｴﾎﾟｰﾘ湯澤1
階

048-884-4105 ①③④ 平成29年6月1日
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112100038 29 平成29年8月29日 ○ 医療法人　博滇会 埼玉県さいたま市西区西遊馬1260-1 くるみ さいたま市桜区白鍬736-8ｾﾝﾁｭﾘｰﾃﾗｽ白鍬 048-783-5682 ①②③⑤ 平成29年9月1日

112100039 29 平成29年12月26日 ○ 株式会社やさしい手 東京都目黒区大橋2丁目24番3号
やさしい手白鍬定期巡回・随時対応型訪問介護看
護事業所

川越市下小坂1130 048-840-5087 ④ 平成30年1月1日

112100040 30 平成30年7月31日 ○ 社会福祉法人キングズ・ガーデン埼玉 埼玉県川越市下小坂1130 川越キングス・ガーデン 春日部市栄町1-40 049-232-5155 ①③④ 平成30年8月1日

112100041 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春日部 春日部市栄町1-40 048-753-3020 ①③ 平成31年4月1日

112100042 31 令和元年9月30日 〇 特定非営利活動法人はぁとびぃと 埼玉県比企郡ときがわ町大字別所字悪戸43番地6 ぴゅあケアサービス 埼玉県比企郡小川町大塚146-2　カーサアビラ202 0493-74-6316 ①,②,③,④ 令和1年10月1日

112100043 2 令和2年4月28日 〇 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四丁目10番5号 東京海上日動みずたま介護ST南浦和
埼玉県さいたま市南区南浦和2－36－11　カト
レヤビル2階

048-813-6271 ① 令和2年5月1日

112100044 2 令和2年6月25日 〇 特定非営利活動法人　ふぁみりぃK 埼玉県さいたま市桜区南元宿二丁目２７番１号 特定非営利活動法人　ふぁみりぃK 埼玉県さいたま市桜区町谷１－９－８ 048-857-8805 ①③④ 令和2年7月1日

112100045 2 令和2年12月17日 〇 株式会社　幸羽 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地三丁目１８番１８号 幸せの羽　ホームケア 埼玉県北葛飾郡杉戸町清地１－１０－７ 0480-36-1511 ①②④ 令和3年1月1日

112100046 3 令和3年6月23日 〇 あやめケアサービス合同会社 埼玉県川口市上青木1-22-23 あやめケアサービス 埼玉県川口市上青木1-22-2 パールハイム103号 048-229-2028 ①,②,③,④ 令和3年7月1日


