
（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

代表者（法人名） 施設長　　神之浦　剛史　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 特別養護老人ホーム　つばきの里 南松浦郡新上五島町浦桑郷1008-5 0959-54-2411

代表者（法人名） 施設長　　神之浦　剛史　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 短期入所生活介護　つばきの里 南松浦郡新上五島町浦桑郷1008-5 0959-54-2411

代表者（法人名） 施設長　　神之浦　剛史　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 介護予防短期入所生活介護　つばきの里 南松浦郡新上五島町浦桑郷1008-5 0959-54-2411

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 特別養護老人ホーム　サンハイツ 長崎市油木町65-14 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 特別養護老人ホーム　サンハイツ 長崎市油木町65-14 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 ショートステイ　サンハイツ 長崎市油木町65-14 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 ショートステイ　サンハイツ 長崎市油木町65-14 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 地域密着型特別養護老人ホーム　サンハイツ青山中央 長崎市青山町14-1 095-860-0015

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 地域密着型特別養護老人ホーム　サンハイツ青山中央 長崎市青山町14-1 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 地域密着型特別養護老人ホーム　サンハイツ青山中央 長崎市青山町14-1 095-860-0015

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 ショートステイ　サンハイツ青山中央 長崎市青山町14-1 095-860-0015

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 ショートステイ　サンハイツ青山中央 長崎市青山町14-1 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65-14） （095-843-3812）

事業所 ショートステイ　サンハイツ青山中央 長崎市青山町14-1 095-860-0015

代表者（法人名） 施設長　　神之浦　玲志　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 つつじが丘 南松浦郡新上五島町有川郷2369-1 0959-42-0705

代表者（法人名） 施設長　　神之浦　玲志　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 短期入所生活介護事業所　つつじが丘 南松浦郡新上五島町有川郷2369-1 0959-42-0705

代表者（法人名） 施設長　　土肥　輝美　（社会福祉法人　愛和会） （平戸市辻町178） （0950-27-2200）

事業所 特別養護老人ホーム　わだつみの里 平戸市辻町178 0950-27-2200

代表者（法人名） 理事長　吉住　威三美　（社会福祉法人　愛和会） （平戸市辻町178） （0950-27-2200）

事業所 特別養護老人ホーム　わだつみの里 平戸市辻町178 0950-27-2200

代表者（法人名） 施設長　　土肥　輝美　（社会福祉法人　愛和会） （平戸市辻町178） （0950-27-2200）

事業所 わだつみの里　ショートステイ事業所 平戸市辻町178 0950-27-2200

代表者（法人名） 理事長　吉住　威三美　（社会福祉法人　愛和会） （平戸市辻町178） （0950-27-2200）

事業所 わだつみの里　ショートステイ事業所 平戸市辻町178 0950-27-2200

代表者（法人名） 施設長　　田中　正彦　（社会福祉法人　時津会） （西彼杵郡時津町西時津郷1235） （095-882-0123）

事業所 特別養護老人ホーム　時津荘 西彼杵郡時津町西時津郷1235 095-882-0123

代表者（法人名） 管理者　　田中　正彦　（社会福祉法人　時津会） （西彼杵郡時津町西時津郷1235） （095-882-0123）

事業所 時津荘老人短期入所事業 西彼杵郡時津町西時津郷1235 095-882-0123

代表者（法人名） 管理者　　田中　正彦　（社会福祉法人　時津会） （西彼杵郡時津町西時津郷1235） （095-882-0123）

事業所 時津荘障害者短期入所事業 西彼杵郡時津町西時津郷1235 095-882-0123
421110014 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110013 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110012 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110011 令和2年3月30日 ○ ①、④ 令和2年3月30日

421110011 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110010 令和2年3月30日 ○ ①、④ 令和2年3月30日

421110010 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110009 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110008 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

令和元年6月24日 ○ ①、②、④ 令和元年6月24日

令和元年12月27日 ○ ② 令和元年12月27日421110007

平成24年3月30日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

令和元年6月24日 ○ ①、②、④ 令和元年6月24日

令和元年12月27日 ○ ② 令和元年12月27日421110006

平成24年3月30日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

令和元年6月24日 ○ ①、②、④ 令和元年6月24日

421110005

平成24年3月30日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

令和元年6月24日 ○ ①、②、④ 令和元年6月24日

421110004

平成24年3月30日 ○ ①、④ 平成24年4月1日

421110003 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110002 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110001 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 施設長　　峯　彬　（社会福祉法人　幸和会） （雲仙市吾妻町大木場名字桑原75-2） （0957-20-0055）

事業所 特別養護老人ホーム　びざん 島原市緑町8200 0957-64-2205

代表者（法人名） 理事長　　神之浦　文三　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 社会福祉法人　秀峯会　特別養護老人ホーム　きじの里 五島市岐宿町二本楠375 0959-83-1246

代表者（法人名） 理事長　　神之浦　文三　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 社会福祉法人　秀峯会　短期入所事業所　きじの里 五島市岐宿町二本楠375 0959-83-1246

代表者（法人名） 理事長　　臼井　和裕　（社会福祉法人　恵仁会） （長崎市古賀町806-2） （095-839-2775）

事業所 社会福祉法人　恵仁会　介護老人福祉施設　古賀の里 長崎市古賀町806-2 095-839-2775

代表者（法人名） 理事長　　臼井　和裕　（社会福祉法人　恵仁会） （長崎市古賀町806-2） （095-839-2775）

事業所 社会福祉法人　恵仁会　短期入所生活介護事業所　古賀の里 長崎市古賀町806-2 095-839-2775

代表者（法人名） 理事長　　東房　昭一　（社会福祉法人　西友会） （佐世保市相浦町606-1） （0956-48-6001）

事業所 あいのうら 佐世保市相浦町606-1 0956-48-6001

代表者（法人名） 理事長　　東房　昭一　（社会福祉法人　西友会） （佐世保市相浦町606-1） （0956-48-6001）

事業所 特別養護老人ホーム　あいのうら（短期入所生活介護） 佐世保市相浦町606-1 0956-48-6001

代表者（法人名） 理事長　　福田　量　（社会福祉法人　福壽会） （佐世保市宇久町平1904-3） （0959-57-3888）

事業所 特別養護老人ホーム　啓寿園 佐世保市宇久町平1904-3 0959-57-3888

代表者（法人名） 施設長　　喜多　幸枝　（社会福祉法人　楽山会） （島原市江里町乙2010-1） （0957-62-5328）

事業所 特別養護老人ホーム　淡淡荘 島原市江里町乙2010-1 0957-62-5328

代表者（法人名） 施設長　　喜多　幸枝　（社会福祉法人　楽山会） （島原市江里町乙2010-1） （0957-62-5328）

事業所 特別養護老人ホーム　淡淡荘（短期入所生活介護） 島原市江里町乙2010-1 0957-62-5328

代表者（法人名） 理事長　　中谷　功　（社会福祉法人　値賀の里） （北松浦郡小値賀町笛吹郷1756-2） （0959-56-4141）

事業所 社会福祉法人　値賀の里　特別養護老人ホーム　養寿園 北松浦郡小値賀町笛吹郷1756-2 0959-56-4141

代表者（法人名） 理事長　　中谷　功　（社会福祉法人　値賀の里） （北松浦郡小値賀町笛吹郷1756-2） （0959-56-4141）

事業所 社会福祉法人　値賀の里　短期入所生活介護　養寿園 北松浦郡小値賀町笛吹郷1756-2 0959-56-4141

代表者（法人名） 理事長　　土井添　健代　（社会福祉法人　寛寿会） （佐世保市俵ヶ浦町210） （0956-28-3038）

事業所 特別養護老人ホーム　海南荘 佐世保市俵ヶ浦町210 0956-28-3038

代表者（法人名） 理事長　　土井添　健代　（社会福祉法人　寛寿会） （佐世保市俵ヶ浦町210） （0956-28-3038）

事業所 短期入所生活介護事業所　海南荘 佐世保市俵ヶ浦町210 0956-28-3038

代表者（法人名） 理事長　　山﨑　善之　（社会福祉法人　善友会） （諫早市小長井町小川原浦656） （0957-27-6111）

事業所 特別養護老人ホーム　小長井希望園 諫早市小長井町井崎1406 0957-27-6110

代表者（法人名） 理事長　　山﨑　善之　（社会福祉法人　善友会） （諫早市小長井町小川原浦656） （0957-27-6111）

事業所 ショートステイ　小長井希望園 諫早市小長井町井崎1406 0957-27-6110

代表者（法人名） 理事長　　生田　照美　（社会福祉法人　なる共生会） （五島市奈留町船廻879-1） （0959-64-4848）

事業所 特別養護老人ホーム　なるの里 五島市奈留町船廻879-1 0959-64-4848

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （雲仙市瑞穂町古部乙1392-1） （0957-77-4011） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成25年5月1日 事業所 特別養護老人ホーム　うんぜんの里 雲仙市瑞穂町古部乙1392-1 0957-77-4011 ①、②、④、⑤ 平成25年5月1日

代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （雲仙市瑞穂町古部乙1392-1） （0957-77-4011）

事業所 特別養護老人ホーム　うんぜんの里 雲仙市瑞穂町古部乙1392-1 0957-77-4011

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （雲仙市瑞穂町古部乙1392-1） （0957-77-4011） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成25年5月1日 事業所 短期入所生活介護　うんぜんの里 雲仙市瑞穂町古部乙1392-1 0957-77-4011 ①、②、④、⑤ 平成25年5月1日

代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （雲仙市瑞穂町古部乙1392-1） （0957-77-4011）

事業所 短期入所生活介護　うんぜんの里 雲仙市瑞穂町古部乙1392-1 0957-77-4011

代表者（法人名） 理事長　　築地　祥介　（社会福祉法人　敬真会） （南松浦郡新上五島町若松郷288） （0959-46-3533）

事業所 特別養護老人ホーム　わかまつ 南松浦郡新上五島町若松郷288 0959-46-3533
421110034 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110033 令和元年8月23日 ○ ①、②、④、⑤ 決裁日

決裁日

421110033 ○

421110032 ○

421110032 令和元年8月23日 ○ ①、②、④、⑤

421110031 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110030 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110029 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110028 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110027 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110026 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110025 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110024 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110023 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110022 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110021 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110020 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110019 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110018 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110017 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110016 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110015 平成24年3月30日 ○ ①、②、④、⑤ 平成24年4月1日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 理事長　　築地　祥介　（社会福祉法人　敬真会） （南松浦郡新上五島町若松郷288） （0959-46-3533）

事業所 わかまつ短期入所生活介護事業所 南松浦郡新上五島町若松郷288 0959-46-3533

代表者（法人名） 施設長　　藤田　喜代治　（社会福祉法人　白寿会） （南島原市加津佐町丙1855-2） （0957-87-4314）

事業所 特別養護老人ホーム　平戸荘 平戸市紐差町450 0950-28-1155

代表者（法人名） 管理者　　西川　正徳　（社会福祉法人　鳳彰會） （長崎市早坂町1180-4） （095-823-7744）

事業所 特別養護老人ホーム　ひこばえ 長崎市早坂町1180-7 095-821-7165

代表者（法人名） 施設長　　西井　貴則　（社会福祉法人　慈誠会） （佐世保市岳野町107-1） （0956-49-2020）

事業所 特別養護老人ホーム　たけんの 佐世保市岳野町107-1 0956-49-2020

代表者（法人名） 管理者　　西井　貴則　（社会福祉法人　慈誠会） （佐世保市岳野町107-1） （0956-49-2020）

事業所 ショートステイ　たけんの 佐世保市岳野町107-1 0956-49-2020

平成24年3月30日 代表者（法人名） 施設長　　北島　淳朗　　（社会福祉法人　ふるさと） （西海市西海町川内郷1484） （0959-32-2323） ① 平成24年4月1日

平成25年11月28日 事業所 特別養護老人ホーム　ふるさと 西海市西海町川内郷1484 0959-32-0785 ①、④ 平成25年12月1日

平成24年3月30日 代表者（法人名） 施設長　　北島　淳朗　　（社会福祉法人　ふるさと） （西海市西海町川内郷1484） （0959-32-2323） ① 平成24年4月1日

平成25年11月28日 事業所 特別養護老人ホーム　ふるさと　短期入所生活介護　ふるさと 西海市西海町川内郷1484 0959-32-0785 ①、④ 平成25年12月1日

代表者（法人名） 理事長　　品川　一博　（社会福祉法人　由起会） （佐世保市上柚木町2515） （0956-46-0505）

事業所 特別養護老人ホーム　ゆずの里 佐世保市上柚木町2515 0956-46-0505

代表者（法人名） 理事長　　品川　一博　（社会福祉法人　由起会） （佐世保市上柚木町2515） （0956-46-0505）

事業所 特別養護老人ホーム　ゆずの里 佐世保市上柚木町2515 0956-46-0505

代表者（法人名） 理事長　　品川　一博　（社会福祉法人　由起会） （佐世保市上柚木町2515） （0956-46-0505）

事業所 特別養護老人ホーム　ゆずの里 佐世保市上柚木町2515 0956-46-0505

代表者（法人名） 施設長　　八木　利則　（社会福祉法人　平和会） （南島原市北有馬町甲3181-8） （0957-84-2500）

事業所 特別養護老人ホーム　有馬荘 南島原市北有馬町甲3181-8 0957-84-2500

代表者（法人名） 施設長　　福田　喜行　（社会福祉法人　世知原福祉会） （佐世保市ハウステンボス町4-3） （0956-27-0666）

事業所 社会福祉法人　世知原福祉会　特別養護老人ホーム　パールホーム 佐世保市世知原町栗迎1 0956-76-2315

代表者（法人名） 施設長　　福田　喜行　（社会福祉法人　世知原福祉会） （佐世保市ハウステンボス町4-3） （0956-27-0666）

事業所 社会福祉法人　世知原福祉会　特別養護老人ホーム　パールホーム　併設型　短期入所生活介護 佐世保市世知原町栗迎1 0956-76-2315

代表者（法人名） 施設長　　久間　英俊　（社会福祉法人　白寿会） （南島原市加津佐町丙1855-2） （0957-87-4314）

事業所 特別養護老人ホーム　老福荘 佐世保市江迎町赤坂282-24 0956-65-2607

代表者（法人名） 施設長　金子　和生（社会福祉法人　白寿会） （南島原市加津佐町丙1855-2） （0957-87-4314）

事業所 特別養護老人ホーム　老福荘 佐世保市江迎町赤坂282-24 0956-65-2607

代表者（法人名） 理事長　　清水　大基　（社会福祉法人　五島和光会） （五島市野々切町2035-2） （0959-73-5560）

事業所 特別養護老人ホーム　緑乃園 五島市野々切町2035-2 0959-73-5560

代表者（法人名） 理事長　　清水　大基　（社会福祉法人　五島和光会） （五島市野々切町2035-2） （0959-73-5560）

事業所 緑乃園　短期入所生活介護 五島市野々切町2035-2 0959-73-5560

代表者（法人名） 理事長　　永田　喜八郎　（社会福祉法人　葉山会） （佐世保市黒髪町3729-2） （0956-20-8800）

事業所 特別養護老人ホーム　チューリップ 佐世保市黒髪町3729-2 0956-20-8800

代表者（法人名） 理事長　　永田　喜八郎　（社会福祉法人　葉山会） （佐世保市黒髪町3729-2） （0956-20-8800）

事業所 特別養護老人ホーム　チューリップ 佐世保市黒髪町3729-2 0956-20-8800

代表者（法人名） 理事長　　永田　喜八郎　（社会福祉法人　葉山会） （佐世保市黒髪町3729-2） （0956-20-8800）

事業所 短期入所生活介護事業所　チューリップ 佐世保市黒髪町3729-2 0956-20-8800

代表者（法人名） 理事長　　永田　喜八郎　（社会福祉法人　葉山会） （佐世保市黒髪町3729-2） （0956-20-8800）

事業所 短期入所生活介護事業所　チューリップ 佐世保市黒髪町3729-2 0956-20-8800

代表者（法人名） 理事長　大川　マス子（社会福祉法人　聖マリア会） （五島市松山町706-3） （0959-72-6129）

事業所 小規模特別養護老人ホーム　みみらくの里 五島市三井楽町濱ノ畔3129-3 0959-84-3942
421110051 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110050 令和2年3月26日 ○ ①、④ 令和2年3月26日

421110050 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110049 令和2年3月26日 ○ ①、④ 令和2年3月26日

421110049 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110048 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110047 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110046 令和2年2月27日 ○ ①、②、③、④、⑤ 令和2年2月27日

421110046 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110045 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110044 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110043 平成24年3月30日 ○ ① 平成24年4月1日

421110042 令和2年1月31日 ○ ①、②、④ 令和2年1月31日

平成24年4月1日

421110042 令和元年12月23日 ○ ② 令和元年12月23日

421110041 ○

421110042 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ

421110040 ○

421110039 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110038 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110037 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110036 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110035 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 理事長　大川　マス子（社会福祉法人　聖マリア会） （五島市松山町706-3） （0959-72-6129）

事業所 短期入所生活介護事業所　みみらくの里 五島市三井楽町濱ノ畔3129-3 0959-84-3942

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　　石本　直大　（社会福祉法人　慈愛会） （平戸市田平町山内免232） （0950-57-1966） ① 平成24年4月1日

平成25年5月20日 事業所 特別養護老人ホーム　田平ホーム 平戸市田平町山内免232 0950-57-1966 ①、②、④、⑤ 平成25年5月7日

代表者（法人名） 理事長　　石本　宗裕　（社会福祉法人　慈愛会） （平戸市田平町山内免232） （0950-57-1966）

事業所 特別養護老人ホーム　田平ホーム 平戸市田平町山内免232 0950-57-1966

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　　石本　直大　（社会福祉法人　慈愛会） （平戸市田平町山内免232） （0950-57-1966） ① 平成24年4月1日

平成25年5月20日 事業所 短期入所生活介護事業所　田平ホーム 平戸市田平町山内免232 0950-57-1966 ①、②、④、⑤ 平成25年5月7日

代表者（法人名） 理事長　　石本　宗裕　（社会福祉法人　慈愛会） （平戸市田平町山内免232） （0950-57-1966）

事業所 短期入所生活介護事業所　田平ホーム 平戸市田平町山内免232 0950-57-1966

平成24年3月30日 代表者（法人名） 施設長　　森下　徹也　（社会福祉法人　小浜会） （雲仙市小浜町北本町207） （0957-74-3711） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成25年7月19日 事業所 特別養護老人ホーム　湯楽苑 雲仙市小浜町北本町217 0957-74-3711 ①、②、④ 平成25年8月1日

平成24年3月30日 代表者（法人名） 施設長　　森下　徹也　（社会福祉法人　小浜会） （雲仙市小浜町北本町207） （0957-74-3711） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成25年7月19日 事業所 特別養護老人ホーム　湯楽苑　短期入所生活介護 雲仙市小浜町北本町217 0957-74-3711 ①、②、④ 平成25年8月1日

平成24年3月30日 代表者（法人名） 施設長　　宮﨑　洋子　（社会福祉法人　生月福祉会） （平戸市生月町山田免1889） （0950-53-2883） ① 平成24年4月1日

平成25年1月29日 事業所 特別養護老人ホーム　生寿園 平戸市生月町山田免2963-1 0950-53-2804 ①、④胃ろうのみ 平成25年2月1日

令和元年6月24日 ①、②、③、④ 令和元年6月24日

代表者（法人名） 施設長　　宮﨑　洋子　（社会福祉法人　生月福祉会） （平戸市生月町山田免1889） （0950-53-2883）

事業所 特別養護老人ホーム　生寿園 平戸市生月町山田免2963-1 0950-53-2804

代表者（法人名） 理事長　　山﨑　一人　（社会福祉法人　アソカ仁寿会） （佐世保市松瀬町1150） （0956-49-6070）

事業所 特別養護老人ホーム　あそかのもり 佐世保市松瀬町1150 0956-49-6070

代表者（法人名） 理事長　　山﨑　一人　（社会福祉法人　アソカ仁寿会） （佐世保市松瀬町1150） （0956-49-6070）

事業所 特別養護老人ホーム　あそかのもり 佐世保市松瀬町1150 0956-49-6070

代表者（法人名） 理事長　　山﨑　一人　（社会福祉法人　アソカ仁寿会） （佐世保市松瀬町1150） （0956-49-6070）

事業所 短期入所生活介護事業所　あそかのもり 佐世保市松瀬町1150 0956-49-6070

代表者（法人名） 理事長　　山﨑　一人　（社会福祉法人　アソカ仁寿会） （佐世保市松瀬町1150） （0956-49-6070）

事業所 短期入所生活介護事業所　あそかのもり 佐世保市松瀬町1150 0956-49-6070

代表者（法人名） 施設長　　明島　タキ子　（社会福祉法人　杏寿会） （南島原市布津町乙1862-2） （0957-72-5520）

事業所 特別養護老人ホーム　あけぼの荘 南島原市布津町乙1862-2 0957-72-5520

代表者（法人名） 施設長　　明島　タキ子　（社会福祉法人　杏寿会） （南島原市布津町乙1862-2） （0957-72-5520）

事業所 あけぼの荘　ショートステイ 南島原市布津町乙1862-2 0957-72-5520

代表者（法人名） 理事長　　梅木　公子　（社会福祉法人　聖マリア会） （五島市松山町706-3） （0959-72-6129）

事業所 介護老人福祉施設　聖マリアの園 五島市松山町706-3 0959-72-6129

代表者（法人名） 理事長　　梅木　公子　（社会福祉法人　聖マリア会） （五島市松山町706-3） （0959-72-6129）

事業所 短期入所生活介護事業所　聖マリアの園 五島市松山町706-3 0959-72-6129

代表者（法人名） 施設長　　長池　要一郎　（社会福祉法人　長和会） （南島原市有家町尾上4085） （0957-82-8300）

事業所 特別養護老人ホーム　有宝荘 南島原市有家町尾上4085 0957-82-8300

代表者（法人名） 理事長　長池　庄一郎　（社会福祉法人　長和会） （南島原市有家町尾上4085） （0957-82-8300）

事業所 特別養護老人ホーム　有宝荘 南島原市有家町尾上4085 0957-82-8300

代表者（法人名） 施設長　　長池　要一郎　（社会福祉法人　長和会） （南島原市有家町尾上4085） （0957-82-8300）

事業所 社会福祉法人　長和会　特別養護老人ホーム　有宝荘　短期入所生活介護事業所 南島原市有家町尾上4085 0957-82-8300

代表者（法人名） 施設長　　榎本　哲子　（社会福祉法人　春風会） （長崎市戸町４丁目7-17） （095-898-5557）

事業所 介護老人福祉施設　青葉苑 長崎市戸町４丁目7-17 095-898-5557
421110066 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110065 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110064 令和元年10月9日 ○ ①、④、⑤ 令和元年10月9日

421110064 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110063 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110062 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110061 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110060 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

令和元年7月12日 ○ ①、④ 令和元年7月12日

421110059

平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

令和元年7月12日 ○ ①、④ 令和元年7月12日

421110058

平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110057 令和元年12月6日 ○ ①、②、③、④ 令和元年12月6日

421110056 ○

421110057 ○

421110055 ○

421110054 令和2年2月27日 ○ ①、②、③、④、⑤ 令和2年2月27日

421110054 ○

421110053 令和2年2月27日 ○ ①、②、③、④、⑤ 令和2年2月27日

421110053 ○

421110052 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 施設長　　榎本　哲子　（社会福祉法人　春風会） （長崎市戸町４丁目7-17） （095-898-5557）

事業所 青葉苑　短期入所生活介護 長崎市戸町４丁目7-17 095-898-5557

代表者（法人名） 理事長　　今村　汪　（社会福祉法人　日春会） （長崎市網場町509） （095-839-7330）

事業所 特別養護老人ホーム　橘の丘 長崎市春日町284-2 095-839-7330

代表者（法人名） 理事長　　大野　林正　（社会福祉法人　真和会） （諫早市多良見町元釜556） （0957-44-1311）

事業所 特別養護老人ホーム　真和荘 諫早市多良見町元釜556 0957-44-1311

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 特別養護老人ホーム　くじゃくの家 東彼杵郡川棚町小串郷358 0956-82-5181

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 くじゃくの家　ショートステイセンター 東彼杵郡川棚町小串郷358 0956-82-5181

代表者（法人名） 施設長　　中川　浩司　（社会福祉法人　清和福祉会） （諫早市小長井町打越1-3） （0957-36-1777）

事業所 唐比温泉秀峰荘 諫早市森山町唐比西124-5 0957-36-1777

代表者（法人名） 管理者　　中川　浩司　（社会福祉法人　清和福祉会） （諫早市小長井町打越1-3） （0957-36-1777）

事業所 社会福祉法人　清和福祉会　秀峰荘短期入所生活介護事業所 諫早市森山町唐比西124-5 0957-36-1777

代表者（法人名） 管理者　　中川　浩司　（社会福祉法人　清和福祉会） （諫早市小長井町打越1-3） （0957-36-1777）

事業所 社会福祉法人　清和福祉会　秀峰荘通所介護事業所 諫早市森山町唐比西124-5 0957-36-1777

代表者（法人名） 施設長　　出口　喜男　（社会福祉法人　寿光会） （諫早市有喜町537-5） （0957-28-2304）

事業所 特別養護老人ホーム　天恵荘 諫早市有喜町537-5 0957-28-2304

代表者（法人名） 施設長　　出口　喜男　（社会福祉法人　寿光会） （諫早市有喜町537-5） （0957-28-2304）

事業所 特別養護老人ホーム　天恵荘（短期入所生活介護） 諫早市有喜町537-5 0957-28-2304

代表者（法人名） 理事長　　石本　直大　（社会福祉法人　江寿会） （佐世保市江上町4847-6） （0956-58-3707）

事業所 特別養護老人ホーム　サンホーム江上 佐世保市江上町4847-6 0956-58-3707

代表者（法人名） 医師　　福田　俊郎　（社会福祉法人　三省会） （佐世保市山祇町388） （0956-34-8000）

事業所 特別養護老人ホーム　やまずみ荘 佐世保市山祇町388 0956-34-8000

代表者（法人名） 医師　　福田　俊郎　（社会福祉法人　三省会） （佐世保市山祇町388） （0956-34-8000）

事業所 指定短期入所生活介護事業所　社会福祉法人　三省会　やまずみ荘佐世保市山祇町388 0956-34-8000

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成24年12月10日 事業所 特別養護老人ホーム　いづはら 対馬市厳原町東里223-3 0920-52-7411 ①、②、④ 平成25年1月1日

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成24年12月10日 事業所 いづはら　ショートステイセンター 対馬市厳原町東里223-3 0920-52-7411 ①、②、④ 平成25年1月1日

代表者（法人名） 施設長　　浦川　靖史　（社会福祉法人　平成会） （長崎市横尾３丁目26-1） （095-856-6511）

事業所 介護老人福祉施設　プライエム横尾 長崎市横尾３丁目26-1 095-856-6511

代表者（法人名） 施設長　　高本　絵美　（社会福祉法人　平成会） （長崎市横尾３丁目26-1） （095-856-6511）

事業所 介護老人福祉施設　プライエム横尾 長崎市横尾３丁目26-1 095-856-6511

代表者（法人名） 管理者　　竹永　俊　（社会福祉法人　平成会） （長崎市横尾３丁目26-1） （095-856-6511）

事業所 短期入所生活介護　プライエム横尾 長崎市横尾３丁目26-1 095-856-6511

代表者（法人名） 管理者　　竹永　俊　（社会福祉法人　平成会） （長崎市横尾３丁目26-1） （095-856-6511）

事業所 短期入所生活介護　プライエム横尾 長崎市横尾３丁目26-1 095-856-6511

代表者（法人名） 理事長　　古川　基一　（社会福祉法人　崎陽会） （長崎市小江原１丁目36-18） （095-845-1801）

事業所 特別養護老人ホーム　長崎の家 長崎市小江原１丁目36-18 095-845-1801

代表者（法人名） 施設長　　川田　為右衛門　（社会福祉法人　寿福祉会） （南島原市深江町乙857） （0957-72-2000）

事業所 特別養護老人ホーム　眉山荘 南島原市深江町乙857 0957-72-2000

代表者（法人名） 理事長　　上田　かな　（社会福祉法人　樹陽会） （大村市諏訪１丁目670-6） （0957-54-6636）

事業所 特別養護老人ホーム　プレジールの丘 長崎市立山２丁目16-5 095-829-3270
421110086 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110085 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110084 平成24年3月30日 ○ ④胃ろうのみ 平成24年4月1日

令和元年7月12日 ○ ①、②、④ 令和元年7月12日

421110083

平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

令和元年7月12日 ○ ①、②、④ 令和元年7月12日

421110082

平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110080 ○

421110081 ○

421110079 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110078 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110077 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110076 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110075 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110074 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110073 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110072 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110071 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110070 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110069 平成24年3月30日 ○ ① 平成24年4月1日

421110068 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110067 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 理事長　　上田　まや　（社会福祉法人　樹陽会） （大村市諏訪１丁目670-6） （0957-54-6636）

事業所 短期入所生活介護　プレジールの丘 長崎市立山２丁目16-5 095-829-3270

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　　石司　有理子　（社会福祉法人　椿ヶ丘） （長崎市神浦丸尾町1553） （0959-24-0130） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成25年6月5日 事業所 介護老人福祉施設　特別養護老人ホーム　椿ヶ丘荘 長崎市神浦丸尾町1553 0959-24-0130 ①、②、④ 平成25年7月1日

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　　石司　有理子　（社会福祉法人　椿ヶ丘） （長崎市神浦丸尾町1553） （0959-24-0130） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成25年6月5日 事業所 短期入所生活介護　特別養護老人ホーム　椿ヶ丘荘 長崎市神浦丸尾町1553 0959-24-0130 ①、②、④ 平成25年7月1日

平成24年3月30日 代表者（法人名） 理事長　　石司　有理子　（社会福祉法人　椿ヶ丘） （長崎市神浦丸尾町1553） （0959-24-0130） ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

平成25年6月5日 事業所 介護予防短期入所生活介護　特別養護老人ホーム　椿ヶ丘荘 長崎市神浦丸尾町1553 0959-24-0130 ①、②、④ 平成25年7月1日

代表者（法人名） 理事長　　林田　輝久　（社会福祉法人　さゆり会） （五島市下崎山町699） （0959-75-5515）

事業所 指定介護老人福祉施設　只狩荘 五島市富江町黒瀬585 0959-86-2426

代表者（法人名） 理事長　　林田　輝久　（社会福祉法人　さゆり会） （五島市下崎山町699） （0959-75-5515）

事業所 指定短期入所生活介護事業所　只狩荘短期入所事業所 五島市富江町黒瀬585 0959-86-2426

代表者（法人名） 代表取締役　　山下　千鶴子　（有限会社　やました笑会） （長崎市鳴見台２丁目18-12） （095-850-0779）

事業所 訪問介護事業所　やました笑会 長崎市鳴見台２丁目18-12 095-850-0779

代表者（法人名） 代表取締役　　山下　千鶴子　（有限会社　やました笑会） （長崎市鳴見台２丁目18-12） （095-850-0779）

事業所 訪問介護事業所　やました笑会　（介護予防訪問介護） 長崎市鳴見台２丁目18-12 095-850-0779

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 特別養護老人ホーム　鶴舞苑 長崎市秋月町389-1 095-862-5282

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 鶴舞苑　ショートステイセンター 長崎市秋月町389-1 095-862-5282

代表者（法人名） 理事長　　神之浦　文三　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 きじの里　（障害者自立支援法　短期入所／空床型） 五島市岐宿町二本楠375 0959-83-1246

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 特別養護老人ホーム　鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町418-1 095-862-8881

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 ショートステイセンター　鶴舞苑Ⅱ 長崎市大谷町418-1 095-862-8881

代表者（法人名） 施設長　　神之浦　真理　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375） （0959-83-1246）

事業所 特別養護老人ホーム　こえばる 長崎市小江原４丁目1-30 095-814-8225

代表者（法人名） 理事長　　天本　俊太　（社会福祉法人　みのり会） （長崎市十人町1-7） （095-822-1092）

事業所 特別養護老人ホーム　三和荘 長崎市布巻町792 095-892-1001

代表者（法人名） 理事長　　天本　俊太　（社会福祉法人　みのり会） （長崎市十人町1-7） （095-822-1092）

事業所 短期入所生活介護事業所　三和荘 長崎市布巻町792 095-892-1001

代表者（法人名） 理事長　　河野　信子　（社会福祉法人　秩父会） （島原市秩父が浦町丁3552） （0957-63-6266）

事業所 特別養護老人ホーム　秩父が浦荘 島原市秩父が浦町丁3552 0957-63-6266

代表者（法人名） 施設長　　遠山　海光　（社会福祉法人　恵光会） （大村市東大村２丁目1616-2） （0957-20-7120）

事業所 特別養護老人ホーム　慈恵荘 大村市東大村２丁目1616-2 0957-20-7120

代表者（法人名） 施設長　　久間　雅文　（社会福祉法人　白寿会） （南島原市加津佐町丙1855-2） （0957-87-4314）

事業所 特別養護老人ホーム　緑ヶ丘荘 南島原市加津佐町丙1855-2 0957-87-4314

代表者（法人名） 理事長　　山﨑　洋二　（社会福祉婦人　神楽会） （長崎市牧野町2168-5） （095-840-4000）

事業所 特別養護老人ホーム　いこいの園 長崎市牧野町2168-5 095-840-4000

代表者（法人名） 施設長　　石井　允文　（社会福祉法人　慈恵福祉会） （諫早市高来町神津倉534-1） （0957-32-2222）

事業所 特別養護老人ホーム　悠恵荘 諫早市高来町神津倉534-1 0957-32-2222

代表者（法人名） 理事長　　石井　允文　（社会福祉法人　慈恵福祉会） （諫早市高来町神津倉534-1） （0957-32-2222）

事業所 特別養護老人ホーム　悠恵荘 諫早市高来町神津倉534-1 0957-32-2222
421120007 令和2年3月6日 ○ ⑤ 令和2年3月6日

421120007 平成24年7月2日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年7月1日

421120006 平成24年6月14日 ○ ①、②、④、⑤ 平成24年6月14日

421120005 平成24年5月25日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年6月1日

421120004 平成24年5月18日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年6月1日

421120003 平成24年4月2日 ○ ①、②、④、⑤ 平成24年4月1日

421120002 平成24年4月2日 ○ ① 平成24年4月1日

421120001 平成24年4月2日 ○ ① 平成24年4月1日

421110103 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110102 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110101 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110100 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110099 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110098 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110097 平成24年3月30日 ○ ①、②、③ 平成24年4月1日

421110096 平成24年3月30日 ○ ①、②、③ 平成24年4月1日

421110095 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110094 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421110092 ○

421110093 ○

421110091 ○

421110087 平成24年3月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 施設長　　片岡　義勝　（社会福祉法人　日輪会） （長崎市片淵３丁目500-2） （095-828-5680）

事業所 特別養護老人ホーム　かたふち村 長崎市片淵３丁目500-2 095-828-5680

代表者（法人名） 理事長　　魚谷　茂雄　（社会福祉法人　幸生会） （諫早市有喜町537-2） （0957-28-3131）

事業所 特別養護老人ホーム　わたづみ 対馬市豊玉町仁位91-3 0920-58-1601

代表者（法人名） 理事長　　江島　圭子　（社会福祉法人　もみの木会） （東彼杵郡東彼杵町里郷2435） （0957-47-1231）

事業所 特別養護老人ホーム　もみの木荘 東彼杵郡東彼杵町里郷2435 0957-47-1231

代表者（法人名） 理事長　　福島　誠　（社会福祉法人　実寿穂会） （長崎市岩屋町45-1） （095-860-6320）

事業所 介護老人福祉施設　エルダーみずほ 長崎市岩屋町45-1 095-860-6320

代表者（法人名） 理事長　　福島　誠　（社会福祉法人　実寿穂会） （長崎市岩屋町45-1） （095-860-6320）

事業所 介護老人福祉施設　エルダーみずほ（短期入所生活介護） 長崎市岩屋町45-1 095-860-6320

代表者（法人名） 理事長　　福島　誠　（社会福祉法人　実寿穂会） （長崎市岩屋町45-1） （095-860-6320）

事業所 地域密着型介護老人福祉施設　サンク・ド・滑石 長崎市滑石５丁目5-5 095-856-5505

代表者（法人名） 理事長　　福島　誠　（社会福祉法人　実寿穂会） （長崎市岩屋町45-1） （095-860-6320）

事業所 サンク・ド・滑石　短期入所生活介護事業所 長崎市滑石５丁目5-5 095-856-5505

代表者（法人名） 理事長　　山下　功三　（社会福祉法人　佐々川福祉会） （北松浦郡佐々町八口免805-3） （0956-41-1213）

事業所 特別養護老人ホーム　虹の里 北松浦郡佐々町八口免805-3 0956-41-1213

代表者（法人名） 理事長　　中村　逸雄　（社会福祉法人　寿泉会） （西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123-14） （0959-22-0123）

事業所 特別養護老人ホーム　海風荘 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123-14 0959-22-0123

代表者（法人名） 理事長　中村　逸雄（社会福祉法人　寿泉会） （長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14）（0959-22-0123）

事業所 特別養護老人ホーム　海風荘 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14 0959-22-0123

代表者（法人名） 理事長　　中村　逸雄　（社会福祉法人　寿泉会） （西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123-14） （0959-22-0123）

事業所 海風荘　短期入所生活介護事業所 西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123-14 0959-22-0123

代表者（法人名） 理事長　中村　逸雄（社会福祉法人　寿泉会） （長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14）（0959-22-0123）

事業所 海風荘　短期入所生活介護事業所 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1123番地14 0959-22-0123

平成24年7月23日 代表者（法人名） 理事長　　石本　直大　（社会福祉法人　慈愛会） （平戸市田平町山内免232） （0950-57-1966） ① 平成24年7月23日

平成25年5月20日 事業所 介護予防短期入所生活介護事業所　田平ホーム 平戸市田平町山内免232 0950-57-1966 ①、②、④、⑤ 平成25年5月7日

代表者（法人名） 理事長　　石本　宗裕　（社会福祉法人　慈愛会） （平戸市田平町山内免232） （0950-57-1966）

事業所 介護予防短期入所生活介護事業所　田平ホーム 平戸市田平町山内免232 0950-57-1966

代表者（法人名） 理事長　　村川　喜信　（社会福祉法人　幸生会） （諫早市有喜町537-2） （0957-28-3131）

事業所 特別養護老人ホーム　ひとつばたご 対馬市上対馬町玖須647 0920-86-3399

代表者（法人名） 理事長　　岡﨑　敏幸　（社会福祉法人　愛隣会） （東彼杵郡波佐見町稗木場郷794-1） （0956-85-4598）

事業所 特別養護老人ホーム　はさみ荘 東彼杵郡波佐見町稗木場郷794-1 0956-85-4598

代表者（法人名） 壱岐市長　　白川　博一　（壱岐市） （壱岐市勝本町本宮南触298） （0920-48-1111）

事業所 壱岐市立特別養護老人ホーム 壱岐市勝本町本宮南触298 0920-43-0107

代表者（法人名） 壱岐市長　　白川　博一　（壱岐市） （壱岐市勝本町本宮南触298） （0920-48-1111）

事業所 壱岐市立特別養護老人ホーム（併設　短期入所生活介護） 壱岐市勝本町本宮南触298 0920-43-0107

代表者（法人名） 理事長　　久家　省三　（社会福祉法人　愛光福祉会） （松浦市志佐町浦免270） （0956-72-0863）

事業所 特別養護老人ホーム　愛光園 松浦市志佐町浦免270 0956-72-0863

代表者（法人名） 会長　　奥　保彦　（一般社団法人　長崎市医師会） （長崎市栄町2-22） （095-824-4511）

事業所 長崎市医師会保健福祉センター（訪問介護事業所） 長崎市栄町2-22 095-818-6652

代表者（法人名） 理事長　　蒔本　恭　（社会福祉法人　優輝会） （長崎市田上２丁目15-12） （095-828-1332）

事業所 特別養護老人ホーム　恵珠苑 長崎市田上２丁目15-12 095-828-1332

代表者（法人名） 施設長　　山田　直美　（社会福祉法人　光の子福祉会） （佐世保市上原町17-1） （0956-39-3230）

事業所 特別養護老人ホーム　光の子 佐世保市新行江町850-1 0956-30-6666
421120026 平成24年4月1日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421120025 平成24年9月21日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年10月1日

421120024 平成24年7月17日 ○ ①、③、④ 平成24年7月17日

421120023 平成24年9月18日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年10月1日

421120022 平成24年8月24日 ○ ① 平成24年8月27日

421120021 平成24年8月24日 ○ ① 平成24年8月27日

421120020 平成24年8月24日 ○ ① 平成24年9月1日

421120019 平成24年8月1日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年8月1日

421120018 令和2年2月27日 ○ ①、②、③、④、⑤ 令和2年2月27日

421120018 ○

平成24年4月23日

令和元年5月28日 ○ ①②④ 令和元年5月28日

421120017

平成24年4月23日 ○ ①、④胃ろうのみ

令和元年5月28日 ○ ①②④ 令和元年5月28日

421120016

平成24年4月23日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月23日

421120015 平成24年7月17日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年8月1日

421120014 平成24年4月20日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月20日

421120013 平成24年4月20日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月20日

421120012 平成24年4月20日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月20日

421120011 平成24年4月20日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月20日

421120010 平成24年7月12日 ○ ① 平成24年8月1日

421120009 平成24年7月12日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年7月12日

421120008 平成24年7月9日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年8月1日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 施設長　末瀬　健太　（社会福祉法人　光の子福祉会） （佐世保市上原町17-1） （0956-39-3230）

事業所 特別養護老人ホーム　光の子 佐世保市新行江町850-1 0956-30-6666

代表者（法人名） 施設長　　山田　直美　（社会福祉法人　光の子福祉会） （佐世保市上原町17-1） （0956-39-3230）

事業所 光の子短期入所生活介護 佐世保市新行江町850-1 0956-30-6666

代表者（法人名） 施設長　末瀬　健太　（社会福祉法人　光の子福祉会） （佐世保市上原町17-1） （0956-39-3230）

事業所 光の子短期入所生活介護 佐世保市新行江町850-1 0956-30-6666

代表者（法人名） 理事長　　今村　汪　（医療法人　今村整形外科医院） （長崎市網場町502） （095-856-2880）

事業所 医療法人　今村整形外科医院　グループホーム　桜 長崎市網場町500-1 095-839-7901

代表者（法人名） 代表取締役　　福留　登貴子　（株式会社　みなつき） （長崎市目覚町3-13エグゼクティブＭⅡビル2Ｆ） (095-826-3838)

事業所 ヘルパーステーション　みなつき 長崎市目覚町3-13 095-894-8666

代表者（法人名） 理事長　　池田　豊　（社会福祉法人　清真会） （佐世保市東浜町123） (0956-33-0108)

事業所 特別養護老人ホーム　音羽の浜 佐世保市東浜町123 0956-33-0108

代表者（法人名） 代表取締役　　犬束　弘之　（株式会社　メディカルリリーフ） （西彼杵郡長与町岡郷2124-1） (095-814-5117)

事業所 訪問介護事業所　リリーフけあ 西彼杵郡長与町岡郷2065 095-814-5187

代表者（法人名） 理事長　　本村　京子　（ＮＰＯ法人　ふるさと） （長崎市伊王島町２丁目387） (095-898-2101)

事業所 小規模多機能型居宅介護事業所　ふるさと 長崎市伊王島町２丁目792 095-898-2101

代表者（法人名） 代表取締役　　清川　伸子　（有限会社　Ｇｒａｃｉａｓ） （長崎市平和町17-7） (095-842-8732)

事業所 住宅型有料老人ホーム　かいごの花みずき 長崎市平和町17-7 095-842-8732

代表者（法人名） 理事長　　門原　一人　（社会福祉法人　明和会） （五島市玉之浦町玉之浦1371-1） （0959-75-6023）

事業所 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里 五島市玉之浦町玉之浦1371-1 0959-75-6023

代表者（法人名） 理事長　　門原　一人　（社会福祉法人　明和会） （五島市玉之浦町玉之浦1371-1） （0959-75-6023）

事業所 特別養護老人ホーム　ゆうゆうの里（短期入所生活介護） 五島市玉之浦町玉之浦1371-1 0959-75-6023

代表者（法人名） 施設長　　西澤　美智子　（社会福祉法人　生月福祉会） （平戸市生月町山田免1889） （0950-53-2883）

事業所 短期入所生活介護施設　なごみ 平戸市生月町山田免1889 0950-53-2883

代表者（法人名） 施設長　　西澤　美智子　（社会福祉法人　生月福祉会） （平戸市生月町山田免1889） （0950-53-2883）

事業所 短期入所生活介護施設　なごみ 平戸市生月町山田免1889 0950-53-2883

代表者（法人名） 理事長　　押渕　英展　（社会福祉法人　長松会） （松浦市御厨町里免395-1） （0956-75-2888）

事業所 特別養護老人ホーム　青山荘 松浦市御厨町里免395-1 0956-75-2888

代表者（法人名） 理事長　　押渕　英展　（社会福祉法人　長松会） （松浦市御厨町里免395-1） （0956-75-2888）

事業所 社会福祉法人　長松会　短期入所生活介護事業所　青山荘 松浦市御厨町里免395-1 0956-75-2888

代表者（法人名） 管理者　　梶田　悟　（医療法人　梶田医院） （佐世保市南崎町133-2） （0956-59-2818）

事業所 介護医療院　みのりの里※R2.6.1　名称変更 佐世保市南風崎町133-2 0956-59-2818

代表者（法人名） 理事長　　梶田　悟　（医療法人　梶田医院） （佐世保市南崎町133-2） （0956-59-2818）

事業所 介護医療院　みのりの里※R2.6.1　名称変更 佐世保市南風崎町133-2 0956-59-2818

平成25年5月1日 代表者（法人名） 施設長　　富永　浩哉　（医療法人　梶田医院） （佐世保市南風崎町133-2） （0956-59-2818） ①、②、④ 平成25年5月1日

平成25年7月16日 事業所 介護付有料老人ホーム　大塔 佐世保市田の浦町5-41 0956-39-2122 ①、②、④、⑤ 平成25年7月16日

代表者（法人名） 施設長　　富永　浩哉　（医療法人　梶田医院） （佐世保市南風崎町133-2） （0956-59-2818）

事業所 介護付有料老人ホーム　大塔 佐世保市田の浦町5-41 0956-39-2122

代表者（法人名） 所長　　山口　英勝　（有限会社　勝法） （長崎市中川町１丁目7-14） （095-824-5199）

事業所 グループホーム　中川のより道 長崎市中川１丁目7-14 095-824-5199

代表者（法人名） 対馬市長　　財部　能成　（対馬市） （対馬市厳原町国分1441） （0920-53-6111）

事業所 特別養護老人ホーム　日吉の里 対馬市上県町佐須奈乙1227-イ 0920-84-2346

代表者（法人名） 施設長　　野川　辰彦　（社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部　長崎県済生会）（長崎市片淵２丁目6-13） （095-826-9236）

事業所 特別養護老人ホーム　なでしこ荘 長崎市西山台２丁目32-47 095-814-0221
421130010 平成25年7月1日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年12月25日

421130009 平成25年6月10日 ○ ①、②、④ 平成25年7月1日

令和元年7月12日

421130008 平成25年5月15日 ○ ①、② 平成25年6月1日

421130007

○

令和元年7月12日 ○ ①、②、④

421130006 令和2年1月9日 ○ ①、②、④、⑤ 令和2年1月9日

421130006 平成25年4月26日 ○ ①、②、④、⑤ 平成25年5月1日

421130005 平成25年4月26日 ○ ①、②、④、⑤ 平成25年5月1日

421130004 平成25年4月26日 ○ ①、②、④、⑤ 平成25年5月1日

令和元年10月9日 ○ ①、②、④ 令和元年10月9日

421130003

平成25年4月26日 ○ ①、②、④ 平成25年5月7日

421130002 平成25年4月8日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年5月11日

421130001 平成25年4月8日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年5月11日

421120033 平成25年3月8日 ○ ①、②、③、④ 平成25年3月11日

421120032 平成25年2月28日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成25年3月1日

421120031 平成25年1月24日 ○ ① 平成24年10月1日

421120030 平成24年12月25日 ○ ① 平成25年1月1日

421120029 平成24年11月9日 ○ ①、②、④ 平成24年11月20日

421120028 平成24年10月26日 ○ ①、②、④ 平成24年12月1日

421120027 令和2年3月31日 ○ ①、②、④ 令和2年3月31日

421120027 平成24年4月1日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成24年4月1日

421120026 令和2年3月31日 ○ ①、②、④ 令和2年3月31日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 代表取締役　山﨑　一久　（株式会社　パールの風） （長崎市田中町385-4） （095-839-1239）

事業所 ヘルパーステーション赤とんぼ 長崎市田中町385-4 095-839-1239

代表者（法人名） 代表取締役　山﨑　一久　（株式会社　パールの風） （長崎市田中町385-4） （095-839-1239）

事業所 ヘルパーステーション赤とんぼ 長崎市田中町385-4 095-839-1239

代表者（法人名） 理事長　　土井　庸正　（社会福祉法人　幼老育成会） （佐世保市花園町205-2） （0956-23-1802）

事業所 サクラ（訪問介護事業所） 佐世保市花園町205-2 0956-23-1802

代表者（法人名） 施設長　　泉川　欣一　（医療法人　栄和会） （南島原市深江町丁2405） （0957-72-2017）

事業所 介護老人保健施設　フォンテ 南島原市深江町丁2421 0957-72-6123

代表者（法人名） 理事長　　馬場　隆　（社会福祉法人　いわこ会） （長崎市三京町1532） （095-850-7300）

事業所 ショートステイ　さくらの里 長崎市三京町1539-1 095-814-1051

代表者（法人名） 理事長　　馬場　隆　（社会福祉法人　いわこ会） （長崎市三京町1532） （095-850-7300）

事業所 ショートステイ　さくらの里 長崎市三京町1539-1 095-814-1051

代表者（法人名） 理事長　　福田　俊郎　（社会福祉法人　三省会） （佐世保市山衹町388） （0956-34-8000）

事業所 介護付有料老人ホーム　やまずみ荘 佐世保市山祇町388 0956-34-8000

代表者（法人名） 代表取締役　　梶田　直子　（有限会社　コア・コーポ） （佐世保市南風崎町133-2） (0956-59-2818)

事業所 介護付有料老人ホーム　みのりの里 佐世保市長畑町455-1 0956-20-4766

代表者（法人名） 理事長　梅木　公子　（社会福祉法人　聖マリア会） （長崎県五島市松山町706番地3） (0959-72-6129)

事業所 介護老人福祉施設　聖マリアの園 長崎県五島市松山町706番地3 0959-72-6129

代表者（法人名） 理事長　　福田　俊郎　（社会福祉法人　三省会） （佐世保市山祇町388番地） （0956-34-8000）

事業所 小規模　特別養護老人ホーム　やまずみ荘 佐世保市山祇町388番地 0956-34-8000

代表者（法人名） 理事長　　福田　俊郎　（社会福祉法人　三省会） （佐世保市山祇町388番地） （0956-34-8000）

事業所 小規模多機能ホーム　やまずみ荘 佐世保市山祇町388番地 0956-34-8000

代表者（法人名） 理事長　桑原　良誓　（社会福祉法人　蓮華園） 佐世保市柚木町1279番地1 （0956-46-0123）

事業所 四季ヶ坂療育園 佐世保市柚木町1279番地1 0956-46-0123

代表者（法人名） 理事長　　池田　直実　（社会福祉法人　春幸会） （長崎市さくらの里2丁目27番22号） （095-840-1777）

事業所 特別養護老人ホーム　なの花 長崎市さくらの里2丁目27番22号 095-840-1777

代表者（法人名） 代表取締役　菅﨑　弘之　（オーシャンドリーム株式会社） （長崎市川平町1204番地） （095-821-2773）

事業所 認知症対応型通所介護事業所　らぶゆ 長崎市川平町1204番地 095-821-2773

代表者（法人名） 理事長　臼井　和裕（社会福祉法人　恵仁会） （長崎市古賀町806番2） （095-839-2775）

事業所 社会福祉法人　恵仁会　介護老人福祉施設　古賀の里　（ユニット型）長崎市古賀町806番2 095-839-2775

代表者（法人名） 理事長　松藤　久傳　（社会福祉法人　芙蓉会） （諫早市栄田町582番9） （0957-28-9101）

事業所 特定施設入居者生活介護　ケアハウス第二椿寿荘 諫早市栄田町582番9 0957-28-9101

代表者（法人名） 理事長　山﨑　善之　（社会福祉法人　善友会） （諫早市小長井町小川原浦名656番地） （0957-27-6110）

事業所 地域密着型特別養護老人ホーム　小長井希望園 諫早市小長井町井崎1406番地 0957-27-6110

代表者（法人名） 代表取締役　元山　勇人　（株式会社Ｇen） （西彼杵郡時津町日並郷1915番地3） （095-882-6776）

事業所 ショートステイ　ひなみ 西彼杵郡時津町日並郷1915番地3 095-882-6776

代表者（法人名） 代表取締役　藤山　恵次　（株式会社　スマイル介護サービス） （長崎市竿浦町37-2） （095-807-4357）

事業所 介護ハウス花椿西山館 長崎市西山1-15-3 095-807-4357

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65番地14） （095-843-3812）

事業所 グループホーム　サンハイツ青山 長崎市青山町2番36号 095-841-9398

代表者（法人名） 理事長　　安部　直樹　（社会福祉法人　世知原福祉会） （佐世保市ハウステンボス町4番地3） （0956-27-0666）

事業所 養護老人ホーム　グリーンホーム 佐世保市世知原町栗迎1番地 0956-76-2450

代表者（法人名） 理事長　梶田　悟　（医療法人　梶田医院） (佐世保市南風崎町133番地2） （0956-59-2818）

事業所 小規模多機能ホーム　こさざ 佐世保市小佐々町黒石579 0956-68-3550
421150003 平成27年5月25日 ○ ① 平成27年6月1日

421150002 平成27年5月22日 ○ ①・④胃ろうのみ 平成27年6月1日

421150001 平成27年5月13日 ○ ① 平成27年6月1日

421140010 平成27年3月13日 ○ ④胃ろうのみ 平成27年3月13日

421140009 平成27年1月22日 ○ ①、③ 平成27年1月31日

421140008 平成26年4月1日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成26年4月1日

421140007 平成26年10月31日 ○ ④ 平成26年11月1日

421140006 平成26年4月1日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成26年4月1日

421140005 平成26年8月29日 ○ ①、②、⑤ 平成26年9月1日

421140004 平成26年8月4日 ○ ①、②、④ 平成26年8月10日

421140003 平成26年5月24日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成26年6月1日

421140002 平成26年4月30日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成26年5月1日

421140001 平成26年4月1日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成26年4月1日

421130017 平成26年3月31日 ○ ①、②、④、⑤ 平成26年4月1日

421130016 平成26年1月6日 ○ ①、②、④、⑤ 平成26年2月1日

421130015 平成25年12月2日 ○ ①、④胃ろうのみ 平成25年12月1日

令和元年7月12日 ○ ①、②、④ 令和元年7月12日

421130014

平成25年10月25日 ○ ①、②、④ 平成25年11月1日

421130013 平成25年9月13日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成25年10月1日

421130012 平成25年7月30日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成25年8月1日

令和元年7月12日 ○ ①、②、③、④、⑤ 令和元年7月12日

421130011

平成25年7月3日 ○ ①、②、③、④、⑤ 平成25年7月20日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 理事長　　白髭　豊　（社会福祉法人　白之会） （長崎市片淵1丁目13番27号） （095-826-1165）

事業所 地域密着型特別養護老人ホーム　みぎわほーむ 長崎市片淵1丁目13番27号 095-826-1165

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65番地14） （095-843-3812）

事業所 介護付有料老人ホーム　サンハイツ富士見 長崎市富士見町6番1号 095-864-7510

代表者（法人名） 理事長　　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎市油木町65番地14） （095-843-3812）

事業所 介護付有料老人ホーム　サンハイツ富士見 長崎市富士見町6番1号 095-864-7510

代表者（法人名） 理事長　神之浦　文三　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375番地） （0959-83-1246）

事業所 認知症対応型共同生活介護事業所　きじの里 五島市岐宿町二本楠373番地 0959-83-1246

代表者（法人名） 理事長　神之浦　文三　（社会福祉法人　秀峯会） （五島市岐宿町二本楠375番地） （0959-83-1246）

事業所 グループホーム　清風 五島市岐宿町二本楠375番地 0959-83-1246

代表者（法人名） 代表社員　外輪　充宏（合同会社　カノンクリエイト） （長崎市上小島4丁目14番3号） （095-895-7063）

事業所 訪問介護　グラバー 長崎市上小島4丁目14番3号 095-895-7063

代表者（法人名） 理事長　　久保　英洋（特定非営利活動法人一根会） （佐世保市大塔町949-3） （0956-34-2145）

事業所 生活介護　なるこクラブ 佐世保市大塔町949-3 0956-34-2145

代表者（法人名） 代表役員　川端　春美　（宗教法人　カトリック・カリタス修道会） （東京都杉並区井草４丁目20番５号） （03-3396-2171）

事業所 介護老人保健施設　カリタス 長崎県長崎市新牧野町132番地１ 0959-25-0741

代表者（法人名） 理事長　平野　嗣雄　（社会福祉法人　島原市手をつなぐ育成会） 長崎県島原市萩が丘2丁目5715-1 0957-64-7065

事業所 光のフェアリー 長崎県島原市萩が丘2丁目5715-1 0957-64-7065

代表者（法人名） 理事長　平野　嗣雄　（社会福祉法人　島原市手をつなぐ育成会） 長崎県島原市萩が丘2丁目5715-1 0957-64-7065

事業所 光のフェアリー 長崎県島原市萩が丘2丁目5715-1 0957-64-7065

代表者（法人名） 理事長　小林　克敏（社会福祉法人　大村福祉会） 長崎県大村市徳泉川内町829番地 0957-54-2105 ①・②・④ 平成28年7月11日

事業所 特別養護老人ホーム　泉の里 長崎県大村市東本町583番地 0957-54-2105 ③ 平成29年7月5日

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二（社会福祉法人　致遠会） 長崎県長崎市油木町65番地14 095-843-3812

事業所 訪問介護事業所　サンハイツ 長崎県長崎市油木町65番地14 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　林田　輝久（社会福祉法人　さゆり会） （長崎県五島市下崎山町699番地）

事業所 グループホーム　ひだまりの舎 長崎県五島市下大津町550番地４ 0959-75-0356

代表者（法人名） 理事長　林田　輝久（社会福祉法人　さゆり会） （長崎県五島市下崎山町699番地）

事業所 さゆり会　ヘルパーステーション 長崎県五島市下大津町550番地４ 0959-75-0356

代表者（法人名） 理事長　林田　輝久（社会福祉法人　さゆり会） （長崎県五島市下崎山町699番地）

事業所 サービス付き高齢者向け住宅　ひだまりの舎 長崎県五島市下大津町550番地４ 0959-75-0356

代表者（法人名） 理事長　大山　秀幸（医療法人　翠山会） （長崎県佐世保市赤崎町77番地）

事業所 介護付有料老人ホーム　あすなろ 長崎県佐世保市赤崎町80番地１ 0956-76-8888

代表者（法人名） 代表取締役　東　善郎（セントケア九州株式会社） （熊本県熊本市中央区十禅寺一丁目３番１号）

事業所 セントケア佐世保 長崎県佐世保市広田３丁目14番51号杢尾ビル２Ｆ 0956-26-5170

代表者（法人名） 理事長　安部　直樹（社会福祉法人　世知原福祉会） （長崎県佐世保市ハウステンボス町４番地３）

事業所 特別養護老人ホーム　パールホーム 長崎県佐世保市世知原町栗迎１番地 0956-76-2315

代表者（法人名） 代表取締役　元山　勇人

事業所 小規模多機能居宅介護　すみれの里 長崎市富士見町15番５号 095-833-1887

代表者（法人名） 理事長　梶田　悟（医療法人　梶田医院） （長崎県佐世保市南風崎町133-2）

事業所 グループホーム　みのりの里 長崎県佐世保市長畑町450番地１ 0956-20-4625

代表者（法人名） 理事長　梶田　悟（医療法人　梶田医院） （長崎県佐世保市南風崎町133-2）

事業所 グループホーム　みのりの里　たんぽぽ 長崎県佐世保市長畑町450番地１ 0956-20-4625

代表者（法人名） 理事長　梶田　悟（医療法人　梶田医院） （長崎県佐世保市南風崎町133-2）

事業所 グループホーム　みのりの里　コスモス 長崎県佐世保市南風崎町119番４号 0956-59-2455
421160014 平成29年2月27日 ○ ① 平成29年2月27日

421160013 平成29年2月27日 ○ ① 平成29年2月27日

421160012 平成29年2月27日 ○ ① 平成29年2月27日

421160011 平成29年2月20日 ○ ①・④ 平成29年3月1日

421160010 平成28年11月14日 ○ ①・② 平成28年12月1日

421160009 平成28年10月4日 ○ ①・②・④・⑤ 平成28年11月1日

421160008 平成28年9月21日 ○ ① 平成28年10月1日

421160007 平成28年7月29日 ○ ①・②・④・⑤ 平成28年8月1日

421160006 平成28年7月29日 ○ ①・②・④・⑤ 平成28年8月1日

421160005 平成28年7月29日 ○ ①・②・④・⑤ 平成28年8月1日

421160004 平成28年7月25日 ○ ①・②・④ 平成28年9月1日

421160003 平成28年7月6日 ○ 平成29年7月5日

421160002 令和元年12月27日 ○ ①・②・③・④・⑤ 令和元年12月27日

421160002 平成28年4月15日 ○ ①・⑤ 平成28年5月1日

421160001 平成28年4月1日 ○ ①・④ 平成28年4月1日

421150009 平成28年2月26日 ○ ①・③・④・⑤ 平成28年4月1日 平成28年8月16日

421150008 平成28年1月5日 ○ ①・③・④ 平成28年1月5日 平成29年1月23日

421150007 平成27年11月20日 ○ ①・②・④・⑤ 平成27年12月1日

421150006 平成27年11月20日 ○ ①・②・④・⑤ 平成27年12月1日

421150005 令和2年1月14日 ○ ①・② 令和2年1月14日

421150005 平成27年11月19日 ○ ①・② 平成27年11月20日

421150004 平成27年6月1日 ○ ①・②・④ 平成27年7月1日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 代表取締役　岩永　真児　（株式会社　ウェルズライフ） （長崎県長崎市大手町1丁目28番15号） （095-841-0010）

事業所 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所うぇるずらいふ大手 長崎県長崎市大手町1丁目28番15号 095-841-0010

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二（社会福祉法人　致遠会） （長崎県長崎市油木町65番地14） （095-843-3812）

事業所 小規模多機能型居宅介護事業所　サンハイツ小江原 長崎県長崎市小江原4丁目43番12号 095-842-8181

代表者（法人名） 理事長　野口　義夫（医療法人　光佑会） （長崎県平戸市浦の町737） (0950-22-2344)

事業所 介護老人保健施設　ひらんど 長崎県平戸市浦の町745-1 0950-23-8288

代表者（法人名） 理事長　福田　俊郎（社会福祉法人　三省会） （長崎県佐世保市山祗町３８８番地） (0956-34-8000)

事業所 グループホーム　やまずみ荘 長崎県佐世保市山祗町３８３番地１ 0956-34-8000

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二（社会福祉法人　致遠会） （長崎県長崎市油木町65番地14） （095-843-3812）

事業所 グループホーム　サンハイツ城栄 長崎県長崎市城栄町26番27号 095-842-5585

代表者（法人名） 代表社員　𠮷田　恵理子(合同会社ドリームコネクト) (長崎県長崎市花園町20番5号) (095-864-1610)

事業所 ヘルパーステーション　茉莉花 長崎県長崎市花園町20番5号 095-864-1610

代表者（法人名） 理事長　山口　嚴（社会福祉法人なごみ会） （長崎県五島市木場町493番地1） (0959-74-5221)

事業所 かけはし木場　短期入所介護 長崎県五島市木場町493番地1 0959-74-5221

代表者（法人名） 理事長　永田　剛（社会福祉法人五蘊会） （長崎県長崎市琴海戸根町743番地47） (095-884-3510)

事業所 特別養護老人ホーム　琴の浦荘 長崎県長崎市琴海戸根町743番地47 095-884-3510

代表者（法人名） 理事長　永田　剛（社会福祉法人五蘊会） （長崎県長崎市琴海戸根町743番地47） (095-884-3510)

事業所 特別養護老人ホーム　琴の浦荘 長崎県長崎市琴海戸根町743番地47 095-884-3510

代表者（法人名） 施設長　小林　加津代（社会福祉法人　大村福祉会） （長崎県大村市徳泉川内町829番地） 0957-54-2105

事業所 ショートステイ　泉の里 長崎県大村市東本町583番地 0957-54-2105

代表者（法人名） 施設長　小林　加津代（社会福祉法人　大村福祉会） （長崎県大村市徳泉川内町829番地） 0957-54-2105

事業所 グループホーム　泉の里 長崎県大村市東本町583番地 0957-54-2105

代表者（法人名） 代表取締役　小松　春昭　（有限会社　春陽会） （長崎県南高来郡有家町蒲河415番地） （0957-82-6363）

事業所 グループホーム　うららの里 長崎県南高来郡有家町蒲河415番地 0957-82-6363

代表者（法人名） 理事長　井上　健一郎　（社会福祉法人白鳥蘆花の会） （長崎県長崎市宝町7番17号）

事業所 特別養護老人ホーム　めざめ 長崎県長崎市目覚町7番２ 095-865-8830

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 介護老人保健施設　シンフォニー稲佐の森 長崎県長崎市大谷町４１８番１ 095-862-8000

代表者（法人名） 理事長　　千々岩　源士　（社会福祉法人　長崎厚生福祉団） （長崎市魚の町3-27） （095-824-5576）

事業所 介護老人保健施設　シンフォニー稲佐の森Ⅱ 長崎県長崎市大谷町４１８番１ 095-862-8600

代表者（法人名） 理事長　井上　健一郎　（社会医療法人　春回会） （長崎県長崎市宝町６番８号） （095-856-8611）

事業所 有料老人ホーム　春の家　ゆりの 長崎県西彼杵郡長与町高田郷２３５７－１ 095-856-8611

代表者（法人名） 施設長　宮﨑　洋子　（社会福祉法人　生月福祉会） （長崎県平戸市生月町山田免１８８９） （0950-53-2805）

事業所 短期入所生活介護　生寿園 長崎県平戸市生月町山田免２９６３－１ 0950-53-2805

代表者（法人名） 施設長　宮﨑　洋子　（社会福祉法人　生月福祉会） （長崎県平戸市生月町山田免１８８９） （0950-53-2805）

事業所 短期入所生活介護　生寿園 長崎県平戸市生月町山田免２９６３－１ 0950-53-2804

代表者（法人名） 理事長　井上　健一郎　（社会医療法人　春回会） （長崎県長崎市宝町６番８号） （095-894-7250）

事業所 有料老人ホーム　春の家　とぎつ 長崎県西彼杵郡時津町日並郷１０５２番地９ 095-894-7250

代表者（法人名） 理事長　山下　功三　（社会福祉法人　佐々川福祉会） （長崎県佐世保市栄町５番９号） （0956-41-1213）

事業所 虹の里事業所 長崎県北松浦郡佐々町八口免８０５番地３ 0956-41-1213

代表者（法人名） 代表取締役　元山　勇人　（株式会社　デュエル） （長崎県長崎市滑石５丁目５番２３号） （095-855-2077）

事業所 小規模多機能型居宅介護支援事業所　ほっとハウス北陽 長崎県長崎市滑石５丁目５番２３号 095-855-2077

代表者（法人名） 代表取締役　元山　勇人　（株式会社　デュエル） （長崎県長崎市滑石５丁目５番２３号） （095-855-2077）

事業所 小規模多機能型居宅介護支援事業所　ほっとハウス北陽 長崎県長崎市滑石５丁目５番２３号 095-855-2077
421180009 令和元年10月11日 ○ ① 令和元年10月11日

421180009 平成30年8月22日 ○ ④ 平成30年8月22日

421180008 平成30年8月22日 ○ ①・④胃ろうのみ 平成30年8月22日

421180007 平成30年7月26日 ○ ① 平成30年7月26日

421180006 令和2年1月6日 ○ ①・②・③・④ 令和2年1月6日

421180006 平成30年7月20日 ○ ①・②・③・④ 平成30年7月20日

平成30年7月4日

平成30年5月16日

421180005 平成30年7月4日 ○ ①

平成30年5月1日

421180004 平成30年5月16日 ○ ①・②・④

421180003 平成30年4月25日 ○ ①・②・④

平成30年4月19日

平成30年4月2日

421180002 平成30年4月19日 ○ ①・②・④

平成30年4月1日

421180001 平成30年4月2日 ○ ①・②・③・④・⑤

平成30年4月1日

421170010 平成30年3月28日 ○ ①・②・③・④

令和2年3月5日

421170009 平成30年3月28日 ○ ①・②・③・④

平成30年4月1日

421170008 令和2年3月5日 ○ ①

平成29年12月1日

421170008 平成30年3月28日 ○ ①

平成29年9月21日

421170007 平成29年12月1日 ○ ①・④胃ろうのみ

421170006 平成29年9月21日 ○ ①・③・④

421170005 平成29年7月31日 ○ ①・② 平成29年8月1日

421170004 平成29年7月19日 ○ ①・②・③ 平成29年7月19日

421170003 平成29年6月12日 ○ ①・②・④・⑤ 平成29年6月12日

421170002 平成29年5月16日 ○ ①・② 平成29年5月16日

421170001 平成29年4月25日 ○ ① 平成29年4月25日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 代表取締役　元山　勇人　（株式会社　デュエル） （長崎県長崎市滑石５丁目５番２３号） （095-855-2077）

事業所 小規模多機能型居宅介護支援事業所　ほっとハウス北陽 長崎県長崎市滑石５丁目５番２３号 095-855-2077

代表者（法人名） 理事長　井上　健一郎　（社会福祉法人白鳥蘆花の会） （長崎県長崎市宝町7番17号）

事業所 ショートステイ　めざめ 長崎県長崎市目覚町7番２ 095-865-8830

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎県長崎市油木町６５番地１４） （095-843-3812）

事業所 特別養護老人ホーム　サンハイツ　ユニット型 長崎県長崎市油木町６５番地１４ 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二　（社会福祉法人　致遠会） （長崎県長崎市油木町６５番地１４） （095-843-3812）

事業所 特別養護老人ホーム　サンハイツ　ユニット型 長崎県長崎市油木町６５番地１４ 095-843-3812

代表者（法人名） 代表取締役　松山　光枝　（有限会社　シャローム） （長崎県西海市西彼町小迎郷１０７４－３） (0959-29-7310）

事業所 グループホーム　希望の家 長崎県西海市西彼町小迎郷１０７４－３ 0959-29-7310

代表者（法人名） 代表取締役　松山　光枝　（有限会社　シャローム） （長崎県西海市西彼町小迎郷１０７４－３） (0959-29-7310）

事業所 グループホーム　希望の家　広田 長崎県佐世保市広田３丁目９－１ 0956-27-5202

代表者（法人名） 施設長　本多　兼一　（医療法人社団　苑田会） （東京都足立区竹の塚四丁目1番12号

事業所 公立介護老人保健施設　老健おばま 長崎県雲仙市小浜町南本町59番地 0957-74-2711

代表者（法人名） 理事長　井上　健一郎（社会医療法人　春回会） （長崎県長崎市目覚町7番2号）

事業所 ヘルパーステーションめざめ 長崎県長崎市目覚町7番２ 095-865-8885

代表者（法人名） 理事長　井上　健一郎（社会医療法人　春回会） （長崎県西彼杵郡長与町高田郷2101番1） (095-857-7310)

事業所 有料老人ホーム春の家　ながよ 長崎県西彼杵郡長与町高田郷2101番1 095-857-7310

代表者（法人名） 理事長　牟田　茂博（社会福祉法人　清和会） （長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷中山596）

事業所 特別養護老人ホーム　福見の園 長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷31番地1 0959-45-2700

代表者（法人名） 理事長　牟田　茂博（社会福祉法人　清和会） （長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷中山596）

事業所 特別養護老人ホーム　福見の園　短期入所生活介護 長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷31番地1 0959-45-2700

代表者（法人名） 理事長　牟田　茂博（社会福祉法人　清和会） （長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷中山596）

事業所 特別養護老人ホーム　福見の園　予防短期入所生活介護 長崎県南松浦郡新上五島町岩瀬浦郷31番地1 0959-45-2700

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二（社会福祉法人　致遠会） （長崎県油木町65番地14）

事業所 グループホーム　サンハイツ　西町 長崎県長崎市白鳥町2番26号 095-842-5585

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二（社会福祉法人　致遠会） （長崎県油木町65番地14）

事業所 デイサービスセンターサンハイツ 長崎市油木町65番地14 095-843-1138

代表者（法人名） 代表理事　河野　浩太（一般社団法人　太寿会） （長崎県長崎市豊洋台1丁目32番5号）

事業所 看護小規模多機能　きずな 長崎県長崎市豊洋台1丁目32番2号 095-850-6600

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二（社会福祉法人　致遠会） （長崎県油木町65番地14）

事業所 定期巡回・随時対応型　訪問介護看護事業所　サンハイツ 長崎市油木町65番地14 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　野濱　哲二（社会福祉法人　致遠会） （長崎県油木町65番地14）

事業所 定期巡回・随時対応型　訪問介護看護事業所　サンハイツ 長崎市油木町65番地14 095-843-3812

代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （長崎県雲仙市瑞穂町古部乙1392番地1）

事業所 短期入所生活介護　まゆやまの里 長崎県島原市稗田町甲227番地1 0957-63-0088

代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （長崎県雲仙市瑞穂町古部乙1392番地1）

事業所 短期入所生活介護　まゆやまの里 長崎県島原市稗田町甲227番地1 0957-63-0088

代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （長崎県雲仙市瑞穂町古部乙1392番地1）

事業所 地域密着型特別養護老人ホーム　まゆやまの里 長崎県島原市稗田町甲227番地1 0957-63-0088

代表者（法人名） 理事長　加藤　竜祥（社会福祉法人　瑞幸会） （長崎県雲仙市瑞穂町古部乙1392番地1）

事業所 地域密着型特別養護老人ホーム　まゆやまの里 長崎県島原市稗田町甲227番地1 0957-63-0088

代表者（法人名） 理事長　松藤　久傳（社会福祉法人　芙蓉会） （長崎県諫早市栄田町19-10）

事業所 特別養護老人ホーム　椿寿荘 長崎県諫早市栄田町582番1 0957-26-3191
421190011 令和元年9月13日 ○ ①②④ 令和元年9月13日

421190010 令和元年8月23日 ○ ①④ 令和元年8月23日

421190010 令和元年8月23日 ○ ①②④⑤ 令和元年8月23日

421190009 令和元年8月23日 ○ ①④ 令和元年8月23日

421190009 令和元年8月23日 ○ ①②④⑤ 令和元年8月23日

421190008 令和2年1月14日 ○ ①② 令和2年1月14日

421190008 令和元年6月24日 ○ ①② 令和元年6月24日

421190007 令和元年5月31日 ○ ① 令和元年5月31日

421190006 令和元年5月31日 ○ ①② 令和元年5月31日

令和元年5月31日

令和元年5月21日

421190005 令和元年5月31日 ○ ①②

令和元年5月21日

421190004 令和元年5月21日 ○ ①

令和元年5月21日

421190003 令和元年5月21日 ○ ①

平成31年4月25日

421190002 令和元年5月21日 ○ ①

平成31年3月29日

421190001 平成31年4月25日 ○ ①

平成31年2月26日

421180015 平成31年3月29日 ○ ①

平成30年10月12日

421180014 平成31年2月26日 ○ ①・②

平成30年10月12日

421180013 平成30年10月12日 ○ ①

令和元年6月24日

421180012 平成30年10月12日 ○ ①

平成30年10月12日

421180011 令和元年6月24日 ○ ①・②

421180011 平成30年10月12日 ○ ①・②

421180010 平成30年8月22日 ○ ①・②・④ 平成30年8月22日

421180009 令和2年3月24日 ○ ①、④ 令和2年3月24日



（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

登録喀痰吸引等
事業者

登録特定行為
事業者

電話番号
（）内は法人

実施行為 事業開始年月日 更新年月日 登録取消年月日登録番号 登録年月日

事業者区分
住所

（）内は法人住所
名称

代表者（法人名） 理事長　林田　輝久（社会福祉法人　さゆり会） （長崎県五島市下崎山町699番地）

事業所 グループホーム　ゆたっとはうす 長崎県五島市下崎山町716番地5 0959-75-0356

代表者（法人名） 理事長　栗林　裕子（社会福祉法人　敬天会） （長崎市牧島町9番地1）

事業所 介護老人福祉施設　牧島荘 長崎市牧島町9番地1 095-837-0310

代表者（法人名） 理事長　長﨑　省吾（社会福祉法人 familiar flora） （長崎県大村市皆同町438-3）

事業所 特別養護老人ホーム　ｆｌｏｒａ 長崎県大村市皆同町438-3 0957-47-5024

代表者（法人名） 代表取締役　上野　祐太郎（有限会社 ふぁみりい） （長崎県大村市向木場町1265）

事業所 グループホーム　ふぁみりぃ 長崎県大村市向木場町1265 0957-49-5126

代表者（法人名） 理事長　久保　安之（社会福祉法人　平成会） （長崎県長崎市横尾３丁目26番１号）

事業所 地域密着型介護老人福祉施設　日見あけぼの荘 長崎市宿町616番地1 095-813-8111

代表者（法人名） 理事長　久保　安之（社会福祉法人　平成会） （長崎県長崎市横尾３丁目26番１号）

事業所 短期入所生活介護　日見あけぼの荘 長崎市宿町616番地1 095-813-8111

代表者（法人名） 理事長　上田　かな（社会福祉法人　樹陽会） 長崎県大村市諏訪１丁目670番地6

事業所 特別養護老人ホーム　プレジールの丘 長崎県長崎市立山2丁目16番5号 095-829-3270

代表者（法人名） 理事長　上田　かな（社会福祉法人　樹陽会） 長崎県大村市諏訪１丁目670番地6

事業所 短期入所生活介護　プレジールの丘 長崎県長崎市立山2丁目16番5号 095-829-3270
421190020 令和2年3月16日 ○ ○ ①、②、④ 令和2年3月16日

421190019 令和2年3月16日 ○ ○ ①、②、④ 令和2年3月16日

421190018 令和2年3月10日 ○ ○ ① 令和2年3月10日

421190017 令和2年3月10日 ○ ○ ① 令和2年3月10日

421190016 令和2年3月10日 ○ ○ ①、② 令和2年3月10日

421190015 令和2年2月17日 ○ ①、②、④、⑤ 令和2年2月17日

421190014 令和元年12月23日 ○ ① 令和元年12月23日

421190013 令和元年10月9日 ○ ①、②、④ 令和元年10月9日


