
登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者 登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者

１９１０００００１ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　奥湯村福祉会　 特別養護老人ホーム　奥湯村園 ４００－００７１ 山梨県甲府市羽黒町１６５７番地５ ０５５－２５３－１１６５ ①、②、④

１９１０００００２ 平成24年4月1日 平成29年8月24日 ○ ○ 社会福祉法人　大寿会 特別養護老人ホーム　快晴苑 ４００－００５５ 山梨県甲府市大津町３３３番地 ０５５－２４３－３９３９ ①、④

１９１０００００３ 平成24年4月1日 平成29年10月25日 ○ ○ 社会福祉法人　芳寿会 特別養護老人ホーム　回生荘 ４０２－００３３ 山梨県都留市境３６番地 ０５５４－４５－５２１１ ①、④-1

１９１０００００４ 平成24年4月1日 平成29年10月25日 ○ ○ 社会福祉法人　芳寿会 ショートステイ　回生荘 ４０２－００３３ 山梨県都留市境３６番地 ０５５４－４５－５２１１ ①、④-1

１９１０００００５ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　天寿会 特別養護老人ホーム　春日居荘 ４０６－００１４ 山梨県笛吹市春日居町国府４３６番地 ０５５３－２６－２８３８ ①、④

１９１０００００６ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　光明会 櫛形荘介護老人福祉施設 ４００－０３１２ 山梨県南アルプス市上宮地１４０８番地 ０５５－２８４－００２０ ①、②、④

１９１０００００７ 平成24年4月1日 平成30年5月2日 ○ ○ 社会福祉法人　富士厚生会 特別養護老人ホーム　草塩おんせん ４０９－２７１４ 山梨県南巨摩郡早川町草塩７９番地１ ０５５６－２０－５１５５ ①、④-1

１９１０００００８ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　いきいき倶楽部 指定介護老人福祉施設　コスモ ４００－１５０７ 山梨県甲府市下向山町１２８０－１ ０５５－２６６－８０００ ①、④-1

１９１０００００９ 平成24年4月1日 平成30年4月25日 ○ ○ 社会福祉法人　いきいき倶楽部 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所コスモ・アンシア ４００－０８５８ 山梨県甲府市相生３－３－１４ ０５５－２２１－８０００ ①、②、④

１９１００００１０ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　富士吉田市社会福祉事業団 特別養護老人ホーム　寿荘 ４０３－０００４ 山梨県富士吉田市下吉田９丁目９番１０号 ０５５５－２０－１７２７ ①、②、④-1

１９１００００１１ 平成24年4月1日 平成29年10月18日 ○ ○ 社会福祉法人　壽ノ家 特別養護老人ホーム　壽ノ家 ４０６－００３２ 山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１番地 ０５５－２６３－１２３２ ①、②、③、④、⑤

１９１００００１２ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　美咲会 指定介護老人福祉施設　小山荘 ４０６－０８２１ 山梨県笛吹市八代町北７６０番地 ０５５－２６５－３３７７ ①、④-1

１９１００００１３ 平成24年4月1日 平成29年5月22日 ○ ○ 社会福祉法人　甲府市民生福祉会 特別養護老人ホーム　桜井寮 ４００－０８０３ 山梨県甲府市桜井町５５８番地 ０５５－２３２－８２６１ ①、②、④-1

１９１００００１４ 平成24年4月1日 ○ 峡南広域行政組合　 介護老人福祉施設　慈生園 ４０９－２２１１ 山梨県南巨摩郡南部町中野２８４７番地 ０５５６－６４－２０２４ ①、④-1

１９１００００１５ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　富士桜桃会　 特別養護老人ホーム　志仁也 ４０１－００２１ 山梨県大月市初狩町下初狩４１４６番地１０ ０５５４－２０－２５５２ ①、④-1

１９１００００１６ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　心和会　 特別養護老人ホーム　春光園 ４００－０８３２ 山梨県甲府市増坪町６８１ ０５５－２４１－３１１１ ①、④-1

１９１００００１７ 平成24年4月1日 平成29年9月21日 ○ ○ 社会福祉法人　善隣会　 特別養護老人ホーム　尚古園 ４００－０００１ 山梨県甲府市和田町２９４８番地の６ ０５５－２５３－７２３１ ①、④-1

１９１００００１８ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　昭和会　 特別養護老人ホーム　昭寿荘 ４０９－３８６６ 山梨県中巨摩郡昭和町西条２６０５番地 ０５５－２７５－５５５１ ①②④

１９１００００１９ 平成24年4月1日 平成29年9月4日 ○ ○ 社会福祉法人　白根聖明会　 特別養護老人ホーム　白根聖明園 ４００－０２２１ 山梨県南アルプス市在家塚１３０５番地 ０５５－２８４－２２０１ ①、④

１９１００００２０ 平成24年4月1日 平成29年11月8日 ○ ○ 社会福祉法人　愛寿会　 特別養護老人ホーム　仁生園 ４０８－００３１ 山梨県北杜市長坂町小荒間１２９３番地 ０５５１－３２－３３４０ ①、④

１９１００００２１ 平成24年4月1日 平成29年11月8日 ○ ○ 社会福祉法人　愛寿会　 仁生園　ショートステイセンター ４０８－００３１ 山梨県北杜市長坂町小荒間１２９３番地 ０５５１－３２－３３４０ ①、④

１９１００００２２ 平成24年4月1日 平成29年11月8日 ○ ○ 社会福祉法人　愛寿会　 仁生園　デイサービスセンター ４０８－００３１ 山梨県北杜市長坂町小荒間１２９３番地 ０５５１－３２－３３４０ ①、④-1

１９１００００２３ 平成24年4月1日 平成29年11月8日 ○ ○ 社会福祉法人　愛寿会　 グループホーム　やすらぎ ４０８－００３１ 山梨県北杜市長坂町小荒間１２９３番地 ０５５１－３２－３３４０ ①、④-1

１９１００００２４ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　清翔会　 特別養護老人ホーム　清栄なでしこ荘 ４００－０８０２ 山梨県甲府市横根町５５４番地 ０５５－２２１－１２００ ①、④

１９１００００２５ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　清珠会　 特別養護老人ホーム　清珠荘 ４０９－３２４４ 山梨県西八代郡市川三郷町岩間５０００番地 ０５５６－３２－３８３８ ①、④-1

１９１００００２６ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　喜栄会　 特別養護老人ホーム　田富荘 ４０９－３８４３ 山梨県中央市西花輪４９９番地 ０５５－２７４－５０００ ①、④-1

１９１００００２７ 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　友伸福祉会　 特別養護老人ホーム　長寿荘 ４０８－０１０２ 山梨県北杜市須玉町比志６４６５番地の３ ０５５１－４５－０８１１ ①、④-1

１９１００００２８ 平成24年4月1日 平成29年5月10日 ○ ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 特別養護老人ホーム　桃源荘 ４０５－００２５ 山梨県山梨市一町田中１５５番地 ０５５３－２２－２３６１ ①、②、③、④、⑤

１９１００００２９ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 桃源荘　短期入所生活介護 ４０５－００２５ 山梨県山梨市一町田中１５５番地 ０５５３－２２－２３６１ ①、②、③、④、⑤

１９１００００３０ 平成24年4月1日 平成30年4月17日 ○ ○ 社会福祉法人　富士厚生会　 特別養護老人ホーム　ネオライフとみざわ ４０９－２１０２ 山梨県南巨摩郡南部福士２６８８番地３ ０５５６－６６－３５００ ①、②、④

１９１００００３１ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　昭和会　 特別養護老人ホーム　白峰荘 ４００－０２２２ 山梨県南アルプス市飯野２８２０番地 ０５５－２８８－７０８０ ①、④-1

１９１００００３２ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　景誠会　 特別養護老人ホーム　ヒルズ勝沼 ４０９－１３１３ 山梨県甲州市勝沼町下岩崎２０９１番地 ０５５３－４４－５５８１ ①、②、④

１９１００００３３ 平成24年4月1日 平成30年6月29日 ○ ○ 社会福祉法人　さくら会　 特別養護老人ホーム　風林荘 ４００－００５８ 山梨県甲府市宮原町１１９１番地 ０５５－２４１－５６５６ ①、④-1

１９１００００３４ 平成24年4月1日 平成30年6月29日 ○ ○ 社会福祉法人　さくら会　 風林荘　ショートステイ ４００－００５８ 山梨県甲府市宮原町１１９１番地 ０５５－２４１－５６５６ ①、④-1

１９１００００３５ 平成24年4月1日 平成30年7月12日 ○ ○ 社会福祉法人　壽光会　 特別養護老人ホーム　笛吹荘 ４０４－００１２ 山梨県山梨市牧丘町室伏２４５２番地 ０５５３－３５－５５２２ ①、②、④

１９１００００３７ 平成24年4月1日 平成30年8月9日 ○ ○ 社会福祉法人　戸川会　 指定介護老人福祉施設　福寿荘 ４００－０５１２ 山梨県南巨摩郡富士川町小室１２４１番地 ０５５６－２２－５５０１ ①、②、④

１９１００００３８ 平成24年4月1日 平成30年8月9日 ○ ○ 社会福祉法人　戸川会　 指定短期入所生活介護事業所　福寿荘 ４００－０５１２ 山梨県南巨摩郡富士川町小室１２４１番地 ０５５６－２２－５５０１ ①、②、④

１９１００００３９ 平成24年4月1日 平成30年8月9日 ○ ○ 社会福祉法人　戸川会　 指定介護予防短期入所生活介護事業所　福寿荘 ４００－０５１２ 山梨県南巨摩郡富士川町小室１２４１番地 ０５５６－２２－５５０１ ①、②、④

１９１００００４０ 平成24年4月1日 平成29年7月19日 ○ ○ 社会福祉法人　戸川会　 特別養護老人ホーム　福寿荘きらきら ４００－０５０２ 山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺１３０７番地１ ０５５６－２２－７５３１ ①、④、④-1

１９１００００４１ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　山梨積善会　 特別養護老人ホーム　富士川荘 ４００－０６０１ 山梨県南巨摩郡富士川町鰍沢１８０７番地 ０５５６－２２－４４６６ ①、④-1

１９１００００４２ 平成24年4月1日 平成29年12月25日 ○ ○ 社会福祉法人　永寿会　 特別養護老人ホーム　富士山荘 ４０１－０３２０ 山梨県南都留郡鳴沢村５０６１番地 ０５５５－８５－２８７８ ①、②、③、④、⑤

１９１００００４３ 平成24年4月1日 平成30年2月1日 ○ ○ 社会福祉法人　欣寿会　 特別養護老人ホーム　芙蓉荘 ４０３－００１６ 山梨県富士吉田市松山１６１３番地 ０５５５－２２－５５２４ ①、②、④

１９１００００４４ 平成24年4月1日 平成30年2月1日 ○ ○ 社会福祉法人　欣寿会　 地域密着型特別養護老人ホーム　おりひめ ４０３－０００５ 山梨県富士吉田市上吉田５４１０番地１ ０５５５－７３－８５５２ ①、②、④

１９１００００４５ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 地域密着型特別養護老人ホーム　豊寿荘 ４００－０３３６ 山梨県南アルプス市十日市場７２７番地１ ０５５－２８２－０６０８ ①、②、④

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（事業所）名称 郵便番号 住所 電話番号登録番号
登録年月日 事業者区分

法人名称

「実施行為」欄には各事業者が実施する喀痰吸引等（特定行為）の行為種別を以下の番号で記載。
①口腔内の喀痰吸引　2鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引　④胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養　④‐1胃ろうによる経管栄養（チューブ接続及び注入開始を除く）　⑤経鼻経管栄養



登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者 登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為（事業所）名称 郵便番号 住所 電話番号登録番号
登録年月日 事業者区分

法人名称

１９１００００４６ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　身延山福祉会　 特別養護老人ホーム　みのぶ荘 ４０９－２５３１ 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４８３番地１２２ ０５５６－６２－３１３１ ①、④-1

１９１００００４７ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　緑樹会　 特別養護老人ホーム　明山荘 ４０８－０２０４ 山梨県北杜市明野町上手５２０番地 ０５５１－２５－２５１２ ①、②、④

１９１００００４８ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　鶴朋会　 特別養護老人ホーム　もりの郷 ４０２－００１２ 山梨県都留市与縄７１６番地１ ０５５４－４６－１１６５ ①、④-1

１９１００００４９ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　敬寿会　 特別養護老人ホーム　よこぶき荘 ４０２－０００３ 山梨県都留市川茂３２８番地４ ０５５４－４５－４１６５ ①、④-1

１９１００００５０ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　敬寿会　 地域密着型介護老人福祉施設　よこぶきの郷 ４０２－０００４ 山梨県都留市古川渡６５８番地１ ０５５４－４６－５５６５ ①、④-1

１９１００００５１ 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　寿真会　 特別養護老人ホーム　「らくえん」 ４０９－３８１１ 山梨県中央市極楽寺７４８番地 ０５５－２７４－１２９４ ①、④-1

１９１００００５２ 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　寿真会　 特別養護老人ホーム　らくえん倶楽部 ４０９－３８１１ 山梨県中央市極楽寺７４５番地１ ０５５－２７４－１２９４ ①、④-1

１９１００００５３ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　延命福祉会　 特別養護老人ホーム　緑風苑 ４０４－００４３ 山梨県甲州市塩山下於曽１２５６番地 ０５５３－３２－４１６５ ①、④-1

１９１００００５４ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　延命福祉会　 短期入所生活介護事業所　緑風苑 ４０４－００４３ 山梨県甲州市塩山下於曽１２５６番地 ０５５３－３２－４１６５ ①、④-1

１９１００００５５ 平成24年4月1日 平成29年10月11日 ○ ○ 社会福祉法人　和告福祉会　 特別養護老人ホーム　和久園 ４００－００６９ 山梨県甲府市中村町１１番１８号 ０５５－２２６－３２８０ ①、②、④

１９１００００５７ 平成24年5月1日 ○ 医療法人　恵信会　 りほく病院併設高齢者総合ケアセンター ４００－０１０６ 山梨県甲斐市岩森１１７０番１号 ０５５１－２８－８８５０ ①、②、③、④

１９１００００５８ 平成24年5月1日 平成29年10月11日 ○ ○ 社会福祉法人　和告福祉会　 ショートステイ専用施設リーフ幸町 ４００－０８５７ 山梨県甲府市幸町１５番１０号 ０５５－２３０－２８００ ①、②、④

１９１００００５９ 平成24年6月1日 ○ 社会福祉法人　聖ヨハネ会　 富士聖ヨハネ学園 ４０１－００５１ 山梨県南都留郡忍野村忍草２７４８番地 ０５５５－２３－５１５５ ①、②、③、④

１９１００００６０ 平成24年4月1日 平成29年7月25日 ○ ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 障害者支援施設　はまなし寮 ４０１－０３０１ 山梨県南都留郡富士河口湖町船津６６６３番地１ ０５５５－７２－５３２２ ①、②、③、④、⑤

１９１００００６１ 平成24年6月1日 平成30年11月30日 ○ ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 障害者支援施設　きぼうの家 ４００－０８３３ 山梨県甲府市西油川町１１７番地１ ０５５－２５１－４１３１ ①、②、③、④、⑤

１９１００００６２ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会　 グループホームわがや ４００－０８６６ 山梨県甲府市若松町６番３５号 ０５５－２２３－８１０１ ①、②、④

１９１００００６３ 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　八ヶ岳名水会　 はるのひ・なのはな ４０８－００２５ 山梨県北杜市長坂町長坂下条１３６８番地１ ０５５１－４５－７５０１ ④

１９１００００６４ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　深敬園　 Ｈａｎｄ　ｉｎ　Ｈａｎｄ ４００－０２２２ 山梨県南アルプス市飯野２９３９番地１ ０５５－２８２－２００２ ①、②、③、④、⑤

１９１００００６５ 平成24年6月1日 ○ 医療法人　銀門会　 甲州ケア・ホーム ４０５－００３２ 山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１番地 ０５５－２６３－０２４２ ①、②、④

１９１００００６６ 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　ぎんが福祉会　 多機能事業所　ぎんが工房 ４００－０１２７ 山梨県甲斐市天狗沢３０６番地 ０５５－２７７－８６８６ ①、②、④

１９１００００６７ 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　ぎんが福祉会　 障害福祉サービス事業所　コスモス通所 ４００－０１１８ 山梨県甲斐市竜王２６７－３番地 ０５５－２７８－２２６６ ①、②、④、⑤

１９１００００６８ 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　ぎんが福祉会　 障害者支援施設　コスモス ４００－０１１８ 山梨県甲斐市竜王２６７－３番地 ０５５－２７８－２２６６ ①、②、④

１９１００００６９ 平成24年5月1日 ○ 社会福祉法人　深敬園　 障害者支援施設　かじか寮 ４０９－２５２４ 山梨県南巨摩郡身延町身延３６３７番地 ０５５６－６２－１１３４ ①、②、③、④、⑤

１９１００００７１ 平成24年6月1日 ○ 株式会社　サンライフ寿　 株式会社　サンライフ寿 ４０６－００３２ 山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１番地２４ ０５５－２６３－４１１１ ①、②、③、④、⑤

１９１００００７２ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　富士吉田市社会福祉事業団　 寿荘指定短期入所生活介護事業所 ４０３－０００４ 山梨県富士吉田市下吉田９丁目９番１０号 ０５５５－２０－１７２７ ①、②、④-1

１９１００００７３ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　敬寿会　 特別養護老人ホーム　よこぶき荘　短期入所生活介護事業所 ４０２－０００３ 山梨県都留市川茂３２８番地４ ０５５４－４５－４１６５ ①、④-1

１９１００００７４ 平成24年4月1日 ○ 社会福祉法人　敬寿会　 特別養護老人ホーム　よこぶき荘　介護予防短期入所生活介護事業所 ４０２－０００３ 山梨県都留市川茂３２８番地４ ０５５４－４５－４１６５ ①、④-1

１９１００００７５ 平成24年6月11日 ○ 有限会社　ベータ・コア　 サンクール石和介護施設 ４０６－００２１ 山梨県笛吹市石和町松本４１６番地１ ０５５－２６１－３９００ ①、④

１９１００００７６ 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　興邦会　 特別養護老人ホーム　しもべ荘 ４０９－２９３６ 山梨県南巨摩郡身延町常葉７０５８番地１ ０５５６－２０－３１１１ ①、④-1

１９１００００７７ 平成24年8月1日 ○ 社会福祉法人　信和会　 特別養護老人ホーム　穴山の杜 ４０７－０２６３ 山梨県韮崎市穴山町５３９０番地 ０５５１－２５－６１００ ①、④

１９１００００７８ 平成24年4月1日 令和1年11月25日 ○ ○ 社会福祉法人　清長会　 介護老人福祉施設　敷島荘 ４００－０１２８ 山梨県甲斐市大久保１３５７番地 ０５５－２７７－８８１１ ①、②、④-1

１９１００００７９ 平成24年4月1日 平成30年6月7日 ○ ○ 社会福祉法人　八十八会　 特別養護老人ホーム　南岳荘 ４００－０２０３ 山梨県南アルプス市徳永４３６番地１ ０５５－２８０－５２８１ ①、④-1

１９１００００８０ 平成25年1月1日 ○ 医療法人　景雲会　 短期入所生活介護施設　リリー ４０６－００１４ 山梨県笛吹市春日居町国府４３６番地 ０５５３－２６－４５１７ ①、②、④

１９１００００８１ 平成25年1月1日 ○ 有限会社　北嶋　 きたじま苑 ４０６－０８２１ 山梨県笛吹市八代町北１６１６番地２ ０５５－２６５－１５６２ ①、②、③、④

１９１００００８２ 平成25年1月1日 ○ 医療法人社団　富士厚生会　 介護老人保健施設　ももくら ４０９－０６２２ 山梨県大月市七保町下和田２１３２番地１ ０５５４－２０－１１１１ ①、②、④

１９１００００８３ 平成25年4月1日 ○ 社会福祉法人　光珠福祉会　 地域密着型特別養護老人ホーム　エール二之宮 ４０６－０８０７ 山梨県笛吹市御坂町二之宮１９６６番地１ ０５５－２６１－８７１１ ①、②、④

１９１００００８４ 平成24年4月1日 平成29年10月20日 ○ ○ 社会福祉法人　白風会　 特別養護老人ホーム　いちいの木 ４０１－０５１２ 山梨県南都留郡忍野村内野３５７２番１ ０５５５－８４－１２１５ ①、④－１

１９１００００８５ 平成25年4月1日 ○ 株式会社　イービーエーサービス　 介護付有料老人ホーム　おおさとの憩 ４００－００５３ 山梨県甲府市大里町３３７５－１０ ０５５－２４２－２０７３ ①、②、④

１９１００００８６ 平成25年5月1日 ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会　 小規模多機能ホームわかまつ ４００－０８６６ 山梨県甲府市若松町６番３５号 ０５５－２２３－８１０５ ①、②、④

１９１００００８７ 平成25年5月1日 ○ 医療法人社団　富士厚生会　 介護老人保健施設　山中湖あんずの森 ４０１－０５０１ 山梨県南都留郡山中湖村山中１０６９番地３ ０５５５－６３－２３３３ ①、②、④

１９１００００８８ 平成25年5月7日 ○ 社会福祉法人　山梨樫の会　 特別養護老人ホーム　ゆめみどり ４００－０１１６ 山梨県甲斐市玉川１７００－１ ０５５－２７８－２８００ ①、④－１

１９１００００８９ 平成25年5月1日 平成30年6月4日 ○ ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会　 ショートステイたから ４００－００３４ 山梨県甲府市宝１－４－１６ ０５５－２２３－８１０３ ①、②、④

１９１００００９０ 平成25年5月1日 平成31年3月29日 ○ ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会　 ショートステイももその ４００－０３０１ 山梨県南アルプス市桃園３７９ ０５５－２８０－１１７７ ①、②、④

「実施行為」欄には各事業者が実施する喀痰吸引等（特定行為）の行為種別を以下の番号で記載。
①口腔内の喀痰吸引　2鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引　④胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養　④‐1胃ろうによる経管栄養（チューブ接続及び注入開始を除く）　⑤経鼻経管栄養



登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者 登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為（事業所）名称 郵便番号 住所 電話番号登録番号
登録年月日 事業者区分

法人名称

１９１００００９１ 平成25年1月1日 ○ 有限会社　北嶋　 グループホームきたじま苑 ４０６－０８２１ 山梨県笛吹市八代町北１６１６番地２ ０５５－２６５－１５６２ ①、②、③、④

１９１００００９２ 平成24年4月1日 平成29年9月28日 ○ ○ 社会福祉法人　和人会　 特別養護老人ホーム　トリアス ４００－０８１５ 山梨県甲府市国玉町９５１番地の１ ０５５－２２３－３３０３ ①、②、④

１９１００００９３ 平成25年9月1日 ○ 社会福祉法人　深敬園　 福祉ネットスマイル ４０９－２５２４ 山梨県南巨摩郡身延町身延３６３７番地 ０５５６－６２－２３５５ ①、②、③、④、⑤

１９１００００９４ 平成25年11月11日 ○ 社会福祉法人　泉茅会　 特別養護老人ホーム　めぐみ荘 ４００－０１１８ 山梨県甲斐市竜王６４４番の５ ０５５－２７８－０８８１ ①、②、⑤

１９１００００９５ 平成25年11月11日 ○ 社会福祉法人　泉茅会　 めぐみ荘ショートステイセンター ４００－０１１８ 山梨県甲斐市竜王６４４番の５ ０５５－２７８－０８８１ ①、②、⑤

１９１００００９６ 平成26年3月1日 ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会　 デイサービスももその ４００－０３０１ 山梨県南アルプス市桃園３７９ ０５５－２８０－１１３３ ①、②、④

１９１００００９７ 平成26年5月1日 平成30年11月19日 ○ ○ 株式会社　将英　 ピースライフ山梨 ４０５－００１４ 山梨県山梨市上石森194 ０５５３－２１－７２３３ ①、②、④

１９１００００９８ 平成26年6月1日 ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 障害者支援施設　もえぎ寮 ４０９－０５０１ 山梨県大月市富浜町宮谷1510-3 ０５５４－２３－２７０７ ①、②、④

１９１０００１０２ 平成26年7月3日 ○ 社会福祉法人　いきいき倶楽部 指定短期入所生活介護事業所コスモ・アルボーレ ４００－０８５８ 山梨県甲府市相生3-2-1 ０５５－２２７－８０００ ①、②、④

１９１０００１０３ 平成26年10月1日 平成30年10月23日 ○ ○ 社会福祉法人　日新会 地域密着型介護老人福祉施設　小瀬公園あかし ４００ー０８３６ 山梨県甲府市小瀬町６１２番地 ０５５－２４２－７００１ ①、②、④

１９１０００１０４ 平成27年2月1日 ○ 医療法人社団　青虎会 介護老人保健施設　はまなす ４０１－０３０１ 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6901 ０５５５－８３－３２８５ ①、②、④

１９１０００１０５ 平成27年3月2日 平成30年6月5日 ○ ○ 社会福祉法人　富士厚生会 特別養護老人ホーム　ソレイユ甲府 ４００－０８２６ 山梨県甲府市西高橋町２７７ ０５５－２３６－２２６６ ①、②、④

１９１０００１０６ 平成27年3月2日 ○ 社会福祉法人　富士厚生会 ショートステイ　ソレイユ甲府 ４００－０８２６ 山梨県甲府市西高橋町２７７ ０５５－２３６－２２６６ ①、②、④

１９１０００１０７ 平成27年9月1日 令和1年7月19日 ○ ○ 社会福祉法人　いきいき倶楽部 コスモ･アビターレ ４００－０８５８ 山梨県甲府市相生１－２－３ ０５５－２３６－８０００ ①、②、④

１９１０００１０８ 平成27年9月4日 ○ 社会福祉法人　博友会 特別養護老人ホーム　なでしこ ４０１－０３０１ 山梨県南都留郡富士河口湖町船津2210番地 ０５５５－７２－５６０１ ①、②、④

１９１０００１０９ 平成27年12月1日 平成29年11月21日 ○ ○ 社会福祉法人　日新会 介護老人福祉施設　ロイヤルあかし ４００－０８３１ 山梨県甲府市上町２４７３番地 ０５５－２２６－６５８０ ①、②、④

１９１０００１１０ 平成28年1月1日 ○ 社会福祉法人　千歳会 特別養護老人ホーム　花菱荘 ４００－０４０２ 山梨県南アルプス市田島1108 ０５５－２８０－１３００ ①、④

１９１０００１１１ 平成28年3月1日 平成30年6月4日 ○ ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会 デイサービスセンターたから ４００－００３４ 山梨県甲府市宝１－４－１６ ０５５－２２３－８１０２ ①、②、④

１９１０００１１２ 平成28年4月1日 ○ 社会福祉法人　友好福祉会 社会福祉法人　友好福祉会　麦の家 ４００－１５０３ 山梨県甲府市心経寺町４９０－１ ０５５－２６６－３９７６ ①、②、④

１９１０００１１３ 平成28年4月1日 ○ 社会福祉法人　友好福祉会 社会福祉法人　友好福祉会　麦の家 ４００－１５０３ 山梨県甲府市心経寺町４９０－１ ０５５－２６６－３９７６ ①、②、④

１９１０００１１４ 平成28年4月1日 ○ 社会福祉法人　友好福祉会 社会福祉法人　友好福祉会　麦の家 ４００－１５０３ 山梨県甲府市心経寺町４９０－１ ０５５－２６６－３９７６ ①、②、④

１９１０００１１６ 平成28年5月1日 ○ 社会福祉法人やまなし勤労者福祉会 まいほーむいけだ ４００－００６４ 山梨県甲府市下飯田１丁目２番１８号 ０５５－２３６－３５０１ ①、②、④

１９１０００１１７ 平成28年4月5日 平成29年5月10日 ○ ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 個室ユニット型特別養護老人ホーム桃源荘 ４０５－００２５ 山梨県山梨市一町田中１５５番地 ０５５３－２２－２３６１ ①、②、④

１９１０００１１８ 平成28年6月1日 ○ 株式会社　奉伸 グループホーム　アルプスのなかまたち ４００－０３０１ 山梨県南アルプス市桃園345番地3 ０５５－２８２－７０７０ ①、②

１９１０００１１９ 平成28年6月1日 平成29年6月1日 ○ ○ 社会福祉法人　ぎんが福祉会　 放課後等デイサービス　きらり ４００－０１１８ 山梨県甲斐市竜王301番地２ ０５５－２７８－２２６６ ①、②、④

１９１０００１２０ 平成28年8月1日 平成29年5月22日 ○ ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団 特別養護老人ホーム　サテライト桃源荘日川 ４０５－００２５ 山梨県山梨市一丁田中１９７番地 ０５５３－２１－７１２０ ①、②、④

１９１０００１２１ 平成28年8月1日 平成29年5月22日 ○ ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団 サテライト桃源荘日川短期入所施設 ４０５－００２５ 山梨県山梨市一丁田中１９７番地 ０５５３－２１－７１２０ ①、②、④

１９１０００１２２ 平成28年11月1日 ○ 株式会社　ルピナス　 ケア･コスモス ４００－０８３２ 山梨県甲府市増坪町４５７－１ ０５５－２６９－７７７７ ①、②、④、⑤

１９１０００１２３ 平成29年7月1日 平成29年7月1日 ○ ○ 社会福祉法人　櫻樹会　 地域密着型介護老人福祉施設　ひまわりの家 ４００－０３０６ 山梨県南アルプス市小笠原１３２８－１ ０５５－２８３－００５５ ①、④

１９１０００１２４ 平成29年7月1日 平成29年7月1日 ○ ○ 医療法人社団　恵風会　　 みのりの里 介護老人保健施設 旭ヶ丘 ４０９－０１１２ 山梨県上野原市上野原７８０６ ０５５４－６３－５８００ ①、②、④

１９１０００１２５ 平成29年8月25日 平成29年9月1日 ○ ○ 有限会社　アルファケア　 アルファケア　北甲府介護施設 ４００－００７５ 山梨県甲府市山宮町７０３－１ ０５５－２５４－９５１１ ①、②、④、⑤

１９１０００１２６ 平成29年10月1日 平成29年10月1日 ○ ○ 社会福祉法人　芳寿会 特別養護老人ホーム　真心の里 ４０２－００５２ 山梨県都留市中央１－１－１６ ０５５４－５６－８６０１ ①、④－１

１９１０００１２７ 平成29年11月29日 ○ 株式会社　ルピナス　 ケア･コスモス（地域通所介護） ４００－０８３２ 山梨県甲府市増坪町４５７－１ ０５５－２６９－７７７７ ①、②、④、⑤

１９１０００１２８ 平成29年12月4日 ○ 社会福祉法人　天寿会 特別養護老人ホーム　春日居荘　短期入所 ４０６－００１４ 山梨県笛吹市春日居町国府４３６番地 ０５５３－２６－２８３８ ①、④

１９１０００１２９ 平成29年12月8日 ○ 医療法人　銀門会　 甲州デイサービスセンター　一宮事業所 ４０５－００６４ 山梨県笛吹市一宮町塩田７４１番地１ ０５５３－４７－６６０２ ①、②、④

１９１０００１３０ 平成30年1月23日 ○ 山梨市役所 山梨市立養護老人ホーム晴風園 ４０５－００１６ 山梨県山梨市大野１０３５番地１ ０５５３－２２－０６１４ ①、②

１９１０００１３１ 平成30年2月1日 平成30年2月1日 ○ ○ 社会福祉法人　欣寿会　 地域密着型特別養護老人ホーム　しののめ ４０３－０００２ 山梨県富士吉田市小明見３－３－１４ ０５５５－３０－４００５ ①、②、④

１９１０００１３２ 平成30年3月27日 ○ 社会福祉法人　山梨県社会福祉事業団　 養護老人ホーム　豊寿荘 ４００－００３６ 山梨県南アルプス市十日市場７２７番地１ ０５５－２８２－０６０８ ①、②、④

１９１０００１３３ 平成30年4月20日 ○ 株式会社　アイザック あかね雲ソーシャルカインドネス ４０３－０００５ 山梨県富士吉田市上吉田２４５２－２ ０５５５－２２－８６１７ ①、②、④

１９１０００１３４ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 ○ ○ 社会福祉法人　壽ノ家 特別養護老人ホーム　壽ノ家いさわ ４０６－００３２ 山梨県笛吹市石和町四日市場２０３１番地 ０５５－２６３－１２３２ ①、②、④

１９１０００１３５ 平成30年4月25日 平成30年4月25日 ○ ○ 社会福祉法人　壽ノ家 特別養護老人ホーム　壽ノ家いちのみや ４０５－００６４ 山梨県笛吹市一宮町塩田７４１番地１ ０５５３－４７－６６１０ ①、④－１

１９１０００１３６ 平成30年6月29日 平成30年6月29日 ○ ○ 社会福祉法人　さくら会　 特別養護老人ホーム　オアゾＳやましろ ４００－０８３１ 山梨県甲府市上町９１６番地２ ０５５－２２５－５６３０ ①、④－１

１９１０００１３７ 平成30年7月9日 ○ 社会福祉法人　山の都福祉会 障害者支援施設　スカイコート勝沼 ４０９－１３０６ 山梨県甲州市勝沼町山１４０５番地の１ ０５５３－４４－３８５１ ①、②、④

「実施行為」欄には各事業者が実施する喀痰吸引等（特定行為）の行為種別を以下の番号で記載。
①口腔内の喀痰吸引　2鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引　④胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養　④‐1胃ろうによる経管栄養（チューブ接続及び注入開始を除く）　⑤経鼻経管栄養



登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者 登録特定行為事業者 登録喀痰吸引等事業者

登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿

実施行為（事業所）名称 郵便番号 住所 電話番号登録番号
登録年月日 事業者区分

法人名称

１９１０００１３８ 平成30年7月9日 令和2年7月5日 ○ ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会 地域密着型特別養護老人ホーム　いけだの里 ４００－００６４ 山梨県甲府市下飯田１－２－１７ ０５５－２３６－３５３０ ①、②、④

１９１０００１３９ 平成30年7月24日 平成30年7月24日 ○ ○ 社会福祉法人　さくら会　 特別養護老人ホーム　風林荘別館 ４００－００５８ 山梨県甲府市宮原町１２２７－１ ０５５－２３６－８１１５ ①、④－１

１９１０００１４０ 平成30年7月24日 平成30年7月24日 ○ ○ 社会福祉法人　さくら会　 ショートステイ　風林荘別館 ４００－００５８ 山梨県甲府市宮原町１２２７－１ ０５５－２３６－８１１５ ①、④－１

１９１０００１４１ 平成30年9月5日 平成30年9月5日 ○ ○ 社会福祉法人　永寿会 地域密着型介護老人福祉施設　富士山荘ふるさと ４０１－０３２０ 山梨県南都留郡鳴沢村５０６１番地 ０５５５－８５－２８７８ ①、②、④

１９１０００１４２ 平成30年9月5日 平成30年9月5日 ○ ○ 社会福祉法人　永寿会 富士山荘指定短期入所生活介護事業所 ４０１－０３２０ 山梨県南都留郡鳴沢村５０６１番地 ０５５５－８５－２８７８ ①、④－１

１９１０００１４３ 平成30年9月5日 平成30年9月5日 ○ ○ 社会福祉法人　永寿会 富士山荘指定通所介護事業所 ４０１－０３２０ 山梨県南都留郡鳴沢村５０６１番地 ０５５５－８５－３２５５ ①、④－１

１９１０００１４４ 平成30年9月27日 ○ 株式会社　コントレイル デイサービスセンター　レモンハート ４００－００７４ 山梨県甲府市千塚３丁目９番３号 ０５５－２８８－８８００ ①、②、③、④、⑤

１９１０００１４５ 平成30年11月2日 ○ 身延町早川町国民健康保険病院一部事務組合 峡南ケアホームいいとみ ４０９－３４２３ 山梨県南巨摩郡身延町飯富１６５５番地 ０５５６－４２－４３１４ ①、②、④、⑤

１９１０００１４６ 平成31年1月4日 ○ 医療法人　立史会 介護老人保健施設　ノイエス ４０９－３８６３ 山梨県中巨摩郡昭和町河東中島４４３ ０５５－２７５－１１６５

１９１０００１４８ 平成31年3月1日 平成31年3月1日 ○ ○ 社会福祉法人　敬誠会 地域密着型特別養護老人ホーム　甲府城南ケアセンター ４００－１５０１ 山梨県甲府市上曽根町１８５番地 ０５５－２４０－１１６５ ①、②、④

１９１０００１４９ 令和1年11月25日 令和1年11月25日 ○ ○ 社会福祉法人　清長会　 短期入所生活介護　敷島荘 ４００－０１２８ 山梨県甲斐市大久保１３５７番地 ０５５－２７７－８８１１ ①、②、④

１９１０００１５０ 令和2年9月28日 令和2年9月28日 ○ ○ 社会福祉法人　永寿会 地域密着型介護老人福祉施設　富士山荘まほろば ４０１－０３１０ 山梨県南都留郡富士河口湖町勝山２９６３－１ ０５５５－２８－５１０１ ①、④－１

１９１０００１５１ 令和2年12月15日 ○ 社会福祉法人　やまなし勤労者福祉会 まいほーむいさわ ４０６ー００３５ 山梨県笛吹市石和町広瀬７８１ ０５５－２６１－１２４０ ①、②、③、④

「実施行為」欄には各事業者が実施する喀痰吸引等（特定行為）の行為種別を以下の番号で記載。
①口腔内の喀痰吸引　2鼻腔内の喀痰吸引　③気管カニューレ内部の喀痰吸引　④胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養　④‐1胃ろうによる経管栄養（チューブ接続及び注入開始を除く）　⑤経鼻経管栄養


