様式第13号（第13条関係）

登録研修機関 登録簿
登録番号

登録年月日

名称

代表者（法人名） 株式会社誠心
4010001

アクラスセミナー

介護老人福祉施設 アイランドシティ照葉

ウェルネス ジョブ カレッジ

福岡県福岡市東区香椎照葉3丁目4番3号

092-663-8500

福岡県遠賀郡岡垣町旭台4丁目2番10号

093-281-3166

平成25年7月31日

○
平成25年8月7日

福岡県北九州市八幡西区熊西1-2-5

093-616-9919

事業所単位でのみ受付

福岡県福岡市中央区赤坂１丁目13-2 ＭＪＲ赤坂408

0944-88-9686

×

ディア・ライフキャリアアップスクール

福岡県大川市大字酒見96番地1

0944-88-9686

福岡県みやま市高田町上楠田1237

0944-22-2350

平成25年11月27日
事業所

特別養護老人ホーム常照苑

代表者（法人名） 株式会社きらきら

福岡県みやま市高田町上楠田1237

0944-22-2350

福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目19番3号

092-451-4970

平成26年1月10日
事業所

きらきら福祉教室

代表者（法人名） 社会福祉法人 拓く

福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目19番3号

092-451-4970

福岡県久留米市安武町武島468番地の2

0942-27-2039

平成27年2月27日
事業所

社会福祉法人 拓く 喀痰吸引等第3号研修

代表者（法人名） 学校法人高木学園

福岡県久留米市安武町武島468番地の2

0942-27-2039

福岡県福岡市早良区百道浜3-6-40

0944-88-3433

平成27年4月3日

平成25年11月2日

○
2

平成25年11月27日

3

平成26年1月10日

3

平成27年3月14日

×
1

事業所

大川看護福祉専門学校

代表者（法人名） 株式会社ニッソーネット

福岡県大川市大字酒見391-5

0944-88-3433

大阪府大阪市北区芝田1-4-14

06-6292-7854

平成27年4月3日

平成27年4月3日

○
1,2

事業所

福祉の教室ほっと倶楽部

代表者（法人名） 株式会社プレゼンス・メディカル
4010014

×

1,2

代表者（法人名） 社会福祉法人光輪会

4010013

092-807-7576

平成25年10月17日
事業所

4010012

福岡県福岡市西区大字徳永1065-1

平成24年10月4日

2

代表者（法人名） 株式会社ディア・ライフ

4027003

092-921-7221

平成25年8月7日
事業所

4027002

福岡県太宰府市観世音寺1-17-3

平成27年4月3日

※ 福岡県内の施設等で実施
神奈川県横浜市西区高島１-２-５ 横濱ゲートタワー３F

050-3172-6323

平成27年6月12日

○
1,2

事業所

株式会社プレゼンス・メディカル

業務開始年月日

○

1,2

代表者（法人名） 株式会社アイコンズ

4010006

092-918-2008

平成25年7月31日
事業所

4010004

実施研修 実地研修のみの実施に
課程
ついて※１

1

代表者（法人名） 社会福祉法人怡土福祉会

4010003

福岡県太宰府市五条2丁目18番45号

電話番号

平成24年10月4日
事業所

4010002

住所

※ 福岡県内の施設等で実施

050-3172-6323

平成27年6月12日
事業所単位でのみ受付

登録番号

登録年月日

4027004

平成27年7月28日

名称
代表者（法人名） 北九州市教育委員会
北九州市教育委員会指導部特別支援教育課

代表者（法人名） 株式会社新光枝医療
新光枝トレーニングラボ

キャリア教育プラザ株式会社

代表者（法人名） 株式会社ファミリー・ストーリー
日の出アカデミー

代表者（法人名） 麻生教育サービス株式会社
麻生教育サービス株式会社医療福祉事業部人材育成支援課

ヘルパーステーション陽花

未来ケアカレッジ 博多校

代表者（法人名） 福岡市教育委員会

熊本県熊本市東区健軍3-39-14-701

096-342-8181

熊本県熊本市東区健軍3-39-14-701(実施場所は福岡商工会議所)

096-342-8181

福岡県福岡市早良区荒江3-36-1-101

092-206-8008

福岡市早良区原2-15-25-106

092-206-8008

福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-24

092-432-6266

福岡市博多区博多駅前3-25-24

平成27年10月1日

×
1,2

平成27年11月10日

3

平成28年2月23日

○

092-432-6266

平成28年3月25日
事業所単位でのみ受付

福岡市博多区上川端町14-30-903

×

福岡市博多区東那珂3-6-50

092-483-1613

大阪府大阪市北区堂島2-2-2

06-4795-2400

福岡市博多区博多駅東1-10-32 ｻﾝﾗｲﾄ東口ﾋﾞﾙ2F

092-409-2530

福岡県福岡市中央区天神1-8-1

092-845-0015

平成28年7月4日
事業所

福岡市教育委員会

代表者（法人名） 株式会社 グローバルケア

福岡県福岡市中央区天神1-8-1

092-845-0015

北九州市八幡西区大膳2丁目21-21

093-691-2214

平成28年9月8日
事業所

株式会社 グローバルケア

代表者（法人名） 株式会社ＷＧＳ

北九州市八幡西区大膳2丁目21-21

093-691-2214

福岡県福岡市早良区高取2丁目17-20

092-834-7473

平成28年10月3日
事業所

森の里グループホームたちばな

代表者（法人名） ほけんし株式会社
4010023

0943-32-3623

平成28年6月22日
事業所

4027008

×

1

代表者（法人名） 株式会社EE２１

4010022

八女郡広川町大字水原1498番地11

平成28年6月3日
事業所

4027007

0943-32-3623

2

代表者（法人名） 株式会社INO・RIO

4010021

福岡県八女郡広川町大字水原1281番地

平成28年3月25日
事業所

4010020

093-582-2367

平成28年2月23日
事業所

4010019

福岡県北九州市小倉北区大手町1番1号

平成27年11月10日
事業所

福岡県八女市立花町白木610-1

0943-35-1000

東京都台東区元浅草3-19-9

03-6802-8793

平成28年12月13日
ほけんし株式会社

※ 研修場所は受講者の就業先

03-6802-8793

平成28年6月3日

×
2

平成28年6月22日

3

平成28年8月2日

○
2

平成28年9月8日

3

平成28年10月3日

○
1,2

事業所

業務開始年月日

平成27年7月30日

1,2

代表者（法人名） キャリア教育プラザ株式会社

4027005

実施研修 実地研修のみの実施に
課程
ついて※１

093-582-2367

平成27年10月1日
事業所

4010017

福岡県北九州市小倉北区大手町1番1号

電話番号

3
事業所

4010016

住所

平成28年12月19日

登録番号

登録年月日

名称
代表者（法人名） 合同会社 笑みリンク

4010025

合同会社 笑みリンク

株式会社みやと

福岡介護福祉専門学校

代表者（法人名） 有限会社 介護
小規模多機能ホーム いなほ

代表者（法人名） DXO株式会社
DXO株式会社

代表者（法人名） 社会福祉法人 櫟会
特別養護老人ホーム くぬぎ苑

代表者（法人名） 株式会社 四葉ケアサービス

平成29年8月6日

×

福岡県福岡市博多区千代1丁目30-25

092-645-0800

福岡県福岡市早良区早良2丁目22番21号

092-812-9398

福岡県福岡市西区室見が丘1丁目9番4号

092-812-9398

東京都中野区本町３丁目３１番１１号Daiwa中野坂上ビル６階

03-6382-8713

1,2

平成30年1月5日

3

平成30年4月1日

×
1,2

平成30年4月10日

1,2

平成30年9月7日

※ 福岡県内の施設等で実施
福岡県飯塚市相田１１４－１

0948-24-8000

福岡県飯塚市相田１１４－１

0948-24-8000

福岡県嘉麻市飯田１４６番地４

0948-62-3063

○
1,2

株式会社 四葉ケアサービス

代表者（法人名） 株式会社 ＴＥＮ ＴＯ ＯＮＥ

福岡県嘉麻市飯田１４６番地４

0948-62-3063

福岡県糟屋郡粕屋町長者原東２－１６－２３

090-7262-9049

平成31年1月10日
事業所

株式会社 ＴＥＮ ＴＯ ＯＮＥ

代表者（法人名） 合同会社三本松

福岡県糟屋郡粕屋町長者原東２－１６－２３

090-7262-9049

福岡県遠賀郡岡垣町野間南3番23号

093-282-5810

平成30年11月5日
事業所

小児のヘルパーステーション にこり

代表者（法人名） 青空研修 株式会社

福岡県遠賀郡岡垣町野間3丁目4-24

093-282-5810

福岡県朝倉市堤９５５－２７

0946-23-8510

平成30年12月1日
事業所

青空研修 株式会社

代表者（法人名） 合同会社 笑みリンク
4027012

×

福岡県福岡市博多区千代1丁目1-55

平成30年10月3日
事業所

4010032

平成29年6月1日

※ 研修場所は福岡県福岡市東区松﨑3-33-36

平成30年9月7日
事業所

4027011

0985-60-2885

平成30年4月10日
事業所

4010031

宮崎県宮崎市大橋三丁目134番地2

平成30年3月28日
事業所

4010030

0966-83-9111

平成30年1月5日
事業所

4010029

※ 福岡県内の施設等で実施

福岡県朝倉市堤９５５－２７

0946-23-8510

熊本県水俣市深川32-2

0966-83-9111

令和元年7月30日
事業所

合同会社 笑みリンク

業務開始年月日

○

1,2

代表者（法人名） 社会福祉法人 敬愛園

4010028

0966-83-9111

平成29年6月28日
事業所

4027010

実施研修 実地研修のみの実施に
課程
ついて※１

1,2

代表者（法人名） 株式会社みやと

4010027

熊本県水俣市深川32-2

電話番号

平成29年5月30日
事業所

4010026

住所

福岡県福岡市東区多の津５－４４－５－１０１

0966-83-9111

平成30年10月3日

×
1,2

平成31年1月10日

3

平成30年11月5日

○
1,2

平成30年12月1日

3

令和元年7月30日

登録番号

登録年月日

名称
代表者（法人名） HAPPY&SMILE 株式会社

4010033

HAPPY&SMILE COLLEGE

代表者（法人名） 特定非営利活動法人 にこり
小児のヘルパーステーションにこり

代表者（法人名） 社会福祉法人 福岡ひかり福祉会
障害者支援施設 かしはらホーム

代表者（法人名） 株式会社 アイランドケア
4010034

楽らくサポートセンター ホームヘルプ卵

代表者（法人名） 株式会社日本教育クリエイト
株式会社日本教育クリエイト 福岡支社

代表者（法人名） 株式会社 土屋
土屋ケアカレッジ九州

代表者（法人名） 株式会社Monotas
メディカルケアプラス

代表者（法人名） 株式会社Eぷらす
株式会社Eぷらす

代表者（法人名） 株式会社SKY

福岡市南区柏原４－２５－２６

092-567-7766

福岡市南区柏原４－２５－２６

株式会社SKY

代表者（法人名） ユニファイン

2

令和元年8月1日

3

令和元年10月1日

3

令和元年12月1日

福岡県福岡市南区野多目1丁目10-1

○

福岡県福岡市南区野多目1丁目10-1

1,2

令和2年4月1日

1,2

令和2年8月1日

3

令和2年11月1日

1,2

令和3年3月25日

1,2

令和3年7月15日

1,2

令和3年7月1日

092-984-1505

東京都新宿区西新宿１丁目２３番７号新宿ファーストウエスト７Ｆ
福岡県福岡市中央区天神１丁目１３番２１号天神商栄ビル７Ｆ

092-737-6371

岡山県井原市井原町１９２番地２久安セントラルビル２階

050-3733-3443

糟屋郡粕屋町大字内橋800-19-307

050-3138-2024

大阪府大阪市中央区谷町３丁目４－２ 名阪第一ビル７階

06-6766-4310

※ 福岡県内の施設等で実施

06-6766-4310

福岡県久留米市東町37-６ 渡辺ビル２階

090-5383-5105

福岡県久留米市東町37-６ 渡辺ビル２階

090-5383-5105

福岡県田川市大字糒2085-10

092-852-2808

福岡県田川市大字糒2085-10

092-852-2808

福岡県福岡市博多区諸岡６-17-13 Mハウス303号

092-523-2335

令和3年7月28日

〇
1,2

事業所

ユニファイン

業務開始年月日

092-567-7766

令和3年6月25日
事業所

4010039

093-282-5810

令和3年6月25日
事業所

4010038

遠賀郡岡垣町野間３丁目４番２４号

令和3年3月25日
事業所

4010037

093-282-5810

令和2年10月16日
事業所

4010036

遠賀郡岡垣町野間南３番２３号

令和2年8月1日
事業所

4027016

03-5746-9220

令和2年4月1日
研修機関

4010035

東京都大田区北馬込2-30-11 中村ﾋﾞﾙ3Ｆ ※研修は福岡県内の施設等で実施

令和元年1１月１日
事業所

実施研修 実地研修のみの実施に
課程
ついて※１

大阪府岸和田市野田町3－6－30 新川第7ビル411号

令和元年10月1日
事業所

4027014

電話番号

令和元年8月1日
研修機関

4027013

住所

※ 福岡県内の施設等で実施

092-523-2335

令和3年8月1日

登録番号

登録年月日

4010040

令和3年11月30日

名称
代表者（法人名） 社会福祉法人 広寿会

福岡県北九州市小倉北区熊本三丁目12-９

電話番号

実施研修 実地研修のみの実施に
課程
ついて※１

093-952-8341

足原のぞみ苑

代表者（法人名） 社会福祉法人 千里会

福岡県北九州市小倉北区熊本三丁目12-９

093-952-8341

福岡県北九州市小倉北区片野四丁目23番２号

093-922-0222

令和4年2月17日
特別養護老人ホームひだまりテラス

福岡県北九州市小倉北区東篠崎三丁目２番28号

令和4年2月1日

〇
2

事業所

業務開始年月日

〇
2

事業所

4010041

住所

令和4年4月1日

093-922-0222

３）各喀痰吸引等行為の個別研修：省令別表第三の研修（特定の者対象）

３ 既に登録を受けた登録研修機関が、別の研修課程について登録を受ける場合には、追加となる研修課程の番号（１～３）を「実施研修課程」欄に追記すること。
※１ 実地研修のみの課程を実施しているか示しています。開催時期及び受講に当たっての条件（実地研修先及び指導看護師は受講者が確保することが必要、基本研修を修了したことが証明できる書類が必要等）は登録研修機関によって異なりますので、直接登録研修機関へ

