
（別記様式第１４号）

登録研修機関 登録簿 ※研修の実施に関する照会は、下記登録研修機関に直接お問い合わせください。

登録番号 登録年月日 住所 電話番号
実施研修

課程
業務開始年月日 更新年月日

登録取消等
年月日

備考

代表者（法人名） 社会福祉法人ありのまま舎　（理事長　白江浩） 宮城県仙台市太白区西多賀四丁目１９番１号 022-281-1200 研修に関するホームページ↓

事業所 難病ホスピスケア太白ありのまま舎 宮城県仙台市太白区茂庭台２－１５－３０ 022-281-1200 http://www2.ocn.ne.jp/~ari/

代表者（法人名） 宮城県教育委員会 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 022-211-3714

事業所 宮城県教育庁特別支援教育室 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 022-211-3714

 代表者（法人名） 仙台往診クリニック 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番７号 022-212-8501 平成31年4月1日 研修に関するホームページ↓

事業所 仙台往診クリニック 宮城県仙台市青葉区花京院二丁目１番７号 022-212-8501 休止 http://www.oushin-sendai.jp

代表者（法人名） 特定非営利活動法人あいの実 宮城県仙台市泉区実沢字中山北１００－２ 022-346-1730 平成27年12月23日

事業所 特定非営利活動法人あいの実 宮城県仙台市泉区北中山４丁目３３番地の１３ 022-346-1730 休止

代表者（法人名） 株式会社日本教育クリエイト 東京都新宿区西新宿一丁目２３－７新宿ファーストウエスト 03-5909-1508 平成29年12月27日

事業所 株式会社日本教育クリエイト 東京都新宿区西新宿一丁目２３－７新宿ファーストウエスト 03-5909-1508 廃止

代表者（法人名） 有限会社ケイ 宮城県柴田郡大河原町字西桜町２２番地の３ 0224-51-4601

事業所 南桜訪問看護ステーション 宮城県柴田郡大河原町字南桜町４－１４ 0224-51-5056

代表者（法人名） 公益財団法人宮城厚生協会 宮城県多賀城市下馬２丁目１３－７ 022-361-1113 研修に関するホームページ↓

事業所 公益財団法人宮城厚生協会介護事業部 宮城県多賀城市下馬２丁目１３－７ 022-361-1158 http://m-kousei.com/

代表者（法人名） 株式会社アスログ 宮城県仙台市青葉区台原３丁目３８番２号ベルシティ森林公園１０６ 022-341-7871 R4.3.1 研修に関するホームページ↓

事業所 グローバルケア　アカデミー 宮城県仙台市青葉区台原３丁目３８番２号ベルシティ森林公園１０６ 022-341-7871 廃止 www.allstarlab.jp

代表者（法人名） 一般社団法人いろのは 宮城県仙台市若林区大和町４丁目１３－２７ 022-283-7396

事業所 一般社団法人いろのは 宮城県仙台市若林区大和町４丁目１３－２７ 022-283-7396

代表者（法人名） 医療法人社団石輝会 宮城県東松島市矢本字大林１４ 0225-83-7070

事業所 石垣クリニック内科循環器科 宮城県東松島市矢本字大林１４ 0225-83-7070

代表者（法人名） 株式会社エデュケイト・ジャパン 宮城県仙台市青葉区中央３－４－１２－８Ｆ 022-341-6130 研修に関するホームページ↓

事業所 ＥＤＣ医療福祉学院 宮城県仙台市青葉区中央３－４－１２－８Ｆ 022-716-2125 http://www.edc-j.net

代表者（法人名） ほけんし株式会社 東京都台東区上野３－１８－１３ 03-6802-8793 研修に関するホームページ↓

事業所 ほけんし株式会社 東京都台東区上野３－１８－１３ 03-6802-8793 http://www.ohn-phn.com/kakutan.html

代表者（法人名） 株式会社中川 宮城県仙台市青葉区小田原４丁目２番１８号 022-264-1202

事業所 東北福祉カレッジ 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中３番地４ 022-256-1931

代表者（法人名） 公益財団法人介護労働安定センター宮城支部　支部長　網野正利
宮城県仙台市若林区新寺１丁目２番２６号
小田急仙台東口ビル７階

022-291-9301 研修に関するホームページ↓

事業所 公営財団法人介護労働安定センター宮城支部
宮城県仙台市若林区新寺１丁目２番２６号
小田急仙台東口ビル７階

022-291-9301 http://www.kaigo-center.or.jp

代表者（法人名） 株式会社アスログ 宮城県仙台市青葉区台原３丁目３８番２号
ベルシティ森林公園１０６

022-341-7871 令和4年3月1日 研修に関するホームページ↓

事業所 グローバルケア　アカデミー 宮城県仙台市青葉区台原３丁目３８番２号
ベルシティ森林公園１０６

022-341-7871 廃止 www.allstarlab.jp

代表者（法人名） 株式会社中川 宮城県仙台市青葉区小田原４丁目２番１８号 022-264-1202 研修に関するホームページ↓

事業所 東北福祉カレッジ 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町中３番地４ 022-256-1931 http://www.tohoku-fukushi.com

代表者（法人名） 株式会社プレゼンス・メディカル 神奈川県横浜市西区高島１－２－５
横濱ゲートタワー３Ｆ

045-594-8588

事業所 株式会社プレゼンス・メディカル 神奈川県横浜市西区高島１－２－５
横濱ゲートタワー３Ｆ

045-594-8588

代表者（法人名） 株式会社オーボックス 東京都中野区本町三丁目３１番１１号
Daiwa中野坂上ビル６階

0120-952-775

事業所 株式会社オーボックス 東京都中野区本町三丁目３１番１１号
Daiwa中野坂上ビル６階

0120-952-775

令和4年1月17日平成29年1月17日

0410007 平成30年5月7日 1,2 平成30年5月7日

1,2 平成29年1月17日

令和4年11月1日

令和4年7月13日

0420003

3

平成29年11月20日

0420005

名称

平成24年7月13日

平成24年11月20日

平成24年12月7日

0420001 平成24年11月1日 3 平成24年11月1日

0420004

令和3年12月22日

平成29年2月1日

平成28年10月1日 3

平成25年7月11日

平成27年6月24日

0420002

平成28年12月22日0410002 1,2平成28年12月22日

平成24年7月13日

3

0420010

0420009

0420006

令和4年2月1日

平成25年7月20日

平成26年5月26日

平成30年7月11日

0420011

0410001

0420008

令和3年4月1日

注：宮城県立各特別支援学校にお
ける教員が対象の研修機関で一般
の公募はしておりません。

平成24年12月27日

3平成24年11月20日

平成25年3月21日 3

3

平成25年3月21日 平成30年3月21日

平成24年12月7日

0410003

0420007

問い合わせは，大河原桜町薬局
（TEL0224-51-4601）へ

平成24年12月27日

平成29年12月7日 受付方法はホームページに掲載

問い合わせは，仙台支社（TEL022-
716-5667）へ

平成28年10月1日

令和2年6月24日

3

平成26年5月26日 3

3

1,2 平成28年4月1日

3

令和3年10月1日

平成29年1月4日

令和1年5月26日

平成28年3月31日

平成27年6月24日

1,2

平成30年2月5日 平成30年2月5日0410006 1,2

0410004 平成29年9月15日 1,2 平成29年10月1日

0410005 平成30年2月21日 平成30年2月21日

http://www2.ocn.ne.jp/~ari/
http://www.oushin-sendai.jp/
http://m-kousei.com/
http://www.allstarlab.jp/
http://www.edc-j.net/
http://www.ohn-phn.com/kakutan.html
http://www.ohn-phn.com/kakutan.html
http://www.allstarlab.jp/
http://www.tohoku-fukushi.com/


（別記様式第１４号）

登録研修機関 登録簿 ※研修の実施に関する照会は、下記登録研修機関に直接お問い合わせください。

登録番号 登録年月日 住所 電話番号
実施研修

課程
業務開始年月日 更新年月日

登録取消等
年月日

備考名称

代表者（法人名） ユースタイルラボラトリー株式会社 東京都中野区中央1-35-6
レッチフィールド中野坂上ビル6Ｆ 03-5937-6825 令和2年11月1日

事業所 ユースタイルカレッジ 宮城県仙台市若林区成田町16-2
ロイヤルヒルズ成田町403 050-3196-1523 廃止

代表者（法人名） 医療法人　社団静実会 宮城県仙台市太白区茂庭台三丁目３０番３０号 022-281-5490

事業所 看護小規模多機能型居宅介護事業所「かがやき」 宮城県仙台市太白区茂庭台三丁目３０番３０号 022-796-0252

代表者（法人名） 遠藤　美紀 宮城県仙台市泉区友愛町1-1 研修に関するホームページ↓

事業所 くりはら介護塾 宮城県栗原市一迫真坂字本町４５ https://www.kuriharakaigojuku.com

代表者（法人名） 社会福祉法人基弘会 大阪府大阪市生野区生野東２丁目５番８号 06-6715-2188

事業所 リズムタウン仙台 宮城県仙台市泉区古内字坂ノ上１６－６ 022-378-8050

代表者（法人名） 遠藤　美紀 研修に関するホームページ↓

事業所 くりはら介護塾 https://www.kuriharakaigojuku.com

代表者（法人名） 社会福祉法人　宮城県社会福祉協議会 宮城県仙台市青葉区上杉１－２－３ 022-225-8476

事業所 宮城県船形の郷 宮城県黒川郡大和町吉田字上童沢２１ 022-345-3282

代表者（法人名） 社会福祉法人陽光福祉会 宮城県仙台市青葉区芋沢字横前１番地の１ 022-394-7711

事業所 社会福祉法人陽光福祉会仙台エコー医療療育センター 宮城県仙台市青葉区芋沢字横前１番地の１ 022-394-7711

代表者（法人名） ＰｕｒｅHａｐｐｉｎｅｓｓ合同会社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目24番8 080-4584-3349

事業所 ＰｕｒｅHａｐｐｉｎｅｓｓ合同会社 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目24番8 080-4584-3349

代表者（法人名） 社会福祉法人みずほ 宮城県名取市下余田字鹿島８６番地５ 022-383-3750

事業所 特別養護老人ホームうらやす 宮城県名取市下余田字鹿島８６番地５ 022-383-3750

代表者（法人名） 医療法人　ならの杜 宮城県仙台市泉区泉中央南１４番地 022-772-2181

事業所 たんぽぽクリニック 宮城県仙台市泉区泉中央南１４番地 022-725-8505

代表者（法人名） 株式会社人材サービスＹＯＵ 宮城県仙台市青葉区二日町１６番１５号　プライムゲート晩翠通１階 022-397-8783

事業所 ジョブカレッジ仙台 宮城県仙台市青葉区上杉１－８－１９　副都心ビル上杉百番館３階 022-354-0244

代表者（法人名） 医療法人総志会 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂１－１ 022-399-6876

事業所 住宅型有料老人ホーム　モークシャ愛子 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂１－１ 022-399-7141

代表者（法人名） NPO法人UBUNTU 宮城県仙台市泉区上谷刈字赤坂７番６号 022-765-7339

事業所 ぶれ・すと 宮城県仙台市泉区上谷刈字赤坂７番６号 022-765-7339

代表者（法人名） 株式会社　日本教育クリエイト 東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト７階 03-5909-1508

事業所 株式会社　日本教育クリエイト 東京都新宿区西新宿一丁目２３番７号　新宿ファーストウエスト７階 03-5909-1508

代表者（法人名） 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 050-3733-3443

事業所 土屋ケアカレッジ東北 宮城県仙台市宮城野区榴ヶ岡4-13-1 050-3138-2024
R3.7.26住所変更

R4.5.20業務規程変
更

代表者（法人名） 株式会社　PONTE 宮城県仙台市泉区歩坂町７１－２－２０５ 090－4317－1728

事業所 ポンテケア　アカデミー 宮城県仙台市泉区歩坂町７１－２－２０５ 022-707-6430

代表者（法人名） 株式会社PONTE 宮城県仙台市泉区歩坂町71-2-205 022-707-6430

事業所 ポンテケアアカデミー 宮城県仙台市泉区歩坂町71-2-205 090-4317-1728

代表者（法人名） ユースタイルラボラトリー株式会社 東京都中野区中央１－３５－６ 050-3187-8412

事業所 ユースタイルカレッジ 宮城県仙台市青葉区本町２－９－７ 050-3200-0663

２　「実施研修課程」には、当該機関が実施する研修課程の番号（１～３）を記載してください。
　　１）喀痰吸引及び経管栄養の全て：省令別表第一号研修（不特定多数の者対象）
　　２）特定行為を１行為から４行為まで選択する類型：省令別表第二号研修（不特定多数の者対象）

0420023 令和4年7月1日 3 令和4年7月1日
令和2年11月1日に一度廃止した
が，再登録。

0420022 令和4年6月8日 3 令和4年6月10日

令和4年6月10日 1.2 令和4年6月10日0410013

0420021 令和2年10月30日 3 令和2年11月1日

0420020 令和2年9月7日 3 令和2年9月8日
問い合わせは，仙台支社（TEL022-
716-5667）へ

0410012 令和1年10月29日 1,2 令和1年10月29日

0420019 令和2年6月23日 3 令和2年7月1日

0420018 令和1年10月8日 3 令和1年10月8日

0420016 平成31年2月26日 3 平成31年3月1日

0420015 平成31年2月19日 3 平成31年3月1日

0420017 令和1年9月4日

1.2 令和1年9月1日

0410009 令和1年8月1日

令和1年8月16日 令和1年9月1日

1.2 令和1年8月1日

令和1年8月15日

令和1年9月4日

0420013 平成30年8月31日 3 平成30年9月1日

0420012

0410011 2

3

0410010

宮城県栗原市一迫真坂字本町４５ 080-2566-8173

平成30年8月13日 3 平成30年8月13日

0420014 平成30年11月15日 3 平成30年11月15日

0410008 平成30年11月9日 080-2566-8173 1,2 平成30年11月9日

https://www.kuriharakaigojuku.com/
https://www.kuriharakaigojuku.com/


（別記様式第１４号）

登録研修機関 登録簿 ※研修の実施に関する照会は、下記登録研修機関に直接お問い合わせください。

登録番号 登録年月日 住所 電話番号
実施研修

課程
業務開始年月日 更新年月日

登録取消等
年月日

備考名称

　　３）各喀痰吸引等行為の個別研修：省令別表第三号研修（特定の者対象）
３　既に一度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「実地研修課程」欄に追記してください。


