「医療・介護資源情報」の更新
・新規開設、情報の変更、休止・廃止のお知らせです。（令和２年９月３０日付）
「医療・介護資源情報」のリスト・マップからご確認ください。
なお、休止は保留扱いで掲載継続、廃止は削除させていただきます。

新規
サービス種別
診療所

所在地

電話番号

FAX

上村クリニック

医療機関・事業所・施設

841－0083 鳥栖市古賀町字天神343番地 1F

0942-50-5770

0942-50-5878

溝上薬局 神辺町店

841-0004

鳥栖市神辺町1572-4

0942-50-5331

0942-50-5332

アイ薬局 鳥栖店

841-0083

鳥栖市古賀町343

0942-85-8390

0942-85-8391

鳥栖ユーカリ薬局

841-0046

鳥栖市真木町1988-8

0942-50-9505

0942-82-6280

訪問看護ステーションいぬおサポート

841-0081

鳥栖市萱方町110-1

0942-82-7007

0942-83-7726

訪問看護ステーション 株式会社よつば会 よつば訪問
ステーション サテライト

841-0024

鳥栖市原町870-1
アミューズメントシティWING Ｃ102

0942-80-3271

訪問看護

841-0071

鳥栖市原古賀町1334-8

0942-81-2121

0942-81-2127

薬局

（みなし指定）
訪問介護

通所介護
看多機

医療法人芳生会 和田内科・循環器科

※平成31年3月から令和2年2月までの間に請求のあった介護給付費の実績から作成
ニチイケアセンター基山

841-0201

基山町小倉1052-1

0942-81-7007

0942-92-5857

ヘルパーステーションきやま

841-0201

基山町小倉894-6

0942-92-2349

0942-92-2349

ニチイケアセンターみやき

840-1101

みやき町西島1648-4

0942-81-9700

0942-96-3770

デイサービス楽笑倶楽部鳥栖中央

841-0033

鳥栖市本通町2丁目878-7 2Ｆ

0942-83-3788

0942-83-3788

こすもすデイサービスセンター

849-0112

みやき町大字江口3139-1

0942-85-7745

0942-85-7746

看護小規模多機能フィオーレとどろき

841-0061

鳥栖市轟木町1579-1

0942-85-7775

0942-85-7776

変更
サービス種別
診療所

薬局

医療機関・事業所・施設
医療法人玄々堂 玄々堂内科

メロディー薬局

とさくさん指定居宅介護支援事業所

居宅介護支援

ケアプランセンターえん
花のみね弐番館ケアプランサービス
三樹病院居宅介護支援事業所
在宅看護センターホットス

訪問看護ステーション

訪問看護ステーション弥生が丘

訪問看護ステーション 寿楽

変更

医療機関名 医療法人玄々堂 玄々堂内科

訪問介護

訪問リハビリ

841-0025 鳥栖市曽根崎町2350

841-0004 鳥栖市神辺町1574-2

所在地

841‐0046 鳥栖市真木町赤井1974‐4

841-0056 鳥栖市蔵上4丁目153

電話番号

0942‐50‐9505

0942‐82‐8000

事業所名

とさくさん指定居宅介護支援事業所

ケアプラン たしろの大地

841-0025 鳥栖市曽根崎町1273番地3

841-0018 鳥栖市田代本町998-1

電話番号

0942-50-5031

0942-84-8087

電話番号

0942-50-8579

080-3396-4577

ＦＡＸ番号

0942-50-9642

0942-85-7710

電話番号

0942-89-1855

0942-50-5210

849-0123 上峰町大字坊所272-3

849-0123 上峰町大字坊所279-1

0942-87-9321

0942-85-7011

841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目6

841-0035 鳥栖市東町2丁目885-7-203

0942-85-8989

0942-80-7772

841-0005 鳥栖市弥生が丘1丁目18番地

841-0203 基山町大字園部2307

0942-50-8070

0942-92-2626

841-0203 基山町園部2307

841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目146-1

電話番号

0942-92-2626

0942-50-8740

ＦＡＸ番号

0942-92-0194

0942-50-8741

所在地

所在地
電話番号
所在地
電話番号
所在地
電話番号

ホームヘルプサービスセントポーリア

所在地

841‐0047 鳥栖市今泉町2434番地1

841‐0046 鳥栖市真木町1990番地

医療法人勇愛会 大島病院

所在地

849-0111 みやき町大字白壁4287番地

849-0111 みやき町大字白壁4305-40

所在地

841-0022 鳥栖市飯田町69-1

841-0024 鳥栖市原町688-1

特定非営利活動法人 とさくさんとす

デイサービス たしろの大地

841-0012 鳥栖市田代昌町5番地

841-0018 鳥栖市田代本町998-1

事業内容

小規模型通所介護

通常型通所介護

事業内容

介護・介護予防事業

介護・介護予防事業、短時間型

841-0004 鳥栖市神辺町1273-8

841-0081 鳥栖市萱方町270

電話番号

0942-84-0012

0942-87-3560

ＦＡＸ番号

0942-84-0016

0942-84-7292

デイサービスけいしん
通所介護

特定非営利活動法人 とさくさんとす
デイサービスきたえるーむ鳥栖中央

通所リハビリ

グループホーム

医療法人玄々堂 玄々堂内科・呼吸器内科

所在地

所在地
ホームヘルプサービス寿楽園

新

旧

山津リハビリセンター

グループホーム けいしん

事業所名
所在地

所在地

施設名

グループホーム けいしん

所在地

841-0022 鳥栖市飯田町69-1

電話番号

0942-81－1185

グループホーム けいしん壱番館
841-0024 鳥栖市原町688-1 3F
0942-81－1185
グループホーム けいしん弐番館
841-0024 鳥栖市原町688-1 2F
0942-82-1107

休止
サービス種別
居宅介護支援

訪問介護

休止時期

医療機関・事業所・施設
真心の園在宅介護支援センター

令和2年5月1日～

ヒューマンサポート・タッチ

令和2年9月1日～

ケアプランサービス あんしん

令和2年9月1日～

ヒューマンサポート・タッチ

令和2年9月1日～

ヘルパーステーション元気

令和2年5月1日～

認知症対応型通所介護 ニチイケアセンター鳥栖

令和2年8月15日～令和2年12月31日まで

定期巡回随時対応型
ひまわりの園ケアコールセンター
訪問介護看護

廃止
サービス種別
薬局
居宅介護支援

訪問介護

通所介護

841-0032

鳥栖市大正町702-8

令和1年8月31日

大賀薬局 基山店

841-0204

基山町大字宮浦343-4

令和2年9月30日

JAさが いなほの郷ケアプランサービス

849-0101

みやき町大字原古賀5440-1

令和2年3月31日

いずみケアプランサービス

841-0073

鳥栖市江島町1880-1

令和2年9月30日

ヘルパーステーションいずみ

841-0073

鳥栖市江島町1880-1

令和2年2月29日

訪問介護事業所いつくしの家

841-0201

基山町小倉275-1

令和2年5月31日

JAさが いなほの郷

849-0101

みやき町原古賀5440-1

令和2年3月31日

JAさが いなほの郷

849-0101

みやき町原古賀5440-1

令和2年3月31日

デイサービスセンター緑寿館

841-0044

鳥栖市高田町213-1

令和2年4月30日

841-0204

基山町大字宮浦885-6

令和1年11月1日

グループホーム すむのさと

841-0044

鳥栖市高田町206-1

令和2年7月31日

グループホーム 風のふく丘三ヶ敷

841-0203

基山町大字園部413-2

令和2年5月8日

有限会社 豊

841-0062

鳥栖市幸津町1384番地

令和2年8月31日

認知症対応型通所介護 グループホーム クオーレ基山

グループホーム
福祉用具貸与・販売

所在地

医療機関・事業所・施設
一光堂漢方薬局シンノウさん

