鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【病院、診療所】
平成31年4月1日現在
種別 市町

地区
(中学校区)

医療機関名

診療科目

医療法人社団 如水会 外科、内科、消化器外科、消化器内科、脳神経外科、神経内科、循環器科、腎臓内科、放射線科、
今村病院
整形外科、耳鼻咽喉科、肝臓外科、肝臓内科、歯科・口腔外科、リハビリテーション科

住所

電話番号

841-0061 鳥栖市轟木町1523-6

0942-82-5550

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、外科、整形外科、皮膚科、リウマチ科、リハビリテーション科、
糖尿病内科、老年内科

841-0033 鳥栖市本通町1丁目855-10

0942-83-3771

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、皮膚科、神経内科、リハビリテーション科

841-0044 鳥栖市高田町210-1

0942-84-8838

内科、呼吸器科、胃腸科、整形外科、心療内科、リハビリテーション科

841-0024 鳥栖市原町浦田670-1

0942-83-1030

内科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、泌尿器科、リウマチ科、
医療法人 清明会
神経内科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、肝臓内科、消化器外科、腎臓内科(人工透析)、 841-0005 鳥栖市弥生が丘2-143
若葉弥生が丘 やよいがおか鹿毛病院 消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内分泌内科

0942-87-3150

鳥栖地区

医療法人 仁徳会
今村病院
医療法人 好古堂
すむのさと高尾病院

鳥
栖
市

郵便番号

田代基里
地区

医療法人 啓心会
啓心会病院

地区

いぬお病院

病
院

基
山
町

み
や
き
町

841-0081 鳥栖市萱方町110-1

0942-82-7007

鳥栖西地区

医療法人 正友会
松岡病院

内科、精神科、リウマチ科、神経内科、リハビリテーション科、老年精神科、糖尿病内科、消化器内科、
841-0074 鳥栖市西新町1422
循環器内科

0942-83-4606

基山地区

医療法人 好古堂
きやま高尾病院

内科、リハビリテーション科

0942-92-4860

中原地区

独立行政法人
国立病院機構
東佐賀病院

北茂安地区

上峰地区

841-0203 三養基郡基山町園部270ー1

内科、呼吸器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、呼吸器外科、眼科、皮膚科、歯科、心療内科、
849-0101 三養基郡みやき町原古賀7324
アレルギー科、リハビリテーション科、放射線科、。糖尿病・内分泌科、消化器内科

特定医療法人 勇愛会
内科、外科、脳神経外科、心療内科、精神科、リハビリテーション科
大島病院
特定医療法人 社団
光風会 光風会病院

上
峰
町

心療内科、精神科

0942-94-2048

849-0111 三養基郡みやき町大字白壁4287 0942-89-2600

心療内科、精神科

849-0111 三養基郡みやき町大字白壁2927 0942-89-2800

内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、外科、整形外科、こう門科、リハビリテーション科

849-0123 三養基郡上峰町大字坊所276-1

0952-52-7272

眼科

841-0026

鳥栖市本鳥栖町537-1
フレスポ鳥栖2F

0942-50-9888

いとうクリニック

性病科、皮膚科、泌尿器科

841-0061 鳥栖市轟木町1383

0942-81-2088

梅野耳鼻咽喉科

気管食道科、耳鼻咽喉科、アレルギー科

841-0037 鳥栖市本町1丁目924-1

0942-82-2318

医療法人 三樹会
三樹病院
荒木眼科

運天眼科クリニック

眼科

841-0051 鳥栖市元町1247-7 サンロイヤル・マンション
0942-84-0433

お元気でクリニック

内科

841-0052 鳥栖市宿町1399-1

0952-87-7050

医療法人 黒岩医院

耳鼻いんこう科

841-0031 鳥栖市鎗田町327-4

0942-82-3415

841-0051 鳥栖市元町1328-5 NTTビル1F

0942-50-5833

内科・外科くろだ医院 内科、アレルギー科、外科、皮膚科、リハビリテーション科
こが医療館
明彦まきこクリニック
医療法人健裕会
古賀内科医院
医療法人
斎藤内科医院
医療法人
しばやま整形外科
鳥栖地区

内科、消化器科、循環器科、外科、こう門科、アレルギー科、リハビリテーション科糖尿病科、乳腺外来 841-0032 鳥栖市大正町751-2

0942-85-8822

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、心療内科、リハビリテーション科

841-0052 鳥栖市宿町1106-2

0942-83-3204

内科、消化器科、小児科、禁煙外来、在宅緩和ケア、在宅医療、健康診断

841-0035 鳥栖市東町1丁目1054-6

0942-82-2016

整形外科、リハビリテーション科

841-0026 鳥栖市本鳥栖町633-43

0942-82-2515

841-0033 鳥栖市本通町2丁目882-7

0942-83-8383

内科、外科、リハビリテーション科、放射線科、循環器内科、胃腸内科、内視鏡科

841-0046 鳥栖市真木町1974-4

0942-87-5008

内科、小児科、皮膚科

841-0034 鳥栖市京町776-10

0942-83-2328

841-0051 鳥栖市元町1086

0942-83-2281

医療法人
産婦人科、麻酔科
白水レディースクリニック

医療法人
せとじまクリニック
高尾医院

医療法人 三輪堂医院 内科、外科、脳神経外科、リハビリテーション科

内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、リハビリテーション科、漢方内科、糖尿病内科、
禁煙外来、消化器内科、呼吸器内科、循環器内科、内視鏡内科、在宅医療、健康診断、高血圧内科、 841-0031 鳥栖市鎗田町町281-3
肝臓・消化器内科

0942-84-1515

ひよし小児科

小児科

841-0052 鳥栖市宿町1268

0942-82-2677

医療法人
廣松クリニック

形成外科、皮膚科

841-0052 鳥栖市宿町994-1

0942-83-3467

841-0052 鳥栖市宿町1247-4

0942-83-3526

医療法人はらだ会
はらだ内科胃腸科

医療法人 ひかり医院 内科、外科、こう門科、皮膚科
医療法人 藤戸医院

内科、外科、小児外科、眼科、こう門科、歯科、麻酔科

841-0047 鳥栖市今泉町2425

0942-84-0865

医療法人 前山内科

内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、小児科

841-0052 鳥栖市宿町1465-1

0942-85-0005

内科

841-0035 鳥栖市東町1丁目1059-1

0942-83-2083

小児科

841-0038 鳥栖市古野町190-10

0942-83-2450

眼科

841-0052 鳥栖市宿町985

0942-83-5870

宮崎医院
医療法人
むらかみ小児科
やまさき眼科

医療法人千鳥会
石橋整形外科
医療法人
かわらハートクリニック

医療法人
きざと外科医院
田代基里
地区
鳥
栖
市

841-0014 鳥栖市桜町1465-1

0942-82-7751

内科、循環器科、外科、リハビリテーション科

841-0025 鳥栖市曽根崎町2375

0942-87-3133

内科、消化器科、胃腸科、外科、こう門科、リハビリテーション科

841-0024 鳥栖市原町861-1

0942-83-2084

841-0025 鳥栖市曽根崎町2350

0942-83-2151

841-0024 鳥栖市原町1077-3

0942-81-5424

脳神経外科、リハビリテーション科

841-0025 鳥栖市藤木町1450ー6

0942-87-3030

内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科

841-0025 鳥栖市曽根崎町1553-1

0942-83-2082

眼科

841-0017 鳥栖市田代大官町798ー3

0942-82-2845

医療法人玄々堂内科 内科、呼吸器科、胃腸科、小児科
こやなぎ内科循環器科
内科、呼吸器科、循環器科
クリニック
医療法人 鳥越脳神経
外科クリニック

野下医院
医療法人
梁井眼科医院
医療法人 石田医院

内科、胃腸科、循環器科、小児科

841-0014 鳥栖市古賀町366-1

0942-82-2722

医療法人 太啓会
大園内科医院

内科、胃腸内科、消化器内科、内視鏡内科、リハビリ科

841-0081 鳥栖市萱方町158-10

0942-87-8888

おか眼科クリニック

眼科

841-0081 鳥栖市萱方町189-1

0942-83-0111

医療法人 光寿
權藤医院

内科、糖尿病内科、内分泌内科、リウマチ科

841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目1

0942-82-2978

ごんどう皮膚科

皮膚科

841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目3

0942-50-5047

内科、消化器科、小児科、糖尿病科

841-0005 鳥栖市弥生が丘5丁目222

0942-85-8334

小児科

841-0004 鳥栖市神辺町58-3

0942-84-7020

すぎやま内科胃腸科 内科、胃腸科

841-0004 鳥栖市神辺町210-5

0942-84-7785

社会福祉法人 若楠
若楠療育園

841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目134-1

0942-83-1121

841-0005 鳥栖市弥生が丘1丁目18

0942-50-6770

841-0005 鳥栖市弥生が丘6丁目-82

0942-82-4400

841-0081 鳥栖市萱方町270

0942-84-0011

整形外科、リハビリテーション科

841-0056 鳥栖市蔵上町2丁目112

0942-85-1000

医療法人眞正会
古賀医院

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、外科、呼吸器外科、神経内科、膠原病科

841-0071 鳥栖市原古賀町609-2

0942-83-3457

医療法人三愛会
皮ふ科駒井あやこ
クリニック

皮膚科

841-0056 鳥栖市蔵上町4丁目192

0942-82-0121

品川内科クリニック
若葉弥生が丘
地区

整形外科、リハビリテーション科

医療法人
すがい小児科

内科、小児科、リハビリテーション科、神経科、精神科、障害児・者歯科、有病者歯科、一般歯科

弥生が丘駅前クリニック 内科、循環器科

医療法人 徳隣会
つつみクリニック
診
療
所

内科

医療法人社団 三善会
内科、リハビリテーション科、放射線科
山津医院
岩岡整形外科

九州国際重粒子線
がん治療センター

鳥栖西地区

医療法人
じゅんせんせいの
こども総合クリニック
医療法人社団
武田内科医院
医療法人
田尻外科胃腸科
医療法人
なかしまクリニック
名取医院
医療法人 野田内科
医療法人
まごころ医療館
医療法人
やましたクリニック
医療法人希望会
レディースクリニック
山田産婦人科
医療法人芳生会
和田内科・循環器科

放射線科

841-0071 鳥栖市原古賀町3049

0942-50-8812

内科、小児科、整形外科、小児外科、耳鼻いんこう科、皮膚科、アレルギー科

841-0063 鳥栖市下野町3097-2

0942-81-2333

内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、小児科、糖尿病科、糖尿病内科

841-0072 鳥栖市村田町715

0942-84-1011

内科、胃腸科、外科、リハビリテーション科

841-0062 鳥栖市幸津町1761-1

0942-83-6800

内科、脳神経外科

841-0054 鳥栖市蔵上町665-1

0942-84-5811

内科、小児科、リハビリテーション科

841-0066 鳥栖市儀徳町2510-1

0942-84-8008

内科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、小児科、アレルギー科

841-0067 鳥栖市西田町211-1

0942-83-1160

内科、消化器科、循環器科、外科、整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科、麻酔科、糖尿病内
科、消化器外科、緩和ケア内科、禁煙外来、消化器内科、内視鏡内科、ペインクリニック内科、
プラセンタ治療、在宅緩和ケア、在宅医療、健康診断、高血圧内科

841-0056 鳥栖市蔵上2丁目210

0942-87-5002

内科、呼吸器科、小児科

841-0056 鳥栖市蔵上4丁目325

0942-81-5511

産婦人科

841-0056 鳥栖市蔵上2丁目186

0942-84-4656

内科、腎臓内科、人工透析内科、循環器科

841-0071 鳥栖市原古賀町1334-8

0942-81-2121

池田胃腸科外科

内科、外科、消化器科、循環器科、放射線科、アレルギー科、ペインクリニック、漢方治療、禁煙外来、
841-0201 三養基郡基山町小倉545-55
交通事故、労災指定病院

0942-92-2308

医療法人清明会
きやま鹿毛医院

内科、腎臓内科(人工透析)

841-0204 三養基郡基山町宮浦399-1

0942-92-2650

841-0201 三養基郡基山町小倉1059-2

0942-92-1121

眼科

841-0204 三養基郡基山町宮浦735-14

0942-92-0709

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

841-0203 三養基郡基山町園部2765-25

0942-92-7655

内科、皮膚科、泌尿器科

841-0204 三養基郡基山町宮浦259-45

0942-81-0061

内科、消化器科、循環器科、小児科、泌尿器科、リハビリテーション科

841-0205 三養基郡基山町けやき台1丁目23-7
0942-92-4170

整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科

841-0204 三養基郡基山町宮浦186-18

医療法人
さかい胃腸科・
内科、消化器科、小児科、外科、麻酔科
内視鏡内科クリニック
基
山
町

基山地区

志賀眼科医院
つくし整形外科医院
中洲医院
医療法人
なるお内科小児科
ばば整形外科

0942-50-5115

まえはら耳鼻咽喉科・
耳鼻いんこう科、アレルギー科
アレルギー科クリニック
あおぞらクリニック

み
や
き
町

北茂安地区

849-0101 三養基郡みやき町原古賀1068-4 0941-94-9811

内科、消化器科、循環器科、小児科、リハビリテーション科

849-0101 三養基郡みやき町原古賀518-4

0942-94-2051

内科、外科、整形外科

849-0102 三養基郡みやき町簑原2946-1

0942-94-4677

内科、胃腸科、小児科、外科、リハビリテーション科

849-0102 三養基郡みやき町簑原1676-7

0942-94-5085

高木クリニック

内科、消化器科、外科、リハビリテーション科

849-0101 三養基郡みやき町原古賀1174-1 0942-94-2055

おおば内科・
循環器科医院

内科、循環器科、内分泌科

849-0111 三養基郡みやき町白壁232-2

0942-50-9912

849-0113 三養基郡みやき町東尾2280-2

0942-89-5678

耳鼻いんこう科

849-0111 三養基郡みやき町白壁1054-1

0942-89-1733

宮原医院

内科、小児科、皮膚科、アレルギー科

849-0113 三養基郡みやき町東尾1155

0942-89-2216

梅野医院

内科、皮膚科

849-1105 三養基郡みやき町寄人409-5

0942-96-2373

内科、整形外科、リハビリテーション科

849-1105 三養基郡みやき町寄人1509-1

0942-96-3110

内科、消化器科

840-1101 三養基郡みやき町西島2979-8

0942-96-3315

内科、外科、在宅医療

840-1106 三養基郡みやき町市武1331-9

0942-96-9600

内科、胃腸科、循環器科、リハビリテーション科

849-0123 三養基郡上峰町坊所1570-55

0952-51-1881

眼科

849-0123 三養基郡上峰町坊所1570-64

0952-55-9174

内科、肝臓内科、消化器内科

849-0123 三養基郡上峰町坊所2733-1

0952-53-3737

小児科、アレルギー科

849-0123 三養基郡上峰町坊所444-7

0952-51-1516

医療法人 鵬之風
いのくち医院
医療法人
上野クリニック

医療法人
内科、胃腸科
まつお胃腸クリニック
まなこ耳鼻咽喉科
クリニック

斎藤整形外科医院
三根地区

上
峰
町

上峰地区

0942-81-0733

糖尿病科、糖尿病内科

医療法人 秋吉医院
中原地区

841-0203 三養基郡基山町園部2772-10

平川医院
医療法人三樹会
みきクリニック
医療法人 回生会
うえきクリニック
医療法人昭和会
永岡眼科医院
医療法人 平井内科
医療法人 やまだ
小児科クリニック

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【歯科診療所】
市町

地区
(中学校区)

鳥
栖
地
区

鳥
栖
市

田
代
基
里
地
区

若
葉
弥
生
が
丘
地
区

医療機関名

診 療 科 目・事業所の特徴

郵便番号

住所

電話番号

アルファ歯科・矯正歯科クリニック

歯科・矯正歯科・小児歯科・歯科口腔外科

841-0032

鳥栖市大正町697-3

0942-83-8211

近藤歯科医院

歯科、小児歯科

841-0047

鳥栖市今泉町六ツ枝２３８９－４

0942-85-1717

ごんどう歯科

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0052

鳥栖市宿町１１０３－５

0942-82-4448

酒井歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科

841-0037

鳥栖市本町１丁目９２１－１

0942-84-1575

しもむら歯科医院

歯科、小児歯科

841-0061

鳥栖市轟木町１２４３－７

0942-81-5451

しらみず歯科クリニック

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0033

鳥栖市本通町2丁目882-1

0942-83-8282

田中こども歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科

841-0052

鳥栖市宿町１４７０ー１３

0942-87-5151

照崎歯科医院

歯科・矯正歯科・小児歯科

841-0061

鳥栖市轟木町1501-10

0942-85-1575

とおやま歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0026

鳥栖市本鳥栖町５３７－１フレスポ鳥栖１F

0942-84-8217

原歯科医院

歯科

841-0052

鳥栖市宿町１３６２－１

0942-85-2377

ひらつか歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0052

鳥栖市宿町１４３０－６

0942-48-2133

ふたば歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0052

鳥栖市宿町１４２９－１

0942-82-5466

藤戸歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0047

鳥栖市今泉町２５３７－３

0942-85-0100

元町歯科診療所

歯科、歯科口腔外科

841-0051

鳥栖市元町１３００－１

0942-82-4141

こが歯科

歯科

841-0025

鳥栖市曽根崎町１４９０－６

0942-83-2163

こばやし歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0016

鳥栖市田代外町６５５－１

0942-84-3939

中川歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0025

鳥栖市曽根崎町２３７７

0942-87-3558

中冨歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0014

鳥栖市桜町１４６８－１

0942-85-1234

門司歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0015

鳥栖市田代上町２２１

0942-82-2747

山口歯科医院

歯科

841-0023

鳥栖市姫方町３６５

0942-83-3401

赤司歯科医院

歯科

841-0081

鳥栖市萱方町２３９－９

0942-83-0202

くまもと歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科

841-0005

鳥栖市弥生が丘２丁目１２４

0942-87-9877

chie denntal clinic

歯科、矯正歯科、小児歯科

841-0005

鳥栖市弥生が丘6丁目３２６

0942-82-0988

若
葉
弥
生
が
丘
地
区

ヒロデンタルクリニック

歯科、矯正歯科、小児歯科

841-0005

鳥栖市弥生が丘６丁目９８番

0942-48-6480

ふかや歯科医院

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0081

鳥栖市萱方町浅井１３６－１

0942-85-2522

なりとみ歯科

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0004

鳥栖市神辺町３９７－１

0942-84-3116

野口歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0004

鳥栖市神辺町１５７８－８

0942-82-6510

弥生が丘みらい歯科クリニック

歯科、矯正歯科、小児歯科

841-0005

鳥栖市弥生が丘２丁目１９４番地

0942-87-3100

上田歯科医院

歯科、小児歯科

841-0072

鳥栖市村田町字二本松７－６

0942-82-8060

木村歯科医院

歯科

841-0062

鳥栖市幸津町字馬場１９４８－７

0942-85-8445

熊谷歯科医院

歯科、小児歯科

841-0084

鳥栖市山浦町１３８６－１

0942-82-4970

くらのうえ市丸歯科

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

841-0054

鳥栖市蔵上２丁目１８７番地

0942-81-5410

古賀歯科医院

歯科

841-0066

鳥栖市儀徳町２６７２－１

0942-82-4072

なかた歯科医院

歯科、小児歯科

841-0071

鳥栖市原古賀町７０７－１

0942-84-8225

あおやぎ歯科医院

歯科

841-0204

三養基郡基山町宮浦４６９－１

0942-92-1755

古賀歯科医院

歯科

841-0201

三養基郡基山町小倉３９５－７

0942-92-7430

重松歯科医院

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

841-0204

三養基郡基山町宮浦牛会９６４－１

0942-92-1234

のきた歯科医院

歯科,小児歯科

841-0204

三養基郡基山町宮浦４８７－１０

0942-92-6911

原歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科

841-0205

三養基郡基山町けやき台1丁目７－１

0942-92-1177

佐久間歯科医院

歯科

849-0102

三養基郡みやき町簑原７４０－１

0942-94-5050

スマイル歯科医院

歯科、小児歯科、矯正歯科、歯科口腔外科

849-0101

三養基郡みやき町原古賀７４５０－１１

0942-94-9603

真子歯科医院

歯科

849-0101

三養基郡みやき町原古賀５９２－８

0942-94-4180

みやべ歯科クリニック

歯科、小児歯科

849-0102

三養基郡みやき町簑原１０３９－１

0942-94-3492

山口歯科医院

歯科

849-0101

三養基郡みやき町原古賀１６３９

0942-94-2052

北
茂
安
地
区

石山歯科診療所

歯科、歯科口腔外科

849-0111

三養基郡みやき町白壁３５１６－６

0942-89-4813

さとう歯科クリニック

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

849-0111

三養基郡みやき町白壁２３３１－２

0942-89-9111

みやはら歯科医院

歯科、小児歯科

849-0112

三養基郡みやき町江口４３９１－６

0942-89-2882

三
根
地
区

かねだ歯科クリニック

歯科、小児歯科

849-1106

三養基郡みやき町市武１２９０－１

0942-96-3963

佐々木歯科

歯科、小児歯科、歯科口腔外科

849-1106

三養基郡みやき町市武１４３２－５

0942-96-3408

鳥
栖
西
地
区

基
山
町

基
山
地
区

中
原
地
区
み
や
き
町

三
根
地
区
上
峰
町

上
峰
地
区

秀島歯科医院

歯科、小児歯科

840-1101

三養基郡みやき町西島１４８４－１

0942-96-4133

金子歯科

歯科、矯正歯科、小児歯科

849-0123

三養基郡上峰町坊所１５７０－１７６

0952-52-8214

古賀歯科医院

歯科

849-0124

三養基郡上峰町堤１８８１

0952-52-6653

はっとり歯科医院

歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科

849-0123

三養基郡上峰町坊所２８８－６

0952-52-8330

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【薬局】
市町

地区
(中学校)

鳥
栖
地
区

鳥
栖
市

田
代
基
里
地
区

若
葉
弥
生
が
丘
地
区

鳥
栖

薬局名

郵便番号

所在地住所

電話番号

青木薬局

841-0037

鳥栖市本町１－８９５－１

0942-84-4464

一光堂薬局

841-0031

鳥栖市鎗田町２８８－１

0942-85-3939

いちご薬局

841-0052

鳥栖市宿町１２６３－７

0942-84-4308

いちむら薬局

841-0051

鳥栖市元町１０９２－６

0942-81-3375

いなみつ薬局 元町店

841-0051

鳥栖市元町１３２８-５

0942-50-5732

江崎薬局

841-0033

鳥栖市本通町１－７９９－１

0942-82-2051

クローバ薬局

841-0052

鳥栖市宿町１２４７-５

0942-85-8551

コーヨー薬局 鳥栖店

841-0052

鳥栖市宿町字原田９８６－２

0942-87-5733

サカエ薬局

841-0047

鳥栖市今泉町２４５１－１

0942-84-5073

すむのさと薬局

841-0044

鳥栖市高田町２０６－５

0942-87-3800

とまと薬局 鳥栖店

841-0052

鳥栖市宿町９９４－８

0942-87-8750

とんぼ薬局

841-0034

鳥栖市京町791-1

0942-85-8190

東町わたや薬局

841-0035

鳥栖市東町１－１０２０

0942-81-3039

ひかり薬局

841-0052

鳥栖市宿町１０４１－１

0942-83-3371

ひのき薬局

841-0046

鳥栖市轟町１５０９-２

0942-85-9446

フルール薬局

841-0035

鳥栖市東町１－１０２２－１

0942-85-2606

本鳥栖薬局

841-0026

鳥栖市本鳥栖町６３３-４５

0942-87-3588

溝上薬局 宿町店

841-0052

鳥栖市宿町１４５３－１０

0942-84-0551

メロディー薬局

841-0046

鳥栖市真木町赤井手１９７４－４

0942-50-9505

もくば薬局 本町店

841-0037

鳥栖市本町１－９３６－１

0942-84-0201

もみの木薬局

841-0048

鳥栖市藤木町１４５０－５

0942-87-3023

青木薬局 田代店

841-0017

鳥栖市田代大官町字下天７９９－６

0942-87-3303

漢方朝日薬局

841-0013

鳥栖市田代新町１５４－１

0942-82-2727

はる町薬局

841-0024

鳥栖市原町大字笹尾1069-4

0942-87-7505

ファイン薬局

841-0025

鳥栖市曽根崎町字村中２３７４

0942-48-5234

溝上薬局 ]原町店

841-0024

鳥栖市原町６７０-１

0942-50-8342

石田薬局

841-0081

鳥栖市萱方町２３０－３２

0942-82-6949

大賀薬局 弥生が丘店

841-0005

鳥栖市弥生が丘２－１４４

0942-87-3415

きりん薬局

841-0004

鳥栖市神辺町５７－４

0942-84-7176

けやき薬局

841-0083

鳥栖市古賀町３６０－３

0942-85-3841

さつき薬局

841-0004

鳥栖市神辺町１２７３

0942-82-3931

てんびん薬局

841-0081

鳥栖市萱方町字浅井１３２－７

0942-84-6401

ひとみ薬局

841-0081

鳥栖市萱方町１９１－２

0942-85-9415

溝上薬局 弥生が丘店

841-0005

鳥栖市弥生が丘５－２２２

0942-50-5600

わたや薬局

841-0005

鳥栖市弥生が丘２－２０

0942-82-3283

アイン薬局 新鳥栖店

841-0071

鳥栖市原古賀町７街区１．２
ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃｰｼﾞ新鳥栖１階

0942-50-8351

あおば薬局

841-0056

鳥栖市蔵上４丁目３２４番地

0942-81-5517

鳥
栖
西
地
区

基
山
町

基
山
地
区

中
原
地
区

み
や
き
町

北
茂
安
地
区

三
区根
地
上
峰
町

上
峰
地
区

くらのうえ薬局

841-0054

鳥栖市蔵上４－１９５

0942-81-5192

こぐま薬局

841-0072

鳥栖市村田町１２８－４

0942-85-0455

さかい薬局 鳥栖店

841-0062

鳥栖市幸津町１７６３-０

0942-82-7722

サンアイ薬局 あさひ店

841-0067

鳥栖市西田町

0942-50-8062

薬局ぞうさんのくすり箱

841-0063

鳥栖市下野町３０９７－３

0942-81-5007

はらこが薬局

841-0071

鳥栖市原古賀町字一本柏１２００－１

0942-81-2161

福田調剤薬局

841-0072

鳥栖市村田町３０７－９９

0942-84-1420

メイプル薬局

841-0056

鳥栖市蔵上２－２１６

0942-81-3832

ミズキ薬局

841-0071

鳥栖市原古賀町８６０－２

0942-85-1415

大賀薬局 基山店

841-0204

三養基郡基山町大字宮浦３４３－４

0942-81-0258

くらの薬局

841-0201

三養基郡基山町大字小倉字倉野１０５８－４

0942-92-7608

中央薬局

841-0203

三養基郡基山町園部２７７２－１１

0942-92-1666

ひまわり薬局 基山店

841-0201

三養基郡基山町大字小倉５４５－１０７

0942-92-0131

溝上薬局 けやき台店

841-0205

三養基郡基山町けやき台１－３３－４

0942-81-0250

岸川薬局

849-0101

三養基郡みやき町原古賀３９４－２

0942-94-2062

くりやま薬局

849-0102

三養基郡みやき町大字簑原２９４６－１

0942-94-5770

シンエイ薬局

849-0101

三養基郡みやき町大字原古賀１９３－２

0942-94-5062

有限会社
鳥栖三養基薬剤師会会営薬局

849-0101

三養基郡みやき町大字原古賀７０１９－１１

0942-94-9100

調剤薬局マリンンランド

849-0101

三養基郡みやき町原古賀１０６８-６

0942-94-4433

くぼ薬局 北茂安店

849-0111

三養基郡みやき町大字白壁４３０５－８

0942-89-1777

さくら薬局 千栗店

849-0111

三養基郡みやき町大字白壁字三本松1054-10

0942-89-1157

純真堂調剤薬局

849-0113

三養基郡みやき町大字東尾１１５７－３

0942-89-4611

しらかべ薬局

849-0111

三養基郡みやき町大字白壁232-2

0942-85-9630

ひがしお薬局

849-0113

三養基郡みやき町大字東尾２２８２－１

0942-89-1122

エイト薬局 三根店

840-1105

三養基郡みやき町大字寄人１５１４－８

0942-81-9111

おの薬局 みやき店

840-1106

三養基郡みやき町大字市武１３３２-１

0942-96-3700

こども薬局

849-0123

三養基郡上峰町大字坊所４５０－１１

0952-53-5528

タイヘイ薬局 上峰店

849-0123

三養基郡上峰町大字坊所２７６－６

0952-52-7277

溝上薬局 上峰店

849-0123

三養基郡上峰町大字坊所１５７０－１７６

0952-55-6051

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【訪問看護】
市町

地区

所在地住所

電話番号

841-0033 鳥栖市本通町1-855-14

0942-85-8765

エンジェル訪問看護ステーション

841-0061 鳥栖市轟木町1523-6

0942-81-3030

幸訪問看護ステーション

841-0035 鳥栖市東町2-885-7

0942-87-1500

医療法人せとじまクリニック
訪問看護ステーションセントポーリア

841-0047 鳥栖市今泉町2434-1

0942-87-5170

プラスワン訪問看護ステーション

841-0038 鳥栖市古野町268-3

0942-50-9530

訪問看護ステーション ふれあい

841-0035 鳥栖市東町1-1058

0942-85-1441

あいぞら訪問看護ステーション

841-0016 鳥栖市田代外町655-20

0942-84-4332

841-0024 鳥栖市原町６７０番地1

0942-83-1030

チャイム訪問看護ステーション

841-0016 鳥栖市田代外町655-15

0942-87-5233

訪問看護ステーション 寿楽

841-0005 鳥栖市弥生が丘1-18

0942-50-8070

若葉
弥生が丘 聖マリア訪問鳥栖 看護ステーション
地区

841-0004 鳥栖市神辺町1588-6

0942-81-1134

訪問看護ステーション弥生が丘

841-0005 鳥栖市弥生が丘2-6

0942-85-8989

医療法人眞正会 古賀医院

841-0071 鳥栖市原古賀町６０９番地2

0942-83-3457

訪問看護ステーション デューン鳥栖

841-0071

真心の園訪問看護ステーション

841-0072 鳥栖市村田町1250番地1

0942-87-9321

841-0204 三養基郡基山町宮浦186-65

0942-92-6161

849-0102 三養基郡みやき町簔原1686-1

0942-80-1632

849-0111 三養基郡みやき町白壁2927

0942-89-2800

田代基里
啓心会病院
地区

鳥栖西
地区

メディケア基山
訪問看護リハビリステーション
株式会社よつば会
中原地区
よつば訪問ステーション
医療法人光風会
北茂安 訪問看護ステーションひかりあ

基山町 基山地区

み
や
き
町

郵便番号

訪問看護ステーション あんしん

鳥栖地区

鳥
栖
市

事業所名

(中学校)

地区

上峰町 上峰地区

鳥栖市原古賀町3035
ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾃｰｼﾞ新鳥栖1F

訪問看護ステーション
セントポーリアサテライトみやき

849-0111

医療法人三樹会
みき訪問看護ステーション

849-0123 三養基郡上峰町大字坊所276-4

0942-50-8386

三養基郡みやき町大字白壁1074-9
みやき町北茂安B&G海洋センター敷地
0952-52-7282

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【地域包括支援センター、居宅介護支援事業所】
種別

市町

地区
鳥栖地区

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

田代基里地区
鳥栖市

若葉弥生が丘
地区
鳥栖西地区

基山町

基山地区

事業所名
鳥栖市鳥栖地区地域包括支援センター

上峰地区

鳥栖地区

鳥栖市

居
宅
介
護
支
援
事
業
所

田代基里地区

若葉弥生が丘
地区

所在地住所

電話番号

841-0061 鳥栖市轟木町1523-6

0942-81-3113

841-0018 鳥栖市田代本町924-1

0942-82-2041

841-0004 鳥栖市神辺町1273-8

0942-85-8721

鳥栖市鳥栖西地区地域包括支援センター

841-0072 鳥栖市村田町1250-1

0942-82-2188

基山地区地域包括支援センター

841-0203 三養基郡基山町大字園部2307

0942-81-7039

鳥栖市田代基里地区
地域包括支援センター
鳥栖市若葉弥生が丘地区
地域包括支援センター

中原地区、北茂
みやき町 安地区、三根地 みやき町地域包括支援センター
区
上峰町

郵便番号

849-0113

三養基郡みやき町大字東尾6436-4
(みやき町北茂安保健センター内)

0942-89-3371

上峰町地域包括支援センター

849-0122

三養基郡上峰町大字前牟田107-2
(おたっしゃ館内)

0952-52-5250

ケアプランサービスあんしん

841-0033 鳥栖市本通町1-855-14

0942-85-8765

今村病院居宅介護支援事業所

841-0061 鳥栖市轟木町1523-6

0942-81-1608

ケアプランサービスうえるかむ

841-0026 鳥栖市本鳥栖町1823 東峰マンションⅢ205

0942-85-9138

ケアプランサービスセントポーリア

841-0047 鳥栖市今泉町2434-1

0942-87-5174

鳥栖市中央在宅介護支援センター

841-0037 鳥栖市本町3-1494-10

0942-85-3666

ニチイケアセンター鳥栖

841-0032 鳥栖市大正町703-1

0942-87-9357

ケアプランセンターひだまり

841-0039 鳥栖市土井町200-1

0942-82-2885

ふれあいケアマネジメントサービス

841-0035 鳥栖市東町1-1058

0942-85-1440

居宅介護支援事業所ほほえみ

841-0048 鳥栖市藤木町1450-6

0942-87-3032

けいしん居宅介護支援センター

841-0024 鳥栖市原町688-1

0942-84-6128

JA福祉ケアプランサービス

841-0012 鳥栖市田代昌町24

0942-81-5333

ひまわりの園居宅介護支援事業所

841-0018 鳥栖市田代本町924-1

0942-85-8839

とさくさん指定居宅介護支援事業所

841-0025 鳥栖市曽根崎町1273-3

0942-50-5031

ケアプランサービス南風

841-0016 鳥栖市田代外町699-4

0942-50-8728

ケアプランセンター寿楽園

841-0005 鳥栖市弥生が丘1丁目18

0942-50-8070

ケアプランセンター未来

841-0004 鳥栖市神辺町1477

0942-81-5922

プロジェクトエースきらめき

841-0005 鳥栖市弥生が丘7-14

0942-85-9330

いずみケアプランサービス

841-0073 鳥栖市江島町1880-1

0942-82-8025

居宅介護支援事業所すこやか

841-0054 鳥栖市蔵上町663-1

0942-81-1665

ヒューマンサポート・タッチ

841-0073 鳥栖市江島町3300-1

0942-81-5287

ぽっかぽか・ハートケア鳥栖

841-0066 鳥栖市儀徳町2650-1

0942-81-3100

まごころ医療館ケアプランサービス

841-0056 鳥栖市蔵上町2-210

0942-87-5002

真心の園在宅介護支援センター

841-0072 鳥栖市村田町1250ー1

0942-82-6305

居宅介護支援事業所寿楽園

841-0203 三養基郡基山町大字園部2307

0942-92-2626

JAさが いなほの郷ケアプランサービス

849-0101 三養基郡みやき町大字原古賀5440-1

0942-94-3111

居宅介護支援事業所 なかばる紀水苑

849-0102 三養基郡みやき町大字簔原4260

0942-94-9215

居宅介護支援センター おおしま

849-0111 三養基郡みやき町大字白壁4305-36

0942-89-3001

花のみね弐番館ケアプランサービス

849-0114 三養基郡みやき町大字中津隈5919

0942-89-1855

花のみねケアプランサービス

840-1101 三養基郡みやき町大字西島2730-1

0942-96-3377

居宅介護支援事業所ひまわり

840-1105 三養基郡みやき町大字寄人1924-1

0942-81-9091

ゆうゆう居宅介護支援事業所

840-1102 三養基郡みやき町大字天建寺1492-1

0942-96-5500

さがケアセンターそよ風

849-0123 三養基郡上峰町大字坊所1523-53

0952-55-6050

ケアマネジメントサービス 野菊の里

849-0122 三養基郡上峰町大字前牟田1949

0952-51-4616

三樹病院居宅介護支援事業所

849-0123 三養基郡上峰町大字坊所272-3

0952-52-7285

鳥栖西地区

基山町

基山地区
中原地区

みやき
町

北茂安地区

三根地区

上峰町

上峰地区

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴、
定期巡回・随時対応型訪問介護看護】
種別

市町

地区
(中学校区)

鳥栖地区

事業所名

鳥栖西地区

基山町

みやき
町

基山地区

中原地区
北茂安地区

上峰町

上峰地区

0942-84-2765

ホームヘルプサービス セントポーリア

841-0047 鳥栖市今泉町2434-1

0942-87-5173

鳥栖市中央ホームヘルパーステーション

841-0037 鳥栖市本町３丁目１４９４－１０

0942-85-3666

ニチイケアセンター鳥栖

841-0032 鳥栖市大正町703-1

0942-87-9357

あいぞら訪問介護ステーション

841-0016 鳥栖市田代外町655-20

0942-84-4332

ホームヘルプ けいしん

841-0024 鳥栖市原町688-1

0942-83-1075

841-0012 鳥栖市田代昌町24

0942-81-5333

ヘルパーステーションすみれ

841-0011 鳥栖市永吉町782-17

0942-87-3520

ヘルパーステーション人と木

841-0024 鳥栖市原町1253ー1

0942-82-2716

ヘルパーステーション三介

841-0005 鳥栖市弥生が丘6丁目330番地

090-4353-8846

841-0005 鳥栖市弥生が丘1-18

0942-50-8070

841-0083 鳥栖市古賀町554

0942-87-8573

山津ヘルパーステーション

841-0081 鳥栖市萱方町270

0942-87-3560

やよいがおかヘルパーステーション

841-0005 鳥栖市弥生が丘2-1

0942-87-7533

ヘルパーステーションいずみ

841-0073 鳥栖市江島町1880-1

0942-85-8036

ヘルパーステーションえにし

841-0063 鳥栖市下野町1391-3

090-6535-1069

指定訪問介護 すこやか

841-0054 鳥栖市蔵上町663-1

0942-81-1665

社会福祉法人グリーンコープふくし
サービスセンター びすけっと鳥栖

841-0055

鳥栖市養父町35-1-2
コーポヒロ103号室

0942-83-1944

ヒューマンサポート・タッチ

841-0073 鳥栖市江島町3300-1

0942-81-5287

真心の園 ホームヘルパーステーション

841-0072 鳥栖市村田町1250ー1

0942-81-1661

ヘルパーステーションろしゅう

841-0066 鳥栖市儀徳町2907-1

0942-82-7133

訪問介護事業所いつくしの家

841-0201 三養基郡基山町小倉275-1

0942-85-8632

さくら訪問介護ステーション

841-0201 三養基郡基山町小倉457-2

0942-85-8252

JAさが いなほの郷

849-0101 三養基郡みやき町原古賀5440-1

0942-94-4388

株式会社よつば会
よつば訪問ステーション

849-0102 三養基郡みやき町大字簑原1686-1

0942-80-1632

ヘルパーステーションほがらか

849-0111 三養基郡みやき町大字白壁4204-19

0942-85-7075

ホームヘルプサービスチーム 野菊の里

849-0122 三養基郡上峰町前牟田1949

0952-51-4617

有限会社 介護家事サービス上峰

849-0124 三養基郡上峰町大字堤1868-1

0952-51-1255

841-0046 鳥栖市真木町1974-4

0942-50-5665

841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目143

0942-87-3150

849-0111 三養基郡みやき町大字白壁4287

0942-89-2600

841-0072 鳥栖市村田町1250-1

0942-82-0818

訪
鳥栖地区
医療法人せとじまクリニック
テ
ー 問 鳥栖市
リ
若葉弥生が丘
シ
医療法人清明会やよいがおか鹿毛病院
ハ
地区
ョビ
ン
リ みやき町 北茂安地区 医療法人勇愛会 大島病院

訪問
入浴

鳥栖市

鳥栖西地区

電話番号

841-0061 鳥栖市轟木町1473

ホームヘルプサービス寿楽園
若葉弥生が丘
ヘルパーステーション花ノ木
地区

訪
問
介
護

所在地住所

ヘルパーステーション元気

田代基里地区 JA福祉ホームヘルプサービス

鳥栖市

郵便番号

真心の園 訪問入浴サービス

定期巡
回・随
時対応
鳥栖市 田代基里地区 ひまわりの園ケアコールセンター
型訪問
介護看
護

841-0018 鳥栖市田代本町924-1

0942-50-8419

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【通所介護、通所リハビリテーション、
認知症対応型通所介護】
種別 市町

地区
(中学校区)

鳥
栖
地
区

規模

事業所名

鳥
栖
市

通
所
介
護

鳥
栖
西
地
区

電話番号

841-0061 鳥栖市轟木町1572

0942ｰ83-8787

デイサービスセンター元気

841-0061 鳥栖市轟木町1473

0942ｰ84-2765

デイサービスセンターセントポーリア

841-0047 鳥栖市今泉町2434-1

0942ｰ87-5172

841-0046 鳥栖市真木町1990

0942ｰ50-5151

841-0037 鳥栖市本町3-1494-10

0942ｰ85-3666

デイサービスセンター「ほほえみ」

841-0048 鳥栖市藤木町1450-6

0942ｰ87-3032

デイサービス
楽笑倶楽部鳥栖本通

841-0033 鳥栖市本通町2-878-7

0942ｰ85-8306

デイサービスセンター緑寿館

841-0044 鳥栖市高田町213-1

0942ｰ84-7553

デイサービスセンタ－お元気広場

841-0052 鳥栖市宿町1108-5

0942ｰ84-3226

841-0037 鳥栖市本町2-83-1

0942ｰ85-8603

841-0048 鳥栖市藤木町2-1

0942ｰ87-5011

小規模デイサービスひだまり

841-0039 鳥栖市土井町200-1

0942ｰ85-8265

デイサービスけいしん

841-0022 鳥栖市飯田町69-1

0942ｰ81-1125

JA福祉デイサービスセンター

841-0012 鳥栖市田代昌町24

0942ｰ81-5333

鳥栖市地域共生ステーション
特定非営利活動法人とさくさん きざと

841-0025 鳥栖市曽根崎町1273-3

0942ｰ48-8177

鳥栖市地域共生ステーション
特定非営利活動法人とさくさん とす

841-0012 鳥栖市田代昌町5

0942ｰ84-8087

ひまわりの園デイサービスセンター

841-0018 鳥栖市田代本町924-1

0942ｰ84-5737

デイサービスセンター南風田代

841-0016 鳥栖市田代外町699-4

0942ｰ50-8728

デイサービス人と木

841-0024 鳥栖市原町1253-1

0942ｰ82-2716

デイサービスいやし

841-0081 鳥栖市萱方町160番地1

0942ｰ87-8875

デイサービスセンター未来

841-0004 鳥栖市神辺町1477

0942ｰ81-5922

841-0005 鳥栖市弥生が丘1-18

0942ｰ50-8070

841-0083 鳥栖市古賀町554

0942ｰ87-8573

841-0083 鳥栖市古賀町554

0942ｰ50-8122

プロジェクトエースきらめき

841-0005 鳥栖市弥生が丘7-14

0942ｰ85-9330

やよいがおかデイサービスセンター

841-0005 鳥栖市弥生が丘2-1

0942ｰ87-7533

小 デイサービス楽笑倶楽部鳥栖北
規
模 プロジェクトエース弥生が丘

841-0081 鳥栖市萱方町194-6

0942ｰ82-4809

841-0005 鳥栖市弥生が丘7-13

0942ｰ85-9358

デイサービスセンターきぼう鳥栖

841-0055 鳥栖市養父町497-1

0942ｰ83-7737

841-0054 鳥栖市蔵上町663-1

0942ｰ81-1665

841-0066 鳥栖市儀徳町2603-1

0942ｰ81-3100

841-0072 鳥栖市村田町1250ー1

0942ｰ82-0818

841-0066 鳥栖市儀徳町2907-1

0942ｰ82-7133

841-0073 鳥栖市江島町1880-1

0942ｰ82-2396

841-0073 鳥栖市江島町3388-1

0942ｰ83-2286

通
常 デイサービスセンター
・ セントポーリアセカンドステージ
大
鳥栖市中央デイサービスセンター
規
模

通
常
・
大
規
模

小
規
模

若
葉
弥
生
が
丘
地
区

所在地住所

今村病院ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ

小 デイサービスセンタートクダtosu
規
模 デイサービスきたえるーむ鳥栖中央

田
代
基
里
地
区

郵便番号

通
常 デイサービスセンター寿楽園弐号館
・
大 デイサービスセンター花ノ木
規
デイサービスセンター花の木Ⅱ番館
模

通
常 デイサービスセンターすこやか
・
大 ぽっかぽか・ハートケア鳥栖
規
真心の園デイサービスセンター
模

デイサービスセンターろしゅう
小 デイサービスセンターあさひ
規
模 リハプライドばんざい

通
所
介
護
通 けやき台デイサービス
常
・
大 デイサービスさくら
規
模 デイサービスセンター寿楽園

基
山
町

基
山
地
区

アイズトータルボディステーション基山
小 デイサービスセンター本桜
規
模

通所介護事業所いつくしの家
Voice 音 Café

三養基郡基山町
大字小倉275-1
三養基郡基山町
841-0204
大字宮浦186-57
841-0201

0942ｰ85-9787
0942ｰ85-9991
0942-85-8632
0942ｰ85-9024

849-0102

三養基郡みやき町
大字簔原4260

0942ｰ94-9211

小 寄り合いステーションさくら坂
規
模 リハプライドらしく・らしく

849-0101

三養基郡みやき町
大字原古賀6309-67

0942ｰ94-2071

849-0101

三養基郡みやき町
大字原古賀7385-9

0942ｰ80-0696

通 デイサービスセンター さわやか
常
・
大 デイサービスみやき
規
模 デイサービスセンター ゆうあい

849-0113

三養基郡みやき町
大字東尾6436

0942ｰ89-1875

849-0114

三養基郡みやき町
大字中津隈624

0942ｰ89-5200

849-0111

三養基郡みやき町
大字白壁4305-36

0942ｰ89-9150

849-0112

三養基郡みやき町
大字江口1488

0942ｰ89-9377

849-0111

三養基郡みやき町
大字白壁2484-18

0942-89-3822

849-0111

三養基郡みやき町
大字白壁690-2 1F-C

0942ｰ89-5711

840-1101

三養基郡みやき町
大字西島2730-1

0942ｰ96-3572

840-1105

三養基郡みやき町
大字寄人1918-1

0942ｰ81-9091

デイサービスゆうゆう

840-1102

三養基郡みやき町
大字天建寺1492-1

0942ｰ96-5500

デイサービス おはな

849-0123

三養基郡上峰町
大字坊所2553-2

0952-20-0877

849-0122

三養基郡上峰町
大字前牟田107-2

0952-51-1773

849-0123

三養基郡上峰町
大字坊所1523-53

0952-55-6050

デイサービスセンター 野菊の里

849-0122

三養基郡上峰町
大字前牟田1949

0952-52-6961

デイサービス家族

849-0123

三養基郡上峰町
大字坊所3153番地1

0952-55-7878

せとじまクリニック通所リハビリテーション

841-0046 鳥栖市真木町1974-4

0942-50-5665

通所リハビリテーション「いまむら」

841-0061 鳥栖市轟木町1523-6

0942-81-3018

通所リハビリテーションふれあい

841-0035 鳥栖市東町1-1059-16

0942-85-1446

田代基里
地区

石橋整形外科デイケアセンターつばさ

841-0014 鳥栖市桜町1465-1

0942-82-7751

デイケアなないろ

841-0024 鳥栖市原町670-1

0942-84-6119

若葉弥生
が丘地区

山津リハビリセンター

841-0004 鳥栖市萱方町270

0942-84-0012

北
茂
安
地
区

宅老所せどデイサービスセンター
小
特定非営利活動法人
規
模 みやき地域ステーションはれ

上
峰
地
区

通
常 花のみねデイサービスセンター
模・
大 デイサービスセンターひまわり
規
小
規
模

通
常 かみみねデイサービスセンター
・
大
規 さがケアセンターそよ風
模

小
規
模

鳥
栖
地
区

通
所
リ
ハ
ビ
リ

三養基郡基山町
大字小倉1673-98

0942ｰ92-2626

0942ｰ94-4388

三
根
地
区

鳥
栖
市

841-0201

0942ｰ85-8251

三養基郡みやき町
大字原古賀5440-1

ミック健康の森みやき

上
峰
町

三養基郡基山町
841-0201 大字小倉532
JR基山駅構内

0942ｰ81-7038

849-0101

中
原
地
区

み
や
き
町

通
常 JAさが いなほの郷
模・
大 デイサービス なかばる紀水苑
規

三養基郡基山町
けやき台1-33-8
三養基郡基山町
841-0201
大字小倉457-2
三養基郡基山町
841-0203
大字園部2307
841-0205

鳥
栖
市
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

若葉弥生
が丘地区
鳥栖西地
区
基
山
町

み
や
北茂安地区
き
町
三根地区

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

基
山
町

0942-87-3150

通所リハビリテーションさいわい

841-0062 鳥栖市幸津町1761-1

0942-83-6800

通所リハビリテーションセンターまごころ

841-0056 鳥栖市蔵上町2-210

0942-48-5009

つくし整形外科医院

841-0203

三養基郡基山町
大字園部2765-25

0942-92-7655

デイケアセンターあおぞら

841-0203

三養基郡基山町
大字園部2307

0942-92-2626

介護老人保健施設 夢の里

849-0102

三養基郡みやき町
大字簑原1116-1

0942-94-4488

指定通所リハビリテーションゆうあい

849-0111

三養基郡みやき町
大字白壁4305-40

0942-89-9100

みきクリニック通所リハビリテーション明日花 840-1106

三養基郡みやき町
大字市武1331-9

0942-96-9620

三樹病院通所リハビリテーション明日葉

849-0123

三養基郡上峰町
大字坊所276-1

0952-52-7281

三樹病院グリーン明日葉

849-0123

三養基郡上峰町
大字坊所276-1

0952-52-7331

ニチイケアセンター鳥栖

841-0032 鳥栖市大正町703-1

0942-81-5161

デイサービスセンターほほえみ夢工房

841-0016 鳥栖市田代外町612-7

0942-83-0186

グループホーム なの花

841-0014 鳥栖市桜町1424-7

0942-87-8528

グループホーム クオーレ基山

841-0204

上峰地区

鳥栖地区
鳥
栖
市

841-0005 鳥栖市弥生が丘2-143

基山地区

中原地区

上
峰
町

やよいがおか鹿毛病院

田代基里
地区

基山地区

三養基郡基山町
大字宮浦885-6

0942-81-7455

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【グループホーム、福祉用具貸与・販売】
地区

種別 市町 (中学校区)

鳥栖地区

田代基里
地区
鳥
栖
市

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

若葉
弥生が丘
地区

事業所名

基山地区

0942-85-8907

グループホーム お元気ハウス

841-0052 鳥栖市宿町1399-1

0942-84-3216

グループホーム 「かがやきの里」とどろき 841-0061 鳥栖市轟木町1574

0942-84-4577

グループホーム すむのさと

841-0044 鳥栖市高田町206-1

0942-84-5888

ニチイケアセンター鳥栖

841-0032 鳥栖市大正町７０３番地1

0942-81-5161

グループホーム けいしん

841-0022 鳥栖市飯田町69-1

0942-81-1185

グループホーム こもれび

841-0012 鳥栖市田代昌町462-1

0942-87-3456

グループホーム なの花

841-0014 鳥栖市桜町1424-7

0942-87-8528

グループホーム 大樹

841-0081 鳥栖市萱方町２７０番地

0942-87-3561

グループホーム 喜楽

841-0005 鳥栖市弥生が丘1-31

0942-81-5550

グループホーム 喜楽Ⅱ

841-0005 鳥栖市弥生が丘2-6

0942-83-8855

グループホーム さくらの樹

841-0005 鳥栖市弥生が丘4-22

0942-82-5777

グループホーム きぼう原古賀センター

841-0071 鳥栖市原古賀町854

0942-84-6427

グループホーム くらのうえ

841-0056 鳥栖市蔵上3丁目304

0942-80-6900

841-0084 鳥栖市山浦町2975-5

0942-81-2022

グループホーム みどりヶ丘

841-0084 鳥栖市山浦町2621-1

0942-87-3232

グループホーム めぐみ

841-0066 鳥栖市儀徳町2907-1

0942-48-1033

グループホーム 風のふく丘三ヶ敷

841-0203 三養基郡基山町大字園部413-2

0942-81-7814

グループホーム クオーレ基山

841-0204 三養基郡基山町大字宮浦885-6

0942-81-7455

グループホーム いっぽ
グループホーム きらら

み
や
き
町

849-0111 三養基郡みやき町大字白壁244-1

グループホーム 和が家

849-0114

グループホーム ありがとー

上
峰
町

福
祉
用
鳥
具
栖
売
貸
市
与
・
販

上峰地区

鳥栖地区

鳥栖西地区

三養基郡みやき町
849-0101
大字原古賀190-3
三養基郡みやき町
849-0102
大字簔原3067-2
三養基郡みやき町
849-0101
大字原古賀7470-3

グループホーム 安心しらかべ
北茂安地区

三根地区

電話番号

841-0061 鳥栖市轟木町1473-3

グループホーム 安心なかばる
中原地区

所在地住所

グループホーム 安心とどろき

鳥栖西地区 グループホーム どうあん

基
山
町

郵便番号

三養基郡みやき町
大字中津隈3864
三養基郡みやき町
840-1102
大字天建寺2096-3

0942-94-5331
0942-94-9188
0942-94-9222
0942-89-3007
0942-89-2133
0942-81-9181

グループホーム 安心いちたけ

840-1106 三養基郡みやき町大字市武1234

0942-96-4737

グループホーム ひまわりの郷

840-1105 三養基郡みやき町大字寄人1997-1

0942-81-9097

グループホーム さがケアセンターそよ風

849-0123 三養基郡上峰町大字坊所1523-53

0952-55-6050

グループホーム さくらんぼ

849-0124 三養基郡上峰町大字堤1907-1

0952-52-0208

グループホーム のぎく

849-0122 三養基郡上峰町大字前牟田1949

0952ー52-4973

グループホーム
のぎく「かがやきの里」かみみね

849-0122 三養基郡上峰町大字前牟田1896

0952-53-5735

サポート中九州

841-0026 鳥栖市本鳥栖町834-3

0942-84-7765

株式会社介助 鳥栖営業所

841-0052 鳥栖市宿町1157-1

0942-84-8282

フランスベッド株式会社鳥栖営業所

841-0061 鳥栖市轟木町1700

0942-83-4821

有限会社 豊

841-0062 鳥栖市幸津町1384

0942-82-8607

株式会社フロンティア佐賀営業所

841-0074 鳥栖市西新町1422-209

0942-81-5767

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設)、
短期入所生活介護、短期入所療養介護】

種別

市町

地区
(中学校区)
田代基里地区

所在地住所

電話番号
0942-81-5125

841-0005 鳥栖市弥生が丘2丁目146-1

0942-50-8740

特別養護老人ホーム 真心の園

841-0072 鳥栖市村田町1250-1

0942-82-2301

中原地区

特別養護老人ホーム なかばる紀水苑

849-0102 三養基郡みやき町大字簑原4260

0942-94-9211

北茂安地区

特別養護老人ホーム 花のみね弐番館

849-0114 三養基郡みやき町大字中津隈5919

0942-89-1855

三根地区

特別養護老人ホーム 花のみね

840-1101 三養基郡みやき町大字西島2730-1

0942-96-3377

上峰町

上峰地区

特別養護老人ホーム 野菊の里

849-0122 三養基郡上峰町大字前牟田1896

0952-52-4655

鳥栖市

鳥栖地区

介護老人保健施設 寿夢の郷

841-0044 鳥栖市高田町205-1

0942-84-5888

基山町

基山地区

介護老人保健施設 あおぞら

841-0203 三養基郡基山町大字園部2307

0942-92-2626

みやき町

中原地区

介護老人保健施設 夢の里

849-0102 三養基郡みやき町大字簑原1116-1

0942-94-4488

841-0081 鳥栖市萱方町270

0942-84-0011

841-0203 三養基郡基山町大字園部270ー1

0942-92-4860

841-0005 鳥栖市弥生が丘2-146-1

0942-50-8740

ひまわりの園短期入所サービス

841-0018 鳥栖市田代本町924-1

0942-81-5125

真心の園ショートステイ

841-0072 鳥栖市村田町1250-1

0942-82-2301

若葉弥生が丘地区 特別養護老人ホーム 寿楽園
鳥栖西地区

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
みやき町

鳥栖市

特別養護老人ホーム ひまわりの園

郵便番号

841-0018 鳥栖市田代本町924-1

鳥栖市

介護老人保健施設

事業所名

若葉弥生が丘地区 医療法人社団三善会 山津医院

指定介護療養型医療施設
基山町

基山地区

きやま高尾病院

若葉弥生が丘地区 短期入所サービス寿楽園
田代地区
鳥栖市
鳥栖西地区

短期入所生活介護

鳥栖市
鳥栖西地区

短期入所生活介護
みやき町

841-0073 鳥栖市江島町3388-1

0942-83-2286

中原地区

ショートステイ なかばる紀水苑

849-0102 三養基郡みやき町大字蓑原4260

0942-94-9211

北茂安地区

ショートステイ花のみね 弐番館

849-0114 三養基郡みやき町大字中津隈5919

0942-89-1855

ショートステイ 花のみね

841-1101 三養基郡みやき町大字西島2730-1

0942-96-3377

ショートステイサービス 野菊の里

849-0122 三養基郡上峰町大字前牟田1896

0952-52-4655

さがケアセンター そよ風

849-0123 三養基郡上峰町大字坊所1523-53

0952-55-7970

介護老人保健施設 寿夢の郷

841-0044 鳥栖市高田町205-1

0942-84-5888

841-0081 鳥栖市萱方町270

0942-84-0011

きやま高尾病院

841-0203 三養基郡基山町大字園部270-1

0942-92-4860

短期入所サービス あおぞら

841-0203 三養基郡基山町大字園部2307

0942-92-2626

介護老人保健施設 夢の里

849-0102 三養基郡みやき町大字蓑原1116-1

0942-94-4488

三根地区

上峰町

ケア付有料老人ホーム
ショートステイばんざい

上峰地区

鳥栖地区
鳥栖市

若葉弥生が丘地区 医療法人社団善会 山津医院
短期入所療養介護
基山町

みやき町

基山地区

中原地区

鳥栖三養基地区 医療機関・介護事業所等リスト【小規模多機能型居宅介護、サテライト小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護】

種別

市町

地区
(中学校区)

鳥栖地区
鳥栖市

事業所名

郵便番号

所在地住所

電話番号

小規模多機能型居宅介護 遊喜

841-0026 鳥栖市本鳥栖町814-1

0942-50-8701

小規模多機能型居宅介護
はらだ会 陽光の里

841-0031 鳥栖市鎗田町283-2

0942-80-5533

小規模多機能ホーム お元気横丁

841-0052 鳥栖市宿町1398-12

0942-84-3216

小規模多機能きぼう原古賀センター

841-0071 鳥栖市原古賀町857-1

0942-83-7926

小規模多機能介護事業所
いちょうの樹どうあん

841-0084 鳥栖市山浦町2977-3

0942-87-7007

小規模多機能型居宅介護 たんぽぽ

849-0113

小規模多機能型居宅介護
鳥栖西地区

サテライト小規模多機能型
居宅介護

三養基郡みやき町
大字東尾2751-2

みやき町

北茂安中学校区

鳥栖市

鳥栖西地区

小規模多機能きぼう蔵上センター

841-0054 鳥栖市蔵上町620-1

基山町

基山地区

小規模多機能きぼう基山センター

841-0203

鳥栖地区

介護付有料老人南風Ⅱ番館

841-0047 鳥栖市今泉町2395-1

0942-80-0022

介護付有料老人ホーム百楽仙

841-0056 鳥栖市蔵上4-292

0942-87-5557

介護付有料老人ホーム百楽仙別館

841-0056 鳥栖市蔵上4-293

0942-85-9926

介護付有料老人ホーム南風Ⅰ番館

841-0066 鳥栖市儀徳町2238-1

0942-84-6020

ケア付有料老人ホームばんざい

841-0073 鳥栖市江島町3388-1

0942-83-2286

シニアライフSORA

841-0084 鳥栖市山浦町2963

0942-81-5050

基山地区

ケアハウスあおぞら

841-0203

中原地区

介護付有料老人ホーム紀水苑別館

三根地区

介護付有料老人ホーム
ケアライフ花の里

三養基郡基山町
大字園部148-3

0942-89-3889
0942-80-3463
0942-80-2750

鳥栖市
鳥栖西地区
特定施設入居者生活介護

基山町

みやき町

三養基郡基山町
大字園部2307
三養基郡みやき町
849-0102
大字蓑原4239-3
三養基郡みやき町
840-1101
大字西島3154-1

0942-92-2626
0942-94-9231
0942-96-3877

