
　○　マップ掲載内容の追加・修正　（ 2019年 ）

掲載年月日 種別 事業所名 ＭＡＰ－番号 ページ 追加・修正の内容

2019/11/19 医科 かわぐちクリニック ②-20 133

・名称・住所等変更
（旧）かわぐち皮膚科
　　　〒680-0864 吉成779-40日本海産業ビル3F
　　　　　　　　　　　　　　TEL0857-38-4110
（新）かわぐちクリニック
　　　〒680-0823　幸町95番1　TEL0857-30-0020
　　　診療科目に「眼科」を追加

2019/11/19 介護 鳥取中央地域包括支援センター ②-1 417
・住所変更
（旧）富安2丁目138-4
（新）幸町71番地

2019/10/29 医科 大覚寺クリニック ②-18 － ・診療科目に「歯科」を追加

2019/11/1 介護 居宅介護支援事業所とくよし ⑥-3 －
・住所変更
（旧）〒680-0911　千代水１丁目３１番地　　⑧-31
（新）〒680-0801　松並町２丁目５０３－７　⑥-3

2019/5/1 薬局 アイン薬局湖山店 ⑨-1 402
・名称変更
（旧）つばさ薬局２１
（新）アイン薬局湖山店

2019/4/1 薬局 徳吉薬局とうぶ ⑦-2 398
・名称変更
（旧）東部薬局
（新）徳吉薬局とうぶ

2019/4/1 介護 きずな訪問看護リハビリステーション ②-33 －

・住所変更
（旧）〒680-0061 立川町6丁目207　0857-77-3007　④-23
（新）〒680-0844 興南町113-2自然堂第1ビル2F
　　　　　　　　　　　　　　　　 0857-51-0151　②-33

2019/6/1 介護 鳥取南地域包括支援センター ⑲-1 418
・事業者変更
（旧）鳥取市
（新）社会福祉法人鳥取市社会福祉協議会

2019/2/21 介護
訪問看護ステーションおざき
サテライト河原 ⑱-10 －

・住所変更
（旧）〒680-1221 河原町渡一木277河原町総合支所内
（新）〒680-1251 河原町河原76-1グリーンハウスA203

2019/2/1 薬局 アイプラス薬局上魚町店 ⑤-11 393
・名称変更
（旧）アイプラス薬局
（新）アイプラス薬局上魚町店



　○　マップ掲載内容の追加・修正　（ 2017/4 ～ 2018/10 ）

掲載年月日 種別 事業所名 ＭＡＰ－番号 ページ 追加・修正の内容

2018/10/1 介護 小規模多機能居宅介護いくのさん家 ⑧-32 490
・住所変更
（旧）湖山町西2丁目237-2  0857-37-3727  ⑨-6
（新）湖山町南1丁目569    0857-51-0177  ⑧-32

2018/9/1 介護 訪問介護事業所エルスリー鳥取 ④-11 558
・住所変更
（旧）卯垣5-60 ブロックF-11号室
（新）卯垣5丁目30

2018/9/1 介護 訪問介護事業所鳥取北 ⑥-7 558
・名称、住所変更
（旧）訪問介護事業所にしまち幸朋苑　西町5-108 ⑤-10
（新）訪問介護事業所鳥取北　秋里1181 ⑥-7

2018/5/7 薬局 フジモト薬局 ①－6 367
・住所変更
（旧）行徳2丁目522
（新）行徳2丁目647　　※ MAP位置変更

2018/4/1 医科 国民健康保険智頭病院 ㉓－2 94 ・診療科目に「歯科」を追加

2018/4/1 介護 ふしの白寿苑 ⑨-10
429
454
459

・居宅、特養、特養ｼｮｰﾄｽﾃｲの 名称、住所変更
　（旧）三津白寿苑　　三津869-7
  （新）ふしの白寿苑　伏野1771番地36

2018/4/1 医科 延寿の杜ホームクリニック ⑧-20 114
・住所(MAP)、電話番号変更
（旧）幸町22第一ﾏﾙﾆﾊｲﾂ308号 ：MAP ②-1
（新）鳥取市賀露町4162 ：MAP ⑧-20 ：電話 0857-30-6901

2017/4/1 医科 社会福祉法人健推会クリニックこくふ ④－11 158
・名称変更
（旧）クリニックこくふ
（新）社会福祉法人健推会 クリニックこくふ

2017/4/1 介護 社会福祉法人健推会クリニックこくふ
（訪問看護）

④－11 548
・名称変更
（旧）クリニックこくふ
（新）社会福祉法人健推会 クリニックこくふ

2017/12/12 介護
メディコープとっとり
若桜居宅介護支援事業所 ㉒－5 -

・住所(MAP)変更
（旧）若桜町若桜1200-1わかさ生協診療所内 ：MAP　㉒-1
（新）若桜町若桜922-1                    ：MAP　㉒-5

2017/11/30 介護 デイサービスセンターひなの郷 ⑮－7 527 ・住所(MAP)変更（旧）気高町山宮287  （新）気高町山宮287-5

2017/11/30 医科 加藤医院佐治出張診療所 ⑳－2 231 ・電話番号修正（誤）0858-87-0229 （正）0858-88-0229

2017/8/13 薬局 米沢薬局 ⑱－1 408
・住所変更
（旧）河原町長瀬45-14
（新）河原町長瀬80-10　　※ MAP位置変更

2017/7/18 介護 居宅介護支援事業所れしーぶ ㉕－5 438
・住所(MAP)、電話番号変更
（旧）八頭町宮谷240-15：MAP㉔-10：電話 0858-73-0037
（新）八頭町船岡1961：MAP㉕－5：電話 0858-76-0707

2017/7/18 介護 デイサービスセンターれしーぶ ㉕－5 536
・住所(MAP)、電話番号変更
（旧）八頭町宮谷240-15：MAP㉔-10：電話 0858-73-0037
（新）八頭町船岡1961：MAP㉕－5：電話 0858-76-0707

2017/7/1 介護 訪問介護事業所モアスマイル ②－10 －

・住所変更
　（旧）永楽温泉町386
  （新）富安2丁目16-4　　　※MAP位置変更
　※ 2017/8/1付で休止

2017/4/7 介護 イナバ総合福祉会 ⑤－15 －

・名称、住所(MAP)、電話番号変更
（旧）ひばり総合福祉会
　　富安1-205 ：MAP 介護②-9：電話 0857-30-3735
（新）イナバ総合福祉会
　　湯所町2丁目256：MAP 介護⑤-15：電話 0857-32-8208

2017/5/15 医科 ささき皮フ科整形外科クリニック ④－５ 188
・名称変更
 （旧）佐々木整形外科医院
 （新）ささき皮フ科整形外科クリニック

2017/4/1 医科 山根整形外科クリニック ⑧－２ 188
・名称変更
 （旧）山本整形外科クリニック
 （新）山根整形外科クリニック

2017/4/1 介護 小規模多機能事業所木もれ陽 ②－４ 488
・住所変更
　（旧）南吉方2丁目74
  （新）南吉方2丁目28-2　　　※MAP位置変更しています



　○　マップ掲載内容の追加・修正　（ 2016/4 ～ 2017/3 ）
掲載年月日 種別 事業所名 ＭＡＰ－番号 ページ 追加・修正の内容

2017/3/8 介護 ハピネのやわらぎ中ノ郷 ⑦－９ 490
・住所変更（区画整理事業に伴う地番変更）
　（旧）江津280-1
  （新）江津1196　　　　※場所は変わりません

2017/3/8 介護 居宅介護支援事業所なりすな ⑰－７ 433
・住所(MAP)、電話番号変更
　（旧）青谷町善田27-1　 　：MAP　⑰-1
  （新）青谷町青谷5558-28　：MAP　⑰-7 ：電話 0857-85-5551

2017/3/8 介護 えがお株式会社 ②－２ 480
・住所変更
　（旧）南吉方1丁目2-2
  （新）南吉方1丁目58　　　※MAP位置変更しています

2017/3/8 介護 さとに訪問介護ステーション ⑩－11 545
・住所(MAP)、電話番号変更
　（旧）里仁54-2　：MAP　医科⑩-3
  （新）里仁45　　：MAP　介護⑩-11 ：電話 0857-30-7768

2017/3/8 介護 訪問リハビリテーションこくふ ④－11 551
・電話番号変更
　  （新）電話 0857-50-1209

2017/3/8 介護
ニチイケアセンター鳥取駅南
（居宅介護支援） ②－23 422

・電話番号変更
　  （新）電話 0857-51-7067

2017/3/8 介護
鳥取市社会福祉協議会用瀬事業所
（通所介護） ⑲－５ 530

・電話番号変更
　  （新）電話 0858-87-3189

2017/1/1 介護 デイサービスきら星 ③－２ 510
・名称変更
 （旧）にこにこデイサービス桜谷
 （新）デイサービスきら星

2017/1/1 介護 デイサービスセンターきらめき館 ⑦－12 480
・住所(MAP)変更
　（旧）覚寺61-2　   ：MAP　⑦-6
  （新）覚寺61-17　　：MAP　⑦-12

2016/10/31 介護 シサマ ⑤－13 572
・住所(MAP)変更  (H28.9.27)
　（旧）南隈881ｻｳｽⅢ202　 ：MAP　⑧-2
  （新）二階町4丁目203　　：MAP　⑤-13

2016/8/4 介護 ケアプランセンターもみじ庵 ⑨－13 421
・住所(MAP)、電話番号変更  (H28.7.11)
　（旧）大覚寺187-36　 ：MAP　②-19
  （新）美萩野1丁目70　：MAP　⑨-13 ：電話 0857-30-5855

2016/8/4 介護 デイサービスセンターもみじ庵 ⑨－13 525
・住所(MAP)、電話番号変更  (H28.7.11)
　（旧）松原594-2　 　 ：MAP　⑫-7
  （新）美萩野1丁目70　：MAP　⑨-13 ：電話 0857-30-5855

2016/8/4 薬局 ひふみ調剤薬局 ⑤－13 366
・名称変更、住所(MAP)変更  (H28.7)
（旧）ひふみ薬局トスク店　行徳1-103トスク本店1F：MAP ①-4
（新）ひふみ調剤薬局      掛出町20-3　         ：MAP ⑤-13

2016/7/27 介護 株式会社ライフライン ⑤－11 570
・住所(MAP)変更  (H28.7.1)
　（旧）行徳1-103トスク本店1F　：MAP　①-2
  （新）掛出町20-3　　　 　　　：MAP　⑤-11

2016/7/27 医科 鳥取県立中央病院 ⑦－６ 89
・職員　ＭＳＷ「竹森絵美」を追加

　　　　事務員「足立友子」を「澤　展恵」へ変更

2016/5/25 介護 介護老人保健施設みやこ苑 ⑨－９ 446 ・介護老人保健施設の名称変更（H28.4.1）

2016/5/25 介護 介護老人保健施設みやこ苑 ⑨－９ 450 ・老健ショートステイの名称変更（H28.4.1）

2016/5/25 介護 通所リハビリテーションみやこ苑 ⑨－９ 500 ・通所リハビリテーションの名称変更（H28.4.1）

2016/4/26 介護 訪問看護ステーションはまゆう ⑪－１ 545
・管理者名を「有田恭子」に修正

・職員体制の看護師を「看護師　８名」に修正

2016/4/26 介護 桔梗会 ①－12 478
・有料老人ホームを「サービス付き高齢者向け住宅」に訂正

・事業所名を「サービス付き高齢者向け住宅　桔梗庵」に訂正

2016/4/18
医科
病院

上田病院 ⑤－７ 87 ・FAX㈹を「0857-37-1882」に修正

2016/4/18 介護 ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑわかばの家　青谷 ⑰－６ 469 ・管理者名を「盛田幹彦」に修正

2016/4/12 医科 麻木クリニック ⑥－３ 178 ・診療科目に「アレルギー科」を追加

2016/4/12 医科 鳥取北クリニック ⑧－５ 191
・診療日の金曜日は「休診」に修正
・その他（特記）に情報追加
　　その他医療資格者（診療放射線技師2名）

2016/4/12 薬局 木島調剤薬局 ㉒－１ 410 ・営業日の土曜日は「8:30～14:00」に修正

2016/4/12 薬局 ゆたに薬局 ②－10 376 ・管理者氏名を「大谷俊彦」に修正

2016/4/12 薬局 湯所薬局 ⑤－１ 388 ・管理者氏名を「油谷由美子」に修正


