指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

一般社団法人水戸市医師会 訪問看護ステーションみと

茨城県水戸市見川町2131‐6

訪問看護ステーション虹

茨城県水戸市白梅３丁目13-8 水戸共同ビルＮo.1 201号室

訪問看護事業所ハート24

茨城県水戸市開江町国置8番地

公益社団法人茨城県看護協会 訪問看護ステーション 絆

茨城県水戸市緑町3-5-40

訪問看護ステーションあゆむ

茨城県水戸市河和田町280-10

訪問看護ステーションくるみ館

茨城県水戸市河和田町3335-1

日立南部地区訪問看護ステーション

茨城県日立市久慈町2-35-20-205

訪問看護ステーションたが

茨城県日立市国分町二丁目1番2号

日立市医師会訪問看護ステーションひたち

茨城県日立市東多賀町5丁目６番15号

訪問看護リハビリステーション いつもえがお

茨城県日立市弁天町2-11-6-102

ケアリング訪問看護ステーション土浦

茨城県土浦市生田町3-27

公益社社団法人茨城県看護協会 土浦訪問看護ステーション

茨城県土浦市下高津2-7-68

まちの看護ステーション

茨城県土浦市中高津1-20-15

厚生連土浦訪問看護ステーション

茨城県土浦市おおつ野四丁目1番1号

訪問看護ステーションサルビア

茨城県古河市駒羽根825-1

青嵐荘訪問看護ステーション

茨城県古河市東牛谷456-6

訪問看護ステーションよつば

茨城県石岡市東府中１－７

訪問看護ステーション春風

茨城県結城市大字結城字健田12744番地

真壁医師会立訪問看護ステーションしもつま

茨城県下妻市本城町3丁目13番地

きぬ医師会訪問看護ステーション

茨城県常総市新井木町13番地3

公益財団法人筑波メディカルセンター 訪問看護ステーションいしげ

茨城県常総市新石下3768番地

訪問看護ステーションさとみ

茨城県常陸太田市大中町975番地

医療法人愛正会 安良川訪問看護ステーション

茨城県高萩市安良川963-8

多賀医師会訪問看護ステーション

茨城県高萩市本町1-208

医療法人社団桜悠会 訪問看護ステーションはんどはぁと

茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-2

聖北会 訪問看護ステーションやまびこ

茨城県笠間市八雲2-1058-219

訪問看護ステーション東取手

茨城県取手市井野245

公益社団法人取手市医師会 訪問看護ステーションひまわり

茨城県取手市戸頭3-26-18

訪問看護ステーションまごころ

茨城県取手市藤代767-2

訪問看護ステーションとりで

茨城県取手市本郷2丁目1-1

ゆうあい訪問看護ステーション

茨城県牛久市上柏田4丁目58番1

一般社団法人竜ヶ崎市・牛久市医師会 訪問看護ステーションうしく

茨城県牛久市結束町４９５－４

つくば訪問看護ステーション

茨城県つくば市要1187-299

訪問看護ステーションそよかぜ

茨城県つくば市上横場2573-1

医療法人社団双愛会 訪問看護ステーションくきざき

茨城県つくば市高崎1008

公益財団法人筑波メディカルセンター 訪問看護ふれあい

茨城県つくば市天久保1丁目1番地1

訪問看護ステーションかけはし

茨城県ひたちなか市石川町20番1

ひたちなか市医師会訪問看護ステーション

茨城県ひたちなか市石川町20番32号

訪問看護ステーション あさがお

茨城県ひたちなか市中根3337-103

いばらき診療所訪問看護ステーション

茨城県ひたちなか市高場210-206

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：令和2年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

公益社団法人茨城県看護協会 鹿嶋訪問看護ステーション

茨城県鹿嶋市緑ヶ丘3-9-20

社会医療法人社団光仁会 ひかり訪問看護ステーション

茨城県守谷市松前台1-14-3

アネシス訪問看護ステーション

茨城県守谷市薬師台2-16-3

訪問看護ステーションわかば

茨城県常陸大宮市宇留野3109

訪問看護ステーションのぞみ

茨城県那珂市菅谷605

ナザレ園訪問看護ステーション

茨城県那珂市中里361番地2

訪問看護ステーションしもだて

茨城県筑西市二木成1515

みやた訪問看護ステーション

茨城県筑西市丙58番地3

医療法人盡誠会 あずま訪問看護ステーション

茨城県稲敷市幸田1247

訪問看護ステーション スイトピー

茨城県稲敷市柴崎7462-1

県西総合病院訪問看護ステーション

茨城県桜川市鍬田604

医療法人恒貴会 訪問看護ステーション愛美園

茨城県桜川市大国玉2513番地12

社会福祉法人恩腸財団済生会 済生会訪問看護ステーションかみす

茨城県神栖市知手中央7-2-45

水郷医師会訪問看護ステーション

茨城県行方市麻生1570番地1

社会福祉法人白十字会 白十字会訪問看護ステーション

茨城県行方市麻生3290-12

訪問看護ステーションたいよう

茨城県鉾田市汲上3128

訪問看護ステーションもみやま

茨城県鉾田市樅山576-27

みらい訪問看護ステーション

茨城県つくばみらい市陽光台2丁目1番地3

訪問看護ステーションこづる

茨城県東茨城郡茨城町小鶴127-1

訪問看護ステーションとうかい

茨城県那珂郡東海村石神内宿1724-1

医療法人久仁会 大子訪問看護ステーション

茨城県久慈郡大子町大字大子799

東京医科大学霞ヶ浦訪問看護ステーション

茨城県稲敷郡阿見町中央3丁目21番1号

茨城西南医療センター訪問看護ステーション

茨城県猿島郡境町2190

○平成27年2月1日指定（指定有効期間：令和3年1月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

神栖訪問看護ステーション

茨城県神栖市賀2018-17

ケアズ水戸訪問看護リハビリステーション

茨城県水戸市見川2-80-4

○平成27年5月1日指定（指定有効期間：令和3年4月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

らいおんハート訪問看護ステーション

茨城県日立市川尻町１－３５－１７

ケアーズ訪問看護リハビリステーションかみね

茨城県日立市若葉町３－９－６ 若葉ハイツ１０１

マリア・カサブランカ

茨城県つくば市梅園２丁目３３－２５

社会福祉法人尚生会 訪問看護ステーショングリーンハウスひたちなか

茨城県ひたちなか市東石川３１８３－１

○平成27年6月1日指定（指定有効期間：令和3年5月31日）
医療機関等名称
Job・Design株式会社訪問看護ステーションLive way

医療機関等住所
水戸市笠原町1189-2グリーンヒル西野ビル3F

○平成27年７月1日指定（指定有効期間：令和3年６月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

てあてリハビリ訪問看護ステーション水戸

茨城県水戸市大塚1880-106

ウララ訪問看護リハビリステーション

茨城県土浦市田中三丁目2番33号

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年10月1日指定（指定有効期間：令和3年9月30日）
医療機関等名称
メディフル訪問看護リハビリステーション

医療機関等住所
茨城県那珂市福田８４５-１高橋テナント１階２号室

○平成27年11月1日指定（指定有効期間：令和3年10月31日）
医療機関等名称
いばらき診療所みと訪問看護ステーション

医療機関等住所
茨城県水戸市五軒町１－３－３４

○平成27年12月1日指定（指定有効期間：令和3年11月30日）
医療機関等名称
ケアプラス浜田訪問看護リハビリステーション

医療機関等住所
茨城県水戸市本町1丁目4-16

○平成28年5月1日指定（指定有効期間：令和4年4月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

訪問看護リハビリテーションセンター秋山

茨城県高萩市秋山５５８番地の１

一般社団法人ハーモニーナース 在宅看護センター和音

茨城県茨城郡茨城町前田１７０７－３６０

訪問看護リハビリステーションLeaves

茨城県龍ヶ崎市南中島町667番地2 ロイヤルパレス桜井102

○平成28年6月1日指定（指定有効期間：令和4年５月3１日）
医療機関等名称
こすもす訪問看護リハビリステーション

医療機関等住所
茨城県ひたちなか市市毛５２２番地１

○平成28年6月22日指定（指定有効期間：令和4年5月2１日）
医療機関等名称
ケアもも訪問看護リハビリステーション

医療機関等住所
茨城県古河市鴻巣550-2

○平成28年7月1日指定（指定有効期間：令和4年6月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

訪問看護ステーションふくら笑顔

茨城県ひたちなか市馬渡２６６０－１４２

りゅうじん訪問看護ステーション 古河

茨城県古河市柳橋862-65

○平成28年11月1日指定（指定有効期間：令和4年10月31日）
医療機関等名称
セントケア訪問看護ステーション水戸

医療機関等住所
茨城県水戸市元吉田町236-18

○平成28年12月1日指定（指定有効期間：令和4年11月30日）
医療機関等名称
ケアーズ訪問看護リハビリステーション日立南東海

医療機関等住所
茨城県日立市大みか町四丁目22番5号

○平成29年1月1日指定（指定有効期間：令和4年12月31日）
医療機関等名称
ゆりかご☆ナース

医療機関等住所
茨城県水戸市飯富町3467‐1

○平成29年4月3日指定（指定有効期間：令和5年4月2日）
医療機関等名称
ビーンズ訪問看護ステーション

医療機関等住所
茨城県つくば市大角豆2012-247

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成29年8月1日指定（指定有効期間：令和5年7月31日）
医療機関等名称
訪問看護ステーション みらい

医療機関等住所
茨城県古河市関戸1630-8

○平成29年11月1日指定（指定有効期間：令和5年10月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

まちの訪問看護「ゆりの木」

茨城県日立市日高町1-14-9 セジュール日高Ｂ105

訪問看護リハビリステーション花きりん

茨城県笠間市鯉淵6267-86

○平成30年2月1日指定（指定有効期間：令和6年1月31日）
医療機関等名称
医療法人徳洲会 訪問看護ステーション はなもも

医療機関等住所
茨城県古河市鴻巣1121番地 白楽ビル2階

○平成30年6月1日指定（指定有効期間：令和6年5月31日）
医療機関等名称
北茨城市民病院 訪問看護ステーション

医療機関等住所
茨城県北茨城市関南町関本下1050番地

○平成30年7月1日指定（指定有効期間：令和6年6月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

訪問看護ステーション プラザマアム

茨城県土浦市板谷7-626-11

訪問看護ステーションあさひだい

茨城県石岡市旭台1丁目17-26

ゆいナースステーション

茨城県結城市結城9143-2

在宅看護センターゆう

茨城県つくば市みどりの1-1-4グランドパレスNS-10 307号室

○平成30年10月1日指定（指定有効期間：令和6年9月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

訪問看護ステーション しあわせ

茨城県守谷市けやき台5丁目8-1

だいそう訪問看護リハビリステーション古河

茨城県古河市幸町20-11

○平成31年1月1日指定（指定有効期間：令和6年12月31日）
医療機関等名称
訪問看護ステーション竜ケ崎

医療機関等住所
茨城県龍ケ崎市3710番地

○平成31年4月1日指定（指定有効期間：令和7年3月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

訪問看護ステーションすみれ

茨城県水戸市元吉田町1989-1

訪問看護ステーションふうりん

茨城県水戸市元吉田町19番地の5

訪問看護ステーションCollabo

茨城県北茨城市磯原町磯原1丁目33番地シーワン101号室

○令和元年6月1日指定（指定有効期間：令和7年5月31日）
医療機関等名称
訪問看護ステーションあやめつくば

医療機関等住所
茨城県つくば市高野台2丁目13－75

○令和元年7月1日指定（指定有効期間：令和7年6月30日）
医療機関等名称
(株)ニューライフ三浦 訪問看護ステーション

医療機関等住所
茨城県東茨城郡茨城町長岡4347-4

