
○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

安達　忠治 安達耳鼻咽喉科医院 茨城県水戸市千波町２３３－３ 耳鼻咽喉科

井口　　薫 カオル皮膚科クリニック
茨城県水戸市見川2-108-26
アーバンテラス一周館Ａ棟201-2

皮膚科，美容皮膚科

井口　聖一 いぐち皮膚科形成外科クリニック
茨城県水戸市酒門町下于東１５７１－
１

形成外科

加藤　啓輔 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児血液腫瘍科

日高　大介 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1 小児科

平井　みさ子 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児外科
社会福祉法人愛正会　愛正会記念　茨
城福祉医療センター（小児外科）

原　健 はら内科クリニック 茨城県守谷市坂戸井２３２５－１ 消化器内科
社会医療法人社団　光仁会
総合守谷第一病院

黒田　わか 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科
北茨城市民病院（小児科），(株)日立製
作所日立総合病院（小児科）

新井　順一 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科

五十嵐　徹 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科
社会福祉法人白十字会白十字総合病
院（小児科），ひかりクリニック（小児科）

泉　　維昌 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科

小笠原　敦子 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科 ひたちなか総合病院（小児科）

川上　　肇 株式会社日立製作所　日立総合病院 茨城県日立市城南町二丁目１番１号 小児外科

小池　和俊 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科（小児血液腫瘍科）

塩野　淳子 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科

竹内　秀輔 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1 小児内科 茨城県立こども病院(新生児科)

田中　竜太 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児神経精神発達科 筑波大学附属病院（小児科）

土田　昌宏 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科

鶴淵　隆夫 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児脳神経外科 水戸済生会総合病院（脳神経外科）

中尾　朋平 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児内科

福島　富士子 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の1 小児科

村上　　卓 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1 小児科

矢内　俊裕 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児外科

雪竹　義也 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児科

吉見　　愛 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児血液腫瘍科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

青木　かを里 医療法人青木医院 茨城県水戸市本町３－４－７ 内科

青木　雅弘 医療法人青木医院 茨城県水戸市本町３－４－７ 産婦人科

五十嵐　淳 医療法人五十嵐小児科医院 茨城県水戸市笠原町１６７０－１ 小児科

五十嵐　武雄 医療法人五十嵐小児科医院 茨城県水戸市笠原町１６７０－１ 小児科

井川　茅野 医療法人永和会みなみ赤塚クリニック 茨城県水戸市河和田町４９４０
内科，糖尿病，代謝内科，内分
泌内科

鈴木　純子 医療法人永和会みなみ赤塚クリニック 茨城県水戸市河和田町４９４０
内科，糖尿病，代謝内科，内分
泌内科

髙橋　秀夫 医療法人永和会みなみ赤塚クリニック 茨城県水戸市河和田町４９４０
内科，糖尿病，代謝内科，内分
泌内科

長阪　祐子 医療法人永和会みなみ赤塚クリニック 茨城県水戸市河和田町４９４０
内科，糖尿病，代謝内科，内分
泌内科

三小田　宏冶 医療法人永和会みなみ赤塚クリニック 茨城県水戸市河和田町４９４０
内科，糖尿病，代謝内科，内分
泌内科

大橋　　昭 医療法人大橋会大橋病院 茨城県水戸市見川町２１３１－１５６０
胃腸外科，胃腸内科，肛門外
科，肛門内科，外科，内科

大橋　秀記 医療法人大橋会大橋病院 茨城県水戸市見川町２１３１－１５６０ 眼科

白石　裕司 医療法人小沢眼科内科病院 茨城県水戸市吉沢町２４６－６ 内科

水谷　正一 医療法人小沢眼科内科病院 茨城県水戸市吉沢町２４６－６ 内科

森岡　一雄 医療法人清真会丹野病院 茨城県水戸市酒門町４８８７ 小児科

平野　岳毅 医療法人社団成育会平野子どもクリニック 茨城県水戸市中丸町３３３－１ 小児科

金敷　博文 医療法人社団博洋会金敷内科医院 茨城県水戸市平須町１－２７ 小児科

田村　和喜 医療法人たむら小児科クリニック 茨城県水戸市百合ヶ丘８－８ 小児科

花澤　佳代子 医療法人花澤耳鼻咽喉科 茨城県水戸市河和田町２８９４－８ 耳鼻咽喉科

花澤　秀 医療法人花澤耳鼻咽喉科 茨城県水戸市河和田町２８９４－８ 耳鼻咽喉科

石井　一元 医療法人水戸吉沢小児科クリニック 茨城県水戸市吉沢町２８３－１ 小児科

山口　　哲 医療法人山口クリニック 茨城県水戸市河和田2丁目１４－５ 内科，泌尿器科

金子　健太郎 医療法人維誠会金子医院 茨城県水戸市百合ヶ丘町８番５ 外科

内田　　郁 内田耳鼻咽喉科医院 茨城県水戸市新荘１－３－１５ 耳鼻咽喉科

笠野　保夫 かさの小児クリニック 茨城県水戸市襟塚３－１－１５ 小児科，アレルギー科，皮膚科

金山　亮治 かなやま耳鼻咽喉科クリニック 茨城県水戸市内原1丁目１５０番地 耳鼻咽喉科

兼子　裕一 兼子内科クリニック 茨城県水戸市上水戸１－７－２５
内科，小児科，アレルギー科，
呼吸器科，消化器科，循環器
科，放射線科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

神代　秀爾 神代内科医院 茨城県水戸市平須町１８２０－８０
内科，小児科，循環器科，消化
器科

亀山　昌明 かめやま内科クリニック 茨城県水戸市東前１－２０６
内科，呼吸器内科，アレルギー
科，小児科

水戸中央病院（呼吸器内科）

五味渕　太平 五味渕内科医院 茨城県水戸市堀町１１３３－５２ 内科

根本　厚子 平野こどもクリニック 茨城県水戸市中丸町333-1 小児科

関　　正計 関皮膚科クリニック 茨城県水戸市千波町１４４０－５ 皮膚科

髙安　久美子 たかやす内科医院 茨城県水戸市平須町１８１４－１８１ 内科，小児科

田口　雅一 田口同仁クリニック 茨城県水戸市内原町910-1
内科，麻酔科，リハビリテーショ
ン科

塚田　孝子 つかだ眼科医院 茨城県水戸市宮町２丁目１－８ 眼科

田村　京子 TOＭOこどもクリニック
茨城県水戸市見川２－１０８－２６　Ａ
－２０１

小児科

仲本　信也 仲本内科クリニック 茨城県水戸市渋井町２４８－２ 内科

林　誠一郎 林眼科 茨城県水戸市赤塚１－１９９７－１０３ 眼科

福田　守邦 福田小児科 茨城県水戸市酒門町３１５５－４ 小児科

金村　美香子 本多眼科医院 茨城県水戸市梅花２－２－４６ 眼科

本多　捷郎 本多眼科医院 茨城県水戸市梅花２－２－４６ 眼科

外山　昌弘 水戸協同病院 茨城県水戸市宮町３丁目２ー７ 循環器内科

永田　道子 水戸赤十字病院 茨城県水戸市三の丸３－１２－４８ 小児科

星川　欣明 水戸赤十字病院 茨城県水戸市三の丸３－１２－４８ 小児科

宮本　健志 宮本小児科 茨城県水戸市千波町３７５－５ 小児科

宮本　幹夫 宮本小児科医院 茨城県水戸市千波町３７５－５ 小児科，アレルギー科，内科

石川　晶久 石川内科ファミリークリニック 茨城県日立市桜川町３－１１－１５
内科，消化器内科，肝臓内科，
小児科

小川　百合子 医療法人 小川医院 茨城県日立市相賀町５－１ 内科，糖尿病内科

髙橋　偉久 医療法人　たかはし小児科医院
茨城県日立市十王町友部東３－８－１
４

小児科

工藤　純夫 医療法人　日立さくらクリニック 茨城県日立市田尻町４－４９－１５ 内科，外科，脳神経外科

金川　卓郎 医療法人愛正会田尻ヶ丘病院 茨城県日立市田尻町３－２４－１
神経内科，内科，腎臓内科，老
年内科

長久保　誠 社会福祉法人　愛正会　水方苑 茨城県高萩市下手綱1951-15 内科，循環器内科

嶋崎　直哉 医療法人ここの実会　嶋崎病院 茨城県日立市会瀬町３－２３－１ 整形外科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

佐々木　信介 医療法人社団グルコピア日立 茨城県日立市東滑川町１－３８－１０ 内科，糖尿病内科

西野　弘美 医療法人社団久慈川会西野医院 茨城県日立市留町１１６６番地
内科，外科，小児科，心療内
科，整形外科，リハビリテーショ
ン科

鎌田　健一 医療法人聖麗会聖麗メモリアル高鈴 茨城県日立市高鈴町１－１８－１ 脳神経外科

岡部　慎一 医療法人聖麗会聖麗メモリアルひたちなか 茨城県ひたちなか市馬渡2835-2 脳神経外科

粕谷　泰道 医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町８４１ 脳神経外科

佐藤　明善 医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町８４１ 脳神経外科

杉山　耕一 医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町８４１ 脳神経外科

田村　康夫 医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町８４１ 脳神経外科

布施　仁智 医療法人聖麗会聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町８４１ 脳神経外科

江尻　成昭 えじり内科クリニック 茨城県日立市大和田町１－１－２８ 内科，循環器科

太田　修二 おあしす内科リウマチ科クリニック 茨城県日立市金沢町３丁目１７－１５ 内科，リウマチ科

植田　敦志 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町２丁目１番１号 腎臓内科

大河原　敦 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町二丁目１番１号 消化器内科

小宅　泰郎 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町二丁目１番１号 小児科

菊地　正広 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町二丁目１番１号 小児科

諏訪部　徳芳 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町２丁目１番１号 小児科

平木　彰佳 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町２丁目１番１号 小児科

星野　寿男 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町２丁目１番１号 小児科

森川　亮 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町２丁目１番１号 代謝・内分泌内科

折野　陽一 川尻整形外科 茨城県日立市川尻町３－１９－１３
整形外科，内科，リハビリテー
ション科

後藤　一彦 社会医療法人愛宣会ひたち医療センター 茨城県日立市鮎川町２丁目８番１６号 小児科

藤井　亜砂美 十王医院 茨城県日立市十王町友部１５８４－１
小児科，内科，皮膚科，耳鼻咽
喉科，外科，泌尿器科

新島　光起 新島スカイクリニック 茨城県日立市鮎川町３－１－２１
内科，消化器内科（内視鏡），肝
臓内科

宮井　尚宏 ひたちの眼科 茨城県日立市千石町２－６－６ 眼科

福島　由紀夫 福島クリニック 茨城県日立市十王町友部東２－５－５
内科，循環器内科，外科，整形
外科

尾川　　武 南高野医院
茨城県日立市南高野町３丁目１６番地
２号

内科，小児科

その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

山形　文子 やまがた内科医院 茨城県日立市川尻町１－３５－７ 内科

辻　久茂 天川クリニック 茨城県土浦市天川1丁目２８－１２ 耳鼻咽喉科

藤岡　　浩 荒川沖診療所 茨城県土浦市荒川沖南区１０１ 小児科

杉浦　敏昭 医療法人新治診療所 茨城県土浦市下坂田２０１３－１
内科，小児科，消化器科，神経
内科

松本　和美 医療法人松本内科医院 茨城県土浦市中村東３－１－２０
内科，小児科，理学診療科，放
射線科

伊本　夏樹 株式会社日立製作所土浦診療健診センター 茨城県土浦市神谷東２７－８ 小児科

菊地　正臣 菊地内科医院 茨城県土浦市下高津１－１９－３７ 内科，消化器内科
独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医
療センター（消化器内科）

遠藤　拓男 しほう医院 茨城県土浦市宍塚１９４５－１
内科，外科，皮膚科精神科，麻
酔科，リハビリテーション科

辻　肇一 常陽医院 茨城県土浦市城北北町１４－４
内科，小児科，神経内科，心療
内科

今村　公俊 総合病院　土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 新生児科 なめがた地域総合病院（小児科）

宇田川　智宏 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科

鹿島田　健一 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科 JAとりで総合医療センター（小児科）

前田　浩利 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科

山本　敦子 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科

渡辺　章充 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科
なめがた地域総合病院（小児科），愛正
会記念茨城福祉医療センター（小児
科）

中村　蓉子 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１番７号 小児科

渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１番７号 小児科，小児循環器科
JA取手総合医療センター（小児科全
般，小児循環器科），なめがた地域総
合病院（小児科全般，小児循環器科）

染谷　林 染谷小児科
茨城県土浦市大和町９－２
ウララ２－３０６

小児科

髙野　淑美 高野医院 茨城県土浦市荒川沖西２－１２－２ 内科，小児科，消化器内科

加藤　雅史 土浦中央病院クリニック 茨城県土浦市城北町６－１８ 内科，外科，脳神経外科

川嶋　浩一郎 つちうら東口クリニック
茨城県土浦市有明町２－３１
関鉄土浦ビル４階

小児科，神経内科，漢方内科，
アレルギー科

東郷　孝男 東郷クリニック 茨城県土浦市荒川沖東３－１９－３０
内科，循環器科，呼吸器科，外
科，小児科リハビリ科

野々山　智仁 ののやま眼科 茨城県土浦市木田余１６４４－１ 眼科

齋藤　由美子 ゆみこ内科クリニック 茨城県土浦市田中３－４－４１ 内科，糖尿病内科，小児科

内田　　潔 医療法人宏仁会内田耳鼻咽喉科医院 茨城県古河市中央町２－３－１７ 耳鼻咽喉科

板橋　直樹
医療法人恵樹会いたばし糖尿病内科皮膚科
クリニック

茨城県古河市東牛谷８１５－１
糖尿病内科，内分泌内科(甲状
腺）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

中村　悦子 医療法人なかむら眼科 茨城県古河市諸川１３６７－１ 眼科

岡崎　光彦 医療法人悠生会おかざき眼科皮膚科 茨城県古河市本町４－１１－６ 眼科

岡﨑　有貴子 医療法人悠生会おかざき眼科皮膚科 茨城県古河市本町４－１１－６ 皮膚科

矢澤　克之 けやきクリニック 茨城県古河市坂間４０９－１ 整形外科，内科

石井　朋之 古河赤十字病院 茨城県古河市下山町１１５０番地 小児科

中島　尚美 古河赤十字病院 茨城県古河市下山町１１５０番地 小児科

南　　孝臣 古河赤十字病院 茨城県古河市下山町１１５０番地 小児科 常陸大宮済生会病院（小児科）

佐賀　岳 佐賀小児科医院 茨城県古河市長谷町１－１１ 小児科，アレルギー科，内科

伊藤　拓夫 総和中央病院 茨城県古河市駒羽根８２５番地１ 小児科

田中　信一 田中医院 茨城県古河市錦町５－３ 内科，消化器内科

細島　理 医療法人つるみ脳外科　靍見脳神経外科 茨城県古河市上方田８１３ 脳神経外科

靍見　有史 医療法人つるみ脳外科　靍見脳神経外科 茨城県古河市上方田８１３ 脳神経外科

江口　光興 友愛記念病院 茨城県古河市東牛谷７０７ 小児科

酒井　哲郎 友愛記念病院 茨城県古河市東牛谷７０７ 小児科 筑波こどものこころクリニック（小児科）

杉山　節郎 友愛記念病院 茨城県古河市東牛谷７０７ 小児科

藤井　茂樹 医療法人向生会藤井内科クリニック 茨城県石岡市鹿の子２－１－３６ 内科，循環器科，小児科

飯田　利博 医療法人金丸医院 茨城県石岡市東光台２－８－５ 皮膚科，アレルギー科

上道　　治 医療法人幕内会山王台病院 茨城県石岡市東石岡４－１－３８ 消化器科，肛門科，外科

幕内　幹男 医療法人幕内会山王台病院 茨城県石岡市東石岡４－１－３８
消化器科，外科，肛門科気管食
道科，皮膚科

柏木　史彦 柏木医院 茨城県石岡市石岡２１５８－３ 小児科

中井　明子
公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病
院

茨城県石岡市東府中１－７ 小児科

松本　由美
公益社団法人地域医療振興協会石岡第一病
院

茨城県石岡市東府中１－７ 小児科

後藤　厚 ごとう内科 茨城県石岡市石岡１－１４－１ 内科，小児科

長尾　完 長尾眼科 茨城県石岡市東府中１－１５ 眼科

栗岡　勇大 山王台病院付属眼科内科クリニック 茨城県石岡市東石岡５－２－３３ 眼科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

宮井　絢佳 山王台病院付属眼科内科クリニック 茨城県石岡市東石岡５－２－３３ 眼科

渡邊　文代 渡辺内科 茨城県石岡市南台３－３４－５５ 内科

荒井　康之 生きいき診療所ゆうき 茨城県結城市結城９１４４の１ 内科，外科，整形外科，皮膚科

白石　裕比湖 医療法人　達生堂　城西病院 茨城県結城市大字結城１０７４５－２４ 小児科

遠藤　則之 遠藤クリニック 茨城県結城市結城８７７５－７ 内科，胃腸内科，外科

白石　由里 さわやか内科・小児科 茨城県結城市新福寺６－６－８ 内科，小児科

白石　郁夫 さわやか内科・小児科 茨城県結城市新福寺６－６－８ 内科，小児科

坪井　靖 つぼいクリニック 茨城県結城市中央町１－１２－２ 内科，小児科

山内　忠彦 特定医療法人社団同樹会　結城病院 茨城県結城市結城９６２９－１ 小児科

宮田　　彰 宮田外科医院 茨城県結城市結城３４４－６ 内科，循環器科

小野津　博之 結城眼科 結城市結城８７７６－１１ 眼科

常松　定夫 結城クリニック 茨城県結城市大字結城６３３－１ 泌尿器科，内科，外科，精神科

飯野　知足 飯野クリニック 茨城県龍ケ崎市若柴町２５００－１ 形成外科

牛尾　浩樹 医療法人竜仁会中尾病院 茨城県龍ケ崎馴柴町１－１５－１ 外科

田中　秀行 医療法人竜仁会中尾病院 茨城県龍ケ崎馴柴町１－１５－１ 外科

坂西　良彦 坂西眼科医院 茨城県龍ケ崎市馴馬町２９７６－１ 眼科

野上　哲夫 野上小児科医院 茨城県龍ケ崎市南中島町１１８ 小児科，アレルギー科

岡田　敏樹 ひまわり眼科クリニック 茨城県龍ケ崎市若柴町１２３０－３ 眼科

福岡　和子 福岡小児科医院 茨城県龍ケ崎若柴町１２３２ 小児科，内科

松本　容子 松本アイクリニック 茨城県龍ケ崎市馴柴町７９０－２ 眼科

村井　敏夫 村井医院 茨城県龍ケ崎市愛戸５５ 内科，小児科，消化器科

山村　邦男 山村医院
茨城県龍ケ崎市佐貫３－５－５
プラザエルマーナ内

内科，消化器科，循環器科，小
児科，精神科

山本　法勝 山本医院 茨城県龍ケ崎市佐貫５６０ 内科，小児科，循環器科

吉澤　孝史 吉澤胃腸内科医院 茨城県龍ケ崎市佐貫１－４－５ 胃腸内科，小児科

海老原　次男 龍ケ崎済生会病院 茨城県龍ケ崎市中里１－１ 消化器内科

林　　大輔 筑波メディカルセンター病院 茨城県つくば市天久保１－３－１ 小児科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

野口　仁麗 医療法人光潤会　平間病院 茨城県下妻市江２０５１ 糖尿病内科，内分泌代謝
県西糖尿病内科クリニック（内分泌代謝
科）

中山　公彦 医療法人怜真会中山医院 茨城県下妻市中郷１８５ 外科，内科，胃腸内科，小児科

加藤　晶子 砂沼湖畔クリニック 茨城県下妻市下木戸５４２ 内科，小児科

鈴木　裕麿 砂沼湖畔クリニック 茨城県下妻市下木戸５４２ 消化器内科，小児科

中村　　孝 平間病院 茨城県下妻市江２０５１ 内科，消化器内科，外科

平間　敬文 平間病院 茨城県下妻市江２０５１ 内科，消化器内科，外科

松田　恭寿 まつだこどもクリニック 茨城県下妻市長塚４２３－１ 小児科
茨城西南医療センター病院（小児科），
石岡循環器科脳神経外科病院（脳神経
外科）

大塚　澄江 大塚クリニック 茨城県常総市中妻町２６２０ 内科

一戸　美佳 きぬ医師会病院 茨城県常総市新井木田１３－３ 小児科
茨城西南医療センター病院（小児科），
龍ケ崎済生会病院（小児科）

柴崎　正修 きぬ医師会病院 茨城県常総市新井木田１３－４ 小児科 茨城県立中央病院（小児科）

石川　主税 医療法人一路会太田病院 茨城県常陸太田市中城１７３
小児科，内科，呼吸器内科，消
化器内科，放射腺科

大山　　祥 大山病院 茨城県常陸太田市金井町４８１０ 消化器外科，内科，肛門外科

谷下田　敏夫 賀美診療所 茨城県常陸太田市小菅町４０６ 内科，小児科

石田　　良 くぼたクリニック 茨城県常陸太田市金井町３５６６ 耳鼻咽喉科，小児科
久保田病院（二次救急，外科，内科一
般）

根本　義勝 根本医院 茨城県常陸太田市久米町２００ 小児科

根本　龍司 根本眼科 茨城県常陸太田市金井町３６９４－５ 眼科

河野　拓司 脳神経外科ブレインピア南太田
茨城県常陸太田市谷河原町１１８３－
１

脳神経外科

尾内　映子 ひたちの中央クリニック 茨城県常陸太田市木崎二町931-6 小児科

小島　敏明 おじま内科・消化器内科クリニック 茨城県高萩市東本町３－６７ 内科，消化器内科

新里　一郎 医療法人琴音会にいさと眼科クリニック 茨城県北茨城市磯原町磯原２－１７７ 眼科

大曽根　健 医療法人社団桜悠会いそはらクリニック
茨城県北茨城市磯原町磯原４－１１２
－２

小児科

馬目　恒久 医療法人芳医会あおぞらクリニック
茨城県北茨城市中郷町上桜井２５４番
地

小児科，内科

後藤　昌英 北茨城市民病院 茨城県北茨城市関南町関下１０５０ 小児科

浜野　建三 北茨城市民病院 茨城県北茨城市関南町関下１０５０ 小児科(神経）

藤田　俊之 茨城県立こころの医療センター 茨城県笠間市旭町６５４
精神科，児童精神科，心療内
科，神経内科

松本　静子 茨城県立こころの医療センター 茨城県笠間市旭町６５４ 小児科 常陸大宮済生会病院（小児科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科 その他医療機関名（診療科）医師氏名

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

後藤　大輔 茨城県立中央病院 茨城県笠間市鯉渕６５２８ 膠原病，リウマチ科
筑波大学附属病院（膠原病リウマチア
レルギー内科）

齊籐　　修 茨城県立中央病院 茨城県笠間市鯉渕６５２８ 腎臓内科

髙橋　昭光 つくば糖尿病センター川井クリニック 茨城県つくば市東平塚715‐1 糖尿病内科
筑波大学附属病院（内分泌代謝，糖尿
病内科）

稲葉　治樹 医療法人あさひクリニック 茨城県笠間市旭町１０８－６ 内科，小児科，皮膚科

石橋　正二朗 医療法人石橋内科医院 茨城県笠間市鯉渕６２６８ー１０２ 内科，循環器科

小田切　美知子 神里医院 茨城県笠間市笠間１２５６ 内科，小児科

神代　千佳子 高瀬医院 茨城県笠間市安居１２９１ 内科，小児科，胃腸科，外科

飯島　秀郎 友部セントラルクリニック 茨城県笠間市鯉淵６６７９－１１
糖尿病内科，内科，内分泌代謝
内科

山本　正克 山本内科小児科医院 茨城県笠間市東平４－５－３４ 小児科，.内科

榎本　啓典 医療法人　あゆみ会　えのもと小児科
茨城県守谷市松ヶ丘６－６－１アクロ
スモール守谷内

小児科　新生児内科　アレル
ギー科

JAとりで総合医療センター（小児科）
総合病院土浦協同病院（小児科，新生
児科）

太田　正康 愛生会記念茨城福祉医療センター 茨城県水戸市元吉田町1872-1 小児神経科

田中　絵里子 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 小児科 総合病院土浦協同病院（小児科）

土井　庄三郎 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 小児科

細川　　奨 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 小児科

石井　啓一 あおぞら診療所 茨城県取手市新町３－１３－１１
内科，小児科，消化器科，循環
器科，呼吸器科

牧谷　光晴 あおぞら診療所 茨城県取手市新町３－１３－１１
内科，小児科，消化器科，循環
器科，呼吸器科

松本　絋一 医療法人櫻友会取手中央病院 茨城県取手市本郷３－２－１ 内科

堤　　孝一 医療法人社団仁風会　堤医院 茨城県取手市本郷５丁目９－２１ 小児科

宮本　玲奈 草間医院 茨城県取手市青柳７０７－３ 外科，内科，小児科

小林　　晴 こばやし医院
茨城県取手市台宿２－２７－３１
（第２エステ持田１階１０１）

小児科，内科，アレルギー科，
消化器科，循環器科

羽毛田　公 取手中央病院 茨城県取手市本郷３－２－１ 内科，小児科

久保　玲子 松本眼科
茨城県取手市中央町２－２５
取手iセンタービル２F

眼科

中野　秀樹 松本眼科
茨城県取手市中央町２－２５
取手iセンタービル２F

眼科

三宅　正晃 松本眼科
茨城県取手市中央町２－２５
取手iセンタービル２F

眼科

頓宮　真紀 松本眼科
茨城県取手市中央町２－２５
取手iセンタービル２F

眼科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
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松本　雄二郎 松本眼科
茨城県取手市中央町２－２５
取手iセンタービル２F

眼科

久保田　康夫 山王クリニック 茨城県取手市山王１４３０－５ 小児科，内科

吉岡　　巌 吉岡医院 茨城県取手市白山１－４－１４ 内科

井上　由加利 井上内科クリニック 茨城県牛久市榮町５－４５－１ 内科

石井　伊知郎 社会医療法人若竹会つくばセントラル病院 茨城県牛久市柏田町１５８９－３ 小児科

稲見　由紀子 医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院 茨城県牛久市猪子町８９６番地 小児科

犬童　道治 医療法人社団道華会犬童こどもクリニック 茨城県牛久市上柏田４－５４－１０ 小児科

中野　秀昭 医療法人なかの循環器クリニック 茨城県牛久市中央１－２１－３
循環器科，内科，心臓血管外
科，外科

島田　　忍 ウィング眼科 茨城県牛久市ひたち野東４－２－１ 眼科

櫻井　健司 さくらい眼科 茨城県牛久南２－２５－１２ 眼科

高野　綾子 高野耳鼻咽喉科クリニック 茨城県牛久市南２－２２－７ 耳鼻咽喉科

手塚　久美子 医療法人聡美会明窓クリニック 茨城県牛久市栄町４－２０２ 眼科

中野　　温 中野医院 茨城県牛久町刈谷町３－９６
内科，小児科，呼吸器循環器，
消化器内科

則武　昌之 則武内科クリニック
茨城県牛久市ひたち野東５－３－２
ひたち野うしく池田ビル１階

内科

柴田　　徹 ふたばこどもクリニック 茨城県牛久市ひたちの東２－２０－６ 小児科，内科，アレルギー科

村山　淳一 村山内科クリニック
茨城県牛久市南１－６－４０
クリニックビル牛久２Ｆ

内科，呼吸器内科

村山　耕子 村山内科クリニック
茨城県牛久市南１－６－４０
クリニックビル牛久２Ｆ

内科

青木　　健 あおき子どもクリニック 茨城県つくば市研究学園４－４－１１ 小児科

鯨井　正規 青空ホームクリニック 茨城県つくば市千現１－２３－８－５ 内科

青柳　秀忠 あおやぎ医院 茨城県つくば市上ノ室８８７
内科，外科，小児科，胃腸内
科，整形外科，リハビリ科，アレ
ルギー科

相野谷　陽子 一般財団法人筑波麗人会筑波学園病院
茨城県つくば市上横場字細田２５７３
番地１

産婦人科

絹笠　英世 一般財団法人筑波麗人会筑波学園病院
茨城県つくば市上横場字細田２５７３
番地１

小児科 茨城県医療大学付属病院（小児科）

柴崎　佳代子 一般財団法人筑波麗人会筑波学園病院
茨城県つくば市上横場字細田２５７３
番地１

小児科
筑波学園病院並木診療所（内科，小児
科）

仁井　純子 一般財団法人筑波麗人会筑波学園病院
茨城県つくば市上横場字細田２５７３
番地１

小児科

藤田　光江 一般財団法人筑波麗人会筑波学園病院
茨城県つくば市上横場字細田２５７３
番地１

小児科

牧　たかこ 一般財団法人筑波麗人会筑波学園病院
茨城県つくば市上横場字細田２５７３
番地１

小児科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）
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黄　勝世 医療法人社団仁愛会つくば仁愛内科医院 茨城県つくば市小野崎７８５－１ 内科，胃腸科，小児科

中川　晴夫 医療法人中川医院 茨城県つくば市篠崎２２７２－１ 内科，呼吸器内科

成島　　淨 医療法人成島クリニック 茨城県つくば市館野３６３ 内科，脳神経外科，外科

倉田　尚司 医療法人倉田内科クリニック 茨城県つくば市栗原３４４３ 内科，小児科

河野　恵子 うめぞの眼科クリニック 茨城県つくば市梅園2-16-10 眼科

坂根　みち子 医療法人櫻坂坂根Ｍクリニック 茨城県つくば市松野木１６２－９ 内科，循環器内科

清水　宏之 医療法人清水こどもクリニック 茨城県つくば市東２－３１－８ 小児科

倉持　純一
医療法人社団　康喜会　辻仲つくば胃腸肛門
クリニック

茨城県つくば市竹園１－４－１
南３パークビル２階

大腸・肛門外科，消化器内視鏡
内科，消化器内科，内科

飯村　康夫 医療法人社団　健康尚仁会　飯村医院 茨城県つくば市北条４３２６-２ 内科，小児科

久保　昌志 医療法人社団興明会つくば腎クリニック 茨城県つくば市小野崎２８６－７ 泌尿器科

松本　隆之 医療法人竹園ファミリークリニック 茨城県つくば市竹園2丁目８－１９
内科，外科，整形外科，小児
科，消化器内科

長澤　徳子 医療法人長沢眼科 茨城県つくば市西岡２５２ 眼科

小松　義成 医療法人義恵会こまつ内科クリニック 茨城県つくば市上横場１１７８－１
内科，神経内科，小児科，整形
外科，リハビリテーション科

江原　孝郎 江原こどもクリニック 茨城県つくば市谷田部７７６ 小児科

小川　　健 おがわ内科
茨城県つくば市花島新田５－１１
みどりメディカルモール１Ｆ

内科，消化器科

川井　絋一 川井クリニック 茨城県つくば市東平塚７１５－１ 内科

山崎　勝也 川井クリニック 茨城県つくば市東平塚７１５－１ 内科

清宮　民彦 清宮医院 茨城県つくば市野崎４００－１ 眼科

新澤　　岳 研究学園クリニック
茨城県つくば市研究学園５丁目１２番
地４
研究学園駅前岡田ビル５階

消化器内科，内科

柴田　佐和子 うめぞの眼科クリニック 茨城県つくば市梅園2-16-10 眼科

能勢　晴美 うめぞの眼科クリニック 茨城県つくば市梅園2-16-10 眼科

鮎澤　　聡
国立大学法人筑波技術大学保険科学部付属
東西医学医療センター

茨城県つくば市春日４－１２－７ 脳神経外科

大越　教夫
国立大学法人筑波技術大学保険科学部付属
東西医学医療センター

茨城県つくば市春日４－１２－７ 神経内科

平山　　暁
国立大学法人筑波技術大学保険科学部付属
東西医学医療センター

茨城県つくば市春日４－１２－７ 内科，腎臓内科，漢方内科

松下　昌之助
国立大学法人筑波技術大学保険科学部付属
東西医学医療センター

茨城県つくば市春日４－１２－７ 循環器内科

横田　千津子
国立大学法人筑波技術大学保険科学部付属
東西医学医療センター

茨城県つくば市春日４－１２－７ 内科(内分泌　代謝内科）
ひまわりクリニック（内科(内分泌・糖尿
病内科））

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）
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佐藤　正樹 サトウ眼科
茨城県つくば市研究学園５丁目１９番
イーアスつくばメディカルコート

眼科

庄司　慶子 庄司クリニック 茨城県つくば市中野１５８－１ 小児科　内科

小林　鈴子 筑波記念病院 茨城県つくば市要１１８７－２９９ 代謝内分泌内科 筑波総合クリニック（代謝内分泌内科）

千勝　典子 ちかつクリニック 茨城県つくば市学園の森２－４０－１ 糖尿病・代謝内科 筑波総合クリニック（代謝内分泌内科）

藤田　利枝 筑波記念病院 茨城県つくば市要１１８７－２９９ 代謝内分泌内科 筑波総合クリニック（代謝内分泌内科）

渡辺　拓自 つくば在宅クリニック 茨城県つくば市西大沼６３７－５ 内科，外科

角田　克博 つくばシティビル皮膚科
茨城県つくば市吾妻２－８－８
つくばシティビル３階

皮膚科

白石　貴久 つくばセンタークリニック
茨城県つくば市竹園１－６－１
つくば三井ビル４階

内科，消化器内科，小児科

鶴田　和太郎 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科

相原　有希子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 形成外科 茨城県立こども病院（形成外科）

阿久津　博義 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科
筑波学園病院（脳神経外科），筑波セン
トラル病院（脳神経外科）

足立　孝二 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 形成外科 水戸済生会病院（形成外科）

池田　　剛 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科

石井　良征 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科

市川　栄子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科

伊藤　嘉朗 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科 県西総合病院（脳神経外科）

今川　和生 筑波メディカルセンター病院 茨城県つくば市天久保1-3-1 小児科

岩崎　　仁 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝，糖尿病内科

岩淵　　敦 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科 茨城県立こども病院（小児科）

瓜田　泰久 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科

榎園　　崇 県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の１ 小児科 筑波大学附属病院(小児科）

大崎　芳典 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝，糖尿病内科
水府病院（内分泌代謝，糖尿病），筑波
中央病院（内分泌代謝，糖尿病内科）

大鹿　哲郎 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 眼科

岡本　史樹 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 眼科

岡本　芳史 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 眼科

沖山　奈緒子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）
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加治　優一 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 眼科

梶川　大悟 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の1 新生児科

加藤　愛章 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科

鎌田　浩史 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 整形外科
茨城西南医療センター（整形外科），茨
城県立医療大学付属病院（整形外
科），茨城県立こども病院（整形外科）

鴨田　知博 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科
つくばセントラル病院（小児科），こまつ
内科クリニック（小児科）

金井　　雄 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の１ 筑波大学附属病院（小児科）

甲斐　平康 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 腎臓内科

志鎌　明人 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝，糖尿病内科
ＪＡとりで総合医療センター（代謝内
科），茨城西南医療センター病院（代謝
内科）

五藤　　周 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科
総合病院土浦協同病院（小児科），な
めがた地域総合病院（外科）

小林　和人 飯野クリニック 茨城県龍ヶ崎市若柴町2500-1 内科

小林　千恵 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 血液腫瘍科 筑波大学附属病院（小児科）

齋籐　　誠 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科
つくばセントラル病院（小児科），筑波学
園病院（小児科），龍ケ崎済生会病院
（小児科）

齊籐　知栄 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 腎臓内科
(株)日立製作所日立総合病院（腎臓内
科）

酒井　愛子 筑波メディカルセンター病院 茨城県つくば市天久保1-3-1 小児科

坂元　直哉 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科 県西総合病院（小児外科）

坂本　規彰 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科

佐々木　薫 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 形成外科

島野　　仁 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝，糖尿病内科

新開　統子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科

鈴木　寿人 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児内科
筑波メディカルセンター病院（小児科），
なめがた地域総合病院（小児科）

鈴木　浩明 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝，糖尿病内科 筑波学園病院（代謝内科）

鈴木　涼子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科

須磨崎　亮 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の１ 小児科

関堂　　充 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 形成外科

大戸　達之 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科
茨城県立こども病院（小児神経精神発
達科），茨城西南医療センター病院（小
児科）

髙橋　実穂 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

髙安　　肇 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科

田川　　学 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児内科 茨城県立こども病院（小児科）

竹田　一則 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児内科
総合守谷第一病院（小児科），筑波記
念病院(筑波総合クリニック）（小児科）

田中　秀明 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科

田中　亮多 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科

千葉　史子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科

坪井　洋人 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１
膠原病，リウマチアレルギー内
科

総合病院土浦協同病院（膠原病内科）

徳永　千穗 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 心臓血管外科

中井　　啓 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1 放射線腫瘍科

茨城県立医療大学付属病院(神経内
科)
龍ヶ崎済生会病院(脳神経外科)
小山記念病院(脳神経外科)

中尾　　真 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科

永藤　元道 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 新生児科 筑波大学附属病院（小児科）

中村　昭宏 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児内科 筑波総合クリニック（小児科循環器科）

中村　みちる 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児内科

西村　一記 竜ヶ崎済生会病院 茨城県龍ヶ崎市中里１－１ 小児科

野崎　良寬 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の１ 小児科 筑波大学附属病院（小児科）

野澤　大輔 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 整形外科 つくばセントラル病院（整形外科）

八牧　愉二 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科 総合守谷第一病院（小児科）

林　　立申 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児循環器科 筑波大学附属病院（小児科）

原　　友紀 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 整形外科

久芳　素子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝，糖尿病内科 ＪＡとりで総合医療センター（代謝内科）

平岡　孝浩 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 眼科

平松　裕司 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 心臓血管外科

福島　　敬 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科 つくばメディカルセンター病院（小児科）

福島　紘子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科 なめがた地域総合病院（小児科）

福田　慎一 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 眼科

藤澤　康弘 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）
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名　称 所在地

藤本　　学 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科 牛久愛和総合病院（皮膚科）

古田　淳一 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科 茨城県立中央病院（皮膚科）

穂坂　　翔 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科

堀米　仁志 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科

茨城県立こども病院（小児循環器科），
水戸済生会総合病院（循環器内科），
北茨城市立総合病院（小児科），県西
総合病院（小児科），茨城県立中央病
院（循環器内科）

増本　幸二 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児外科

松田　真秀 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科 筑波学園病院（脳神経外科）

松原　宗明 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 心臓血管外科

丸島　愛樹 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科

丸山　　浩 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 皮膚科

三島　　初 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 整形外科

宮園　弥生 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科
(株)日立製作所日立総合病院（小児
科）

宮本　信也 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児内科 茨城県立中央病院（小児科）

森戸　直記 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 腎臓内科
筑波メディカルセンター病院（腎臓内
科）

矢藤　　繁 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝，糖尿病内科

山縣　邦弘 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 腎臓内科
県西総合病院（腎臓内科），守谷慶友
病院（腎臓内科）

山本　哲哉 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科
社会福祉法人若竹会つくばセントラル
病院（脳神経外科）

和田　宏来 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科 茨城県立こども病院

詫間　　浩 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 神経内科
(株)日立製作所土浦診療健診センター
（神経内科），美浦中央病院（神経内
科），みらい平クリニック（神経内科）

石踊　　巧 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2-1-1 小児科

今井　博則 筑波メディカルセンター病院 茨城県つくば市天久保１－３－１ 小児科

齊籐　久子 筑波メディカルセンター病院 茨城県つくば市天久保１－３－１ 小児科

長谷川　誠 茨城西南医療センター医院 茨城県猿島郡境町２１９０ 小児科

臼杵　祥江 二の宮眼科 茨城県つくば市松野木２６－２ 眼科

野堀　秀穂 野堀眼科クリニック 茨城県つくば市遠東７７９－１ 眼科

野村　正猛 のむら耳鼻咽喉科クリニック 茨城県つくば市東新井２５－２
耳鼻咽喉科，小児耳鼻咽喉科，
アレルギー科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）
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宮　淳 ひがし外科内科医院 茨城県つくば市２－２６－１６
外科，内科，胃腸科，循環器
科，小児科

堀川　紀子 ほりかわクリニック 茨城県つくば市筑穂２－１１－１ 小児科，アレルギー科，内科

井上　雅樹 みなのクリニック内科呼吸器科 茨城県つくば市西平塚３１８－１ 呼吸器科，内科

角　　昌晃 みなのクリニック内科呼吸器科 茨城県つくば市西平塚３１８－１ 呼吸器科，内科

陶山　時彦 みなのクリニック内科呼吸器科 茨城県つくば市西平塚３１８－１ 呼吸器科，内科，アレルギー科

玉那羅　好生 南大通りクリニック 茨城県つくば市竹園2丁目１６－２４ 内科，外科，胃腸科，小児科

渡辺　晴彦 渡辺医院 茨城県つくば市小野崎４７６
胃腸科，内科，外科，小児科，
肛門科，皮膚科

海原　正宏 医療法人海原医院 茨城県ひたちなか市稲田２２１－５ 内科，循環器内科，小児科

遊座　文郎 遊座医院 茨城県ひたちなか市釈迦町１－３４ 小児科

綾邊　健彦 あやべ内科医院
茨城県ひたちなか市西大島２－１２－
１４

内科，リウマチ科，アレルギー科

関　　雅彦 医療法人　関　内科医院
茨城県ひたちなか市大平４丁目２番１
３号

小児科

井上　宏史 医療法人鶯会アイビークリニック 茨城県ひたちなか市笹野町１－３－１ 内科，外科，心臓血管外科

赤津　史郎 医療法人社団赤津眼科 茨城県ひたちなか市大成町１７－２ 眼科

小林　　学 医療法人社団克仁会恵愛小林クリニック 茨城県ひたちなか市幸町１６-１ 循環器内科

長尾　和哉 医療法人社団奚疑堂ながおこどもクリニック 茨城県ひたちなか市高場１１８０ー６ 小児科

齋藤　　渉 医療法人沼田内科クリニック 茨城県ひたちなか市津田２８２９
内科，呼吸器内科，消化器科，
循環器科，小児科

小宅　康之 おやけクリニック 茨城県ひたちなか市馬渡２８３５－５ 内科，循環器内科，小児科

大西　晶子 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 内科

小宅　奈津子 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 小児科

柴垣　泰郎 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 神経内科

田中　喜美夫 田中循環器内科クリニック 茨城県ひたちなか市津田2031-1078 循環器内科

辻井　績武 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 整形外科

永井　庸次 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 小児科

中島　雅美 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 内科（腎臓内科）

藤崎　　淳 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 整形外科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

間瀬　憲多朗 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 外科

村長　　靖 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 小児科
(株)日立製作所日立総合病院（小児
科）

森山　伸子 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 小児科
(株)日立製作所多賀総合病院（小児
科）

川村　　龍 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 循環器内科

直井　高歩 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 小児科

林　　太智 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ リウマチ科

原　　裕太 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 形成外科

保坂　　愛 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 神経内科

間宮　　孝 竜ヶ崎済生会病院 茨城県龍ヶ崎市中里1丁目1番 消化器内科

丸森　健司 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 外科（消化器）

宮川　八平 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 消化器科

山内　孝義 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 内科（循環器科）

原　崇文 原レディースクリニック
茨城県ひたちなか市笹野町２－１１－
１０

産婦人科 遠藤産婦人科医院（産婦人科）

植田　孔明 ひたちなか海浜クリニック 茨城県ひたちなか市馬渡３００６－１
内科，外科，呼吸器内科，消化
器内科，アレルギー科

手島　研作 ひたちなか母と子の病院 茨城県ひたちなか市青葉町１９－７ 産科，婦人科

藤咲　　裕 藤咲整形外科医院
茨城県ひたちなか市足崎１４７４－２５
７

整形外科，リウマチ科，内科

井上　隆史 井上眼科医院 茨城県鹿嶋市宮井８－９－３０ 眼科

軸薗　智雄 医療法人社団善仁会小山記念病院 茨城県鹿嶋市厨5丁目1番２ 甲状腺科

島　　正則 医療法人正友会島医院 茨城県鹿嶋市宮中５２０４－１ 泌尿器科，皮膚科，内科，外科

佐藤　奈美 鹿島病院 茨城県鹿嶋市平井１１２９－２ 精神科

松田　かおり さくらクリニック 茨城県鹿嶋市大字宮津台２３４６－３８ 内科，精神科

箕輪　富公 三笠小児クリニック 茨城県鹿嶋市宮中２０６２－１０ 小児科

大久保　喜彦 大久保診療所 茨城県潮来市潮来１４３番地２ 婦人科，内科，皮膚科

伊藤　睦子 医療法人社団いとう眼科 茨城県守谷市中央３丁目１１－２ 眼科

佐藤　明子
医療法人社団弘明会さとう内科・脳神経外科
クリニック

茨城県守谷市野木崎５２１－１ 神経内科
さとうクリニック第二診療所（内科，リハ
ビリテーション科）

佐藤　弘茂
医療法人社団弘明会さとう内科脳神経外科ク
リニック

茨城県守谷市野木崎５２１－１ 脳神経外科
さとうクリニック第二診療所（内科，リハ
ビリテーション科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

髙橋　浩子 医療法人たかはし眼科
茨城県守谷市百合ヶ丘３－２４９－１
イオンタウン守谷２F

眼科

塩澤　史隆 カリオクリニック 茨城県守谷市松前台１－１－６
内科，小児科，呼吸器科，アレ
ルギー科，リウマチ科

川島　宣義 川島クリニック 茨城県守谷市けやき台６－１６－１４
内科，小児科，アレルギー科，
耳鼻咽喉科

川島　泰子 川島クリニック 茨城県守谷市けやき台６－１６－１４
内科，小児科，アレルギー科，
耳鼻咽喉科

草間　克浩 草間クリニック 茨城県守谷市高野５０７０－３ 内科，外科

柴田　佐和子 しばたキッズクリニック 茨城県守谷市立沢２３５－７ 小児科

市村　由佳子 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 外科

伊藤　　要 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 脳神経外科

榎本　久子 えのもと皮ふ科 茨城県牛久市ひたち野東２‐１２‐６ 皮膚科

遠藤　優枝 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科(循環器）

岡根　真人 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 産婦人科

川辺　正之 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科(循環器）

齊籐　　巧 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科（循環器）

佐々木　純一 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 産婦人科

椎名　逸雄 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 整形外科

城賀本　満登 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 小児科

菅谷　郁夫 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 整形外科

杉本　浩一 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科（消化器）

須藤　光敏 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 整形外科

高垣　俊郎 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 外科

玉井　香菜 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 小児科

鶴重　千加子 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科（呼吸器）

西嶋　由貴子 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 泌尿器科

長谷　紫織 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 眼科

樋口　　修 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 脳神経外科

丸山　秀和 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科（循環器）

担当する診療科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

宮川　創平 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 産婦人科

村越　直人 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科（消化器）

吉田　郁雄 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 内科(循環器）

渡辺　基信 社会医療法人社団光仁会総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台１丁目１７番地 外科

竹内　　章 竹内医院 茨城県守谷市みずき野５－１１－１ 内科，小児科

寺本　知史 寺本子ども赤ちゃんクリニック 茨城県守谷市立沢２０５８－６ 小児科，新生児科

永瀬　宗重 永瀬内科 茨城県守谷市松並１５８０ 内科

金子　英哲 もりや小児科医院 茨城県守谷市松ヶ丘４－２－５ 小児科

大曽根　卓 大曽根内科小児科 茨城県常陸大宮市栄町１３４５ 小児科医

川又　　竜 常陸大宮済生会病院
茨城県常陸大宮市田子内町３０３３－
３

小児科

佐藤　未織 常陸大宮済生会病院
茨城県常陸大宮市田子内町３０３３－
３

小児科

小島　正幸 常陸大宮済生会病院
茨城県常陸大宮市田子内町３０３３番
３

外科(甲状腺）

鈴木　章史 常陸大宮済生会病院
茨城県常陸大宮市田子内町３０３３番
３

外科(甲状腺）

柏木　玲ー 那珂キッズクリニック小児科 茨城県那珂市竹之内３－２－２ 小児科

遅野井　健 那珂記念クリニック 茨城県那珂市中台７４５－５ 内科 那珂記念ＭＩＴＯクリニック

斎藤　三代子 那珂記念クリニック 茨城県那珂市中台７４５－５ 内科 那珂記念ＭＩＴＯクリニック

玉澤　敦子 那珂記念クリニック 茨城県那珂市中台７４５－５ 内科

荷見　澄子 西山堂慶和病院 茨城県那珂市鴻巣３２４７－１ 内科(糖尿病内科）
ひたちの中央クリニック（内科(糖尿病
内科））

榎戸　　久 威恵会三岳荘小松崎病院 茨城県筑西市中舘６９－１ 小児科

飯田　　畯 飯田医院 茨城県筑西市木戸５２ 内科，小児科，眼科

大津　　晃 医療法人大津皮膚科 茨城県筑西市二木成１６００－２ 皮膚科

齋籐　明宏 医療法人さいとう整形外科 茨城県筑西市菅谷１１３８－２ 整形外科

岡　　慎二 医療法人三和会しもだて中央クリニック 茨城県筑西市下中山１１９２－１ 内科，消化器内科

西福　幸二 医療法人社団新井内科医院 茨城県筑西市甲１４６ 内科，小児科

伊藤　賢一郎 医療法人茗悠会明野中央病院 茨城県筑西市海老ヶ島９２６ 内科，小児科，外科，消化器科

三浦　琢磨 大空こどもクリニック 茨城県筑西市中舘１３６－３ 小児科

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）医師氏名

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

江上　美矢子 大圃病院 茨城県筑西市木戸３５２ 小児科

河上　隆太郎 河上医院 茨城県筑西市舟生１０５９－３ 内科，消化器内科，小児科

後藤　千秋 ごとうクリニック 茨城県筑西市岡斧２１６２
内科，消化器科，循環器科，呼
吸器科，代謝科，小児科

小松嵜　孝 こまつざき眼科クリニック 茨城県筑西市二木成１３１８ 眼科

赤井　洋一 下館胃腸科医院 茨城県筑西市二木成１５１９ 内科，循環器科

久野　亜希子 下館胃腸科医院 茨城県筑西市二木成１５１９
内科，外科，消化器科　(胃腸
科）

久野　宗寬 下館胃腸科医院 茨城県筑西市二木成１５１９
内科，外科，消化器科　(胃腸
科）

関谷　榮規 せきや眼科クリニック 茨城県筑西市新井新田４２－３０ 眼科

瀬端　　宏 瀬端耳鼻咽喉科医院 茨城県筑西市丙２１９ 耳鼻咽喉科

齋籐　孝子 宗心会かわしま内科クリニック 茨城県筑西市伊佐山２４８－１０ 内科，内分泌代謝科

長倉　成憲 長倉内科・外科クリニック 茨城県筑西市玉戸１２７０－２０７ 内科，外科，消化器内科

野中　徹郎 野中医院 茨城県筑西市野殿１５９５－２
内科，神経内科，小児科，脳神
経外科，外科

宮田　信之 宮田医院 茨城県筑西市丙５９ 内科，消化器科，小児科

安達　是昭 安藤医院 茨城県坂東市矢作７２ 内科，小児科，循環器内科

石川　宏志 医療法人　石川眼科クリニック 茨城県坂東市岩井５０７８ 眼科

竹田　　篤 医療法人社団　プラスワン　緑野クリニック 茨城県坂東市沓掛西村２５２６－１ 内科，小児科，人工透析

倉持　俊一 倉持医院 茨城県坂東市沓掛１５０８ 小児科，内科

窪谷　公代 髙橋医院 茨城県坂東市岩井４５９５ 小児科

許斐　奈美 髙橋医院 茨城県坂東市岩井４５９５ 小児科，内科

許斐　康司 髙橋医院 茨城県坂東市岩井４５９５
内科，小児科，外科，整形外
科，皮膚科

松原　薫子 松原眼科 茨城県坂東市岩井４９４２－２ 眼科

吉原　正義 吉原内科 茨城県坂東市岩井３３２４
内科，小児科，神経内科，呼吸
器内科，循環器内科

岩城　祥樹 いわき内科クリニック 茨城県稲敷市江戸崎甲１５０３－１ 内科，糖尿病内科

吉田　茂 医療法人吉田茂耳鼻咽喉科
茨城県かすみがうら市下稲吉３８０８－
１

耳鼻咽喉科，小児科

川島　房宣 川島医院 茨城県かすみがうら市深谷３６５６－１ 内科，小児科

白井　潤二 白井こどもクリニック
茨城県かすみがうら市稲吉２－１４－１
１

小児科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

三輪　　隆 三輪眼科
茨城県かすみがうら市稲吉５－１９－１
０

眼科

宮本　昭彦 医療法人昭徳会内科宮本医院 茨城県桜川市真壁町古城２２９－１
内科，循環器科，消化器科，小
児科

千勝　征生 医療法人社団千勝医院 茨城県桜川市本木１６００ 内科，小児科

木村　洋輔 医療法人恒貫会大和クリニック 茨城県桜川市大国玉２５１３－１２ 内科，小児科，皮膚科

髙木　　博 医療法人恒貫会　大和クリニック 茨城県桜川市大国玉２５１３－１２ 内科，小児科，皮膚科

延島　茂人 医療法人同愛会延島クリニック 茨城県桜川市東飯田６５８
内科，外科，消化器内科，呼吸
機内科，循環器内科，肛門科

小野　隆房 さくらがわ地域医療センター 茨城県桜川市高森1000番地 内科，小児科

土井　美幸 大塚医院 茨城県桜川市真壁町亀熊１９００
外科，内科，皮膚科，泌尿器
科，小児科

中原　智子
地方独立行政法人
茨城県西部メディカルセンター

茨城県筑西市大塚555 小児科

仁保　文平 仁保内科医院 茨城県桜川市真壁町真壁４２５ 内科，小児科，循環器科

根本　洋子 根本医院 茨城県桜川市真壁町真壁２０２ 内科，小児科

永木　久允 医療法人　永木外科胃腸科医院 茨城県神栖市矢田部２９５９－１
外科，消化器科，整形外科，脳
神経外科，皮膚科

永木　弘和 医療法人　永木外科胃腸科医院 茨城県神栖市矢田部２９５９－１ 内科，小児科，消化器内科

新島　新一 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央7丁目２番４５号小児科

幾瀬　　圭 神栖済生会病院
茨城県神栖市知手中央7丁目２番４５
号

小児科

内田　さつき 神栖済生会病院
茨城県神栖市知手中央7丁目２番４５
号

小児科
医療法人恵育会鹿浦小児科医院（小児
科）

庄野　哲夫 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７丁目２－４５ 小児科

菅沼　広樹 神栖済生会病院
茨城県神栖市知手中央7丁目２番４５
号

小児科

山本　俊至 神栖済生会病院
茨城県神栖市知手中央7丁目２番４５
号

小児科

楢崎　克雄 五郎台ファミリークリニック 茨城県神栖市深芝南２－１１－１２
内科，外科，小児科，整形外
科，皮膚科

城之内　宏至 城之内医院 茨城県神栖市筒井１４２２－１４７ 外科，内科，胃腸科，肛門科

西尾　武彦 西尾耳鼻咽喉科医院 茨城県神栖市大野原５－３－６９ 耳鼻咽喉科

人見　憲一 人見医院 茨城県神栖市芝崎３３２ 内科，小児科

渡辺　絵美 わたなべ眼科クリニック 茨城県神栖市大野原１－６－４ 眼科

太田　哲也 なめがた地域総合病院 茨城県行方市井上藤井９８－８ 小児科

担当する診療科
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

その他医療機関名（診療科）



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

清水　純一 なめがた地域総合病院 茨城県行方市井上藤井９８－８ 小児科 総合病院土浦協同病院（小児科）

塙　　研司 塙医院 茨城県行方市玉造甲５９８５ 内科，外科，泌尿器科

白石　博之 （医）白翔会　白石医院 茨城県鉾田市鉾田１６４４ 内科，小児科

卯坂　道博 医療法人三尚会高須病院 茨城県鉾田市鉾田２５７０
小児科，内科，外科，救急科，
消化器内科，呼吸器内科，循環
器内科，糖尿病内科

小沼　英史 医療法人三尚会高須病院 茨城県鉾田市鉾田２５７０
小児科，内科，外科，救急科，
消化器内科，呼吸器内科，循環
器内科，糖尿病内科

小沼診療所（内科，外科，泌尿器科，放
射線科）

高須　伸克 医療法人三尚会高須病院 茨城県鉾田市鉾田２５７０ 小児科，内科，外科，救急科

有馬　礼人 ありま皮膚クリニック
茨城県つくばみらい市紫峰が丘１－７
－４

皮膚科

三原　奈々子 医療法人社団谷井田医院 茨城県つくばみらい市谷井田１０７１
内科，呼吸器科，小児科，皮膚
科

中澤　　哲 医療法人社団貴風会なかざわクリニック
茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘１－６
－７

外科，内科，胃腸内科

白石　鈴盛 白石整形外科クリニック
茨城県つくばみらい市絹の台３－２２
－７

整形外科

陶　　緒平 緑クリニック医院
茨城県つくばみらい市谷井田２２１５－
４

内科，小児科，整形外科，耳鼻
咽喉科，皮膚科，リハビリテー
ション科

磯部　剛志 みらい平こどもクリニック
茨城県つくばみらい市柴峰が丘１－１
７－５

小児科

磯辺　規子 みらい平こどもクリニック
茨城県つくばみらい市柴峰が丘１－１
７－５

小児科

遠藤　慎一 石岡循環器科脳神経外科病院
茨城県小美玉市栗又四ケ木ノ内１７６
８－２９

心臓血管外科

宇佐神　正海 医療法人宇佐神クリニック
茨城県東茨城郡茨城町長岡住吉３６５
２－３０６

耳鼻咽喉科，アレルギー科，気
管食道科，麻酔科

阪田　実利 医療法人さかた医院
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町３４５１
－１

脳外科

園尾　純一郎 大洗そのお眼科 茨城県東茨城郡大洗町桜道２７８ 眼科

上井　雅哉 城里町国民健康保険七会診療所 茨城県東茨城郡城里町大字小勝５１６
内科，消化器科，呼吸器科，小
児科，泌尿器科，耳鼻咽喉科

松井　猛彦 村立東海病院 茨城県那珂郡東海村村松２０８１－２ 小児科

黒川　光俊 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 茨城県那珂郡東海村照沼８２５ 小児科

竹谷　俊樹 独立行政法人国立病院機構茨城東病院 茨城県那珂郡東海村照沼８２５ 小児科

東原　裕治 東原クリニック 茨城県那珂郡東海村白方１７０７－１ 小児科

安部　伊知朗 あべ整形外科 茨城県稲敷郡阿見町中央６－２０－１ 整形外科

印南　隆一 印南クリニック 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-1
内科，外科，循環器内科，呼吸
器内科，小児科

新　　健治 茨城県立医療大学付属病院 茨城県稲敷妻郡阿見町阿見４７３３ 小児科 龍ケ崎済生会病院（小児科）

岩﨑　信明 茨城県立医療大学付属病院 茨城県稲敷妻郡阿見町阿見４７３３ 小児科
茨城県立こども病院（小児科），つくば
セントラル病院（小児科），愛生会記念
茨城福祉医療センター（小児科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

中山　智博 茨城県立医療大学付属病院 茨城県稲敷妻郡阿見町阿見４７３３ 小児科

六崎　裕高 茨城県立医療大学付属病院 茨城県稲敷妻郡阿見町阿見４７３３ 整形外科 つくばセントラル病院（整形外科）

中山　純子 茨城県立医療大学付属病院 茨城県稲敷郡阿見町阿見４７３３ 小児科
愛正会記念茨城福祉医療センター（小
児科）

伊藤　達夫
介護老人保健施設
つくばリハビリテーションセンター

茨城県つくば市大曽根３６８１ 内科 龍ケ崎済生会病院（小児科）

前田　仁美 茨城県立医療大学付属病院 茨城県稲敷妻郡阿見町阿見４７３３ 小児科
筑波大学附属病院（小児科），筑波学
園病院（小児科）

金井　貴子 医療法人美里会かない皮フ科 茨城県稲敷郡阿見町中郷２－３－５ 皮膚科

大澤　扇子 医療法人恵泉会おおさわ眼科 茨城県稲敷郡阿見町本郷１－２－３ 眼科

成島　勝彦 医療法人幸成会なるしま内科医院
茨城県稲敷郡阿見町本郷１丁目２２番
地１

内科，リウマチ科，アレルギー科

石井　朝夫 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 整形外科 筑波大学附属病院（整形外科）

大石　　毅 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 内科（感染症）

大賀　　優 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１
脳神経外科，リハビリテーション
科

大橋　智生 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 脳神経外科

桂　　善也 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 内科（代謝内分泌）

熊田　　篤 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 小児科

小高　以直 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 代謝内分泌内科 土浦ベリルクリニック

斎田　晃彦 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 脳神経外科

堤　　将輝 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 脳神経外科

永瀬　晃正 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 代謝内分泌内科
則武内科クリニック（内科），角崎クリ
ニック（内科）

西亦　繁雄 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 小児科

西村　　基 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 外科
山王台病院（外科），牛久愛和総合病
院（外科），石岡市医師会病院（外科）

原岡　　怜 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 脳神経外科

山田　直人 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 小児科

吉井　雄一 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央３－２０－１ 整形外科
筑波メディカルセンター病院（整形外
科），つくばセントラル病院（整形外科）

宮崎　賢治 宮崎こどもクリニック
茨城県稲敷郡阿見町岡崎１丁目２９番
地１１

小児科

加藤　　徹 菊山医院 茨城県結城郡八千代町高崎１０７３
内科，小児科，アレルギー科，リ
ウマチ科

佐々木　浩之 佐々木整形外科
茨城県結城郡八千代町菅谷１０６５－
２

整形外科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）担当する診療科



○平成27年1月1日指定（指定有効期間：平成31年12月31日）

名　称 所在地

馬場　　良 馬場医院
茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋７２６
４

内科，循環器科

鈴木　悠介 茨城西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町２１９０ 小児科

西村　　一 総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台1-17 小児科

野末　裕紀 つくばキッズクリニック 茨城県猿島郡境町２１９０ 小児科，小児内分泌内科
筑波メディカルセンター病院（小児科），
茨城西南医療センター病院（小児科）

小島　敏彦 小島医院 茨城県猿島郡境町大字若林４２１ 内科，小児科

大山　晃弘 すぎた眼科 茨城県猿島郡境町３８番地３ 眼科

家島　厚 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児神経精神発達科 日製　日立総合病院（小児科）

白井　謙太朗 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町11番7号 小児科

佐藤　秀郎 愛正会記念茨城福祉医療センター 茨城県水戸市元吉田町１８７３ 小児科

馬場　　良 馬場医院
茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋７２６
４

内科，循環器科

鈴木　悠介 茨城西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町２１９０ 小児科

小島　敏彦 小島医院 茨城県猿島郡境町大字若林４２１ 内科，小児科

大山　晃弘 すぎた眼科 茨城県猿島郡境町３８番地３ 眼科

家島　厚 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児神経精神発達科 日製　日立総合病院（小児科）

白井　謙太朗 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町11番7号 小児科

佐藤　秀郎 愛正会記念茨城福祉医療センター 茨城県水戸市元吉田町１８７３ 小児科

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）



○平成27年1月9日指定（指定有効期間：平成32年1月8日）

名　称 所在地

越智　五平 二の宮越知クリニック 茨城県つくば市松野木１８７－３
小児科，小児外科，内科，外
科，形成外科

茂木　誠司 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ リウマチ科

崔　星河 株式会社日立製作所ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 循環器内科

佐藤　理行 さとう整形外科クリニック 茨城県常陸大宮市宇留野３０９０－４ 整形外科，リハビリテーション科

鵜殿　徹男 うどの眼科 茨城県那珂市菅谷２９９１－１ 眼科

飯島　福生 飯島内科 茨城県潮来市日の出８－１３－２ 内科，小児科

槌田　武史 県西糖尿病内分泌内科クリニック 茨城県筑西市成田６７８
糖尿病内科，内分泌内科，代謝
内科

篠原　宏行 茨城西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町２１９０ 小児科

○平成27年1月30日指定（指定有効期間：平成32年1月29日）

名　称 所在地

雨海　照祥 医療法人社団松葉クリニック 茨城県龍ケ崎市松葉４－１０－１７
小児泌尿器科，泌尿器科，小児
腎臓科

上岡　克彦 医療法人社団松葉クリニック 茨城県龍ケ崎市松葉４－１０－１７
小児泌尿器科，泌尿器科，小児
腎臓科

廣島　良規 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町２０－１ 消化器内科

○平成27年2月20日指定（指定有効期間：平成32年2月19日）

名　称 所在地

鈴木　旦麿 桜橋クリニック 茨城県常総市水海道橋本町３２９６－１１ 内科

田邉　義博 茨城県西部メディカルセンター 茨城県筑西市大塚555番地 内科 筑西診療所(内科)

長妻　美沙子 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 小児科

○平成27年2月27日指定（指定有効期間：平成32年2月26日）

名　称 所在地

大槻　将弘 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７丁目２番４５号 小児科

○平成27年3月13日指定（指定有効期間：平成32年3月12日）

名　称 所在地

河邉　聡子 医療法人社団　常仁会　牛久愛和総合病院 茨城県牛久市猪子町896番地 糖尿病・内分泌代謝内科

河村　貴広 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷2-1 消化器内科

内谷　　哲 水戸済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台3-3-10 小児科

野村　莉紗 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町11番7号 小児科
医療法人社団　常仁会　牛久愛和総合
病院（小児科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名



○平成27年3月23日指定（指定有効期間：平成32年3月22日）

名　称 所在地

海老原　至 水戸済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台3-3-10 腎臓内科

佐藤　ちひろ 水戸済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台3-3-10 腎臓内科

○平成27年4月1日指定（指定有効期間：平成32年3月31日）

名　称 所在地

黒澤　信行 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科

山口　真也
独立行政法人国立病院機構霞ヶ浦医療セン
ター

茨城県土浦市下高津2-7-14 小児科

大石　　明 医療法人社団明厚会　大石内科クリニック 茨城県土浦市大岩田2472 内科

原　聡 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７丁目２番４５号 小児科

長尾　竜兵 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1 小児科

○平成27年4月17日指定（指定有効期間：平成32年4月16日）

名　称 所在地

白久　博史 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 小児科

星野　雄介 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 新生児科 龍ヶ崎済生会病院（小児科）

飯島　茂子 はなみずきクリニック 茨城県牛久市中央１－６－２２ 皮膚科 龍ヶ崎済生会病院（皮膚科）

飯島　悟 はなみずきクリニック 茨城県牛久市中央１－６－２２ 婦人科

髙山　典子 はなみずきクリニック 茨城県牛久市中央１－６－２２ 婦人科、皮膚科、内科

○平成27年5月19日指定（指定有効期間：平成32年5月18日）

名　称 所在地

矢野　恵理 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科

稲垣　隆介 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児脳神経外科

伊藤　英輔 県北医療センター高萩協同病院
茨城県高萩市大字上手綱字上ヶ穂町
１００６－９

小児科

高橋　匡輝 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷2丁目１番1号 小児科

前田　佳真 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷2丁目１番2号 小児科

○平成27年5月21日指定（指定有効期間：平成32年5月20日）

名　称 所在地

鎌倉　妙 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 新生児科

安藤　毅 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町２－１－１ 整形外科

その他医療機関名（診療科）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科医師氏名

医師氏名

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成27年6月1日指定（指定有効期間：平成32年5月31日）

名　称 所在地

曽野　浩治 曽野内科医院
茨城県ひたちなか市東大島４－１６－
１７

消化器内科

○平成27年6月2日指定（指定有効期間：平成32年6月1日）

名　称 所在地

山本　信二 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１番７号 脳外科

○平成27年6月12日指定（指定有効期間：平成32年6月11日）

名　称 所在地

山口　玲子 茨城西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町２１９０ 小児科 筑波大学附属病院

○平成27年7月15日指定（指定有効期間：平成32年7月14日）

名　称 所在地

柳澤　和彦 （医）大橋会　大橋病院 茨城県水戸市見川町２１３１－１５６０
胃腸外科，胃腸内科，肛門外
科，肛門内科，外科，内科

三村　眞貴代 水戸赤十字病院 茨城県水戸市三の丸３－１２－４８ 内科

畠　雅弘 国家公務員共済組合連合会　水府病院 茨城県水戸市赤塚１－１ 外科

髙澤　玲子 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 小児科

大野　博之 大野医院 茨城県つくば市島名６３４ 小児科

○平成27年7月16日指定（指定有効期間：平成32年7月15日）

名　称 所在地

大谷　清孝 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７－２－４５ 小児科

○平成27年8月1日指定（指定有効期間：平成32年7月31日）

名　称 所在地

藤田　晶子 龍ヶ崎済生会病院 茨城県龍ヶ崎市中里１－１－１ 内分泌・代謝内科

○平成27年9月11日指定（指定有効期間：平成32年9月10日）

名　称 所在地

南風原　朋子 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科

清水　顕 しみず整形外科リハビリクリニック 茨城県つくば市天宝喜７２８－１
内科，整形外科，リウマチ科，リ
ハビリテーション科

神﨑　美玲 水戸市済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台3-3-10 皮膚科

石川　栄一 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科
水戸協同病院（脳神経外科），石岡循
環器科脳神経外科病院（脳神経外科）

滝川　知司 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科

森本　絵美子
社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病
院

茨城県守谷市松前台１－１７ 内科（呼吸器科）
医療法人ひばりの会　もりもとクリニック
（内科）

出口　亜希子 県西糖尿内分泌内科クリニック 茨城県筑西市成田６７８ 糖尿病内科，内分泌科，代謝内科

その他医療機関名（診療科）

医師氏名 担当する診療科
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

その他医療機関名（診療科）

医師氏名

医師氏名 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科

その他医療機関名（診療科）



○平成27年10月6日指定（指定有効期間：平成32年10月5日）

名　称 所在地

伊坂　正明 株式会社日立製作所　土浦診療健診センタ 土浦市神立東２－２７－８ 内分泌内科

○平成27年11月1日指定（指定有効期間：平成32年10月31日）

名　称 所在地

伏屋　陽子 サンアイ眼科 茨城県日立市大みか町４－４－８ 眼科

森島　祐子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 呼吸器内科

○平成27年11月6日指定（指定有効期間：平成32年11月5日）

名　称 所在地

東間　未来 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 小児外科

渡邉　友博 総合病院　土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児科

○平成27年12月1日指定（指定有効期間：平成32年11月30日）

名　称 所在地

岩本　将人 医療法人社団　尽徳会　県西在宅クリニック 茨城県古河市関戸1635 内科・精神科

片山　暢子 茨城県西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町2190 小児科

○平成27年12月18日指定（指定有効期間：平成32年12月17日）

名　称 所在地

加畑　隆通 水戸済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１０ 眼科

西村　尚美
一般社団法人石岡市医師会
石岡市医師会病院

茨城県石岡市大砂10528-25 小児科 県西総合病院

○平成28年2月1日指定（指定有効期間：平成33年1月31日）

名　称 所在地

堀　哲夫 総合病院　土浦協同病院 茨城県土浦市真鍋新町１１－７ 小児外科

金子　庸生 医療法人聖麗会　聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町８４１ 脳神経外科
北茨城市民病院,県北医療センター高
萩協同病院

その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科医師氏名

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科

その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成28年2月8日指定（指定有効期間：平成33年2月7日）

名　称 所在地

重田　治 茨城県立中央病院 茨城県笠間市鯉淵６５２８ 循環器外科
筑波大学医学部附属病院，北茨城市
民病院

大橋　正樹 医療法人社団筑三会　筑波胃腸病院 茨城県つくば市高見原１－２－３９ 消化器外科

藤田　徹 医療法人社団筑三会　筑波胃腸病院 茨城県つくば市高見原１－２－３９ 消化器外科

鈴木　隆二 医療法人社団筑三会　筑波胃腸病院 茨城県つくば市高見原１－２－３９ 消化器外科

○平成28年3月8日指定（指定有効期間平成33年3月7日）

名　称 所在地

渡邉　由紀 医療法人社団ブイブイ会　渡邉医院 茨城県結城市山川新宿１６８ 内科・小児科・皮膚科・放射線科

○平成28年4月1日指定（指定有効期間平成33年3月31日）

名　称 所在地

梅田　直人 総合病院　土浦協同病院 茨城県土浦市おおつ野4-1-1 膠原病内科

小俣　勝哉 グルコピアひたちなか 茨城県ひたちなか市笹野２－１２－２５ 糖尿病内科・内分泌内科

○平成28年4月5日指定（指定有効期間平成33年3月4日）

名　称 所在地

千勝　紀生 ちかつクリニック 茨城県つくば市学園の森２－４０－１ 内科

○平成28年5月1日指定（指定有効期間平成33年4月30日）

名　称 所在地

伊東　岳峰 常陸大宮済生会病院 茨城県常陸大宮市田子内町３０３３－３小児科

畑中　良 医療法人社団善仁会　小山記念病院 茨城県鹿嶋市厨５－１－２ 脳神経外科

石川　伸行 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 小児科

鈴木　光幸 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７－２－４５ 小児科

横倉　友諒 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７－２－４５ 小児科

小澤　香菜子 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７－２－４５ 小児科

阿部　正一 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１ 心臓血管外科

中島　啓介 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 小児科

河野　能久 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷２－１－１ 脳神経外科

○平成28年5月5日指定（指定有効期間平成33年4月5日）

名　称 所在地

杉江　学 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市おおつ野４－１－１ 新生児科

担当する診療科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名

医師氏名

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名

その他医療機関名（診療科）医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）医師氏名



○平成28年6月1日指定（指定有効期間平成33年５月3１日）

名　称 所在地

西村　一 総合守谷第一病院 茨城県守谷市松前台1-17 小児科

横山　はるな JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷2-1-1 小児科

森　修一 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3丁目3-10 脳神経外科

靏見　祐子 医療法人つるみ脳外科　靏見脳神経外科 茨城県古河市上片田813番地 脳神経外科

小松原　弘一郎 医療法人社団善仁会　小山記念病院 茨城県鹿嶋市厨5丁目1番地２ 脳神経外科

○平成28年6月1日指定（指定有効期間平成33年５月3１日）

名　称 所在地

工藤　豊一郎 茨城県済生会　水戸済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台3丁目３－１０ 小児科

佐々木　理人 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の１ 小児外科

○平成28年6月22日指定（指定有効期間平成33年6月２１日）

名　称 所在地

室井　愛 筑波大学附属病院 茨城県立つくば市天久保２－１－１ 脳神経外科
茨城県立こども病院（脳神経外科），日
立総合病院（脳神経外科），茨城西南
医療センター（脳神経外科）

○平成28年7月1日指定（指定有効期間平成33年6月3１日）

名　称 所在地

山内　健 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市おおつ野4丁目１－１ 小児科・新生児科

○平成28年7月4日指定（指定有効期間平成33年7月3日）

名　称 所在地

小原　直 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 血液内科 筑波メディカルセンター（血液内科）

加藤　貴康 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 血液内科
大洗海岸コアクリニック（内科・血液内
科）

○平成28年8月1日指定（指定有効期間平成33年7月31日）

名　称 所在地

神山　隆治 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市おおつ野４－１－１ 代謝内分泌内科
土浦協同病院なめがた地域医療セン
ター

○平成28年8月3日指定（指定有効期間平成33年8月2日）

名　称 所在地

久松　聖人 社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院 茨城県牛久市柏田町１５８９－３ 小児科

菅野　洋子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 内分泌代謝糖尿病内科
一般財団法人筑波麓仁会　筑波学園
病院

その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科

担当する診療科

その他医療機関名（診療科）医師氏名

その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名

その他医療機関名（診療科）

担当する診療科
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科



○平成28年8月22日指定（指定有効期間平成33年8月21日）

名　称 所在地

柏村　浩 水戸済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台３－３－１０ 消化器内科

滝　有希子 医療法人宗作会　滝川医院 茨城県高萩市春日町２－６４ 小児科

○平成28年9月13日指定（指定有効期間平成33年9月12日）

名　称 所在地

園部　昌彦 医療法人社団　園部医院 茨城県牛久市南４－４３－３ 内科・小児科

野牛　宏晃
筑波大学附属病院水戸地域医療教育セン
ター・
総合病院水戸協同病院

茨城県水戸市宮町３－２－７ 内分泌代謝・糖尿病内科

有波　忠雄 愛正会記念　茨城福祉医療センター 茨城県水戸市元吉田町１８７２番地１ 小児科・精神科 茨城県立あすなろの郷病院（精神科）

○平成28年9月26日指定（指定有効期間平成33年9月25日）

名　称 所在地

赤松　信子 東京医科大学茨城医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央3丁目20番1号小児科
東京医科大学病院
東京医科大学八王子医療センター

○平成28年10月12日指定（指定有効期間平成33年10月11日）

名　称 所在地

安部　沙織 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保２－１－１ 膠原病リウマチアレルギー内科 総合守谷第一病院

○平成28年10月20日指定（指定有効期間平成33年10月19日）

名　称 所在地

深澤　洋 茨城県厚生連水戸協同病院 茨城県水戸市宮町３－２－７ 内科
国家公務員共済組合連合会　水府病
院

○平成28年11月1日指定（指定有効期間平成33年10月31日）

名　称 所在地

小松崎　八寿子 医療法人　みらい平クリニック 茨城県つくばみらい市陽光台３－１１－４
内科・神経内科・
リハビリテーション科

○平成28年11月2日指定（指定有効期間平成33年11月1日）

名　称 所在地

林　靖孝
医療法人社団彩黎会　ホームオンクリニックつ
くば

茨城県つくば市稲荷前３１番2号
モンレーブ２１　105号室

内科・呼吸器内科

加賀谷　厚 医療法人社団　海里会　池羽レディースクリニック茨城県結城市結城１０６２２－１ 小児科

○平成28年11月14日指定（指定有効期間平成33年11月13日）

名　称 所在地

今野　暁子
社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病
院

茨城県守谷市松前台1－17 皮膚科・形成外科

石川　韶子 石川クリニック 茨城県水戸市東赤塚2123 小児科

担当する診療科

担当する診療科

医師氏名

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名 担当する診療科

その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）

担当する診療科

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科医師氏名

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

医師氏名

医師氏名



○平成28年11月18日指定（指定有効期間平成33年11月17日）

名　称 所在地

五頭　三秀 茨城県立中央病院 茨城県笠間市鯉淵６５２８ 消化器内科 北茨城市民病院　（消化器内科）

○平成29年2月24日指定（指定有効期間平成34年2月23日）

名　称 所在地

坪井　龍生 石岡市医師会病院 茨城県石岡市大砂10528-25 小児科

末松　義弘 筑波記念病院 茨城県つくば市要1187-299 心臓血管外科 筑波総合クリニック（心臓血管外科）

○平成29年2月24日指定（指定有効期間平成34年2月23日）

名　称 所在地

岩松　雅子 筑波記念病院 茨城県つくば市要1187-299 小児科

葛飾赤十字産院（小児科）
東京女子医科大学　八千代医療セン
ター
(小児科）

○平成29年3月1日指定（指定有効期間平成34年2月28日）

名　称 所在地

多田　有美 筑波学園病院 茨城県つくば市上横場2573-1 小児科

○平成29年3月9日指定（指定有効期間平成34年3月8日）

名　称 所在地

益子　貴行 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3-3-1 小児外科・小児泌尿器科

○平成29年4月19日指定（指定有効期間平成34年4月18日）

名　称 所在地

城戸　崇裕 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 小児科

横田　英典 古河赤十字病院 茨城県古河市下山町1150 脳神経外科

○平成29年4月24日指定（指定有効期間平成34年4月23日）

名　称 所在地

平野　千秋 きぬ医師会病院 茨城県常総市新井木町13-3 小児科

志村　優 東京医科大学医療センター 茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1 小児科
東京医科大学病院(小児科)
千葉県こども病院(代謝科）

山脇　英範 やまわきこどもクリニック 茨城県水戸市城東2-3-32 小児科

三木　春香 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 内科 県西総合病院（内科）

○平成29年5月1日指定（指定有効期間平成34年4月30日）

名　称 所在地

町野　智子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 循環器内科 取手医師会病院

田中　磨衣 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 小児科

担当する診療科医師氏名

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

担当する診療科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科

医師氏名

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
その他医療機関名（診療科）医師氏名

医師氏名

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名 担当する診療科



○平成29年5月8日指定（指定有効期間平成34年5月7日）

名　称 所在地

柴原　健 柴原医院 茨城県つくば市吉沼1151 消化器内科

○平成29年5月22日指定（指定有効期間平成34年5月21日）

名　称 所在地

北村　知宏 神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央7丁目2番45号 小児科

○平成29年5月26日指定（指定有効期間平成34年5月25日）

名　称 所在地

多田　憲正 総合病院　土浦協同病院 茨城県土浦市おおつ野4-1-1 小児科

○平成29年6月12日指定（指定有効期間平成34年6月11日）

名　称 所在地

川崎　彰子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 産婦人科 筑波学園病院

四津　有人 茨城県立医療大学附属病院 茨城県稲敷郡阿見町阿見4773 リハビリテーション科

石塚　洋典 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 皮膚科
茨城西南医療センター病院
牛久愛和総合病院

○平成29年6月15日指定（指定有効期間平成34年6月14日）

名　称 所在地

鬼澤　裕太郎 鬼沢ファミリークリニック 茨城県鉾田市鉾田2119番地1   

○平成29年6月19日指定（指定有効期間平成34年6月18日）

名　称 所在地

横澤　将宏 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 膠原病リウマチアレルギー内科  

○平成29年6月27日指定（指定有効期間平成34年6月26日）

名　称 所在地

遠藤　聡 医療法人聖麗会　聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町841 脳神経外科  

○平成29年7月13日指定（指定有効期間平成34年7月12日）

名　称 所在地

高橋　孝治 総合病院土浦協同病院 茨城県土浦市おおつ野4-1-1 小児科  

○平成29年7月24日指定（指定有効期間平成34年7月23日）

名　称 所在地

林　大祐 医療法人社団　常仁会　牛久愛和総合病院 茨城県牛久市猪子町896 小児科  

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

その他医療機関名（診療科）

医師氏名

担当する診療科

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科

その他医療機関名（診療科）

医師氏名

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
その他医療機関名（診療科）担当する診療科

医師氏名

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成29年7月26日指定（指定有効期間平成34年7月25日）

名　称 所在地

滝田　弘子 竹園眼科
茨城県つくば市竹園3丁目18番3号
竹園ショッピングセンターＦ棟3階

眼科  

中里　啓子 竹園眼科
茨城県つくば市竹園3丁目18番3号
竹園ショッピングセンターＦ棟3階

眼科  

○平成29年8月16日指定（指定有効期間平成34年8月15日）

名　称 所在地

星　崇仁 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 眼科  

影山　あさ子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 小児科  

○平成29年8月24日指定（指定有効期間平成34年8月23日）

名　称 所在地

岩瀬　茉未子 水戸済生会総合病院 茨城県水戸市双葉台3-3-10 腎臓内科 日立総合病院

○平成29年8月28日指定（指定有効期間平成34年8月27日）

名　称 所在地

西上　奈緒子 龍ヶ崎済生会病院 茨城県龍ヶ崎市中里1-1 小児科

○平成29年8月30日指定（指定有効期間平成34年8月29日）

名　称 所在地

髙橋　一広 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 消化器外科，臓器移植外科

○平成29年9月5日指定（指定有効期間平成34年9月4日）

名　称 所在地

中村　伸彦 愛正会記念　茨城福祉医療センター 茨城県水戸市元吉田町1872-1 小児科

○平成29年9月28日指定（指定有効期間平成34年9月27日）

名　称 所在地

西村　文吾 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
茨城西南医療センター
県北医療センター高萩協同病院

○平成30年1月4日指定（指定有効期間平成35年1月3日）

名　称 所在地

大橋　真記 医療法人大橋会　大橋病院 茨城県水戸市見川町2131-1560 外科，胃腸科

○平成30年4月13日指定（指定有効期間平成35年4月12日）

名　称 所在地

友常　孝則 友常クリニック 茨城県土浦市中央2-14-9 内分泌代謝内科，糖尿病内科

その他医療機関名（診療科）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科

医師氏名

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
医師氏名

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成30年4月19日指定（指定有効期間平成35年4月18日）

名　称 所在地

中村　太一 総合病院　水戸協同病院 茨城県水戸市宮町3丁目2番7号 腎臓内科

村松　愛子 総合病院　水戸協同病院 茨城県水戸市宮町3丁目2番7号 内分泌内科，糖尿病内科 日立総合病院(代謝内分泌内科)

森田　篤志 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 小児科

○平成30年5月24日指定（指定有効期間平成35年5月23日）

名　称 所在地

今川　智之 常陸大宮済生会病院 茨城県常陸大宮市田子内町3033-3 小児科

○平成30年6月28日指定（指定有効期間平成35年6月27日）

名　称 所在地

鈴木　ことこ
独立行政法人国立病院機構
霞ヶ浦医療センター

茨城県土浦市下高津2-7-14 小児科

岩本　雅弘 古河赤十字病院 茨城県古河市下山町1150 アレルギー・リウマチ科

○平成30年7月3日指定（指定有効期間平成35年7月2日）

名　称 所在地

齊藤　綾子 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地1 小児科 筑波大学附属病院(小児科)

溝上　裕士 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 消化器内科
小山記念病院(消化器内科）
蒲郡市民病院(消化器科)

○平成30年7月6日指定（指定有効期間平成35年7月5日）

名　称 所在地

山下　伸樹 手代木クリニック 茨城県つくば市手代木1918-1 内科

○平成30年9月21日指定（指定有効期間平成35年9月20日）

名　称 所在地

桝田　宏輔 医療法人聖麗会　聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町841 脳神経外科

○平成30年9月27日指定（指定有効期間平成35年9月26日）

名　称 所在地

三村　尚 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町20-1 小児科

柴崎　修一 株式会社日立製作所　ひたちなか総合病院 茨城県ひたちなか市石川町20-1 救急，総合内科

○平成30年10月1日指定（指定有効期間平成35年9月30日）

名　称 所在地

勝部　奈都子 さくらがわ地域医療センター 茨城県桜川市高森1000 小児科

島村　若通 さくらがわ地域医療センター 茨城県桜川市高森1000 小児科

小嶋　靖子 茨城西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町2190 小児科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名



○平成30年10月25日指定（指定有効期間平成35年10月24日）

名　称 所在地

青柳　順 常陸大宮済生会病院 茨城県常陸大宮市田子内町3033-3 小児科

○平成30年11月2日指定（指定有効期間平成35年11月1日）

名　称 所在地

後藤　悦久 医療法人一誠会　川﨑胃腸科肛門科病院 茨城県日立市桜川町3-3-19 消化器内科，消化器外科

川﨑　俊一 医療法人一誠会　川﨑胃腸科肛門科病院 茨城県日立市桜川町3-3-19 肛門科，胃腸科
医療法人一誠会　みと肛門クリニック
(肛門科，胃腸科)

本橋　行 医療法人一誠会　川﨑胃腸科肛門科病院 茨城県日立市桜川町3-3-19
消化器内科，消化器外科，肛門
科

医療法人一誠会　みと肛門クリニック
(消化器内科，消化器外科，肛門科)

中地　健 医療法人一誠会　川﨑胃腸科肛門科病院 茨城県日立市桜川町3-3-19
消化器内科，消化器外科，肛門
科

○平成30年11月2日指定（指定有効期間平成35年11月1日）

名　称 所在地

田渕　崇伸 医療法人一誠会　川﨑胃腸科肛門科病院 茨城県日立市桜川町3-3-19
消化器内科，消化器外科，肛門
科

医療法人一誠会　みと肛門クリニック
(消化器内科，消化器外科，肛門科)

○平成31年1月8日指定（指定有効期間平成36年1月7日）

名　称 所在地

花木　麻衣 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 小児内科

○平成31年1月15日指定（指定有効期間平成36年1月14日）

名　称 所在地

小野　健太郎 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1-1 小児外科

○平成31年2月12日指定（指定有効期間平成36年2月11日）

名　称 所在地

五味　玲 医療法人恒貴会　協和中央病院 茨城県筑西市門井1676-1 脳神経外科

○平成31年3月27日指定（指定有効期間平成36年3月26日）

名　称 所在地

大河原　悠 株式会社日立製作所日立総合病院 茨城県日立市城南町二丁目1番1号 消化器内科

○平成31年4月4日指定（指定有効期間平成36年4月3日）

名　称 所在地

安達　恵利子 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷2-1-1 小児科

熊﨑　香織 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の1 小児総合診療科

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）



○平成31年4月16日指定（指定有効期間平成36年4月15日）

名　称 所在地

齊藤　博大 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の1 小児科

小野　敏明 JAとりで総合医療センター 茨城県取手市本郷2-1-1 小児科

○平成31年4月19日指定（指定有効期間平成36年4月18日）

名　称 所在地

淵野　玲奈 茨城県立こども病院 茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の1 新生児科

○令和元年5月9日指定（指定有効期間令和6年5月8日）

名　称 所在地

熊谷　亮 総合病院　水戸協同病院 茨城県水戸市宮町3丁目2番7号 内分泌代謝・糖尿病内科

○令和元年5月28日指定（指定有効期間令和6年5月27日）

名　称 所在地

穂坂　晶子
社会医療法人社団光仁会　総合守谷第一病
院

茨城県守谷市松前台1－17 小児科

藤尾　高行 茨城県立中央病院 茨城県笠間市鯉淵6528 血液内科

稲葉　正子 筑波大学附属病院 茨城県つくば市天久保2丁目1‐1 小児科

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地
担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

小児慢性特定疾病指定医の指定状況（令和元年5月28日現在）

医師氏名
主に診療に従事する医療機関の名称及び所在地

担当する診療科 その他医療機関名（診療科）

医師氏名


