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１ 手帳交付者が利用している指定医療機関等以外の医療機関等につ

療給付事務の簡素化を図るため、下表の医療機関を緊急措置事業に

機関として追加指定した。 
 

追加指定医療機関名 所 在 地 
㈱ファーコス プラス薬局 鹿嶋市平井１３４５－７ 
鹿島の里 訪問看護ステー

ション 
鹿嶋市平井１１２９－１９ 

 
 
２ 緊急措置事業に係る指定医療機関等については、上記の追加指定

 医療機関３２カ所、保険薬局２２カ所を指定している。 
  

区  分 現在指定カ所数 今回指定カ所数 合 

医療機関等 ３１カ所 １カ所 ３２

保険薬局 ２１カ所 １カ所 ２２
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№ 医療機関名 所在地 種別 指定年月日
1 千葉県立佐原病院 千葉県佐原市佐原イ２２８５ 医療機関 H15.6.30
2 筑波大学附属病院 つくば市天久保２－１－１ 医療機関 H15.6.30
3 社会福祉法人白十字総合病院 鹿島郡神栖町賀２１４８ 医療機関 H15.7.1
4 茨城県立こども福祉医療センター 水戸市吉沢町３９７９－３ 医療機関 H15.7.3
5 財団法人鹿島病院 鹿嶋市平井１１２９－２ 医療機関 H15.7.3
6 茨城県立医療大学付属病院 稲敷郡阿見町阿見４７３３ 医療機関 H15.7.4
7 茨城県立こども病院 水戸市双葉台３－３－１ 医療機関 H15.7.4
8 鹿島労災病院 鹿島郡波崎町土合本町１－９１０８－２ 医療機関 H15.7.4
9 総合病院国保旭中央病院 千葉県旭市イの１３２６ 医療機関 H15.7.10
10 土浦心身障害者歯科治療センター 土浦市下高津２－７－２７ 医療機関 H15.12.3
11 福田内科医院 鹿島郡神栖町木崎２４４３－３ 医療機関 H15.12.3
12 鯉江産婦人科医院 鹿島郡神栖町木崎２５６２－４ 医療機関 H15.12.5
13 牧医院 鹿島郡神栖町神栖１－６４－３１２ 医療機関 H15.12.5
14 医療法人社団息栖会あきら医院 鹿島郡神栖町大野原５－１－２９ 医療機関 H15.12.8
15 神栖皮膚科クリニック 鹿島郡神栖町神栖１－５－１０ 医療機関 H15.12.8
16 鹿浦小児科医院・内科医院 鹿嶋市大船津３１６３ 医療機関 H15.12.9
17 児玉医院 鹿島郡神栖町木崎２４０６－２６１ 医療機関 H15.12.10
18 武藤小児科医院 鹿島郡神栖町知手中央１－１５－４０ 医療機関 H15.12.12
19 医療法人社団善仁会小山記念病院 鹿嶋市宮中４１９１ 医療機関 H15.12.18
20 西尾耳鼻咽喉科医院 鹿島郡神栖町息栖３９２４－３ 医療機関 H15.12.18
21 かみす眼科医院 鹿島郡神栖町神栖１－１２－８ 医療機関 H16.1.8
22 医療法人正風会春日病院 鹿嶋市宮中７－３－１０ 医療機関 H16.7.5
23 大澤医院 鹿嶋市形台１－６－６ 医療機関 H16.7.5
24 国家公務員共済組合連合会水府病院 水戸市赤塚１－１ 医療機関 H16.7.5
25 城之内医院 鹿島郡神栖町筒井１５１８－８ 医療機関 H16.7.5
26 高橋クリニック 鹿島郡神栖町知手中央８－４－３０ 医療機関 H16.7.5
27 塙医院 西茨城郡友部町八雲２－４－１１ 医療機関 H16.7.5

28
国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医
学統合医療センター つくば市春日４－１２－７ 医療機関 H16.12.1

29 葉山産婦人科医院 鹿島市宮中１９９５－２５ 医療機関 H17.4.14
30 神栖済生会病院 鹿島郡神栖町知手中央７－２－４５ 医療機関 H17.4.19
31 県立中央病院 西茨城郡友部町鯉渕６５２８ 医療機関 H18.2.3
32 鹿島の里　訪問看護ステーション 鹿嶋市平井１１２９－１９ 訪問看護ステーション H18.4.1

1 （株）エビス薬局神栖店 鹿島郡神栖町息栖３９２４ 保険薬局 H15.7.1
2 イトウ薬局 鹿島郡神栖町木崎２０６－１ 保険薬局 H15.7.1
3 刀水堂薬局 鹿島郡神栖町知手中央３－２－３２ 保険薬局 H15.7.1
4 (有)飛鳥堂薬局 鹿島郡神栖町木崎２４０６－４５５ 保険薬局 H15.7.1
5 ヴィクトリー薬局五郎台店 鹿島郡神栖町深芝南２－１１－１５ 保険薬局 H15.7.7
6 （株）松崎薬局知手店 鹿島郡神栖町知手１００－９ 保険薬局 H15.7.8
7 あい薬局 鹿島郡神栖町息栖３８７７－１２ 保険薬局 H15.7.8
8 あけぼの薬局神栖店 鹿島郡神栖町筒井１４２２－２６３ 保険薬局 H15.7.8
9 ヴィクトリー薬局神栖店 鹿島郡神栖町賀２１０８－１５７ 保険薬局 H15.7.8
10 さくら薬局知手店 鹿島郡神栖町知手中央１－１５－３６ 保険薬局 H15.7.8
11 スガワ薬局 鹿島郡神栖町神栖１－１７－２５ 保険薬局 H15.7.8
12 田辺薬局鹿島神栖店 鹿島郡神栖町平泉外十二入会６４－１８２ 保険薬局 H15.7.8
13 ファーストメディカル（株）カムラ薬局 鹿島郡神栖町賀２１０８－２０５ 保険薬局 H15.7.8
14 翠誠堂大衆薬局 鹿島郡神栖町溝口４８７３－２３８ 保険薬局 H15.7.8
15 薬　エンドウ神栖店薬局 鹿島郡神栖町神栖１－５－６ 保険薬局 H15.7.10
16 大船津薬局 鹿嶋市大船津３１８８－２ 保険薬局 H16.7.5
17 さつき薬局２号店 鹿嶋市宮中４２０６－１－３ 保険薬局 H16.7.5
18 さつき薬局本店 鹿嶋市宮中４２０６－２－２ 保険薬局 H16.7.5
19 今川薬局神栖店 鹿島郡神栖町知手中央７－３４０５－２５４ 保険薬局 H17.5.2
20 波崎中央メディカル株式会社中央薬局知手店 鹿島郡神栖町知手中央７－３４０５－２５３ 保険薬局 H17.5.2
21 めだか薬局 鹿嶋市宮中８－９－１９ 保険薬局 H17.8.1
22 ㈱ファーコス　プラス薬局 鹿嶋市平井１３４５－７ 保険薬局 H18.4.1
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