神奈川県小児慢性特定疾病指定医療機関（訪問看護）

No

名称

所在地

電話番号

2021年4月20日現在

備考

指定終了日

1

平塚市医師会 訪問看護ステーション

平塚市東豊田448-3

0463-52-0360

令和4年4月30日

2

平塚共済病院 訪問看護ステーションさくら

平塚市追分９－１１

0463-30-1375

令和8年12月31日

3

SMC訪問看護ステーションさなだ

平塚市真田2-6-27

0463-50-3377

令和4年9月30日

4

つるかめ訪問看護ステーション

平塚市虹ケ浜２４－２５－５０６ 0463-72-8507

令和8年12月31日

5

在宅療養支援ステーション楓の風 湘南平塚

平塚市平塚2-18-15 サイトー
0463-34-1100
商事ビル１階

令和9年7月31日

6

あいつぐ訪問看護リハビリステーション

平塚市代官町7-29 ２階Ｂ号

0463-74-5908

令和5年1月31日

7

訪問看護ステーションBenny's

平塚市中原1-17-2 1階

0463-86-6724

令和6年5月31日

8

あさがお訪問看護リハビリステーション

平塚市桃浜町13-26松本コー
0463-79-8871
ポラス103

令和7年2月28日

9

訪問看護ステーションあやめ平塚

平塚市山下991-1アメニティ山
0463-33-5170
下1C

令和7年3月31日

10

医療生協かながわ生活協同組合訪問看護ステーション
鎌倉市手広3-1-36
ふかさわ

0467-33-1250

令和4年8月31日

11

愛心訪問看護ステーション

鎌倉市山崎1202-1

0467-45-0467

令和9年3月31日

12

マナ訪問看護リハビリステーション鎌倉

鎌倉市由比ガ浜2-24-21 ヴィ
0467-91-5303
ラ若宮２Ｒ

令和3年11月30日

13

ガイア訪問看護ステーション 鎌倉

鎌倉市岡本2-10-16 1階

0467-84-9234

令和9年3月31日 旧名称：ガイアリハビリ訪問看護ステーション鎌

14

訪問看護ステーションＴＯＭＯ鎌倉

鎌倉市常盤３４－１

0467-84-8818

令和5年3月31日 旧名称：在宅リハビリ訪問看護ステーションＴＯＭ

15

訪問看護ステーション フレディ

鎌倉市笛田4-25-2 2F

0467-38-8564

令和8年3月31日

16

訪問看護ステーション はな 大船

鎌倉市岡本2-6-32

0467-80-2730

令和8年3月31日

17

一般財団法人同友会 藤沢訪問看護ステーション

藤沢市高倉２３４５

0466-44-1441

令和8年12月31日

18

公益社団法人神奈川県看護協会
かがやき訪問看護ステーション

藤沢市藤沢１０２７ てはーと
ビル５Ｆ

0466-54-2561

令和8年12月31日

19

藤沢市保健医療センター訪問看護ステーション

藤沢市大庭５５２７－１

0466-88-6600

令和8年12月31日

20

ナースケア湘南訪問看護ステーション

藤沢市鵠沼石上１－６－１ Ｂ
0466-23-4500
１Ｆ

令和8年12月31日

21

医療法人長谷川会 コスモス訪問看護ステーション

藤沢市辻堂３－１０－１１ １階 0466-35-6771

令和8年12月31日

22

在宅療養支援ステーション楓の風 湘南藤沢

藤沢市本町4-3-9 Ｋ・Ｈ藤沢
102号室

23

Fujiケアステーション

藤沢市大鋸2-9-7KRC藤沢ﾋﾞﾙ
050-6861-7711
1F

令和5年2月28日 旧名称：あわーず神奈川湘南訪問看護リハビリ

24

タツミ訪問看護ステーション湘南台

藤沢市亀井野243-6菊地ビル
0466-45-7001
2階3階

令和5年5月31日

25

在宅看護センター Ｌｉｆｅ&Com

藤沢市鵠沼神明5-5-20鵠ノ社
0466-22-7670
舎椚08

令和6年3月31日

26

おもてなし訪問看護 湘南藤沢

藤沢市亀井野1507ファースト
シティ湘南107

0466-52-7846

令和6年7月31日

27

訪問看護ステーション ここち

藤沢市石川3-23-4下の根グレ
0466-90-3688
イワンミニ102

令和6年8月31日

28

あいず訪問看護ステーション湘南

藤沢市藤沢838湘南ハイツ第
一102号室

0466-47-9004

令和7年1月31日

29

訪問看護ステーションあやめ藤沢

藤沢市善行坂2-7-8河合ハイ
0466-84-0111
ツ201号

令和7年8月31日

30

グレース訪問看護ステーション 湘南台

藤沢市湘南台2-14-3パシ
フィック湘南502

0466-53-9360

令和7年11月30日

31

在宅看護センター Lanaケア湘南藤沢

藤沢市本町3-5-5ケインズ湘
南Ⅰ 1F

0466-52-7846

令和8年3月31日

32

在宅看護センター Lanaケア湘南

藤沢市湘南台5-8-9ジュネス
Ⅱ（102・103）

0466-54-7100

令和8年10月31日

33

ココライフ訪問看護ステーション

藤沢市南藤沢7-6クレスト藤沢
0466-85-4003
202

令和8年9月30日

34

ゆいまーる訪問看護ステーション

藤沢市羽鳥1-6-18

0466-86-5717

令和8年10月31日

35

ツクイ藤沢訪問看護ステーション

藤沢市鵠沼神明1-5-16ケイン
0466-24-7831
ズビル４階

令和8年9月30日

H29.4.1名称変更→旧：メディカルケア由比ガ
浜訪問看護リハビリステーション
R2.4.1名称変更
倉
Ｒ3.1.1名称変更
Ｏ

0466-55-5510

令和9年7月31日
R1.11.1名称変更
ステーション
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36

ハートケア長後訪問看護リハビリステーション

藤沢市土棚800

0466-21-8686

令和9年3月31日

37

小田原医師会訪問看護ステーション

小田原市酒匂２－３２－１６
小田原市保健センター

0465-47-0853

令和8年12月31日

38

ＡＲＳ訪問看護リハビリステーション

小田原市堀之内253-1

0465-39-3700

令和8年12月31日

39

宙（コスモス）訪問看護ステーション

小田原市新屋２７１－１

0465-35-0050

令和8年12月31日

40

あおい訪問看護ステーション

小田原市井細田６１９ マリ
オットＢ

0465-31-1028

令和8年12月31日

41

皆んなの訪問看護

小田原市早川1-3-1

0465-24-3666

令和3年10月31日

42

マーレ訪問看護ステーション

小田原市荻窪351-3

0465-20-8256

令和6年11月30日

43

訪問看護ステーションあやめ小田原

小田原市栢山375-2栢山レジ
0465-38-0925
デンスA棟3階F

令和8年2月28日

44

ソフィア訪問看護ステーションアイリス小田原

小田原市栄町2-3-18JTCビル
0465-20-4852
3階

令和8年8月31日

45

公益社団法人神奈川県看護協会
あかしあ訪問看護ステーション

茅ヶ崎市東海岸南2-6-14長尾
0467-89-2830
ビル3F

令和8年12月31日

46

翔の会訪問看護ステーションつばさ

茅ケ崎市高田１－１１－１３

0467-53-9545

令和8年12月31日

47

訪問リハビリ・看護ステーション モーション

茅ヶ崎市東海岸南3-9-10 サ
0467-53-9710
ンハイム茅ヶ崎２号

令和9年6月30日

48

訪問看護そよかぜ

茅ケ崎市柳島１－９－８

0467-53-9925

令和8年12月31日

49

茅ヶ崎駅前訪問看護ステーション

茅ヶ崎市幸町14-1茅ヶ崎徳洲
0467-88-1779
会病院６Ｆ

令和8年12月31日

50

山本メディカルセンター訪問看護ステーション

逗子市桜山3-16-1

046-887-0219

令和5年1月31日

52

みまもり訪問看護 みかん

三浦市初声町下宮田489-11046-887-0295
3F

令和8年12月31日

53

つるかめ訪問看護ステーションかみおおつき

秦野市上大槻1026

0463-74-6126

令和9年3月31日

54

医療法人社団三喜会鶴巻訪問看護ステーション

秦野市鶴巻北２－１４－２

0463-76-1515

令和8年12月31日

55

医療法人社団三喜会鶴巻訪問看護ステーションしぶさ
秦野市本町１－１１－１９
わ

0463-75-8905

令和8年12月31日

56

訪問R-station

秦野市松原町2-8

0463-71-5425

令和9年3月31日

57

訪問看護リハビリステーションなでしこ

秦野市曽屋1175

0463-79-5126

令和6年3月31日

58

ケアーズ訪問看護リハビリステーションみなせ

秦野市曽屋１高橋ビル3階

0463-51-6388

令和6年5月31日

59

訪問看護ステーションあやめ秦野

秦野市ひばりケ丘9-7川口店
舗②

0463-83-4200

令和8年7月31日

60

ハーモニーケア訪問看護ステーション

秦野市下大槻56-14

0463-26-8045

令和9年2月28日

61

ソフィア訪問看護ステーション秦野

秦野市柳町1-22-3山口ビル３
0463-73-5975
階

令和9年1月31日

62

訪問看護ステーションふたばらいふ

厚木市中荻野９４１

046-243-5105

令和8年12月31日

63

タツミ訪問看護ステーション厚木

厚木市中町3-15-2
K.SQUARE302

046-224-6120

令和9年3月31日

64

訪問看護ステーションもみじ

厚木市戸室1-29-1

046-294-1177

令和9年5月31日

65

在宅療養支援ステーション楓の風 あつぎ

厚木市栄町2-1-12 光和エス
テービル1階A-2

046-297-3900

令和4年4月30日

66

アトラ訪問看護ステーション

厚木市戸室1-34-12

046-244-3467

令和6年5月31日

67

訪問看護ステーションさつき

厚木市船子131-1

046-228-6556

令和6年12月31日

68

ソフィア訪問看護ステーション本厚木

厚木市中町2-10-5厚木MSビ
046-206-5346
ル３階

令和8年5月31日

69

なごみ訪問看護リハビリステーション厚木南

厚木市旭町5-18-7清水店舗１
046-265-0483
F北側

令和8年10月31日

70

訪問看護ステーションあやめ厚木

厚木市緑ヶ丘5-6-21ハヤマハ
046-222-1070
イムⅡ 101号室

令和8年10月31日

71

大和市医師会訪問看護ステーション

大和市鶴間１－２８－５

046-262-0655

令和8年12月31日

2021年4月20日現在

備考

神奈川県小児慢性特定疾病指定医療機関（訪問看護）
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72

セントケア訪問看護ステーション大和

大和市つきみ野２－７－１８
２階

046-272-1051

令和8年12月31日

73

サニーケア訪問看護ステーション

大和市南林間４－４－１ カー
046-271-2566
サグレイス１０３

令和8年12月31日

74

医療法人徳洲会大和徳洲会訪問看護ステーション

大和市中央4-4-12

046-264-1191

令和8年12月31日

75

ケアーズ訪問看護リハビリステーション南林間

大和市南林間２－８－１５

046-271-7113

令和8年12月31日

76

在宅療養支援ステーション楓の風 やまと

大和市深見西7-3-22 サンラ
046-200-3600
イズ山陽１階

令和9年7月31日

77

タツミ訪問看護ステーション大和

大和市西鶴間2-1-16西鶴間
ビル2F

046-271-7377

令和4年8月31日

78

ころんず訪問看護ステーション

大和市下鶴間692-2ひかりビ
ル103

046-259-5705

令和5年4月30日

79

みさきリハケア

大和市渋谷7-8-11-101

046-259-9442

令和5年7月31日

80

けあぶる訪問看護リハビリステーション

藤沢市高倉650-58富泰ビル2
0466-47-8119
階

令和6年3月31日

81

アイルケア訪問看護ステーション

大和市福田1-9-1

046-206-5893

令和7年3月31日

82

はあと訪問看護ステーション

大和市南林間1-6-1TBCビル
046-272-5777
八番館1階

令和9年2月28日

83

ＪＡ訪問看護ステーションいせはら

伊勢原市下平間７００

0463-91-6191

令和8年12月31日

84

医療法人社団三喜会 鶴巻訪問看護ステーションいせ 伊勢原市桜台１－１３－１３
はら
丸興ビル２０２

0463-90-3066

令和8年12月31日

85

タツミ訪問看護ステーション伊勢原

伊勢原市伊勢原１－１３－５
綾部ビル３Ｆ A

0463-92-6010

令和8年12月31日

86

訪問看護ステーションのい

伊勢原市西富岡678-4

0463-94-2340

令和6年2月29日

87

ソフィア訪問看護ステーション伊勢原

伊勢原市桜台1-2-21ライフ
ワークビル3F

0463-73-8745

令和7年6月30日

88

ＪＭＡ海老名訪問看護ステーション

海老名市河原口1519

046-235-5955

令和8年12月31日

89

花音 訪問看護ステーション

海老名市浜田町25-10 第２
海老名ビル２階

046-259-5842

令和9年5月31日

90

訪問看護ステーション道 さがみ野

海老名市東柏ケ谷4-12-4さが
046-244-6608
み野クリニックモール２階内

令和8年8月31日

91

座間市社協訪問看護ステーション

座間市緑ケ丘１－２－１

046-266-2007

令和8年12月31日

92

ケアハーモニー訪問看護ステーション

座間市相模が丘５－１０－３

042-701-3747

令和8年12月31日

93

セントケア訪問看護ステーション座間

座間市相武台３－２７－４６
フジヤマンション２００号室

046-298-1055

令和8年12月31日

94

あおば福祉サービス 訪問看護

座間市相武台2-36-8
Forester101

046-298-7851

令和6年4月30日

95

茜ケア訪問看護ステーション

座間市栗原中央1-31-24

046-256-6680

令和7年3月31日

96

ひまわり訪問看護リハビリステーション

座間市入谷東2-14-33

046-254-0080

令和7年6月30日

97

訪問看護ステーション ワースリビング座間

座間市緑ヶ丘6-13-6

046-211-0832

令和8年1月31日

98

医療法人社団博愛医院 友栄ナースステーション

座間市相模が丘1-34-20
Zstyle 201号室

046-200-7567

令和8年9月30日

99

アーク訪問看護ステーション

座間市相武台3-26-1-315

046-298-0077

令和8年10月31日

100

けあぶる訪問看護リハビリステーション相武台

座間市相武台3-26-1グランド
046-244-5047
ステータス相武台416号

令和9年3月31日

101

南足柄市訪問看護ステーション

南足柄市広町４８－１南足柄
市保健医療福祉センター

0465-71-0128

令和8年12月31日

102

こころ訪問看護ステーション

小田原市曽比2166

0465-46-7540

令和8年12月31日

103

医療法人社団柏綾会あやせ訪問看護ステーション

綾瀬市深谷中1-10-1

0467-78-1132

令和8年12月31日

104

ゆい訪問看護ステーション綾北

綾瀬市寺尾台3-4-18

0467-53-9240

令和4年2月28日

2021年4月20日現在

備考

神奈川県小児慢性特定疾病指定医療機関（訪問看護）
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105

レイメディカル訪問看護リハビリステーション

綾瀬市吉岡279-1

0467-71-5261

令和3年10月31日

106

訪問看護ステーションルイシス

三浦郡葉山町一色1748ザ
ガートビル2Ｆ

046-876-8962

令和7年2月28日

107

さむかわ訪問看護ステーション

高座郡寒川町宮山193

0467-72-3923

令和6年3月31日

108

訪問看護ステーションあやめ寒川

高座郡寒川町倉見519-5巣籠
0467-72-5633
店舗102号

令和6年10月31日

109

訪問看護リハビリステーション ここち

高座郡寒川町岡田3-4-10

0467-33-6260

令和7年10月31日

110

公益社団法人神奈川県看護協会
おおいそ訪問看護ステーション

中郡大磯町大磯９７１ カタノ
ビル３Ｆ

0463-60-3117

令和8年12月31日

111

りんどうリハビリ看護ステーション

中郡大磯町国府本郷1198

0463-71-4177

令和4年9月30日

112

医療法人社団 三喜会 鶴巻訪問看護ステーションに
のみや

中郡二宮町二宮1308-1

0463-59-9601

令和8年12月31日

113

医療法人社団三喜会鶴巻訪問看護ステーションあしが 足柄上郡大井町西大井１８－
0465-83-8200
ら
３ 井上ビル１０２・２０２

令和8年12月31日

114

足柄上医師会訪問看護ステーション

足柄上郡開成町吉田島580

0465-83-5992

令和4年8月31日

115

花菜訪問看護ステーション

足柄下郡湯河原町門川35-2

0465-62-3177

令和9年2月28日

①
↑
指定通知は差し込み印刷

②

④

備考

