
令和元年8月29日現在

№ 施　　設　　名 住所

1 愛正会記念茨城福祉医療センター 水戸市元吉田町1872-1

2 会田記念リハビリテーション病院 守谷市同地360

3 アイビークリニック ひたちなか市笹野町1-3-1

4 青柳病院 水戸市柳町2-10-11

5 小豆畑病院 那珂市菅谷605

6 石岡市医師会病院 石岡市大砂10528-25

7 石岡市医師会病院　旭台分院 石岡市旭台1-17-26

8 石岡循環器科脳神経外科病院 小美玉市栗又四ヶ1768-29

9 石岡第一病院 石岡市東府中1-7

10 石崎病院 東茨城郡茨城町上石崎4698

11 いちはら病院 つくば市大曽根3681

12 伊奈クリニック つくばみらい市板橋1630-1

13 茨城県西部メディカルセンター 筑西市大塚555

14 茨城県立あすなろの郷病院 水戸市杉崎町1460

15 茨城県立医療大学付属病院 稲敷郡阿見町大字阿見4733

16 茨城県立中央病院 笠間市鯉淵6528

17 茨城西南医療センター病院 猿島郡境町2190

18 上の原病院 桜川市上野原地新田159-2

19 牛久愛和総合病院 牛久市猪子町896

20 大洗海岸病院 大洗町大貫町915

21 大久保病院 水戸市石川4丁目4040-32

22 大橋病院 水戸市見川町丹下一ノ牧2131-1560

23 大原神経科病院 日立市大みか町1-13-18

24 大山病院 常陸太田市金井町4810

25 小沢眼科内科病院 水戸市吉沢町246-6

26 介護老人保健施設葵の園・美浦 稲敷郡美浦村土屋1979

27 介護老人保健施設勝田 ひたちなか市中根5125-2

28 介護老人保健施設鹿野苑 鹿嶋市宮津台188－17

29 介護老人保健施設セントラルゆうあい 牛久市柏田町1590-3

30 介護老人保健施設田尻ヶ丘ヘルシーケア 日立市田尻町2-8-11

31 介護老人保健施設ひまわり水戸 水戸市百合が丘町814－477

32 回春荘病院 日立市大みか町6-17-1

33 笠間市立病院 笠間市南友部1966－1

34 鹿島労災病院 神栖市土合本町1-9108-2

35 勝田病院 ひたちなか市中根5125-2

36 ㈱日立製作所日立総合病院 日立市城南町2-1-1

37 ㈱日立製作所ひたちなか総合病院 ひたちなか市石川町20-1

38 軽部病院 下妻市下妻乙398-1

39 川島クリニック 日立市桜川町1-1-1

40 北茨城市民病院 北茨城市関南町関本下1050

41 きぬ医師会病院 常総市新井木13-3

42 協和中央病院 筑西市門井1676-1

43 久保田病院 大子町大字大子799

44 栗田病院 那珂市豊喰505

45 県北医療センター高萩協同病院 高萩市大字上手綱字上ヶ穂町1006-9

46 県西総合病院 桜川市鍬田604

47 県南病院 土浦市中1087

48 県北医療センター高萩協同病院 高萩市上手綱上ヶ穂町1006-9

49 県立医療大学付属病院 阿見町阿見4733

50 古河赤十字病院 古河市下山1150

51 古河総合病院 古河市鴻巣1555番地

52 古河病院 古河市鴻巣1555

53 国立病院機構茨城東病院 那珂郡東海村大字照沼825

54 国立病院機構霞ヶ浦医療センター 土浦市下高津2-7-14

55 国立病院機構水戸医療センター 東茨城郡茨城町桜の郷280

56 小柳病院 古河市稲宮1001－1

57 小山記念病院 鹿嶋市厨5－1－2

58 さかえ医院 阿見町中央4-8-24

59 三岳荘小松崎病院 筑西市中館69-1

60 山王台病院 石岡市東石岡5-1-29

61 山王台病院附属眼科内科クリニック 石岡市東石岡5-2-33

　　看護職員認知症対応力向上研修修了者が勤務している医療機関・施設
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62 山王台病院附属第一クリニック 石岡市東石岡5-1-29

63 山王台病院附属第二クリニック 石岡市東石岡5-1-29

64 山王病院 桜川市岩瀬42

65 慈泉堂病院 久慈郡大子町大子856-1

66 汐ケ崎病院 水戸市大串町715

67 嶋崎病院 日立市会瀬町3－23－1

68 志村大宮病院 常陸大宮市上町318-1

69 志村病院 水戸市泉町1-7-38

70 小規模多機能型居宅介護支援事業所やさとの森 石岡市吉生3607-2

71 城西病院 結城市結城257-8

72 城南病院 水戸市城南3-15

73 JAとりで総合医療センター 取手市本郷2-1-1

74 水府病院 水戸市赤塚1-1

75 住吉クリニック病院 水戸市住吉町193-97

76 聖麗メモリアル病院 日立市茂宮町841

77 総合病院土浦協同病院 土浦市おおつ野4-1-1

78 総合病院水戸協同病院 水戸市宮町3-2-7

79 総合守谷第一病院 守谷市松前台1-17

80 宗仁会病院 取手市岡1467番地

81 総和中央病院 古河市駒羽根825-1

82 村立東海病院 東海村村松2081-2

83 田尻ヶ丘病院 日立市田尻町3-24-1

84 丹野病院 水戸市酒門町4887

85 筑西市民病院 筑西市玉戸1658

86 筑波学園病院 つくば市大字上横場2573-1

87 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

88 筑波記念病院 つくば市要1187-299

89 つくばセントラル病院 牛久市柏田町1589-3

90 つくば双愛病院 つくば市高崎1008

91 筑波大学附属病院 つくば市天久保2-1-1

92 筑波中央病院 つくば市大字北条5118

93 つくば病院 小美玉市高崎大作台2032-6

94 筑波病院 つくば市大角豆1761

95 筑波メディカルセンター病院 つくば市天久保1-3-1

96 土浦協同病院なめがた地域医療センター 行方市井上藤井98-8

97 土浦厚生病院 土浦市東若松町3969

98 東葛クリニック病院 千葉県松戸市樋野口865-2

99 東京医科大学茨城医療センター 稲敷郡阿見町中央3-20-1

100 東前病院 水戸市東前2-28

101 特別養護老人ホーム新つくばホーム つくば市学園の森3-29-2

102 特別養護老人ホームすずらんの里 笠間市土師1283－5

103 特別養護老人ホームはなのえん・みちのえん 土浦市粟野町1852－1

104 特別養護老人ホームルミエ・デ・ソレイユ 小美玉市山野707-13

105 取手北相馬保健医療センター医師会病院 取手市野々井1926

106 西間木病院 取手市戸頭1-8-21

107 日鉱記念病院 日立市神峰町2-12-8

108 ハートフルふじしろ病院 取手市下萱場225

109 白十字総合病院 神栖市賀2148

110 ひたち医療センター 日立市鮎川町2-8-16

111 日立梅ヶ丘病院 日立市大久保町2409-3

112 常陸大宮済生会病院 常陸大宮市田子内町3033番3

113 常陸大宮市国民健康保険美和診療所 常陸大宮市高部5281-1

114 日立港病院 日立市久慈町3-4-22

115 平間病院 下妻市江2051

116 袋田病院 久慈郡大子町北田気76

117 豊後荘病院 石岡市部原760-1

118 訪問看護ステーションあさがお ひたちなか市中根3337－103

119 訪問看護ステーションさんのうだい 石岡市東石岡5－1－29

120 鉾田病院 鉾田市安房1650－2

121 ホスピタル坂東 坂東市沓掛411

122 保内郷メディカルクリニック 大子町大字大子824

123 水海道さくら病院 常総市水海道森下町4447

124 水海道西部病院 常総市豊岡町丙685
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125 水戸医療センター 茨城町桜の郷280

126 水戸看護福祉専門学校 水戸市浜田2-16-12

127 水戸済生会総合病院 水戸市双葉台3-3-10

128 水戸赤十字病院 水戸市三の丸3-12-48

129 水戸中央病院 水戸市六反田町1136-1

130 水戸ブレインハートセンター 水戸市青柳町4028

131 みなのクリニック つくば市西平塚318－1

132 美浦中央病院 美浦村宮地596

133 宮本病院 稲敷市幸田1247

134 守谷慶友病院 守谷市立沢980-1

135 やすらぎの丘温泉病院 高萩市下手綱字大谷口1951-6

136 友愛記念病院 古河市東牛谷707

137 結城病院 結城市大字結城字西繁昌塚9629-1

138 吉成医院 久慈郡大子町大子813-1

139 龍ヶ崎済生会病院 龍ケ崎市中里1-1

140 渡辺病院 神栖市土合本町2丁目9809－20
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