指定自立支援医療機関（精神通院医療）リスト
（訪問看護ステーション）
平成30年2月1日現在
名称

所在地

電話番号

指定年月日

医療機関コード

訪問看護ステーション虹

宇都宮市鶴田町1362-2

028-666-0839

平成19年4月1日

0190080

訪問看護ステーションほっと

宇都宮市竹林町958

028-626-5739

平成19年4月1日

0190072

訪問看護ステーションここあ

宇都宮市八幡台18-11

028-600-3735

平成19年4月1日

0190155

訪問看護ステーション星が丘

宇都宮市星が丘1-7-38

028-623-0337

平成19年4月1日

0190049

訪問看護ステーション陽南

宇都宮市陽南4-6-34

028-658-2124

平成19年4月1日

0190031

訪問看護ステーションみやの杜

宇都宮市陽東2-4-5

028-683-7821

平成19年4月1日

0190130

とちぎ訪問看護ステーションうつのみや

宇都宮市下砥上町字並塚643-1

028-612-6103

平成19年4月1日

0190023

宮の橋訪問看護ステーション

宇都宮市南大通り1-1-23

028-635-9839

平成19年4月1日

0190064

フレアス訪問看護ステーション宇都宮

宇都宮市東今泉２-３-33 宇都宮グリーンハイツ１号棟102

028-612-4564

平成26年4月1日

0190288

訪問看護ステーションえすぽ

宇都宮市花園町２-２ リリー花園ビル２階

028-689-8367

平成26年8月1日

0190320

WADEWADE訪問看護ステーション

宇都宮市下栗町2913-１

028-666-5420

平成27年2月1日

0190296

訪問看護ステーション青い鳥

宇都宮市宝木本町1785-12

028-666-8260

平成27年6月1日

0190346

訪問看護ステーションスマイル

宇都宮市峰２-19-14 サンライトハイツ関口105 028-666-4879

平成27年7月1日

0190379

アドバンスケア訪問看護ステーション

宇都宮市御幸ヶ原町136-69

028-613-0078

平成27年8月1日

0190148

訪問看護ステーション花みずき

宇都宮市宝木本町1153-２

028-612-4047

平成27年11月1日

0190338

訪問看護ステーションデューン宇都宮

宇都宮市元今泉４-８-21 U・Iビル301

028-635-5606

平成28年2月1日

0190395

はなまる訪問看護リハビリステーション

宇都宮市駒生町832-29 レジデンス中村105

028-678-2990

平成29年2月1日

0190403

KODOMOTOナースステーションうつのみや 宇都宮市平松本町793-10 サンモールB号室

028-615-7420

平成30年1月1日

0190411

中央ケアサポート訪問看護ステーション

足利市五十部町499-３

0284-21-9320

平成19年4月1日

0290047

とちぎ訪問看護ステーションあしかが

足利市福居町977-４

0284-22-7366

平成19年4月1日

0290021

訪問看護ステーションきずな

足利市島田町822

0284-72-1201

平成26年4月1日

0290138

ライフ訪問看護リハビリステーション

足利市堀込町2656-７ ASKビル３F

0284-64-8799

平成26年6月1日

0290146

訪問看護ステーションあんず

足利市田中町100

0284-71-0181

平成28年4月1日

0290054

あおい訪問看護ステーション

足利市堀込町2556 セレッソコート１階

0284-73-9456

平成29年5月1日

0290112

星風会訪問看護ステーション

栃木市惣社町94

0282-29-1255

平成19年4月1日

0390037

とちぎメディカルセンター訪問看護ステーション 栃木市境町27-21

0282-22-5810

平成25年4月1日

0390102

フォーチュン・サークル訪問看護リハビリステーション栃木

栃木市境町30-33

0282-25-7010

平成27年1月1日

0390128

訪問看護ステーションくずの葉

佐野市葛生東1-10-27

0283-86-4088

平成19年4月1日

2490009

訪問看護ステーションかたくり

佐野市堀米町1728

0283-24-3558

平成19年4月1日

2490027

佐野市医師会訪問看護ステーション

佐野市植上町1677

0283-20-2011

平成19年4月1日

0490019

訪問看護ステーションあその郷

佐野市田沼町1832-１

0283-62-5111

平成27年4月1日

0490043

フォーチュン・サークル訪問看護リハビリステーション佐野

佐野市天神町774-22 メープルハイツ101

0283-86-7013

平成27年8月1日

0490084

訪問看護ステーションひばり

鹿沼市下田町１-1033

0289-64-7226

平成23年5月1日

0590016

訪問看護ステーション鹿沼

鹿沼市東町1-1-1

0289-74-7555

平成25年5月1日

0590032

ニチイケアセンター鹿沼訪問看護ステーション 鹿沼市上野町320-３ 高橋ビル１F103

0289-60-5650

平成27年9月1日

0590040

WADEWADE訪問看護ステーション鹿沼

鹿沼市府中町362-15 ラ・カーサ・フェリーチェ102

0289-60-5020

平成29年8月1日

0590057

とちぎ訪問看護ステーションいまいち

日光市今市本町25-3

0288-21-5515

平成19年4月1日

0790012

わくわく訪問看護ステーションおやま

小山市駅東通り3-9-6

0285-24-6575

平成19年4月1日

0890051

とちぎ訪問看護ステーションおやま

小山市神鳥谷2251-７

0285-39-8602

平成19年4月1日

0890044

訪問看護ステーションカトレア

小山市南飯田317-5

0285-41-5100

平成19年4月1日

0890028

訪問看護ステーションみどり

小山市乙女786-１

0285-45-8362

平成21年6月1日

0890036

フレアス訪問看護ステーション小山

小山市神鳥谷707-３

0285-24-2255

平成27年1月1日

0890093

アスアルク訪問看護リハビリステーション小山 小山市天神町２-１-35 ネオハウス101

0285-39-8803

平成27年5月1日

0890101

訪問看護ステーションデューン小山

小山市駅東通り１-35-26 オルディネールビル201号室

0285-39-8307

平成29年6月1日

0890127

芳賀赤十字訪問看護ステーション

真岡市台町2461

0285-84-8266

平成19年4月1日

0990018

訪問看護ステーションこすもす

真岡市上髙閒木2-24-4

0285-80-5512

平成19年4月1日

0990026

那須赤十字訪問看護ステーション

大田原市中田原1081-4

0287-23-8866

平成19年4月1日

5190028

とちぎ訪問看護ステーションくろばね

大田原市黒羽向町142番地

0287-54-0507

平成19年4月1日

2590022

しおや訪問看護ステーション

矢板市富田77

0287-44-2788

平成21年5月1日

5290026

西那須野マロニエ訪問看護ステーション

那須塩原市井口537-3

0287-37-6322

平成19年4月1日

5290018

ほほえみ訪問看護ステーション

那須塩原市大黒町2-5

0287-63-5690

平成25年4月1日

1290038

訪問看護ステーションつぼみ

那須塩原市佐野２-19

0287-60-3737

平成28年9月1日

1390010

なすの訪問看護ステーション

那須塩原市緑１-８-43 坂本事務所１

0287-46-5770

平成29年2月1日

1390028

訪問看護ステーション那須

那須塩原市豊浦10-706

0287-73-5048

平成29年12月1日

1390002

訪問看護ステーションデューン那須塩原

那須塩原市方京１-10-６ ファミーユ１階C号室 0287-73-8701

平成30年2月1日

訪問看護ステーションあい

那須烏山市神長422-１

0287-83-8035

平成25年7月1日

1590015

ケアーズ訪問看護リハビリステーション那須烏山 那須烏山市金井２-18-３

0287-82-7700

平成27年3月1日

1590023

訪問看護ステーションつばさ

下野市小金井3009-88

0285-32-6862

平成21年2月1日

2390076

訪問看護ステーション石橋

下野市石橋628

0285-52-2293

平成25年4月1日

1690013

WADEWADE訪問看護ステーション下野

下野市文教１-20-１ メゾン大嶋B102

0285-37-8960

平成28年7月1日

1690021

えるえす訪問看護ステーション益子

益子町益子1045-３ コーポいちごB201

0285-81-6211

平成27年8月1日

2790069

とちぎ訪問看護ステーションみぶ

壬生町落合1-18-12

0282-82-7262

平成19年4月1日

2390043

訪問看護ステーションこころ

壬生町本丸１-10-68

0282-21-7535

平成23年4月1日

2390084

訪問看護ステーションたんぽぽ

野木町友沼5119-12

0280-57-1888

平成19年4月1日

2390027

さわやか訪問看護ステーション

野木町南赤塚1145-1

0280-57-3636

平成24年12月1日

2390092

とちぎ訪問看護ステーションたかねざわ

高根沢町宝積寺2426-８ ﾊﾟｰｸﾀｳﾝ高根沢104

028-680-1701

平成19年4月1日

2690020

訪問看護ステーションりんりん

那須町寺子丙２-129

0287-74-2387

平成24年6月1日

2590055

【休止中の医療機関】
訪問看護ステーション日新

休止年月日
栃木市本町10-９

0282-25-7117

平成28年1月7日

0390144

