
医療機関名 氏名漢字 郡市医師会名 郵便番号 住所 電話番号

青木クリニック 青木　清一 水戸市医師会 3100905 茨城県水戸市石川３－４１２１－１５ 029-255-1971

秋山クリニック 秋山　三郎 水戸市医師会 3114146 茨城県水戸市中丸町６０９－１ 029-252-3233

浅川医院 浅川　昌洋 水戸市医師会 3100035 茨城県水戸市東原２－８－２５ 029-221-7873

内科石川医院 石川　至 水戸市医師会 3100034 茨城県水戸市緑町１－８－２１ 029-233-2236

井上医院 井上　幸一 水戸市医師会 3100044 茨城県水戸市西原２－１７－３２ 029-251-6581

大場内科クリニック 大場　正二 水戸市医師会 3100841 茨城県水戸市酒門町２７５－３ 029-304-0111

東日本旅客鉄道水戸鉄道健診センター 緒方　幸男 水戸市医師会 3100011 茨城県水戸市三の丸１－４－４７ 029-221-3074

小貫医院 小貫　喜久子 水戸市医師会 3114143 茨城県水戸市大塚町１８５７－３ 029-254-8400

小野クリニック 小野　久之 水戸市医師会 3100836 茨城県水戸市元吉田町２５７６－６ 029-240-0810

神代内科医院 神代　秀爾 水戸市医師会 3100853 茨城県水戸市平須町１８２０－８０ 029-241-0148

金敷内科医院 金敷　博文 水戸市医師会 3100853 茨城県水戸市平須町１－２７ 029-305-7211

兼子内科クリニック 兼子　裕一 水戸市医師会 3100041 茨城県水戸市上水戸１－７－２５ 029-222-5511

亀田内科 亀田　貞彦 水戸市医師会 3100061 茨城県水戸市北見町８－２ 029-221-2311

城南病院附属クリニック 川辺　あずさ 水戸市医師会 3100803 茨城県水戸市城南３－１５－８ 029-226-3022

坂本内科医院 坂本　浩一 水戸市医師会 3100912 茨城県水戸市見川２－１９２－３ 029-241-3939

みと南ケ丘病院 佐藤　駿吾 水戸市医師会 3100836 茨城県水戸市元吉田町１０５７－１ 029-248-0373

鈴木眼科医院 鈴木　庸一 水戸市医師会 3100803 茨城県水戸市城南２－４－１１ 029-222-4488

高安内科循環器科クリニック 高安　徹雄 水戸市医師会 3114153 茨城県水戸市河和田町４４０５－１２ 029-257-8110

田口同仁クリニック 田口　雅一 水戸市医師会 3190315 茨城県水戸市内原町９１０－１ 029-259-2555

水戸病院 土田　博光 水戸市医師会 3100055 茨城県水戸市袴塚３－２７８７－９ 029-353-7077

あいん常澄医院 出口　葉子 水戸市医師会 3111131 茨城県水戸市下大野町５３６０ 029-240-5000

坂本内科医院 富田　慎二 水戸市医師会 3100912 茨城県水戸市見川２－１９２－３ 029-241-3939

西宮医院 西宮　克明 水戸市医師会 3100036 茨城県水戸市新荘２－９－９ 029-224-5555

野寺内科医院 野寺　博志 水戸市医師会 3100905 茨城県水戸市石川４－４０３３－７ 029-251-3906

原田医院 原田　眞人 水戸市医師会 3190315 茨城県水戸市内原町８４４－１ 029-259-2045

福井内科クリニック 福井　利章 水戸市医師会 3114152 茨城県水戸市河和田２－８－１ 029-257-2010

藤原内科医院 藤原　章 水戸市医師会 3100913 茨城県水戸市見川町２１３１－１４７５ 029-244-3111

古川胃腸肛門科クリニック 古川　和男 水戸市医師会 3100836 茨城県水戸市元吉田町２２９－７ 029-247-2228

水戸うちはら内科クリニック 松永　肇 水戸市医師会 3190317 茨城県水戸市内原２－１　イオンモール水戸内原１階 029-259-1710

山口クリニック 山口　哲 水戸市医師会 3114152 茨城県水戸市河和田２－１４－５ 029-257-2311

水戸中央クリニック 横田　武彦 水戸市医師会 3100817 茨城県水戸市柳町１－１５－１ 029-226-8121

安東クリニック 安東　治彦 日立市医師会 3160023 茨城県日立市東大沼町３－１５－５ 0294-28-8686

石川内科ファミリークリニック 石川　晶久 日立市医師会 3160002 茨城県日立市桜川町３－１１－１５ 0294-33-8600

日立メディカルセンター 板垣　智昭 日立市医師会 3170073 茨城県日立市幸町１－１７－１ 0294-33-5911

南高野医院 尾川　武 日立市医師会 3191224 茨城県日立市南高野町３－１６－２ 0294-52-2660

川島クリニック 川島　秀雄 日立市医師会 3160002 茨城県日立市桜川町１－１－１ 0294-35-1266

島田外科医院 島田　直子 日立市医師会 3191221 茨城県日立市大みか町２－１３－１８ 0294-53-4888

島田外科医院 島田　裕 日立市医師会 3191221 茨城県日立市大みか町２－１３－１８ 0294-53-4888

千葉クリニック 千葉　一博 日立市医師会 3160002 茨城県日立市桜川町２－１８－１ 0294-25-6070

日鉱記念病院 長南　達也 日立市医師会 3170064 茨城県日立市神峰町２－１２－８ 0294-24-1212

ないとうクリニック 内藤　茂 日立市医師会 3170052 茨城県日立市東滑川町２－２３－３ 0294-23-5111

福島クリニック 福島　由紀夫 日立市医師会 3191303 茨城県日立市十王町友部東２－５－５ 0294-39-6800

十王医院 藤井　亜砂美 日立市医師会 3191304 茨城県日立市十王町友部１５８４－１ 0294-39-3266

日立製作所日立総合病院附属多賀クリニック 堀田　総一 日立市医師会 3160035 茨城県日立市国分町２－１－２ 0294-33-0035

永井ひたちの森病院 町田　憲司 日立市医師会 3191413 茨城県日立市小木津町９６６ 0294-44-8800

松本医院 松本　尚寛 日立市医師会 3110403 茨城県日立市東河内町６６ 0294-70-8181

やまがた内科医院 山形　文子 日立市医師会 3191411 茨城県日立市川尻町１－３５－７ 0294-44-8700

わだクリニック 和田　美弦 日立市医師会 3160014 茨城県日立市東金沢町５－６－１８ 0294-28-6015

あおき内科クリニック 青木　弘道 土浦市医師会 3000026 茨城県土浦市木田余１６４６－３ 029-825-8181

石井内科クリニック 石井　正徳 土浦市医師会 3000837 茨城県土浦市右籾２６２６－６６ 029-841-6125

あおぞらクリニック 石毛　正昭 土浦市医師会 3000871 茨城県土浦市荒川沖東２－１６－３ 029-869-8500

大塚クリニック 大塚　定徳 土浦市医師会 3000011 茨城県土浦市神立中央３－９－１ 029-832-7555

小原内科医院 小原　芳道 土浦市医師会 3000043 茨城県土浦市中央２－４－３１ 029-821-1015
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川島医院 川島　房宣 土浦市医師会 3000134 茨城県かすみがうら市深谷３６５６－１ 029-897-1237

木戸医院 木戸　訓一 土浦市医師会 3000845 茨城県土浦市乙戸南３－８－１２ 029-841-1753

後藤外科・胃腸科 後藤　澄夫 土浦市医師会 3000061 茨城県土浦市並木１－２－４３ 029-821-6895

小林医院 小林　敏郎 土浦市医師会 3000011 茨城県土浦市神立中央３－１０－１ 029-831-6688

さくら内科クリニック 寒河井　博 土浦市医師会 3000037 茨城県土浦市桜町３－１４－１８ 029-835-3233

櫻井内科医院 櫻井　岳史 土浦市医師会 3000043 茨城県土浦市中央２－１６－２１ 029-821-0356

都和病院 佐藤　悠吉 土浦市医師会 3000068 茨城県土浦市西並木町３６９０ 029-824-3434

県南病院 篠原　陽子 土浦市医師会 3000841 茨城県土浦市中１０８７ 029-841-1148

小林医院 白井　鈴子 土浦市医師会 3000011 茨城県土浦市神立中央３－１０－１ 029-831-6688

新治診療所 杉浦　敏昭 土浦市医師会 3004113 茨城県土浦市下坂田２０１３－１ 029-862-4668

鈴木胃腸科クリニック 鈴木　有二 土浦市医師会 3000875 茨城県土浦市中荒川沖町８２４－１５ 029-841-7711

塚田整形外科 塚田　智雄 土浦市医師会 3000037 茨城県土浦市桜町３－９－２０ 029-824-1111

ののやま眼科 野々山　智仁 土浦市医師会 3000026 茨城県土浦市木田余１６４４－１ 029-827-0513

久松医院 久松　順一 土浦市医師会 3000037 茨城県土浦市桜町１－１３－５ 029-821-0405

荒川沖診療所 藤岡　浩 土浦市医師会 3000873 茨城県土浦市荒川沖１０１ 029-843-0859

宮﨑クリニック 宮﨑　三弘 土浦市医師会 3004115 茨城県土浦市藤沢９６４－２ 029-830-6800

淀縄医院 淀縄　聡 土浦市医師会 3000038 茨城県土浦市大町１１－３４ 029-822-5615

淀縄医院 淀縄　武雄 土浦市医師会 3000038 茨城県土浦市大町１１－３４ 029-822-5615

わたひきクリニック 綿引　秀夫 土浦市医師会 3000037 茨城県土浦市桜町３－５－１－２ 029-827-1005

古河市福祉の森診療所 赤荻　栄一 古河市医師会 3060044 茨城県古河市新久田２７１－１ 0280-48-6521

ファミリー診療所 印出井　一男 古河市医師会 3060001 茨城県古河市静町２５－１５ 0280-31-9316

太田内科・糖尿病内科医院 太田　正 古河市医師会 3060033 茨城県古河市中央町２－２－１８ 0280-22-0107

川島眼科院 川島　陽一 古河市医師会 3060023 茨城県古河市本町１－３－４５ 0280-32-0141

腰塚医院 腰塚　史朗 古河市医師会 3060041 茨城県古河市鴻巣５９９ 0280-48-1606

長島外科 小林　賢二 古河市医師会 3060023 茨城県古河市本町１－９－１５ 0280-32-3011

しばさきクリニック 芝崎　一郎 古河市医師会 3060033 茨城県古河市中央町１－２－３０ 0280-22-1351

田中医院 田中　信一 古河市医師会 3060037 茨城県古河市錦町５－３ 0280-23-0600

田中医院 田中　幹雄 古河市医師会 3060037 茨城県古河市錦町５－３ 0280-23-0600

平嶋胃腸科外科医院 平嶋　勇 古河市医師会 3060221 茨城県古河市駒羽根１３４ 0280-92-2211

前沢内科医院 前澤　宏忠 古河市医師会 3060011 茨城県古河市東２－１３－２２ 0280-32-2386

飯泉医院 飯泉　成司 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3001236 茨城県牛久市田宮町１４０－４ 029-872-0066

いしかわクリニック 石川　貴久 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3010816 茨城県龍ケ崎市大徳町５３５３－１ 0297-62-0378

いずみ内科医院 泉　憲治 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3001221 茨城県牛久市牛久町１６５－１ 029-830-8655

うちだ医院 内田　直孝 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3010855 茨城県龍ケ崎市藤ケ丘４－５－３ 0297-64-8821

鴻巣クリニック 鴻巣　俊寿 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3010832 茨城県龍ケ崎市緑町２００ 0297-61-0151

斎藤クリニック 齋藤　隆晴 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町６０２－７ 0297-64-3527

斎藤クリニック 齋藤　政隆 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3010004 茨城県龍ケ崎市馴馬町６０２－７ 0297-64-3527

中村クリニック 下川　治 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3010000 茨城県龍ケ崎市六斗蒔８６９０－１ 0297-64-6655

園部医院 園部　昌彦 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3001222 茨城県牛久市南４－４３－３ 029-873-3671

高野クリニック 高野　信孝 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3001222 茨城県牛久市南１－３－３５ 029-874-2100

はなみずきクリニック 高山　典子 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3001234 茨城県牛久市中央１－６－２２ 029-871-1711

中野医院 中野　温 竜ヶ崎市・牛久市医師会 3001235 茨城県牛久市刈谷町３－９６ 029-873-8677

石渡眼科 石渡　東海 石岡市医師会 3150038 茨城県石岡市旭台１－１－１ 0299-27-0070

太田医院 太田　仁 石岡市医師会 3150052 茨城県かすみがうら市下稲吉１５９８－１ 0299-59-2026

岡﨑内科医院 岡﨑　明信 石岡市医師会 3150013 茨城県石岡市府中１－３－２１ 0299-22-2014

杉並クリニック 小貫　啓二 石岡市医師会 3150027 茨城県石岡市杉並２－２－１９ 0299-27-6700

柏木医院 柏木　史彦 石岡市医師会 3150001 茨城県石岡市石岡２１５８－３ 0299-22-2874

石岡診療所 加部　俊文 石岡市医師会 3150014 茨城県石岡市国府２－４－９ 0299-24-5080

ごとう内科 後藤　厚 石岡市医師会 3150001 茨城県石岡市石岡１－１４－１ 0299-36-0510

府中クリニック 小林　雅人 石岡市医師会 3150013 茨城県石岡市府中５－１１－１ 0299-22-2146

酒井医院 小松　紀恵 石岡市医師会 3000121 茨城県かすみがうら市宍倉４４６８－１ 029-897-1006

豊後荘病院 小松崎　雅彦 石岡市医師会 3150112 茨城県石岡市部原７６０－１ 0299-44-3211

大和医院 桜井　大和 石岡市医師会 3150054 茨城県かすみがうら市稲吉５－２０－１２ 029-831-7937
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石岡ひかりクリニック 薛　光明 石岡市医師会 3150031 茨城県石岡市東大橋１８９８－５ 0299-26-8055

芹澤医院 芹澤　滋幹 石岡市医師会 3150001 茨城県石岡市石岡３１６５－１７ 0299-22-2035

桧山医院 檜山　三府 石岡市医師会 3150037 茨城県石岡市東石岡４－１１－５ 0299-26-3812

旭台病院 元山　誠 石岡市医師会 3150038 茨城県石岡市旭台１－１７－２６ 0299-26-2131

やまぐち医院 山口　典久 石岡市医師会 3113434 茨城県小美玉市栗又四ケ１７４７－１０ 0299-37-1055

渡辺クリニック 渡辺　理 石岡市医師会 3150033 茨城県石岡市東光台４－１４－３０ 0299-26-7633

グリーンクリニック 渡辺　栄 石岡市医師会 3150116 茨城県石岡市柿岡１５４７－７ 0299-36-4120

大木医院 大木　紘 結城市医師会 3070007 茨城県結城市小田林２５２０－２９ 0296-33-2288

しろがねクリニック 齋藤　孝 結城市医師会 3070001 茨城県結城市結城１３４４７ 0296-32-4511

しろがねクリニック 齋藤　紀子 結城市医師会 3070001 茨城県結城市結城１３４４７ 0296-32-4511

さわやか内科・小児科 白石　郁夫 結城市医師会 3070053 茨城県結城市新福寺６－６－８ 0296-20-8655

さわやか内科・小児科 白石　由里 結城市医師会 3070053 茨城県結城市新福寺６－６－８ 0296-20-8655

結城クリニック 常松　定夫 結城市医師会 3070001 茨城県結城市結城６３３－１ 0296-32-3639

つぼいクリニック 坪井　靖 結城市医師会 3070052 茨城県結城市中央町１－１２－２ 0296-33-1020

松永内科クリニック 松永　至 結城市医師会 3070052 茨城県結城市中央町２－１０－９ 0296-33-7333

太田病院 石川　主税 常陸太田市医師会 3130061 茨城県常陸太田市中城町１７３ 0294-72-1258

くぼたクリニック 石田　良 常陸太田市医師会 3130016 茨城県常陸太田市金井町３５６６ 0294-72-7811

大山病院 大山　祥 常陸太田市医師会 3130016 茨城県常陸太田市金井町４８１０ 0294-72-6161

脳神経外科ブレインピア南太田 見城　正剛 常陸太田市医師会 3130043 茨城県常陸太田市谷河原町１１８３－１ 0294-70-1711

小林医院 小林　肇 常陸太田市医師会 3130213 茨城県常陸太田市町田町２０９３ 0294-85-0010

渡辺医院 平山　殖 常陸太田市医師会 3130054 茨城県常陸太田市西三町２１２１ 0294-72-0178

ひたち太田家庭医療診療所 宮澤　麻子 常陸太田市医師会 3130011 茨城県常陸太田市西宮町１８７６ 0294-59-3340

秋谷医院 秋谷　正彦 取手市医師会 3020038 茨城県取手市下高井２３３４ 0297-78-8703

あおぞら診療所 石井　啓一 取手市医師会 3020024 茨城県取手市新町３－１３－１１ 0297-72-6137

守谷慶友病院 今村　明 取手市医師会 3020118 茨城県守谷市立沢９８０－１ 0297-45-3311

伊奈クリニック 海山　智隆 取手市医師会 3002307 茨城県つくばみらい市板橋２２４３－１ 0297-20-7755

かんの産婦人科クリニック 菅野　俊一 取手市医師会 3001512 茨城県取手市藤代１０７６ 0297-83-0321

よしみ内科胃腸科医院 小林　禎 取手市医師会 3020110 茨城県守谷市百合ケ丘２－２６９４－４１ 0297-48-4891

小林医院 小林　英昭 取手市医師会 3020109 茨城県守谷市本町６３３ 0297-48-0076

お産の森いのちのもり産科婦人科篠﨑医院 篠﨑　英雄 取手市医師会 3020116 茨城県守谷市大柏１０６７－１ 0297-44-6203

下村医院 下村　滋 取手市医師会 3020109 茨城県守谷市本町４０３ 0297-48-0078

滝沢医院 瀧澤　義矩 取手市医師会 3001514 茨城県取手市宮和田１０４９－５ 0297-82-5462

竹内　章 取手市医師会

永瀬内科 永瀬　宗重 取手市医師会 3020108 茨城県守谷市松並１５８０ 0297-48-2000

村田内科クリニック 村田　俊也 取手市医師会 3001532 茨城県取手市谷中３４－１ 0297-83-4976

吉岡医院 吉岡　巌 取手市医師会 3020023 茨城県取手市白山１－４－１４ 0297-72-0186

あやべ内科医院 綾邉　健彦 ひたちなか市医師会 3120041 茨城県ひたちなか市西大島２－１２－１４ 029-276-2800

勝田病院 浦川　陽一 ひたちなか市医師会 3120011 茨城県ひたちなか市中根５１２５－２ 029-272-5184

大平医院 大平　征二 ひたちなか市医師会 3111228 茨城県ひたちなか市八幡町９－７ 029-263-3922

海原医院 海原　正宏 ひたちなか市医師会 3120061 茨城県ひたちなか市稲田２２１－５ 029-285-1010

亀山医院 亀山　秀人 ひたちなか市医師会 3120012 茨城県ひたちなか市馬渡３２８３－２ 029-272-3778

紀有堂クリニック 菊池　恭一 ひたちなか市医師会 3120002 茨城県ひたちなか市高野５６３ 029-285-6151

黒澤内科医院 黒澤　崇 ひたちなか市医師会 3111229 茨城県ひたちなか市湊中央１－５７８３－１ 029-264-1700

後藤医院 後藤　義一 ひたちなか市医師会 3111262 茨城県ひたちなか市道メキ１２９８６－２ 029-262-3474

沼田内科クリニック 齋藤　渉 ひたちなか市医師会 3120032 茨城県ひたちなか市津田２８２９－５ 029-276-1515

さわ西クリニック 鈴木　謙一 ひたちなか市医師会 3120062 茨城県ひたちなか市高場５－４－２０ 029-354-3700

関内科医院 関　雅彦 ひたちなか市医師会 3120023 茨城県ひたちなか市大平４－２－１３ 029-272-3675

田崎外科医院 田崎　太郎 ひたちなか市医師会 3120033 茨城県ひたちなか市市毛５２０－２ 029-272-5524

さくら水戸クリニック 鶴田　敦 ひたちなか市医師会 3120052 茨城県ひたちなか市東石川１５８１ 029-271-1100

マナ・クリニック 遠山　政彦 ひたちなか市医師会 3120011 茨城県ひたちなか市中根４８１１－１ 029-354-0707

中村眼科医院 中村　丹雄 ひたちなか市医師会 3120045 茨城県ひたちなか市勝田中央７－１９ 029-272-2925

中村医院 中村　雄一 ひたちなか市医師会 3111212 茨城県ひたちなか市殿山町１－２－８ 029-262-2326

中山整形 中山　喬司 ひたちなか市医師会 3120052 茨城県ひたちなか市東石川３－１５－１０ 029-274-9955
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藤咲整形外科医院 藤咲　裕 ひたちなか市医師会 3120003 茨城県ひたちなか市足崎１４７４－２５７ 029-275-0777

ますおか内科クリニック 増岡　健志 ひたちなか市医師会 3120053 茨城県ひたちなか市外野１－３５－１７ 029-354-0567

松島眼科医院 松島　利明 ひたちなか市医師会 3120018 茨城県ひたちなか市笹野町２－１８－１８ 029-276-5565

ハートクリニック松本 松本　龍馬 ひたちなか市医師会 3120062 茨城県ひたちなか市高場１６７３－１２ 029-270-0101

三代内科クリニック 三代　寧 ひたちなか市医師会 3120017 茨城県ひたちなか市長堀町３－８－４ 029-354-0348

やまき内科クリニック 山木　万里郎 ひたちなか市医師会 3120036 茨城県ひたちなか市津田東２－７－８ 029-354-6680

山崎クリニック 山﨑　雅文 ひたちなか市医師会 3111241 茨城県ひたちなか市赤坂１２３９１ 029-263-3621

遊座医院 遊座　文郎 ひたちなか市医師会 3111225 茨城県ひたちなか市釈迦町１－３４ 029-262-2368

筑波総合クリニック 飯田　要 つくば市医師会 3002622 茨城県つくば市要６５ 029-877-1221

飯村医院 飯村　康夫 つくば市医師会 3004231 茨城県つくば市北条４３２６－２ 029-867-0068

池野医院 池野　美恵子 つくば市医師会 3050074 茨城県つくば市高野台２－１６－８ 029-838-2700

筑波学園病院 石川　智義 つくば市医師会 3050854 茨城県つくば市上横場２５７３－１ 029-836-1355

並木内科クリニック 石原　恒星 つくば市医師会 3050044 茨城県つくば市並木４－４－２－２０３ 029-869-6969

菊池内科クリニック 菊池　博 つくば市医師会 3050861 茨城県つくば市谷田部５９１５ 029-839-5070

木村クリニック 木村　郁夫 つくば市医師会 3004204 茨城県つくば市作谷１１２５ 029-869-1211

仁愛内科医院 黄　勝世 つくば市医師会 3050034 茨城県つくば市小野崎７８５－１ 029-855-4577

小田内科クリニック 古徳　利光 つくば市医師会 3004223 茨城県つくば市小田２９５１－５ 029-867-2471

筑波総合クリニック 小林　栄喜 つくば市医師会 3002622 茨城県つくば市要６５ 029-877-1221

こまつ内科クリニック 小松　義成 つくば市医師会 3050854 茨城県つくば市上横場１１７８ 029-838-2400

渋谷クリニック 渋谷　進 つくば市医師会 3050018 茨城県つくば市金田２０２９－１ 029-863-5252

東郷医院 東郷　利人 つくば市医師会 3050067 茨城県つくば市館野６３６ 029-837-1785

中川医院 中川　晴夫 つくば市医師会 3003264 茨城県つくば市篠崎２２７２－１ 029-864-7760

林クリニック 林　正敏 つくば市医師会 3050061 茨城県つくば市稲荷前５－６ 029-859-0550

平井医院 平井　浩気 つくば市医師会 3002307 茨城県つくばみらい市板橋２２５８－２ 0297-58-3311

北條医院 北條　一夫 つくば市医師会 3003261 茨城県つくば市花畑３－２８－８ 029-864-0006

ほりかわクリニック 堀川　紀子 つくば市医師会 3003257 茨城県つくば市筑穂２－１１－１ 029-877-1002

宮川内科・胃腸科医院 宮川　健治 つくば市医師会 3050051 茨城県つくば市二の宮２－２－２６ 029-855-8777

宮本内科クリニック 宮本　正俊 つくば市医師会 3050822 茨城県つくば市苅間１ 029-855-6565

つくば在宅クリニック 渡辺　拓自 つくば市医師会 3050054 茨城県つくば市西大沼６３７－５ 029-886-6123

あいざわクリニック 會澤　治 県央医師会 3111301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町１０１５－１ 029-219-8151

宇佐神クリニック 宇佐神　正海 県央医師会 3113116 茨城県東茨城郡茨城町長岡３６５２－３０６ 029-219-0033

きむら内科クリニック 木村　朋文 県央医師会 3113115 茨城県東茨城郡茨城町前田６７５ 029-246-6464

せつクリニック 薛　康弘 県央医師会 3114303 茨城県東茨城郡城里町石塚５０３－１１ 029-288-6811

長島内科 長島　純夫 県央医師会 3113423 茨城県小美玉市小川８２３－３ 0299-58-4866

希望ヶ丘ひきクリニック 比氣　利康 県央医師会 3190116 茨城県小美玉市中台８４３－１０ 0299-36-8101

石本病院 石本　誠 笠間市医師会 3091613 茨城県笠間市石井２０４７ 0296-72-4051

石本病院 石本　祐子 笠間市医師会 3091613 茨城県笠間市石井２０４７ 0296-72-4051

菅谷医院 菅谷　るみ子 笠間市医師会 3190202 茨城県笠間市下郷４４２５－３７ 0299-45-2172

立川記念病院 立川　士郎 笠間市医師会 3091736 茨城県笠間市八雲２－１２－１４ 0296-77-7211

常陸クリニック 常井　実 笠間市医師会 3091717 茨城県笠間市旭町４７２－１ 0296-78-5911

ねもとクリニック 根本　賢 笠間市医師会 3091738 茨城県笠間市大田町２１５－１３ 0296-77-7011

本多内科・循環器科医院 本多　教章 笠間市医師会 3190207 茨城県笠間市福島３９６ 0299-37-8556

山本内科小児科医院 山本　正克 笠間市医師会 3091705 茨城県笠間市東平４－５－３４ 0296-71-2232

大串医院 大串　利弘 那珂医師会 3193111 茨城県常陸大宮市山方９２８ 0295-57-2411

大曽根内科小児科 大曽根　卓 那珂医師会 3192264 茨城県常陸大宮市栄町１３４５ 0295-52-0302

小野瀬医院 小野瀬　好良 那珂医師会 3110111 茨城県那珂市後台１８２９－５ 029-295-2221

緒川クリニック 尾張　結美 那珂医師会 3192401 茨城県常陸大宮市上小瀬１４２６－１ 0295-54-3331

河野胃腸科外科 河野　史尊 那珂医師会 3110110 茨城県那珂市竹ノ内３－１０－５ 029-295-5386

丹治医院 丹治　正男 那珂医師会 3192252 茨城県常陸大宮市東富町３０４６－１５ 0295-53-2115

木村医院 中馬　基武 那珂医師会 3192102 茨城県那珂市瓜連１１０１ 029-296-1165

西山堂慶和病院 萩谷　和子 那珂医師会 3110133 茨城県那珂市鴻巣３２４７－１ 029-295-5121

慈泉堂病院 鈴木　直文 水郡医師会 3193526 茨城県久慈郡大子町大子８５６－１ 0295-72-1550

慈泉堂病院 谷井　美佐子 水郡医師会 3193526 茨城県久慈郡大子町大子８５６－１ 0295-72-1550
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吉成医院 吉成　尚 水郡医師会 3193526 茨城県久慈郡大子町大子８１３－１ 0295-72-0555

石医院 石　久仁子 多賀医師会 3180014 茨城県高萩市東本町３－３５ 0293-23-1711

いそはらクリニック 大曽根　健 多賀医師会 3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原４－１１２－２ 0293-30-1580

おじま内科・消化器内科クリニック 小島　敏明 多賀医師会 3180014 茨城県高萩市東本町３－６７ 0293-44-6300

たばたクリニック 田端　康仁 多賀医師会 3180002 茨城県高萩市高戸３８２－１ 0293-20-5511

なかの循環器科内科クリニック 中野　純樹 多賀医師会 3191559 茨城県北茨城市中郷町上桜井２８２９ 0293-30-1002

にいさと眼科クリニック 新里　一郎 多賀医師会 3191541 茨城県北茨城市磯原町磯原２－１７７ 0293-43-1200

樋渡医院 樋渡　克俊 多賀医師会 3180032 茨城県高萩市大和町２－５９ 0293-23-2928

北茨城市民病院 藤枝　毅 多賀医師会 3191711 茨城県北茨城市関南町関本下１０５０ 0293-46-1121

十王ひがし野クリニック 本田　美穂 多賀医師会 3191301 茨城県日立市十王町伊師３４５６－７ 0294-39-3232

鹿島病院 青木　暁 鹿島医師会 3140012 茨城県鹿嶋市平井１１２９－２ 0299-82-1271

樅山診療所 圷　正紀 鹿島医師会 3111426 茨城県鉾田市樅山５７６－２７ 0291-37-0045

鹿島病院 徃西　誠 鹿島医師会 3140012 茨城県鹿嶋市平井１１２９－２ 0299-82-1271

大野診療所 神尾　浩司 鹿島医師会 3112215 茨城県鹿嶋市和８２４－１ 0299-69-4724

鹿島病院 神尾　政彦 鹿島医師会 3140012 茨城県鹿嶋市平井１１２９－２ 0299-82-1271

鹿嶋ハートクリニック 黄　恬瑩 鹿島医師会 3140146 茨城県神栖市平泉１－１６８ 0299-77-8888

鹿島神宮前病院 小林　隆之 鹿島医師会 3140031 茨城県鹿嶋市宮中１９９５－２４ 0299-82-7911

鹿嶋ハートクリニック 佐藤　寿俊 鹿島医師会 3140146 茨城県神栖市平泉１－１６８ 0299-77-8888

島医院 島　正則 鹿島医師会 3140031 茨城県鹿嶋市宮中５２０４－１ 0299-83-4011

鉾田病院 新村　光司 鹿島医師会 3111504 茨城県鉾田市安房１６５０－２ 0291-32-3313

ハタミクリニック 髙橋　優 鹿島医師会 3111517 茨城県鉾田市鉾田１３４７－１ 0291-33-3158

ハタミクリニック 髙橋　玲子 鹿島医師会 3111517 茨城県鉾田市鉾田１３４７－１ 0291-33-3158

とみかみクリニック 富上　義憲 鹿島医師会 3140031 茨城県鹿嶋市宮中２９７－３ 0299-84-1192

かみす中央メディカルクリニック 長島　英一 鹿島医師会 3140115 茨城県神栖市知手３０６１－１０１ 0299-77-7277

舟木クリニック 西田　清一 鹿島医師会 3111501 茨城県鉾田市舟木１７９－３ 0291-36-5288

にへいなかよしクリニック 二瓶　雅代 鹿島医師会 3140146 茨城県神栖市平泉１－７４ 0299-77-8181

にへいなかよしクリニック 二瓶　実 鹿島医師会 3140146 茨城県神栖市平泉１－７４ 0299-77-8181

まつおかクリニック 松岡　孝紀 鹿島医師会 3140038 茨城県鹿嶋市城山４－３－３７ 0299-82-1500

我妻医院 我妻　和夫 鹿島医師会 3140033 茨城県鹿嶋市鉢形台３－３－１ 0299-84-5277

曽内科クリニック 曽　振強 水郷医師会 3113512 茨城県行方市玉造甲５１０－３ 0299-36-2611

常南医院 松﨑　弘明 水郷医師会 3112421 茨城県潮来市辻３８６ 0299-63-1101

市川ファミリークリニック 市川　卓生 稲敷医師会 3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷１－２－１ 029-843-3301

おおさわ眼科 大澤　扇子 稲敷医師会 3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷１－２－３ 029-843-7272

あみ小林クリニック 小林　和裕 稲敷医師会 3000333 茨城県稲敷郡阿見町若栗１７６５－１ 029-888-2200

なるしま内科医院 成島　勝彦 稲敷医師会 3001159 茨城県稲敷郡阿見町本郷１－２２－１ 029-869-4820

宮本病院 松井　良樹 稲敷医師会 3000605 茨城県稲敷市幸田１２４７ 0299-79-2114

宮本病院 宮本　二郎 稲敷医師会 3000605 茨城県稲敷市幸田１２４７ 0299-79-2114

阿部田医院 阿部田　聡 真壁医師会 3004422 茨城県桜川市真壁町亀熊１２３－１ 0296-55-0305

明野中央医院 伊藤　賢一郎 真壁医師会 3004517 茨城県筑西市海老ケ島９２６ 0296-52-0026

大圃病院 伊東　良則 真壁医師会 3080104 茨城県筑西市木戸３５２ 0296-37-3101

遠藤産婦人科医院 岩崎　賢一 真壁医師会 3080005 茨城県筑西市中舘１３０－１ 0296-20-1000

遠藤産婦人科医院 遠藤　勝英 真壁医師会 3080005 茨城県筑西市中舘１３０－１ 0296-20-1000

大圃クリニック 大圃　弘 真壁医師会 3080031 茨城県筑西市丙１５３－４ 0296-21-0123

落合医院 落合　聖二 真壁医師会 3091101 茨城県筑西市小栗５６１６－１ 0296-57-3011

かくらいクリニック 加倉井　章 真壁医師会 3004541 茨城県筑西市松原２２８ 0296-52-6711

河上医院 河上　隆太郎 真壁医師会 3080111 茨城県筑西市舟生１０５９－３ 0296-37-2460

下館胃腸科医院 久野　亜希子 真壁医師会 3080841 茨城県筑西市二木成１５１９ 0296-24-8864

下館胃腸科医院 久野　宗寛 真壁医師会 3080841 茨城県筑西市二木成１５１９ 0296-24-8864

上の原病院 小松嵜　薫 真壁医師会 3091226 茨城県桜川市上野原地新田１５９－２ 0296-75-3128

あけの元気館前クリニック 齋藤　浩幸 真壁医師会 3004541 茨城県筑西市松原１５６４－５ 0296-52-6333

横瀬医院 齊藤　正博 真壁医師会 3004517 茨城県筑西市海老ケ島９６２－２ 0296-52-0027

新井内科医院 西福　幸二 真壁医師会 3080021 茨城県筑西市甲１４６ 0296-22-2618

坂入医院 坂入　久詞 真壁医師会 3040031 茨城県下妻市高道祖４６１１－１２ 0296-43-6391
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三岳荘小松崎病院 清水　康仁 真壁医師会 3080005 茨城県筑西市中館６９－１ 0296-24-2331

砂沼湖畔クリニック 鈴木　裕麿 真壁医師会 3040028 茨城県下妻市下木戸５４２ 0296-43-8181

せいかん荘クリニック 袖山　昌子 真壁医師会 3091211 茨城県桜川市岩瀬１５４０ 0296-76-1818

袖山医院本院 袖山　巳恵子 真壁医師会 3091213 茨城県桜川市西桜川１－４３ 0296-75-2019

中山医院 中山　公彦 真壁医師会 3040014 茨城県下妻市中郷１８５ 0296-43-2512

石塚医院 石塚　源造 きぬ医師会 3060631 茨城県坂東市岩井４５００－１３ 0297-35-1161

高橋医院 許斐　奈美 きぬ医師会 3060631 茨城県坂東市岩井４５９５ 0297-35-1026

高橋医院 許斐　康司 きぬ医師会 3060631 茨城県坂東市岩井４５９５ 0297-35-1026

桜橋クリニック 鈴木　旦麿 きぬ医師会 3030003 茨城県常総市水海道橋本町３２９６－１１ 0297-23-0271

吉原内科 吉原　正義 きぬ医師会 3060631 茨城県坂東市岩井３３２４ 0297-35-0008

きぬ医師会病院 渡邊　秀樹 きぬ医師会 3030016 茨城県常総市新井木町１３－３ 0297-23-1771

茨城西南医療センター病院 飯塚　正 猿島郡医師会 3060433 茨城県猿島郡境町２１９０ 0280-87-8111

小島医院 小嶋　敏彦 猿島郡医師会 3060417 茨城県猿島郡境町若林４２１ 0280-87-8711

中村医院 中村　修 猿島郡医師会 3060417 茨城県猿島郡境町若林２２５６ 0280-86-5201

村田医院 村田　靖 猿島郡医師会 3060433 茨城県猿島郡境町４５２－１ 0280-87-0066

潮来保健所 石田　久美子 県庁医師会 3112422 茨城県潮来市大洲１４４６－１ 0299-66-2114

湊　孝治 県庁医師会


