
R2.2.18現在

住　所 所　　属 電　話　番　号 氏　名
石崎病院附属緑町クリニック 029-224-8518 田中　芳郎

石島整形外科医院 029-221-4821 細谷　真人
いばらき健康管理センター 029-243-6220 江橋　正浩

大場内科クリニック 029-304-0111 大場　正二
佐々木クリニック 029-252-0551 佐々木　明

汐ヶ崎病院 029-269-2226 高沢　 彰
志村病院 029-221-2181 伊藤　道子

総合病院水戸協同病院 029-231-2371 塩谷　彩子
田口同仁クリニック 029-259-2555 田口　雅一

丹野病院 029-226-6555 丹野　英
内科石川医院 029-233-2236 石川　至
内科江幡医院 029-221-3292 江幡　敦子

小原　克之
立川　伸雄

大原神経科病院 0294-52-4852 伊藤　太郎
岡田　正樹

萩野谷　真人
日立さくらクリニック 0294-43-2000 工藤　純夫

永井　絵林
永井　直規
永井　玲恩

わだクリニック 0294-28-6015 和田　美弦
荒川沖診療所 029-843-0859 藤岡　浩

遠坂　直希
山本　詞子

県南病院 029-841-1148 成島　毅
サンルーナ小寺内科クリニック 029-869-8882 小寺　実

総合病院土浦協同病院 029-830-3711 吉田　悠
高野医院 029-841-0154 髙野　淑美

土浦厚生病院 029-821-2200 塚原　靖二
つちうら在宅診療所 029-828-8615 大塚佐知子

山手医院 029-835-3388 三輪谷博史
ゆみこ内科クリニック 029-821-1180 齋藤由美子

古河赤十字病院 0280-23-7111 山田　 武
古河市古河福祉の森診療所 0280-48-6521 赤荻　栄一

靏見脳神経外科 0280-23-1211 靏見　祐子
山中医院 0280-32-0288 山中　祐子

友愛記念病院 0280-97-3000 上野　直子
桜井病院 0299-42-3922 桜井　礼二
芹澤医院 0299-22-2035 芹澤　滋幹

阿保　彰寿
遠藤　剛
森　博昭

さわやか内科・小児科 0296-20-8655 白石　郁夫
金子　宇一
金子　伸司
手塚　修一
山口　恵子

水戸赤十字病院 029-221-5177

日立梅ヶ丘病院 0294-34-2103

永井ひたちの森病院 0294-44-8800

霞ヶ浦医療センター 029-822-5050

豊後荘病院 0299-44-3211

城西病院 0296-33-2111

結城病院 0296-33-4161

古河市

石岡市

結城市
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日立市
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池田　八郎
横山　奈穂子

龍ケ崎済生会病院 0297-63-7111 古庄　健太郎
下妻市 坂入医院 0296-43-6391 坂入　久詞
常総市 水海道厚生病院 0297-27-0721 松坂　尚

大森医院 0294-82-3335 大森　英俊
小林医院 0294-85-0010 小林　肇

高萩市 松岡クリニック 0293-22-1000 石井　完治
北茨城市 北茨城市民病院 0293-46-1121 植草　義史

あやか内科クリニック 0296-71-3022 白土　綾佳
石本病院 0296-72-4051 石本　祐子

茨城県立中央病院 0296-77-1121 鯨岡　裕司
笠間市立病院 0296-77-0034 石塚　恒夫
立川記念病院 0296-77-7211 立川　士郎

あおぞら診療所 0297-72-6137 石井　啓一
有田内科整形リハビリクリニック 0297-70-3331 有田　元英

秋谷医院 0297-78-8703 秋谷　正彦
高安クリニック 0297-72-0052 高安　聡

さとう内科・脳神経外科クリニック 0297-21-1710 佐藤　弘茂
総合守谷第一病院 0297-45-5111 野村　誠

ひがしクリニック慶友 0297-48-6001 石井　慶太
牛久市 いずみ内科医院 029-830-8655 泉　　憲治

さくら内科・呼吸器内科クリニック 029-869-8091 石川　昌英
紫峰の森クリニック 029-848-2348 田中　康雄

筑波学園病院 029-836-1355 清水　梨華
筑波記念病院 029-864-1212 吉井與志彦

筑波大学附属病院 029-853-3220 松村　明
筑波大学医学医療系災害精神支援学 029-853-3057 高橋　 晶

筑波大学医学医療系精神医学 029-853-3900 根本　清貴
筑波中央病院 029-867-1211 大崎　彩

筑波病院 029-855-0777 小野内　健司
とよさと病院 029-847-2631 萩原　直木

成島クリニック 029-839-2170 成島　淨
柴原医院 029-865-0511 柴原　健
飯田医院 029-866-0025 飯田章太郎

みなのクリニック内科呼吸器科 029-850-4159 陶山　時彦
勝田病院 029-272-5184 生天目　信之

尚仁会クリニック 029-271-3409 及川　舜
儘田　直美
保坂　愛
往西　誠

佐藤　奈美
早川医院 0299-83-2525 早川　隆之

松倉中央クリニック 0299-90-9222 松倉　則夫
大曽根内科小児科 0295-52-0302 大曽根　卓

大里　晃弘
鈴木　邦彦

常陸大宮済生会病院 0295-52-5151 楠　浩
栗田　裕文
疋田　雅之

志村大宮病院 0295-53-2170

栗田病院 029-298-0175

0297-64-1152

ひたちなか総合病院 029-354-5111

鹿島病院 0299-82-1271
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大圃病院 0296-37-3101 伊東　良則
落合医院 0296-57-3011 落合　聖二
河上医院 0296-37-2460 河上　隆太郎

協和中央病院 0296-57-6131 黒川　德一
小松崎病院 0296-24-2331 小松崎　聡

三岳荘小松崎病院 0296-24-2331 袖山　明日香
下館病院 0296-22-7558 新井　礼子

下館胃腸科医院 0296-24-8864 久野　宗寛
筑西診療所 0296-28-2261 佐々木　將人
宮田医院 0296-22-2440 宮田　信之

久永　明人
田中　勝也
星野　惠則
宮﨑　優

井口　俊大
白鳥　志津香
須磨﨑加壽子

桜川市 内科宮本医院 0296-55-0101 宮本　昭彦
五郎台ファミリークリニック 0299-92-6661 門脇　利明

永木外科胃腸科医院 0479-48-0211 永木　弘和
北浦診療所 0291-35-2500 村井　三哉
釼持外科 0299-72-0805 釼持　誠

たいようクリニック 0291-32-8062 中野　博司
たきもとクリニック 0291-39-5550 滝本　浩俊

樅山診療所 0291-37-0045 圷　正紀
緑クリニック医院 0297-58-5222 陶　緒平

みらい平クリニック 0297-38-4013 小松崎八寿子
メドアグリクリニック 0297-38-8578 森本　隆史

小川南病院 0299-58-1131 諸岡　信裕
つくば病院 0299-26-1271 佐賀　健二

岩切　雅彦
畑中　公孝

大洗町 さくらみちクリニック 029-266-3001 髙橋　卓夫
城里町 城里町国民健康保険七会診療所 0296-88-2012 上井　雅哉

梅津　泰洋
島内　正起

村立東海病院 029-282-2188 薄井　尊信
東海クリニック 029-283-1711 榎本　峰生

鈴木　直文
谷井　美佐子

吉成医院 0295-72-0555 吉成　尚
東京医科大学茨城医療センター 029-887-1161 内田　由寛

脳と心のクリニック 029-819-4047 山村　一仁
湯原病院 029-887-0310 湯原　武

浅川　弘之
亀﨑　髙夫

利根町 利根町国保診療所 0297-68-2231 中澤　義明

茨城東病院 029-282-1151

慈泉堂病院 0295-72-1550

茨城西南医療センター病院 0280-87-8111

みやざきホスピタル 0297-87-3321

宮本病院 0299-79-2114

石崎病院 029-293-7155

ホスピタル坂東 0297-44-2000
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