






































Ｎｏ． 医療機関名 開設者名 住所 主たる診療科
地域医療支援病院開

設者との経営上の関係

1
医療法人医新会
石塚医院

院長　石塚　源造 茨城県坂東市岩井4500-13 内科 無

2 清水丘診療所 院長　井原　達哉 茨城県坂東市逆井4112 内科、小児科 無

3
医療法人江東会
存身堂医院

院長　間中　誠 茨城県坂東市岩井3293 整形外科 無

4 岩本医院 院長　岩本　淳子 茨城県坂東市沓掛850 内科 無

5 石川眼科クリニック 院長　石川　宏志 茨城県坂東市岩井5078 眼科 無

6 緑野クリニック 院長　竹田　篤 茨城県坂東市沓掛西村2526-1 内科、小児科 無

7 秋葉産婦人科病院 院長　秋葉　和敬 茨城県古河市東本町2-9-2 産婦人科 無

8 梅田内科クリニック 院長　梅田　進 茨城県古河市旭町1-13-5 内科 無

9 遠藤医院 院長　本部　広輝 茨城県古河市本町2-14-1 内科、小児科 無

10
医療法人左山会
太田内科・糖尿病内科医院

院長　太田　正 茨城県古河市中央町2-2-18 内科、小児科 無

11 川島眼科院 院長　川島　陽一 茨城県古河市本町1-3-45 眼科 無

12 古河福祉の森診療所 所長　赤荻　栄一 茨城県古河市新久田271-1 内科 無

13 小林医院 院長　小林　泰彦 茨城県古河市本町3-1-33 内科 無

14 斉藤皮膚科医院 院長　斉藤　明 茨城県古河市横山町3-4-1 皮膚科 無

15
医療法人貞仁会
酒井医院

院長　酒井　健太郎 茨城県古河市諸川430 内科、小児科 無

16 こだま皮膚科 院長　小玉　裕子 茨城県古河市緑町54-33 皮膚科 無

17 佐賀小児科医院 院長　佐賀　岳 茨城県古河市長谷町1-11 内科、小児科 無

18 佐賀整形外科医院 院長　佐賀　烈 茨城県古河市長谷町20-7 整形外科 無

19 田中医院 院長　田中　信一 茨城県古河市錦町5-3 内科 無

20 腰塚医院 院長　腰塚　史朗 茨城県古河市鴻巣599-5 内科 無

21 塚原耳鼻咽喉科医院 院長　塚原　圭子 茨城県古河市本町1-2-37 耳鼻咽喉科 無

22
医療法人恵光会
つる眼科クリニック

院長　水流　恵子 茨城県古河市緑町44-6 眼科 無

23
医療法人賢友会
長島外科

院長　小林　賢二 茨城県古河市本町1-9-15 内科 無

24 なかむら眼科 院長　中村　悦子 茨城県古河市諸川1367-1 眼科 無

25
医療法人
西村外科

院長　西村　泰彦 茨城県古河市本町2-5-10 無

26 はやし整形外科クリニック 院長　林　宗泰
茨城県古河市東本町4-2-2
小柳メディカルビル3Ｆ

整形外科 無

27 東斎藤眼科 院長　斎藤　恒秋 茨城県古河市東3-3-16 眼科 無

28 平嶋胃腸科外科医院 院長　平嶋　勇 茨城県古河市駒羽根134 内科 無

29 ファミリー診療所 院長　印出井　一男 茨城県古河市静町25-15 内科 無

30
医療法人寿恵会
船橋レディスクリニック

院長　船橋　宏幸 茨城県古河市諸川657-3 内科、小児科 無

31 松永外科医院 院長　松永　弘之 茨城県古河市東本町3-15-36 内科 無

32 諸川中央医院 院長　酒井　慎介 茨城県古河市諸川811 小児科 無

33 山口医院 院長　加藤　国美 茨城県古河市中田新田147 内科 無

34 山中医院 院長　山中　啓子 茨城県古河市東1-7-11 内科、小児科 無

35 しばさきクリニック 院長　芝崎　一郎 茨城県古河市中央町1-2-30 内科 無

36 梅田医院 院長　梅田　潤一郎 茨城県古河市久能1018-4 内科 無

37 猿島厚生病院 院長　渡辺　敏也 茨城県古河市西牛谷737 精神科・神経内科 無

38 前沢内科医院 院長　前沢　宏忠 茨城県古河市東2-13-22 内科 無

39 あいおう歯科クリニック 院長　森越　直樹
茨城県古河市旭町1-2-17
ｲｵﾝ古河店1Ｆ

歯科 無

40
医療法人恵樹会
いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック

院長　板橋　直樹 茨城県古河市東牛谷815-1 内科 無

41 荻野歯科医院 院長　荻野　哲夫 茨城県古河市中央町2-3-49 歯科 無

42
医療法人共助会
小倉歯科医院

院長　小倉　直子 茨城県古河市中央町1-5-3 歯科 無

43 小野寺歯科医院 院長　小野寺　宣夫 茨城県古河市東1-6-26 歯科 無

44
医療法人社団冥加会
かわまた眼科医院

院長　川俣　直美 茨城県古河市上辺見2063-8 眼科 無

45 かわまた歯科医院 院長　川俣　光司 茨城県古河市駒羽根870-5 歯科 無

46 斉藤歯科医院 院長　斉藤　祐一郎 茨城県古河市東1-5-12 歯科 無

47 中根歯科医院 院長　中根　董之 茨城県古河市東4-19-12 歯科 無

48
医療法人浩悦会
はまだクリニック

院長　濱田　浩 茨城県古河市坂間185-11 内科 無

49 林歯科医院 院長　林　伯信 茨城県古河市関戸729-14 歯科 無

50
医療法人あさひ会
ファミリー歯科医院

院長　八木原　淳史 茨城県古河市尾崎5372-3 歯科 無

51 藤澤歯科医院 院長　藤澤　強 茨城県古河市東本町3-13-7 歯科 無

52 みわ整形外科 院長　三輪　清志 茨城県古河市上辺見363-1 整形外科 無

53 めぐみ歯科クリニック 院長　中山　通子 茨城県古河市本町3-21-15 歯科 無

54
医療法人社団隆周会
安藤整形外科

院長　安藤　隆 茨城県古河市駒羽根324 整形外科 無

55 伊地知歯科医院 院長　伊地知　明 茨城県古河市中田1286-9 歯科 無

56 小倉歯科東クリニック 院長　小倉　一宏 茨城県古河市東牛谷522-1 歯科 無

(別紙２)

登録医療機関の名簿
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57 かとう耳鼻咽喉科クリニック 院長　加藤　修 茨城県古河市下大野2917-1 耳鼻咽喉科 無

58
医療法人社団尽徳会
県西在宅クリニック

院長　岩本　将人 茨城県古河市関戸1630-8 内科 無

59 さいとう歯科医院 院長　斉藤　英雄 茨城県古河市東山田4035-10 歯科 無

60
医療法人社団彩虹会
酒井歯科医院

院長　酒井　貫充 茨城県古河市中田711 歯科 無

61
医療法人悠生会
おかざき眼科皮膚科

院長　岡﨑　光彦 茨城県古河市本町4-11-6 眼科 無

62 岡田クリニック 院長　岡田　創 茨城県古河市下大野2854 内科、小児科 無

63 おぐらメンタルクリニック 院長　飯塚　達 茨城県古河市中央町1-5-1 無

64 古河市尾崎国民健康保険診療所 施設長　鈴木　義章 茨城県古河市尾崎5610-5 内科 無

65
医療法人愛仁会
利根川橋クリニック

院長　大川　浩 茨城県古河市中田1690 内科 無

66 古河赤十字病院 院長　篠田　宗次 茨城県古河市下山町1150
内科、循環器科、消化器科、糖尿病科、外科、整形外科、
脳神経外科、泌尿器科、眼科、皮膚科、耳鼻咽喉科

無

67 関口歯科医院 院長　仙波　満江 茨城県古河市東本町1-10-4 歯科 無

68
医療法人亮美会
緒方歯科医院

院長　緒方　順治 茨城県古河市松並1-22-10 歯科 無

69  木村耳鼻咽喉科医院 院長　木村　通彦 茨城県古河市横山町1-10-33 耳鼻咽喉科 無

70
医療法人茨城愛心会
古河病院

院長　福江　眞隆 茨城県古河市鴻巣1555 外科 無

71
医療法人社団青樹会
三和整形外科内科

院長　新井　勇治 茨城県古河市諸川1184-1 整形外科 無

72
医療法人慈政会
小柳病院

院長　大垣　悠子 茨城県古河市稲宮1001 精神科 無

73 三省堂耳鼻咽喉科医院 院長　牧山　縁 茨城県古河市中央町1-8-35 耳鼻咽喉科 無

74
医療法人
針谷歯科医院

院長　針谷　善幸 茨城県古河市東3-5-5 歯科 無

75
医療法人
総和山根皮膚科クリニック

院長　山根　康弘 茨城県古河市下大野2905-1 皮膚科 無

76 さくら歯科医院 院長　森　仁 茨城県古河市下大野2828-7 歯科 無

77 旭歯科医院 院長　川崎　寿雅 茨城県古河市旭町1-9-28 歯科 無

78 石井内科クリニック 院長　石井　義和 茨城県古河市大堤120-1 内科 無

79 小柳クリニック 院長　小柳　賢時 茨城県古河市東本町4-2-2 内科 無

80
医療法人
大垣耳鼻咽喉科

院長　大垣 治幸 茨城県古河市雷電町10-21 耳鼻咽喉科 無

81
医療法人
塚原医院

理事長　塚原　俊明 茨城県古河市尾崎3810-3 内科、小児科 無

82
医療法人仁寿会
総和中央病院

院長　岩下　清志 茨城県古河市駒羽根825-1 内科、小児科、外科、整形外科、消化器科、糖尿病科、心療内科 無

83 靍見脳神経外科 院長　靍見　有史 茨城県古河市上片田813 内科 無

84
医療法人孝寿会
みわの郷クリニック

院長　浅野　孝 茨城県古河市大和田1802-1 内科 無

85
医療法人佳和会
芝田クリニック

院長　芝田　佳三 茨城県猿島郡五霞町山王368 内科、小児科 無

86 馬場医院 院長　馬場　良 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7264 内科、小児科 無

87 ぬまじり医院 院長　沼尻　浩二 茨城県猿島郡境町長井戸247 内科 無

88 村田医院 院長　村田　靖 茨城県猿島郡境町452-1 内科 無

89 中村医院 院長　中村　修 茨城県猿島郡境町若林2256 内科、小児科 無

90 池田医院 院長　佐川　義昌 茨城県猿島郡境町2174-100 内科、小児科 無

91
医療法人社団順孝会
境町・あだち眼科

院長　大山　晃弘 茨城県猿島郡境町38-3-2Ｆ 眼科 無

92
医療法人社団総秋会
優心会クリニック

院長　秋谷　典裕 茨城県猿島郡境町193 内科 無

93 境クリニック 院長　中島　勝廣 茨城県猿島郡境町長井戸287-1 内科 無

94 サカイ歯科医院 院長　小野　道範 茨城県猿島郡境町4-4 歯科 無

95 小島医院 院長　小嶋　敏彦 茨城県猿島郡境町若林421 内科 無

96 橋本歯科医院 院長　橋本　正一 茨城県古河市横山町1-8-37 歯科 無

97 小林歯科医院 院長　小林　不律 茨城県古河市長谷町1-14 歯科 無

98 佐藤デンタルクリニック 院長　佐藤　利三郎 茨城県古河市本町2-5-40 歯科 無

99 三愛歯科医院 院長　小柳　隆二 茨城県古河市東本町1-7-20　MKビル2階 歯科 無

100 長浜久能歯科医院 院長　長浜　満男 茨城県古河市久能506-2 歯科 無

101 山中歯科クリニック 院長　山中　正彦 茨城県猿島郡五霞町原宿台4-30-7 歯科 無

102
医療法人智修会
桜井歯科医院

院長　坂井　敏修 茨城県古河市中央町1-2-24 歯科 無

103 東歯科医院 院長　東　昌明 茨城県坂東市逆井4112 歯科 無

104 なかい歯科クリニック 院長　中井　巳智代 茨城県猿島郡境町上小橋564-5 歯科 無

105 遠藤歯科医院 院長　遠藤　良平 茨城県猿島郡境町2115 歯科 無

106 安喰歯科医院 院長　安喰　昭浩 茨城県古河市上大野2288-14 歯科 無

107 矢島歯科医院 院長　矢島　晃司 茨城県古河市原町9-56 歯科 無

108 第3さくらい医院・皮ふ科 院長　仲田　龍一 茨城県古河市旭町1-2-17　イオン古河店1階 皮膚科 無

109 長澤歯科医院 院長　長澤　篤 茨城県古河市中央町3-3-5 歯科 無

110 茨城西南医療センター病院 院長　亀﨑 髙夫 茨城県猿島郡境町2190
内科、小児科、外科、脳神経外科、心臓血管外科、整形外科、皮膚科、
泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、形成外科、緩和ケア、放射線治療、

無

111 木村歯科医院 院長　木村　達哉 茨城県坂東市岩井5015-5 歯科 無

112 吹上歯科医院 院長　真中　信之 茨城県坂東市上出島484-3 歯科 無
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113 髙尾歯科医院 院長　丸島　佳世子 茨城県古河市谷貝885-3 歯科 無

114 大塚歯科医院 院長　大塚　誠 茨城県古河市東3-15-8 歯科 無

115 三井歯科医院 院長　三井　雅彰 茨城県古河市大山696-1 歯科 無

116 アイルファミリー歯科 院長　馬場　安彦 茨城県古河市大堤682ベイシア古河総和店1F 歯科 無

117 きよいデンタルクリニック 院長　関　清伊 茨城県猿島郡境町猿山145-5 歯科 無

118 杉田歯科医院 院長　三浦　雅美 茨城県猿島郡境町181-5 歯科 無

119 鈴木歯科医院 院長　鈴木　学 茨城県古河市諸川2522-31 歯科 無

120 佐藤くみ歯科クリニック 院長　佐藤　公美 茨城県古河市上辺見2502 歯科 無

121 境デンタルクリニック 院長　笠水上　佐由美 茨城県猿島郡境町長井戸287-1 歯科 無

122 鈴木歯科医院 院長　鈴木　正一 茨城県古河市女沼313-6 歯科 無

123 ネーブル歯科クリニック 院長　岩田　一成 茨城県古河市女沼714-5 歯科 無

124 にし歯科医院 院長　西　晃伸 茨城県古河市久能1398-3 歯科 無

125 グリーン歯科 院長　岡　和隆 茨城県古河市仁連1932-4 歯科 無

126 加藤歯科医院 院長　加藤　潔 茨城県古河市上辺見2224 歯科 無

127 あかおぎ整形外科クリニック 院長　赤荻　博 茨城県猿島郡境町上小橋79-7 整形外科 無

128 古河おかもと腎クリニック 理事長　岡本　憲一 茨城県古河市駒羽根837-1 腎臓内科、血液透析 無

(注)　当該医療機関と同一の２次医療圏に所在する医療機関のみ記入すること。


