
   

 

 

2022 年 9 月現在 

発達障害の診断・診療を行っている医療機関 

  この資料は、いばらき医療機関情報ネットに登録されている医療機関のう

ち、精神科、神経科、心療内科、小児科等を標ぼうしている医療機関に対し

てアンケート調査を行い、回答について公表することを了承いただいた医療

機関の情報を掲載したものです。 

  したがって、県内で発達障害の診断・診療を行っている全ての医療機関を

掲載したものではなく、この資料に載っていない医療機関でも発達障害の診

断・診療を行っている場合がございますのでご了承ください。 

  回答について、該当がない場合は空欄または「‐」、非公表の場合は

「**」と表記しています。 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ 
TEL:029-301-3368 



   

発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○  

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

株式会社日立製作所日立総合病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

317-0077 日立市城南町二丁目 1 番 1 号 TEL: 0294-23-8333 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST ○  

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当   

障害者年金 ○  

ASD ○ 典型例のみ 

ADHD ○ 典型例のみ 

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

大原神経科病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：18 歳から 

原則 18 歳以上の診察 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

319-1221 日立市大みか町１－１３－１８ TEL: 0294-52-4352 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○  

立花クリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：特になし 

 

予約の要否：否 再診の場合は

予約あり 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：可 

（対応可能な言語：英語） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

317-0073 日立市幸町 1-7-7 ニュークリニックス日立 2F TEL: 0294-23-0605 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○ 知的発達症のみ 

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

高萩それいゆ病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：16 歳以上、特

に上限なし 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：否 

 

初診予約状況など： 

状況によりますが、初診予約は

１～２か月待ち、検査は診察後

１～３か月待ちです。 

 

その他留意事項：‐ 

318-0004 高萩市上手綱赤塚 268 TEL: 0293-24-0700 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○ 
成人期のみ。ケースにより一部の薬

剤のみ 

入院 ○ 成人期のみ対応可能 

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法 ○ 入院中の方のみ実施 

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○ ケースによって対応可能 

PSW による相談 ○  

その他  なし 

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○ ケースによって対応可能 

精神障害者保健福祉手帳 ○ ケースによって対応可能 

特別児童扶養手当   

障害者年金 ○ ケースによって対応可能 

ASD ○ 
成人期のみ。専門的な診断は対応不

可 

ADHD ○ 
成人期のみ。専門的な診断は対応不

可 

LD   

知的発達症（知的障害） ○ 
知能検査は行っておらず知能指数の

測定不可 

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人誠之会 廣橋病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：20 歳から 

 

予約の要否：初診時のみ予約必要 

紹介状の要否：前医がいる場合は

必要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定は

ない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 ケースによ

って対応可能 

医師以外の対応：可 PSW 対応 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

319-1722 北茨城市関本町福田 1871 TEL: 0293-46-0630 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST ○  

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○ 他院等での心理検査結果があれば可 

ADHD ○ 他院等での心理検査結果があれば可 

LD ○ 他院等での心理検査結果があれば可 

知的発達症（知的障害） ○ 他院等での心理検査結果があれば可 

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

袋田病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：10 歳から 

小学校高学年以上。但し要検査

結果 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 前医がいる

場合は要 

心理検査を過去に受けていた場

合は、検査結果もお持ちくださ

い。 

 

日本語を話せない方の対応：** 

** 

（対応可能な言語：**） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 電話による診察は実施

している。 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：可 精神保健

福祉士による相談は可 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項： 

当院では心理検査を実施してい

ないことから、他機関にて心理

検査を受けていただき、その結

果をお持ちいただくことで確定

診断をさせていただいておりま

す。 

319-3521 久慈郡大子町北田気 76 TEL: 0295-72-2371 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科、小児神経科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬   

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア ○ 
併設している通所支援事業所にて実

施している 

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○  

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

愛正会記念茨城福祉医療センター 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：‐ 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 原則不可

であるが、本人の状況をみて可

とする場合がある 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など： 

初診予約…４～６か月待ち、検

査…診察後１．５～２か月待ち 

 

その他留意事項：‐ 

310-0836 水戸市元吉田町 1872-1 TEL: 029-353-7171 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：自閉スペクトラム症、注意欠如多動症、限局

性学習症、吃音症、言語発達障害、構音障害、場面緘黙症 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST ○  

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○  

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金   

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○  

医療法人社団 北水会 北水会記念病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

3 歳から 12 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：否 前医がいる

場合は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

310-0035 水戸市東原 3-2-1 TEL: 029-303-3003 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科（診療・相談） 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD ○ 可能性のみ 確定診断は実施せず 

ADHD ○ 可能性のみ 確定診断は実施せず 

LD ○ 可能性のみ 確定診断は実施せず 

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○ 可能性のみ 確定診断は実施せず 

その他   

診断はしていない ○ 可能性のみ 確定診断は実施せず 

水戸済生会総合病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

6 歳から 15 歳まで 

 

予約の要否：要 可能であれば 

紹介状の要否：要 可能であれば 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：‐ 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：相談は対応可能 

311-4198 水戸市双葉台 3-3-10 TEL: 029-254-5151 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科・心療内科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○ ケースによる 

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○ 

ASD のみの診断は原則として受け付け

ておらず、それに起因する二次障害

への対応のみ 

ADHD ○ 

ADHD のみの診断は原則として受け付

けておらず、それに起因する二次障

害への対応のみ 

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人碧水会 汐ヶ崎病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳から 

 

予約の要否：要 初診予約制 

紹介状の要否：要 前医がいる

場合は要 

予約の電話は平日（9:00～

11:30、13:00～16:30）のみ受付 

 

日本語を話せない方の対応：** 

** 

（対応可能な言語：**） 

 

オンライン診療：** ** 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：**  ** 

 

セカンドオピニオン：** ** 

 

その他留意事項：‐ 

311-1115 水戸市大串町７１５番地 TEL: 029-269-2226 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児神経精神発達科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○ 

当院での入院対応は身体的な問題に

ついて行っており、精神的な問題に

ついては、精神科専門病院に依頼し

ている 

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

茨城県立こども病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：可 

（対応可能な言語：英語） 

 

オンライン診療：既に実施して

いる 新型コロナウイルス流行

期に限り、電話診療（再診の

み）を実施している 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など： 

初診の予約は３ヶ月待ち 

 

その他留意事項：‐ 

311-4145 水戸市双葉台３－３－１ TEL: 029-254-1151 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：心療内科、精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当   

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○ 可能性のみ。確定診断は実施せず。 

その他   

診断はしていない   

菊池整形外科医院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：13 歳から 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 家族相談

は全額自費 

医師以外の対応：可 再診の方

のみ 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など： 

6 週間先までは診察予約は満席

（空きがない状態）。6 週間以

降については、キャンセルがあ

った場合などに受診できる可能

性がある。 

 

その他留意事項：‐ 

310-0912 水戸市見川 4 丁目 457－1 TEL: 029-244-5500 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ** ** 

投薬 ○  

入院   

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア ** ** 

SST   

養育者向けプログラム ** ** 

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ** ** 

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
** ** 

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

柵町診療所 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：‐ 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がある場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：** ** 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 PSW によ

る医療相談等 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

310-0802 水戸市柵町 1-5-20 TEL: 029-233-1600 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア ○  

SST   

養育者向けプログラム ○ 現在新規受入は困難 

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

酒門診療所 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：3 歳から 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

初診時、母子手帳と通知表、で

きれば学校の先生からの情報提

供書を持参下さい 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない  

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 PSW によ

る医療相談等 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

310-0841 水戸市酒門町 1577-10 TEL: 029-240-1060 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST ○ 
入院のみ（発達障害のSSTはデイケア

で行っている） 

養育者向けプログラム ○ 外来で家族向け 心理教育教室 

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○ 特殊療法は行っていない 

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

茨城県立こころの医療センター 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：6 歳から 

 

予約の要否：要 予約状況等に

より、予約が難しい場合あり 

紹介状の要否：要 前医がいる

場合は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 就学

前は不可 

 

初診予約状況など： 

初診は予約状況により最短１ヶ

月待ち。 

月初の診察日から翌月の予約の

電話受付を開始します。翌月の

予約が全て埋まり次第、翌月の

予約受付を終了します。翌々月

の予約は、翌月の最初の診療日

から電話受付を開始します。 

心理検査は予約状況次第ではあ

るが、1～２ヶ月待ち。 

 

その他留意事項：‐ 

309-1717 笠間市旭町 654 TEL: 0296-77-1151 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬   

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○ 吃音のリハビリを実施している 

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音 ○  

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人社団青燈会小豆畑病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：2 歳から 

現在 2 歳から大人まで診療して

いる 

 

予約の要否：要 当院 HP を参照

して下さい 

紹介状の要否：否 

 

日本語を話せない方の対応：可 

（対応可能な言語：英語） 

 

オンライン診療：‐ 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

 

311-0105 那珂市菅谷 605 TEL: 029-295-2611 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児神経精神発達科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○ 認知発達検査が中心。 

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○ 
臨床心理士は非常勤であるため、必

要に応じて行っている。 

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○  

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○ 通院中の患者様のみ。 

精神障害者保健福祉手帳 ○ 通院中の患者様のみ。 

特別児童扶養手当 ○ 通院中の患者様のみ。 

障害者年金 ○ 通院中の患者様のみ。 

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

(株)日立製作所ひたちなか総合病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：** ** 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 自費

診療。 

 

その他留意事項：‐ 

312-0057 ひたちなか市石川町 20-1 TEL: 029-354-5111 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人社団有朋会 栗田病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳から（高

校生以上） 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 前医がいる

場合は要 

幼少期の状況がわかる方の同席

や母子手帳・通知表の持参をお

願いすることがございます。 

 

日本語を話せない方の対応：可

※要相談 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など：6 週後 

 

その他留意事項：‐ 

311-0117 那珂市豊喰 505 TEL: 029-298-0175 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当   

障害者年金 ○  

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○  

公益財団法人報恩会 石崎病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 前医がいる

場合のみ 

 

日本語を話せない方の対応：否 

通訳付きそい時は可 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：** ** 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項： 

発達障害に対する特段の対応は

しておりませんが、発達障害と

診断された方の受け入れは行っ

ています。 

311-3122 東茨城郡茨城町上石崎 4698 TEL: 029-293-7155 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○ WISC 検査不可 

心理検査報告書の作成   

個別心理面接 ○ 医師外来診療の枠内で実施 

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金   

ASD ○ WISC 検査不可 

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

国立病院機構茨城東病院 胸部疾患・療育医療センター 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 前医がいる

場合は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など： 

外来予約につきましては、随時

予約可能です。予約の際に紹介

状がありますとスムーズに検査

対応できます。 

 

その他留意事項： 

臨床心理士の配置を進めたい 

319-1113 那珂郡東海村照沼 825 TEL: 029-282-1151 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
 Dr.指示による 

PSW による相談 ○ Dr.指示による 

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当   

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

公益財団法人 鹿島病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：18 歳から 

 

予約の要否：要 予約から受診

迄時間を要する場合がございま

す 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

314-0012 鹿嶋市平井 1129-2 TEL: 0299-82-1271 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：アレルギー 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○ 
コンサータ・ビバンセは処方できま

せん 

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○ 臨床診断です 

知的発達症（知的障害） ** ** 

トゥレット症候群などの

チック障害 
** ** 

吃音 ** ** 

発達性協調運動障害 ** ** 

その他   

診断はしていない   

かとう小児科クリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：3 歳から 

未就学児の場合は経過観察期間

を要します 

 

予約の要否：要 特に初回は時

間がかかるので、時間が取れる

枠に予約を取ってもらいます。 

紹介状の要否：要 なくても構

いません 

学校や園での生活の様子・トラ

ブルなど指導者に情報提供いた

だければ幸いです 

 

日本語を話せない方の対応：可 

（対応可能な言語：英語） 

 

オンライン診療：既に実施して

いる 症例を限定しています 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：** ** 

 

その他留意事項：‐ 

314-0030 鹿嶋市厨 4-2-5 TEL: 0299-77-9911 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD ** ** 

ADHD ** ** 

LD ** ** 

知的発達症（知的障害） ** ** 

トゥレット症候群などの

チック障害 
** ** 

吃音 ** ** 

発達性協調運動障害 ** ** 

その他   

診断はしていない   

鬼沢ファミリークリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：既に実施して

いる 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：** ** 

 

初診予約状況など： 

初診予約は 1 か月待ちとなって

おります。 

 

その他留意事項：‐ 

311-1517 鉾田市鉾田 2119-1 TEL: 0291-33-2555 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○ 構音機能訓練のみ 

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○ 

発達障がいの病名ではしていない

が、重症心身障害児に対して連携し

ている。 

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○ 当院で診断し、定期フォローしてい

るケースのみ。すでに他院で発行歴

があり、それを継続する場合も対応

可能。 

精神障害者保健福祉手帳 ○ 

特別児童扶養手当 ○ 

障害者年金 ○ 

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

総合病院 土浦協同病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳まで 

中学３年生まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 発達障害に

限らず、当院は救急以外は原則

紹介状が必要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

通訳者同席なら可能。通訳者が

同席できない場合、事前に連絡

がほしい。 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない コロナ対策の再診のみ

電話診療を行っている。 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 原則して

いない。公認心理師の心理相談

が家族のみになった場合は自費

（保険外）診療で対応してい

る。 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

300-0028 土浦市おおつ野四丁目１－１ TEL: 029-830-3711 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

土浦厚生病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

16 歳から 90 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 ひきこも

りケースに保険外診療として対

応 

医師以外の対応：可  受診予定

の場合のみ 

 

セカンドオピニオン：可 診療

情報提供書持参の上、保険外診

療として対応 

 

その他留意事項：‐ 

 

300-0064 土浦市東若松町 3969 TEL: 029-821-2200 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：ASD と ADHD、チック、知的障害 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
 要請があれば可能 

PSW による相談   

その他  
神経発達症の薬物治療、合併症とし

てのてんかん診療、脳波検査を実施 

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○ 他機関の心理検査があれば可能 

ADHD ○  

LD ○ 他機関の心理検査があれば可能 

知的発達症（知的障害） ○ 他機関の知能検査が必要 

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○ 他機関で脳画像診断が必要 

その他   

診断はしていない   

つちうら東口クリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

他院で診断があれば全年齢可能 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 紹介状があ

ったほうが良いがなくても診療

可能 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：既に実施して

いる 2022 年 9 月から再診のみ

受け付けている。 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

初診予約状況など： 

初診は随時受付可 検査は行っ

ていない 

他の医療機関に検査依頼を出し

ながら、全くの初診からフォロ

ーすることは可能です。 

 

その他留意事項： 

茨城県立こども病院神経精神発

達科非常勤のため、診療は可能

だが、当院に心理スタッフが居

ないため、心理検査・診断は他

院にお願いしている。 

300-0035 土浦市有明町 2-31 関鉄土浦ビル４階 TEL: 029-825-7880 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金   

ASD ○ 
必要に応じて他院での検査をお願い

することがあります。 

ADHD ○ 
必要に応じて他院での検査をお願い

することがあります。 

LD   

知的発達症（知的障害） ○ 
他院での検査をお願いすることがあ

ります。 

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○ 
当院では療育・リハビリは行ってお

りません。 

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

医療法人悠有会 鈴木クリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳まで 

原則中学生まで 

 

予約の要否：要 初診は電話で

予約していただいてます。 

紹介状の要否：否 前医などが

いる場合は出来るだけ欲しいで

す。 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 毎回では

なくとも何度か通院はしていた

だきたい。 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など： 

初診は、状況によるが１週間前

後の待ち 

 

その他留意事項： 

状況により変動することがあり

ますので定期的にご確認いただ

ければとおもいます。 

300-0875 土浦市中荒川沖町 5-17 TEL: 029-841-7711 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○ 
神経専門医の処方があり、状態の安

定している場合のみ。 

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○  

おおつ野こどもクリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

 

予約の要否：否 

紹介状の要否：否 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項： 

300-0028 土浦市おおつ野 8-2-18 TEL: 029-828-2580 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

小児科塚原医院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：2 歳から 

 

予約の要否：要 電話でご予約

ください。 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項： 

非専門医による対応になりま

す。 

300-0027 土浦市桜町 3-2-7 TEL: 026-821-0404 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人新生会 豊後荘病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：16 歳から 

原則として中学生以下の初診は

受け付けていない 

 

予約の要否：否 原則予約不要

だが、対応出来る医師が限られ

るため事前の問い合わせが望ま

しい 

紹介状の要否：要 かかりつけ

医がいる場合は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 保険外診

療となります 

医師以外の対応：可  PSW が対

応します 

 

セカンドオピニオン：可 保険

外診療となります 

 

初診予約状況など： 

初診でも原則予約不要だが、対

応出来る医師が限られるため事

前の問い合わせが望ましい 

 

その他留意事項：‐ 

315-0112 石岡市部原７６０－１ TEL: 0299-44-3211 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ** ** 

入院  主治医に相談 

成人デイケア ○ 対象:当院通院中の方のみ 

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

池田病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：16 歳から 

原則高校生以上 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

300-0875 龍ヶ崎市貝原塚町 3690-2 TEL: 0297-64-1152 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院 ○ 摂食障害の食事管理のみ可 

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法 ○ 制限あり 

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○ 

重症または投薬希望ない限り原則無

投薬 

吃音 ○ ST は制限あり 

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

JAとりで総合医療センター 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

1 歳から 15 歳まで 

初診は中学生まで 

 

予約の要否：専門外来は要 

紹介状の要否：要 

初診は必ずしも専門医が対応で

きるわけではない。 

 

日本語を話せない方の対応：** 

** 

（対応可能な言語：**） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

302-0022 取手市本郷２－１－１ TEL: 0297-74-5551 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金   

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

筑波大学附属病院（小児科） 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

1 歳から 15 歳まで 

原則中学生までだが、16 歳以降

も継続して診ている例あり 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：** 

** 

（対応可能な言語：**） 

 

オンライン診療：** ** 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 再診の方

のみ 

医師以外の対応：可  再診の方

のみ 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

305-8576 つくば市天久保 2 丁目 1 番地 1 TEL: 029-853-3900 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神神経科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ** ** 

個別心理面接 ** ** 

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア ** ** 

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
** ** 

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ** ** 

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
** ** 

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

筑波大学附属病院（精神神経科） 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

**歳から **歳まで 

** 

 

予約の要否：要 低年齢の方は

児童思春期外来の新患枠で対応

いたします。 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：** 

** 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：** ** 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

305-8576 つくば市天久保 2 丁目 1 番地 1 TEL: 029-853-3900 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児神経科 

特に専門とする発達障害：ADHD ASD チック トウレット症候群 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD  心理検査対応不可 

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○ 訓練は不可 

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

医療法人社団つくば健仁会とよさと病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

3 歳から 15 歳まで 

中学生までに初診した患者さん

は引き続き診療する事も有る 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 電話相談

にて確認 

 

セカンドオピニオン：否 

 

初診予約状況など：TEL にて確

認 

 

その他留意事項：‐ 

300-2615 つくば市田倉 4725 TEL: 029-847-2631 

35



   

発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
** ** 

心理検査報告書の作成 ** ** 

個別心理面接 ** ** 

投薬 ○  

入院 ** ** 

成人デイケア ** ** 

幼児・児童デイケア ** ** 

SST ** ** 

養育者向けプログラム ** ** 

療育・言語療法 ** ** 

療育・作業療法 ** ** 

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
** ** 

PSW による相談 ** ** 

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ** ** 

精神障害者保健福祉手帳 ** ** 

特別児童扶養手当 ** ** 

障害者年金 ** ** 

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

筑波学園病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

1 歳から 15 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は必要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

通訳がいれば可 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：** ** 

 

その他留意事項：‐ 

305-0854 つくば市上横場 2573-1 TEL: 029-836-1355 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：** 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア ○ リワーク、認知症予防に特化 

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ** ** 

ADHD ** ** 

LD ** ** 

知的発達症（知的障害） ** ** 

トゥレット症候群などの

チック障害 
** ** 

吃音 ** ** 

発達性協調運動障害 ** ** 

その他   

診断はしていない   

ストレスケアつくばクリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：18 歳から 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 前医がいる

場合は必要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 保険外診

療として対応 

医師以外の対応：可  PSW によ

る相談対応 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など： 

当院では、当日キャンセルを防

ぐため、初診のご予約を２週間

先までとしております。発達障

害の初診ご予約については、診

られる医師が限られ、予約が取

りにくくなっておりますので、

都度空き状況をご確認願いま

す。検査は、診察後おおよそ２

週間以内で実施が可能となりま

すが、結果は医師の診察時に回

答させていただくので、診断に

至るまでには２～４週間程度み

ていただけたらと思います。 

 

その他留意事項：‐ 

305-0032 つくば市竹園 1-4-1 南 3 パークビル 1F TEL: 029-863-2888 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
** ** 

心理検査報告書の作成 ** ** 

個別心理面接 ** ** 

投薬 ○  

入院 ** ** 

成人デイケア ** ** 

幼児・児童デイケア ** ** 

SST ** ** 

養育者向けプログラム ** ** 

療育・言語療法 ** ** 

療育・作業療法 ** ** 

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
** ** 

PSW による相談 ** ** 

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

紫峰の森クリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：18 歳から 

原則 18 歳以上だが 16 歳以上な

ら可 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

300-2655 つくば市島名 472-1 TEL: 029-848-2348 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 精神科 

特に専門とする発達障害：ASD+ADHD 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○ WISC WAIS ストロー 

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST ○ R5.8 月から 

養育者向けプログラム ○ ペアトレ 

療育・言語療法   

療育・作業療法 ○ 音楽療法を実施 

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○ WADEWADE さんと連携 

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○ 通院患者に限る 

ASD ○  

ADHD ○ 成人も治療可能 

LD ○ 訓練は不可 

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他  
ODD CD 不安障害 うつ 被虐待児

症候群 

診断はしていない   

筑波こどものこころクリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

1 歳から 76 歳まで 

成人も可能 

 

予約の要否：要 予約金あり 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：可 

ポルトガル語やスペイン語は通

訳必要 

（対応可能な言語：英語・仏

語） 

 

オンライン診療：‐ 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 １単

位４０分間 

 

その他留意事項：‐ 

305-0821 つくば市春日 3-1-1 つくばクリニックセンタービル 4F TEL: 029-893-3556 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○ 要予約 

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST ○  

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人精光会 みやざきホスピタル 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳から 

原則高校生以上 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない  

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可  

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

301-0902 稲敷市上根本 3474 TEL: 0297-87-3321 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ** ** 

精神障害者保健福祉手帳 ** ** 

特別児童扶養手当 ** ** 

障害者年金 ** ** 

ASD ○  

ADHD ○  

LD ** ** 

知的発達症（知的障害） ** IQ、DQ は検査できません 

トゥレット症候群などの

チック障害 
** ** 

吃音 ** ** 

発達性協調運動障害 ** ** 

その他   

診断はしていない   

みらい平こどもクリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

小学校低学年までの受診が望ま

しい 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：否 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：** ** 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：** ** 

 

その他留意事項：‐ 

300-2359 つくばみらい市紫峰が丘 1-17-5 TEL: 0297-47-2255 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○ 
専門機関と併診。投薬可能な薬剤に

制限あり。 

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○  

医療法人裕友会はたかわ医院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：‐ 

 

予約の要否：否 

紹介状の要否：否 

当院では診断はできないので、

専門機関にご紹介することにな

ります。 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

300-0413 稲敷郡美浦村大谷 1637-1 TEL: 029-885-2358 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬   

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○ 耳鼻咽喉科 

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○ 

専門の外来はありませんが送り先も

無いので、フォローのみしていま

す。自傷他害があるとメンタルヘル

ス科が併診して頂けます。 

東京医科大学茨城医療センター 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：‐ 

 

予約の要否：否 専門的な診療

はしていません。 

紹介状の要否：否 しっかりと

した診療は出来ません。 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない  

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

300-0395 稲敷郡阿見町中央 3-20-1 TEL: 029-887-1161 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬 ○  

入院 ○  

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○  

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
 指示書の記載は可能 

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○ 
障害者年金診断書発行目的の初診は

受けていません 

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

茨城県立医療大学 付属病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：15 歳まで 

中学生 3 年生まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：可 

担当医・時間帯により可否は変

わります 

（対応可能な言語：英語のみ） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

300-0331 稲敷郡阿見町阿見 4733 TEL: 029-888-9200 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

こが小児科クリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

1 歳から 15 歳まで 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：否 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

306-0125 古河市仁連 1057-4 TEL: 0280-77-1100 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○ 
口頭で説明し、紙面でのお渡しは行

っていない 

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

小柳クリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：6 歳から 

 

予約の要否：初診時のみ要 

紹介状の要否：前医がある場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

通訳出来る方の同行があれば可 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 家族相談

は保険外診療になります 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

306-0012 古河市東本町 4-2-2 TEL: 0280-32-3326 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当   

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人共助会 猿島厚生病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：原則 18 歳以上 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 PSW（要予

約） 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

306-0233 古河市西牛谷 737 TEL: 0280-98-2231 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬   

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人仁愛会 水海道厚生病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：‐ 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：** ** 

 

その他留意事項：‐ 

303-0043 常総市内守谷町 3770-7 TEL: 0297-27-0721 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○ 言語のみ 

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金   

ASD ○  

ADHD ○  

LD  
IQ 測定し可能性のあることは言えま

すが、精査は困難 

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

社会医療法人恒貴会 協和中央病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

2 歳から 15 歳まで 

原則中学生までだが、１６歳以

降も継続して診ている。 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 実際には、

市、保育園、学校から指摘さ

れ、情報がなく直接受診する場

合がほとんどです。 

 

日本語を話せない方の対応：可 

通訳して下さる方（家族・友人

等）についてきてもらっていま

す。 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：診断が決まっ

てからであり、毎月受診してい

る方に限定。 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：可 

 

セカンドオピニオン：否 

 

初診予約状況など： 

初診予約は、ほぼ１か月以内に

可能です。 

知能検査等は、現時点では診察

後 3 か月以上お待ちいただいて

います。 

 

その他留意事項：‐ 

309-1195 筑西市門井 1676 番地 1 TEL: 0296-57-6131 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
** ** 

心理検査報告書の作成 ** ** 

個別心理面接 ** ** 

投薬 ** ** 

入院 ** ** 

成人デイケア ** ** 

幼児・児童デイケア ** ** 

SST ** ** 

養育者向けプログラム ** ** 

療育・言語療法 ** ** 

療育・作業療法 ** ** 

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
** ** 

PSW による相談 ** ** 

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳 ** ** 

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ** ** 

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他  ** 

診断はしていない   

茨城県西部メディカルセンター 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢： 

**歳から **歳まで 

** 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：** ** 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

308-0813 筑西市大塚 555 TEL: 0296-24-9111 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 児童思春期精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接 ○  

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD   

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人威恵会 三岳荘小松崎病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：3 歳から 

成人も受け入れ可能。 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：前医がいる場合

は要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 自費診療

で対応 

医師以外の対応：可  PSW によ

る相談は可能 

 

セカンドオピニオン：可 

 

その他留意事項：‐ 

 

308-0005 筑西市中舘 2265 TEL: 0296-24-2331 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：精神科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア ○  

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談 ○  

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当   

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない   

医療法人社団平仁会 下館病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：‐ 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：可  PSW（予

約要） 

 

セカンドオピニオン：否 

 

その他留意事項：‐ 

308-0843 筑西市野殿１１３１番地 TEL: 0296-22-7558 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：小児科 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○  

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
○  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ○  

精神障害者保健福祉手帳 ○  

特別児童扶養手当 ○  

障害者年金 ○  

ASD ○  

ADHD ○  

LD ○  

知的発達症（知的障害） ○  

トゥレット症候群などの

チック障害 
○  

吃音 ○  

発達性協調運動障害 ○  

その他   

診断はしていない   

筑西いけだクリニック 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：18 歳まで 

原則高校生までだが、以降も継

続して診ている例あり 

 

予約の要否：要 

紹介状の要否：否 前医がいる

場合は紹介状を持ってきてほし

い 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：可 ケースに

よって対応可 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：可 

 

初診予約状況など： 

初診予約…現在は予約待ちはあ

りません 

検査…診察後 1～2 か月待ち 

 

その他留意事項：‐ 

309-1116 筑西市横塚 933-1 TEL: 0296-57-2555 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
  

心理検査報告書の作成   

個別心理面接   

投薬 ○  

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法   

療育・作業療法   

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院)   

精神障害者保健福祉手帳   

特別児童扶養手当   

障害者年金   

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○  

さくらがわ地域医療センター 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：‐ 

 

予約の要否：否 初診の予約制

は導入なし 

紹介状の要否：要 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療： 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

初診予約状況など： 

他院で発達障害を診断後、コン

サータ等のお薬の処方は対応可

能。処方希望の方は、紹介状を

ご持参のうえ、ご来院下さい。

患者様に受入人数の制限は特に

ありません。初診患者様に対し

て、予約等は行っておりません

ので、直接ご来院頂いて大丈夫

です。 

 

その他留意事項：‐ 

309-1246 桜川市高森１０００番地 TEL: 0296-54-5100 
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発達障害の診療に関する状況調査 

2022 年 9 月 

茨城県福祉部障害福祉課 精神保健グループ TEL:029-301-3368 

診断の可否  
 

 

診断を行う診療科：‐ 

特に専門とする発達障害：‐ 

行っている診療
 
心理検査を含めたアセス

メント 
○  

心理検査報告書の作成 ○  

個別心理面接   

投薬   

入院   

成人デイケア   

幼児・児童デイケア   

SST   

養育者向けプログラム   

療育・言語療法 ○  

療育・作業療法 ○  

訪問看護又は訪問看護事

業所との連携 
  

PSW による相談   

その他   

診療等は行っていない   

各種診断書の発行
 
自立支援医療(精神通院) ** ** 

精神障害者保健福祉手帳 ** ** 

特別児童扶養手当 ** ** 

障害者年金 ** ** 

 

ASD   

ADHD   

LD   

知的発達症（知的障害）   

トゥレット症候群などの

チック障害 
  

吃音   

発達性協調運動障害   

その他   

診断はしていない ○  

茨城西南医療センター病院 

発達障害について受診する

際の注意事項など 

初診可能な年齢：6 歳まで 

原則として就学前まで 

 

予約の要否：否 

紹介状の要否：否 あった方が

望ましい 

 

日本語を話せない方の対応：否 

（対応可能な言語：‐） 

 

オンライン診療：実施する予定

はない 

 

家族のみ来院した場合 

医師による対応：否 

医師以外の対応：否 

 

セカンドオピニオン：否 

 

初診予約状況など： 

基本的に就学前のリハビリ以外

はお受けできません。予約制で

はないので、午前の一般外来を

受診してください。リハビリ導

入は診察後１か月待ち、心理発

達検査は診察後１～２か月待ち

です。 

 

その他留意事項：‐ 

306-0433 猿島郡境町 2190 番地 TEL: 0280-87-8111 
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