
小林医院 300-0011 茨城県土浦市神立中央3-10-1 029-831-6688 ○

神立病院 300-0011 茨城県土浦市神立中央5-11-2 029-831-9711 ○

大塚クリニック 300-0011 茨城県土浦市神立中央3-9-1 029-832-7555 ○

萩原クリニック 300-0011 茨城県土浦市神立中央5-24-25 029-832-2111 ○

日立製作所土浦診療健診センタ 300-0012 茨城県土浦市神立東2-27-8 029-831-5830 ○

あおき内科クリニック 300-0026 茨城県土浦市木田余1646-3 029-825-8181 ○

おおつ野こどもクリニック 300-0028 茨城県土浦市おおつ野8-2-18 029-828-2580 ○

サンルーナ小寺内科クリニック 300-0028 茨城県土浦市おおつ野2-1-1 029-869-8882 ○

総合病院土浦協同病院 300-0028 茨城県土浦市おおつ野4-1-1 029-830-3711 ○

野上病院 300-0031 茨城県土浦市東崎町6-8 029-822-0145 ○

つちうら東口クリニック 300-0035
茨城県土浦市有明町2-31 関鉄土
浦ﾋﾞﾙ4階

029-825-7880 ○

きし整形外科・内科 300-0036
茨城県土浦市大和町9-2ｳﾗﾗ2ﾋﾞﾙ
303

029-825-5200 ○

ウララ胃腸科外科 300-0036
茨城県土浦市大和町9-2ｳﾗﾗ2ﾋﾞﾙ
203

029-825-4477 ○

つちうら糖尿病内科クリニック 300-0036
茨城県土浦市大和町9-2 ｳﾗﾗ2ﾋﾞﾙ
201

029-886-8880 ○

塚田整形外科 300-0037 茨城県土浦市桜町3-9-20 029-824-1111 ○

わたひきクリニック 300-0037 茨城県土浦市桜町3-5-1-2 029-827-1005 ○

さくら内科クリニック 300-0037 茨城県土浦市桜町3-14-18 029-835-3233 ○

淀縄医院 300-0038 茨城県土浦市大町11-34 029-822-5615 ○

高安クリニック 300-0041 茨城県土浦市立田町1-22 029-822-8201 ○

土浦中央クリニック 300-0042 茨城県土浦市城北町6-18 029-835-0200 ○

常陽医院 300-0042 茨城県土浦市城北町14-4 029-822-6594 ○

桜井内科医院 300-0043 茨城県土浦市中央2-16-21 029-821-0356 ○

小原内科医院 300-0043 茨城県土浦市中央2-4-31 029-821-1015 ○

鶴町医院 300-0043 茨城県土浦市中央1-1-11 029-821-2368 ○

友常クリニック 300-0043 茨城県土浦市中央2-14-9 029-824-2718 ○
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中央大祢整形形成外科 300-0043 茨城県土浦市中央2-9-2 029-821-0220 ○

田谷医院 300-0047 茨城県土浦市生田町3-27 029-823-2636 ○

ゆみこ内科クリニック 300-0048 茨城県土浦市田中3-4-41 029-821-1180 ○

後藤外科・胃腸科 300-0061 茨城県土浦市並木1-2-43 029-821-6895 ○

土浦ベリルクリニック 300-0062 茨城県土浦市都和4-4022-2 029-835-3002 ○

都和病院 300-0068 茨城県土浦市西並木町3690 029-824-3434 ○

矢原診療所 300-0121 茨城県かすみがうら市宍倉6167-1 029-831-8576 ○

川島医院 300-0134 茨城県かすみがうら市深谷3656-1 029-897-1237 ○

脳と心のクリニック 300-0312
茨城県稲敷郡阿見町南平台1-32-
1

029-819-4047 ○

南平台メディカルクリニック 300-0312
茨城県稲敷郡阿見町南平台1-
2213-2

029-888-0888 ○

あみ小林クリニック 300-0333 茨城県稲敷郡阿見町若栗1765-1 029-888-2200 ○

阿見第一クリニック 300-0337 茨城県稲敷郡阿見町中郷2-30-6 029-887-3511 ○

美浦中央病院 300-0412 茨城県稲敷郡美浦村宮地596 029-885-3551 ○

みほクリニック 300-0415 茨城県稲敷郡美浦村美駒2500-2 029-885-1813 ○

坂本医院 300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲2688 029-892-2627 ○

江戸崎ひかりクリニック 300-0504 茨城県稲敷市江戸崎甲3557-1 029-834-5777 ○

佐倉クリニック 300-0508 茨城県稲敷市佐倉3251-7 029-892-7011 ○

宮本病院 300-0605 茨城県稲敷市幸田1247 0299-79-2114 ○

江戸崎病院 300-0621 茨城県稲敷市阿波1299 029-894-2611 ○

ゆはらクリニック 300-0638 茨城県稲敷市古渡39-1 029-894-2002 ○

しほう医院 300-0805 茨城県土浦市宍塚1945-1 029-823-9511 ○

菊地内科医院 300-0812 茨城県土浦市下高津1-19-37 029-821-3770 ○

額賀医院 300-0813 茨城県土浦市富士崎1-7-25 029-821-5748 ○

山手医院 300-0814 茨城県土浦市国分町7-6 029-835-3388 ○

中高津クリニック 300-0815 茨城県土浦市中高津3-1-4 029-824-1212 ○
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外科・内科天の橋立 300-0818 茨城県土浦市天川2-3-28 029-835-0333 ○

叶多内科医院 300-0832 茨城県土浦市桜ｹ丘町28-41 029-826-1566 ○

大石内科クリニック 300-0835 茨城県土浦市大岩田2472 029-835-0014 ○

烏山診療所 300-0836 茨城県土浦市烏山2-530-386 029-843-0331 ○

県南病院 300-0841 茨城県土浦市中1087 029-841-1148 ○

山中内科クリニック 300-0843 茨城県土浦市中村南5-30-39 029-843-0870 ○

永井医院 300-0844 茨城県土浦市乙戸921-3 029-842-3826 ○

松本内科医院 300-0850 茨城県土浦市中村東3-1-20 029-843-1211 ○

東郷クリニック 300-0871 茨城県土浦市荒川沖東3-19-30 029-843-7770 ○

荒川沖診療所 300-0873 茨城県土浦市荒川沖101 029-843-0859 ○

高野医院 300-0874 茨城県土浦市荒川沖西2-12-2 029-841-0154 ○

鈴木クリニック 300-0875 茨城県土浦市中荒川沖町5-17 029-841-7711 ○

印南クリニック 300-1152
茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷
1329-1

029-834-2222 ○

なるしま内科医院 300-1159 茨城県稲敷郡阿見町本郷1-22-1 029-869-4820 ○

ひたち野ファミリークリニック 300-1206 茨城県牛久市ひたち野西2-27-2 029-871-8080 ○

まつなみクリニック 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東4-7-1 029-873-5111 ○

そが内視鏡・消化器クリニック 300-1207 茨城県牛久市ひたち野東2-24-11 029-897-3160 ○

鳥越クリニック 300-1214 茨城県牛久市女化町223-5 029-874-3511 ○

太田医院 300-1217 茨城県牛久市さくら台1-18-2 029-874-2281 ○

さくら台土肥クリニック 300-1217 茨城県牛久市さくら台1-1-1 029-878-3131 ○

あだち内科クリニック 300-1217 茨城県牛久市さくら台3-61-15 029-893-2777 ○

いずみ内科医院 300-1221 茨城県牛久市牛久町165-1 029-830-8655 ○

高野耳鼻咽喉科クリニック 300-1222 茨城県牛久市南2-22-7 029-870-5311 ○

セントラル総合クリニック 300-1232 茨城県牛久市上柏田4-58-1 029-875-3511 ○

井上内科クリニック 300-1233 茨城県牛久市栄町5-45-1 029-830-7555 ○
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なかの循環器クリニック 300-1234 茨城県牛久市中央1-21-3 029-846-2000 ○

ことより医院 300-1234 茨城県牛久市中央5-12-17 029-870-5480 ○

飯泉医院 300-1236 茨城県牛久市田宮町140-4 029-872-0066 ○

ユーカリ医院 300-1243 茨城県つくば市大井1622 029-874-1531 ○

つくば双愛病院 300-1245 茨城県つくば市高崎1008 029-873-2511 ○

筑波胃腸病院 300-1252 茨城県つくば市高見原1-2-39 029-874-3321 ○

つくばハートクリニック 300-1252 茨城県つくば市高見原1-7-81 029-893-5190 ○

自由ケ丘医院 300-1266 茨城県つくば市自由ｹ丘165-19 029-876-0888 ○

牛久愛和総合病院 300-1296 茨城県牛久市猪子町896 029-873-3111 ○

角崎クリニック 300-1415 茨城県稲敷市中山4377-23 0297-87-6030 ○

すずきクリニック 300-1416 茨城県稲敷市角崎1655-1 0297-87-5253 ○

村橋整形外科皮膚科医院 300-1512 茨城県取手市藤代733-2 0297-83-6606 ○

飯泉内科クリニック 300-1512 茨城県取手市藤代1121-2 0297-83-8818 ○

有田内科整形リハビリクリニック 300-1537 茨城県取手市毛有363-2 0297-70-3331 ○

宗仁会病院 300-1546 茨城県取手市岡1493 0297-85-8341 ○

もえぎ野台よつば診療所 300-1606
茨城県北相馬郡利根町もえぎ野台
1-1-8

0297-85-5581 ○

協和ガーデンクリニック 300-1633 茨城県北相馬郡利根町下井327-3 0297-68-8017 ○

緑クリニック医院 300-2337
茨城県つくばみらい市谷井田
2215-4

0297-58-5222 ○

谷井田医院 300-2337 茨城県つくばみらい市谷井田1071 0297-57-0500 ○

つくばみらいファミリークリニック 300-2417
茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘
1-8-1

0297-21-8025 ○

大塚クリニック 300-2505 茨城県常総市中妻町2620 0297-20-2400 ○

のぞみが丘診療所 300-2521 茨城県常総市大生郷町3142 0297-24-0662 ○

柴原医院 300-2617 茨城県つくば市吉沼1151 029-865-0511 ○

寺崎クリニック 300-2617 茨城県つくば市吉沼1437-1 029-865-0034 ○

筑波記念病院 300-2622 茨城県つくば市要1187-299 029-864-1212 ○
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紫峰の森クリニック 300-2655 茨城県つくば市島名472-1 029-848-2348 ○

きくち呼吸器内科クリニック 300-2655
茨城県つくば市島名1851-4(香取
台B55街区1)

029-846-2780 ○

大野医院 300-2655 茨城県つくば市島名634 029-848-0888 ○

常総メディカル 300-2706 茨城県常総市新石下3926 0297-42-0200 ○

中島医科歯科クリニック 300-2712 茨城県常総市曲田550-1 0297-42-0666 ○

いとう医院 300-2731 茨城県常総市古間木新田817-1 0297-42-1666 ○

黎明ヒルトップクリニック 300-3251 茨城県つくば市佐1004 029-877-3130 ○

ほりかわクリニック 300-3257 茨城県つくば市筑穂2-11-1 029-877-1002 ○

北條医院 300-3261 茨城県つくば市花畑3-28-8 029-864-0006 ○

中川医院 300-3264 茨城県つくば市篠崎2272-1 029-864-7760 ○

菊山医院 300-3516 茨城県結城郡八千代町高崎1073 0296-48-1294 ○

新治診療所 300-4113 茨城県土浦市下坂田2013-1 029-862-4668 ○

宮﨑クリニック 300-4115 茨城県土浦市藤沢964-2 029-830-6800 ○

木村クリニック 300-4204 茨城県つくば市作谷1125 029-869-1211 ○

小田内科クリニック 300-4223 茨城県つくば市小田2951-5 029-867-2471 ○

筑波中央病院 300-4231 茨城県つくば市北条5118 029-867-1211 ○

飯村医院 300-4231 茨城県つくば市北条4326-2 029-867-0068 ○

広瀬医院 300-4231 茨城県つくば市北条85 029-867-0127 ○

林医院 300-4231 茨城県つくば市北条19-2 029-867-0114 ○

あつしクリニック 300-4251 茨城県つくば市田水山975 029-850-7878 ○

小倉医院 300-4353 茨城県つくば市沼田181 029-866-0108 ○

酒寄医院 300-4354 茨城県つくば市国松855-2 029-866-0106 ○

広瀬クリニック 300-4354 茨城県つくば市国松56-1 029-866-0129 ○

内科宮本医院 300-4407 茨城県桜川市真壁町古城229-1 0296-55-0101 ○

根本医院 300-4408 茨城県桜川市真壁町真壁202 0296-55-0027 ○
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横瀬医院 300-4517 茨城県筑西市海老ｹ島962-2 0296-52-0027 ○

明野中央医院 300-4517 茨城県筑西市海老ｹ島926 0296-52-0026 ○

かくらいクリニック 300-4541 茨城県筑西市松原228 0296-52-6711 ○

あけの元気館前クリニック 300-4541 茨城県筑西市松原1564-5 0296-52-6333 ○

中村クリニック 301-0000 茨城県龍ｹ崎市六斗蒔8690-1 0297-64-6655 ○

さくらクリニック 301-0002 茨城県龍ｹ崎市中根台1-9-7 0297-65-1211 ○

斎藤クリニック 301-0004 茨城県龍ｹ崎市馴馬町602-7 0297-64-3527 ○

秋本脳神経外科 301-0005 茨城県龍ｹ崎市川原代町6187-1 0297-64-3311 ○

竜ヶ崎医院 301-0005 茨城県龍ｹ崎市川原代町2641 0297-62-0550 ○

牛尾病院 301-0007 茨城県龍ｹ崎市馴柴町1-15-1 0297-66-6111 ○

山村医院 301-0032
茨城県龍ｹ崎市佐貫3-5-5ﾌﾟﾗｻﾞｴ
ﾙﾏｰﾅ内

0297-66-0555 ○

山本医院 301-0033 茨城県龍ｹ崎市佐貫町560 0297-66-3348 ○

飯野クリニック 301-0041 茨城県龍ｹ崎市若柴町2500-1 0297-60-2323 ○

松葉クリニック 301-0043 茨城県龍ｹ崎市松葉4-10-17 0297-65-7282 ○

根本医院 301-0806 茨城県龍ｹ崎市半田町1390 0297-62-3155 ○

龍ヶ崎大徳ヘルシークリニック 301-0816 茨城県龍ｹ崎市大徳町1298-3 0297-64-3133 ○

朝野循環器内科クリニック 301-0824 茨城県龍ｹ崎市下町2887 0297-62-0178 ○

鴻巣クリニック 301-0832 茨城県龍ｹ崎市緑町200 0297-61-0151 ○

兼子内科循環器科 301-0836 茨城県龍ｹ崎市寺後3989-1 0297-64-3105 ○

村井医院 301-0838 茨城県龍ｹ崎市愛戸町55 0297-62-3380 ○

龍ケ崎済生会病院 301-0854 茨城県龍ｹ崎市中里1-1 0297-63-7111 ○

東取手病院 302-0011 茨城県取手市井野268 0297-74-3333 ○

ＪＡとりで総合医療センター 302-0022 茨城県取手市本郷2-1-1 0297-74-5551 ○

堤医院 302-0022 茨城県取手市本郷5-9-21 0297-72-1012 ○

あおぞら診療所 302-0024 茨城県取手市新町3-13-11 0297-72-6137 ○
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龍田医院 302-0025 茨城県取手市西2-1-32 0297-74-7225 ○

丸野医院 302-0026 茨城県取手市稲853 0297-74-4199 ○

公益社団法人　取手北相馬保健医
療センター医師会病院

302-0032 茨城県取手市野々井1926 0297-78-6111 ○ ○

戸田医院 302-0034 茨城県取手市戸頭6-18-16 0297-78-3333 ○

常総病院 302-0038 茨城県取手市下高井2371 0297-78-8707 ○

はら内科クリニック 302-0101 茨城県守谷市板戸井2325-1 0297-21-5111 ○

カリオクリニック 302-0102 茨城県守谷市松前台1-1-6 0297-48-8448 ○

ひがしクリニック慶友 302-0108 茨城県守谷市松並1630-1 0297-48-6001 ○

永瀬内科 302-0108 茨城県守谷市松並1580 0297-48-2000 ○

下村医院 302-0109 茨城県守谷市本町403 0297-48-0078 ○

ゆりがおかクリニック 302-0110 茨城県守谷市百合ｹ丘3-2660-11 0297-47-1144 ○

守谷メディカルクリニック 302-0110
茨城県守谷市百合ｹ丘3-249-1ｲｵ
ﾝﾀｳﾝ守谷2階

0297-47-0213 ○

さとう内科・脳神経外科クリニック 302-0117 茨城県守谷市野木崎521-1 0297-21-1710 ○

守谷慶友病院 302-0118 茨城県守谷市立沢980-1 0297-45-3311 ○

貝塚みずき野クリニック 302-0121 茨城県守谷市みずき野7-16-3 0297-21-1221 ○

草間クリニック 302-0125 茨城県守谷市高野5070-3 0297-45-3800 ○

きぬ医師会病院 303-0016 茨城県常総市新井木町13-3 0297-23-1771 ○

植竹医院 303-0023 茨城県常総市水海道宝町2841 0297-23-1135 ○

水海道西部病院 303-0041 茨城県常総市豊岡町丙685 0297-24-1211 ○

平間病院 304-0002 茨城県下妻市江2051 0296-43-5100 ○

中山医院 304-0014 茨城県下妻市中郷185 0296-43-2512 ○

三津山クリニック 304-0023 茨城県下妻市大串452-2 0296-48-9131 ○

坂入医院 304-0031 茨城県下妻市高道祖5683-1 0296-43-6391 ○

とき田クリニック 304-0056 茨城県下妻市長塚28-1 0296-44-3232 ○

軽部病院 304-0067 茨城県下妻市下妻乙398-1 0296-44-3761 ○
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菊山胃腸科外科医院 304-0068 茨城県下妻市下妻丁81-7 0296-44-2014 ○

倉田内科クリニック 305-0001 茨城県つくば市栗原3443 029-857-8181 ○

飯岡医院 305-0003 茨城県つくば市桜3-20-2 029-857-7526 ○

さくら内科・呼吸器内科クリニック 305-0003 茨城県つくば市桜2-15-1 029-869-8090 ○

ひろせ内科消化器クリニック 305-0008 茨城県つくば市流星台26-8 029-896-7786 ○

渋谷クリニック 305-0018 茨城県つくば市金田2029-1 029-863-5252 ○

あおやぎ医院 305-0023 茨城県つくば市上ﾉ室887 029-857-1522 ○

のぐち内科クリニック 305-0028 茨城県つくば市妻木635-1 029-852-3001 ○

つくばシティア内科クリニック 305-0031
茨城県つくば市吾妻2-8-8つくばｼ
ﾃｨｱﾋﾞﾙ4階

029-856-5500 ○

つくばセンタークリニック 305-0032
茨城県つくば市竹園1-6-1 つくば
三井ﾋﾞﾙ4階

029-851-9001 ○

竹園ファミリークリニック 305-0032 茨城県つくば市竹園2-8-19 029-851-4635 ○

仁愛内科医院 305-0034 茨城県つくば市小野崎785-1 029-855-4577 ○

渡辺医院 305-0034 茨城県つくば市小野崎476 029-851-0550 ○

ありたクリニック 305-0034 茨城県つくば市小野崎759-6 029-828-6339 ○

楓クリニック 305-0041 茨城県つくば市上広岡503-1 029-896-4575 ○

すぎやま内科皮フ科クリニック 305-0043 茨城県つくば市大角豆1379 029-858-0055 ○

おおつか内科クリニック　消化器内
科・腎臓内科

305-0045 茨城県つくば市梅園2-20-9 029-859-7060 ○

ひがし外科内科医院 305-0046 茨城県つくば市東2-26-16 029-856-7070 ○

宮川内科・胃腸科医院 305-0051 茨城県つくば市二の宮2-2-26 029-855-8777 ○

林クリニック 305-0061 茨城県つくば市稲荷前5-6 029-859-0550 ○

成島クリニック 305-0067 茨城県つくば市館野363 029-839-2170 ○

池野医院 305-0074 茨城県つくば市高野台2-16-8 029-838-2700 ○

川井クリニック 305-0812 茨城県つくば市東平塚715-1 029-854-1881 ○

みなのクリニック内科呼吸器科 305-0814 茨城県つくば市西平塚318-1 029-850-4159 ○

ちかつクリニック 305-0816 茨城県つくば市学園の森2-40-1 029-828-8700 ○
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研究学園クリニック 305-0817
茨城県つくば市研究学園5-12-4研
究学園駅前岡田ﾋﾞﾙ5階

029-860-5355 ○

杉谷メディカルクリニック 305-0817 茨城県つくば市研究学園4-4-11 029-879-9310 ○

つくば辻クリニック 305-0817
茨城県つくば市研究学園5-19ｲｰｱ
ｽつくば

029-868-7170 ○

宮本内科クリニック 305-0822 茨城県つくば市苅間1 029-855-6565 ○

かつらぎクリニック 305-0822 茨城県つくば市苅間196-1 029-852-1105 ○

太田医院 305-0834 茨城県つくば市手代木309-4 029-838-5333 ○

筑波学園病院 305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1 029-836-1355 ○

田村医院 305-0854 茨城県つくば市上横場2290-6 029-837-1806 ○

天貝整形外科クリニック 305-0857 茨城県つくば市羽成686-18 029-839-9151 ○

菊池内科クリニック 305-0861 茨城県つくば市谷田部5915 029-839-5070 ○

サンシャインクリニック 305-0861 茨城県つくば市谷田部6107-14 029-839-3333 ○

つくば白亜クリニック 305-0881 茨城県つくば市みどりの2-40-2 029-837-0208 ○

おがわ内科 305-0881
茨城県つくば市みどりの1-31-9 み
どりのﾒﾃﾞｨｶﾙﾓｰﾙ1F

029-839-3770 ○

がじゅまるクリニックつくば 305-0882 茨城県つくば市みどりの中央67-7 029-893-4159 ○

山中医院 306-0011 茨城県古河市東1-7-11 0280-32-0288 ○

前沢内科医院 306-0011 茨城県古河市東2-13-22 0280-32-2386 ○

梅田内科クリニック 306-0012 茨城県古河市旭町1-13-5 0280-32-8342 ○

松永外科医院 306-0013 茨城県古河市東本町3-15-36 0280-32-1648 ○

古河赤十字病院 306-0014 茨城県古河市下山町1150 0280-23-7111 ○

遠藤医院 306-0023 茨城県古河市本町2-14-1 0280-32-0070 ○

小林医院 306-0023 茨城県古河市本町3-1-33 0280-32-1210 ○

長島外科 306-0023 茨城県古河市本町1-9-15 0280-32-3011 ○

西村外科 306-0023 茨城県古河市本町2-5-10 0280-32-0879 ○

太田内科・糖尿病内科医院 306-0033 茨城県古河市中央町2-2-18 0280-22-0107 ○

しばさきクリニック 306-0033 茨城県古河市中央町1-2-30 0280-22-1351 ○
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田中医院 306-0037 茨城県古河市錦町5-3 0280-23-0600 ○

古河総合病院 306-0041 茨城県古河市鴻巣1555 0280-47-1010 ○

古河市古河福祉の森診療所 306-0044 茨城県古河市新久田271-1 0280-48-6521 ○

利根川橋クリニック 306-0053 茨城県古河市中田1690 0280-47-1115 ○

塚原医院 306-0101 茨城県古河市尾崎3810-3 0280-76-2323 ○

古河市尾崎国民健康保険診療所 306-0101 茨城県古河市尾崎5610-5 0280-76-0009 ○

酒井医院 306-0126 茨城県古河市諸川430 0280-76-0063 ○

つるみ脳神経病院 306-0128 茨城県古河市上片田813 0280-77-2222 ○

島崎内科クリニック 306-0205
茨城県古河市関戸字稲荷山1587-
88

0280-23-3239 ○

梅田医院 306-0212 茨城県古河市久能1018-4 0280-91-2023 ○

平嶋胃腸科外科医院 306-0221 茨城県古河市駒羽根134 0280-92-2211 ○

友愛記念病院 306-0232 茨城県古河市東牛谷707 0280-97-3000 ○

いたばし糖尿病内科皮フ科クリニッ
ク

306-0232 茨城県古河市東牛谷815-1 0280-23-2890 ○

よしたけ内科・消化器外科クリニック 306-0235 茨城県古河市下辺見2043-1 0280-32-0088 ○

石井内科クリニック 306-0236 茨城県古河市大堤120-1 0280-23-1771 ○

芝田クリニック 306-0302 茨城県猿島郡五霞町山王368-1 0280-84-3881 ○

馬場医院 306-0313 茨城県猿島郡五霞町元栗橋7264 0280-84-3721 ○

境クリニック 306-0404 茨城県猿島郡境町長井戸287-1 0280-87-6500 ○

茨城西南医療センター病院 306-0433 茨城県猿島郡境町2190 0280-87-8111 ○

村田医院 306-0433 茨城県猿島郡境町452-1 0280-87-0066 ○

優心会クリニック 306-0433 茨城県猿島郡境町193 0280-81-1617 ○

清水丘診療所 306-0501 茨城県坂東市逆井4112 0280-88-1014 ○

岩本医院 306-0515 茨城県坂東市沓掛850-1 0297-44-2033 ○

ホスピタル坂東 306-0515 茨城県坂東市沓掛411 0297-44-2000 ○

松崎医院 306-0616 茨城県坂東市猫実1421 0297-39-2011 ○
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天王前クリニック 306-0624 茨城県坂東市矢作1680-1 0297-38-1711 ○

吉原内科 306-0631 茨城県坂東市岩井3324 0297-35-0008 ○

石塚医院 306-0631 茨城県坂東市岩井4500-13 0297-35-1161 ○

高橋医院 306-0631 茨城県坂東市岩井4595 0297-35-1026 ○

存身堂医院 306-0631 茨城県坂東市岩井3293 0297-35-1011 ○

木根淵外科胃腸科病院 306-0632 茨城県坂東市辺田1430 0297-35-3131 ○

城西病院 307-0001 茨城県結城市結城10745-24 0296-33-2111 ○

しろがねクリニック 307-0001 茨城県結城市結城13447 0296-32-4511 ○

宮田医院 307-0001 茨城県結城市結城30 0296-32-5252 ○

長沢医院 307-0001 茨城県結城市結城6306-4 0296-33-6333 ○

栗原胃腸科医院 307-0001 茨城県結城市結城354-3 0296-32-2727 ○

宮田外科医院 307-0001 茨城県結城市結城344-6 0296-33-2608 ○

結城病院 307-0001 茨城県結城市結城9629-1 0296-33-4161 ○

えばた内科クリニック 307-0001 茨城県結城市結城3355-3 0296-34-1155 ○

きぬのまち診療所 307-0001 茨城県結城市結城11758-50 0296-34-1655 ○

生きいき診療所・ゆうき 307-0001 茨城県結城市結城9144-1 0296-45-6500 ○

蘇原内科医院 307-0001 茨城県結城市結城421 0296-33-3927 ○

大木医院 307-0007 茨城県結城市小田林2520-29 0296-33-2288 ○

渡邉医院 307-0033 茨城県結城市山川新宿168 0296-35-0006 ○

つぼいクリニック 307-0052 茨城県結城市中央町1-12-2 0296-33-1020 ○

三岳荘小松崎病院 308-0005 茨城県筑西市中舘2265 0296-24-2331 ○

大圃クリニック 308-0031 茨城県筑西市丙153-4 0296-21-0123 ○

宮田医院 308-0031 茨城県筑西市丙59 0296-22-2440 ○

さとうクリニック 308-0031 茨城県筑西市丙92 0296-20-0310 ○

ごとうクリニック 308-0051 茨城県筑西市岡芹2162 0296-23-3215 ○
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大圃病院 308-0104 茨城県筑西市木戸352 0296-37-3101 ○

茨城県西部メディカルセンター 308-0813 茨城県筑西市大塚555 0296-24-9111 ○

下館胃腸科医院 308-0841 茨城県筑西市二木成1519 0296-24-8864 ○

野中医院 308-0843 茨城県筑西市野殿1595-2 0296-25-0155 ○

長倉内科・外科クリニック 308-0847 茨城県筑西市玉戸1270-207 0296-54-5551 ○

とみざわハートクリニック 308-0854 茨城県筑西市女方688-1 0296-28-1700 ○

玉野医院 308-0855 茨城県筑西市下川島759 0296-28-0801 ○

落合医院 309-1101 茨城県筑西市小栗5616-1 0296-57-3011 ○

協和中央病院 309-1195 茨城県筑西市門井1676-1 0296-57-6131 ○

せいかん荘クリニック 309-1211 茨城県桜川市岩瀬1540 0296-76-1818 ○

平島医院 309-1211 茨城県桜川市岩瀬198 0296-75-2510 ○

けんせいクリニック 309-1211 茨城県桜川市岩瀬207-1 0296-71-8111 ○

袖山医院本院 309-1213 茨城県桜川市西桜川1-43 0296-75-2019 ○

吉原医院 309-1216 茨城県桜川市明日香2-31 0296-75-1177 ○

上の原病院 309-1226 茨城県桜川市上野原地新田159-2 0296-75-3128 ○

さくらがわ地域医療センター 309-1246 茨城県桜川市高森1000 0296-54-5100 ○

河村医院 309-1611 茨城県笠間市笠間223-2 0296-72-2121 ○

佐藤医院 309-1611 茨城県笠間市笠間981-8 0296-72-0032 ○

神里医院 309-1611 茨城県笠間市笠間1256 0296-72-0177 ○

メディカルケアクリニックかさま 309-1611 茨城県笠間市笠間1723-2 0296-71-8585 ○

石本病院 309-1613 茨城県笠間市石井2047 0296-72-4051 ○

たかだ脳神経外科・内科クリニック 309-1616 茨城県笠間市赤坂9-17 0296-71-8808 ○

笠間中央クリニック 309-1634 茨城県笠間市福原3633-3 0296-71-6001 ○

わたなべ整形外科 309-1703 茨城県笠間市鯉淵6266-140 0296-70-5577 ○

友部セントラルクリニック 309-1703 茨城県笠間市鯉淵6679-11 0296-73-4110 ○
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ふじえだクリニック 309-1705 茨城県笠間市東平3-1-40 0296-71-5500 ○

あさひクリニック 309-1717 茨城県笠間市旭町108-6 0296-78-5011 ○

常陸クリニック 309-1717 茨城県笠間市旭町472-1 0296-78-5911 ○

笠間市立病院 309-1734 茨城県笠間市南友部1966-1 0296-77-0034 ○

立川記念病院 309-1736 茨城県笠間市八雲2-12-14 0296-77-7211 ○

あやか内科クリニック 309-1736 茨城県笠間市八雲2-5-25 0296-71-3022 ○

ねもとクリニック 309-1738 茨城県笠間市大田町215-13 0296-77-7011 ○

立枝内科 310-0004 茨城県水戸市青柳町3735 029-226-6251 ○

いちょう坂クリニック 310-0011
茨城県水戸市三の丸1-4-73 水戸
京成ﾋﾞﾙ1階

029-306-7251 ○

総合病院水戸協同病院 310-0015 茨城県水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 ○

那珂記念ＭＩＴＯクリニック 310-0015
茨城県水戸市宮町1-7-33水戸ｻｳ
ｽﾀﾜｰ12階

029-300-3355 ○

クエストリウマチ膠原病内科クリニッ
ク

310-0015
茨城県水戸市宮町1-2-4 MYMﾋﾞﾙ
4階

029-233-7722 ○

宮川内科クリニック 310-0026 茨城県水戸市泉町2-3-2 029-302-5220 ○

岩間東華堂クリニック 310-0026 茨城県水戸市泉町3-1-30 029-300-7110 ○

内科石川医院 310-0034 茨城県水戸市緑町1-8-21 029-233-2236 ○

石田外科医院 310-0035 茨城県水戸市東原2-7-39 029-221-5538 ○

浅川医院 310-0035 茨城県水戸市東原2-8-25 029-221-7873 ○

北水会記念病院 310-0035 茨城県水戸市東原3-2-1 029-303-3003 ○

西宮医院 310-0036 茨城県水戸市新荘2-9-9 029-224-5555 ○

兼子内科クリニック 310-0041 茨城県水戸市上水戸1-7-25 029-222-5511 ○

内科江幡医院 310-0041 茨城県水戸市上水戸3-5-22 029-221-3292 ○

大久保内科小児科医院 310-0042 茨城県水戸市自由が丘3-59 029-221-4771 ○

井上医院 310-0044 茨城県水戸市西原2-17-32 029-251-6581 ○

黒羽内科医院 310-0046 茨城県水戸市曙町10-30 029-252-7158 ○

水戸病院 310-0055 茨城県水戸市袴塚3-2787-9 029-353-7077 ○
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かさの内科医院 310-0056 茨城県水戸市文京1-11-9 029-222-3111 ○

志村病院 310-0063 茨城県水戸市五軒町1-5-11 029-221-2181 ○

河内クリニック 310-0066 茨城県水戸市金町3-1-17 029-222-3000 ○

城南病院 310-0803 茨城県水戸市城南3-15-17 029-226-3021 ○

上甲医院 310-0815 茨城県水戸市本町3-1-8 029-221-5752 ○

飯田内科医院 310-0815 茨城県水戸市本町2-10-10 029-231-1357 ○

青木医院 310-0815 茨城県水戸市本町3-4-7 029-221-8603 ○

青柳病院 310-0817 茨城県水戸市柳町2-10-11 029-231-2341 ○

原外科医院 310-0818 茨城県水戸市東台1-12-13 029-221-3080 ○

台町クリニック 310-0835 茨城県水戸市元台町1512-1 029-246-1515 ○

葉梨外科内科 310-0836 茨城県水戸市元吉田町376-8 029-247-2232 ○

小野クリニック 310-0836 茨城県水戸市元吉田町2576-6 029-240-0810 ○

みと南ケ丘病院 310-0836 茨城県水戸市元吉田町1057-1 029-248-0373 ○

丹野病院 310-0841 茨城県水戸市酒門町4887 029-226-6555 ○

ふくもと内科クリニック 310-0841 茨城県水戸市酒門町1495-2 029-246-0105 ○

大場内科クリニック 310-0841 茨城県水戸市酒門町275-3 029-304-0111 ○

さかと内科胃腸科クリニック 310-0841 茨城県水戸市酒門町263 029-247-3375 ○

住吉クリニック病院 310-0844 茨城県水戸市住吉町193-97 029-247-2251 ○

会沢内科クリニック 310-0844 茨城県水戸市住吉町44-37 029-247-2331 ○

小沢眼科内科病院 310-0845 茨城県水戸市吉沢町246-6 029-246-2111 ○

さいとう内科 310-0846 茨城県水戸市東野町491-12 029-248-7457 ○

こじま内科クリニック 310-0847 茨城県水戸市米沢町98-11 029-297-3311 ○

石井外科内科医院 310-0851 茨城県水戸市千波町1386 029-243-0121 ○

小関外科胃腸科医院 310-0851 茨城県水戸市千波町347-1 029-241-2662 ○

クリニック健康の杜 310-0851 茨城県水戸市千波町1250 029-305-6655 ○
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相川内科 310-0851 茨城県水戸市千波町212 029-243-2311 ○

千波中央クリニック 310-0851 茨城県水戸市千波町1288-5 029-212-8869 ○

皆川医院 310-0852 茨城県水戸市笠原町995-102 029-243-5521 ○

笠原中央クリニック 310-0852 茨城県水戸市笠原町565-7 029-244-6011 ○

岩崎病院 310-0852 茨城県水戸市笠原町1664-2 029-241-8700 ○

阿部内科医院 310-0852 茨城県水戸市笠原町1967-1 029-241-8340 ○

おおひらクリニック 310-0852 茨城県水戸市笠原町1568-1 029-291-6173 ○

水戸共立診療所 310-0853 茨城県水戸市平須町1819 029-241-8050 ○

三枝整形外科内科 310-0853 茨城県水戸市平須町1840-1 029-244-0011 ○

たかやす内科医院 310-0853 茨城県水戸市平須町1814-181 029-241-1221 ○

金敷内科医院 310-0853 茨城県水戸市平須町1-27 029-305-7211 ○

佐藤クリニック 310-0853 茨城県水戸市平須町2-77 029-244-1970 ○

神代内科医院 310-0853 茨城県水戸市平須町1820-80 029-241-0148 ○

脳神経外科山田醫院 310-0902 茨城県水戸市渡里町2689-1 029-297-3101 ○

くらのクリニック 310-0903 茨城県水戸市堀町916-10 029-257-6111 ○

大久保病院 310-0905 茨城県水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 ○

野寺内科医院 310-0905 茨城県水戸市石川4-4033-7 029-251-3906 ○

見和中央クリニック 310-0911 茨城県水戸市見和1-336-6 029-227-1235 ○

大橋病院 310-0913 茨城県水戸市見川町2131-1560 029-240-3300 ○

藤原内科医院 310-0913 茨城県水戸市見川町2131-1475 029-244-3111 ○

いいたけ内科クリニック 310-0913 茨城県水戸市見川町2131-1976 029-350-1155 ○

公益財団法人　茨城県総合健診協
会

310-8501 茨城県水戸市笠原町489-5 029-241-0011 ○ ○

茨城県メディカルセンター 310-8581 茨城県水戸市笠原町489 029-243-1111 ○

小豆畑病院 311-0105 茨城県那珂市菅谷605 029-295-2611 ○

小宅内科医院 311-0105 茨城県那珂市菅谷4370-2 029-298-0050 ○
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河野胃腸科外科 311-0110 茨城県那珂市竹ﾉ内3-10-5 029-295-5386 ○

えびすいクリニック 311-0110 茨城県那珂市竹ﾉ内2-14-6 029-295-8881 ○

あいざわ循環器内科クリニック 311-0110 茨城県那珂市竹ﾉ内2-14-31 029-229-1230 ○

塙内科消化器科 311-0111 茨城県那珂市後台3238-1 029-295-2110 ○

小野瀬医院 311-0111 茨城県那珂市後台1829-5 029-295-2221 ○

那珂記念クリニック 311-0113 茨城県那珂市中台745-5 029-353-2800 ○

西山堂慶和病院 311-0133 茨城県那珂市鴻巣3247-1 029-295-5121 ○

なかむらクリニック 311-0134 茨城県那珂市飯田2822-1 029-353-2310 ○

那珂中央クリニック 311-0134 茨城県那珂市飯田1733-1 029-298-7811 ○

大森医院 311-0502 茨城県常陸太田市徳田町474 0294-82-3335 ○

賀美診療所 311-0507 茨城県常陸太田市小菅町406 0294-82-2101 ○

あいん常澄医院 311-1131 茨城県水戸市下大野町5360 029-240-5000 ○

水戸中央病院 311-1135 茨城県水戸市六反田町1136-1 029-309-8600 ○

中村医院 311-1212 茨城県ひたちなか市殿山町1-2-8 029-262-2326 ○

遊座医院 311-1225 茨城県ひたちなか市釈迦町1-34 029-262-2368 ○

恵愛小林クリニック 311-1226 茨城県ひたちなか市幸町16-1 029-263-0651 ○

大平医院 311-1228 茨城県ひたちなか市八幡町9-7 029-263-3922 ○

黒澤内科医院 311-1229
茨城県ひたちなか市湊中央1-
5783-1

029-264-1700 ○

山﨑クリニック 311-1241 茨城県ひたちなか市赤坂12391 029-263-3621 ○

後藤医院 311-1262 茨城県ひたちなか市道ﾒｷ12986-2 029-262-3474 ○

さかた医院 311-1301
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町
3451-1

029-267-6921 ○

あいざわクリニック 311-1301
茨城県東茨城郡大洗町磯浜町
1015-1

029-219-8151 ○

鉾田病院 311-1504 茨城県鉾田市安房1650-2 0291-32-3313 ○

高須病院 311-1517 茨城県鉾田市鉾田2570 0291-33-2131 ○

上杉医院 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1635-1 0291-32-2509 ○
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ハタミクリニック 311-1517 茨城県鉾田市鉾田1347-1 0291-33-3158 ○

たきもとクリニック 311-2103 茨城県鉾田市汲上3128 0291-39-5550 ○

大野診療所 311-2215 茨城県鹿嶋市和824-1 0299-69-4724 ○

松倉中央クリニック 311-2215 茨城県鹿嶋市和786-16 0299-90-9222 ○

佐竹内科医院 311-2221 茨城県鹿嶋市荒野1545-35 0299-69-7766 ○

延方クリニック 311-2412 茨城県潮来市宮前1-11-8 0299-66-1873 ○

常南医院 311-2421 茨城県潮来市辻386 0299-63-1101 ○

飯島内科 311-2423 茨城県潮来市日の出8-13-2 0299-66-0280 ○

大久保診療所 311-2424 茨城県潮来市潮来143-2 0299-62-2506 ○

仲澤医院 311-2425 茨城県潮来市あやめ2-27-11 0299-63-2003 ○

久保医院 311-2436 茨城県潮来市牛堀821-1 0299-64-6116 ○

きむら内科クリニック 311-3115 茨城県東茨城郡茨城町前田675 029-246-6464 ○

桜の郷クリニック 311-3117
茨城県東茨城郡茨城町桜の郷
1400-5

029-291-1555 ○

小美玉市医療センター 311-3422 茨城県小美玉市中延651-2 0299-58-2711 ○

小川南病院 311-3423 茨城県小美玉市小川733 0299-58-1131 ○

石岡循環器科脳神経外科病院 311-3434 茨城県小美玉市栗又四ｹ1768-29 0299-58-5211 ○

やまぐち医院 311-3434 茨城県小美玉市栗又四ｹ1747-10 0299-37-1055 ○

大場内科玉造クリニック 311-3502 茨城県行方市若海793-6 0299-57-3100 ○

曽内科クリニック 311-3512 茨城県行方市玉造甲510-3 0299-36-2611 ○

土浦協同病院なめがた地域医療セ
ンター

311-3516 茨城県行方市井上藤井98-8 0299-56-0600 ○

小沼診療所 311-3832 茨城県行方市麻生1105-2 0299-72-0388 ○

水府病院 311-4141 茨城県水戸市赤塚1-1 029-309-5000 ○

石川クリニック 311-4142 茨城県水戸市東赤塚2123 029-253-5281 ○

小貫医院 311-4143 茨城県水戸市大塚町1857-3 029-254-8400 ○

高木内科整形外科医院 311-4143 茨城県水戸市大塚町1504-1 029-251-8038 ○
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ふたば内科クリニック 311-4145 茨城県水戸市双葉台4-173-5 029-257-1728 ○

秋山クリニック 311-4146 茨城県水戸市中丸町609-1 029-252-3233 ○

佐々木クリニック 311-4152
茨城県水戸市河和田1-1828-10 ｸﾞ
ﾗﾝｽｸｴｱ赤塚101

029-252-0551 ○

福井内科クリニック 311-4152 茨城県水戸市河和田2-8-1 029-257-2010 ○

川上医院 311-4153
茨城県水戸市河和田町字高野坪
862

029-255-3791 ○

みなみ赤塚クリニック 311-4153 茨城県水戸市河和田町4940 029-257-6060 ○

高安内科循環器科クリニック 311-4153 茨城県水戸市河和田町4405-12 029-257-8110 ○

かわわだクリニック 311-4153 茨城県水戸市河和田町4382-56 029-303-7567 ○

水戸済生会総合病院 311-4198 茨城県水戸市双葉台3-3-10 029-254-5151 ○

石塚地方病院 311-4303 茨城県東茨城郡城里町石塚1337 029-288-3121 ○

城里町国民健康保険七会診療所 311-4402 茨城県東茨城郡城里町小勝1400 0296-88-2012 ○

佐藤内科クリニック 312-0002 茨城県ひたちなか市高野2441-6 029-285-2626 ○

紀有堂クリニック 312-0002 茨城県ひたちなか市高野563 029-285-6151 ○

藤咲整形外科医院 312-0003 茨城県ひたちなか市足崎1474-257 029-275-0777 ○

勝田病院 312-0011 茨城県ひたちなか市中根5125-2 029-272-5184 ○

おいかわクリニック 312-0011 茨城県ひたちなか市中根3646-7 029-272-3408 ○

富士山内科クリニック 312-0011 茨城県ひたちなか市中根4746-5 029-273-4565 ○

亀山医院 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡3283-2 029-272-3778 ○

つちだ内科・泌尿器科クリニック 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡3841-10 029-353-3135 ○

脳神経外科　聖麗メモリアルひたち
なか

312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡2835-2 029-219-8400 ○

三村小児科内科クリニック 312-0012 茨城県ひたちなか市馬渡2896-19 029-229-2666 ○

三代内科クリニック 312-0017 茨城県ひたちなか市長堀町3-8-4 029-354-0348 ○

アイビークリニック 312-0018 茨城県ひたちなか市笹野町1-3-1 029-274-1155 ○

ひたちなかファミリークリニック 312-0021 茨城県ひたちなか市三反田4551-1 029-212-5585 ○

関内科医院 312-0023 茨城県ひたちなか市大平4-2-13 029-272-3675 ○
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沼田内科クリニック 312-0032 茨城県ひたちなか市津田2829-5 029-276-1515 ○

つだ中央クリニック 312-0032 茨城県ひたちなか市津田3728-1 029-303-7555 ○

田中循環器内科クリニック 312-0032
茨城県ひたちなか市津田2031-
1078

029-229-1300 ○

田崎外科医院 312-0033 茨城県ひたちなか市市毛520-2 029-272-5524 ○

尚仁会クリニック 312-0034 茨城県ひたちなか市堀口616-1 029-271-3409 ○

河村クリニック 312-0034 茨城県ひたちなか市堀口611-1 029-272-2068 ○

やまき内科クリニック 312-0036 茨城県ひたちなか市津田東2-7-8 029-354-6680 ○

曽野内科医院 312-0042
茨城県ひたちなか市東大島4-16-
17

029-273-5550 ○

四方医院 312-0048 茨城県ひたちなか市春日町12-2 029-272-1246 ○

さくら水戸クリニック 312-0052 茨城県ひたちなか市東石川1581 029-271-1100 ○

山口内科クリニック 312-0052
茨城県ひたちなか市東石川3379-
13

029-276-0700 ○

ますおか内科クリニック 312-0053 茨城県ひたちなか市外野1-35-17 029-354-0567 ○

勝田内科・皮膚科クリニック 312-0055 茨城県ひたちなか市大成町35-1 029-275-4112 ○

日立製作所ひたちなか総合病院 312-0057 茨城県ひたちなか市石川町20-1 029-354-5111 ○

海原医院 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田221-5 029-285-1010 ○

わたなべ内科クリニック 312-0061 茨城県ひたちなか市稲田38-1 029-202-6155 ○

ハートクリニック松本 312-0062 茨城県ひたちなか市高場1673-12 029-270-0101 ○

さわ西クリニック 312-0062 茨城県ひたちなか市高場5-4-20 029-354-3700 ○

ひたち太田家庭医療診療所 313-0011 茨城県常陸太田市西宮町1876 0294-59-3340 ○

西山堂病院 313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町931-2 0294-72-5121 ○

ひたちの中央クリニック 313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町931-6 0294-72-5125 ○

川崎クリニック 313-0014 茨城県常陸太田市木崎二町2040 0294-72-1111 ○

藤井病院 313-0016 茨城県常陸太田市金井町3670 0294-72-5511 ○

大山病院 313-0016 茨城県常陸太田市金井町4810 0294-72-6161 ○

佐竹南台菜のはなクリニック 313-0049
茨城県常陸太田市天神林町870-
245

0294-80-2250 ○
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渡辺医院 313-0054 茨城県常陸太田市西三町2121 0294-72-0178 ○

太田病院 313-0061 茨城県常陸太田市中城町173 0294-72-1258 ○

根本医院 313-0123 茨城県常陸太田市久米町200 0294-76-2255 ○

小林医院 313-0213 茨城県常陸太田市町田町2093 0294-85-0010 ○

天下野診療所 313-0351 茨城県常陸太田市天下野町4954 0294-87-0456 ○

さくらクリニック 314-0006 茨城県鹿嶋市宮津台2346-38 0299-90-7722 ○

小山記念病院 314-0030 茨城県鹿嶋市厨5-1-2 0299-85-1111 ○

前田病院 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中5201 0299-83-1122 ○

島崎クリニック 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中7-3-10 0299-82-0191 ○

島医院 314-0031 茨城県鹿嶋市宮中1996-11 0299-83-4011 ○

東部地区健康管理クリニック 314-0102 茨城県神栖市東和田7911 0299-96-3894 ○

神栖済生会病院 314-0112 茨城県神栖市知手中央7-2-45 0299-97-2111 ○

かしまなだ診療所 314-0112 茨城県神栖市知手中央3-4-21 0299-96-5111 ○

かみす中央メディカルクリニック 314-0115 茨城県神栖市知手3061-101 0299-77-7277 ○

人見医院 314-0123 茨城県神栖市芝崎332 0299-96-0020 ○

城之内医院 314-0132 茨城県神栖市筒井1422-147 0299-92-1261 ○

白十字総合病院 314-0134 茨城県神栖市賀2148 0299-92-3311 ○

五郎台ファミリークリニック 314-0142 茨城県神栖市深芝南2-11-12 0299-92-6661 ○

皮フ科内科クリヤマクリニック 314-0143
茨城県神栖市神栖1-17-1 ｿﾚｲﾕﾌﾟ
ﾗｻﾞ

0299-91-1188 ○

かみす消化器内視鏡クリニック 314-0144 茨城県神栖市大野原4-6-6 0299-92-8000 ○

鹿嶋ハートクリニック 314-0146 茨城県神栖市平泉1-168 0299-77-8888 ○

にへいなかよしクリニック 314-0146 茨城県神栖市平泉1-74 0299-77-8181 ○

永木外科胃腸科医院 314-0341 茨城県神栖市矢田部2959-1 0479-48-0211 ○

ひかりクリニック 314-0341 茨城県神栖市矢田部7801-31 0479-48-5681 ○

渡辺病院 314-0343 茨城県神栖市土合本町2-9809-20 0479-48-2121 ○
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済生会土合クリニック 314-0343 茨城県神栖市土合本町1-9108-3 0479-21-3321 ○

すずきクリニック 314-0345 茨城県神栖市土合南1-11-14 0479-21-7971 ○

小田医院 314-0408 茨城県神栖市波崎8635 0479-44-0450 ○

柏木医院 315-0001 茨城県石岡市石岡2158-3 0299-22-2874 ○

芹澤医院 315-0001 茨城県石岡市石岡3165-17 0299-22-2035 ○

藤井内科クリニック 315-0005 茨城県石岡市鹿の子2-1-36 0299-35-5005 ○

山王台病院附属石岡共立病院 315-0009 茨城県石岡市大砂10528-25 0299-22-4321 ○

岡﨑内科医院 315-0013 茨城県石岡市府中1-3-21 0299-22-2014 ○

府中クリニック 315-0013 茨城県石岡市府中5-11-1 0299-22-2146 ○

石岡診療所 315-0014 茨城県石岡市国府2-4-9 0299-24-5080 ○

石岡第一病院 315-0023 茨城県石岡市東府中1-7 0299-22-5151 ○

杉並クリニック 315-0027 茨城県石岡市杉並2-2-19 0299-27-6700 ○

渡辺クリニック 315-0033 茨城県石岡市東光台4-14-30 0299-26-7633 ○

山王台病院 315-0037 茨城県石岡市東石岡4-1-38 0299-26-3130 ○

旭台病院 315-0038 茨城県石岡市旭台1-17-26 0299-26-2131 ○

太田医院 315-0052
茨城県かすみがうら市下稲吉
1598-1

0299-59-2026 ○

高木医院 315-0053
茨城県かすみがうら市稲吉東1-
15-1

029-832-2020 ○

グリーンクリニック 315-0116 茨城県石岡市柿岡1547-7 0299-36-4120 ○

千葉クリニック 316-0002 茨城県日立市桜川町2-18-1 0294-25-6070 ○

川島クリニック 316-0002 茨城県日立市桜川町1-1-1 0294-35-1266 ○

石川内科ファミリークリニック 316-0002 茨城県日立市桜川町3-11-15 0294-33-8600 ○

瀬尾医院 316-0004 茨城県日立市東多賀町2-15-8 0294-33-0763 ○

日立梅ヶ丘病院 316-0012 茨城県日立市大久保町2409-3 0294-34-2103 ○

佐藤内科胃腸科医院 316-0013 茨城県日立市千石町3-10-7 0294-36-0320 ○

山手クリニック 316-0013 茨城県日立市千石町2-13-3 0294-33-2121 ○
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なわ内科・呼吸器クリニック 316-0015 茨城県日立市金沢町3-20-5 0294-33-6531 ○

西成田医院 316-0032 茨城県日立市西成沢町2-2-1 0294-25-6520 ○

新島スカイクリニック 316-0036 茨城県日立市鮎川町3-1-21 0294-33-5511 ○

日立厚生医院 316-0036 茨城県日立市鮎川町5-9-9 0294-34-1241 ○

ひたち医療センター 316-8533 茨城県日立市鮎川町2-8-16 0294-36-2551 ○

ひたちの森クリニック 317-0052 茨城県日立市東滑川町5-12-1 0294-32-7700 ○

田村内科医院 317-0063 茨城県日立市若葉町3-1-2 0294-24-6125 ○

日鉱記念病院 317-0064 茨城県日立市神峰町2-12-8 0294-24-1212 ○

聖麗メモリアル高鈴 317-0066 茨城県日立市高鈴町1-18-1 0294-23-6060 ○

公益財団法人　日立メディカルセン
ター

317-0073 茨城県日立市幸町1丁目17番1号 0294-33-5911 ○ ○

小川医院 317-0075 茨城県日立市相賀町5-1 0294-21-0963 ○

たばたクリニック 318-0002 茨城県高萩市高戸382-1 0293-20-5511 ○

やすらぎの丘温泉病院 318-0003 茨城県高萩市下手綱1951-6 0293-24-1212 ○

高萩それいゆ病院 318-0004 茨城県高萩市上手綱赤塚268 0293-24-0770 ○

県北医療センター高萩協同病院 318-0004 茨城県高萩市上手綱1006-9 0293-23-1122 ○

樋渡医院 318-0032 茨城県高萩市大和町2-59 0293-23-2928 ○

希望ヶ丘ひきクリニック 319-0116 茨城県小美玉市中台843-10 0299-36-8101 ○

おみたまクリニック 319-0123 茨城県小美玉市羽鳥2663-61 0299-46-7800 ○

梅里クリニック 319-0202 茨城県笠間市下郷4468 0299-45-2002 ○

長田医院 319-0312 茨城県水戸市大足町980 029-259-5711 ○

田口同仁クリニック 319-0315 茨城県水戸市内原町910-1 029-259-2555 ○

水戸うちはら内科クリニック 319-0317
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 ○

東海クリニック 319-1111 茨城県那珂郡東海村舟石川944 029-283-1711 ○

尾形クリニック 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松375 029-282-4781 ○

村立東海病院 319-1112 茨城県那珂郡東海村村松2081-2 029-282-2188 ○
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日立おおみか病院 319-1221 茨城県日立市大みか町2-22-30 0294-52-4455 ○

大森内科医院 319-1221 茨城県日立市大みか町2-5-16 0294-54-1361 ○

島田外科医院 319-1221 茨城県日立市大みか町2-13-18 0294-53-4888 ○

久慈茅根病院 319-1222 茨城県日立市久慈町4-16-10 0294-52-2119 ○

日立港病院 319-1223 茨城県日立市みなと町11-10 0294-52-3576 ○

南高野医院 319-1224 茨城県日立市南高野町3-16-2 0294-52-2660 ○

西野医院 319-1231 茨城県日立市留町1166-1 0294-27-1313 ○

聖麗メモリアル病院 319-1235 茨城県日立市茂宮町841 0294-52-8500 ○

福島クリニック 319-1303 茨城県日立市十王町友部東2-5-5 0294-39-6800 ○

十王医院 319-1304 茨城県日立市十王町友部1584-1 0294-39-3266 ○

日立北クリニック 319-1411 茨城県日立市川尻町5-29-15 0294-43-6555 ○

やまがた内科医院 319-1411 茨城県日立市川尻町1-35-7 0294-44-8700 ○

永井ひたちの森病院 319-1413 茨城県日立市小木津町966 0294-44-8800 ○

田尻ヶ丘病院 319-1416 茨城県日立市田尻町3-24-1 0294-43-2323 ○

日立さくらクリニック 319-1416 茨城県日立市田尻町4-49-15 0294-43-2000 ○

瀧病院 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-305 0293-42-1221 ○

にいさと眼科クリニック 319-1541 茨城県北茨城市磯原町磯原2-177 0293-43-1200 ○

いそはらクリニック 319-1541
茨城県北茨城市磯原町磯原4-
112-2

0293-30-1580 ○

北茨城市民病院 319-1711
茨城県北茨城市関南町関本下
1050

0293-46-1121 ○

木村医院 319-2102 茨城県那珂市瓜連451-2 029-296-1165 ○

たに内科クリニック 319-2105 茨城県那珂市古徳397-1 029-229-0721 ○

上久保医院 319-2252 茨城県常陸大宮市東富町466 0295-52-3181 ○

丹治医院 319-2252 茨城県常陸大宮市東富町3046-15 0295-53-2115 ○

志村大宮病院 319-2261 茨城県常陸大宮市上町313 0295-53-1111 ○

小泉医院 319-2261 茨城県常陸大宮市上町909-1 0295-52-0116 ○
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おかざき内科クリニック 319-2261 茨城県常陸大宮市上町323 0295-58-5110 ○

一貫堂クリニック 319-2262 茨城県常陸大宮市下町3993 0295-54-7777 ○

大曽根内科小児科 319-2264 茨城県常陸大宮市栄町1345 0295-52-0302 ○

岡﨑外科医院 319-2265 茨城県常陸大宮市中富町1003-6 0295-52-0547 ○

エヌ・ティークリニック 319-2265 茨城県常陸大宮市中富町3104-14 0295-55-8865 ○

緒川クリニック 319-2401 茨城県常陸大宮市上小瀬1426-1 0295-54-3331 ○

常陸大宮市国民健康保険美和診療
所

319-2601 茨城県常陸大宮市高部5281-1 0295-58-2859 ○

高村外科医院 319-3111 茨城県常陸大宮市山方1117-1 0295-57-2031 ○

大串医院 319-3111 茨城県常陸大宮市山方928 0295-57-2411 ○

久保田病院 319-3526 茨城県久慈郡大子町大子799 0295-72-0023 ○

吉成医院 319-3526 茨城県久慈郡大子町大子813-1 0295-72-0555 ○

慈泉堂病院 319-3526 茨城県久慈郡大子町大子856-1 0295-72-1550 ○

保内郷メディカルクリニック 319-3526 茨城県久慈郡大子町大子824 0295-72-0179 ○

岩佐医院 319-3526 茨城県久慈郡大子町大子1828-7 0295-72-0975 ○
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