
実施機関名 所在地 電話番号

公益財団法人　日立メディカルセンター 茨城県日立市幸町1丁目17番1号 0294-33-5911

公益財団法人　茨城県総合健診協会 茨城県水戸市笠原町489-5 029-241-0011

公益社団法人　取手北相馬保健医療センター医師会病院 茨城県取手市野々井1926 0297-78-6111

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

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

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

総合病院水戸協同病院 茨城県水戸市宮町３－２－７ 029-231-2371

青柳病院 茨城県水戸市柳町２－１０－１１ 029-231-2341

水戸共立診療所 茨城県水戸市平須町１８１９ 029-241-8050

石川クリニック 茨城県水戸市東赤塚２１２３ 029-253-5281

城南病院 茨城県水戸市城南３－１５－１７ 029-226-3021

石田外科医院 茨城県水戸市東原２－７－３９ 029-221-5538

皆川医院 茨城県水戸市笠原町９９５－１０２ 029-243-5521

上甲医院 茨城県水戸市本町３－１－８ 029-221-5752

三枝整形外科内科 茨城県水戸市平須町１８４０－１ 029-244-0011

石井外科内科医院 茨城県水戸市千波町１３８６ 029-243-0121

大久保病院 茨城県水戸市石川４－４０４０－３２ 029-254-4555

小貫医院 茨城県水戸市大塚町１８５７－３ 029-254-8400

会沢内科クリニック 茨城県水戸市住吉町４４－３７ 029-247-2331

黒羽内科医院 茨城県水戸市曙町１０－３０ 029-252-7158

丹野病院 茨城県水戸市酒門町４８８７ 029-226-6555

飯田内科医院 茨城県水戸市本町２－１０－１０ 029-231-1357

青木医院 茨城県水戸市本町３－４－７ 029-221-8603

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

井上医院 茨城県水戸市西原２－１７－３２ 029-251-6581

小関外科胃腸科医院 茨城県水戸市千波町３４７－１ 029-241-2662

浅川医院 茨城県水戸市東原２－８－２５ 029-221-7873

台町クリニック 茨城県水戸市元台町１５１２－１ 029-246-1515

大橋病院 茨城県水戸市見川町２１３１－１５６０ 029-240-3300

原外科医院 茨城県水戸市東台１－１２－１３ 029-221-3080

笠原中央クリニック 茨城県水戸市笠原町５６５－７ 029-244-6011

川上医院 茨城県水戸市河和田町字高野坪８６２ 029-255-3791

河内クリニック 茨城県水戸市金町３－１－１７ 029-222-3000

さいとう内科 茨城県水戸市東野町４９１－１２ 029-248-7457

内科石川医院 茨城県水戸市緑町１－８－２１ 029-233-2236

葉梨外科内科 茨城県水戸市元吉田町３７６－８ 029-247-2232

岩崎病院 茨城県水戸市笠原町１６６４－２ 029-241-8700

宮川内科クリニック 茨城県水戸市泉町２－３－２ 029-302-5220

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

秋山クリニック 茨城県水戸市中丸町６０９－１ 029-252-3233

水府病院 茨城県水戸市赤塚１－１ 029-309-5000

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

小沢眼科内科病院 茨城県水戸市吉沢町２４６－６ 029-246-2111

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

西宮医院 茨城県水戸市新荘２－９－９ 029-224-5555

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

立枝内科 茨城県水戸市青柳町３７３５ 029-226-6251

金敷内科医院 茨城県水戸市平須町１－２７ 029-305-7211
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佐々木クリニック 茨城県水戸市河和田１－１８２８－１０　グランスクエア赤塚１０１ 029-252-0551

阿部内科医院 茨城県水戸市笠原町１９６７－１ 029-241-8340

大場内科クリニック 茨城県水戸市酒門町２７５－３ 029-304-0111

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

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

くらのクリニック 茨城県水戸市堀町９１６－１０ 029-257-6111

クリニック健康の杜 茨城県水戸市千波町１２５０ 029-305-6655

あいん常澄医院 茨城県水戸市下大野町５３６０ 029-240-5000

ふたば内科クリニック 茨城県水戸市双葉台４－１７３－５ 029-257-1728

佐藤クリニック 茨城県水戸市平須町２－７７ 029-244-1970

水戸中央病院 茨城県水戸市六反田町１１３６－１ 029-309-8600

福井内科クリニック 茨城県水戸市河和田２－８－１ 029-257-2010

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

長田医院 茨城県水戸市大足町９８０ 029-259-5711

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

神代内科医院 茨城県水戸市平須町１８２０－８０ 029-241-0148

北水会記念病院 茨城県水戸市東原３－２－１ 029-303-3003

水戸うちはら内科クリニック 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

内科江幡医院 茨城県水戸市上水戸３－５－２２ 029-221-3292

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

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

那珂記念ＭＩＴＯクリニック 茨城県水戸市宮町１－７－３３水戸サウスタワー１２階 029-300-3355

かさの内科医院 茨城県水戸市文京１－１１－９ 029-222-3111

田口同仁クリニック 茨城県水戸市内原町９１０－１ 029-259-2555

いちょう坂クリニック 茨城県水戸市三の丸１－４－７３　水戸京成ビル１階 029-306-7251

水戸病院 茨城県水戸市袴塚３－２７８７－９ 029-353-7077

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

野寺内科医院 茨城県水戸市石川４－４０３３－７ 029-251-3906

小野クリニック 茨城県水戸市元吉田町２５７６－６ 029-240-0810

みと南ケ丘病院 茨城県水戸市元吉田町１０５７－１ 029-248-0373

高木内科整形外科医院 茨城県水戸市大塚町１５０４－１ 029-251-8038

志村病院 茨城県水戸市五軒町１－５－１１ 029-221-2181

相川内科 茨城県水戸市千波町２１２ 029-243-2311

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

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

クエストリウマチ膠原病内科クリニック 茨城県水戸市宮町１－２－４　MYMビル４階 029-233-7722

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

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

日鉱記念病院 茨城県日立市神峰町２－１２－８ 0294-24-1212

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

日立おおみか病院 茨城県日立市大みか町２－２２－３０ 0294-52-4455

久慈茅根病院 茨城県日立市久慈町４－１６－１０ 0294-52-2119

田尻ヶ丘病院 茨城県日立市田尻町３－２４－１ 0294-43-2323

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

日立梅ヶ丘病院 茨城県日立市大久保町２４０９－３ 0294-34-2103

田村内科医院 茨城県日立市若葉町３－１－２ 0294-24-6125

瀬尾医院 茨城県日立市東多賀町２－１５－８ 0294-33-0763

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

小川医院 茨城県日立市相賀町５－１ 0294-21-0963

南高野医院 茨城県日立市南高野町３－１６－２ 0294-52-2660

日立さくらクリニック 茨城県日立市田尻町４－４９－１５ 0294-43-2000
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大森内科医院 茨城県日立市大みか町２－５－１６ 0294-54-1361

永井ひたちの森病院 茨城県日立市小木津町９６６ 0294-44-8800

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

島田外科医院 茨城県日立市大みか町２－１３－１８ 0294-53-4888

千葉クリニック 茨城県日立市桜川町２－１８－１ 0294-25-6070

十王医院 茨城県日立市十王町友部１５８４－１ 0294-39-3266

やまがた内科医院 茨城県日立市川尻町１－３５－７ 0294-44-8700

西野医院 茨城県日立市留町１１６６－１ 0294-27-1313

西成田医院 茨城県日立市西成沢町２－２－１ 0294-25-6520

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

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

聖麗メモリアル病院 茨城県日立市茂宮町８４１ 0294-52-8500

川島クリニック 茨城県日立市桜川町１－１－１ 0294-35-1266

山手クリニック 茨城県日立市千石町２－１３－３ 0294-33-2121

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

日立厚生医院 茨城県日立市鮎川町５－９－９ 0294-34-1241

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

なわ内科・呼吸器クリニック 茨城県日立市金沢町３－２０－５ 0294-33-6531

日立港病院 茨城県日立市みなと町１１－１０ 0294-52-3576

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

県南病院 茨城県土浦市中１０８７ 029-841-1148

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

永井医院 茨城県土浦市乙戸９２１－３ 029-842-3826

高安クリニック 茨城県土浦市立田町１－２２ 029-822-8201

松本内科医院 茨城県土浦市中村東３－１－２０ 029-843-1211

烏山診療所 茨城県土浦市烏山２－５３０－３８６ 029-843-0331

桜井内科医院 茨城県土浦市中央２－１６－２１ 029-821-0356

小林医院 茨城県土浦市神立中央３－１０－１ 029-831-6688

小原内科医院 茨城県土浦市中央２－４－３１ 029-821-1015

神立病院 茨城県土浦市神立中央５－１１－２ 029-831-9711

荒川沖診療所 茨城県土浦市荒川沖１０１ 029-843-0859

高野医院 茨城県土浦市荒川沖西２－１２－２ 029-841-0154

都和病院 茨城県土浦市西並木町３６９０ 029-824-3434

鶴町医院 茨城県土浦市中央１－１－１１ 029-821-2368

淀縄医院 茨城県土浦市大町１１－３４ 029-822-5615

後藤外科・胃腸科 茨城県土浦市並木１－２－４３ 029-821-6895

田谷医院 茨城県土浦市生田町３－２７ 029-823-2636

つちうら東口クリニック 茨城県土浦市有明町２－３１　関鉄土浦ビル４階 029-825-7880

土浦中央クリニック 茨城県土浦市城北町６－１８ 029-835-0200

山手医院 茨城県土浦市国分町７－６ 029-835-3388

塚田整形外科 茨城県土浦市桜町３－９－２０ 029-824-1111

きし整形外科・内科 茨城県土浦市大和町９－２ウララ２ビル３０３ 029-825-5200

野上病院 茨城県土浦市東崎町６－８ 029-822-0145

ウララ胃腸科外科 茨城県土浦市大和町９－２ウララ２ビル２０３ 029-825-4477

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

常陽医院 茨城県土浦市城北町１４－４ 029-822-6594

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

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

新治診療所 茨城県土浦市下坂田２０１３－１ 029-862-4668

宮﨑クリニック 茨城県土浦市藤沢９６４－２ 029-830-6800

大石内科クリニック 茨城県土浦市大岩田２４７２ 029-835-0014
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さくら内科クリニック 茨城県土浦市桜町３－１４－１８ 029-835-3233

鈴木クリニック 茨城県土浦市中荒川沖町５－１７ 029-841-7711

大塚クリニック 茨城県土浦市神立中央３－９－１ 029-832-7555

しほう医院 茨城県土浦市宍塚１９４５－１ 029-823-9511

叶多内科医院 茨城県土浦市桜ケ丘町２８－４１ 029-826-1566

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

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

額賀医院 茨城県土浦市富士崎１－７－２５ 029-821-5748

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

菊地内科医院 茨城県土浦市下高津１－１９－３７ 029-821-3770

つちうら糖尿病内科クリニック 茨城県土浦市大和町９－２　ウララ２ビル２０１ 029-886-8880

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

友常クリニック 茨城県土浦市中央２－１４－９ 029-824-2718

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

中高津クリニック 茨城県土浦市中高津３－１－４ 029-824-1212

外科・内科天の橋立 茨城県土浦市天川２－３－２８ 029-835-0333

中央大祢整形形成外科 茨城県土浦市中央２－９－２ 029-821-0220

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

遠藤医院 茨城県古河市本町２－１４－１ 0280-32-0070

梅田内科クリニック 茨城県古河市旭町１－１３－５ 0280-32-8342

山中医院 茨城県古河市東１－７－１１ 0280-32-0288

前沢内科医院 茨城県古河市東２－１３－２２ 0280-32-2386

小林医院 茨城県古河市本町３－１－３３ 0280-32-1210

長島外科 茨城県古河市本町１－９－１５ 0280-32-3011

西村外科 茨城県古河市本町２－５－１０ 0280-32-0879

平嶋胃腸科外科医院 茨城県古河市駒羽根１３４ 0280-92-2211

梅田医院 茨城県古河市久能１０１８－４ 0280-91-2023

塚原医院 茨城県古河市尾崎３８１０－３ 0280-76-2323

酒井医院 茨城県古河市諸川４３０ 0280-76-0063

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

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

友愛記念病院 茨城県古河市東牛谷７０７ 0280-97-3000

利根川橋クリニック 茨城県古河市中田１６９０ 0280-47-1115

しばさきクリニック 茨城県古河市中央町１－２－３０ 0280-22-1351

松永外科医院 茨城県古河市東本町３－１５－３６ 0280-32-1648

古河赤十字病院 茨城県古河市下山町１１５０ 0280-23-7111

いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック 茨城県古河市東牛谷８１５－１ 0280-23-2890

田中医院 茨城県古河市錦町５－３ 0280-23-0600

石井内科クリニック 茨城県古河市大堤１２０－１ 0280-23-1771

古河総合病院 茨城県古河市鴻巣１５５５ 0280-47-1010

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

島崎内科クリニック 茨城県古河市関戸字稲荷山１５８７－８８ 0280-23-3239

つるみ脳神経病院 茨城県古河市上片田８１３ 0280-77-2222

山王台病院 茨城県石岡市東石岡４－１－３８ 0299-26-3130

渡辺クリニック 茨城県石岡市東光台４－１４－３０ 0299-26-7633

岡﨑内科医院 茨城県石岡市府中１－３－２１ 0299-22-2014

石岡診療所 茨城県石岡市国府２－４－９ 0299-24-5080

柏木医院 茨城県石岡市石岡２１５８－３ 0299-22-2874

芹澤医院 茨城県石岡市石岡３１６５－１７ 0299-22-2035

府中クリニック 茨城県石岡市府中５－１１－１ 0299-22-2146

藤井内科クリニック 茨城県石岡市鹿の子２－１－３６ 0299-35-5005
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グリーンクリニック 茨城県石岡市柿岡１５４７－７ 0299-36-4120

石岡第一病院 茨城県石岡市東府中１－７ 0299-22-5151

杉並クリニック 茨城県石岡市杉並２－２－１９ 0299-27-6700

旭台病院 茨城県石岡市旭台１－１７－２６ 0299-26-2131

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

三岳荘小松崎病院 茨城県筑西市中舘２２６５ 0296-24-2331

大圃クリニック 茨城県筑西市丙１５３－４ 0296-21-0123

下館胃腸科医院 茨城県筑西市二木成１５１９ 0296-24-8864

野中医院 茨城県筑西市野殿１５９５－２ 0296-25-0155

大圃病院 茨城県筑西市木戸３５２ 0296-37-3101

横瀬医院 茨城県筑西市海老ケ島９６２－２ 0296-52-0027

かくらいクリニック 茨城県筑西市松原２２８ 0296-52-6711

協和中央病院 茨城県筑西市門井１６７６－１ 0296-57-6131

落合医院 茨城県筑西市小栗５６１６－１ 0296-57-3011

宮田医院 茨城県筑西市丙５９ 0296-22-2440

さとうクリニック 茨城県筑西市丙９２ 0296-20-0310

明野中央医院 茨城県筑西市海老ケ島９２６ 0296-52-0026

ごとうクリニック 茨城県筑西市岡芹２１６２ 0296-23-3215

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

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

玉野医院 茨城県筑西市下川島７５９ 0296-28-0801

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

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

城西病院 茨城県結城市結城１０７４５－２４ 0296-33-2111

しろがねクリニック 茨城県結城市結城１３４４７ 0296-32-4511

宮田医院 茨城県結城市結城３０ 0296-32-5252

長沢医院 茨城県結城市結城６３０６－４ 0296-33-6333

栗原胃腸科医院 茨城県結城市結城３５４－３ 0296-32-2727

渡邉医院 茨城県結城市山川新宿１６８ 0296-35-0006

つぼいクリニック 茨城県結城市中央町１－１２－２ 0296-33-1020

宮田外科医院 茨城県結城市結城３４４－６ 0296-33-2608

結城病院 茨城県結城市結城９６２９－１ 0296-33-4161

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

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

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

蘇原内科医院 茨城県結城市結城４２１ 0296-33-3927

大木医院 茨城県結城市小田林２５２０－２９ 0296-33-2288

兼子内科循環器科 茨城県龍ケ崎市寺後３９８９－１ 0297-64-3105

山村医院 茨城県龍ケ崎市佐貫３－５－５プラザエルマーナ内 0297-66-0555

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

山本医院 茨城県龍ケ崎市佐貫町５６０ 0297-66-3348

根本医院 茨城県龍ケ崎市半田町１３９０ 0297-62-3155

さくらクリニック 茨城県龍ケ崎市中根台１－９－７ 0297-65-1211

飯野クリニック 茨城県龍ケ崎市若柴町２５００－１ 0297-60-2323

牛尾病院 茨城県龍ケ崎市馴柴町１－１５－１ 0297-66-6111

竜ヶ崎医院 茨城県龍ケ崎市川原代町２６４１ 0297-62-0550

斎藤クリニック 茨城県龍ケ崎市馴馬町６０２－７ 0297-64-3527

鴻巣クリニック 茨城県龍ケ崎市緑町２００ 0297-61-0151

龍ケ崎済生会病院 茨城県龍ケ崎市中里１－１ 0297-63-7111

村井医院 茨城県龍ケ崎市愛戸町５５ 0297-62-3380

龍ヶ崎大徳ヘルシークリニック 茨城県龍ケ崎市大徳町１２９８－３ 0297-64-3133
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松葉クリニック 茨城県龍ケ崎市松葉４－１０－１７ 0297-65-7282

中村クリニック 茨城県龍ケ崎市六斗蒔８６９０－１ 0297-64-6655

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

とき田クリニック 茨城県下妻市長塚２８－１ 0296-44-3232

平間病院 茨城県下妻市江２０５１ 0296-43-5100

菊山胃腸科外科医院 茨城県下妻市下妻丁８１－７ 0296-44-2014

中山医院 茨城県下妻市中郷１８５ 0296-43-2512

軽部病院 茨城県下妻市下妻乙３９８－１ 0296-44-3761

三津山クリニック 茨城県下妻市大串４５２－２ 0296-48-9131

坂入医院 茨城県下妻市高道祖５６８３－１ 0296-43-6391

きぬ医師会病院 茨城県常総市新井木町１３－３ 0297-23-1771

のぞみが丘診療所 茨城県常総市大生郷町３１４２ 0297-24-0662

植竹医院 茨城県常総市水海道宝町２８４１ 0297-23-1135

常総メディカル 茨城県常総市新石下３９２６ 0297-42-0200

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

水海道西部病院 茨城県常総市豊岡町丙６８５ 0297-24-1211

大塚クリニック 茨城県常総市中妻町２６２０ 0297-20-2400

いとう医院 茨城県常総市古間木新田８１７－１ 0297-42-1666

西山堂病院 茨城県常陸太田市木崎二町９３１－２ 0294-72-5121

太田病院 茨城県常陸太田市中城町１７３ 0294-72-1258

渡辺医院 茨城県常陸太田市西三町２１２１ 0294-72-0178

藤井病院 茨城県常陸太田市金井町３６７０ 0294-72-5511

佐竹南台菜のはなクリニック 茨城県常陸太田市天神林町８７０－２４５ 0294-80-2250

根本医院 茨城県常陸太田市久米町２００ 0294-76-2255

小林医院 茨城県常陸太田市町田町２０９３ 0294-85-0010

大森医院 茨城県常陸太田市徳田町４７４ 0294-82-3335

天下野診療所 茨城県常陸太田市天下野町４９５４ 0294-87-0456

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

賀美診療所 茨城県常陸太田市小菅町４０６ 0294-82-2101

大山病院 茨城県常陸太田市金井町４８１０ 0294-72-6161

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

川崎クリニック 茨城県常陸太田市木崎二町２０４０ 0294-72-1111

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

高萩それいゆ病院 茨城県高萩市上手綱赤塚２６８ 0293-24-0770

たばたクリニック 茨城県高萩市高戸３８２－１ 0293-20-5511

樋渡医院 茨城県高萩市大和町２－５９ 0293-23-2928

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

瀧病院 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 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 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 茨城県北茨城市関南町関本下１０５０ 0293-46-1121

石本病院 茨城県笠間市石井２０４７ 0296-72-4051

河村医院 茨城県笠間市笠間２２３－２ 0296-72-2121

佐藤医院 茨城県笠間市笠間９８１－８ 0296-72-0032

神里医院 茨城県笠間市笠間１２５６ 0296-72-0177

立川記念病院 茨城県笠間市八雲２－１２－１４ 0296-77-7211

あさひクリニック 茨城県笠間市旭町１０８－６ 0296-78-5011

常陸クリニック 茨城県笠間市旭町４７２－１ 0296-78-5911

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

梅里クリニック 茨城県笠間市下郷４４６８ 0299-45-2002

友部セントラルクリニック 茨城県笠間市鯉淵６６７９－１１ 0296-73-4110
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笠間中央クリニック 茨城県笠間市福原３６３３－３ 0296-71-6001

ねもとクリニック 茨城県笠間市大田町２１５－１３ 0296-77-7011

笠間市立病院 茨城県笠間市南友部１９６６－１ 0296-77-0034

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

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

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

ふじえだクリニック 茨城県笠間市東平３－１－４０ 0296-71-5500

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

龍田医院 茨城県取手市西２－１－３２ 0297-74-7225

戸田医院 茨城県取手市戸頭６－１８－１６ 0297-78-3333

常総病院 茨城県取手市下高井２３７１ 0297-78-8707

宗仁会病院 茨城県取手市岡１４９３ 0297-85-8341

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

堤医院 茨城県取手市本郷５－９－２１ 0297-72-1012

飯泉内科クリニック 茨城県取手市藤代１１２１－２ 0297-83-8818

丸野医院 茨城県取手市稲８５３ 0297-74-4199

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

あおぞら診療所 茨城県取手市新町３－１３－１１ 0297-72-6137

東取手病院 茨城県取手市井野２６８ 0297-74-3333

松崎医院 茨城県坂東市猫実１４２１ 0297-39-2011

吉原内科 茨城県坂東市岩井３３２４ 0297-35-0008

石塚医院 茨城県坂東市岩井４５００－１３ 0297-35-1161

高橋医院 茨城県坂東市岩井４５９５ 0297-35-1026

木根淵外科胃腸科病院 茨城県坂東市辺田１４３０ 0297-35-3131

清水丘診療所 茨城県坂東市逆井４１１２ 0280-88-1014

天王前クリニック 茨城県坂東市矢作１６８０－１ 0297-38-1711

存身堂医院 茨城県坂東市岩井３２９３ 0297-35-1011

岩本医院 茨城県坂東市沓掛８５０－１ 0297-44-2033

ホスピタル坂東 茨城県坂東市沓掛４１１ 0297-44-2000

牛久愛和総合病院 茨城県牛久市猪子町８９６ 029-873-3111

太田医院 茨城県牛久市さくら台１－１８－２ 029-874-2281

飯泉医院 茨城県牛久市田宮町１４０－４ 029-872-0066

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

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

なかの循環器クリニック 茨城県牛久市中央１－２１－３ 029-846-2000

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

ことより医院 茨城県牛久市中央５－１２－１７ 029-870-5480

鳥越クリニック 茨城県牛久市女化町２２３－５ 029-874-3511

井上内科クリニック 茨城県牛久市栄町５－４５－１ 029-830-7555

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

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

いずみ内科医院 茨城県牛久市牛久町１６５－１ 029-830-8655

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

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

筑波学園病院 茨城県つくば市上横場２５７３－１ 029-836-1355

筑波記念病院 茨城県つくば市要１１８７－２９９ 029-864-1212

筑波中央病院 茨城県つくば市北条５１１８ 029-867-1211

柴原医院 茨城県つくば市吉沼１１５１ 029-865-0511

宮本内科クリニック 茨城県つくば市苅間１ 029-855-6565

かつらぎクリニック 茨城県つくば市苅間１９６－１ 029-852-1105

池野医院 茨城県つくば市高野台２－１６－８ 029-838-2700
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中川医院 茨城県つくば市篠崎２２７２－１ 029-864-7760

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

木村クリニック 茨城県つくば市作谷１１２５ 029-869-1211

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

林クリニック 茨城県つくば市稲荷前５－６ 029-859-0550

飯村医院 茨城県つくば市北条４３２６－２ 029-867-0068

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

倉田内科クリニック 茨城県つくば市栗原３４４３ 029-857-8181

川井クリニック 茨城県つくば市東平塚７１５－１ 029-854-1881

飯岡医院 茨城県つくば市桜３－２０－２ 029-857-7526

仁愛内科医院 茨城県つくば市小野崎７８５－１ 029-855-4577

広瀬医院 茨城県つくば市北条８５ 029-867-0127

北條医院 茨城県つくば市花畑３－２８－８ 029-864-0006

つくば双愛病院 茨城県つくば市高崎１００８ 029-873-2511

ユーカリ医院 茨城県つくば市大井１６２２ 029-874-1531

筑波胃腸病院 茨城県つくば市高見原１－２－３９ 029-874-3321

自由ケ丘医院 茨城県つくば市自由ケ丘１６５－１９ 029-876-0888

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

太田医院 茨城県つくば市手代木３０９－４ 029-838-5333

渡辺医院 茨城県つくば市小野崎４７６ 029-851-0550

あつしクリニック 茨城県つくば市田水山９７５ 029-850-7878

小倉医院 茨城県つくば市沼田１８１ 029-866-0108

つくばシティア内科クリニック 茨城県つくば市吾妻２－８－８つくばシティアビル４階 029-856-5500

菊池内科クリニック 茨城県つくば市谷田部５９１５ 029-839-5070

渋谷クリニック 茨城県つくば市金田２０２９－１ 029-863-5252

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

田村医院 茨城県つくば市上横場２２９０－６ 029-837-1806

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

つくばセンタークリニック 茨城県つくば市竹園１－６－１　つくば三井ビル４階 029-851-9001

あおやぎ医院 茨城県つくば市上ノ室８８７ 029-857-1522

酒寄医院 茨城県つくば市国松８５５－２ 029-866-0106

広瀬クリニック 茨城県つくば市国松５６－１ 029-866-0129

研究学園クリニック 茨城県つくば市研究学園５－１２－４研究学園駅前岡田ビル５階 029-860-5355

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

寺崎クリニック 茨城県つくば市吉沼１４３７－１ 029-865-0034

林医院 茨城県つくば市北条１９－２ 029-867-0114

紫峰の森クリニック 茨城県つくば市島名４７２－１ 029-848-2348

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

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

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

おがわ内科 茨城県つくば市みどりの１－３１－９　みどりのメディカルモール１Ｆ 029-839-3770

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

成島クリニック 茨城県つくば市館野３６３ 029-839-2170

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

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

ちかつクリニック 茨城県つくば市学園の森２－４０－１ 029-828-8700

きくち呼吸器内科クリニック 茨城県つくば市島名１８５１－４（香取台Ｂ５５街区１） 029-846-2780

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

楓クリニック 茨城県つくば市上広岡５０３－１ 029-896-4575

大野医院 茨城県つくば市島名６３４ 029-848-0888

さくら内科・呼吸器内科クリニック 茨城県つくば市桜２－１５－１ 029-869-8090
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ひろせ内科消化器クリニック 茨城県つくば市流星台２６－８ 029-896-7786

つくば辻クリニック 茨城県つくば市研究学園５－１９イーアスつくば 029-868-7170

ありたクリニック 茨城県つくば市小野崎７５９－６ 029-828-6339

おおつか内科クリニック　消化器内科・腎臓内科 茨城県つくば市梅園２－２０－９ 029-859-7060

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

山﨑クリニック 茨城県ひたちなか市赤坂１２３９１ 029-263-3621

中村医院 茨城県ひたちなか市殿山町１－２－８ 029-262-2326

大平医院 茨城県ひたちなか市八幡町９－７ 029-263-3922

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

曽野内科医院 茨城県ひたちなか市東大島４－１６－１７ 029-273-5550

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

勝田病院 茨城県ひたちなか市中根５１２５－２ 029-272-5184

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

紀有堂クリニック 茨城県ひたちなか市高野５６３ 029-285-6151

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

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

海原医院 茨城県ひたちなか市稲田２２１－５ 029-285-1010

後藤医院 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 茨城県ひたちなか市津田２８２９－５ 029-276-1515

遊座医院 茨城県ひたちなか市釈迦町１－３４ 029-262-2368

四方医院 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 茨城県ひたちなか市東石川１５８１ 029-271-1100

ハートクリニック松本 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 茨城県ひたちなか市長堀町３－８－４ 029-354-0348

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

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

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

亀山医院 茨城県ひたちなか市馬渡３２８３－２ 029-272-3778

関内科医院 茨城県ひたちなか市大平４－２－１３ 029-272-3675

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

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

河村クリニック 茨城県ひたちなか市堀口６１１－１ 029-272-2068

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

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

田崎外科医院 茨城県ひたちなか市市毛５２０－２ 029-272-5524

山口内科クリニック 茨城県ひたちなか市東石川３３７９－１３ 029-276-0700

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

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

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

脳神経外科　聖麗メモリアルひたちなか 茨城県ひたちなか市馬渡２８３５－２ 029-219-8400

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

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

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

田中循環器内科クリニック 茨城県ひたちなか市津田２０３１－１０７８ 029-229-1300

前田病院 茨城県鹿嶋市宮中５２０１ 0299-83-1122

佐竹内科医院 茨城県鹿嶋市荒野１５４５－３５ 0299-69-7766

大野診療所 茨城県鹿嶋市和８２４－１ 0299-69-4724

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

小山記念病院 茨城県鹿嶋市厨５－１－２ 0299-85-1111

松倉中央クリニック 茨城県鹿嶋市和７８６－１６ 0299-90-9222

島崎クリニック 茨城県鹿嶋市宮中７－３－１０ 0299-82-0191
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島医院 茨城県鹿嶋市宮中１９９６－１１ 0299-83-4011

仲澤医院 茨城県潮来市あやめ２－２７－１１ 0299-63-2003

飯島内科 茨城県潮来市日の出８－１３－２ 0299-66-0280

大久保診療所 茨城県潮来市潮来１４３－２ 0299-62-2506

常南医院 茨城県潮来市辻３８６ 0299-63-1101

久保医院 茨城県潮来市牛堀８２１－１ 0299-64-6116

延方クリニック 茨城県潮来市宮前１－１１－８ 0299-66-1873

草間クリニック 茨城県守谷市高野５０７０－３ 0297-45-3800

下村医院 茨城県守谷市本町４０３ 0297-48-0078

守谷慶友病院 茨城県守谷市立沢９８０－１ 0297-45-3311

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

カリオクリニック 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 茨城県守谷市松並１６３０－１ 0297-48-6001

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

ゆりがおかクリニック 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 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

永瀬内科 茨城県守谷市松並１５８０ 0297-48-2000

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

志村大宮病院 茨城県常陸大宮市上町３１３ 0295-53-1111

上久保医院 茨城県常陸大宮市東富町４６６ 0295-52-3181

丹治医院 茨城県常陸大宮市東富町３０４６－１５ 0295-53-2115

小泉医院 茨城県常陸大宮市上町９０９－１ 0295-52-0116

大曽根内科小児科 茨城県常陸大宮市栄町１３４５ 0295-52-0302

一貫堂クリニック 茨城県常陸大宮市下町３９９３ 0295-54-7777

高村外科医院 茨城県常陸大宮市山方１１１７－１ 0295-57-2031

大串医院 茨城県常陸大宮市山方９２８ 0295-57-2411

岡﨑外科医院 茨城県常陸大宮市中富町１００３－６ 0295-52-0547

緒川クリニック 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 茨城県常陸大宮市高部５２８１－１ 0295-58-2859

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

おかざき内科クリニック 茨城県常陸大宮市上町３２３ 0295-58-5110

塙内科消化器科 茨城県那珂市後台３２３８－１ 029-295-2110

西山堂慶和病院 茨城県那珂市鴻巣３２４７－１ 029-295-5121

小豆畑病院 茨城県那珂市菅谷６０５ 029-295-2611

那珂記念クリニック 茨城県那珂市中台７４５－５ 029-353-2800

河野胃腸科外科 茨城県那珂市竹ノ内３－１０－５ 029-295-5386

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

なかむらクリニック 茨城県那珂市飯田２８２２－１ 029-353-2310

那珂中央クリニック 茨城県那珂市飯田１７３３－１ 029-298-7811

たに内科クリニック 茨城県那珂市古徳３９７－１ 029-229-0721

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

小宅内科医院 茨城県那珂市菅谷４３７０－２ 029-298-0050

木村医院 茨城県那珂市瓜連４５１－２ 029-296-1165

小野瀬医院 茨城県那珂市後台１８２９－５ 029-295-2221

坂本医院 茨城県稲敷市江戸崎甲２６８８ 029-892-2627

佐倉クリニック 茨城県稲敷市佐倉３２５１－７ 029-892-7011

すずきクリニック 茨城県稲敷市角崎１６５５－１ 0297-87-5253

江戸崎病院 茨城県稲敷市阿波１２９９ 029-894-2611

ゆはらクリニック 茨城県稲敷市古渡３９－１ 029-894-2002

宮本病院 茨城県稲敷市幸田１２４７ 0299-79-2114

江戸崎ひかりクリニック 茨城県稲敷市江戸崎甲３５５７－１ 029-834-5777
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角崎クリニック 茨城県稲敷市中山４３７７－２３ 0297-87-6030

矢原診療所 茨城県かすみがうら市宍倉６１６７－１ 029-831-8576

川島医院 茨城県かすみがうら市深谷３６５６－１ 029-897-1237

高木医院 茨城県かすみがうら市稲吉東１－１５－１ 029-832-2020

太田医院 茨城県かすみがうら市下稲吉１５９８－１ 0299-59-2026

白十字総合病院 茨城県神栖市賀２１４８ 0299-92-3311

城之内医院 茨城県神栖市筒井１４２２－１４７ 0299-92-1261

神栖済生会病院 茨城県神栖市知手中央７－２－４５ 0299-97-2111

渡辺病院 茨城県神栖市土合本町２－９８０９－２０ 0479-48-2121

小田医院 茨城県神栖市波崎８６３５ 0479-44-0450

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

人見医院 茨城県神栖市芝崎３３２ 0299-96-0020

鹿嶋ハートクリニック 茨城県神栖市平泉１－１６８ 0299-77-8888

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

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

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

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

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

皮フ科内科クリヤマクリニック 茨城県神栖市神栖１－１７－１　ソレイユプラザ 0299-91-1188

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

済生会土合クリニック 茨城県神栖市土合本町１－９１０８－３ 0479-21-3321

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

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

小沼診療所 茨城県行方市麻生１１０５－２ 0299-72-0388

土浦協同病院なめがた地域医療センター 茨城県行方市井上藤井９８－８ 0299-56-0600

曽内科クリニック 茨城県行方市玉造甲５１０－３ 0299-36-2611

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

石塚地方病院 茨城県東茨城郡城里町石塚１３３７ 029-288-3121

さかた医院 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 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町１０１５－１ 029-219-8151

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

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

桜の郷クリニック 茨城県東茨城郡茨城町桜の郷１４００－５ 029-291-1555

尾形クリニック 茨城県那珂郡東海村村松３７５ 029-282-4781

東海クリニック 茨城県那珂郡東海村舟石川９４４ 029-283-1711

村立東海病院 茨城県那珂郡東海村村松２０８１－２ 029-282-2188

久保田病院 茨城県久慈郡大子町大子７９９ 0295-72-0023

吉成医院 茨城県久慈郡大子町大子８１３－１ 0295-72-0555

慈泉堂病院 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 茨城県久慈郡大子町大子８２４ 0295-72-0179

岩佐医院 茨城県久慈郡大子町大子１８２８－７ 0295-72-0975

美浦中央病院 茨城県稲敷郡美浦村宮地５９６ 029-885-3551

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

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

印南クリニック 茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷１３２９－１ 029-834-2222

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

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

脳と心のクリニック 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 茨城県稲敷郡阿見町南平台１－２２１３－２ 029-888-0888

菊山医院 茨城県結城郡八千代町高崎１０７３ 0296-48-1294

茨城西南医療センター病院 茨城県猿島郡境町２１９０ 0280-87-8111
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馬場医院 茨城県猿島郡五霞町元栗橋７２６４ 0280-84-3721

境クリニック 茨城県猿島郡境町長井戸２８７－１ 0280-87-6500

村田医院 茨城県猿島郡境町４５２－１ 0280-87-0066

芝田クリニック 茨城県猿島郡五霞町山王３６８－１ 0280-84-3881

優心会クリニック 茨城県猿島郡境町１９３ 0280-81-1617

もえぎ野台よつば診療所 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 茨城県北相馬郡利根町下井３２７－３ 0297-68-8017

上の原病院 茨城県桜川市上野原地新田１５９－２ 0296-75-3128

せいかん荘クリニック 茨城県桜川市岩瀬１５４０ 0296-76-1818

袖山医院本院 茨城県桜川市西桜川１－４３ 0296-75-2019

平島医院 茨城県桜川市岩瀬１９８ 0296-75-2510

内科宮本医院 茨城県桜川市真壁町古城２２９－１ 0296-55-0101

根本医院 茨城県桜川市真壁町真壁２０２ 0296-55-0027

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

吉原医院 茨城県桜川市明日香２－３１ 0296-75-1177

けんせいクリニック 茨城県桜川市岩瀬２０７－１ 0296-71-8111

高須病院 茨城県鉾田市鉾田２５７０ 0291-33-2131

鉾田病院 茨城県鉾田市安房１６５０－２ 0291-32-3313

上杉医院 茨城県鉾田市鉾田１６３５－１ 0291-32-2509

たきもとクリニック 茨城県鉾田市汲上３１２８ 0291-39-5550

ハタミクリニック 茨城県鉾田市鉾田１３４７－１ 0291-33-3158

緑クリニック医院 茨城県つくばみらい市谷井田２２１５－４ 0297-58-5222

谷井田医院 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 茨城県つくばみらい市富士見ヶ丘１－８－１ 0297-21-8025

小川南病院 茨城県小美玉市小川７３３ 0299-58-1131

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

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

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

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

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

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