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施設名 所在地 電話番号 URL
初診の電話等
を用いた診療
の実施の有無

再診の電話等
を用いた診療
の実施の有無

対応診療科 担当医師名
対面診療が必要と判断した場合に

連携する医療機関名

土浦市 総合病院 土浦協同病院 土浦市おおつ野4-1-1 029-830-3711 http://www.tkgh.jp/ × ○

医療法人社団筑三会 筑波胃腸病院 つくば市高見原1-2-39 029-874-3321 http://www.tsukubaichou.com/ ○ ○

医療法人社団双愛会つくば双愛病院 つくば市高崎1008 029-873-2511 http://www.Tsukuba-soai.com/ × ○ 全診療科 各科診療医師

コミュニティクリニッ ク・つくば つくば市苅間1555-1 029-856-7810 
http://k2.fc2.com/cgi-
bin/hp.cgi/community-clinic/

 × 〇 精神科 心療内科 林 志光 黒田 直明

サトウ眼科
つくば市研究学園5-19 イーアスつくばメデ

ィカルコート
029-886-9897 http://www.satouganka.com ○ ○ 眼科 佐藤正樹

対面診療と判断した場合は、当
院へ受診いただき、自院ですべ
て対応します

すえひろ眼科 つくば市吾妻2-8-8 029-849-0177 http://suehiroganka.com ○ ○ 眼科 末廣 和代 筑波大学附属病院

ストレスケア つくばクリニック つくば市竹園1-4-1南3パークビル1F 029-863-2888 http://s-tsukuba.com/ ✕ ○
内科、精神科、
心療内科

髙﨑圭司  岡本愼吾
渡辺善徳 佐藤親次
伊藤きょう子  宮本洋
伊藤晋二  小畠秀吾
廣幡小百合  黒田直明

八千代病院

つくば木の花クリニック つくば市松野木109-1 029-839-4458 http://www.konohana-clinic.com × ○ 精神科 山口 直美 小林 純

まつしろ耳鼻咽喉科クリ ニック つくば市松代4−8−1 029-897-3310 http://www.matsushiroent.jp ○ 耳鼻咽喉科 国広 美紀

みなのクリニック内科呼 吸器科 つくば市西平塚318-1 029-850-4159 http://www.minanoclinic. × ○
 内科、呼吸器科、ア
レルギー科

井上、陶山、 角、柳生
筑波記念病院
筑波メディカルセンター

宮川内科・胃腸科医院 つくば市二の宮2-2-26 029-855-8777 http://miyakawa-naika.jp/ × 〇
内科、胃腸科、
小児科

宮川 健治 筑波メディカルセンター病院

高崎クリニック つくば市高崎772−12 029-873-3733 ○ 内科 日比野敏子

小倉医院 つくば市沼田１８１ 029-866-0108 ○ ○ 内科 小倉雅徳 飯田病院

前島レディースクリニック つくば市松代4-10-12 029-859-0726 www1.ttcn.ne.jp/~maejima-L-clinic/ × 〇(自費のみ) 婦人科 前島 正基

つくばキッズクリニック つくば市島名2610-1 029-836-2825 https://tsukuba-kids.com/ ○ ○
小児科
小児内分泌内科

野末裕紀 鴨田 知博
松永 真紀

さかより耳鼻咽喉科 つくば市筑穂2-4-12 029-879-1187 http://www.sakayori-ent.com/ ○ ○ 耳鼻咽喉科 酒寄秀一

いとう耳鼻咽喉科クリ ニック つくば市みどりの2-58-2 029-896-8733 http://ito-ent.jp/ × ○ 耳鼻咽喉科 小児科 伊藤昭彦 伊藤陽子

医療法人 竹園ファミリークリニッ ク つくば市竹園2-8-19 029-851-4635 http://www.tkznfcl.jp/ ○ ○
内科 小児科 外科
整形外科

松本 隆之 筑波メディカルセンター病院

医療法人 博友会  菊池内科クリニック つくば市谷田部5915 029-839-5070 https://kikuchinaika.jp/ ○ ○ 内科 菊池 博 菊池 修一 筑波学園病院

中嶋こどもクリニック つくば市苅間篠前1620-7 029-895-6027 https://www.nakajima-kids.jp/

原則行わな
い(過去の経
過がわかる
患者の急性

期のみ)

気管支喘息
等の症状 安
定時の継続
処方のみ

小児科 中嶋光博 対面診療をメインに行っている

飯村医院 つくば市北条 4326-2 029-867-0068 http://www.iimura-iin.serio.jp ○ ○
内科・糖尿病内科・
小児科・歯科

飯村 康夫 飯村 尚仁
筑波メディカルセンター病院
筑波記念病院

大穂皮膚科クリニック つくば市筑穂2-8-4 029-864-1712 × 〇 皮膚科 望月太郎

筑波技術大学保健科学部附属
東西医学統合医療セ ンター

つくば市春日4-12-7 029-858-9590 http://www.k.tsukuba-tech.ac.jp/cl/ × ○

循環器内科、内分
泌・代謝内科、腎臓
内科、漢方内科、脳
神経内科、整形外
科、脳神経外科、精
神科

酒井 俊、横田 千津子、
平山 暁、白岩 伸子、
木下 裕光、鮎澤 聡、
遠藤 憲一

大野医院 つくば市島名634 029-848-0888 http://www.ohonoiin.jp/ ○ ○ 内科小児科 大野博之 筑波メディカルセンター病院

こだま在宅クリニック
つくば市筑穂2-7-1 ボヌール・リュミエー
ル1-101

029-896-3760 × ○ 内科訪問診療 児玉智之
筑波メディカルセンター病院
筑波記念病院

庄司クリニック つくば市中野158−1 029-836-0405 http://www.shojiclinic.jp/ ○ ○ 婦人科、小児科
庄司真弓
庄司慶子

総合守谷第一病院

つくば市

シティア内科クリニック つくば市吾妻2-8-8 シティアビル4階 029-856-5500 https://www.cityia.jp/ × 〇 内科
松本 雄太
松本 好正 鈴木 かおり
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医療法人小田内科クリニック つくば市小田2951-5 029-867-2471 http://website2.infomity.net/8350064 ○ ○
内科、消化器内科、
循環器科、神経内科

古徳利光
有田圭介

筑波メディカルセンター病院
筑波総合クリニック

つくば学園クリニック つくば市苅間1929-1 029-863-6990 ○ ○ 内科 早川正廣
筑波メディカルセンター病院
筑波学園病院

おがわ内科
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 http://midorino-ogawa.com/index.html ○ ○ 内科 小川　健
筑波記念病院
筑波メディカルセンター病院
筑波学園病院

研究学園クリニック
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 https://www.ken-cli.or.jp/ × 〇
内科、消化器科
アレルギー科

新澤　岳
筑波メディカルセンター病院
筑波学園病院

つくばねむりとこころの クリニック つくば市妻木637-1 029-875-3578 http://sleep-mental-tsukuba.com/ × 〇 診療内科、精神科 大久保　武人

花クリニック南大通り つくば市竹園2－18－2 029－863－3561 https://www.tsukuba-jibika.or.jp/ × 〇 耳鼻咽喉科 横山　和則
当院に受診、筑波大学附属病
院、筑波学園病院

あだち内科クリニック 牛久市さくら台3-61-15 029-893-2777 × 〇
内科 呼吸器内科 小
児科

足立秀喜 つくばセントラル病院

井上内科クリニック 牛久市栄町5-45-1 029-830-7555 http://www.inoue-cl.org/ × 〇 内科 井上由香利 セントラル総合クリニック

岡見第一医院 牛久市岡見町959-21 029-872-5151 〇 〇 内科 循環器内科 久野越史 久野哲彌
龍ヶ崎済生会病院
つくばセントラル病院

ことより医院 牛久市中央5-12-17 029-870-5480 http://www.kotoyori-iin.com/ × 〇 内科 琴寄　誠
つくばセントラル病院
牛久愛和総合病院

そが内視鏡・消化器クリ ニック 牛久市ひたち野東2-24-11 029-897-3160 https://soga-clinic.jp/ 〇 〇 内科 消化器内科 曽我直弘 牛久愛和総合病院

則武内科クリニック
牛久市ひたち野東5-3-2
ひたち野うしく池 田ビル1階

029-871-7878 http://www.noritake-clinic.jp/ × 〇 内科 糖尿病内科 則武昌之

高野耳鼻咽喉科クリニッ ク 牛久市南2-22-7 029-870-5311 http://www.tetsuna-kai.or.jp/ 〇 〇 耳鼻咽喉科 髙野綾子 つくばセントラル病院

はなみずきクリニック 牛久市中央1-6-22 029-871-1711 http://www.hanamizuki-clinic.com/ 〇 〇 婦人科 皮膚科 内科
髙山典子 飯島　悟 飯島茂
子

つくばセントラル病院
龍ヶ崎済生会病院
霞ヶ浦医療センター
東京医大茨城医療センター

ひたち野ファミリークリ ニック 牛久市ひたち野西2−27−2 029-871-8080 https://www.hitachino-family.com/ 〇 〇 内科 小児科 高野恵輔
土浦協同病院
筑波メディカルセンター病院

まつなみクリニック 牛久市ひたち野東4-7-1 029-873-5111 http://www.matu-cl.com/ 〇 〇
内科 消化器内科 乳
腺外科 （継続服薬
の方 など）

松並克弘

龍ヶ崎済生会病院
つくばセントラル病院
霞ケ浦医療センター
土浦協同病院
東京医科大学茨城医療センター
筑波メディカルセンター病院
筑波大学附属病院

緑クリニック医院 つくばみらい市谷井田2215-4 0297-58-5222 ○ ○
内科 整形外科
耳鼻科 皮膚科

陶 緒平 筑波メディカルセンター病院

伊奈クリニック つくばみらい市板橋2243-1 0297-20-7755 https://keiyu.or.jp/ina/ ○ ○ 内科、小児科 海山 智隆 守谷慶友病院

牛久市

つくばみらい市

つくば市

医療法人社団 貴風会 なかざわクリニック つくばみらい市紫峰ヶ丘1-6-7 0297-34-1122 http://nakazawa-cl.byoinnavi.jp/ ○ ○ 中澤 哲
内科、外科、
消化器内科


