指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

愛正会記念茨城福祉医療センター

茨城県水戸市元吉田町1872

小児科・神経小児科・内科・整形外科・外科・小児外科・精神科・歯科

安達耳鼻咽喉科医院

茨城県水戸市千波町233-3

耳鼻咽喉科

いぐち皮フ科形成外科クリニック

茨城県水戸市酒門町下千束1571-1

皮膚科・形成外科

石川クリニック

茨城県水戸市東赤塚2123

小児科・内科

（公社）茨城県歯科医師会口腔センター水戸

茨城県水戸市見和2-292-1

歯科

茨城県立こども病院

茨城県水戸市双葉台3丁目3番地の1

小児内科・新生児内科・小児血液腫瘍内科・小児循環器内科・小児神経心
療内科・小児内分泌,代謝内科・小児感染症内科・小児腎臓内科・小児アレ
ルギー科・小児救急科・小児外科・新生児外科・小児泌尿器科・小児脳神
経外科・心臓血管外科・小児形成外科・麻酔科・放射線科

いばらき診療所みと

茨城県水戸市五軒町1-3-34

内科

医療法人 青木医院

茨城県水戸市本町3-4-7

産婦人科・内科

医療法人 五十嵐小児科医院

茨城県水戸市笠原町1670-1

小児科

医療法人 小沢眼科内科病院

茨城県水戸市吉沢町246-6

眼科・内科・麻酔科

医療法人 たむら小児科クリニック

茨城県水戸市百合が丘町8-8

皮膚科

医療法人 ひかり歯科

茨城県水戸市河和田町185-5

歯科

医療法人 山口クリニック

茨城県水戸市河和田町2丁目14-5

内科・泌尿器科

医療法人維誠会 金子医院

茨城県水戸市百合ヶ丘町8番地5

外科・内科・胃腸科・肛門科

医療法人大橋会 大橋病院

茨城県水戸市見川町2131-1560

胃腸外科・胃腸内科・肛門外科・肛門内科・眼科・外科・内科

医療法人三仁会 秋山クリニック

茨城県水戸市中丸町609-1

外科・整形外科・内科・胃腸科・肛門科

医療法人社団神代会神代内科医院

茨城県水戸市平須町1820-80

内科・小児科・循環器科・消化器科

医療法人社団順篤会
水戸うちはら内科クリニック

茨城県水戸市中原町西135番地

内科・小児科・糖尿病内科・内分泌内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器
内科・アレルギー科

医療法人社団成育会 平野こどもクリニック

茨城県水戸市中丸町333-1

小児科

医療法人社団博洋会 金敷内科医院

茨城県水戸市平須町1-27

内科・消化器科・循環器科・呼吸器科・小児科・皮膚科

医療法人社団北水会 スイコウ南クリニック

茨城県水戸市東原3丁目2番12号

整形外科・内科

医療法人社団北水会 北水会記念病院

茨城県水戸市東原3丁目2番1号

リウマチ科・アレルギー科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科・皮膚科・内科・呼
吸器内科・消化器内科・外科・整形外科・リハビリテーション科・脳神経外
科・眼科

医療法人誠順会クリニック健康の杜

茨城県水戸市千波町1250番地

内科・消化器内科・リウマチ科・外科・小児外科・内視鏡外科・大腸/肛門内
科・整形外科・リハビリテーション科

医療法人清真会 丹野病院

茨城県水戸市酒門町4887

内科・循環器科・小児科・外科・整形外科・麻酔科・リハビリテーション科

医療法人永和会 みなみ赤塚クリニック

茨城県水戸市河和田町4940

内科・糖尿病,代謝内科・内分泌内科

医療法人花澤耳鼻咽喉科

茨城県水戸市河和田町2894-8

耳鼻咽喉科

医療法人林眼科

茨城県水戸市赤塚1-1997-103

眼科

岩間東華堂クリニック

茨城県水戸市泉町3-1-30

内科・皮膚科

内田耳鼻咽喉科医院

茨城県水戸市新荘1-3-15

耳鼻咽喉科

かさの小児クリニック

茨城県水戸市袴塚3-1-15

小児科・アレルギー科・皮膚科

かなやま耳鼻咽喉科クリニック

茨城県水戸市内原1丁目150番地

耳鼻咽喉科

兼子内科クリニック

茨城県水戸市上水戸1丁目7-25

内科・小児科・アレルギー科・呼吸器科・消化器科・循環器科・放射線科

かめやま内科クリニック

茨城県水戸市東前1-206

内科・呼吸器内科・アレルギー科・小児科

国家公務員共済組合連合会水府病院

茨城県水戸市赤塚1丁目1番地

内科・小児科・外科・整形外科・放射線科・麻酔科

五味渕内科医院

茨城県水戸市堀町1133-52

内科

社会福祉法人恩腸財団済生会支部茨城県済生会
茨城県水戸市双葉台3-3-10
水戸済生会総合病院

内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・血液内科・腎臓内
科・糖尿病/代謝内科・内分泌内科・緩和ケア内科・小児科・外科・消化器
外科・乳腺外科・整形外科・形成外科・美容外科・脳神経外科・呼吸器外
科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・麻酔
科・ペインクリニック内科・リハビリテーション科・放射線科・歯科・歯科口腔
外科・救急科・病理診断科

城南病院

内科・外科・神経内科・整形外科・精神科・小児科・泌尿器科・リハビリテー
ション科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科

茨城県水戸市城南3-15-17

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

城南病院附属クリニック

茨城県水戸市城南3-15-8

内科・呼吸器科・循環器科・消化器科・腎臓内科・小児科

城こどもクリニック

茨城県水戸市赤塚1丁目16番 エスコート赤塚ウエスト棟Ａ-102 小児外科・小児科・外科

関皮膚科クリニック

茨城県水戸市千波町1440-5

皮膚科

総合病院 水戸協同病院

茨城県水戸市宮町3-2-7

内科・呼吸器内科・消化器内科・内分泌代謝,糖尿病内科・循環器内科・腎
臓内科・リウマチ科・神経内科・外科・呼吸器外科・消化器外科・乳腺外科・
小児外科・形成外科・脳神経外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・
眼科・耳鼻咽喉科・麻酔科・放射線科・リハビリテーション科・歯科口腔外
科・救急科・病理診断科

たかやす内科医院

茨城県水戸市平須町1814-181

内科・小児科

田口同仁クリニック

茨城県水戸市内原町910-1

麻酔科・内科・リハビリテーション科

つかだ眼科医院

茨城県水戸市宮町2丁目1番8号

眼科

ＴＯＭＯこどもクリニック

茨城県水戸市見川2-108-26
アーバンテラス一周館Ａ棟2階の201-1

小児科

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

内科

仲本内科クリニック

茨城県水戸市渋井町248-2

内科

福田小児科

茨城県水戸市酒門町3155番地の4

小児科

本多眼科医院

茨城県水戸市梅香2-2-46

眼科

水戸赤十字病院

茨城県水戸市三の丸3-12-48

内科・外科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・神経内科・消化器外
科・血管外科・脳神経外科・乳腺外科・整形外科・形成外科・麻酔科・リウ
マチ科・小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリ
テーション科・放射線科・病理診断科

宮本小児科医院

茨城県水戸市千波町375-5

小児科・アレルギー科・内科

やまわきこどもクリニック

茨城県水戸市城東2-3-32

小児科

医療法人徳仁会 丸山小児科・皮フ科

茨城県水戸市南町2-3-31

小児科・皮膚科

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

内科・消化器内科・肝臓内科・小児科

いばらき診療所ひたち

茨城県日立市久慈町2-6-37

内科・リハビリテーション科

医療法人 小川医院

茨城県日立市相賀町5番1号

内科・糖尿病内科

医療法人 たかはし小児科医院

茨城県日立市十王町友部東3-8-14

小児科

医療法人 日立さくらクリニック

茨城県日立市田尻町4丁目49-15

内科・外科・脳神経外科

医療法人愛正会 田尻ヶ丘病院

茨城県日立市田尻町3-24-1

内科・神経内科・腎臓内科・循環器内科・消化器内科・放射線科・老年内
科・歯科・小児歯科

医療法人社団 グルコピア日立

茨城県日立市東滑川町1丁目38番10号

内科・糖尿病内科

医療法人社団 日鉱記念病院

茨城県日立市神峰町2-12-8

内科・呼吸器内科・循環器内科・腎臓内科・糖尿病内科・消化器内科

医療法人社団慈川会 西野医院

茨城県日立市留町1166番地

内科・外科・小児科・心療内科・整形外科・リハビリテーション科

医療法人聖麗会 聖麗メモリアル高鈴

茨城県日立市高鈴町1-18-1

脳神経外科・脳ドック

医療法人聖麗会 聖麗メモリアル病院

茨城県日立市茂宮町841

脳神経外科

医療法人秀成会えじり内科クリニック

茨城県日立市大和田町1-1-28

内科・循環器内科

おあしす内科リウマチ科クリニック

茨城県日立市金沢町三丁目17番15号

内科・リウマチ科・心療内科・精神科

株式会社日立製作所 日立総合病院

茨城県日立市城南町二丁目1番1号

内科・神経内科・循環器科・小児科・外科・整形外科・形成外科・脳神経外
科・心臓血管外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハ
ビリテーション科・放射線科・麻酔科・歯科・精神科

川尻整形外科

茨城県日立市川尻町3-19-3

整形外科・内科・リハビリテーション科

しまざき矯正歯科

茨城県日立市千石町2-5-19

矯正歯科

嶋崎病院

茨城県日立市会瀬町3-23-1

整形外科，形成外科，リハビリテーション科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）

社会医療法人愛宣会 ひたち医療センター

茨城県日立市鮎川町2丁目8番16号

内科・循環器科・神経内科・外科・肛門外科・整形外科・脳神経外科・形成
外科・胃腸外科・小児科・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔
科・歯科・小児歯科

十王医院

茨城県日立市十王町友部1584-1

内科・リウマチ科・外科・皮膚科・小児科・耳鼻咽喉科

立花クリニック

茨城県日立市幸町1-7-7 ニュークリニックス日立2Ｆ

小児科・内科

ないとうクリニック

茨城県日立市東滑川町2丁目23番3号

脳神経外科・内科・外科・整形外科

新島スカイクリニック

茨城県日立市鮎川町3-1-21

内科・消化器内科(内視鏡)・肝臓内科

ひたちの眼科

茨城県日立市千石町2-6-6

眼科

福島クリニック

茨城県日立市十王町友部東2-5-5

内科・循環器内科・外科・整形外科

南高野医院

茨城県日立市南高野町3-16-2

内科・小児科・皮膚科

やまがた内科医院

茨城県日立市川尻町1-35-7

内科

天川クリニック

茨城県土浦市天川1-28-12

耳鼻咽喉科

荒川沖診療所

茨城県土浦市荒川沖南区101

内科・小児科

石井内科クリニック

茨城県土浦市右籾2626-66

内科・循環器内科・小児科

医療法人 たかぎ歯科

茨城県土浦市国分町4-15

歯科・口腔外科・小児歯科・矯正歯科

医療法人 松本内科医院

茨城県土浦市中村東3-1-20

内科・小児科・理学診療科・放射線科

医療法人社団道淑会 高野医院

茨城県土浦市荒川沖西2-12-2

内科・小児科・消化器内科

株式会社日立製作所 土浦診療健診センタ

茨城県土浦市神立東二丁目27番8号

内科・外科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・小児科・泌尿器科・皮膚科・精神
科・心療内科・歯科

烏山診療所

茨城県土浦市烏山二丁目530-386

内科・循環器内科・呼吸器内科・リハビリテーション科

菊地内科医院

茨城県土浦市下高津1-19-37

内科・消化器内科

酒井小児科医院

茨城県土浦市中高津3-2-9

小児科

しほう医院

茨城県土浦市宍塚1945-1

内科・外科・皮膚科・精神科・麻酔科・リハビリテーション科

常陽医院

茨城県土浦市城北町14-4

内科・小児科・神経内科・心療内科

新治診療所

茨城県土浦市下坂田2013-1

内科・小児科・消化器科・神経内科

総合病院土浦協同病院

茨城県土浦市おおつ野四丁目1番1号

内科・小児科・小児外科他３１診療科

染谷小児科

茨城県土浦市大和町9-2 ウララ2-306

小児科・アレルギー科・内科

土浦中央クリニック

茨城県土浦市城北町6-18

内科・外科・脳神経外科・リハビリテーション科

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

小児科・漢方内科・神経内科・アレルギー科

独立行政法人国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 茨城県土浦市下高津2-7-14

内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・腎臓内科・代謝内
科・血液内科・小児科・外科・整形外科・形成外科・呼吸器外科・心臓血管
外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション
科・病理診断科・放射線科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科

ののやま眼科

茨城県土浦市木田余1644-1

眼科

東郷クリニック

茨城県土浦市荒川沖東3-19-30

内科・呼吸器内科，循環器内科・小児科・外科・リハビリテーション科

ゆみこ内科クリニック

茨城県土浦市田中3-4-41

内科・糖尿内科・小児科

医療法人 なかむら眼科

茨城県古河市諸川1367-1

眼科

茨城県古河市東牛谷815-1

糖尿病内科・内分泌内科(甲状腺)・内科・皮フ科・美容皮フ科

茨城県古河市中央町2-3-17

耳鼻咽喉科

医療法人悠生会おかざき眼科皮膚科

茨城県古河市本町4-11-6

眼科・皮膚科

けやきクリニック

茨城県古河市坂間409番地1

整形外科・内科

古河市古河福祉の森診療所

茨城県古河市新久田271番地1

内科・外科・理学診療科

古河赤十字病院

茨城県古河市下山町1150番地

内科・外科・小児科・脳外科・整形外科・泌尿器科・他

佐賀小児科医院

茨城県古河市長谷町1-11

小児科・アレルギー科・内科

総和中央病院

茨城県古河市駒羽根825番地1

内科・外科・小児科・整形外科・循環器科・皮膚科・神経内科・心療内科・リ
ハビリテーション科・リウマチ科

医療法人恵樹会
いたばし糖尿病内科皮フ科クリニック
医療法人宏仁会 内田耳鼻咽喉科医院

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
靏見脳神経外科

茨城県古河市上片田813

脳神経外科・内科・神経内科・リハビリテーション科・救急科・小児科・循環
器内科・整形外科・放射線科

ファミリー診療所

茨城県古河市静町25-15

内科・神経内科

みわの郷クリニック

茨城県古河市大和田1802-1

内科・リハビリ科

友愛記念病院

茨城県古河市東牛谷707

内科・外科・眼科・小児科・整形外科・脳神経外科・放射線科・呼吸器外科・
婦人科・麻酔科・形成外科・消化器外科・消化器内科・循環器内科・呼吸器
内科・大腸,肛門外科・乳腺外科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科

一般社団法人石岡市医師会 石岡市医師会病院

茨城県石岡市大砂10528-25

内科・整形外科・外科・他10診療科

医療法人 芹澤医院

茨城県石岡市石岡3165番地17

内科・外科・呼吸器科・肛門科・循環器科・消化器科

医療法人回生会 藤井内科クリニック

茨城県石岡市鹿の子2-1-36

内科・循環器科・小児科

医療法人金丸医院

茨城県石岡市東光台2-8-5

皮膚科・アレルギー科

医療法人幕内会 山王台病院

茨城県石岡市東石岡4丁目1-38

外科・消化器科・循環器科・リハビリテーション科・整形外科・肛門科・乳腺
外科・眼科・内科・腎臓内科・神経内科・呼吸器科・皮膚科・気管食道科・歯
科口腔外科

医療法人幕内会 山王台病院附属第一クリニック

茨城県石岡市東石岡5丁目1-29

内科・神経内科・外科・放射線科・リハビリテーション科・老年内科・疼痛緩
和内科

医療法人幕内会 山王台病院附属第二クリニック

茨城県石岡市東石岡5丁目1-29

内科・外科・消化器内科・糖尿病内科・腎臓内科・腫瘍内科・乳腺外科・人
工透析内科・消化器外科

柏木医院

茨城県石岡市石岡2158-3

内科・神経内科・小児科・皮膚科

公益社団法人地域医療振興協会
石岡第一病院

茨城県石岡市東府中1-7

内科・小児科・外科・整形外科・形成外科・呼吸器科・消化器科・循環器科・
肛門科・放射線科・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科

ごとう内科

茨城県石岡市石岡1-14-1

内科・小児科

山王台病院附属眼科・内科クリニック

茨城県石岡市東石岡5-2-33

内科・外科・消化器科・眼科・リハビリテーション科

長尾眼科

茨城県石岡市東府中1-15

眼科

桧山医院

茨城県石岡市東石岡4-11-5

整形外科・内科

渡辺内科

茨城県石岡市南台3-34-55

内科

生きいき診療所・ゆうき

茨城県結城市結城9144-1

内科・外科・整形外科・皮膚科

医療法人兼愛会 栗原胃腸科医院

茨城県結城市大字結城354-3

内科・胃腸科・小児科・皮膚科

医療法人達生会 城西病院

茨城県結城市大字結城10745-24

内科・外科・心臓血管外科・整形外科・脳神経外科・美容外科・小児科・皮
膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・循環器
科・ペインクリニック整形外科

医療法人社団海里会池羽レディースクリニック

茨城県結城市大字結城10622-1

産婦人科・小児科・内科

医療法人社団同樹会 結城病院

茨城県結城市結城9629-1

内科・外科・整形外科・リウマチ科・小児科・リハビリテーション科・呼吸器
科・消化器科・循環器科・皮膚科・泌尿器科・麻酔科・内分泌内科・神経内
科・乳腺外科

遠藤クリニック

茨城県結城市結城8775-7

内科・胃腸内科・外科

さわやか内科・小児科

茨城県結城市新福寺6-6-8

内科・小児科

つぼいクリニック

茨城県結城市中央町1-12-2

内科・小児科

宮田外科医院

茨城県結城市結城344-6

外科・内科・循環器科・皮膚科

結城眼科

茨城県結城市結城8776-11

眼科

結城クリニック

茨城県結城市大字結城633-1

泌尿器科・内科・外科・精神科

飯野クリニック

茨城県龍ケ崎市若柴町2500-1

整形外科・形成外科・美容外科・皮膚科・外科・内科・リハビリテーション
科・耳鼻科

医療法人竜仁会 牛尾病院

茨城県龍ケ崎市馴柴町1-15-1

内科・外科・整形外科・形成外科・皮膚科

坂西眼科医院

茨城県龍ケ崎市馴馬町2976-1

眼科

野上小児科医院

茨城県龍ケ崎市南中島町118

小児科・アレルギー科

ひまわり眼科クリニック

茨城県龍ケ崎市若柴町1230-3

眼科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
福岡小児科医院

茨城県龍ケ崎市若柴町1232

小児科・内科

松本アイクリニック

茨城県龍ケ崎市馴柴町790-2

眼科

村井医院

茨城県龍ケ崎市愛戸町55

内科・小児科・消化器科

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

内科・消化器科・循環器科・小児科・精神科

山本医院

茨城県龍ケ崎市佐貫町560

内科・循環器科・小児科

吉澤胃腸内科医院

茨城県龍ケ崎市佐貫1-4-5

胃腸内科・腎臓内科・内科・小児科

龍ケ崎済生会病院

茨城県龍ケ崎市中里一丁目1番

内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・内分泌,代謝内科・神経内
科・小児科・リウマチ科・外科・消化器外科・整形外科・脳神経外科・産婦人
科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・心臓血管外科・皮膚科・形成外科・麻酔
科・リハビリテーション科・放射線科

医療法人怜真会 中山医院

茨城県下妻市中郷185

外科・内科・胃腸内科・小児科

砂沼湖畔クリニック

茨城県下妻市下木戸542

内科・消化器内科・外科・整形外科・皮膚科・アレルギー科・小児科

平間病院

茨城県下妻市江2051

内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科・内分泌内科・外科・肛門外
科・整形外科・脳外科・内視鏡外科・皮膚科・泌尿器科

まつだこどもクリニック

茨城県下妻市長塚423-1

小児科

大塚クリニック

茨城県常総市中妻町2620

内科・脳神経外科・リハビリテーション科・呼吸器内科・小児科

きぬ医師会病院

茨城県常総市新井木町13番地3

内科・外科・整形外科・脳神経外科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科・婦人科・皮
膚科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科

医療法人一路会 太田病院

茨城県常陸太田市中城町173番地

内科・呼吸器内科・消化器内科・小児科・放射線科

大山病院

茨城県常陸太田市金井町4810

消化器内科・消化器外科・肛門外科・内科・外科・整形外科・脳神経外科・
心臓血管外科・放射線科・皮膚科

賀美診療所

茨城県常陸太田市小菅町406

内科・小児科・胃腸内科

くぼたクリニック

茨城県常陸太田市金井町3566

耳鼻咽喉科・小児科・内科・婦人科

根本医院

茨城県常陸太田市久米町200

内科・循環器科・呼吸器科・消化器科・小児科

根本眼科

茨城県常陸太田市金井町3694-5

眼科

脳神経外科 ブレインピア南太田

茨城県常陸太田市谷河原町1183-1

脳神経外科・循環器科

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

内科・神経内科・消化器内科・循環器内科・小児科・皮膚科・整形外科・泌
尿器科・糖尿病・代謝内科・呼吸器内科・内分泌内科・アレルギー科・血液
内科・心療内科・脳神経内科

医療法人 石医院

茨城県高萩市東本町3丁目35番地

内科・胃腸科・眼科

県北医療センター高萩協同病院

茨城県高萩市大字上手綱字上ケ穂町1006-9

産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科口腔外科・麻酔科・放射線科・リハビリ
テーション科・内科・循環器科・呼吸器科・小児科・外科・整形外科・脳神経
外科・皮膚科・泌尿器科

あおぞらクリニック

茨城県北茨城市中郷町上桜井2547

小児科・内科

医療法人社団桜悠会 いそはらクリニック

茨城県北茨城市磯原町磯原4-112-2

内科・外科・小児科

医療法人誠之会 廣橋クリニック

茨城県北茨城市大津町2519

内科，整形外科，精神科，心療内科，歯科

北茨城市民病院

茨城県北茨城市関南町関本下1050番地

内科・消化器内科・循環器内科・外科・消化器外科・脳神経外科・整形外
科・小児科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・歯
科口腔外科・麻酔科

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

眼科

茨城県立こころの医療センター

茨城県笠間市旭町654番地

精神科・児童精神科・心療内科・神経内科

茨城県立中央病院

茨城県笠間市鯉淵6528

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・神経内科・血液内科・腎臓内
科・内分泌,糖尿病内科・腫瘍内科・緩和ケア内科・小児科・外科・呼吸器外
科・消化器外科・血管外科心臓血管外科・乳腺外科・循環器外科・整形外
科・皮膚科・形成外科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・頭頸部外
科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・救急科・病理診
断科・脳神経外科・麻酔科・精神科・リウマチ科

医療法人 石橋内科医院

茨城県笠間市鯉渕6268-102

内科・循環器科

医療法人 山本内科小児科医院

茨城県笠間市東平4-5-34

小児科・内科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
医療法人あさひクリニック

茨城県笠間市旭町108-6

内科・小児科・皮フ科

医療法人小沢眼科内科病院附属友部診療所

茨城県笠間市五平72-1

眼科

神里医院

茨城県笠間市笠間1256

内科・小児科・呼吸器科・循環器科

高瀬医院

茨城県笠間市安居1291

内科・小児科・胃腸科・外科

友部セントラルクリニック

茨城県笠間市鯉淵6679-11

糖尿病内科・内科・内分泌代謝内科

ＪＡとりで総合医療センター

茨城県取手市本郷2丁目1-1

内科・神経内科・腎臓内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・血液内
科・小児科・外科・整形外科・脳神経外科・呼吸器外科・皮膚科・泌尿器科・
産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・救急科・麻
酔科・歯科口腔外科・病理診断科・臨床検査科・歯科

あおぞら診療所

茨城県取手市新町3-13-11

内科・小児科・消化器科・循環器科・呼吸器科

医療法人櫻友会 取手中央病院

茨城県取手市本郷3丁目2番1号

内科

医療法人社団仁風会 堤医院

茨城県取手市本郷5丁目9-21

内科・小児科・神経内科

医療法人社団豊済会 ときわクリニック

茨城県取手市井野4430

内科

医療法人社団成裕会 桜が丘メルクリニック

茨城県取手市桜が丘1-17-1

内科・小児科

医療法人西秀会 さくら整形外科クリニック

茨城県取手市桜が丘1丁目2-1

整形外科・リハビリテーション科・内科

草間医院

茨城県取手市青柳707-3

外科・内科・小児科

こばやし医院

茨城県取手市台宿2-27-31

小児科・内科・アレルギー科・消化器科・循環器科

山王クリニック

茨城県取手市山王1430-5

小児科・内科

松本眼科

茨城県取手市中央町2-25 取手iセンタービル2階

眼科・内科

吉岡医院

茨城県取手市白山一丁目4-14

内科・呼吸器内科

ローズ皮膚科クリニック

茨城県取手市取手3-4-22-3Ｆ-1

皮膚科・美容皮膚科(外科)・内科

井上内科クリニック

茨城県牛久市栄町5-45-1

内科

医療法人 なかの循環器クリニック

茨城県牛久市中央1-21-3

循環器科・内科・心臓血管外科・外科

医療法人社団 園部医院

茨城県牛久市南4-43-3

内科・小児科

医療法人社団常仁会牛久愛和総合病院

茨城県牛久市猪子町896番地

内科・心療内科・神経内科・アレルギー科・リウマチ科・小児科・外科・整形
外科・形成外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽
喉科・リハビリテーション科・放射線科・歯科・歯科口腔外科・麻酔科・消化
器内科・循環器内科・血液内科・腎臓内科・呼吸器内科・糖尿病/代謝内
科・内分泌内科・内視鏡内科・内視鏡外科・精神科・救急科・腫瘍外科・乳
腺外科・心臓血管外科・消化器外科・内分泌外科・食道/胃腸外科・大腸/
肛門外科・肝臓/胆のう/膵臓外科・ペインクリニック内科

医療法人社団道華会 犬童こどもクリニック

茨城県牛久市上柏田4-54-10

小児科

ウイング眼科

茨城県牛久市ひたち野東4-2-1

眼科

太田病院

茨城県牛久市さくら台1-18-2

外科・整形外科・内科・リハビリテーション科・胃腸科・皮膚科・小児科

さくらい眼科

茨城県牛久市南2-25-12

眼科

社会医療法人若竹会 つくばセントラル病院

茨城県牛久市柏田町1589-3

内科・外科・消化器科・整形外科・泌尿器科・小児科・眼科・呼吸器科・循環
器科・脳神経外科・精神科・心療内科・産婦人科・歯科・歯科口腔外科・麻
酔科・皮膚科・神経内科・リハビリテーション科・放射線科・腫瘍放射線科

高野耳鼻咽喉科クリニック

茨城県牛久市南2-22-7

耳鼻咽喉科

中野医院

茨城県牛久市刈谷町3-96

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・小児科

則武内科クリニック

茨城県牛久市ひたち野東5丁目3番地2 ひたち野うしく池田ビル1階

内科

ふたばこどもクリニック

茨城県牛久市ひたち野東2-20-6

小児科・内科・アレルギー科

村山内科クリニック

茨城県牛久市南1-6-40

内科・呼吸器内科

医療法人社団 青空ホームクリニック

茨城県つくば市千現1-23-8-5

内科

あつしクリニック

茨城県つくば市田水山975

内科・消化器内科(胃腸内科)・外科・肛門外科・リハビリ科

飯岡医院

茨城県つくば市桜三丁目20番2号

内科・小児科

一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院

茨城県つくば市上横場2573-1

内科・外科・その他32科

医療法人 倉田内科クリニック

茨城県つくば市栗原3443

内科・小児科・呼吸器科・消化器科・循環器科

医療法人 清水こどもクリニック

茨城県つくば市東2-31-8

小児科

医療法人 竹園ファミリークリニック

茨城県つくば市竹園二丁目8-19

内科・外科・消化器内科・整形外科・小児科

医療法人 つくば白亜クリニック

茨城県つくば市真瀬918-1

内科・呼吸器科・消化器科・循環器科・小児科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
医療法人中川医院

茨城県つくば市篠崎2272-1

内科・呼吸器内科

医療法人 成島クリニック

茨城県つくば市館野363

内科・脳神経外科・外科

医療法人櫻坂 坂根Mクリニック

茨城県つくば市松野木162-7

内科・循環器内科

医療法人義恵会 こまつ内科クリニック

茨城県つくば市上横場1178-1

内科・神経内科・小児科・整形外科・リハビリテーション科

医療法人社団健康尚仁会 飯村医院

茨城県つくば市北条4326-2番地

内科・小児科・リハビリテーション科

医療法人社団興明会 つくば腎クリニック

茨城県つくば市小野崎286-7

内科・泌尿器科・人工透析

医療法人社団彩黎会 ホームオンクリニックつくば 茨城県つくば市稲荷前31番2号 モンレーブ21(105号室) 内科・呼吸器内科
医療法人社団ひまわりの会あおきこどもクリニック 茨城県つくば市研究学園4-4-11

小児科

医療法人社団康喜会
辻仲つくば胃腸肛門クリニック

茨城県つくば市竹園1-4-1 南3パークビル2階

大腸，肛門外科・消化器内視鏡内科・消化器内科・内科

医療法人テーデーシー 川井クリニック

茨城県つくば市東平塚715-1

内科

医療法人長澤眼科

茨城県つくば市西岡252

眼科

医療法人みなのクリニック
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

呼吸器科・内科・アレルギー科

江原こどもクリニック

茨城県つくば市谷田部776

小児科

おがわ内科

茨城県つくば市花島新田5-11 みどりのメディカルモール1F(みどりのA76街区7画地)

内科・消化器内科

小倉医院

茨城県つくば市沼田181

内科

かつらぎクリニック

茨城県つくば市苅間196-1

内科・小児科・外科・整形外科

清宮眼科

茨城県つくば市小野崎400-1

眼科

研究学園クリニック

茨城県つくば市研究学園5丁目12番地4 研究学園駅前岡田ビル5階

内科・消化器内科・アレルギー科・放射線科

公益財団法人筑波メディカルセンター
筑波メディカルセンター病院

茨城県つくば市天久保1丁目3番地1

内科・外科・小児科・整形外科・循環器内科・心臓血管外科・脳神経内科・
脳神経外科・呼吸器内科・呼吸器外科・消化器内科・消化器外科・乳腺外
科・泌尿器科・リハビリテーション科・麻酔科・放射線科・病理診断科・救急
科・緩和ケア内科・放射線治療科・腫瘍内科・感染症内科・産婦人科

国立大学法人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

茨城県つくば市春日4-12-7

内科・循環器内科・内分泌,代謝内科・腎臓内科・漢方内科・神経内科・整
形外科・脳神経外科・精神科・リハビリテーション科・放射線科

サトウ眼科

茨城県つくば市研究学園5丁目19番 イーアスつくばメディカルコート

眼科

柴原医院

茨城県つくば市大字吉沼1151番地

内科・消化器内科・小児科

筑波学園病院並木診療所

茨城県つくば市並木4

内科・小児科

つくば画像検査センター

茨城県つくば市天久保2-1-16

内科・放射線科

筑波記念病院

茨城県つくば市要1187-299

内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・神経内科・アレルギー科・リ
ウマチ科・血液内科・心療内科・外科・脳神経外科・心臓血管外科・呼吸器
外科・消化器外科・整形外科・形成外科・小児科・婦人科・精神科・皮膚科・
眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科

つくば在宅クリニック

茨城県つくば市西大沼637-5

内科・外科

つくばシティアビル皮フ科

茨城県つくば市吾妻2-8-8 つくばシティアビル3階

皮膚科

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

内科・消化器科・小児科

筑波総合クリニック

茨城県つくば市要65

内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・神経内科・アレルギー科・リ
ウマチ科・血液内科・外科・脳神経外科・心臓血管外科・呼吸器外科・消化
器外科・整形外科・形成外科・小児科・婦人科・皮膚科・眼科・耳鼻咽喉科・
泌尿器科・精神科

筑波大学附属病院

茨城県つくば市天久保二丁目1-1

内科・リウマチ科・他33診療科

寺崎クリニック

茨城県つくば市吉沼1437-1

内科・小児科

中嶋こどもクリニック

茨城県つくば市苅間篠前1620-7

小児科

二の宮眼科

茨城県つくば市松野木26-2

眼科

野堀眼科クリニック

茨城県つくば市遠東字東山779-1

眼科

のむら耳鼻咽喉科クリニック

茨城県つくば市東新井25-2 2階

耳鼻咽喉科・小児耳鼻咽喉科・アレルギー科

長谷川歯科医院

茨城県つくば市上ノ室2088-3

歯科・小児歯科

原レディスクリニック

茨城県ひたちなか市笹野町2-11-10

産婦人科・内科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
ひがし外科内科医院

茨城県つくば市東2-26-16

外科・内科・胃腸科・循環器科・小児科・皮膚科

東郷医院

茨城県つくば市館野字久保636-1

循環器科・消化器科・呼吸器科・内科・小児科

ほりかわクリニック

茨城県つくば市筑穂2-11-1

小児科・内科・アレルギー科・歯科・小児歯科・矯正歯科

南大通りクリニック

茨城県つくば市竹園2丁目16-24

内科・外科・胃腸科・小児科

渡辺医院

茨城県つくば市小野崎476

胃腸科・内科・外科・小児科・肛門科・皮膚科

あやべ内科医院

茨城県ひたちなか市西大島2-12-14

内科・リウマチ科・アレルギー科

いちげ皮フ科クリニック

茨城県ひたちなか市市毛404-32

皮膚科

いばらき診療所

茨城県ひたちなか市高場167番地2

内科・外科・リハビリテーション科・皮膚科

医療法人 関内科医院

茨城県ひたちなか市大平4丁目2番13号

内科・小児科・循環器内科

医療法人 沼田内科クリニック

茨城県ひたちなか市津田2829-5

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・小児科

医療法人赤津眼科

茨城県ひたちなか市大成町17-2

眼科

医療法人社団浦川会 勝田病院

茨城県ひたちなか市中根5125-2

外科・内科・整形外科・脳神経外科・消化器内科・消化器外科・呼吸器内
科・泌尿器科・皮膚科・リハビリテーション科・麻酔科・肛門外科

医療法人社団奚疑堂ながおこどもクリニック

茨城県ひたちなか市高場1180-6

小児科

医療法人蔦会 アイビークリニック

茨城県ひたちなか市笹野町1-3-1

内科・外科・消化器科・心臓血管外科・整形外科・リハビリテーション科

株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院

茨城県ひたちなか市石川町20番1

内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・神経内科・血液内科・腎臓内
科・小児科・外科・消化器外科・呼吸器外科・乳腺外科・整形外科・形成外
科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科・
放射線治療科・麻酔科・病理診断科・臨床検査科・精神科・児童精神科・リ
ウマチ科・リハビリテーション科・歯科口腔外科

恵愛小林クリニック

茨城県ひたちなか市幸町16番地の1

内科・神経科・消化器科・循環器科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・リ
ハビリテーション科・麻酔科

ひたちなか海浜クリニック

茨城県ひたちなか市馬渡3006-1

内科・外科・呼吸器内科・消化器内科・アレルギー科

ひたちなか母と子の病院

茨城県ひたちなか市青葉町19-7

産科・婦人科

藤咲整形外科医院

茨城県ひたちなか市足崎1474-257

整形外科・リウマチ科・内科

遊座医院

茨城県ひたちなか市釈迦町1-34

小児科・内科

井上眼科医院

茨城県鹿嶋市宮中8-9-30

眼科

医療法人社団善仁会小山記念病院

茨城県鹿嶋市厨5丁目1番地2

内科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・腎臓内科・糖尿内科・漢方内
科・外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・神経内科・産婦人科・呼吸器
外科・耳鼻咽喉科・眼科・形成外科・皮膚科・リハビリテーション科・放射線
科・麻酔科・歯科・歯科口腔外科・泌尿器科

医療法人正友会 島医院

茨城県鹿嶋市宮中5204-1

泌尿器科・皮膚科・外科・内科

公益財団法人 鹿島病院

茨城県鹿嶋市平井1129番地2

内科・精神科・整形外科・リハビリテーション科・歯科他4診療科

さくらクリニック

茨城県鹿嶋市大字宮津台2346-38

内科・精神科

とみかみクリニック

茨城県鹿嶋市宮中297-3

内科・眼科

三笠小児クリニック

茨城県鹿嶋市宮中2062-10

小児科

大久保診療所

茨城県潮来市潮来143番地2

婦人科・内科・皮膚科

医療法人 たかはし眼科

茨城県守谷市百合ケ丘3-249-1 イオンタウン守谷2F 眼科

医療法人慶友会 守谷慶友病院

茨城県守谷市立沢980-1

内科・外科・泌尿器科・他14診療科

医療法人社団 いとう眼科

茨城県守谷市中央3-11-2

眼科

医療法人社団弘明会
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

内科・脳神経外科・神経内科・外科・整形外科・放射線科・リハビリテーショ
ン科

カリオクリニック

茨城県守谷市松前台1-1-6

内科・小児科・呼吸器科・アレルギー科・リウマチ科

川島クリニック

茨城県守谷市けやき台6-16-14

内科・小児科・アレルギー科・耳鼻咽喉科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
草間クリニック

茨城県守谷市髙野5070-3

外科・内科・胃腸科・肛門科・皮膚科

しばたキッズクリニック

茨城県守谷市立沢235-7

小児科

社会医療法人社団光仁会 総合守谷第一病院

茨城県守谷市松前台一丁目17番地

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・皮膚科・小児科・
心療内科・外科・心臓血管外科・泌尿器科・脳神経外科・整形外科・形成外
科・眼科・耳鼻咽喉科・産婦人科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科

寺本こども赤ちゃんクリニック

茨城県守谷市立沢2058-6

小児科

永瀬内科

茨城県守谷市松並1580

内科

もりや小児科医院

茨城県守谷市松ヶ丘4-2-5

小児科

大曽根内科小児科

茨城県常陸大宮市栄町1345

内科・小児科

常陸大宮済生会病院

茨城県常陸大宮市田子内町3033番3

内科・呼吸器科・循環器科・消化器科・内分泌・代謝内科・小児科・外科・呼
吸器外科・整形外科・脳神経外科・泌尿器科・形成外科・皮膚科・こう門科・
放射線科

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

内科・小児科

那珂キッズクリニック小児科

茨城県那珂市竹ノ内3-2-2

小児科

那珂記念クリニック

茨城県那珂市中台745-5

内科

西山堂慶和病院

茨城県那珂市鴻単3247-1

内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・眼科・放射線科・リハビリ科・麻
酔科

飯田医院

茨城県筑西市木戸52

内科・小児科・眼科

医療法人 大津皮膚科

茨城県筑西市二木成1600-2

皮膚科

医療法人威恵会 三岳荘小松崎病院

茨城県筑西市中舘69番地1

内科・神経内科・外科・精神科・小児科・耳鼻咽喉科・呼吸器科・胃腸科

医療法人恒貴会 協和中央病院

茨城県筑西市門井1676番地1

内科・ペインクリニック内科・外科・整形外科・脳神経外科・小児科・眼科・リ
ハビリテーション科・放射線科・歯科・歯科口腔外科・呼吸器科・消化器科・
皮膚泌尿器科・麻酔科・漢方内科

医療法人さいとう整形外科

茨城県筑西市菅谷1138-2

整形外科・外科・内科・リウマチ科・リハビリテーション科

医療法人社団 新井内科医院

茨城県筑西市甲146

内科・小児科

医療法人章久会 かくらいクリニック

茨城県筑西市松原228

内科・小児科・循環器科・呼吸器科・消化器科・皮膚科・リハビリテーション
科

医療法人茗悠会 明野中央医院

茨城県筑西市海老ヶ島926

内科・外科・小児科

医療法人三和会 しもだて中央クリニック

茨城県筑西市下中山1192-1

内科・消化器内科・外科

大空こどもクリニック

茨城県筑西市中舘136-3

小児科

大圃病院

茨城県筑西市木戸352

内科・呼吸器内科・消化器内科・腎臓内科・人工透析内科・外科・整形外
科・脳神経外科・小児科・皮膚科・リハビリテーション科・放射線科・歯科

おばやし診療所

茨城県筑西市小林467番地1

婦人科・内科

河上医院

茨城県筑西市舟生1059番地3

消化器科・内科・小児科

ごとうクリニック

茨城県筑西市岡芹2162

内科・消化器科・循環器科・呼吸器科・代謝科・小児科

こまつざき眼科クリニック

茨城県筑西市二木成1318

眼科

下館胃腸科医院

茨城県筑西市二木成1519

内科・外科・消化器科(胃腸科)

せきや眼科クリニック

茨城県筑西市新井新田42-30

眼科

瀬端耳鼻咽喉科医院

茨城県筑西市丙219

耳鼻咽喉科

長倉内科・外科クリニック

茨城県筑西市玉戸字伊房地1270番地207

内科・外科・消化器内科

のぎ小児科

茨城県筑西市玉戸1270番地1075

小児科・内科

野中医院

茨城県筑西市野殿1595-2

内科・小児科・神経内科・脳神経外科・外科

宮田医院

茨城県筑西市丙59番地

外科・内科・消化器科・皮膚泌尿器科

安達医院

茨城県坂東市矢作72

内科・小児科・循環器内科

医療法人 石川眼科クリニック

茨城県坂東市岩井5078

眼科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
医療法人江東会 存身堂医院

茨城県坂東市岩井3293

外科・内科・整形外科・消化器内科・皮膚科・小児科・放射線科

医療法人社団プラスワン 緑野クリニック

茨城県坂東市沓掛西村2526-1

内科・小児科・人工透析

医療法人楽生会 木根淵外科胃腸科病院

茨城県坂東市辺田1430番1

外科・消化器外科・呼吸器外科・内科・脳神経外科・乳腺外科・小児科・整
形外科・形成外科・皮膚科・泌尿器科・精神科・神経内科・放射線科

倉持医院

茨城県坂東市沓掛1508

小児科・内科

高橋医院

茨城県坂東市岩井4595番地

内科・小児科・外科・整形外科・皮膚科

松原眼科

茨城県坂東市岩井4942-2

眼科

吉原内科

茨城県坂東市岩井3324

内科・小児科・神経内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科

いわき内科クリニック

茨城県稲敷市江戸崎甲1503-1

内科・糖尿病内科

宮本病院

茨城県稲敷市幸田1247

内科・精神科・神経内科・小児科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・眼科・リハ
ビリテーション科・放射線科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・腎臓
内科(人工透析)・糖尿病/代謝内科

医療法人 高木医院

茨城県かすみがうら市稲吉東1-15-1

内科・神経科・呼吸器科・消化器科・小児科・循環器科・皮膚科・放射線科・
理学療診療科

医療法人吉田茂耳鼻咽喉科

茨城県かすみがうら市下稲吉3808-1

耳鼻咽喉科・小児科

川島医院

茨城県かすみがうら市深谷3656-1

内科・小児科・放射線科

白井こどもクリニック

茨城県かすみがうら市稲吉2-14-11

小児科・アレルギー科

三輪眼科

茨城県かすみがうら市稲吉5-19-10

眼科

医療法人恒貴会 大和クリニック

茨城県桜川市大国玉2513番地12

内科・小児科・皮膚科

医療法人昭徳会 内科宮本医院

茨城県桜川市真壁町古城229-1

内科・循環器科・消化器科・小児科

医療法人同愛会 延島クリニック

茨城県桜川市東飯田658

内科・外科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・肛門内科・耳鼻科

大塚医院

茨城県桜川市真壁町亀熊1900

外科・内科・皮膚科・泌尿器科・小児科

仁保内科医院

茨城県桜川市真壁町真壁425

内科，循環器科，胃腸科，小児科

根本医院

茨城県桜川市真壁町真壁202

内科・小児科

医療法人社団聡帆会阿部田医院

茨城県桜川市真壁町亀熊123-1

内科・小児科・神経内科

医療法人社団神幸会 ひかりクリニック

茨城県神栖市矢田部7801-31

内科・小児科・皮フ科・整形外科

医療法人永木外科胃腸科医院

茨城県神栖市矢田部2959-1

外科，消化器内科，整形外科，脳神経外科，皮膚科

神栖済生会病院

茨城県神栖市知手中央7丁目2番45号

内科・外科・小児科他18診療科

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

内科・外科・小児科・整形外科・皮膚科

社会福祉法人白十字会 白十字総合病院

茨城県神栖市賀2148

小児科・他22科

西尾耳鼻咽喉科医院

茨城県神栖市大野原5-3-69

耳鼻咽喉科

人見医院

茨城県神栖市芝崎332

内科・小児科

わたなべ眼科クリニック

茨城県神栖市溝口1654-1

眼科

城之内医院

茨城県神栖市筒井1422-147

外科・内科・胃腸科・肛門科

医療法人 小沼診療所

茨城県行方市麻生1105-2

内科・外科・整形外科・泌尿器科・放射線科

医療法人社団聖勇会 麻生クリニック

茨城県行方市井貝字中原353番地24

内科・胃腸科・小児科・外科・皮膚科

医療法人東湖会北浦診療所

茨城県行方市山田1146-7

内科・外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科・小児科

釼持外科

茨城県行方市麻生1555-4

内科・外科・小児科・形成外科・皮膚科

茨城県行方市井上藤井98-8

内科・消化器内科・循環器内科・アレルギー科・リウマチ科・小児科・外科・
整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・
麻酔科・放射線科・リハビリテーション科・腎臓内科・血液内科・内分泌代
謝糖尿病内科・病理診断科・呼吸器内科・救急科・臨床検査科・神経内科

土浦協同病院なめがた地域医療センター

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
塙医院

茨城県行方市玉造甲5985

内科・外科・泌尿器科

医療法人三尚会 高須病院

茨城県鉾田市鉾田2570

内科・外科・小児科・消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科・
耳鼻咽喉科・救急科

医療法人真成会 たきもとクリニック

茨城県鉾田市汲上3128

内科・小児科・循環器科・リハビリテーション科

医療法人白翔会 白石医院

茨城県鉾田市鉾田1644

内科・小児科

医療法人東湖会 鉾田病院

茨城県鉾田市安房1650-2

内科・外科・整形外科・眼科・小児科・皮膚科・脳神経外科・消化器外科・耳
鼻咽喉科・麻酔科・漢方内科・泌尿器科・循環器内科・リハビリテーション
科

上杉医院

茨城県鉾田市鉾田1635-1

内科・外科

医療法人穂華会 ありま皮膚科クリニック

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1丁目7-4

小児科

医療法人社団 谷井田医院

茨城県つくばみらい市谷井田1071

内科・呼吸器科・小児科・皮膚科

医療法人社団貴風会 なかざわクリニック

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-6-7

胃腸内科・外科・内科

白石整形外科クリニック

茨城県つくばみらい市絹の台3-22-7

整形外科

緑クリニック医院

茨城県つくばみらい市谷井田2215-4

内科・小児科・整形外科・耳鼻科・皮膚科・リハビリテーション科

みらい平こどもクリニック

茨城県つくばみらい市紫峰ヶ丘1-17-5

小児科・内科

石岡循環器科脳神経外科病院

茨城県小美玉市栗又四ケ木ノ内1768-29

脳神経外科・循環器科・心臓血管外科・リハビリテーション科

医療法人宏仁会 おみたまクリニック

茨城県小美玉市羽鳥2663-61

内科・外科・胃腸内科・乳腺外科

やまぐち医院

茨城県小美玉市栗又四ケ1747-10

内科・消化器内科・循環器内科・小児科

いばらき診療所こづる

茨城県東茨城郡茨城町小鶴127-1

内科・神経内科・整形外科

医療法人宇佐神クリニック

茨城県東茨城郡茨城町長岡住吉3652-306

耳鼻咽喉科・アレルギー科・気管会道科・麻酔科

谷口内科医院

茨城県東茨城郡茨城町上石崎4230-2

内科

独立行政法人国立病院機構水戸医療センター

茨城県東茨城郡茨城町桜の郷280

内科・精神科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・心療内
科・小児科・整形外科・形成外科・脳神経外科・呼吸器外科・消化器外科・
乳腺外科・心臓血管外科・臓器移植外科・内視鏡外科・小児外科・皮膚科・
泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・放射線科・
歯科・歯科口腔外科・救急科・麻酔科・病理診療科

医療法人 さかた医院

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町3451-1

内科・小児科・脳外科

医療法人清水医院

茨城県東茨城郡大洗町磯浜町126

内科・小児科

大洗そのお眼科

茨城県東茨城郡大洗町278

眼科

城里町国民健康保険 七会診療所

茨城県東茨城郡城里町大字小勝516

内科・消化器科・呼吸器科・小児科・外科・皮膚泌尿器科・耳鼻咽喉科

せつクリニック

茨城県東茨城郡城里町石塚503-11

胃腸内科・外科・内科・肛門外科

いばらき診療所とうかい

茨城県那珂郡東海村石神内宿1724-1

内科・外科・リハビリテーション科

医療法人靖裕会 東原クリニック

茨城県那珂郡東海村大字白方1707-1

内科・小児科・皮膚科・アレルギー科・外科・肛門科

村立東海病院

茨城県那珂郡東海村大字村松2081番地2

内科・小児科・外科・整形外科・婦人科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科

独立行政法人国立病院機構 茨城東病院

茨城県那珂郡東海村照沼825

内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・小児科・外科・呼吸器外科・
心臓血管外科・放射線科・歯科・麻酔科・リハビリテーション科

慈泉堂病院

茨城県久慈郡大子町大子856-1

内科・外科・整形外科・胃腸科・肛門科・小児科・眼科・リハビリテーション
科・泌尿器科・婦人科・麻酔科

医療法人裕友会 はたかわ医院

茨城県稲敷郡美浦村大谷1637-1

内科・小児科・外科

あべ整形外科

茨城県稲敷郡阿見町中央6-20-1

整形外科・リハビリテーション科

茨城県立医療大学付属病院

茨城県稲敷郡阿見町阿見4733

リハビリテーション科・整形外科・内科・外科・神経内科・精神科・小児科・
麻酔科・放射線科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科・眼科・婦人科・歯科

医療法人恵泉会 おおさわ眼科

茨城県稲敷郡阿見町本郷1-2-3

眼科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年1月1日指定（有効期限：平成32年12月31日）
医療法人幸成会 なるしま内科医院

茨城県稲敷郡阿見町本郷1丁目22番地1

内科・リウマチ科・アレルギー科

医療法人美里会 かない皮フ科

茨城県稲敷郡阿見町中郷2-3-5

皮膚科

印南クリニック

茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷1329-1

内科・外科・循環器内科・呼吸器内科・小児科

東京医科大学茨城医療センター

茨城県稲敷郡阿見町中央3-20-1

内科・神経内科・精神科・呼吸器外科・循環器内科・小児科・外科・整形外
科・脳神経外科・皮膚科・形成外科・泌尿器科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉
科・放射線科・麻酔科・歯科口腔外科・リハビリテーション科・病理診断科

宮崎こどもクリニック

茨城県稲敷郡阿見町岡崎一丁目29番地11

小児科

菊山医院

茨城県結城郡八千代町高崎1073

内科・小児科・アレルギー科・リウマチ科

佐々木整形外科

茨城県結城郡八千代町菅谷1065-2

整形外科

医療法人佳和会 芝田クリニック

茨城県猿島郡五霞町山王368-1

内科・小児科

馬場医院

茨城県猿島郡五霞町大字元栗橋7264番地

内科，循環器科，小児科

茨城西南医療センター病院

茨城県猿島郡境町2190

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・神経内科・外科・
消化器外科・呼吸器外科・心臓血管外科・小児外科・小児科・脳神経外科・
整形外科・形成外科・産婦人科・皮膚科・泌尿器科・眼科・耳鼻咽喉科・麻
酔科・リハビリテーション科・放射線診断科・放射線治療科・救急科

小島医院

茨城県猿島郡境町大字若林421番地

内科・小児科

すぎた眼科

茨城県猿島郡境町38番地3

眼科

ぬまじり医院

茨城県猿島郡境町長井戸247

内科・胃腸科・外科・皮膚科・肛門科

あおやぎ医院

茨城県つくば市上ノ室887

医療法人海原医院

茨城県ひたちなか市稲田221-5

内科・循環器内科・小児科・放射線科

医療法人聡美会 明窓クリニック

茨城県牛久市栄町4-202

眼科

医療法人社団仁愛会つくば 仁愛内科医院

茨城県つくば市小野崎785-1

内科・胃腸科・小児科

川村矯正歯科

茨城県守谷市中央3-10-14

矯正歯科・歯科

住吉クリニック病院附属大宮診療所

茨城県常陸大宮市姥賀町559-5

内科・腎臓内科

田中医院

茨城県古河市錦町5-3

内科・消化器内科

みやざきホスピタル

茨城県稲敷市上根本3474

精神科・心療内科・神経科・内科・小児科

○平成27年2月1日指定（有効期限：平成33年1月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

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

小児科・内科

医療法人社団 松葉クリニック

茨城県龍ケ崎市松葉4-10-17

内科・小児科・泌尿器科・小児泌尿器科・小児腎臓科

二の宮越智クリニック

茨城県つくば市松野木187-3

小児科・小児外科・内科・外科・形成外科

飯島内科

茨城県潮来市日の出8-13-2

内科・小児科・皮フ科

さとう整形外科クリニック

茨城県常陸大宮市宇留野3090-4

整形外科・リハビリテーション科

うどの眼科

茨城県那珂市菅谷2991-1

眼科

朝倉診療所

茨城県行方市麻生1110-1

内科・消化器科・循環器科・呼吸器科・小児科・皮膚科

しらべクリニック

茨城県東茨城郡城里町上圷886-1

内科・小児科・皮膚科

○平成27年3月1日指定（有効期限：平成33年2月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

おやけクリニック

茨城県ひたちなか市馬渡2835-5

内科・循環器内科・小児科

桜橋クリニック

茨城県常総市水海道橋本町3296-11

胃腸内科・外科・内科

サンアイ眼科

茨城県日立市大みか町4-4-8

眼科

○平成27年4月1日指定（有効期限：平成33年3月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

一般財団法人茨城県メディカルセンター

茨城県水戸市笠原町字上組489番地

内科・精神科・小児科・外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・放射線科

医療法人社団明厚会 大石内科クリニック

茨城県土浦市大岩田2472

内科・人工透析内科・消化器内科

○平成27年5月1日指定（有効期限：平成33年4月末日）
医療機関等名称
はなみずきクリニック

医療機関等住所
茨城県牛久市中央１－６－２２

標ぼう診療科
婦人科・皮膚科・内科

えのもと小児科

茨城県守谷市松ヶ丘６－６－１ アクロスモール守谷内 小児科・新生児科・アレルギー科

横瀬医院

茨城県筑西市海老ヶ島９６２－２

内科・婦人科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成27年6月1日指定（有効期限：平成33年5月末日）
医療機関等名称
北茨城市民病院附属家庭医療センター

医療機関等住所
茨城県北茨城市中郷町上桜井８４４番地５

標ぼう診療科
内科・心療内科・小児科

○平成27年7月1日指定（有効期限：平成33年6月末日）
医療機関等名称
大野医院

医療機関等住所
茨城県つくば市島名６３４

標ぼう診療科
内科・小児科

○平成27年8月1日指定（有効期限：平成33年7月末日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

水戸ブレインハートセンター

茨城県水戸市青柳町４０２８

脳神経外科，循環器内科，心臓血管外科

とうざき歯科クリニック

茨城県土浦市東崎町１１－３０

歯科

○平成27年8月10日指定（有効期限：平成33年8月9日）
医療機関等名称
しみず整形外科リハビリクリニック

医療機関等住所
茨城県つくば市天宝喜７２８－１

標ぼう診療科
内科・リウマチ・整形外科・リハビリテーション科

○平成27年9月11日指定（有効期限：平成33年9月10日）
医療機関等名称
山本整形外科

医療機関等住所
茨城県水戸市千波町４７８－３

標ぼう診療科
整形外科，麻酔科，リハビリテーション科

○平成27年10月1日指定（有効期限：平成33年9月30日）
医療機関等名称

医療法人恵仁会 筑波中央病院

医療機関等住所

茨城県つくば市北条５１１８

標ぼう診療科
内科・神経内科・呼吸器内科・消化器内科・循環器内科・眼科・代謝内科・
内分泌内科・糖尿病内科

○平成27年12月1日指定（有効期限：平成33年11月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

くにかた眼科

茨城県日立市金沢町３－１９－１３

眼科

医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック

茨城県古河市関戸1635

内科・精神科

○平成28年2月1日指定（有効期限：平成34年1月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

土浦ベリルクリニック

茨城県土浦市都和４－４０２２－２

内科・消化器内科・糖尿内科・泌尿器科・腎臓内科・人工透析内科

庄司クリニック

茨城県つくば市中野１５８－１

婦人科・小児科・内科

○平成28年3月1日指定（有効期限：平成34年2月28日）
医療機関等名称

医療法人社団筑三会筑波胃腸病院

医療機関等住所

茨城県つくば市高見原１－２－３９

標ぼう診療科
消化器外科・消化器内科・外科・内科・内視鏡外科・内視鏡内科・肛門外
科・腫瘍内科

○平成28年4月1日指定（有効期限：平成34年3月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

医療法人社団ブイブイ会 渡邉医院

茨城県結城市山川新宿１６８

内科・小児科・皮膚科・放射線科

グルコピアひたちなか

茨城県ひたちなか市笹野町２－１２－２５

糖尿病内科 内分泌内科

○平成28年5月1日指定（有効期限：平成34年4月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

ちかつクリニック

茨城県つくば市学園の森２－４０－１

内科 糖尿病・代謝内科

曽野内科医院

茨城県ひたちなか市東大島４－１６－１７

内科 消化器内科

○平成28年6月1日指定（有効期限：平成34年5月31日）
医療機関等名称
おじま内科・消化器内科クリニック

医療機関等住所
茨城県高萩市東本町3-67

標ぼう診療科
内科 消化器内科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成28年9月1日指定（有効期限：平成34年8月31日）
医療機関等名称
医療法人宗作会 滝川医院

医療機関等住所
茨城県高萩市春日町２－６４

標ぼう診療科
小児科 整形外科 内科 リハビリテーション科

○平成28年10月1日指定（有効期限：平成34年9月30日）
医療機関等名称
芳香会病院 青嵐荘療育園

医療機関等住所
茨城県古河市上大野６９８

標ぼう診療科
内科 外科 小児科 皮膚科

○平成28年11月1日指定（有効期限：平成34年10月31日）
医療機関等名称
医療法人 みらい平クリニック

医療機関等住所
茨城県つくばみらい市陽光台3‐11‐4

標ぼう診療科
内科 神経内科 リハビリテーション科

○平成28年11月11日指定（有効期限：平成34年11月10日）
医療機関等名称
はら内科クリニック

医療機関等住所
茨城県守谷市坂戸井2325‐1

標ぼう診療科
内科 消化器内科

○平成29年3月1日指定（有効期限：平成35年2月28日）
医療機関等名称
えのもと皮ふ科

医療機関等住所
茨城県牛久市ひたち野東2‐12‐6

標ぼう診療科
皮膚科・アレルギー科・美容皮膚科

○平成29年4月1日指定（有効期限：平成35年3月31日）
医療機関等名称
メイプル子どもクリニック

医療機関等住所
茨城県取手市井野800-4

標ぼう診療科
小児科

○平成29年6月1日指定（有効期限：平成35年5月31日）
医療機関等名称
セントラル総合クリニック

医療機関等住所
茨城県牛久市上柏田4-58-1

標ぼう診療科
内科，外科,消化器内科，整形科，泌尿器科，小児科，呼吸器内科，脳外科，産婦
人科，麻酔科，皮膚科，神経内科

○平成29年7月1日指定（有効期限：平成35年6月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

医療機関等住所

標ぼう診療科

○平成29年8月1日指定（有効期限：平成35年7月31日）
医療機関等名称
医療法人 竹園眼科

茨城県つくば市竹園3丁目18番3号
竹園ショッピングセンターＦ棟3階

眼科

水戸あおぞらクリニック

茨城県水戸市河和田3-2337-12

内科

○平成29年9月1日指定（有効期限：平成35年8月31日）
医療機関等名称
きむら内科クリニック

医療機関等住所
茨城県東茨城郡茨城町前田675

標ぼう診療科
内科，循環器内科，呼吸器内科，アレルギー科，血液内科

○平成29年10月1日指定（有効期限：平成35年9月30日）
医療機関等名称
鬼沢ファミリークリニック

医療機関等住所
茨城県鉾田市鉾田2119番地1

株式会社日立製作所日立総合病院附属多賀クリニック 茨城県日立市国分町二丁目1番2号

標ぼう診療科
内科，小児科，アレルギー科，皮膚科，外科
内科，リウマチ科，小児科，歯科

○平成29年11月1日指定（有効期限：平成35年10月31日）
医療機関等名称
うめぞの眼科クリニック

医療機関等住所
茨城県つくば市梅園2-16-10

(医)スカンジナビアオルソケアー つくば毛利矯正歯科 茨城県つくば市春日2-2-7

標ぼう診療科
眼科
矯正歯科，歯科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成29年12月1日指定（有効期限：平成35年11月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

カオル皮膚科クリニック

茨城県水戸市見川2-108-26
アーバンテラス一周館Ａ棟201-2

皮膚科，美容皮膚科

医療法人社団 平仁会 下館病院

茨城県筑西市野殿1131番地

精神科，歯科

○平成30年4月1日指定（有効期限：平成36年3月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

県西糖尿病内分泌内科クリニック

茨城県筑西市成田678番地

糖尿病内科，代謝内科，内分泌内科

学園の森キッズクリニック

茨城県つくば市学園の森2-21-1

小児科

○平成30年5月1日指定（有効期限：平成36年4月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

友常クリニック

茨城県土浦市中央2-14-9

糖尿病内科，内科

MED AGRI CLINIC

茨城県つくばみらい市伊奈東37-2

内科，外科，精神科，形成外科，循環器内科，心臓血管外科

さとうクリニック

茨城県つくば市手代木1936-9

内科，循環器科，小児科，アレルギー科

かわしま内科クリニック

茨城県筑西市伊佐山248番10

内科

こが小児科クリニック

茨城県古河市仁連1057-4

小児科

○平成30年6月1日指定（有効期限：平成36年5月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

医療法人博友会 菊池内科クリニック

茨城県つくば市谷田部5915

内科

まみ皮膚科クリニック

茨城県水戸市河和田一丁目1664番1

皮膚科，小児皮膚科，美容皮膚科

○平成30年8月1日指定（有効期限：平成36年7月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

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

循環器内科

おくだ眼科クリニック

茨城県筑西市直井959-2

眼科

○平成30年10月1日指定（有効期限：平成36年9月30日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

地方独立行政法人茨城県西部医療機構
茨城県西部メディカルセンター

茨城県筑西市大塚555番地

内科，小児科，外科，整形外科，形成外科，脳神経外科，小児外科，眼
科，耳鼻咽喉科，放射線科，泌尿器科，皮膚科，婦人科，救急科，麻酔科

さくらがわ地域医療センター

茨城県桜川市高森1000

内科，外科，小児科，整形外科，婦人科，耳鼻咽喉科，眼科，皮膚科，泌
尿器科

医療法人聖麗会脳神経外科聖麗メモリアルひたち
茨城県ひたちなか市馬渡2835-2
なか

脳神経外科

○平成30年11月1日指定（有効期限：平成36年10月31日）
医療機関等名称
医療法人一誠会 川﨑胃腸科肛門科病院

医療機関等住所
日立市桜川町3-3-19

標ぼう診療科
肛門科，胃腸科，泌尿器科，外科，内科

○平成31年1月1日指定（有効期限：平成36年12月31日）
医療機関等名称
医療法人社団ゆびきたす ユビキタスクリニック
HINODE

医療機関等住所
茨城県潮来市日の出4丁目1-14

標ぼう診療科
内科，精神科

○平成31年2月1日指定（有効期限：平成37年1月31日）
医療機関等名称
エクセルメディカルクリニック

医療機関等住所
茨城県水戸市宮町1-1-1水戸エクセル北口1F

標ぼう診療科
内科，皮膚科，眼科

指定小児慢性特定疾病指定医療機関（令和元年7月1日現在）
○平成31年3月1日指定（有効期限：平成37年2月28日）
医療機関等名称
皮フ科内科クリヤマクリニック

医療機関等住所
茨城県神栖市神栖一丁目65-40

標ぼう診療科
皮膚科，形成外科，内科，甲状腺内科

○平成31年4月1日指定（有効期限：平成37年3月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

医療法人 仁正会 下條整形外科

茨城県下妻市本城町1-48-3

整形外科，リハビリテーション科，リウマチ科，内科

つくばキッズクリニック

茨城県つくば市島名2610-1

小児科，小児内分泌内科

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二丁目27番地2

内科，外科，消化器内科，小児科，皮膚科，美容皮膚科

○令和元年5月1日指定（有効期限：令和7年4月30日）
医療機関等名称
土浦協同病院附属真鍋診療所

医療機関等住所
茨城県土浦市真鍋新町9-35

標ぼう診療科
内科，小児科

○令和元年6月1日指定（有効期限：令和7年5月31日）
医療機関等名称

医療機関等住所

標ぼう診療科

月村歯科医院

茨城県那珂郡東海村白方1324－3

歯科一般・矯正・小児歯科・口腔外科

こじま内科クリニック

茨城県水戸市米沢町98－11

内科

ツキムラ歯科医院

茨城県ひたちなか市三反田5082－6

歯科・小児歯科・矯正歯科・歯科口腔外科

茨城県立医療大学付属病院[歯科]

茨城県稲敷郡阿見町阿見4733

リハビリテーション科・内科・精神科・神経内科・小児科・外科・整形外科・
皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・放射線科・麻酔科・歯科

○令和元年7月1日指定（有効期限：令和7年6月30日）
医療機関等名称
医療法人 武井眼科医院

医療機関等住所
茨城県筑西市二木成1508

標ぼう診療科
眼科

