
令和５年２月現在
50音 医　療　機　関　名 住　　　所 電話番号
あ 相川内科 千波町212 243-2311

あいん常澄医院 下大野町5360 240-5000
青木医院 本町3-4-7 221-8603
青木クリニック 石川3-4121-15 255-1971
青柳病院 柳町2-10-11 231-2341
秋山クリニック 中丸町609-1 252-3233
浅川医院 東原2-8-25 221-7873
阿部内科医院 笠原町1967-1 241-8340
新井耳鼻咽喉科医院 南町3-2-51 221-3664

い 飯田内科医院 本町2-10-10 231-1357
石井外科内科医院 千波町1386 243-0121
石川クリニック 東赤塚2123 253-5281
石島整形外科医院 青柳町505 221-4821
石田外科医院 東原2-7-39 221-5538
いちょう坂クリニック 三の丸１-4-73　水戸京成ビル１階 306-7251
井上医院 西原2-17-32 251-6581
岩崎病院 笠原町1664-2 241-8700
岩間東華堂クリニック 泉町3-1-30 300-7110

え 江幡産婦人科内科病院 備前町4-11 224-3223
お 大久保内科小児科医院 自由が丘3-59 221-4771

大久保病院 石川4-4040-32 254-4555
大場内科クリニック 酒門町275-3 304-0111
大場内科小吹クリニック 小吹町2284-7 243-8880
小貫医院 大塚町1857-3 254-8400

か かさの小児クリニック 袴塚3-1-15 222-3322
かさの内科医院 文京1-11-9 222-3111
笠原中央クリニック 笠原町565-7 244-6011
金敷内科医院 平須町1-27 305-7211
兼子内科クリニック 上水戸1-7-25 222-5511
川上医院 河和田町862 255-3791
河内クリニック 金町3-1-17 222-3000
河和田皮膚科クリニック 河和田町820-3 253-6911
かわわだクリニック 河和田町4382-56 303-7567

き 菊池整形外科医院 見川4-457-1 244-5500
く クエストリウマチ膠原病内科クリニック 宮町1-2-4　MYMビル4階 233-7722

くらのクリ二ック 堀町916-10 257-6111
クリニック健康の杜 千波町1250 305-6655

こ こじま内科クリニック 米沢町98-11 297-3311
五味渕内科医院 堀町1133-52 309-5677

さ さいとう内科 東野町491-12 248-7457
三枝整形外科内科 平須町1840-1 244-0011
坂本内科医院 見川2-192-3 241-3939
佐藤クリニック 平須町2-77 244-1970
三愛クリニック 小林町1186-60 259-1717

し 汐ヶ崎病院 大串町715 269-2226
志村病院 五軒町1-5-11 221-2181
上甲医院 本町3-1-8 221-5752
城南病院附属クリニック 城南3-15-8 226-3022
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神保内科小児科医院 堀町954-6 225-1631
す 水府病院 赤塚1-1 309-5000

鈴木産婦人科医院 東台1-10-19 221-3932
住吉クリニック病院 住吉町193-97 247-2251

せ 関口内科クリニック 本町3-20-8 227-1996
千波中央クリニック 千波町1288-5 212-8869

た 高木内科整形外科医院 大塚町1504-1 251-8038
高根耳鼻咽喉科医院 泉町3-7-1 221-2215
高橋外科医院 元吉田町1988-2 247-7222
高安内科循環器科クリニック 河和田町4405-12 257-8110
田口同仁クリニック 内原町910-1 259-2555
たち医院 内原1-47-1 259-7331
立枝内科 青柳町3735 226-6251
田中内科医院 千波町2267-2 243-3539
丹野病院 酒門町4887 226-6555

つ つだ中央クリニック ひたちなか市津田3728-1 029-303-7555
と トモスみとクリニック 大工町1-2-3 303-5552
な 内科石川医院 緑町1-8-21 233-2236

内科江幡医院 上水戸3-5-22 221-3292
那珂記念ＭＩＴＯクリニック 宮町1-7-33 300-3355
長田医院 大足町980 259-5711

に 西宮医院 新荘2-9-9 224-5555
の 脳神経外科山田醫院　 渡里町2689-1 297-3101

野寺内科医院 石川4-4033-7 251-3906
は 花澤耳鼻咽喉科 河和田町2894-8 254-8730

原外科医院 東台1-12-13 221-3080
ひ ひろこレディースクリニック 宮町1-2-4　MYMビル4階 232-0011
ふ 福井内科クリニック 河和田2-8-1 257-2010

福田小児科 酒門町3155-4 248-2622
ふたば内科クリニック 双葉台4-173-5 257-1728
古川胃腸肛門科クリニック 元吉田町229-7 247-2228
フロイデクリニック水戸 堀町967-1 353-8355

ま 松本クリニック 大塚町1879-6 309-6655
み 水戸うちはら内科クリニック 内原2-1 259-1710

水戸共立診療所 平須町1819-34 241-8050
水戸済生会総合病院 双葉台3-3-10 254-5151
水戸赤十字病院 三の丸3-12-48 221-5177
水戸中央病院 六反田町1136-1 309-8600
水戸病院 袴塚3-2787-9 353-7077
みと南ヶ丘病院 元吉田町1057-1 248-0373
皆川医院 笠原町995-102 243-5521
宮川内科クリニック 泉町2-3-2 302-5220
宮本小児科医院 千波町375-5 241-1762
見和中央クリニック 見和1-336-6 227-1235

や 柳澤クリニック 渡里町3010-3 232-0430
山縣産婦人科 千波町371-4 241-6121
山本整形外科 千波町478-3 241-2020

※上記内容が変更になる場合があります。


