土浦市医師会医療機関一覧表

あ行
医療機関名
あおき内科クリニック

診療科目

住所/電話番号

内科 , 呼吸器内科 , アレルギー 〒300-0026
土浦市木田余1646-3

029-825-8181
あおぞらクリニック

内科 , 整形外科

〒300-0871
土浦市荒川沖東2-16-3

029-869-8500
あくつ整形外科・内科

内科 , 整形外科 , リハビリテー
ション科 , 放射線科

浅野眼科医院

8:30～12:00

土浦市中荒川沖25-6

13:40～18:00
木,日,祝日
8:30～12:00
14:00～17:30
木,日,祝日
8:30～11:45
13:30～17:30
水,日,祝日

〒300-0043
土浦市中央2-15-18

029-821-0778
あみ眼科クリニック

荒川沖クリニック

眼科

内科 , 消化器内科 , 小児科 , 外
科 , 肛門科 , リハビリテーショ

〒300-0335
稲敷郡阿見町岡崎1-29-13

029-887-5681
〒300-0876

9:00～12:00

土浦市北荒川沖町8-30

15:00～18:30
水,祝日

029-841-7755
荒川沖診療所

内科 , 呼吸器内科 , 小児科 , 放
射線科

〒300-0873

8:30～11:45

土浦市荒川沖南区101

15:00～18:45
木,日,祝日
9:00～12:00
15:00～18:00
土午後,日,祝日
8:30～12:15
14:30～18:15
木,祝日,日は午前予約診療あり
9:15～12:30
14:45～18:30
（土午後）14：45～18：00
水,日,祝日

029-843-0859
石井内科クリニック

内科 , 循環器内科 , 小児科

〒300-0837
土浦市右籾字宮塚2626-66

029-841-6125
石川クリニック

産婦人科 , 婦人科

〒300-0038
土浦市大町12-3

伊東クリニック

アレルギー科 , 耳鼻咽喉科

〒315-0052
かすみがうら市下稲吉2633-172

029-821-2587

0299-59-1187
伊野整形外科医院

リウマチ科 , 整形外科 , リハビ
リテーション科

00～18：00
水、土午後、日・祝日

〒300-0875

029-841-4665
眼科

受付時間/休診日
9:00～12:00
14:00～18:00
水,土午後,日,祝日
土曜のみ外来有 9：00～12：00
（訪問）電話受付 9：00～12：00、13：

〒300-0051
土浦市真鍋6-1-32

029-821-6028
岩本クリニック

内科

〒300-0811
土浦市上高津473

宇津木眼科

眼科

〒300-0813
土浦市富士崎１-16-14

ウララ胃腸科外科

内科 , 消化器内科 , 外科 , 肛門 〒300-0036
土浦市大和町9-2ウララ2-203

大石内科クリニック

内科

〒300-0835
土浦市大岩田2472

おおくぼ脳脊椎クリニック

内科 , 脳神経外科

〒300-0061
土浦市並木5-4079-1

029-826-6360

9:00～12:00
14:00～18:00
水,日,祝日
8:30～12:00
15:00～17:30
木
水

029-823-4160

029-825-4477

029-835-0014

029-832-8732
大塚クリニック

内科 , 循環器内科 , 小児科

〒300-0011
土浦市神立中央3-9-1

029-832-7555
おおつ野こどもクリニック

内科 , 小児科

〒300-0028
土浦市おおつ野8-2-18

029-828-2580
岡田整形外科クリニック

リウマチ科 , 整形外科 , リハビ
リテーション科

〒300-0026

8:00～12:00

土浦市木田余1646-1

14:45～18:30
木,土の午後,日,祝日
8:30～12:00
15:00～17:30

029-825-3377
尾﨏眼科クリニック

眼科

8:30～12:45
15:00～17:45
水,日,祝日
8:00～12:00
14:00～18:30
火,木,日午後
9:00～12：00
15：00～18：30
木,日,祝日
8:30～12:00
14:30～18:00
土曜日は8:30～12:30
水,日,祝日
8:30～11:45
14:00～14:30
14:30～17:45
木,土日午後,祝日,第2･4･5日曜

〒300-0817
土浦市永国1111-2

029-825-2727
小原内科医院

内科 , 循環器内科

〒300-0043
土浦市中央2-4-31

029-821-1015

月,日の午後,祝日（火・木・土の午後は手
9:00～12:00
14:00～18:00
木,土午後,日,祝日

か行
医療機関名

診療科目
内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科
, 循環器内科 , 腎臓内科 , 神経

住所/電話番号
〒300-0812

受付時間/休診日
8:30～11:00

内科 , 糖尿病・代謝内科 , 小児

独立行政法人 国立病院機構 科 , 外科 , 呼吸器外科 , 心臓血
土浦市下高津2-7-14
霞ヶ浦医療センター

土,日,祝日

管外科 , 麻酔科 , 形成外科 , 産
婦人科 , 眼科 , 耳鼻咽喉科 , 皮
膚科 , 泌尿器科 , リハビリテー

029-822-5050

かすみ皮膚科クリニック

皮膚科

〒300-0844
土浦市乙戸町11-5

叶多内科医院

内科 , 消化器内科

〒300-0832
土浦市桜ヶ丘町28-41

029-843-2263

029-826-1566
烏山診療所

内科 , 循環器内科 , リハビリ
テーション科

〒300-0836

8:20～12:00

土浦市烏山2-530-386

14:50～17:30
月午後,木, 祝日,日午後
8:30～12:00
14:00～17:30
水午後,日,祝日

029-843-0331
川島医院

内科 , 小児科 , 放射線科

〒300-0134
かすみがうら市深谷3656-1

029-897-1237
神立病院

9:00～12:00
12:00～14:00
木,日,祝日
8:30～12:00
14:00～18:30
土曜日のみ17:30終了
木,日,祝日

内科 , 循環器内科 , 神経内科 , 〒300-0011
外科 , 呼吸器外科 , 脳神経外科
, 肛門外科 , 胃腸外科 , 整形外

土浦市神立中央5-11-2

科 , 眼科 , 皮膚科 , リハビリ
テーション科 , 放射線科

菊池整形外科クリニック

内科 , リウマチ科 , 整形外科 ,
リハビリテーション科

029-831-9711

内科 , 消化器内科

内科 , 麻酔科 , 整形外科 , 形成
外科

かすみがうら市新治1827-34

15:00～18:30
土午後,日,祝日
9:00～12:00
14：00～18：00
土曜午後は14：00～17：00
木曜、日曜、祝日

〒300-0812
土浦市下高津1-19-37

〒300-0036

9:00～13：00

土浦市大和町9-2ウララ2-303

15：00～19：00
（土午後）15：00～18：00
日,祝日

029-825-5200
木戸医院

内科 , 消化器内科 , 外科 , 肛門
科 , リハビリテーション科

〒300-0845

8:30～12:00

土浦市乙戸南3-8-12

15:00～18:00
木,日,祝日

029-841-1753
来栖医院

内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科
, 循環器内科 , 小児科

〒300-4115

8:30～11:30

土浦市藤沢1178

14:30～17:00

029-862-5188
黒井整形外科医院

整形外科

〒300-0802
土浦市飯田2641

029-826-2210
外科・内科 天の橋立

内科 , 外科

〒300-0818
土浦市天川2-3-28

029-835-0333
結束耳鼻咽喉科医院

耳鼻咽喉科

〒300-0038
土浦市大町7-19

029-821-0222
県南病院

土午後,日,祝日,第1・3・5木午後,第2・4木
9:00～11:30
14:00～17:30
木,日,祝日
9:00～12:00
14:00～17:30
土午後,日,祝日
9:00～12:30
14:30～18:00
木,祝日
8:30～12:00

内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科
, 外科 , 脳神経外科 , 麻酔科 ,

土午後,日,祝日
9:00～12:30

029-821-3770
きし整形外科･内科

15:00～18:00

〒315-0051

0299-59-1181
菊地内科医院

8:00～12:00

〒300-0841

整形外科 , リハビリテーション 土浦市中1087
科

029-841-1148

13:00～17:00
日,祝日

サンルーナ 小寺内科クリニック 内科 , 神経内科

〒300-0028
土浦市おおつ野2-1-1

029-869-8882

9：00～12：00
15：00～17：00
水曜の午後16：00～17：00
第4日曜は午前のみ診療
木・日祝、土午後

後藤外科・胃腸科

内科 , 消化器内科 , 外科

〒300-0061
土浦市並木1-2-43

029-821-6895
内科 , 循環器内科 , 小児科 , リ

小林医院

ハビリテーション科

8:30～12:00
13:30～17:00
17:00～18:00

〒300-0011

9:00～12：30

土浦市神立中央3-10-1

15：30～17：30
水土午後,木,日,祝日

029-831-6688

さ行
医療機関名
西郷整形外科ﾘﾊﾋﾞﾘｸﾘﾆｯｸ

診療科目
リウマチ科、整形外科 , リハビ
リテーション科

住所/電話番号

受付時間/休診日

〒300-0028

8:45～11:45

土浦市おおつ野5-1-8

13:45～17:45
木,日,祝日
8:30～11:30
14:00～17:30
水午後,土午後,日,祝日
初診前にお電話下さい。
木,金,日,祝日

029-869-9888
酒井小児科医院

小児科

〒300-0815
土浦市中高津3-2-9

佐賀医院

内科 , 漢方内科 , 皮膚科

〒300-0037
土浦市桜町4-4-19

029-824-7620

029-821-0357
さくら内科クリニック

内科 , 呼吸器内科 , 循環器内科
, アレルギー科

〒300-0037

9:00～12:00

土浦市桜町3-14-18

15:00～18:00
水午後,土午後,日,祝日

029-835-3233
桜井内科医院

内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科
, 循環器内科

〒300-0043

8:30～12:00

土浦市中央2-16-21

16:00～18:00
水・土午後,日,祝日
8:30～12:00
14:30～17:00
日,祝日

029-821-0356
柴田マタニティクリニック

内科 , 麻酔科 , 産婦人科

〒300-0037
土浦市桜町4-13-20

029-821-0154
内科 , 外科 , 麻酔科 , 皮膚科 ,

しほう医院

リハビリテーション科

〒300-0805

9:00～12:00

土浦市宍塚字長町1945-1

16:00～18:30
水午前,日,祝日
9:00～12:30
15:00～17:30
土,日午後,祝日
9:00～12:30
14:30～18:00
木,日,祝日

029-823-9511
内科 , 神経内科 , 小児科

常陽医院

〒300-0042
土浦市城北町14-4

029-822-6594
助川眼科クリニック

麻酔科 , 眼科

〒300-0036
土浦市大和町9-2ウララ2-3F

029-827-1103
鈴木クリニック

内科 , 消化器内科 , 小児科 , 外
科 , 整形外科 , 肛門科

〒300-0875

8:30～11:30

土浦市中荒川沖町824-15

15:30～18:00
木,日,祝日
9:00～12:00
14:00～18:00
第2土,日,祝日,第4木

029-841-7711
染谷小児科

内科 , アレルギー科 , 小児科

〒300-0036
土浦市大和町9-2ウララ2-306

029-825-3121

た行
医療機関名
高野医院

診療科目
内科 , 消化器内科 , 小児科

住所/電話番号
〒300-0874
土浦市荒川沖西2-12-2

029-841-0154
高安クリニック

内科 , 循環器内科 , 神経内科 ,
漢方内科 , 外科

内科 , 小児科

8:30～12:30
15:00～18:30
木,日,祝日

〒300-0041

8:30～12:00

土浦市立田町1-22

13:30～18:00
(土午後）13:30～15:00
水,日,祝日
8:30～11:15
15:00～18:45
日,祝日

029-822-8201
田谷医院

受付時間/休診日

〒300-0047
土浦市生田町3-27

029-823-2636

外科 , 整形外科 , 形成外科 , 美

中央大祢整形形成外科

容外科 , リハビリテーション科 〒300-0043

8：30～12:00

, 放射線科
土浦市中央2-9-2

14:00～18:00
木午後,土午後, 日,祝日
9:00～11:50
14:30～17:30
日,祝日

029-821-0220
塚田眼科医院

眼科

内科 , リウマチ科 , 外科 , 整形

塚田整形外科

外科 , 婦人科 , リハビリテー

〒300-0043
土浦市中央1-4-16

029-821-0468
〒300-0037

9:00～12:30

土浦市桜町3-9-20

15:00～18:30
木午後,日,祝日
9:00～11:30
15:00～17:30
水午後,土午後,日,祝日
9:00～11:30
13:00～15:00
日,祝日
16:30～20:30
木,祝日

ション科

029-824-1111
小児科 塚原医院

小児科

〒300-0037
土浦市桜町3-2-7

筑波東病院

内科 , 精神科 , 神経科

〒300-0844
土浦市乙戸57-1

つくばメンタルクリニック

内科 , 精神科 , 神経科 , 心療内 〒300-0035
土浦市港町1-7-15

029-821-0404

029-843-2121

029-826-3883

総合病院 土浦協同病院

内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科 〒300-0028
, 循環器内科 , 神経内科 , 小児

8:30～11:30

科 , 外科 , 呼吸器外科 , 心臓血
管外科 , 小児外科 , 脳神経外科 土浦市おおつ野4-1-1
, 麻酔科 , 整形外科 , 産婦人科 ,

土,日,祝日,年末年始

眼科 , 耳鼻咽喉科 , 皮膚科 , 泌
尿器科 , リハビリテーション科 029-830-3711
〒300-0053
土浦協同病院附属真鍋診療所 内科 , 神経内科，小児科
土浦市真鍋新町9-35

029-826-3221
土浦厚生病院

精神科

〒300-0064
土浦市東若松町3969

8：30～11：30
13：30～16：30
内科・神経内科：水,土,日,祝
小児科：水午前,木,土,日,祝
8:30～11:30 新患は予約制（平日のみ）
日,祝日,8/15,12/31～1/3

029-821-2200
つちうら在宅診療所

内科

〒300-0025
土浦市手野町1958

9:00～17:00
土,日,祝日

029-828-8615
土浦中央クリニック

内科 , 外科 , 脳神経外科 , リハ
ビリテーション科

〒300-0042

（平日）9:00～12:00

土浦市城北町6-18

029-835-0200
つちうら糖尿病内科クリニック 内科 , 糖尿病・代謝内科

〒300-0036
土浦市大和町9-2ウララ２ビル201

029-886-8880
土浦西アイクリニック

眼科

〒300-0081
土浦市上高津367

ｲｵﾝﾓｰﾙ土浦2Ｆ

029-826-8810
つちうら東口クリニック

内科 , アレルギー科 , 小児科 ,
神経科 , 外科

〒300-0035
土浦市有明町2-31 関鉄土浦ビル4階

029-825-7880
土浦泌尿器科クリニック

内科、泌尿器科

〒300-0043
土浦市中央１丁目7-14

029-828-7625
土浦皮膚科医院

皮膚科

〒300-0036
土浦市大和町9-2ウララ2-302

029-824-2298
土浦ベリルクリニック

内科 , 消化器内科 , 腎臓内科 ,
糖尿病・代謝内科 , 泌尿器科

土浦メンタルクリニック

内科 , 小児科

土浦市都和4-4022-2

14：00～18：00
木午後,,土午後,日,祝日（木午前は検査日）
8:30～11:00
13:00～15:00
日,祝日
8:30～12:15
14:00～17:15
水,土午後,日,祝日
9:00～12:10
15:00～19:00

〒300-0036
土浦市大和町9-2 ウララ2-3F
〒300-0043
土浦市中央1-1-11

029-821-2368
鶴町皮膚科クリニック

皮膚科

15:00～18:00
水,日,祝日
9:30～12:30
14:30～18:00
月,日,祝日,火午前
9:30～13:00
15:00～19:00
水午前,木,日,祝日
9：00～12：00

029-826-7888
鶴町医院

9:30～12:30

〒300-0062

029-835-3002
精神科 , 神経科 , 心療内科

14:30～18:00
（土）9:00～14：00
水午後,日,祝日
9：00～13：00
14：00～17：00
日曜、祝日、木曜、土曜午後
10:30～13:00
15:00～18:30
水曜（20日、30日は診療）

〒300-0874
土浦市荒川沖西1-17-4

水,日,祝日

029-842-3046
内科 , リウマチ科 , 外科 , 整形

都和病院

外科 , リハビリテーション科

内科 , 呼吸器内科 , 循環器内科

東郷クリニック

, 小児科 , 外科 , リハビリテー

〒300-0068

8:30～12:00

土浦市西並木町3690

14:00～17:30
土午後,日,祝日

029-824-3434
〒300-0871

8:30～12:30

土浦市荒川沖東3-19-30

15:00～18:00
水・日午後,祝日
9:00～12:00
14:30～18:00
木,日,祝,土午後
9:00～11:50
14:00～18:20
木,日,祝日

ション科

029-843-7770
友常クリニック

内科 , 糖尿病・代謝内科

〒300-0043
土浦市中央2-14-9

鳥井耳鼻咽喉科医院

耳鼻咽喉科

〒300-0813
土浦市富士崎1-11-13

029-824-2718

029-821-1051

な行
医療機関名
中高津クリニック

診療科目
内科 , 呼吸器内科 , 外科

住所/電話番号
〒300-0815
土浦市中高津3-1-4

内科 , 小児科

〒300-0844
土浦市乙戸町921

029-842-3826
新治診療所

内科 , 消化器内科 , 神経内科 ,
小児科

額賀医院

9:00～12:00

土浦市下坂田2013-1

14:00～18:00
水午後,土午後,日,祝日
9:00～12:00
14:00～18:00
休日のない週の水,土午後,日,祝日

〒300-0813
土浦市富士崎1-7-25

029-821-5748
野上病院

内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科
, 循環器内科 , 外科 , 麻酔科 ,
気管食道科 , 肛門科

ののやま眼科

眼科

9:00～12:00
15:30～18:00
水,金・土午後,日,祝日

〒300-4113

029-862-4668
内科 , 整形外科

9:00～12:00
14:00～18:30
水,土午後,日,祝

029-824-1212
永井医院

受付時間/休診日

〒300-0031

9:00～11:00

土浦市東崎町6-8

14:00～18:00

029-822-0145
〒300-0026
土浦市木田余1644-1

029-827-0513

日,祝日
8:45～12:00
15:00～17:30
水,土午後,日,祝,（火午後は手術）

は行
医療機関名
萩原クリニック

診療科目
内科 , 小児科 , 泌尿器科

住所/電話番号
〒300-0011

9:00～13:00

土浦市神立中央5-24-25

15:00～18:00

029-832-2111
橋本産婦人科医院

内科 , 小児科 , 産婦人科 , 婦人 〒300-0069
土浦市東並木576

029-822-5541
久松耳鼻咽喉科皮フ科医院 アレルギー科 , 形成外科 , 耳鼻 〒300-0043
咽喉科 , 気管食道科 , 皮膚科 , 土浦市中央1-12-22
リハビリテーション科

久松皮膚科医院

内科 , 皮膚科

029-821-0574
〒315-0056
かすみがうら市上稲吉1756−2

029-830-1300
日立製作所土浦診療健診センタ 内科 , 小児科 , 精神科 , 心療内 〒300-0012
科 , 外科 , 整形外科 , 眼科 , 耳 土浦市神立東2-27-8
鼻咽喉科 , 皮膚科 , 泌尿器科
029-831-5830

ひろたこどもクリニック

内科 , 小児科

〒300-0045
土浦市文京町11-3

029-827-4150
ホームクリニックなぎの木

内科 , 外科、ペインクリニック
内科

診療科目

木,日,祝日
9：30～12：45
14：30～17：45
水・土午後,日,祝日
8:00～12:30
12:30～18:00
木,日,祝日
8:45～11:45
14:45～17:45
（土午後）13:45～15：45
8:30～11:00
12:50～15:45
土,日,祝日
9:00～12:00
15:00～19:00
日,祝日

〒300-0871

9:00～12:00

土浦市荒川沖東2-3-18ｸﾞﾚｰｽ荒川沖101

13:00～17:00
土,日,祝日

029-899-4072

医療機関名

受付時間/休診日

住所/電話番号

受付時間/休診日

整形外科 , 耳鼻咽喉科 , リハビ

松永医院

リテーション科

〒300-0815

8:30～12:00

土浦市中高津3-11-15

14:00～18:00
水,日,祝日
6:30～11:30
14:00～17:00
木,日,祝日

029-823-7771
松本内科医院

内科 , 小児科

〒300-0850
茨城県土浦市中村東1217-4

029-843-1211
宮﨑クリニック

内科 , 呼吸器内科 , 消化器内科
, 循環器内科 , 小児科

〒300-4115

8:30～12:00

土浦市藤沢964-2

15:00～18:00
木午後,土午後,日,祝日
9:00～12:00
14:30～17:30
火午後,水午後,土午後,日,祝日

029-830-6800
眼科

本橋眼科

〒300-0033
土浦市川口2-3-15

029-824-2627

や行
医療機関名
矢原診療所

診療科目
内科 , 消化器内科 , 小児科 , 外
科 , リハビリテーション科

住所/電話番号
〒300-0121

月・金

かすみがうら市宍倉鶴沼6167-1

029-831-8576
やまと医院

内科

〒315-0054
かすみがうら市稲吉5-20-12

山中内科クリニック

内科 , 小児科 , 皮膚科

〒300-0843
土浦市中村南5-30-39

029-869-6402

029-843-0870
内科 , アレルギー科 , 心療内科

山手医院

, 整形外科 , リハビリテーショ

土浦市国分町7-6

15:30～17:30
土午後,祝午後,日
8：30～12：00
15：00～18：00
木,土午後,日,祝日
8:45～12:00
14:15～17:30
木,日,祝日

ゆみこ内科クリニック

耳鼻咽喉科よしだクリニック

耳鼻咽喉科

029-821-1180
〒300-0873
土浦市荒川沖421

029-841-3387
経外科 , 肛門外科 , 乳腺外科

水 9:00～13:00
火,木,土,日,祝日
9:00～12:00
15:00～17:00
火,日,祝日
9:00～12:00
15:00～18:00
木,土午後,日,祝日
9:00～12:00

029-835-3388

淀縄医院

9:00～12:30

〒300-0814

内科 , 糖尿病・代謝内科 , 小児 〒300-0048
土浦市田中3-4-41

内科 , 消化器内科 , 外科 , 脳神

受付時間/休診日

〒300-0038

8:30～12：00

土浦市大町11-34

14：00～17：30
水午後,木午後,日,祝日

029-822-5615

わ行
医療機関名

診療科目

住所/電話番号

わか葉在宅クリニック

内科

〒300-0027
土浦市木田余東台2-9-15

わたひきクリニック

内科 , 心療内科 , 皮膚科

〒300-0037
土浦市桜町3-5-1-2

受付時間/休診日
8:30～17：30
土、日、祝日

029-879-8330

029-827-1005

8:00～11:40
（土）7：30～
午後は予約制
木,第2・4土,日,祝

