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医療機関名 郵便番号 住　所 電話番号
眼底
検査

相川内科 310-0851 水戸市千波町212 029-243-2311 ○

会沢内科クリニック 310-0844 水戸市住吉町44-37 029-247-2331 △

あいん常澄医院 311-1131 水戸市下大野町5360 029-240-5000 ○

青木医院 310-0815 水戸市本町3-4-7 029-221-8603 ○

青柳病院 310-0817 水戸市柳町2-10-11 029-231-2341 △

秋山クリニック 311-4146 水戸市中丸町609-1 029-252-3233 △

浅川医院 310-0035 水戸市東原2-8-25 029-221-7873 △

阿部内科医院 310-0852 水戸市笠原町1967-1 029-241-8340 △

飯田内科医院 310-0815 水戸市本町2-10-10 029-231-1357 △

いいたけ内科クリニック 310-0913 水戸市見川町2131-1976 029-350-1155 ○

石井外科内科医院 310-0851 水戸市千波町1386 029-243-0121 ○

石川クリニック 311-4142 水戸市東赤塚2123 029-253-5281 △

石田外科医院 310-0035 水戸市東原2-7-39 029-221-5538 △

いちょう坂クリニック 310-0011 水戸市三の丸1-4-73 水戸京成ビル1F 029-306-7251 ○

井上医院 310-0044 水戸市西原2-17-32 029-251-6581 △

茨城県メディカルセンター 310-8581 水戸市笠原町489 029-243-1111 ○

岩崎病院 310-0852 水戸市笠原町1664-2 029-241-8700 △

岩間東華堂クリニック 310-0026 水戸市泉町3-1-30 029-300-7110 △

大久保内科小児科医院 310-0042 水戸市自由が丘3-59 029-221-4771 △

大久保病院 310-0905 水戸市石川4-4040-32 029-254-4555 ○

大場内科クリニック 310-0841 水戸市酒門町275-3 029-304-0111 ○

大橋病院 310-0913 水戸市見川町2131-1560 029-240-3300 ○

おおひらクリニック 310-0852 水戸市笠原町1568-1 029-291-6173 △

小貫医院 311-4143 水戸市大塚町1857-3 029-254-8400 ○

小野クリニック 310-0836 水戸市元吉田町2576-6 029-240-0810 ○

かさの内科医院 310-0056 水戸市文京1-11-9 029-222-3111 △

笠原中央クリニック 310-0852 水戸市笠原町565-7 029-244-6011 ○

神代内科医院 310-0853 水戸市平須町1820-80 029-241-0148 ○

金敷内科医院 310-0853 水戸市平須町1-27 029-305-7211 △

兼子内科クリニック 310-0041 水戸市上水戸1-7-25 029-222-5511 △

川上医院 311-4153 水戸市河和田町字高野坪862 029-255-3791 △

河内クリニック 310-0066 水戸市金町3-1-17 029-222-3000 △

かわわだクリニック 311-4153 水戸市河和田町4382-56 029-303-7567 △

クエストリウマチ膠原病内科クリニック 310-0015 水戸市宮町1-2-4MYMビル4階 029-233-7722 △

くらのクリニック 310-0903 水戸市堀町916-10 029-257-6111 △

クリニック健康の杜 310-0851 水戸市千波町1250 029-305-6655 △

黒羽内科医院 310-0046 水戸市曙町10-30 029-252-7158 △

小沢眼科内科病院 310-0845 水戸市吉沢町246-6 029-246-2111 ○

こじま内科クリニック 310-0847 水戸市米沢町98-11 029-297-3311 △

小関外科胃腸科医院 310-0851 水戸市千波町347-1 029-241-2662 △

さいとう内科 310-0846 水戸市東野町491-12 029-248-7457 △

三枝整形外科内科 310-0853 水戸市平須町1840-1 029-244-0011 △

水戸市　特定健診・高齢者健診実施機関一覧表
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さかと内科胃腸科クリニック 310-0841 水戸市酒門町263 029-247-3375 △

佐々木クリニック 311-4152 水戸市河和田1丁目1828-10ｸﾞﾗﾝｽｸｴｱ赤塚101 029-252-0551 △

佐藤クリニック 310-0853 水戸市平須町2-77 029-244-1970 ○

志村病院 310-0063 水戸市五軒町1-5-11 029-221-2181 △

上甲医院 310-0815 水戸市本町3-1-8 029-221-5752 ○

城南病院 310-0803 水戸市城南3-15-17 029-226-3021 ○

水府病院 311-4141 水戸市赤塚1-1 029-309-5000 ○

住吉クリニック病院 310-0844 水戸市住吉町193-97 029-247-2251 △

千波中央クリニック 310-0851 水戸市千波町1288-5 029-212-8869 ○

台町クリニック 310-0835 水戸市元台町1512-1 029-246-1515 △

高木内科整形外科医院 311-4143 水戸市大塚町1504-1 029-251-8038 △

たかやす内科医院 310-0853 水戸市平須町1814-181 029-241-1221 △

高安内科循環器科クリニック 311-4153 水戸市河和田町4405-12 029-257-8110 △

田口同仁クリニック 319-0315 水戸市内原町910-1 029-259-2555 △

立枝内科 310-0004 水戸市青柳町3735 029-226-6251 ○

丹野病院 310-0841 水戸市酒門町4887 029-226-6555 △

内科石川医院 310-0034 水戸市緑町1-8-21 029-233-2236 △

内科江幡医院 310-0041 水戸市上水戸3-5-22 029-221-3292 ○

那珂記念ＭＩＴＯクリニック 310-0015 水戸市宮町1-7-33水戸サウスタワー12Ｆ 029-300-3355 ○

長田医院 319-0312 水戸市大足町980 029-259-5711 △

西宮医院 310-0036 水戸市新荘2-9-9 029-224-5555 ○

脳神経外科山田醫院 310-0902 水戸市渡里町2689-1 029-297-3101 △

野寺内科医院 310-0905 水戸市石川4-4033-7 029-251-3906 △

葉梨外科内科 310-0836 水戸市元吉田町376-8 029-247-2232 △

原外科医院 310-0818 水戸市東台1-12-13 029-221-3080 ○

福井内科クリニック 311-4152 水戸市河和田2-8-1 029-257-2010 ○

ふくもと内科クリニック 310-0841 水戸市酒門町下千束1495-2 029-246-0105 △

藤原内科医院 310-0913 水戸市見川町2131-1475 029-244-3111 △

ふたば内科クリニック 311-4145 水戸市双葉台4-173-5 029-257-1728 △

北水会記念病院 310-0035 水戸市東原3-2-1 029-303-3003 ○

水戸うちはら内科クリニック 319-0317 水戸市内原2-1 イオン水戸内原1F 029-259-1710 △

総合病院水戸協同病院 310-0015 水戸市宮町3-2-7 029-231-2371 ○

水戸共立診療所 310-0853 水戸市平須町1819-34 029-241-8050 △

水戸済生会総合病院 311-4198 水戸市双葉台3-3-10 029-254-5151 ○

水戸中央病院 311-1135 水戸市六反田町1136-1 029-309-8600 ○

水戸病院 310-0055 水戸市袴塚3-2787-9 029-353-7077 △

みと南ケ丘病院 310-0836 水戸市元吉田町1057-1 029-248-0373 ○

皆川医院 310-0852 水戸市笠原町995-102 029-243-5521 △

みなみ赤塚クリニック 311-4153 水戸市河和田町4940 029-257-6060 ○

宮川内科クリニック 310-0026 水戸市泉町2-3-2 029-302-5220 △

見和中央クリニック 310-0911 水戸市見和1-336-6 029-227-1235 △
※　眼底検査の欄について、当該実施機関において実施できる項目に「○」、再委託により実施する項目に「△」を記入。


